
平成２９年度 第１回東京都北区自立支援協議会次第           
    

日時：平成２９年６月２８日（水） 

                  午後２時から午後４時（予定） 

           会場：第２委員会室  

 

１ 開   会 

 

２ 委員の委嘱及び紹介                             

（資料１）東京都北区自立支援協議会設置要綱 

（資料２）東京都北区自立支援協議会委員名簿 

  （資料３）北区自立支援協議会について 

  （資料４）北区自立支援協議会の公開に関する内規 

 

３ 議   事 

（１）平成２８年度活動報告について 

  （資料５）平成２８年度北区自立支援協議会報告書 

 

（２）北区障害者計画進捗状況調査結果について 

（資料６）北区障害者計画進捗状況調査結果 

 

（３）第４期北区障害福祉計画の実績について 

  （資料７）北区障害福祉計画実績 

 

（４）平成２９年度専門部会について 

  （資料８）平成２９年度専門部会名簿及び検討事項 

   

（５）第５期北区障害福祉計画・（仮称）第１期北区障害児福祉計画について 

  （資料９）国の動向等について（厚労省資料一部編集・抜粋） 

  （資料 10）計画目次案 

 

（６）その他 

①障害者差別解消法施行における北区の対応等について 

（資料 11）障害者差別解消法相談受付一覧表 

 

  ②障害者差別解消法シンポジウムの実施結果について 

  （資料 12）障害者差別解消法シンポジウムアンケート集計結果 

   

 

 

 

  （裏面あり） 



（７）今後の予定 

平成２９年度第２回東京都北区自立支援協議会（全体会） 

 時期：平成２９年１０月頃開催予定 

  

５ 閉   会  

  （資料）閉会後席次表 

 ※閉会後、資料の席次表を基に専門部会ごとに集まり、第１回の開催日程を決

定する。 

  決定後は解散。 

 

 

【本日の配布資料】 

 
（資料１）東京都北区自立支援協議会設置要綱 

（資料２）東京都北区自立支援協議会委員名簿 

（資料３）北区自立支援協議会について 

（資料４）北区自立支援協議会の公開に関する内規 

（資料５）平成２８年度北区自立支援協議会報告書 

（資料６）北区障害者計画進捗状況調査結果 

（資料７）北区障害福祉計画実績 

（資料８）平成２９年度専門部会名簿及び検討事項 

（資料９）国の動向等について 

（資料 10）計画目次案 

（資料 11）障害者差別解消法相談受付一覧表 

（資料 12）障害者差別解消法シンポジウムアンケート集計結果 

（資料 13）閉会後席次表 



東京都北区自立支援協議会設置要綱  
 

２ ０ 北 福 障 第 ４ ２ ０ ４ 号 
平成２１年３月６日区長決裁  

 
（設置）  

第１条 障害者（障害児を含む。以下同じ。）への支援体制を整備するとともに、

障害者に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、東京都北区自立

支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

（１）障害者への支援体制の整備 

（２）障害者への支援体制に関する課題の検討 

（３）北区障害者計画の改定 

（４）北区障害福祉計画の策定 

（５）北区障害者計画及び北区障害福祉計画の進捗状況の把握及び評価 

（６）その他協議会の運営に関し区長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員

３０人以内をもって組織する。 

（１）学識経験者 

（２）北区障害者団体連合会が推薦する者 

（３）区内に所在する指定相談支援事業者 

（４）地域住民代表 

（５）保健医療関係代表 

（６）教育・就労関係代表 

（７）北区議会議員 

（８）北区社会福祉協議会 

（９）健康福祉部長 

（１０）健康福祉課長 

（１１）精神保健・難病担当副参事 

（１２）障害者福祉センター所長 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

資料１



 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会には会長１名及び副会長１名を置く。 

２ 会長は、学識経験者である委員の中から区長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させて

意見を聴くことができる。 

３ 委員は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

 

（除斥） 

第７条 委員は、審議内容に利害関係のあるときは、その議事に加わることは

できない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言するこ

とができる。 

 

（専門部会） 

第８条 協議会は、第２条に規定する協議事項について、調査、研究等を行う

ため、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、会長の指名する部会委員をもって組織する。 

３ 部会委員は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。 

 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

健康福祉部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２１年３月１０日から施行する。 

付 則 （平成２４年５月３１日区長決裁） 

１ この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

２ 北区障害者施策推進協議会設置要綱（１２北福地第８２４号平成１３年

1 月２４日区長決裁）は廃止する。 

 

 



（敬称略）

区　　　分 氏　　　名

学識経験者　（会長） 武蔵野大学大学院教授 川村　匡由

学識経験者 白梅学園大学教授 堀江　まゆみ

NPO法人 ピアネット北 井上　良子

北区肢体不自由児・者父母の会 田中　淳子

北区聴覚障害者協会 大八木　剛

北区視覚障害者福祉協会 熊澤　眞砂子

北区手をつなぐ親愛の会 小宮　榮次

NPO法人 つみき 鈴木　千栄子

NPO法人 北区精神障害者を守る家族会飛鳥会 吉田　耕一

NPO法人 わくわくかん 山下　和子

竹内　文香

横手　美幸

島田　富一郎

中野　宰至

東十条在住 小田　政利

王子在住 高田　裕司

赤羽台在住 岸本　高明

須賀田　元彦

田中　道子

松井　裕

伏見　可奈子

木村　理恵

就労支援センター北 小島　靖子

永沼　かつゆき

山崎　たい子

社会福祉協議会 北区社会福祉協議会 権利擁護センターあんしん北センター長 窪田　禎司

都築　寿満

菊池　誠樹

高木　明子

滝澤　麻子

３０名

（30名以内）

※ 障害福祉課長は事務局として参加。

所　　属　　等

関係行政機関
健康福祉課長

健康福祉部副参事（精神保健・難病担当）

障害者福祉センター所長

委託相談支援事業者

教育・就労関係代表

都立王子特別支援学校

北区議会議員

障害者地域自立生活支援室（ピアネット北）

精神障害者団体代表

平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日   

東京都北区自立支援協議会委員名簿 

健康福祉委員会副委員長

健康福祉部長

北区町会自治会連合会

北区民生委員児童委員協議会

北区医師会

都立北特別支援学校

身体障害者団体代表

北区障害者団体連合会推薦

知的障害者団体代表

障害者地域活動支援室（支援センターきらきら）

健康福祉委員会委員長

地域住民代表

王子公共職業安定所

保健医療関係代表
あすか山訪問看護ステーション

資料２



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

≪目的≫相談支援事業をはじめとする地域の障害福

祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を

果たす。 

 

○相談支援事業の運営及び委託事業者の運営評価に

関する事項 

○困難事例への対応のあり方に関する事項 

○地域の関係機関によるネットワーク構築等に関す

る事項 

○地域の社会資源の開発、改善に関する事項 

≪目的≫障害者に関する施策の総合的かつ効果的

な推進をはかる。 

 

○障害者計画の改定、障害福祉計画の策定 

○計画の進捗状況の把握及び評価 

(1)北区障害者計画の改定 

(2)北区障害福祉計画の策定 

(3)障害者への支援体制に関する課題の検討 

(4)障害者への支援体制の整備 

                   など 

計画作成から、支援体制の整備、計画の進捗状況の

評価まで、総合的に関わる協議会 

障害者（障害児を含む。）への支援体制を整備する

とともに、障害者に関する施策の総合的かつ効果的な

推進を図る。 

３つの協議会の性格を合わせ持つ協議会 

(旧)北区障害者施策推進協議会 

(旧)北区地域自立支援協議会 

北区自立支援協議会 

目的 

役割 

協議事項 

性格 

障害者基本法による障害者施策推進協議会 

障害者総合支援法による自立支援協議会 

＋

平成２９年度東京都北区自立支援協議会について 

＋

障害者差別解消法支援地域協議会 

障害者差別解消法支援地域協議会 

≪目的≫地域の障害者差別の事案を取り巻く状況を

的確に把握し、必要に応じて他機関等と連絡調整を

行う。 

資料３



北区自立支援協議会の公開に関する内規 

 

 

第１ この内規は、東京都北区自立支援協議会設置要綱第１０条の規定に基づ

き、北区自立支援協議会（以下「協議会」という）の公開に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

第２ 協議会は、運営に支障がない限り公開とする。 

 

第３ 傍聴人の人数は、各会場の収容人員に応じて会長が決定する。 

 

第４ 傍聴を希望する者は先着順で受け付けるものとし、傍聴簿に住所、氏名

を記入の上、所定の傍聴席で傍聴しなければならない。 

 

第５ 次の事項に該当する者は、傍聴席に立ち入ることができない。 

（１）酒気を帯びていると認められる者。 

（２）その他、議事を妨害することを疑うに足る事情が認められる者。 

 

第６ 傍聴人は次の行為を行ってはならない。 

（１）議事に対しての発言や騒ぎ立てる等、議事の進行を妨げること。 

（２）写真、映像等の撮影及び録音を行うこと。 

２ 会長は、前項に掲げる行為を行った傍聴人の退場を命じることができる。 

 

第７ 発言の要旨等は事務局でまとめ、協議会において内容を確認の上北区ホ

ームページ上に掲載する。 

 

第８ この内規に定めのない事項については、会長が協議会に諮って決定する。 

資料４
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平成２９年６月 

東京都北区自立支援協議会  

平成 2８年度 

北区自立支援協議会報告書 

資料５
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専門部会 

１ 北区自立支援協議会  

平成２１年３月に東京都北区地域生活支援事業実施要綱（平成１８年９月２２

日区長決裁（以下「要綱」という。）に基づく障害者相談支援事業の一環として、

相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中

核的な役割を果たす定期的な協議の場として、東京都北区地域自立支援協議会

（以下「協議会」という。）を設置しました。 

その後、平成２２年度からは相談支援会議のほか専門部会を設置し、各々の所

掌事項を検討することにより、地域の課題解決に取り組んできました。 

一方で、北区障害者施策推進協議会では、障害者計画及び障害福祉計画の改定・

策定などに関わり、障害者に関する施策の総合的・効果的な推進を図ってまいり

ました。 

平成２４年4月、障害者自立支援法の改正により、自立支援協議会は法律上明

文化され法律上の根拠が設けられると同時に、障害福祉計画等についてその意見

を聴くよう努めなければならないとされました。 

こうしたことを踏まえ、これまでの地域自立支援協議会に障害者施策に関する

会議体を集約し、両協議会を統合いたしました。それにより、計画作成から支援

体制の整備、計画の進捗状況の評価まで総合的にかかわる協議会となりました。 

 

北区自立支援協議会イメージ図 （平成２８年度） 

 

 

 

 

 

 

           

 

                        

 

 

                   

                  

                  

 

 

 

 

 

 

・障害者への支援体制の整備、課題の検討 

・北区障害者計画及び北区障害福祉計画の策定・改定、 

進捗状況の把握・評価 

・基幹相談支援センターに

ついて（検討・視察） 

・講演会（基幹相談支援セ

ンター及び地域生活支

援拠点について） 

・居住の場としてのグル

ープホームについて 

・就労について 

・身体グループホーム、

日中活動の場の視察 

提

案

報

告

報

告 

・障害者差別解消法施行

に伴う検討。（啓発事

業、虐待、成年後見等）

・障害者計画進捗状況調

査の検討 

 

提

案

報

告

提

案
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２ 所掌事項  

（１）障害者への支援体制の整備 

（２）障害者への支援体制に関する課題の検討 

（３）北区障害者計画の改定 

（４）北区障害福祉計画の策定 

（５）北区障害者計画及び北区障害福祉計画の進捗状況の把握及び評価 

（６）その他協議会の運営に関し区長が必要と認める事項 

 

３ 検討状況 

 北区自立支援協議会の活動 

  第１回 平成２８年７月５日 

  内容：委員の委嘱、平成２７年度活動報告、第４期北区障害福祉計画の実績報告、

平成２８年度の専門部会について、障害者差別解消法施行における北区の対

応等について、ほか 

 

  第２回 平成２９年１月１９日 

  内容：基幹相談支援センターについて、地域生活支援拠点について、障害者差別解

消法に係る苦情等の調査結果について、ほか 

 

   

 専門部会の活動 

【相談支援部会】  

第１回  平成２８年８月９日 

第２回  平成２８年９月２８日 

※視察  平成２８年１１月１８日（豊島区立心身障害者福祉センター視察） 

第３回  平成２８年１１月２８日 

※視察  平成２８年１２月１５日（文京区障害者基幹相談支援センター視察） 

第４回  平成２９年１月１２日 

※講演会 平成２９年３月１４日（基幹相談支援センター、地域生活支援拠点） 

 

【地域生活部会】 

第１回  平成２８年８月１０日 

第２回  平成２８年１０月３１日 

※視察  平成２９年２月３日 

 

【権利擁護部会】 

第１回  平成２８年８月１５日 

第２回  平成２８年９月１４日 

第３回  平成２８年１０月１４日 

第４回  平成２８年１２月８日 

第５回  平成２９年２月１４日 
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４ 活動報告 
相談支援部会 

平成２８年度は、平成２７年度の活動の引継ぎを受け、相談支援部会の協議範囲

である、北区障害者計画の基本目標１に関する施策のうち、『基幹相談支援センタ

ーの設置』に関する検討を中心に活動を行いました。 

北区の基幹相談支援センターのあり方について協議を行う一方で、他区の現状を

知るために、昨年の大田区（大田区立障がい者サポートセンター（さぽーとぴあ））

の視察に続き、豊島区及び文京区の視察を行いました。また、基幹相談支援センタ

ーに関する見識を深めるために、厚生労働省の相談支援専門官を講師に招き、講演

会を実施しました。講演会には、相談支援事業者、北区自立支援協議会委員、北区

障害福祉課職員などが参加しました。 

 

【基幹相談支援センターに関する主な意見】 

・基幹相談支援センターについて、民間だけでは困難事例に対応できるか不安である。 

・近隣区で基幹相談支援センターを設置しているが、最終的には行政に相談すること

になり、役に立っていない。 

・視察したところ、できることから始めている感じがあった。北区としても、どこま

で基幹相談支援センターが担うか明確にする必要がある。 

・区と民間でメリット、デメリットが異なるので、相互に補えるように協働による運

営方法も考えられるのではないか。 

・基幹相談支援センターの役割として、人材育成も重要な役割である。相談員の質の

向上ができることも、条件として必要である。 

・２４時間の対応が必要と言われているが、視察の結果、受けていない区も多くある

ことが分かった。 

・北区として、どのように基幹相談支援センターを設置するのか、具体的な方針や時

期等を示して欲しい。 

 

地域生活部会 

   平成２８年度は、検討の中心テーマとして「障害のある人の就労の拡大」及び「多

様な生活の場の整備」の２つを掲げ、取り組んでいくことを確認し検討を行ってま

いりました。 

   委員から、「障害者雇用促進ハンドブック（平成２７年度版）」（東京都発行）

及び北区障害者関係機関ガイドブック2016（子ども編、生活編、就労・日中活動

編）の資料提供があり、検討の資料として活用しました。 

   平成２９年２月には、社会福祉法人あいのわ福祉会の運営する青井第１、第２ハ

ウス（身体障害者グループホーム）及び大谷田就労支援センター（就労継続支援Ｂ

型、生活介護）の視察を行いました。視察を終えた委員からは、「障害者自身の高

齢化も進み、今後の医療的ケアの対応が難しくなるが、通所介護施設の職員がバッ

クアップしているのはよい。」「採算の取れない事業ということがよく分かった。」

「人材確保が困難だが、それが一番重要だと思った。」「Ｂ型から生活介護へスム

ーズに移行でき、職員も利用者も理解があるので利用しやすい。」「都立高校の授

業の一環として体験しているのはとても良いことだと思った。」などの感想があり

ました。 
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 【就労、日中活動の場等に関する主な意見】 

 ・就労継続Ａ型は赤字の事業所が多く、赤字の解消は難しい問題である。 

 ・身体障害者は進路先として生活介護が多くなり、知的は就労継続Ｂ型が多くなる。

障害の違いから利用機関も別で、保護者同士の接点がなく、情報交換ができない。

子ども同士、親同士の交流ができる環境は必要である。 

 ・気を付けなくてはいけないのが本人の意見である。知的は意思確認の難しさがある。 

 ・このまま利用者が増えると、生活介護はパンクしてしまう。第３福祉園を整備して

ほしいとい希望がある。 

 ・生活介護は区内に３か所しかなく、住所で分けられてしまうため決められた場所に

行くしか選択肢がない。 

 ・一般就労相談を担当しているが、どこからが自立なのかと考える。最近の相談を見

て、知的・精神の方は本人の意思でなく、親が相談している。本人には十分できる

力があるのに、親が無理だと判断する。一人では厳しいが、支援を受ければ生活で

きるのであれば、自立と言えるのではないか。 

 ・日中活動にて、１８歳から６０歳が同じ空間にいるのは無理がある。 

 ・気を付けなくてはいけないのが、本人と親の希望の違い。いかに本人希望を確認で

きるかが重要である。 

 

 【生活の場に関する主な意見】 

 ・保護者は子どもの障害が重すぎるから無理と、ショートステイを利用しない人がい

る。「いろんな人に支援してもらいましょう」と発信することが大切である。 

 ・グループホーム等で暮らしを維持していくためには、「人の確保」と「計画相談」

のつながりが重要である。 

 ・グループホームの中にショートステイを入れるのは、運営上必要なことは理解でき

るが、住人としては同じ空間に一時的に他の入所者が入ってくるのは落ち着かない。 

 ・生活介護に通う人が入れるグループホームが必要である。 

 ・ハローワークで求人しているが、支援員の人員不足がある。福祉人材の確保は厳し

い現実がある。 

 

権利擁護部会 

   平成２８年度は、障害者理解に重点を置いて、「障害者差別解消法啓発事業の開

催に向けた検討」「障害者計画進捗状況調査結果の検討」などを行いました。 

   相模原市の障害者施設で起きた無差別殺傷事件を受け、障害者の権利を守ること

はもちろんのこと、我々一人ひとりが今まで以上に、一般の人に障害者に対する理

解を深めてもらうかが課題であるとの認識を持ちました。 

   障害者自身が高齢化する中で、親亡き後の問題、成年後見制度についても一般へ

の周知は十分とは言えず、今後の自立支援協議会における活動をとおして、また、

権利擁護部会の活動をとおして検討し、普及・啓発に努めていく必要があると考え

ています。 

   障害者計画の進捗状況についても、様々な意見が出されました。北区の行政にお

ける障害者施策が充分とは言えないため、自立支援協議会として意見をまとめ、要

望、提言という形でフィードバックする必要があると考えています。 
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 【啓発事業に関する主な意見】 

 ・一般の人にどう理解してもらうか、来てもらうためにはどうすればよいか。平成2

7年度のシンポジウムでは、一般の参加者が17％しかいなかった。ターゲットの

絞り込みも必要ではないか。 

 ・落語家で障害を持っている人がいる。そういう方を招いて、健常者と障害者の垣根

を取り外せればと思う。 

 ・映画上映などで、若い人に興味を喚起するのは良いことだと思う。楽しめるイベン

ト、来てよかったと思える要素を出せればよい。 

 ・パラリンピックが開催され、障害者の頑張る姿が一般の人の目に触れ始めている。

障害者も能力があることや、頑張っている姿が理解されてきている。同じ人間で

様々な人がいるのが当たり前ということを知ってもらうことが必要である。 

 ・北区にゆかりのある漫画家を会場で紹介してもよい。笑いを取り入れながら、障害

を取り上げられればと思う。 

 ・若い世代をターゲットにする企画がよい。障害理解は小さい頃から、自然な形でし

ていくべきだと思う。 

 【障害者計画進捗状況調査の検討に関する意見】 

 ・東十条駅エレベーター横の車いすトイレは壊れたまま数年経つ。所管課で対応や助

言等を行ってほしい。 

 ・低床バスの台数が増えた、音声案内信号機が増えたなど、数字で提示されるとよい。 

 ・計画の事業内容に、検討します、要望しますなどの表記があるが、その結果がどう

なったかを知りたい。 

 ・北区ニュースなどで、「手話通訳」についての表記が増えており、配慮が進んでい

ると思う。継続してほしい。 

 ・あんしん北では、年間1000～1500件の成年後見制度に関する相談がある。その

ほとんどが高齢者。知的障害者の親は、生きているうちは自分が頑張るという人が

多い。 

 ・成年後見制度の制度がしっかりしていても、成年後見人が不正をしては意味がない。 

 ・成年後見人を付けていない人は、家族が財産管理するなど、発覚しない不正が起き

る場合がある。 



障害者計画進捗状況調査（基本目標１）
施策目標 施策 事業内容 担当課 平成２７年度の取り組み内容・実績等

1 1

①　相談支援事業の実施・充実
●障害者の福祉サービスの利用を援助するため、必要な情報
の提供や助言等を行う相談支援機能の充実を図ります。
●地域全体において障害者を支える力を高めるため、関係機
関との連携を強化し、相談支援に活かします。

障害福祉課

【障害福祉課】
・王子、赤羽障害相談係において、福祉
サービスの利用の援助や情報提供等を
行った。
（相談件数：59,226件）
・平成27年4月に開始した「滝野川地域障
害者相談支援センター」において、福祉
サービスの利用の援助や情報提供等を
行った。

○

【障害福祉課】
・引き続き、福祉サービスの利用の
援助や情報提供等をきめ細やかに
行う。
・引き続き、区の委託事業として、
民間の実績を活用し実施する。
　 （障害者地域地域自立生活支援
室）
（滝野川地域障害者相談支援セン
ター）
・平成27年4月に開始した「滝野川
地域障害者相談支援センター」の
周知を徹底するとともに、各地域に
おける相談支援拠点の整備を検討
する。

今後の取り組み
（拡充○、維持継続△、中止等×）

資料６



1 1

②　障害者地域自立生活支援室の相談支援機能の充実
●障害者地域自立生活支援室における障害者ケアマネジメン
ト機能を強化し、ピアカウンセリングや自立支援に関する専門
相談の充実を図ります。
●地域の社会資源や福祉機器の情報など、自立生活支援に
必要な各種情報の収集、提供を行うほか、障害者の社会参加
を促進するための講座を開催します。
●障害者が小・中学校の「総合的な学習の時間」等で講話を
行う機会を設けるなど、区民の障害理解の推進に努めます。

障害福祉課

【障害者福祉センター】
・相談件数
　　電話・メール相談（2,610件）
　　面接・訪問相談（1,245件）
　　その他（78件）
・社会参加を促進する講座
　ハンドメイド教室（知的障害者対象：69
名）
　デイジー講習会（視覚障害者対象：14
名）
　ヨガ講座（90名）
　軽度発達障害相談（15歳以上対象：115
名）
　ネイルアート、ぽち袋・しおり作り体験
（140名）
　障害者向け「成年後見制度講座」（38名）
　講演会「障害者のきょうだい支援」（18
名）
・学校向け「障害理解教育」（１校22名）
・「支援者へのバトン書き方出張講座」（2
事業所25名）
・27年度版「身体障害・知的障害（児）者居
宅介護事業所報告書」を各400部作成し、
区相談窓口にて希望者に配布。
・「北区障害者関係機関ガイドブック2015」
を300部作成し、区相談窓口にて希望者に
配布。
・「支援室だより（事業案内）」を6回刊行し
た。

○

【障害福祉課】
引き続き、各種相談や情報提供な
どの支援により障害者の自立と社
会参加の促進を図る。委託内容の
見直しにより平成28年度より障害
福祉サービス事業者研修会及び相
談支援事業者連絡会の運営を行
い、人材育成に取り組む。
〈平成28年度の取り組み〉
・相談支援
　　電話・メール相談
　　面接・訪問相談
・社会参加を促進する講座の開催
　ハンドメイド教室（知的障害者）
　デイジー講習会（視覚障害者））
　軽度発達障害相談(15歳以上対
象）
　障害者作品展への参加
　障害者向け成年後見制度講座
・「支援者へのバトン」を作成し、書
き方講座を開催
・区内小中学校に対して障害者理
解の授業を実施
・28年度版「身体障害・知的障害
（児）者居宅介護事業所報告書」を
作成し、区相談窓口にて希望者に
配布予定
・「北区障害者関係機関ガイドブッ
ク2016」を作成し、区相談窓口にて
希望者に配布予定
障害福祉サ ビ 事業者研修会

1 1

③　地域活動支援センターの充実
●障害者地域活動支援室「支援センターきらきら」を地域活動
支援センターⅠ型として位置づけ、生活相談、創作的活動、地
域交流等の事業を実施します。
●相談機能の充実を図るとともに、一人ひとりの状況に応じた
ケアマネジメントを実施します。

障害者福祉センター

【職員課】
・雇用率
　知的・精神障害者が担える区役所業務
について検討を行った。また、法定雇用率
２.３％を維持するとともに、特別区におけ
る目標雇用率３.０％の達成に留意し、職
域、就労環境、雇用形態等の整備に努め
た。
【障害者福祉センター】
・年間利用者                      18,381人
・基礎的事業(創作活動等)       1,272人
・基礎的事業(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等)   292人
・機能強化事業
　生活支援   6,169人
　相談支援 10,415人

その他          233人

△

【職員課】
・雇用率
　知的・精神障害者が担える区役
所業務について引き続き検討を行
なう。また、法定雇用率２.３％を維
持するとともに、特別区における目
標雇用率３.０％の達成に留意し、
職域、就労環境、雇用形態等の整
備に努める。
【障害者福祉センター】
　・引き続き事業者と協力して相
談、支援、講座開催に努める。
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④　障害者相談員活動の充実
●障害者相談員制度の周知に努めるとともに、相談員研修の
強化を図り、活動を充実します。

障害福祉課

【障害福祉課】
○障害者相談員活動
・身体障害者相談員：１１人
・知的障害者相談員：7人
・精神障害者相談員：7人
・相談件数：述べ４１１件
　
○相談員研修会の実施
・全体会「地域包括ケアシステムと介護保
険制度について」
・部会（身体障害者・知的障害者・精神障
害者）
・参加者数　　25人

△

【障害福祉課】
引き続き活動の充実に努める。

1 1

⑤　計画相談・地域相談支援・障害児相談支援の充実
●すべての障害福祉サービス、地域相談支援、障害児通所支
援利用者が計画相談支援、障害児相談支援を利用できるよう
支援します。
●適切なサービス等利用計画の作成に努めます。
●地域相談支援事業（地域移行支援、地域定着支援）の普及
啓発を図ります。

障害福祉課

【障害福祉課】
・利用者に対して事業周知を丁寧に行っ
た。
・障害福祉サービス事業所説明会を開催
をし、事業者に対して事業周知を行った。
・特定相談支援事業者は、新たに4か所増
え、17か所となり、サービス等利用計画・
障害児支援利用計画作成者拡大につな
がった。
・年４回事業所連絡会を開催し、相談支援
事業所の知識向上に努めた。

○

【障害福祉課】
・事業所説明会を開催し、計画相
談支援事業・障害児相談支援事業
の周知するとともに、相談支援事
業所指定を推進することでサービ
ス等利用計画・障害児支援利用計
画作成の拡大に努める。
・事業所連絡会を引き続き開催し、
相談支援事業所のスキルアップに
努めることにより、適切なサービス
等利用計画の作成を推進する。
・介護サービス事業者等に対して
相談支援事業者指定を推進するな
ど、事業周知を徹底する。
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⑥　苦情等対応体制の整備
●障害福祉サービス利用における苦情対応体制を充実しま
す。
●障害者が詐欺や悪質商法による被害に遭わないよう、関係
機関及び団体と連携し、情報提供等に努めます。

産業振興課

障害福祉課

社会福祉協議会

【産業振興課】
消費生活相談出張講座の実施
・障害者向け（1回）
悪質商法に関する情報提供と相談窓口周
知
・自治会掲示板への消費者被害防止情報
掲出
・バス内でのアナウンス、広告掲出
・コミュニティバスの車体ラッピング
・消費者講座（聴覚障害者対応）
【社会福祉協議会】
社会福祉協議会において、福祉サービス
の利用に関する苦情を権利擁護ｾﾝﾀｰ職
員及び第三者機関の苦情調整委員が対
応。また、区内福祉事業所・施設に対し苦
情解決の仕組みや体制づくりのための研
修を行った。
２７年度実績
苦情問合せ１件、苦情相談受付１９件、相
談援助件数４５件（計６５件）
※苦情対応委員相談申立件数０件
苦情研修会２回実施

△

【産業振興課】
広報誌や自治会回覧、公共バスの
アナウンスや広告掲出などを実施
し、引き続き、悪質商法への注意
喚起・相談先の周知など情報発信
の強化に努める。

1 1

⑦　就学前相談体制の充実
●区立の就学前障害児通所施設「子ども発達支援センターさく
らんぼ園」（以下、「さくらんぼ園」という。）の機能の充実に向け
て、処遇の向上、職員の専門性の向上を図ります。
●主に就学前の子どもと保護者を対象とした発達障害に関す
る総合的な相談窓口の整備を検討します。
●教育委員会、障害福祉課、保育園、さくらんぼ園、北児童相
談所等、各関係機関との連携を強化します。
●「子ども発達支援センターさくらんぼ園発達相談室」におい
て、親子が安心して相談できる体制を整備します。
●各健康相談係及びさくらんぼ園において、発達に関する心
配や障害のある子どもを持つ親への相談機能を充実します。

健康推進課

障害福祉課

子育て支援課

保育課

教育指導課

【健康推進課】
乳幼児健診、子育て相談等で把握した要
支援者について、関係機関と連携し支援し
ている。
内科経過観察来所者 323人
（王  135人、赤 121  人、滝67  人）
心理経過観察来所者　204  人
（王49 人、赤 122 人、滝 33 人）
発達の遅れの児の支援　441人
（王 204 人、赤  88 人、滝149 人）
【保育課】
各保育園では巡回指導員の指導助言のも
と、特別な支援を必要とする子ども一人一
人に則した保育を実施する中で、必要に
応じて各関係機関との連携を図った。
【教育指導課】
「東京都北区発達障害児支援のための連
絡調整会議」の中で各関係機関へ、また、
区民向け「子育てセミナー」にて、適切な就
学に向けた取り組みや北区の特別支援教
育の仕組み等の情報を提供した。

○

【健康推進課】
引き続き、乳幼児健康診査および
乳幼児経過観察健康診査を充実さ
せていきます。
【保育課】
27年度と同様に実施していく
【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
北区の特別支援教育の仕組みに
ついての情報提供や就学相談へ
の協力を図る上での関係機関での
説明会の開催等に取り組む。
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⑧　就学相談の充実
●「就学相談室」において、ライフステージを見通し、障害のあ
る児童・生徒一人ひとりの障害の種類や程度、心身の発達の
状態等に応じて もふさわしい教育が受けられるように、就学
についての相談に応じます。

教育指導課

【教育指導課】
保護者からの就学相談受付に基づいて、
教育学・医学・心理学等の専門家を交えた
行動観察・相談等を実施し、客観的かつ的
確な資料を作成し、可能性を 大限に伸
長する視点から就学先を総合的に審議・
判定を行った。
27年度実績
就学支援委員会6回実施
一斉相談8回実施
就学（転学）相談総件数196件（就学155
件、転学41件）

○

【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
保護者・本人の意向を 大限に尊
重し、本人が伸長できる教育の場
を適切かつ総合的に判断していく。
決定にあたっては、合理的配慮の
観点から可能な限り合意形成を
図った上で行う。
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⑨　基幹相談支援センターの設置
●北区全体の相談支援体制の強化・充実のため、相談支援
の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を検討し
ます。

障害福祉課

【障害福祉課】
・課内に設置した相談支援ＰＴにて他自治
体に視察するなど情報収集に努めた。

△

【障害福祉課】
・引き続き、課内ＰＴにて検討する。
・滝野川地域で開始した「滝野川地
域障害者相談支援センター」の実
績を検証し、基幹系相談支援セン
ターの検討に活かす。
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①　東京都北区自立支援協議会の運営
●区、学識経験者、保健医療、障害者団体等で構成する「東
京都北区自立支援協議会」において、障害者（児）への支援体
制を整備するとともに、障害者に関する施策の総合的かつ効
果的な推進を図ります。
●「東京都北区自立支援協議会」は、障害者の支援体制の整
備、障害者への支援体制に関する課題の検討、障害者計画
等の改定及び計画の進捗状況の把握・評価などを行います。

障害福祉課

【障害福祉課】
「東京都北区自立支援協議会」を開会し、
障害者への支援体制を整備するとともに
障害者に関する施策の総合的かつ効果的
な推進を図るとともに、障害者計画・第４期
北区障害福祉計画の策定に向け、協議を
行った。
　27年度実績
　協議会　２回実施。
　専門部会（相談支援部会３回、地域生活
部会４回、権利擁護部会４回実施。）

○

【障害福祉課】
北区自立支援協議会の中に、障害
者差別解消法施行に向けた検討を
盛り込む。
障害者に関する施策の総合的な推
進を図るとともに、障害者計画・障
害福祉計画の評価、検証を行う。
差別解消法支援地域協議会
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②　虐待防止センターの充実
●虐待防止に関する相談機能の充実を図ります。
●東京都権利擁護センターと連携し対応します。
●障害者虐待防止センターにおいて、障害者及び養護者等か
らの相談・通報・届出等に対して権利を擁護するための支援を
行います。
●関係機関との連携を強化し、相談機能の充実を図ります。

障害福祉課

社会福祉協議会

【障害福祉課】
・障害者虐待に関する相談件数　１９件
・障害者虐待に関する法的専門性を強化
するための弁護士への相談件数：６件

△

【障害福祉課】
・障害者虐待に関する事案につい
て、高齢福祉課・子育て支援課や
関係機関との連携を図る。また、法
的専門性を強化するため、弁護士
相談を活用していく。
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③　障害者福祉施設・障害者団体等と相談機関の連携の強化
●障害者福祉施設・障害者団体等と相談機関の連携を強化
し、地域における相談機能の充実を図ります。 障害福祉課

【障害福祉課】
北区自立支援協議会、相談支援事業所連
絡会の開催により、地域における連携の
強化を図った。

△

【障害福祉課】
各種会議等の洗い出しを行い、よ
り連携が取れる体制確保に努め
る。
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④　相談支援事業所間の連携の強化
●相談支援事業所の質の向上及び相談支援事業所間の連携
強化のため、事業者連絡会を定期的に開催し、地域における
相談機能の充実を図ります。

障害福祉課

【障害福祉課】
・指定特定相談支援事業者連絡会の開催
（開催数：４回）
・スキルアップ研修の実施
（回数：３回）

○

【障害福祉課】
・連絡会を定期的に開催することに
より相談支援事業所間の連携強化
を図るとともに、事業者ニーズに
あったスキルアップのための研修
等を実施し、区全体の相談支援体
制の向上につなげる。また、委託
相談支援事業者が連絡会の運営
をすることにより、事業者間の連携
強化を図る。
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⑤　北区地域精神保健医療福祉連絡協議会の運営
●精神障害者に対する地域医療及び地域ケアの充実とともに
地域精神保健医療福祉活動を総合的かつ体系的に推進する
ため、「北区地域精神保健医療福祉連絡協議会」を設置、運
営します。

障害福祉課

【障害福祉課】
・協議会の開催
（開催数：１回　参加者数：14人）

△

【障害福祉課】
・「北区地域精神保健医療福祉連
絡協議会」を開催し、地域精神保
健医療福祉活動を総合的かつ体
系的に推進する。
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①　障害福祉サービスの充実
●障害者の地域における自立生活を支えるため、必要とする
訪問系サービスの提供を受けられるよう環境の充実を図りま
す。
●事業者の量の確保とともに質の向上に取り組みます。

障害福祉課

【障害福祉課】
北区障害者計画をもとに新規事業相談等
を行い、事業者の確保に努めた。 △

【障害福祉課】
引き続き、環境の充実に努める。
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②　地域生活支援事業の実施・充実
●北区における障害者を取り巻く環境の変化に適切に対応
し、一人ひとりの障害特性やニーズに応じたサービスを提供す
るため、地域の実情に応じた柔軟な地域生活支援事業を実施
します。
●地域におけるサービス基盤の整備状況等を踏まえ、必要な
サービスを必要に応じて利用できるよう、事業者の確保など地
域生活支援事業の実施体制の充実を促進します。
●東京都の地域生活支援事業と整合性を図りながら、障害福
祉サービスと組み合わせて効果的な利用ができる制度としま
す。

障害福祉課

【障害福祉課】
地域生活支援事業の負担軽減として、22
年度から引き続き生活保護世帯のほか非
課税（低所得１・２）に該当する障害者及び
障害児の保護者に係る以下の負担を無料
とした。（車両移送型は生活保護世帯のみ
無料。）
①移動支援事業
　個別給付型　　延利用者数3,990 人
　車両移送型　　延利用者数　274人
②訪問入浴
　総利用回数　　 1121回
　実利用人数　　   30 人
③日中一時支援事業
　延利用人数　     414人

延利用日数　   1130日

○

【障害福祉課】
引き続き、地域生活支援事業の負
担軽減として生活保護世帯のほか
非課税（低所得1・２）に該当する障
害者及び障害児の保護者に係る
以下の負担を無料とする。（移動支
援事業の車両移送型は生活保護
世帯のみ無料。）
①移動支援事業
　個別支援型については、平成28
年度より支援内容を拡大した。
②訪問入浴
　継続実施
③日中一時支援事業
継続実施
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③　通所施設の整備
●区内施設と連携を強化し、地域における生活介護、自立訓
練、就労移行支援及び就労継続支援施設の充実を図ります。
●区立通所施設について、利用者の状況に配慮しながら、「障
害者総合支援法」に基づくサービスの提供を円滑に行えるよう
に取り組みます。
●社会福祉法人やNPO法人等による障害児の通園施設の整
備を誘導します。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
・障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービス（生活介護と訓練）を引き続き実
施した。

△

【障害者福祉センター】
・引き続き、サービスの充実に努め
る。
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④　障害者ショートステイ事業等の充実
●区内施設と連携を強化し、ショートステイ事業や緊急一時保
護等の充実を図ります。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害福祉課】
  短期入所(ショートステイ)事業
　延利用人数　　　2014人
　延利用日数　　　12248日
【障害者福祉センター】
　該当利用なし

×

【障害福祉課】
　短期入所(ショートステイ)事業（資
料6参照）
　支給決定者数（28年4月1日）
574人
【障害者福祉センター】
　障害福祉課の心身障害者緊急一
時保護事業、短期入所事業に集約
を行う。
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⑤　地域活動支援センターの充実
●障害者地域活動支援室「支援センターきらきら」を地域活動
支援センターⅠ型として位置づけ、生活相談、創作的活動、地
域交流等の事業を実施します。
●相談機能の充実を図るとともに、一人ひとりの状況に応じた
ケアマネジメントを実施します。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】

※(基本目標1)1-1-③掲載
△

【障害者福祉センター】

※(基本目標1)1-1-③掲載
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⑥　区独自施策の実施
●心身障害者福祉手当の支給の継続にあたって、障害者一
人ひとりの状況等を踏まえ、支給対象者、支給金額の見直し
を進めるとともに、将来のあり方を検討します。

障害福祉課

【障害福祉課】
心身障害者福祉手当対象者数（28年4月1
日現在）
　対象者数　7,248人

○

【障害福祉課】
引き続き、生活の安定及び福祉の
増進を目的に実施していく。
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⑦　国・東京都への要望
●障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児通所支援事
業・相談支援事業等の充実について国・東京都へ要望します。
●福祉人材の確保・定着のため、処遇改善のさらなる充実を
国・東京都に要望します。

障害福祉課

【障害福祉課】
平成２９年度国・都の施策及び予算に関す
る要望事項の提出により、国及び東京都
に対し要望を行った。

△

【障害福祉課】
今後も機会をとらえ、積極的に要
望を挙げていく。
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⑧　医療ケアを必要とする人の通所施設の利用
●区内生活介護施設で医療ケアを伴う支援を実施するため、
マニュアル等の整備やルール化など体制を整備していきま
す。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
受入に際しての課題を整理し、体制や流
れを意識した業務方法書を作成した。東京
都北区立障害者通所施設医療的ケア実
施要綱を策定した。

△

【障害者福祉センター】
医療的ケアを希望する方の受け入
れを開始する。
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⑨　移動支援事業の実施・充実
●障害者が日常生活、社会生活を営むうえで必要不可欠な外
出、余暇活動等の社会参加を支援するため、移動支援事業を
実施・充実します。
●障害者の生活実態を考慮した移動支援事業のあり方を検
討します。

障害福祉課

【障害福祉課】
＜移動支援事業＞28年3月末現在
　支給決定数　　518　人
　延利用者数　　4,264　人
　延利用時間数　51,174　時間
　登録事業者数　　160　事業者

○

平成28年度より、個別支援型の通
学及び通所に係る外出について、
一定の要件に該当する場合に補助
金の交付の対象とした。
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①　サービス提供に係る人材養成
●障害福祉サービスの提供に係る人材の養成及び資質の向
上に向けた取り組みを東京都と連携して推進します。
●東京都に対し、手話通訳者及び要約筆記者の養成研修の
実施及び充実を要望します。
●手話講習会において、初級、中級、通訳者養成コースを実
施し、手話通訳者及びボランティアを育成します。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
※(基本目標３) 2-1-④再掲

△

【障害者福祉センター】
※(基本目標３) 2-1-④再掲
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②　サービス管理責任者等の養成
●東京都に対し、「障害者総合支援法」に基づくサービス提供
体制を確保するため、必要量に応じたサービス管理責任者等
の養成を要望します。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害福祉課】
平成２８年度国・都の施策及び予算に関す
る要望事項の提出により、国及び東京都
に対し要望を行った。

△

【障害福祉課】
今後も機会をとらえ、積極的に要
望を挙げていく。
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③　相談支援専門員の養成
●相談支援専門員の量的拡大、質的向上を図るため、北区自
立支援協議会と連携し、相談支援専門員の研修会を定期的に
開催するなど、区も含めたネットワークの構築に取り組みま
す。

障害福祉課

【障害福祉課】
1-1-2-④と同じ

○

【障害福祉課】
・相談支援事業所連絡会を継続的
に開催し、事業所間のネットワーク
の構築に取り組むとともに、相談支
援専門員のスキルアップを促進す
るための研修を実施する。
・運営を委託相談支援事業者が担
うことにより、連絡会を事業所が自
主的に主催していくための準備を
すすめる。
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④　ボランティア活動・NPO活動への支援
●NPO・ボランティアぷらざをボランティア活動の拠点に位置づ
け、区内のNPO団体や福祉ボランティア団体等の地域活動を
促進します。
●ボランティア活動の場の拡充のため、区の福祉施設の活用
を検討します。
●手話講習会を充実し、手話のできる人を増やすとともに、ボ
ランティアとしての活動の場所を拡大します。
●総合的な学習の時間等を活用した福祉施設でのボランティ
ア体験学習を推進し、児童・生徒のボランティア活動の機会を
拡大します。

地域振興課

障害福祉課

障害者福祉センター

社会福祉協議会

【地域振興課】
政策提案協働事業により、視覚障害者支
援団体（特定非営利活動法人ことばの道
案内）との協働事業（北区内の点字ブロッ
クの点検・検証を行い、データベースを制
作する事業）を支援した。
その他、ぷらざを拠点に、NPO・ボランティ
ア活動を支援するための情報の共有化や
交流の場の提供、専門的な相談・助言・研
修の実施、機材・設備の貸出などを行って
いる。
【障害者福祉センター】
・障害者作品展において、ボランティア活
動を依頼した。
　運営・防災ボランティア　延 24名
　手話ボランティア　　　　　延  8名
　運営ボランティア（学生に活動を依頼）

　　　　　　　　　　　　　　　　延　35名

△

【地域振興課】
２年目になる協働事業については
引き続き区の担当課とともに団体
の活動を支援していく。
また、ぷらざを拠点に引き続き
NPO・ボランティア活動を全般的に
支援していく。
【障害者福祉センター】
・引き続き、障害者作品展において
ボランティア活動の場を提供してい
く。
・講座等各事業に、手話講習会の
修了者をボランティアとして活動の
機会を提供していきます。
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⑤　福祉に係る職員の養成
●区立及び民間の福祉施設職員の研修を充実します。
●福祉施設間の職員の相互交流を進め、支援技術の共有化
や職員の資質の向上を図ります。
●福祉体験研修を通じ、区職員の障害者福祉に対する理解を
促進します。

職員課

障害福祉課

障害者福祉センター

社会福祉協議会

【職員課】
・福祉体験研修
　実施回数　８１回　参加者数　１０４名
・講義「北区の福祉」
　実施回数　　１回　参加者数　１１２名
【障害者福祉センター】
医療的ケアを受ける利用者への対応見学
及び他施設へ職員を派遣し、実際に支援
業務をすることにより介護技術の向上と支
援体制の状況把握および職員間の交流を
目的とした、支援係全職員（１８名）を対象
とした、
赤羽西福祉工房への派遣研修を実施す
る。

×

【職員課】
新任職員研修において、福祉施設
体験研修を継続的に実施し、職員
全体の福祉施策に対する理解の
促進をさらに図っていく。
【障害者福祉センター】
28年度は実施せず。
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①　難病患者に対する支援の充実
●障害福祉サービスの利用拡大を推進します。
●難病医療費助成を円滑に実施します。
●難病に関する普及啓発事業を引き続き推進します。
●難病患者の総合的かつ適切な支援を図るため、難病対策
地域協議会の設置について検討します。

障害福祉課

【障害福祉課】
・対象者拡大に伴う医療費助成事務を円
滑に実施できるよう組織体制の整備を行っ
た。
・障害福祉サービス利用者（35人）
・難病医療費の助成
　難病等医療費助成受給者（2,844人）
　マル都（人工透析等）医療券受給者
（1,465人）
　小児慢性特定疾患医療費助成受給者
（144人）
・講演会・患者会の開催
・パーキンソン病患者会
（開催数：10回　参加者数：延233人）
・関節リウマチ患者会
（開催数：2回　参加者数：延20人）
・関節リウマチ講演会
（開催数：1回　参加者数：70人）

△

【障害福祉課】
・障害福祉サービスの利用対象拡
大について周知していく。
・講演会開催等により難病に関す
る普及啓発事業を実施し、難病患
者への理解促進を図る。
・難病対策地域協議会の設置につ
いて、他自治体等の情報収集す
る。
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②　乳幼児健康診査及び乳幼児経過観察健康診査の充実
●乳幼児健康診査及び乳幼児経過観察健康診査を充実し、
乳幼児の健康の保持及び障害の早期発見に努めます。
●健康診査の結果、支援を必要とする乳幼児と親への育児相
談を引き続き実施します。
●関係機関や団体と連携が必要な場合は、適切な相談・指導
を受けることができるよう支援します。

健康推進課

【健康推進課】
乳幼児健診受診者数
３～４か月児健診  2,750 人
６か月児健診・９か月児健診 5,207 人
１歳６か月児健診内科：2,549人歯科：2,457
人
３歳児健診　2,334人
内科経過観察来所者　 323   人
心理経過観察来所者　 204　  人
発達の遅れの児の支援　441　 人

△

【健康推進課】
引き続き、乳幼児健康診査および
乳幼児経過観察健康診査を充実さ
せていきます。
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③　機能訓練の推進と社会復帰の支援
●脳血管疾患等、疾病や外傷による中途障害者の機能訓練
（理学・作業・言語療法的訓練等）や相談機能の充実を図りま
す。
●医療機関、リハビリテーション機関、福祉施設との連携を強
化します。
●関係機関及び団体との連携を図り、難病患者のリハビリ
テーションを充実します。
●高次脳機能障害について啓発を図るとともに、高次脳機能
障害訓練事業を充実します。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害福祉課】
患者会や講演会を開催し、難病に関する
知識の付与や啓発等を行なった。
【障害者福祉センター】
・中途障害者の機能訓練の実施
　理学療法的訓練、作業療法的訓練、言
語療法的訓練
　27年度実績　実人数20人　延人数653人
・集団訓練の実施
　IADL訓練、IADL特別陶芸教室、自主訓
練、高次脳機能訓練、高次脳機能訓練家
族会
　27年度実績　延人数745人

○

【障害福祉課】
・患者会や講演会を開催することで
難病に関する知識を付与するとと
もに、障害理解を促進する。
【障害者福祉センター】
・療法別訓練（理学・作業・言語）と
高次脳機能障害訓練を実施。
・訓練において、個別支援プログラ
ムを作成して、基本的訓練に調理・
外出訓練等応用訓練を実施する。
・高次脳機能障害者訓練では、認
知リハビリテーションを中心に、創
作活動・調理・外出訓練を行う。
・高次脳機能障害専門相談は１８
歳以上の方を対象に本人・家族・
関係機関からの相談を受ける。
・高次脳機能障害関係機関連絡会
を実施する。
若年性認知症の方を、機能訓練事
業の対象者とする。
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④　自主・自助グループの活動支援
●難病や障害に関する各種講演会を開催し、自主・自助グ
ループ活動の充実を図ります。
●障害者の自主・自助グループ活動の育成や家族会・障害者
団体等の支援を行い、障害者の地域での自立生活や社会参
加を支援します。

健康福祉課

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害福祉課】
1-3-1-③と同じ
【障害者福祉センター】
・高次脳機能障害者家族会への支援
　月1回実施　実人数10人　延人数69人
・自主訓練(高次脳機能障害者・終了生)支
援
　月1回実施　実人数3人　延人数25人
・自主訓練（個別訓練終了生）
　７回実施　実人数18人　延人数75人

△

【障害福祉課】
・患者会が継続的に実施できるよう
支援するとともに、障害特性に関す
る知識の付与により自立生活や社
会参加の促進に努める。
【障害者福祉センター】
・高次脳機能訓練当事者の会と家
族会への支援。
・高次脳機能訓練終了者と利用者
との交流会を実施。。
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⑤　発達障害者に対する支援の充実
●専門医や保健師等による相談を通じて、早期対応を図ると
ともに、講演会等を開催し、障害理解の普及啓発を図ります。

障害福祉課

【障害福祉課】
発達障害の普及啓発に関する講演会を実
施した。
「支援者のための大人の発達障害への理
解」
平成27年11月26日北とぴあ75名

△

【障害福祉課】
引き続き、普及啓発及び支援の充
実を図る。
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①　自立支援医療の実施
●関係機関と連携し、自立支援医療の円滑な実施に取り組み
ます。

障害福祉課

【障害福祉課】
・育成医療
（交付者数：13人　給付件数：48件）
・更生医療
（交付者数：362人　給付件数：3,197件）
・精神通院医療
（平成28年3月31日現在受給者数　5,061
人）

△

【障害福祉課】
引き続き自立支援医療受給者への
支援を実施していく。
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②　障害者歯科診療所の運営
●心身障害のため一般歯科診療所では治療困難な人に、北
区障害者口腔保健センターにおいて、歯科治療及び口腔保健
指導を引き続き実施します。 健康推進課

【健康推進課】
北区障害者口腔保健センターにおいて、
心身障害者のための歯科治療及び口腔
保健指導を行った。
  歯科治療　　　　　2,165人
　口腔保健指導　　　372人

△

【健康推進課】
心身障害のため一般歯科診療所
では治療困難な人に、北区障害者
口腔保健センターにおいて、歯科
治療及び口腔保健指導を引き続き
実施します。
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③　かかりつけ医・歯科医制度の実施
●障害者が地域で安心して暮らすために、日常の健康管理や
診療を行う、かかりつけ医・歯科医制度を推進します。

健康推進課

【健康推進課】
かかりつけ歯科医機能を普及するために
障害者施設等への歯科健診及び口腔ケ
ア指導を実施した。あわせて施設等従事
指導員むけの口腔ケア研修を実施した。
　歯科健診　18施設　683人
　研修　　　　　6回

△

【健康推進課】
障害者施設等への歯科健診及び
口腔ケア指導を引き続き実施しま
す。
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④　医療費助成の実施
●障害者の医療費の負担軽減に向けて、心身障害者医療費
助成制度を継続していきます。 障害福祉課

【障害福祉課】
・受給者証交付対象者数：3,217人

△

【障害福祉課】
・心身障害者医療費助成制度を継
続実施する。
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⑤　精神障害者の救急医療体制の確保
●救急医療が必要な精神障害者に対応できる医療体制が有
効に機能するように東京都へ要望します。

障害福祉課

【障害福祉課】
北区精神障害者支援施設連絡会におい
て、当事者との意見交換を行った。救急医
療が必要な精神障害者に対応できる医療
体制が有効に機能するよう東京都へ要望
した。

△

【障害福祉課】
精神科救急医療体制の整備につ
いては、精神保健福祉法の一部改
正により、都道府県の努力義務（24
年4月施行）とされた。救急医療が
必要な精神障害者に対応できる医
療体制が有効に機能するよう、引
き続き東京都に働きかけていく。
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①　精神保健相談の充実
●専門医や保健師等による精神保健相談を通じて、精神疾患
の早期発見や指導を行うとともに、医療機関との連携を強化し
ます。

障害福祉課

【障害福祉課】
精神保健相談の充実、関係機関との連携
強化に努めた。
・所内相談　　　　　　　　　　1,249件
・電話や文書による相談　 3,395件
・家庭訪問　　　　　　　　　　　966件
・関係機関との連絡　　　　6,497件
・専門医による相談　　 　  　  84件

＜自殺対策＞
・自殺予防強化月間に北区ニュースへうつ
病・自殺予防普及啓発記事を掲載し、相
談窓口パンフレット及びコンディションカー
ドを作成し関係窓口で配布した。
・北区自殺対策連絡会（庁内）を3回開催
し、多様かつ複合的な原因・背景がある自
殺に対し、保健・医療・福祉・教育・産業振
興など幅広く連携して自殺予防対策を検
討した。
・新任職員や関係機関向けにゲートキー
パー手帳を配布した。

△

【障害福祉課】
引き続き、精神保健相談の充実、
関係機関との連携強化に努めてい
く。
＜自殺対策＞
・引き続き、自殺予防強化月間に
北区ニュースへうつ病・自殺予防
普及啓発記事を掲載し、相談窓口
パンフレットを作成し窓口等でで配
布する。庁内では北区自殺対策連
絡会を開催し、多様かつ複合的な
原因・背景がある自殺に対し、保
健・医療・福祉・教育・産業振興な
ど幅広く連携して自殺予防対策を
検討する。
・ゲートキーパー研修の開催
・ゲートキーパー手帳を作成し、新
任職員や関係機関に配布
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②　中途障害の予防と普及・啓発
●中途障害の予防を図るため、中途障害の原因となる疾病等
に関する知識の普及・啓発に努めます。

健康推進課

【健康推進課】
メタボリックシンドローム該当者及び予備
群の早期発見・早期改善を目的として医
療保険者が実施する特定健康診査・特定
保健指導に準じ、生活保護受給者を対象
に健康増進健診及び保健指導を実施し
た。

△

【健康推進課】
引き続き、健康増進健診及び保健
指導を実施する。
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③　健康づくり事業の推進
●ウォーキング大会や健康フェスティバル、食育フェアなどの
健康づくり事業を実施し、健康への関心を高め、多様な健康づ
くりの機会を提供します。
●障害者の健康づくりの視点から、「北区さくら体操」をはじめ
とした手軽な運動の普及を図ります。

健康推進課

【健康推進課】
・　区民一人ひとりが主体的に自分の健康
度やライフステージにあった健康づくりに
取り組めるイベント。
＜全体の参加者＞
　　桜ウォーク　　　　　　 1,420人
　　水辺ウォーク 　　　　 1,280人
　　健康フェスティバル  1,964人
　　食育フェア　　　　　　 1,300人
 
・２－４－２－②再掲

△

【健康推進課】
・　今後もより多くの区民の方々
が、それぞれにあった健康づくりの
きっかけとなるイベントの開催に向
けて取り組んでいく。
＜全体の参加者＞
　　桜ウォーク（28.4.3実施）　1,949
人
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④　健康相談・健康づくり支援の充実
●自主・自助グループへの講師派遣等により、正しい健康情
報の提供、障害に応じた健康づくりについての助言指導を行
います。
●グループや仲間で取り組む健康づくりを支援します。

健康推進課

【健康推進課】
健康フェスティバルにおける公開講座参加
健康づくりグループの支援　108グループ。

△ 【健康推進課】
健康フェスティバルにおける公開講
座参加健康づくりグループの支援
に取り組んでいく。
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⑤　健康づくりに関する講座の開催
●障害者地域自立生活支援室、障害者地域活動支援室「支
援センターきらきら」において、障害者が健康への関心を高
め、楽しみながら健康づくりに取り組める講座を開催します。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害福祉課】
・ 障害者地域自立生活支援室
　ヨガ講座（延8回開催　参加者90名)
【障害者福祉センター】
・地域活動支援センター「きらきら」
　スポーツ活動 10回  参加者19名
　笑いヨガ　　　　11回  参加者59名
  　及び障害者作品展に参加

△

【障害福祉課】
障害者福祉センター同事業との整
理を行い当面中止とする。他課事
業の情報収集し、障害者が健康へ
の関心を高め、楽しみながら健康
づくりに取り組める講座を効率的に
開催できているか注視する。
【障害者福祉センター】
・地域活動支援センター「きらきら」
　引き続き『笑いヨガ』講座を開催

3 3

⑥　通所施設での健康管理の推進
●障害者の高齢化や重度化に対応するため、通所施設での
嘱託医や栄養士による健康管理及び各個人に適した食生活
の充実を図ります。
●通所施設における健康診断のメニューを充実し、健康診断
の結果を日常の健康づくりに活かせるよう支援します。

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
　・嘱託医(内科・整形外科・精神科)による
健康診断を実施。
　・栄養士による給食(献立)の充実
　・安全な摂食に向け、利用者別食事形態
を検討。

△

【障害者福祉センター】
　・嘱託医(内科・精神科)による健
康診断を実施する。
　・栄養士による給食(献立)の充実
を図る。
　・安全な摂食のため、利用者の状
態別食事形態を検討する。

3 3

⑦　身体障害者健康診査の実施
●脊髄損傷・脳性麻痺・脳血管障害などに起因し、常時車い
すを使用する在宅の身体障害者の方を対象として、病気の早
期発見・早期治療を目的とし、また健康保持を目指して、都立
北療育医療センターに委託し、「身体障害者健康診査」を引き
続き実施します。

健康推進課

【健康推進課】
過去２年間に申込みのあった人または勧
奨通知を発送した人を対象に勧奨通知を
発送し、10月～1月に実施。平成27年度よ
り内科健診に加え、眼科健診を開始した。
申込数：25名　受診者数：22名

△

【健康推進課】
引き続き健康診査を実施する。
実施見込み数：30名

3 3

⑧　障害者（児）への保健サービスの実施
●障害者（児）が地域で安心して暮らすことができるよう、関係
機関と連携を図りながら、適切な保健サービスの実施に努め
ます。 健康推進課

障害福祉課

【健康推進課】
乳児訪問や各種電話相談のなかで、障害
者（児）に対しても、適切な対応を図った。
家庭訪問：延25人
所内相談：延10人
電話相談：延57人
関係機関連絡：72件

△

【健康推進課】
乳児訪問や各種電話相談等で障
害者に対しても適切な対応を図る。

3 3

⑨　区民健康診査の実施
●脳血管疾患等障害の原因となる生活習慣病の早期発見に
取り組むとともに、受診の結果､要指導・要医療の人への事後
指導を充実します。 健康推進課

【健康推進課】
特定健康診査受診者数：28,739人
後期高齢者健康診査受診者数：22,233人
健康増進健診受診者数
40～74歳：1,299人　　　75歳～：820人
保健指導受診者数：21人

△

【健康推進課】
引き続き健康診査を実施します。
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①　乳幼児健康診査及び乳幼児経過観察健康診査の充実
●乳幼児健康診査及び乳幼児経過観察健康診査を充実し、
乳幼児の健康の保持及び障害の早期発見に努めます。
●健康診査の結果、支援を必要とする乳幼児と親への育児相
談を充実します。
●関係機関や団体と連携が必要な場合は、適切な相談・指導
を受けることができるよう支援します。
●各健康相談係において、発達に関する心配や障害のある子
どもを持つ親への相談機能を充実します。

健康推進課

【健康推進課】
１－３－１－②再掲

【健康推進課】
１－３－１－②再掲

4 1

②　子ども発達支援センターの充実
●さくらんぼ園の機能の充実に向けて、職員の専門性の向上
を図ります。
●教育委員会、障害者福祉センター、保育園、北児童相談所
等、各関係機関との連携を強化します。
●「子ども発達支援センターさくらんぼ園発達相談室」におい
て、親子が安心して相談できる体制を充実します。 子育て支援課

保育課

教育指導課

【保育課】
必要に応じて各関係機関との連携を図っ
た。
【教育指導課】
さくらんぼ園発達相談室へ就学相談に関
する情報提供を行った。
【子ども家庭支援センター課子ども発達支
援センターさくらんぼ園】
●療育内容の向上、充実のため、全職員
対象に、専門研修を行った。
●各関係機関との連絡調整会議を行い、
連携の強化を図った（年２回実施）。
●発達相談室において、保護者向けの講
演会を実施した。

○

△

【保育課】
27年度と同様に実施していく。
【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
就学相談の充実を図る上で、さくら
んぼ園発達相談室との連携を図
り、相互の事例や相談に関するス
キルの向上を図っていく。
【子ども家庭支援センター課子ども
発達支援センターさくらんぼ園】
●職員の専門性向上のため外部
研修への積極的な参加を図り、全
職員を対象として、外部講師による
園内研修を実施。
●関係機関による「発達障害児の
ための連絡調整会議」を実施予
定。

4 1

③　児童発達支援事業の充実
●さくらんぼ園において、児童福祉法に基づく児童発達支援事
業を実施し、発達の状況を踏まえ、子どもの心を育み、自らが
もつ力を生きる力につなげ、充実した生活をおくることができる
ように発達を支援していきます。
●児童発達支援事業者と連携しながら質の向上を図ります。

子育て支援課

【子ども家庭支援センター課子ども発達支
援センターさくらんぼ園】
●児童福祉法に基づく児童発達支援事業
を通じ、幼稚園・保育園との連携も図りつ
つ、子どもの発達状況や特性に応じた療
育を提供た。

△

【子ども家庭支援センター課子ども
発達支援センターさくらんぼ園】
●児童発達支援事業での支援内
容について、これまでの経験をふ
まえ、また、在園児の特性を考慮し
つつ、クラス編成や療育プログラム
の見直しを行うなど、充実を図って
いく。

4 1

④　保育園の障害児受け入れ体制の整備
●中程度の障害児から重度の障害児の受け入れ体制を整
備・拡充します。
●保育園の職員研修の充実、設備等の保育環境の整備に努
めるとともに、医療機関等との連携強化を図ります。 保育課

【保育課】
公・私立保育園で特別支援児保育を行っ
た。また、保育内容の充実を図るため、職
員に対する特別支援児研修を実施した。
27年度実績
特別支援児　205名
研修　4回実施

【保育課】
27年度と同様に実施していく。
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⑤　幼稚園の障害児受け入れの支援
●区立幼稚園及び私立幼稚園の障害児受け入れを支援する
ため、さくらんぼ園、各健康相談係等との相談連携・協力体制
を強化します。

健康推進課

子育て支援課

学校支援課

【健康推進課】
関係機関からのご相談、要請等があった
場合、健診、訪問、相談等によりフォロー
し、結果をフィードバックしています。
【学校支援課】
区立幼稚園6園にて、特別支援対象児枠
の定員を28名として運営。

◆Ｈ27年度実績　22名在籍
　　内訳　4歳児（定員14名）…在籍12名
　　　　　　5歳児（定員14名）…在籍10名
【子ども発達支援センタ－さくらんぼ園】
●幼児クラスにおいて週1～２日の受け入
れを行った
利用契約者92人（併用児59人のうち）
区立幼稚園　　５園　８人　　　区立保育園
１５人
私立幼稚園　１６園　３１人　　私立保育園
５人

○
（検討中）

△

【健康推進課】
関係機関からのご相談、要請等が
あった場合、健診、訪問、相談等に
よりフォローし、結果をフィードバッ
クしていきます。
【学校支援課】
28年度は特別支援対象児枠を各
学級2名の枠を設けて運営。（6園
合計26名※ほりふな幼稚園は5歳
児1学級の運営）

◆H28年度実績　23名在籍
　内訳　4歳児（定員12名）
　　　　　　　　　　　　・・・在籍11名
　　　　　5歳児（定員14名）
　　　　　　　　　　　　・・・在籍12名

29年度以降、区立幼稚園4園及び
区立認定こども園1園にて、特別支
援対象児枠を設けない募集及び運
営を検討中。
【子ども発達支援センタ－さくらん
ぼ園】
幼児クラスにおいて週1～２日の受
け入れを行う。

4 1

⑥　巡回指導員派遣事業の実施
●保育園・私立幼稚園に障害児に関する心理・言語発達の専
門知識を有する専門員（臨床心理士等）を派遣し、職員に対し
て集団活動等に関する指導助言を行うことにより、障害のある
児童の保育・幼児教育向上を図ります。 子育て支援課

保育課

【子ども発達支援センタ－さくらんぼ園発
達相談室】
●私立幼稚園への巡回指導員派遣事業
　　１２園　延べ７９回実施
【保育課】
特別な配慮を必要とする児童の保育に携
わる保育士に対し適切な指導助言を行う
ため、公・私立保育園等に対し、28名の巡
回指導員の派遣を年間延べ578回行った。

△

【子ども発達支援センタ－さくらんぼ園発達
相談室】
私立幼稚園への巡回指導員派遣事業
１２園　予定
【保育課】
27年度と同様に実施していく。
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①　特別支援教育の充実
●就学基準に該当する知的障害のない肢体不自由な児童等
が区立小・中学校で教育が受けられるよう、介助員の配置を
実施していきます。
●小学校に在籍する発達障害の可能性のある児童を対象に、
専門性の高い教員が巡回し、指導や支援の充実につなげてい
きます。
●障害のある児童・生徒一人ひとりの成長・発達をさらに支援
していくために、その特性に合わせ、教育環境の整備、学校設
備の改修や車椅子用階段昇降車を設置するなど、障害の様
態に応じたバリアフリー化を推進するとともに、適切な指導や
支援のあり方に努めます。
●障害のある幼児・児童・生徒の一人ひとりのニーズを的確に
把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えのもと、
学齢期において教育機関が中心となって作成する「個別の教
育支援計画」を策定し、長期的な視点で乳幼児期から学校卒
業後までを通じて一貫した支援を行うことを目指します。
●特別支援学級において、各教科全体にわたって一人ひとり
の指導目標や内容、方法等の「個別指導計画」を作成し、それ
ぞれの障害の状態及び発達段階に応じた適切な指導を行い
ます。
●小・中学校に特別支援教育コーディネーターをおき、校内委
員会等を整備して、学校全体で障害のある児童・生徒一人ひ
とりの教育ニーズに対応します。
●発達障害のある児童を早期に特別支援教育につなげるた
め、児童が情緒障害等学級に通う通級指導を見直し、各校に
特別支援教室を設置して、個に応じた特別支援教育を実施し

教育指導課

【教育指導課】
●認定特別支援学校就学者のうち知的の
遅れのない肢体不自由児等への介助員
の配置　総計8人（小学校4人、中学校4
人）
●就学支援委員会または専門委員会に置
いて審議・判定のうえ、特別な支援を必要
とする児童に、週1回4時間、3か月（ 長6
か月）の支援を行う巡回指導講師を配置。
27年度実績
総数21人（小学校16人、中学校5人）
●巡回指導教員が各小学校を巡回して特
別支援教育を行う「特別支援教室」事業に
取り組む。
27年度実績
37校中、26校（拠点校5校・巡回校21校）実
施。
●「特別支援教育コーディネーター研修
会」を開催し、東京都立特別支援学校6校
の特別支援教育コーディネーターへの区
の特別支援教育の取り組み等の情報提供
や指導方法との内容で実施した。
26年度実績
年間6回実施。

○

【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
「第三次北区特別支援教育推進計
画」の策定について準備を進めて、
児童・生徒一人ひとりの教育的
ニーズに応じた計画的かつ適切な
指導及び必要な支援を行う等、特
別支援教育の質的な充実を図って
いく。

4 2

②　教員の専門性の向上
●教員の計画的・継続的な研修や研究を充実し、専門性の向
上を図ります。
●医療、心理など外部の専門家や専門機関との連携を図り、
専門的支援体制を充実します。

教育指導課

【教育指導課】
27年度実績
  知的障害学級担任研修会（8回）
　言語障害・難聴学級専門研修（5回）
　情緒障害等学級専門研修（14回）

○

【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
継続的に、教職員を対象に特別支
援教育研修を行い、特別支援学級
教員の資質向上に向けた研究授
業や研修会に参加しやすい体制を
つくっていく。
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③　つながりを大切にした教育体制の充実
●障害のある子どもが、乳幼児期から学校卒業後まで、地域
と密接な関係を継続的に保ちながら、地域社会の一員として
主体的に生きていくことができるよう、保育園、幼稚園、学校、
さくらんぼ園、各健康相談係等との連携を強化し、つながりを
大切にした教育体制の充実を図ります。
●発達障害を含む障害のある子どもの幼児期から学齢期へ
の円滑な移行支援のための「就学支援シート」の作成など、就
学前機関との連携を充実させていきます。
●学校ファミリーを基盤として、サブファミリーごとに幼稚園・小
学校・中学校で研究授業、授業交流、交流事業などに取り組
んでいきます。

健康推進課

子育て支援課

保育課

教育指導課

【保育課】
就学支援シートについては、保護者からの
依頼に応え子どもの姿や必要な援助の内
容を記入することで、就学相談 (教育委員
会) へ繋げていった。また必要に応じて各
関係機関との連携を図った。
【教育指導課】
「就学支援ファイル」や「就学支援シート」
の活用を通じて、就学前機関からの児童
に関する情報の提供を受け、幼児期から
学齢期への移行支援として取り組んだ。
2７年度実績
「就学支援ファイル」（転学相談票を含む）
の作成　196件
「就学支援シート」の回収率　283/2,091件
（13.5%）
【子ども家庭支援センター課子ども発達支
援センターさくらんぼ園】
●発達相談室では、各健康相談係と連
携、２歳児「わくわく親子教室」の実施（毎
月３回実施）
●さくらんぼ園で併用先保育園、幼稚園等
との連携を図る。

【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
●ライフステージを見据えた就学
相談のあり方と理解・協力を通じ、
就学前機関との連携を強化してい
く。
●「就学支援シート」の作成及び活
用について就学前機関との連携を
図り、取り組む。
【子ども家庭支援センター課子ども
発達支援センターさくらんぼ園】
●発達相談室において、各健康支
援センターと連携、２歳児「わくわく
親子教室」の実施（毎月３回）
●さくらんぼ園で、併用先保育園、
幼稚園との連携を図る。
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④　放課後活動の充実
●小学校に通う障害のある児童を学童クラブや放課後子ども
総合プランで受け入れに努めていきます。
●学童クラブに障害児保育に関する心理、言語発達の専門知
識を有する専門員（臨床心理士）を派遣し、職員に対して集団
活動等に関する指導助言を行うことにより、障害のある児童の
育成の向上を図ります。

子ども未来課

【子ども未来課】
・放課後子ども教室・放課後子ども総合プ
ランにおいて、障害のある児童や特別支
援学級に在籍する児童、特別支援学校に
在籍する副籍児童の受入を行った。

・学童クラブにおいて、障害のある児童や
特別支援学級に在籍する児童の受入を
行った。
　平成２７年度実績：　６８名受入
　【内訳】
　　障害者手帳等を所持する児童の受入：
４５名
　　特別支援学級の児童の受入：　２３名

・学童クラブに専門知識を有する巡回指導
員を派遣し、障害のある児童の受入を支
援した。
　平成２７年度実績：
　　　巡回指導員（専門員）　１４名委嘱
　　　派遣実績　３２４回

△

【子ども未来部】
・放課後子ども教室・放課後子ども
総合プランにおいて、障害のある
児童や特別支援学級に在籍する
児童、特別支援学校に在籍する副
籍児童の受入を行う。

・学童クラブにおいて、障害のある
児童や特別支援学級に在籍する
児童の受入を行う。
　平成28年4月現在：　３９名受入
　【内訳】
　　障害者手帳等を所持する児童
の受入：　１３名
　　特別支援学級の児童の受入：
２６名

・学童クラブに専門知識を有する巡
回指導員を派遣し、障害のある児
童の受入を支援する。
　平成28年4月現在：
　　　巡回指導員（専門員）　１８名
委嘱
　　　派遣予定回数　３５０回

4 2

⑤　放課後等デイサービスの整備
●障害児の放課後の居場所づくりを行い、生活能力向上のた
めの訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を
促進する、放課後等デイサービスについて、実施体制の充実
を促進します。

障害福祉課

【障害福祉課】
　＜放課後等デイサービス＞
　支給決定者数（28年4月1日現在）242人
　延利用者数　　2627人

△

【障害福祉課】
放課後等デイサービスに対する利
用のニーズは高く、状況を見なが
ら、引き続き環境の充実を図る。



障害者計画進捗状況調査（基本目標２）
施策目標 施策 事業内容 担当課 平成２７年度の取り組み内容・実績等

1 1

①　就労支援の充実
●就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型）を実施・誘導
し、通所施設等における福祉的就労から一般就労への移行を
支援します。
●障害の程度や状況に応じた就労支援として、一般就労が困
難な人のための福祉的就労の場となる就労継続支援事業（Ｂ
型）の整備・充実に努めます。
●通所施設を利用している就労意欲のある障害者に、一人ひ
とりの障害の程度や年齢を考慮した就労支援を行います。
●就労支援センター北の充実や連絡会の開催など障害者の
就労支援のための関係機関とのネットワークの強化など、多
様な就労支援体制の充実に努めます。

障害福祉課

【障害福祉課】
○就労移行支援事業を対象とした連絡会
を定期的に開催しており、そこで個々の事
業所が抱える利用者の処遇方法等の情報
共有、就労支援に関わる法や制度の変更
点等についての周知を図っている。

△

【障害福祉課】
・引き続き就労移行支援事業所連
絡会を定期的に開催し、情報共有
を図る。また、研修会等を実施して
一般就労への移行支援を一層強
化する。

1 1

②　就労支援センター北の充実
●就労支援センター北において、一般就労の拡大のための情
報提供、相談機能を充実します。
●障害者が安心して働き続けられるよう、就労前の生活支援
及び訓練の場の提供、就労後の職場定着支援などの就労支
援機能を拡充し、就労面と生活面の支援を一体的に行いま
す。
●就労支援センター北と各通所施設との連携を強化し、福祉
的就労から一般就労への移行を支援します。
●就労支援センター北と東京都、東京障害者職業センター及
び公共職業安定所（ハローワーク）との連携を進めます。
●ハローワークと共催で、「障害者就労支援フェア」を開催し、
企業の取り組みや働いている障害者を紹介することで、企業
の障害者雇用への意欲向上を図るとともに、相談会を行い、
障害者の就労を支援します。

障害福祉課

【障害福祉課】
○就労支援センター北　ドリームヴイ
　　（主に身体・知的障害者対象）
・登録者数：626人　・就労実績：20人
・相談件数：就労支援　2,398件
　   　　　　　生活支援　　599件
・地域開拓促進コーディネーターを1名配置
　（平成25年度から）
○就労支援センター北　わくわくかん
　　（主に精神障害者対象）
・登録者数：583人　・就労実績：43人
・相談件数：就労支援　1,469件
　　　　　　　 生活支援　1,194件
○北区障害者就労支援フェアの開催
　障害者の一般就労・雇用の促進を図るた
め、障害者やその家族、企業担当者、施設
従事者などを対象に、ハローワーク王子と
の共催により、講演会、相談コーナー及びミ
ニ面接会を実施。
・開催日：平成27年12月15日
・会場：北とぴあカナリアホール及びスカイ
ホール
・内容及び参加者数
①就労者、企業担当者による講演会：参加
者67人
②就労支援センター北、ハローワーク王子、
東京障害者職業センターによる相談コー
ナー　：相談者8人
③企業６社によるミニ面接会：面接者32人

○

【障害福祉課】
・引き続き就労支援センター北を通
じて、障害者の福祉的就労から一般
就労への移行支援、就職後の職場
定着支援に力を入れていく。

・近年、一般就労に移行する利用者
は増加傾向にあるため、その後の職
場定着支援の比重が大きくなってい
る。そのため、定着支援の一層の強
化を図るべく、わくわくかんにも地域
開拓促進コーディネーターの人員を
確保するよう予算要求する予定であ
る。

・今後も東京障害者職業センターや
公共職業安定所（ハローワーク）と
連携し、「障害者就労支援フェア」を
開催し、障害者の就労を支援してい
く。

・区内就労支援施設（就労移行支援
事業所、就労継続Ａ型及び就労継
続Ｂ型事業所）全体を対象とした研
修連絡会を開催し、就労支援サービ
スの質の向上を図る。

今後の取り組み
（拡充○、維持継続△、中止等×）



1 1

③　区における障害者雇用の推進
●地方公共団体における障害者雇用の法定雇用率2.3％の充
足を維持するとともに（平成26年６月現在、北区の法定雇用率
は2.43％）、特別区の目標雇用率3.0％の達成に向け、引き続
き、障害者雇用の推進を図ります。
●新たに設置される公共施設を中心に、障害者団体等が出店
（作品販売・喫茶等）できる場の確保、清掃業務等への障害者
雇用の促進を図ります。

職員課

障害福祉課

【職員課】
・雇用率
　知的・精神障害者が担える区役所業務
について検討を行った。また、法定雇用率
２.３％を維持するとともに、特別区におけ
る目標雇用率３.０％の達成に留意し、職
域、就労環境、雇用形態等の整備に努め
た。

△

【職員課】
・雇用率
　知的・精神障害者が担える区役
所業務について引き続き検討を行
なう。また、法定雇用率２.３％を維
持するとともに、特別区における目
標雇用率３.０％の達成に留意し、
職域、就労環境、雇用形態等の整
備に努める。

1 1

④　民間企業等における実習及び障害者雇用の促進
●ハローワークと連携し、民間企業に対する障害者雇用の普
及・啓発を推進し、障害者の雇用を促進します。
●障害者団体や社会福祉法人等による起業の支援を行いま
す。

産業振興課

障害福祉課

【産業振興課】
産業振興課として障害者に限定特化した
就労対応は行っていない。

【産業振興課】
産業振興課として障害者に限定特
化した就労対応は行う予定はな
い。

1 1

⑤　就労支援施策の充実に関する国、東京都への要望
●国、東京都に対し、障害者法定雇用率の達成に関する企業
への指導､職業　リハビリテーションの充実､社会適応訓練の
推進・改善等、就労支援施策の充実について要望します。

障害福祉課

【障害福祉課】
法の動向等を踏まえながら、随時、国・東
京都へ要望を行ってきた。

△

【障害福祉課】
引き続き、法の動向等を踏まえな
がら、国・東京都へ要望を行ってい
く。

1 2

①　民間の通所施設の運営体制の支援
●民間の通所施設間の連携・交流を促進することにより、施設
の運営体制の充実を図り、特色ある施設づくりを進めます。
●受注における通所施設間の情報交換や共同受注などの連
携を促進して、工賃水準の向上への取り組みを支援します。
●通所施設の自主生産作品の販売場所の拡大に努めます。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
　・障害者作品展、施設による「まつり」等
イベントを通して、民間施設の自主生産作
品のＰＲ、販売を行った。

△

【障害者福祉センター】
　・北区福祉作業所ﾈｯﾄﾜｰｸによる
自主生産作品PRにおけるHP提
供、照会への取次。
　・障害者作品展にてバザーや模
擬店が実施できるよう支援する。

1 2

②　通所施設等の環境改善
●区立及び民間の通所施設等の環境改善を支援します。 障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
　・区立施設の指定管理者制度を継続し、
民間活力を生かした運営の中で施設環境
改善を継続した。

△

【障害者福祉センター】
　・引き続き利用しやすい施設環境
の維持拡大に向け、検討を続けて
いく。

1 2

③　「東京都北区障害者優先調達推進方針」の推進
●障害者優先調達推進法では、区が毎年度、障害者就労施
設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度
の終了後、調達の実績を公表することが義務付けられており、
本法律に基づき、「東京都北区障害者優先調達推進方針」を
作成し、推進します。

契約管財課

障害福祉課

障害者福祉センター

【契約管財課】
契約状況や業者（事業所）に関する問い合
わせ等に適切に対応した。
【障害福祉課】
・障害者優先調達推進法に基づき、「東京
都北区障害者優先調達推進方針」を策定
した。
（平成２７年度全庁調達実績）
３６件　　１３，７０２，８０８円

△

【契約管財課】
契約状況や業者（事業所）に関す
る問い合わせ等に対応していく。
【障害福祉課】
・障害者優先調達推進法に基づ
き、「東京都北区障害者優先調達
推進方針」を策定。２８年度実績を
公表し、調達を推進する。



1 2
④　高齢者施策と連携した事業の推進
●障害者及び高齢者の通所施設等の環境整備やそれに伴う
地域コミュニティの創出と社会参加の推進を図ります。

障害福祉課

障害者福祉センター

2 1

①　障害者グループホームの整備
●社会福祉法人やNPO法人等による障害者グループホーム
の整備を誘導します。
●区有地等を活用して、重度障害者の地域生活を支えるグ
ループホームの整備を推進します。

障害福祉課

【障害福祉課】
神谷二丁目障害者グループホームの整備
を推進した。
滝野川３丁目国有地の取得、東京都に対
し都営団地建替えに合わせた要望（用地
取得）を行った。

○

【障害福祉課】
引き続き、公有地取得を目指し、重
度受入に対応できるGHの整備を
目指す。

2 1

②　地域生活支援型入所施設の整備検討
●区内への社会福祉法人等による入所型施設の整備の誘導
を検討します。

障害福祉課

【障害福祉課】
入所施設の検討は行わず、地域生活支援
拠点を考慮した、グループホームの整備を
進める。

×

【障害福祉課】
今後も入所施設は縮小傾向にある
ため、GHの整備を進める。

2 1

③　地域生活支援拠点等の整備
●障害者の地域生活を支援する機能を持った拠点等について
検討・整備を行います。
●施設入所者や受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害
者の地域生活への移行を支援します。
●入所施設や病院からグループホーム等への移行を促進す
るため、地域生活を支える多様なサービスの提供体制の確保
に努めます。
●地域相談支援事業（地域移行支援、地域定着支援）の普及
啓発を図ります。

障害福祉課

【障害福祉課】
桐ヶ丘都営団地第６期建替え計画に対し、
用地取得に向け要望をおこなった。
生活介護施設等と合わせ、検討を行った。

○

【障害福祉課】
今後も引き続き整備に向けた取り
組みを実施していく。

2 2

①　障害者の住まいの確保
●障害者等の住み替えのための支援策について、転居費用
助成制度等のPRに努めます。
●区営住宅の建て替え等を行う際には、バリアフリーに配慮し
た整備基準を検討します。
●都営住宅、公社・都市機構住宅などの建設や建て替えに際
して、一定戸数の単身用と世帯用の障害者向け住宅を供給す
るよう要請します。
●公的住宅だけでなく、民間住宅のバリアフリー化を推進する
とともに、ユニバーサルデザインの考え方の普及・促進に努め
ます。

住宅課

【住宅課】
・区のホームページや窓口等で、転居費用
 助成制度等のＰＲに努めた。
・「転居費用助成事業」の実績
27年度　高齢者世帯１４件、障害者世帯０
件
・区営住宅整備基準作成に向けて内容を
 検討
・「三世代住宅建設助成事業」の実績
27年度　決定件数８件
・「住まい改修支援事業」の実績
27年度　決定件数２３０件

△

・今後も各事業の積極的なＰＲに努
め
  ていく。
・区営住宅整備基準作成の予定。
・各事業について、引き続き実施し
て
  いく。



2 2

②　重度身体障害者（児）住宅設備改善費補助事業の実施
●在宅の重度の身体障害者（児）に、日常生活の便宜を図る
ため、居住する家屋等の住宅設備の改善に要する費用の補
助金を交付します。 障害福祉課

○27年度支給実績
・小規模住宅改修：9件
・中規模住宅改修：5件
・屋内移動設備（本体）：１件
・屋内移動設備（設置）：１件

△

引き続き、重度の身体障害者（児）
の日常生活の便宜を図るため、居
住する家屋等の住宅設備の改善
に要する費用を補助していく。

3 1

①　避難行動要支援者防災行動マニュアルの作成
●災害対策基本法の改正を踏まえて、災害時に支援が必要な
障害者の方に、日頃の備えや災害発生時の対処法、避難場
所等を記載した「避難行動要支援者行動マニュアル」の改訂を
検討します。
●「避難行動要支援者行動マニュアル」は障害特性を踏まえ、
分かりやすく記載するとともに、点字版や音声版を作成しま
す。

健康福祉課

障害福祉課

【健康福祉課】
「災害時要援護者防災行動マニュアル」を
希望者に配布した。

○

「災害時要援護者防災行動マニュ
アル」の改訂を検討するとともに、
引き続き、区役所障害担当課、各
高齢者あんしんセンター、各地域
振興室、防災センター等の各窓口
で配布を継続する。

3 1

②　通所施設等における災害時行動マニュアルの整備
●通所施設等において、災害時行動マニュアルを整備すると
ともに、地域と連携して防災訓練等を進めます。 障害者福祉センター

子育て支援課

【障害者福祉センター】
　指定管理施設にて災害時行動マニュア
ルの時点更新や訓練を引き続き実施し
た。 ○

【障害者福祉センター】
　大規模災害時を考慮に入れたマ
ニュアル改訂を進めていく。
　同様に備蓄物資及び資機材の不
足や更新に向けた検討を行う。

3 1

③　苦情等対応体制の整備
●障害福祉サービス利用における苦情対応体制を充実しま
す。
●障害者が詐欺や悪質商法による被害に遭わないよう、関係
機関及び団体と連携し、情報提供等に努めます。

産業振興課

障害福祉課

社会福祉協議会

【産業振興課】
消費生活相談出張講座の実施
（悪質商法の手口と対策について）
・障害者支援団体
悪質商法に関する情報提供と相談窓口周
知
・自治会掲示板への消費者被害防止情報
掲出
・バス内でのアナウンス、広告掲出
・コミュニティバスの車体ラッピング
・消費者講座（聴覚障害者対応）
【社会福祉協議会】
社会福祉協議会において、福祉サービス
の利用に関する苦情を権利擁護ｾﾝﾀｰ職
員及び第三者機関の苦情調整委員が対
応。また、区内福祉事業所・施設に対し苦
情解決の仕組みや体制づくりのための研
修を行った。
２７年度実績
苦情問合せ１件、苦情相談受付１９件、相
談援助件数４５件（計６５件）
※苦情対応委員相談申立件数０件

苦情研修会２回実施

△

【産業振興課】
広報誌や自治会回覧、公共バスの
アナウンスや広告掲出などを実施
し、引き続き、悪質商法への注意
喚起・相談先の周知など情報発信
の強化に努める。
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④　緊急時の情報提供に関する仕組みづくり
●東京消防庁が実施する、聴覚障害者への緊急メール通報
サービス及び緊急ファクシミリ通報システムの周知・普及に努
めます。
●障害者（児）が緊急時に周囲に支援を求めやすくするための
「ヘルプカード」及び「救急キット」を配布します。
●区内で発生した「子どもが犯罪被害に遭う恐れのある案件」
等について、関係機関と連携をとりながら情報発信します。

危機管理課

障害福祉課

【危機管理室】
区内で発生した「子どもが犯罪被害に遭う
恐れのある案件」等については、安全・安
心・快適メール（現・北区区民情報メール）
の登録者への情報配信だけでなく、小学
校・保育園などの施設を所管する部署にも
情報を提供し、迅速な対応を行えるよう体
制を構築し、情報を共有した。

△

【危機管理室】
福祉作業所等にいる方にも犯罪情
報については速やかに提供できる
ことが望ましい。
今後もこの体制は継続していく。

3 2

①　避難行動要支援者登録名簿の作成
●災害対策基本法の改正を踏まえ、災害時に支援を必要とす
る障害者について、本人の同意に基づいた「避難行動要支援
者登録名簿」を作成し、消防署、警察署、民生・児童委員、居
住地域内の自主防災組織に情報提供します。あわせて、関係
機関共有名簿の更新を検討します。

健康福祉課

障害福祉課

【健康福祉課】
区役所障害担当課、各高齢者あんしんセ
ンター、各地域振興室、防災センター等の
各窓口で「災害時要援護者名簿登録申請
書」を配布し、「災害時要援護者名簿」を更
新し、民生委員・児童委員、警察・消防、地
域振興室、自主防災組織（希望地区のみ）
等へ名簿を配付した。

○

【健康福祉課】
名簿登録者9,758名
（H28.3末現在）

「避難行動要支援者名簿」の作成
の検討を進めるとともに、引き続
き、民生委員・児童委員、警察・消
防、各地域振興室、自主防災組織
等へ「災害時要援護者名簿」を配
付する。

3 2

②　自主防災組織等との連携による支援体制の強化
●自主防災組織等との連携を図り、自主防災組織が実施する
避難訓練等を通じて要配慮者の把握を進めるなど、発災時に
おける支援体制の強化を図ります。
●自主防災組織が実施する避難訓練に手話通訳者を派遣す
るなど、障害者の参加しやすい環境を整備します。
●避難行動要支援者登録名簿をもとに、自主防災組織等との
連携により、災害時に安否確認が実施できる体制を整備しま
す。

防災課

障害福祉課

【防災課】
・避難訓練等の際には、要配慮者を意識し
た訓練内容になるよう依頼・指導を行っ
た。
・避難訓練等に手話通訳者の派遣依頼が
あった場合は、派遣依頼に応えられるよう
準備を行った。
・避難行動要支援者名簿については、関
係課において調整中であった。

△

【防災課】
・要配慮者の訓練参加について
は、引き続き自主防災組織に働き
かけていくとともに、避難行動要支
援者名簿の作成を待って、名簿を
活用した訓練実施を目指していく。



3 2

③　災害時における障害者への情報提供及び支援の充実
●聴覚障害者に手話通訳者を派遣するなど、災害時の情報
提供拠点づくりを検討します。
●災害発生時には、ボランティアが迅速かつ円滑に活動でき
るよう、「災害ボランティアセンター」を設置します。また、復興
期には「復興ボランティアセンター」「生活支援センター」と目的
を変え被災後の生活を支援していきます。
●防災気象情報メール配信サービスの利用を推進します。

防災課

障害福祉課

社会福祉協議会

【防災課】
・避難訓練等に手話通訳者の派遣依頼が
あった場合は、派遣依頼に応えられるよう
準備を行った。
・防災気象情報メール配信サービスについ
ては、随時加入促進用チラシを配布すると
ともに、各連合町会自治会に説明し登録
利用を推進した。
【社会福祉協議会】
大規模災害発生時に備え、社会福祉協議
会が中心となり近隣区の文京、台東、荒川
の３区とともに障害者を含む地域住民やボ
ランティア関係者の連携を視野にいれた情
報交換会を実施。

△

【防災課】
・聴覚障害者の訓練参加の際に、
手話通訳の派遣依頼に応えられる
よう今後も準備していく。
・防災気象情報配信サービスにつ
いても、今後も継続して利用促進を
図っていく。

3 2

④　被災後の生活支援体制の整備
●障害者に配慮した避難所の整備、避難所運営訓練の実施、
備蓄物資の充実など、被災後の生活支援体制の整備に努め
ます。

防災課

健康福祉課

障害福祉課

障害者福祉センター

【防災課】
・町会自治会の役員などに避難所運営を
模擬体験できる講座を実施し、障害者や
その他の配慮者について考える訓練を
行った。

△

【防災課】
・避難所運営訓練では、災害時要
援護者の安否確認・車椅子による
避難誘導訓練を実施予定。
・障害者に配慮した備蓄物資の充
実を図っていく。

3 2

⑤　被災後の障害者の医療支援体制づくり
●東京都と連携し、被災後の医療、医薬品の確保、人工透析
等の治療が継続して受けられる体制づくりに取り組みます。

障害福祉課

生活衛生課

【生活衛生課】
東京都、医師会、薬剤師会及び医療機関
等と協力して、被災状況を把握し、医療提
供の可否等について情報収集して提供す
る。

△

【生活衛生課】
東京都、医師会、薬剤師会及び医
療機関等と協力して、被災状況を
把握し、医療提供の可否等につい
て情報収集して提供する。

3 2

⑥　在宅人工呼吸器使用者向け災害時個別支援計画の作成
●在宅で生活する人工呼吸器使用者の災害時の備えについ
て、本人、家族を含めた関係者間で個別支援計画を作成しま
す。
●在宅で生活する人工呼吸器使用者の東京電力への登録制
度の利用促進を図ります。

障害福祉課

【障害福祉課】
・個別支援計画作成（23人/36人中）
・東京電力への登録者（41人）

△

【障害福祉課】
引き続き、災害時個別支援計画を
作成することで、区内在宅人工呼
吸器使用者の在宅療養における安
全・安心を確保する。



4 1

①　障害者を対象とした生涯学習事業の充実
●障害者福祉センターにおいて、教養講座や創作活動など、
生涯学習に係る事業を充実します。
●講座修了者の自主グループ等による自発的な活動を支援し
ます。
●生涯学習・スポーツ振興課が実施している知的障害者を対
象とした生涯学習事業について充実を図ります。

障害者福祉センター

生涯学習・学校地域
連携課

【障害者福祉センター】
・障害者趣味の講座開催
　　14講座　延137回　参加人員1317名
・講座修了者による自主グループ活動支
援
　　グループ数　８グループ
　　メンバーを技術講師・ボランティアとした
事業を実施。
　　ＩＡＤＬ陶芸教室講師 12回
　　夏休み子ども陶芸教室 　参加実人数
10名
・中軽度知的障害者の社会参加促進、創
作的活動及び教養向上に資する事業の開
催
　　ライフアップクラブ  定員12名 延439名
　　土曜レクリエーション 定員30名 延220
名
【生涯学習・学校地域連携課】
・区内の特別支援学級の卒業生を主な対
象として「あすか教室」実施した。年間14回
受講登録者数75名
・平成27年9月1日～11月17日実施の「北
区ことぶき大学」において、車いすを配慮

△

【障害者福祉センター】
　障害者差別解消法により、障害
特性に応じた参加しやすい講座の
環境づくりを行う。
講座修了者の自主グループ育成と
支援をする。
【生涯学習・学校地域連携課】
・区内の特別支援学級の卒業生を
主な対象として「あすか教室」を開
催する。
・平成28年9月6日～11月8日実施
の「北区ことぶき大学」において、
車いすを配慮した会場づくりを行う
予定である。

4 1

②　障害者の参加に配慮した生涯学習事業等の推進
●区で主催する生涯学習事業等において、手話通訳者等の
確保や車いすに配慮した会場づくりを行うとともに、区内で開
催される各種事業の主催者に対しても、障害者が参加しやす
い環境づくりを働きかけます。

生涯学習・学校地域
連携課

【生涯学習・学校地域連携課】
・平成２８年１月１１日、成人の日記念式典
に手話通訳者の配置と車いすを配慮した
会場づくりを行った。

〇

【生涯学習・学校地域連携課】
主催事業において、障害者の参加
に対し手話通訳者等を確保するな
どの適切な対応に努めていく。
　文化センター指定管理者に対し、
障害があることを理由に不当な差
別的扱いをすることのないよう働き
かけを行い、そして障害者差別解
消についての研修を行った。
　平成２９年１月９日、成人の日記
念式典に手話通訳者の配置と車い
すを配慮した会場づくりを行う予定
である。
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③　図書館における障害者向けサービスの充実
●中央図書館において、音訳デイジー図書作成のための録音
室、対面音訳室、サポート室のさらなる活用を図ります。
●中央図書館において、拡大読書機や自動音訳機等の補助
機器のさらなる活用を図ります。
●中央図書館において、音訳及び点字資料の貸出を充実しま
す。
●来館が困難な障害者への貸出、宅配サービスを充実しま
す。
●対面音訳は、利用者のさまざまな要望に応えられるように、
サービスを充実します。
●読むことが困難な方へのサービスを実施します。
●障害者団体を通じて、図書館での障害者サービスをＰＲし、
図書館以外の区民施設（地域振興室等）の活用を充実しま
す。
●大活字本の充実を図るほか、ボランティアとの協働による音
訳デイジー図書及び点字図書の作成を充実します。
●音訳者・点訳者養成講座を実施し、図書館でのボランティア
活動の充実を図ります。
●「見る」、「聞く」ことが困難な方と一般の方が一緒に楽しめる
バリアフリー映画会と大人向けバリアフリー「おはなし会（手話
通訳付き）」を実施します。

中央図書館

【中央図書館】

対面音訳　244回（地域振興室利用含む）
郵送サービス    デイジ-図書 3,287ﾀｲﾄﾙ
                     点字図書 116ﾀｲﾄﾙ
                     録音テ-プ 29ﾀｲﾄﾙ
相互貸出（他自治体へ） 133ﾀｲﾄﾙ
宅配サービス 269冊・巻
音訳者養成講座（初心者）（全20回）
　10名受講　うちボランティア登録8名
デイジー図書　5冊作成
点字図書　5冊作成
マルチメディアデイジー図書貸出試行継続
障害者福祉センターおはなし会等　23回
273名（付添含む）
北特別、王子第二特別支援学校おはなし
会（館内及び出張）17回　242名（付添含
む）
大活字本　255冊購入
利用促進についての事業を、北区図書館
活動区民の会に委託
・手話（筆談）サポートデスク（月1回）　17
件
・大人向けバリアフリーおはなし会（年1回）
38名参加
・バリアフリー映画会（年４回）　233名参加

○

【中央図書館】

対面音訳実施
デイジー図書・点字図書等の郵送
サービス
相互貸出（他自治体へ）
宅配サービス
音訳者養成講座（全20回）
デイジー図書及び点字図書作成
マルチメディアデイジー図書貸出
障害者福祉センターおはなし会
月2回
北特別、王子第二特別支援学校お
はなし会（館内及び出張）
大活字本購入
利用促進についての事業を、北区
図書館活動区民の会に委託
・手話（筆談）サポートデスク　月1
回
・大人向けバリアフリーおはなし会
年1回
・バリアフリー映画会　年4回

4 1

④　障害者の文化芸術活動の支援
●障害者の文化芸術活動の成果を発表する場である障害者
作品展等の充実を図ります。

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
・第33回北区障害者作品展開催
　絵画・陶芸作品・手工芸品等の展示・発
表
　実施日 12月5日(土)～6日(日)
　参加団体数　56施設・団体
　入場者数　3,946人

△

【障害者福祉センター】
・障害者理解と障害者参加を目的
としている障害者作品展の来場者
を増やすために、個人参加の募集
と特別支援学校等にも作品の依頼
と周知を図る。
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①　誰もが参加できるスポーツ環境づくりの推進
●ユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、（仮称）赤羽体育
館をバリアフリー化するとともに、既存の地区体育館や学校体
育館の改修・新築にあわせ、バリアフリー化を進めるなど、誰
もが気軽に参加できるスポーツ環境づくりを推進します。
●東京都障害者総合スポーツセンターなどスポーツ施設の利
用を促進するため、スポーツ関連施設を含めた総合案内板を
設置します。
●区内におけるスポーツ施設及びスポーツ施設までの経路等
の実態を把握し、対応及び改善点について整備を推進しま
す。

スポーツ推進課

　

東京オリンピック・パ
ラリンピック担当課

長

【スポーツ推進課】
・中央公園野球場・庭球場のバリアフリー
化工事を行った。
　更衣室、シャワー室改修
　庭球場出入口の段差解消
　野球場への車いす観覧席の設置
　点字ブロックの敷設
・障害者スポーツに識見のある有識者で
構成される「区内スポーツ施設等バリアフ
リー化検討会」を設置し、施設及びルート
のバリアフリー化に向けた調査・検討作業
を実施した。平成２７年９月に、バリアフ
リー化整備を進めるにあたっての指針とな
る 終報告をとりまとめた。
・新築工事を進めている（仮称）赤羽体育
館の障害者用更衣室の仕様について、障
害者専用のスポーツ施設である東京都障
害者総合スポーツセンターの状況を確認
し、反映させた。

○

【スポーツ推進課】
・検討会 終報告（H27.9）に基づ
き、次の施設及びルートのバリアフ
リー化整備を行う。
　十条台小学校温水プール
　　段差解消等工事
　　点字ブロック敷設
　滝野川体育館
　　点字ブロック敷設
  赤羽体育館
　　点字ブロック敷設
・障害者差別解消法の施行を受
け、施設管理者（指定管理者）を対
象とした講習会を実施し、施設運
営面の対応を検討していく。

4 2

②　障害者スポーツの推進
●東京都障害者総合スポーツセンターとの連携を図り､障害者
スポーツ振興やグループづくりを支援し､障害者スポーツ大会
やイベントの支援・ＰＲを強化します。
●区内の障害者団体や地域に居住する障害者がスポーツ活
動を行う際の会場確保策として特別支援学校の施設（体育館
など）開放について要望します。
●障害者の健康づくりの視点から、「北区さくら体操」をはじめ
とした手軽な運動の普及を図ります。

健康いきがい課

生涯学習・スポーツ
振興課

スポーツ推進課

東京オリンピック・パ
ラリンピック担当課

長

【健康推進課】
・北区さくら体操指導員（H27.4現在89名）、
区民まつりや健康フェスティバルなど区主
催のイベントから、地域の運動行事、保育
園への派遣など幅広い分野で活躍してい
る。
　このさくら体操は、今までの「北区さくら体
操」をおこなうことが困難な方でも、イスに
座りながら楽しく体操ができるイス編の体
操もある。（健康推進課（旧健康いきがい
課））
【スポーツ推進課】
・障害者スポーツ大会やイベントの支援と
して、東京都障害者総合スポーツセンター
で実施された電動車椅子サッカー大会に
教育委員会の後援を行った。
【東京オリンピック・パラリンピック担当課】
・日本車いすフェンシング協会と連携を図
り、ナショナルコーチらの指導による通年
の車いすフェンシング教室を開始した。

△

【健康推進課】
・今後も派遣要請があった際は、北
区さくら体操指導員（H28.4現在88
名）の派遣を行っていく。（健康推
進課（旧健康いきがい課））
【スポーツ推進課】
・東京都障害者総合スポーツセン
ターと連携を図り、障害者スポーツ
の連携・推進を行う。
【東京オリンピック・パラリンピック
担当課】
・平成27年度に引き続き、通年の
車いすフェンシング教室を実施して
いく。



4 2

③　障害者のスポーツ交流イベント
●東京都障害者総合スポーツセンターが主催する「ハートス
ポーツフェスタ」において、北区が共催し、体育協会加盟団体
やスポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブの協力を得
て開催します。
●障害のある人もない人も楽しめるスポーツイベントを実施し
ます。

スポーツ推進課

東京オリンピック・パ
ラリンピック担当課

長

【スポーツ推進課】
・東京都障害者総合スポーツセンターが主
催する「ハートスポーツフェスタ」に北区が
共催となり、車いすフェンシングを昨年度
に引き続き開催した。
・障害の有無に関わらず楽しめるスポーツ
イベントとして、以下のイベントを実施し
た。
①スケート体験教室
②知的障害者サッカー教室
③障害者週間記念講演会
④テニスフェスティバル

○

【スポーツ推進課】
・東京都障害者総合スポーツセン
ターと連携を図り、障害の有無に関
わらず楽しめるスポーツイベントを
実施していく。

4 2

④　障害者スポーツを支える人材の育成
●東京都障害者総合スポーツセンターが実施する研修会及び
講習会に、北区スポーツ推進委員が参加し、障害者スポーツ
の識見を深めていきます。

スポーツ推進課

【スポーツ推進課】
・東京都障害者総合スポーツセンターが実
施する研修会及び講習会にスポーツ推進
委員が参加。

○

【スポーツ推進課】
・区主催の初級障害者スポーツ指
導員養成講習会を実施し、地域に
おける障害者スポーツの普及と発
展を目指す。

4 2

⑤　通所施設における文化・スポーツ活動の推進
●区内の文化施設やスポーツ施設等を活用し、福祉園や福祉
工房、福祉作業所における文化・スポーツ活動の充実を図りま
す。
●文化・スポーツ活動を通じ、各障害者福祉施設の利用者間
の相互交流の促進を図ります。

障害者福祉センター

スポーツ推進課

東京オリンピック・パ
ラリンピック担当課

長

【障害者福祉センター】
・第34回北区福祉作業所合同運動会の実
施
　実施日 5月23日(土)
　参加者 利用者・職員・保護者等 計486名
　会場 東京都障害者総合スポーツセン
ター
【スポーツ推進課】
・障害者団体がグラウンドゴルフの大会を
実施した際に、スポーツ施設の使用料を
免除とした。また、大会以外の練習時の利
用についても使用料を減額とした。
利用団体数：１団体
・東京都障害者総合スポーツセンター主催
のハートスポーツフェスタの会場である滝
野川体育館にて障害者施設による自主製
品販売の場を設け、施設利用者もイベント
に参加した。

×

【障害者福祉センター】
・会場の改修工事実施に伴い平成
28年度は中止。改修後再開を検討
している。
【スポーツ推進課】
・障害者団体のスポーツ施設の利
用について、内容に応じて使用料
減免を行う。
・引き続きハートスポーツフェスタで
障害者施設による自主製品販売を
行う。

4 2

⑦　東京オリンピック・パラリンピックに向けたバリアフリー整備
●障害者のスポーツ参加を促すため、障害者スポーツに識見
のある方の意見を伺いながら、区内スポーツ施設を検証し、障
害者や高齢者がスポーツに参加しやすい環境づくりを進めま
す。

スポーツ推進課

【スポーツ推進課】
※再掲（4-2①誰もが参加できるスポーツ
環境づくりの推進） ○

【スポーツ推進課】
※再掲（4-2①誰もが参加できるス
ポーツ環境づくりの推進）



障害者計画進捗状況調査（基本目標３）
施策目標 施策 事業内容 担当課 平成２７年度の取り組み内容・実績等

1 1

①　公共施設、建物等のバリアフリー化の推進
●新たに公共施設を整備する際は、誰もが使いやすいようユ
ニバーサルデザインの視点を踏まえます。
●既存施設を改修する際は、エレベーターを設置するなど、公
共施設のバリアフリー化を推進します。

総務課

営繕課

健康福祉課

土木政策課

【総務課】
第一庁舎１階フロアの段差解消及び点字
ブロックの再整備を行った。また、誰でもト
イレ（オストメイト対応）の新設、西側トイレ
の拡張・洋便器化及び手摺り新設等の整
備を行った。
【営繕課】
施設整備におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進
［平成27年度実績］
区有施設の改修工事計２件
【土木政策課】
稲付公園再整備にあたり、全面道路の拡
幅及び手すり設置工事を実施した。
飛鳥山公園のトイレ改築及び点字シート
設置を実施した。
西ヶ原みんなの公園付近の歩道をセミフ
ラットに改良した。
中央公園に点字シート設置及び段差解消
を実施した。
【学校改築施設管理課】
学校施設の増築工事（ＥＶ設置）計２件
【区議会事務局】
・平成２１年度に議場傍聴席の一部段差
解消工事を行い、車いす用傍聴席を整
備。

○

△

【総務課】
第一庁舎１階正面トイレの拡張・洋
便器化及び手摺り新設等の整備を
予定している。また、第三庁舎エレ
ベータ更新に合わせ、操作ボタン
を車いす対応型へ改修を行う。
【営繕課】
・施設整備におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲ
ﾝの推進
［設計］：視点を踏まえて設計
［工事］：視点を踏まえて整備
【土木政策課】
稲付公園再整備工事で、トイレ及
び出入口のバリアフリー化を実施
する。赤羽三丁目公園トイレ改築
工事、（仮称）北園児童遊園新設工
事を実施する。
【学校改築施設管理課】
・施設整備におけるユニバーサル
デザインの推進
［工事］：視点を踏まえて整備
【区議会事務局】
・車いす用傍聴席を引き続き配置。
・音声文字変換システム入タブレッ
ト利用者優先席を設置。

1 1

②　民間施設、建物等のバリアフリー化の推進
●「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律」、「東京都福祉のまちづくり条例」、「北区の共同住宅等に
関する福祉のまちづくり整備要綱」に基づき、民間事業者に対
して、建築物のバリアフリー化を要請します。

健康福祉課

建築課

【健康福祉課】
北区の共同住宅等に関する福祉のまちづ
くり整備要綱及び東京都福祉のまちづくり
条例　　　　　　　　　相談件数１５７件、届出
受付件数２９件、　　　　　　　基準適合件数
（区要綱）０件
【建築課】
窓口における事前相談時及び確認審査時
に随時実施しています。

△

【建築課】
引き続き、窓口における事前相談
時及び確認審査時に随時実施しま
す。

今後の取り組み
（拡充○、維持継続△、中止等×）



1 1

③　交通バリアフリー化の推進
●「北区交通バリアフリー基本構想」に基づき、駅、主要な公
共施設を結ぶ経路等のバリアフリー化を推進します。
●東十条駅周辺に続き、「王子・上中里・田端各駅周辺交通バ
リアフリー基本構想」、「板橋駅周辺交通バリアフリー基本構
想」に基づき、駅周辺のバリアフリー化を推進します。
●路線バスへの超低床式バスの導入促進について、事業者
等へ要請します。
●民間リフト付きタクシーの運行台数の増加等について、関係
機関及び事業者等へ要請します。
●視覚障害者のために音声信号機の設置を要望します。

障害福祉課

都市計画課

土木政策課

施設管理課

道路公園課

【都市計画課】
「北区バリアフリー基本構想策定協議会」
の中で、各駅周辺交通バリアフリー基本構
想を位置づけた事業の進捗状況の確認を
行った。
【土木政策課】
・東台橋付近エレベーターの整備について
は、多角的な見地から設置場所及び整備
方法について再検討した。
・板橋駅周辺では、事業を推進するため駅
前広場及び特定経路である滝野川さくら
通りの基本設計を実施した。
【施設管理課】
超低床式バスの導入比率の高くない事業
者に対して、既存車両入替えの際には導
入を促進するよう、要請を行った。なお、事
業者からは今後新規に導入する車両につ
いては、全て超低床式バスを導入していく
方向性であるとのことであった。
【道路公園課】
歩道の凸凹、点字ブロックのがたつきなど
の部分補修を随時実施した。

△

【都市計画課】
交通バリアフリー基本構想に位置
付けられている各種事業が円滑に
進捗するよう、「北区バリアフリー基
本構想策定協議会」の中で、各事
業者間の調整、支援を図っていく。
【土木政策課】
・隣接権利者との協議を進めるとと
もに、実施に向けた設計に着手す
る。
・板橋駅周辺では、駅前広場及び
滝野川桜通りのバリアフリー化を
実施する。
【道路公園課】
引き続き、要補修箇所について
は、速やかに対応していく。

1 1

④　バリアフリー基本構想の策定
●「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律」に基づき、高齢者や障害者等の移動上及び施設の利用上
の利便性や安全性の向上を図るため、バリアフリー基本構想
を策定します。

健康福祉課

都市計画課

【都市計画課】
バリアフリー化を総合的・計画的に推進す
るため、通称「バリアフリー新法」に基づ
き、新たな北区バリアフリー基本構想（全
体構想）を策定した。

△

【都市計画課】
バリアフリー化を総合的・計画的に
推進するため、通称「バリアフリー
新法」に基づき、新たな北区バリア
フリー基本構想（地区別構想（赤羽
地区））を策定する。

1 1

⑤　福祉のまちづくりへの理解の推進
●バリアフリーやユニバーサルデザインについて、区民や事業
者への周知・啓発活動を強化し、福祉のまちづくりへの理解を
推進します。
●「身体障害者補助犬法」をＰＲし、店舗、飲食店、ホテル等の
民間建物への補助犬の受け入れを促進します。
●障害者差別解消法について、普及啓発を図ります。

健康福祉課

障害福祉課

【健康福祉課】
福祉のまちづくりについて、引き続き事業
者に対する周知を実施。

△

1 1

⑥　移送サービスの実施
●北区社会福祉協議会のハンディキャブ運行事業に対し、補
助を行います。
●リフト付き介護タクシーの利用支援を図ります。

健康福祉課

障害福祉課

社会福祉協議会

【社会福祉協議会】
平成27年度実績
利用会員登録数41件、貸出件数193件
走行距離15,744km、運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ件数42
件

×

【社会福祉協議会】
運転ボランティアの登録・紹介制度
については、平成27年度をもって
終了とし、車両の貸出のみとする。



1 2

①　区の刊行物等における障害者等への配慮
●北区ニュース、区議会だより等、区の刊行物について、点字
版、音声版等の作成を進めるとともに、読みやすさ、色等に配
慮します。
●障害者や高齢者に配慮し、できるだけ適切な活字の大きさ
にし、ふりがな表記やわかりやすい表現の使用に努めます。
●視覚障害者への公的な郵便物について、発信元等の点字
表示を推進します。

広報課

障害福祉課

各課

【広報課】
●北区ニュース
・点字版及び声の広報（テープ版・デイ
ジー版）発行の継続実施
（平成27年度末現在）
点字版　20人＋4施設
テープ版　21人＋2施設
デイジー版　25人＋2施設
・平成25年4月1日号より「長生きするなら
北区が一番」のコーナーを設け、通常より
大きなフォントで記事を掲載
●わたしの便利帳
・平成27年10月に改定を行い、デイジー版
を発行した。
デイジー版　1人
【リサイクル清掃課】
指定管理者として管理運営している北区リ
サイクラー活動機構が発行している「かわ
ら版」の点字版を、ボランティアにより毎月
点訳し、エコー広場館来館者に提供してい
る。
【高齢福祉課】
高齢者向け福祉サービスの内容と利用方
法を案内するため毎年度発行している「高
齢者福祉のしおり」の音声版を作成した。
【選挙管理委員会事務局】
平成２７年４月執行の北区議会議員・北区
長選挙における候補者の氏名、経歴等を
掲載した点字ジャーナル号外「選挙のお知
らせ」の配布
希望者への配布 ４部
【教育政策課】
テープ版の発行
２７年１月発行時の実績：３４人
【区議会事務局】
・点字版とテープ版の発行

△

○

【広報課】
●北区ニュース
　点字版及び声の広報の発行を継
続するとともに、高齢者に配慮した
適切なフォント・色を使用する。
●わたしの便利帳
　平成28年10月にも改訂版を発行
し、これまで同様にデイジー版の作
成・配布を予定。
【リサイクル清掃課】
今後もリサイクラー活動機構の発
行する「かわら版」をボランティアに
より点字版に点訳し、エコー広場館
来館者に提供する予定。
【高齢福祉課】
今後も継続して作成する。
【教育政策課】
前年度までの取組みは継続実施
する。併せて、平成２８年度からデ
イジー版の作成を開始し、視覚障
害のある方への教育に関する情報
提供の充実を図る。
【区議会事務局】
・点字版とテープ版の発行の継続
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②　障害者に配慮した案内表示の整備
●公共施設内の案内表示板の大型化・文字の大型化など、障
害者の利用に配慮した案内表示の整備を進めます。

総務課

営繕課

【総務課】
第一庁舎１階フロアの段差解消及び点字
ブロックの再整備を行った。また、誰でもト
イレ（オストメイト対応）及び西側トイレの整
備にあたり、カラーユニバーサルデザイン
を考慮したサインを導入した。

○

【総務課】
第一庁舎１階東側トイレの整備を
行う予定だが、西側トイレと同様、
カラーユニバーサルデザインを考
慮したサインを導入する予定。
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③　インターネットを活用した情報提供・情報交流の促進
●区の公式ホームページは、文字の拡大、文字色・背景色の
切り替え、読み上げ機能の設定などバリアフリー化をさらに推
進し、障害者に配慮した情報提供・情報交流を進めます。
●電子申請などインターネットの高度活用により、行政手続き
における利便性の向上を図ります。
●各課と連携して、緊急情報・区政情報をメールで配信し、適
時適切な情報提供に努めます。

広報課

区民情報課

障害福祉課

区議会事務局

【広報課】
●ホームページ
　平成27年2月21日リニューアルし、アクセ
シビリティ・ユーザビリティを強化した。ま
た、従来のツイッターに加え、フェイスブッ
クを開始した。
●メール配信
　ホームページリニューアルに伴い、複数
のメール配信システムを統合したことによ
り、利用者の利便性を向上させた。
【区民情報課】
平成27年度からは新しい電子申請のシス
テムに移行したことにより、スマートフォン
などのタブレット端末からも電子申請サー
ビスが利用できるようになった.。また合わ
せて申請手続きが３段階から２段階に減
り、パスワードも強化され、より安全に便利
に利用できるようになった。
平成27年度実績
２７手続き　利用件数１，３５３件
【区議会事務局】
・聴覚障害者用音声文字変換システムの
導入
・聴覚障害のある傍聴者への、音声文字
変換システム入タブレットの貸出

△

【広報課】
庁内のホームページ推進者会議を
開催し、各課ホームページ担当者
のアクセシビリティに関する理解を
深め、ページ作成のスキルアップを
図る。ホームページ・メール配信と
もに、継続した安定運用を行う。
【区民情報課】
引き続き平成28年度も電子申請の
手続きを継続。
【区議会事務局】
・手話通訳を希望する傍聴者への
案内をHPに掲載
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④　選挙における障害者等への配慮
●投票所において、投票しやすい環境の整備に努めます。
●郵便等投票による不在者投票を実施します。
●選挙のお知らせ点字シールの貼付による、選挙啓発及び周
知に努めます。

選挙管理委員会事
務局

【選挙管理委員会事務局】
【当日投票所、期日前投票所】
・スロープの設置
・車いすの提供、職員による介助
・車いす用記載台の設置
・コミュニケーションボードによる案内
・職員による代理記載の対応
・選挙のお知らせ点字シールの貼付
・点字器の設置、点字投票の対応
【不在者投票】
郵便等投票の該当者における投票事務全
般
北区議会議員選挙１２１件
北区長選挙１２１件
病院等における指定施設での投票事務全
般
北区議会議員選挙６４０件

○
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⑤　障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に
即した職員対応要領の策定
●障害者差別を解消するための取り組みに関する、北区職員
の対応要領を策定します。
●北区職員の障害に対する理解促進を図るため、研修等を実
施します。

職員課

障害福祉課

【障害福祉課】
職員研修（一部）実施。参加人数52名。

障害者差別解消法について、同法の正し
い理解、共生できる社会の実現に向けて、
講演会・シンポジウムを開催した。参加人
数243名。

△

【障害福祉課】
引き続き職員研修の実施、区民向
け講演会などを実施していく。
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①　情報通信機器等の活用の促進
●障害者向けIT講習会の充実を図るとともに、障害に合った
情報機器類やソフトウエアの普及を推進します。
●視覚障害者用活字文書読み上げ装置等、コミュニケーショ
ン手段にかかる福祉機器について、 新情報の提供に努めま
す。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
・パソコン講座開催
　入門編・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編、視覚障害者対象
　　計　16回 延117人
・講座修了者による自主グループ活動支
援

　視覚障害者対象 48回

△

【障害者福祉センター】
障害特性に配慮して引き続き実施
していく。
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②　福祉ボランティアの活動の支援
●手話通訳、点訳、朗読の福祉ボランティアが活動できる場を
提供するなど、ボランティア活動への支援を行うとともに、福祉
ボランティア活動の普及に努めます。

地域振興課

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
・講座等各種事業においてボランティア活
動の場の提供及び人材活用を目的に手話
講習会通訳養成応用クラス修了者に対し
てボランティア登録を依頼（登録者12名）
・障害者作品展手話受付ボランティア8名
・障害者作品展においてボランティア団体
が福祉体験コーナー（手話、点字、アイマ
スク、ガイドヘルプ）を実施。ボランティア活
動の普及を図った。

△

【障害者福祉センター】
今後も引き続き実施していく。
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③　意思疎通支援事業の実施
●障害者の意思疎通を仲介するための意思疎通支援事業の
実施・充実を図ります。
●区が実施する講演会やシンポジウム等については、手話通
訳者等を派遣し、参加者の円滑な意思疎通を支援します。
●手話通訳者研修を充実し、通訳者の質の向上を図ります。

障害福祉課

【障害福祉課】
手話通訳者等の充実を図り、聴覚障害者の
社会生活への参画ができるよう努めた。
・手話通訳派遣件数　　2,124件
・登録手話通訳者研修会　 8件

【男女いきいき推進課】
・男女共同参画週間事業
　講演会への手話通訳派遣
　平成27年6月21日（日）91名参加
　　※手話通訳派遣利用実績なし

・北区さんかく大学
　公開講座への手話通訳派遣
　平成27年11月15日（日）65名参加
　　※手話通訳派遣利用実績なし

△

【障害福祉課】
引き続き、手話通訳者等の充実を図
り、聴覚障害者の社会生活への参画
ができるよう努めていく。

【男女いきいき推進課】
・男女共同参画週間事業
　講演会、映画会、講座への手話通訳派遣

【28年度予定】
 　平成28年６月19日（日）

・北区さんかく大学
　公開講座への手話通訳派遣
【28年度予定】平成28年11月開
催
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④　手話講習会の実施
●手話講習会において、初級、中級、通訳者養成コースを実
施し、手話通訳者及びボランティアを育成します。

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
・初級（昼間／夜間）・中級（昼間／夜間）・
通訳養成基礎・通訳養成応用開催（6講
習）
　回数　初・中級34回、基礎35回、応用40
回
・初級・中級（昼間／夜間）は「ボランティア
育成講座」と位置づけ、「手話通訳者養成
講座（基礎・応用／夜間）」では高度で実
践的能力を備える手話通訳者を養成す
る。
　修了者　119名
・平成25年4月から、北区聴覚障害者協会

○

【障害者福祉センター】
手話のできる区民を増やすため
に、北区聴覚障害者協会と北区登
録手話通訳者会と連携して引き続
き実施していく。
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①　障害者と地域の相互交流の推進
●町会・自治会が主催する地域行事や地域活動への障害者
の積極的な参加を進めます。
●障害者福祉施設の地元開放を進めるとともに、施設が実施
している地域行事や季節行事等の充実を図ります。
●青少年地区委員会活動等への障害者（児）の参加促進に努
めます。

地域振興課

障害福祉課

障害者福祉センター

子育て支援課

生涯学習・学校地域
連携課

【地域振興課】
共催事業である「北区ふるさと区民まつり」
では、全会場（王子・赤羽・滝野川）で障害
者団体が出店している。
【障害者福祉センター】
・講座で作成した作品及び自主グループ
が作成した作品を館内にて順次常設展示
するとともに、各講座・グループの作品と
活動紹介を同時に展示発表するライフ
ワーク展を開催し、地域住民に公開した。
・障害者福祉センター　生活介護事業(支
援係)　事業公開を実施
【生涯学習・学校地域連携課】
青少年地区委員会活動においては、一部
地区・一部事業において障害者（児）が参
加できるプログラムを実施している。また、
障害者（児）から参加の意向があったとき
は個別に受け入れ対応を実施している。
行事の内容にもよるが、障害者（児）と健
常者を分け隔てなく参加できる方向で、か
つ可能な範囲で地区委員もサポートしてい
る。

△

【地域振興課】
平成27年度の「北区ふるさと区民
まつり」についても、全会場におい
て障害者団体が出店した。平成28
年度については、10月1日（土）・2
日（日）に予定しており、引き続き障
害者と地域の相互交流の推進を進
める。
【障害者福祉センター】
引き続き、ライフワーク展開催時に
体験希望者に公開講座を実施して
いく。
【生涯学習・学校地域連携課】
障害者（児）の参加については、引
き続き行事の内容を踏まえつつ、
個別に受け入れ・サポートを図るこ
とで参加促進に努めていく。
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②　障害者のボランティア活動等への参加促進
●防災活動などの地域のボランティア活動への参加を支援し
ます。
●通所施設等が地域のリサイクル活動として実施している集
団回収事業を引き続き支援します。

防災課

地域振興課

リサイクル清掃課

障害福祉課

障害者福祉センター

【地域振興課】
障害者の参加を予定している地域ボラン
ティアがあれば、「ぷらざ通信」や「みにき
たＷeb」などを通じて、障害者の地域ボラ
ンティアへの参加の呼びかけを行ってい
る。

【リサイクル清掃課】
リサイクル活動の一環である集団回収の
登録団体へ報奨金を支給しており、団体
の一部に障害者団体が登録している。

△

【地域振興課】
ぷらざへの登録促進を図るとともに
引き続き福祉ボランティアの活動
支援、活動普及を進める。
現在、ぷらざに登録している保健・
医療・福祉関係の団体は58団体と
なっている。

【リサイクル清掃課】
今後も引き続き集団回収事業（団
体の一部に障害者団体が登録）を
支援していく。
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①　障害理解のための広報活動の推進
●区が発行する広報紙、情報誌、パンフレット等を活用し、障
害及び障害者に関する理解を促進します。
●学校、障害者福祉施設等との連携を図り、「障害者週間」を
中心に障害理解のための広報活動を多様なメディアを活用し
て総合的に実施します。

広報課

障害福祉課

障害者福祉センター

【広報課】
 北区ニュース欄外に視覚に障害のある方
のために声の広報(カセットテープ版、デイ
ジー版)及び点字広報(点字版)を発行して
いることを記載している。
   各福祉関係の部署が作成している広報
紙や冊子を広報課書棚に置くことにより区
民への理解や周知の向上に努めている。
【障害者福祉センター】
・障害者作品展開催を契機に、北区ニュー
ス、公共施設へのポスター・パンフレットの
配布、区HP、ＣＡＴＶ等への情報配信等を
行い、障害者への理解と啓発を行った。

△

【広報課】
今後も、北区ニュース欄外に視覚
に障害のある方のために声の広報
(カセットテープ版、デイジー版)及
び点字広報(点字版)を発行してい
ることを記載、各福祉関係の部署
が作成している広報紙や冊子を広
報課書棚に置くことにより障害及び
障害者に関する理解を促進してい
く。
【障害者福祉センター】
・引き続き、障害者作品展開催を
契機に、広報誌、パンフレット等を
活用し、障害及び障害者に関する
理解を促進する。
　・区HP、CATV等への情報発信

・講演会の実施
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②　ヘルプカードの普及促進
●障害者（児）が周囲に支援を求めやすくするための「ヘルプ
カード」を配布します。
●「ヘルプカード」を広く地域住民に知ってもらうことにより、障
害者への理解を促進します。

障害福祉課

【障害福祉課】
障害福祉課各障害相談窓口にて配布

△

【障害福祉課】
引き続き、各障害相談窓口にて希
望者に配布する
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③　講座や障害者作品展を通じた障害理解の推進
●障害者作品展や講演、講座の開催を通じ、障害理解を促進
します。
●NPO・ボランティアぷらざにおける「夏！体験ボランティア」や
「ファーストステップ（ボランティア活動入門講座）」等を活用し、
障害理解の促進を図ります。

地域振興課

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
※(基本目標３)2-3-①の再掲

△

【障害者福祉センター】
※(基本目標３)2-3-①の再掲
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④　公共施設内への障害者の店の設置促進
●公共施設内への障害者の店（作品販売、喫茶等）の設置を
促進し、地域におけるふれあいの拠点づくりを進めます。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
・障害者福祉センターの喫茶・談話スペー
スにて障害者団体による喫茶コーナーを
運営

△

【障害者福祉センター】
・引き続き場を提供する。
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⑤　人権擁護に関する意識の啓発
●障害者の権利擁護に関する意識の向上に向けて、さまざま
な啓発事業の充実と障害理解の促進を図ります。
●福祉に携わる職員等を対象に、障害者の権利擁護に関する
研修を充実します。 総務課

障害福祉課

社会福祉協議会

【総務課】
障害者の権利擁護に関する意識の向上を
はじめとする人権尊重意義の追求・高揚を
図るために、区民まつりなどでの啓発用パ
ンフレットの配布や人権講演会を開催し
た。また、人権擁護委員による月１回の人
権相談の実施や相談機関の案内を行って
いる。
【社会福祉協議会】
社会福祉協議会では成年後見制度を中心
とする権利擁護について区内福祉事業所
向けに研修会を実施。61名参加

△

【総務課】
今後も、障害者の権利擁護に関す
る意識の向上をはじめとする人権
尊重意識の普及高揚を図るため
に、講演会等の啓発事業を実施す
る。
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①　交流教育・副籍制度の充実
●区立小・中学校における特別支援学級（知的障害学級）と通
常の学級との交流及び共同学習の充実を図ります。
●区立小・中学校と都立特別支援学校との交流事業の充実を
図ります。
●都立特別支援学校の小学部・中学部に在籍する児童・生徒
が、居住する地域の小・中学校に副次的な籍（副籍）をもち、継
続的な交流を通じて、居住する地域の中で、障害のない児童・
生徒との相互理解につながり、豊かな心を育んでいくことを目
指します。 障害福祉課

教育指導課

【教育指導課】
●各小・中学校の特別支援学級に在籍す
る児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに
応じて、通常の学級での総合的な学習の
時間等を活用し、交流及び共同学習を実
施した。
27年度実績
児童生徒1人につき週1時間
　小学校9校5,819時間/年
　中学校5校3,545時間/年
●都立特別支援学校（王子第二・北・志村
学園・大塚ろう・久我山青光学園・葛飾盲・
筑波大付属視覚）の小・中学部在籍児童・
生徒（北区在住）を対象とし、副籍交流の
希望者に対して副籍交流を実施した。
27年度実績
（小学校）間接交流17人・直接交流56人
（中学校）間接交流  8人・直接交流11人

○

【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
●共生社会の形成に向けたインク
ルーシブ教育システムの構築に向
けた視点から交流及び共同学習の
充実を図る。
●副籍制度を東京都と連携を図
り、区内小・中学校での交流への
取り組みをさらに充実した内容とす
るために検討していく。

2 4

②　体験ボランティア活動の実施
●中学校、高等学校の生徒を中心に、障害者福祉施設や特
別支援学校における体験ボランティア活動を実施します。

地域振興課

【地域振興課】
「夏！体験ボランティア」（参加人数136名）
や「やってみよう！ボランティア活動」、都
立高校の奉仕活動体験を通じてボランティ
ア活動の実施、促進を進めている。

△

【地域振興課】
引き続き、障害者理解の促進を
図っていく。



2 4

③　特別支援教育への理解・啓発の充実
●小・中学校教諭に対する障害を理解するための研修の充実
に努め、特別支援教育の向上を図ります。
●特別支援教育への正しい理解と啓発を図っていくための保
護者・地域及び全教職員向けのリーフレットの作成・配布を行
います。

教育指導課

【教育指導課】
●区内幼稚園、小・中学校教員（初級は初
年次、また初級を受けたことがない教員、
中級は初級を受けたことがある教員）への
障害を理解するための研修を実施した。
26年度実績
教育相談研修（初級５回、中級５回）
●特別支援教育のあらたな取り組みとして
小学校の通常の学級に在籍している発達
障害の児童に対して、在籍校で指導が受
けられるように各小学校に「特別支援教
室」を設置し、教員が巡回指導を開始する
仕組みを周知するために、広報紙や全教
員向けのリーフレットを作成・配布を行っ
た。

○

【教育指導課】（28年度より教育支
援担当課）
●区内の幼稚園を含めた小・中学
校の教育への理解・啓発のため
に、さらに教育相談研修の充実を
図っていく。
●「特別支援教室」についての正し
い理解と啓発を図っていくために、
保護者向け及び教員向けのリーフ
レットを作成・配布する。
●特別支援教育への理解・啓発の
ための図書を購入し、各小・中学校
へ配布する。
●合理的配慮と基礎的環境整備に
関する理解・啓発を図っていく。

2 4

④　福祉教育プログラムの実施・充実
●小・中・高等学校の総合的な学習の時間等において、障害
者による講話や車いす体験等を実施するなど福祉教育プログ
ラムを行い、障害への理解を深めるとともに福祉のこころや実
践力の育成を図り「ともに生きる力」を育みます。

社会福祉協議会

教育指導課

【社会福祉協議会】
27年度実績
小中学校7校11回のプログラムを実施。
（内容：視覚障がいについて、補助犬につ
いて、肢体不自由について、地域課題に
ついてほか）
PTAを対象とした研修を1回実施。

【教育指導課】
平成27年度の福祉教育プログラムとして、
「視覚障害の理解」「ユニバーサルデザイ
ン」の取り組みを行った。
　・田端中学校ＳＦ（３校で）　・ＰＴＡ副会長
会　・赤羽小・堀船小・紅葉小・神谷小で実
施。

△

【社会福祉協議会】
プログラムの実施については、学
校からの希望と調整をし、行ってい
く。
教育関係者や地域福祉関係者等
とともに、北区の地域における福祉
教育の推進について、検討、推進
していく「（仮）福祉教育研究協議
会」の設置を検討中。（第3次地域
福祉活動計画に基づく）

【教育指導課】
継続的に社会福祉協議会と連携を
図り、取り組んでいく。

2 5

①　虐待防止センターの充実
●虐待防止に関する相談機能の充実を図ります。
●東京都権利擁護センターと連携し対応します。
●障害者虐待防止センターにおいて、障害者及び養護者等か
らの相談・通報・届出等に対して権利を擁護するための支援を
行います。
●関係機関との連携を強化し、相談機能の充実を図ります。

障害福祉課

社会福祉協議会

【障害福祉課】
・障害者虐待に関する相談件数　１９件
・障害者虐待に関する法的専門性を強化
するための弁護士への相談件数：６件

△

【障害福祉課】
・障害者虐待に関する事案につい
て、高齢福祉課・子育て支援課や
関係機関との連携を図る。また、法
的専門性を強化するため、弁護士
相談を活用していく。



2 5

②　虐待防止のための研修及び講習会の実施
●虐待防止・権利擁護を推進するため、区職員、相談支援専
門員、施設従事者等に対し、研修及び講習会を実施します。

障害福祉課

社会福祉協議会

【職員課】
・福祉体験研修
　実施回数　８１回　参加者数　１０４名
・講義「北区の福祉」
　実施回数　　１回　参加者数　１１２名
【障害福祉課】
高齢者虐待防止センター(高齢福祉課)と
合同で講演会を実施

△

【職員課】
新任職員研修において、福祉施設
体験研修を継続的に実施し、職員
全体の福祉施策に対する理解の
促進をさらに図っていく。
【障害福祉課】
引き続き、普及啓発に努める

2 5

③　権利擁護体制の強化
●安心して福祉サービスを利用できるよう、北区社会福祉協
議会と連携し、権利擁護センター「あんしん北」による地域福祉
権利擁護事業、財産保全サービス、成年後見制度利用支援を
柱とした権利擁護体制の充実を図るとともに、制度の利用の
促進に努めます。
●北区自立支援協議会と連携し、権利擁護体制の強化に努
めます。

障害福祉課

社会福祉協議会

【障害福祉課】
・成年後見制度区長申立て件数　１件

△

【障害福祉課】
引き続き、申立費用・成年後見人
等に対する報酬等の支払助成を
行っていく。

2 5

④　相談支援専門員の養成
●相談支援専門員の量的拡大、質的向上をめざし、相談支援
専門員の研修会を定期的に開催するなど、ネットワークの構
築に取り組みます。
●北区自立支援協議会と連携し、相談支援専門員の研修会
を定期的に開催するなど、区も含めたネットワークの構築に取
り組みます。

障害福祉課

社会福祉協議会

【障害福祉課】
1-2-　③と同じ

○

【障害福祉課】
1-2-　③と同じ

2 5

⑤　子ども家庭支援センターの充実
●子育てに不安のある障害のある保護者に対し、養育支援が
必要な場合は、家庭で適切な養育ができるよう子ども家庭支
援センターの専門的な相談・支援を充実します。 子ども家庭支援セン

ター

【子ども家庭支援センター】
・養育支援訪問事業延べ9家庭107件
・ペアレントトレーニング講演会1回プログ
ラム10回制
・養育支援家庭のための産前・産後育児
支援サポート講座24回

○

【子ども家庭支援センター】
新規事業
・利用者支援事業（子育てナビ）
・出産応援事業（はぴママひよこ面
接）を実施する。

2 5

⑥　要保護児童対策地域協議会の運営及び関係機関との連
携強化
●児童虐待の予防、早期発見や適切な対応を進めるために、
児童相談所・保育園・学校・医療機関・障害児にかかわる関係
機関などで構成する要保護児童対策地域協議会において連
携を強化します。

子ども家庭支援セン
ター

【子ども家庭支援センター】
・要保護児童対策地域協議会代表者会議
1回
・実務者会議3回
・個別ケース会議延べ64回
・居所不明児童対策連絡会2回

○

【子ども家庭支援センター】
実務者会議の分科会として、新た
に教育委員会との連絡会を開催。
（年3回の予定）



第４期北区障害福祉計画実績

１　障害福祉サービス
　①訪問系サービス

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
10,455 9,215 9,267

実利用者数（人） 497 481 483
14,085 13,725 13,766

実利用者数（人） 41 41 42
19 41 194

実利用者数（人） 1 3 9
3,552 4,422 4,947

実利用者数（人） 141 162 170
0 0 0

実利用者数（人） 0 0 0
　②日中活動系サービス

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
7,355 10,026 10,356

実利用者数（人） 374 512 528
105 107 128

実利用者数（人） 8 10 12
341 342 558

実利用者数（人） 21 24 35
812 1,304 1,454

実利用者数（人） 56 86 93
411 459 641

実利用者数（人） 23 27 38
3,552 7,555 7,663

実利用者数（人） 232 467 476
実利用者数（人） 2 37 37

596 837 865
実利用者数（人） 102 126 134

78 82 87
実利用者数（人） 12 14 15

　③居住系サービス
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

実利用者数（人） 230 270 269
　④相談支援

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

実利用者数（人） 0 0 1
実利用者数（人） 0 0 0地域定着支援 3 2 8

計画相談支援（サービ
ス等利用計画作成）

実利用者数（人） 1042 1,368 177

地域移行支援 4 4 12

671

2
1

0 1 19

施設入所支援 270 271 269

　サービス 単位 平成２７年度実績 平成２８年度実績 平成２９年度計画

266

平成２６年度実績

実利用者数（人） 207 222 225

　サービス 単位 平成２７年度実績 平成２８年度実績 平成２９年度計画
共同生活援助
（グループホーム）

平成２６年度実績

195176153 187

医療型短期入所
（ショートステイ）

延利用量（人日） 86 81 132
16 15 20

84
16

39 41 38療養介護
福祉型短期入所
（ショートステイ）

延利用量（人日） 933 992 1,188
151

38
929
145 176 183

就労継続支援（Ｂ型） 延利用量（人日） 8536 8,854 10,260
522 546 570

就労継続支援（Ａ型） 延利用量（人日） 868 1,207 1,235
51 70 65

826
48

7913
486

就労移行支援 延利用量（人日） 1570 1,818 2,142
105 117 119

24

自立訓練（生活訓練） 延利用量（人日） 437 514 600
34 39 40

365
30

1434
90

自立訓練（機能訓練） 延利用量（人日） 389 139 288
21 13

264
17

　サービス 単位 平成２７年度実績 平成２８年度実績 平成２９年度計画

生活介護 延利用量（人日） 11017 11,020 11,120
平成２６年度実績

10899
554 564 568 556

重度障害者等包括支援 延利用量（時間） 0 0 608
0 0 1

同行援護 延利用量（時間） 5,330 5,353 5,510
176 217 190

5,208
177

0
0

行動援護 延利用量（時間） 456 520 446
17 26 20

重度訪問介護 延利用量（時間） 13,842 14,564 14,696
43 45 44

13,571
42

424
14

平成２８年度実績
9,002
640

平成２９年度計画
9,452
493

　サービス 単位 平成２７年度実績

居宅介護 延利用量（時間） 9,172
504

平成２６年度実績
8,905
486

1

資料７



第４期北区障害福祉計画実績

２　地域生活支援事業

5 5 5
4 3 2

216 217 236
2,081 2,132 2,320

44 27 30
95 79 84
44 44 44

129 94 96
5,236 5,282 5,415

157 164 153
366 412 450

4,747 3,677 3,770
127 145 130

1 1 1
271 279 299

4 4 4
50 48 54

1 2 5
箇所数（箇所） 5 5 5

平成２７年度実績平成２8年度実績平成２9年度計画Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

100

266
2,086

255
2,499

介護・訓練支援用具 給付件数（件） 35 32 45

意思疎通支援事業 利用登録者数（人） 252
2,124

11 14 10

排せつ管理支援用具 給付件数（件） 6015 6071 6500
情報・意思疎通支援用具給付件数（件） 90 88 130

5428

16

43 49 45
自立生活支援用具 給付件数（件） 80 75

145

移動支援事業
実利用者数（人）
延利用量（時間/月
登録事業者数

426 492 500
4,265 4,285 4,350
160 174 210

手話奉仕員養成研修事業 実利用者数（人） 179 164143
398

3,975
147

1
341 348 350

31 30 30

1
313

32

地域活動支援センター 箇所数（箇所）
登録者数（人）

1 1

そ
の
他
事
業

2 3 52

4
34 35 62

身体障害者用自動車改
造補助事業

実利用者数（人） 1 7 5

4
54

5

日中一時支援事業 実施箇所数（箇所）
延利用量（人/月）

3 4

5 2 3

障害者運転免許取得経
費補助事業

実利用者数（人）

日
常
生
活
用
具

等
給
付
事
業 居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
給付件数（件）

在宅医療等支援用具 給付件数（件）

障害者相談支援事業

平成２６年度実績

5
5

248
2,044

21
70
51
74

利用件数（件）

サービス 単位

成年後見制度利用支援 箇所数（箇所）

身体障害者訪問入浴
サービス事業

実利用者数（人/月 23 24 23

1 4 6

14 6 12

2



第４期北区障害福祉計画実績

３　障害のある子どもへの支援

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
0 1 1

716 667 947
92 101 141

159 146 128
18 15 13

1157 1288 1437
118 161 173

※注意：障害のある子どもへの支援は月間の見込量

3,336
262

35
1,038
155
150
15

1,768
213

1,081
150
114
12

1,654
156

232
959
145
119
14

2,719
218

29
907
138
112
12

放課後等デイサービス

実利用者数（人）
延利用量（人日）
実利用者数（人）

実利用者数（人）

実利用者数（人）

延利用量（人日）

延利用量（人日）

児童発達支援

医療型児童発達支援

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度計画

障害児支援利用援助 335
サービス 単位 平成26年度実績

3



平成２９年度専門部会名簿及び検討事項（案）

相談支援部会 検討事項
部会長

部会専門

齋藤　千絵
庶務担当

地域生活部会
部会長

滝澤　麻子
庶務担当 北岡　由紀

権利擁護部会

部会専門

庶務担当

事務局
連絡調整 守屋　健介障害福祉課障害福祉係

基本目標１　自分らしく生き生きと暮らすために

【施策目標１】　相談支援の充実
【施策目標２】　障害福祉サービスの充実と質の向上
【施策目標３】　保健・医療サービスの充実
【施策目標４】　障害のある子どもの療育・保育・教育の充実

障害者計画の基本目標１に関する課題等の検討を行う。
検討方法は自由（会議形式、講演、ワークショップ等）とし、部会長と庶務担当で会議日程、議
題を決め、事務局に通知する。必要な次第、資料、記録等は庶務担当が作成する。

基本目標２　安心して地域で暮らすために

【施策目標１】　障害のある人の就労の拡大
【施策目標２】　多様な生活の場の整備
【施策目標３】　安全・安心な暮らしの確保
【施策目標４】　文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

障害者計画の基本目標２に関する課題等の検討を行う。
検討方法は自由（会議形式、講演、ワークショップ等）とし、部会長と庶務担当で会議日程、議
題を決め、事務局に通知する。必要な次第、資料、記録等は庶務担当が作成する。

基本目標３　ともに支えあう地域社会をめざして

【施策目標１】　福祉のまちづくりの推進
【施策目標２】　地域交流の促進と差別解消及び権利擁護の推進

障害者計画の基本目標３に関する課題等の検討を行う。
検討方法は自由（会議形式、講演、ワークショップ等）とし、部会長と庶務担当で会議日程、議
題を決め、事務局に通知する。必要な次第、資料、記録等は庶務担当が作成する。

各部会の日程や議題が決まったら、委員宛てに通知を出す。計画の策定に関すること、障害者差別解
消法に関することについて、情報提供を行う。全体の調整を行う。

身体障害者団体代表（北区視覚障害者福祉協会） 熊澤　眞砂子
教育・就労関係代表（都立王子特別支援学校） 松井　裕

王子障害相談係（係長）（障害者虐待防止センター所長） 干台　康志

地域住民代表 岸本　高明
教育・就労関係代表（王子公共職業安定所） 木村　理恵

赤羽障害相談係（係長）

地域住民代表 高田　裕司

王子障害相談係（保健師） 藤波　陽子

飯野　美穂

保健医療関係代表（あすか山訪問看護ステーション） 田中　道子

内山　淳

教育・就労関係代表（就労支援センター北） 小島　靖子

障害者地域自立生活支援室（ぴあネット北） 竹内　文香
身体障害者団体代表（北区聴覚障害者協会） 大八木　剛
相談支援事業者（就労生活支援センター飛鳥晴山苑）

赤羽障害相談係（保健師）

精神障害者団体代表（ＮＰＯ法人北区精神障害者を守る家族会飛鳥 吉田　耕一
地域住民代表（北区民生委員児童委員協議会）

北区社会福祉協議会（権利擁護センターあんしん北センター長） 窪田　禎司
身体障害者団体代表（北区肢体不自由児・者父母の会） 田中　淳子
知的障害者団体代表（北区手をつなぐ親愛の会）たいよう事業所 丹野　克哉（部専）

中野　宰至

王子障害相談係（知的障害者福祉司）
障害者福祉センター所長

障害者地域活動支援室（支援センターきらきら） 横手　美幸

自立生活センター北 小田　政利

身体障害者団体代表（ピアネット北） 井上　良子
知的障害者団体代表（ＮＰＯ法人つみき） 鈴木　千栄子
精神障害者団体代表（わくわくかん） 山下　和子
地域住民代表（北区町会自治会連合会） 島田　富一郎
教育・就労関係代表（都立北特別支援学校） 伏見　可奈子
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北区自立支援協議会専門部会検討内容

相談支援部会 地域生活部会 権利擁護部会
検討項目 検討項目 検討項目

検討年度 確認 検討年度 確認 検討年度 確認
27 28 28
29 28 28
29 28 28
27 28 29
27 29 29
27 29
27 28
27 28 27
28 29 27

29 27
28 27
28 27
27 27
27 27
29 29

27 29
28 27 28
28 28
28 27
28 27 27
29 27 27
29 27
29 27
29 27 27
27 27 27

27 27
27 27 27
27 27
27 27 27
27 27
27 29 27

29 27
29 29
29 29 28
28 28
28 28 28
28 28 29

28 29
29 28 29
29 29
29 29
29 29
29

28
28
28
28 ☆各部会メンバーは、横断的に障害者計画を把握するようにしてください。
28
29 ☆障害者計画の検討については、平成２７年度～２９年度で１巡します。
29
29 ☆各部会ごとに検討内容の優先順位を変更して協議を行っても結構です。
29

☆年度が終わりましたら、検討結果をまとめて、自立支援協議会で報告します。
28
28 ☆報告の内容は、北区の所管課にフィードバックし、また、次回以降の計画改定等に活用します。
28
29 ☆専門部会では様々な意見交換を行う中で、課題の抽出等を行ってください。
29
29

27
27
27
27
27

②　虐待防止のための研修及び講習会の実施
③　権利擁護体制の強化
④　相談支援専門員の養成
⑤　子ども家庭支援センターの充実
⑥　要保護児童対策地域協議会の運営及び関係機関との連携強化

⑤　障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即した職員
対応　　要領の策定

27

①　交流教育・副籍制度の充実
②　体験ボランティア活動の実施
③　特別支援教育への理解・啓発の充実
④　福祉教育プログラムの実施・充実
虐待の防止と権利擁護
①　虐待防止センターの充実

①　障害理解のための広報活動の推進
②　ヘルプカードの普及促進
③　講座や障害者作品展を通じた障害理解の推進
④　公共施設内への障害者の店の設置促進
⑤　人権擁護に関する意識の啓発
障害理解のための教育の充実

③　意思疎通支援事業の実施
④　手話講習会の実施
地域交流の機会の確保
①　障害者と地域の相互交流の推進
②　障害者のボランティア活動等への参加促進
障害及び障害のある人に対する理解の促進

④　選挙における障害者等への配慮

意思疎通支援の充実
①　情報通信機器等の活用の促進
②　福祉ボランティアの活動の支援

スポーツの推進
①　誰もが参加できるスポーツ環境づくりの推進
②　障害者スポーツの推進

③　災害時における障害者への情報提供及び支援の充実
④　被災後の生活支援体制の整備
⑤　被災後の障害者の医療支援体制づくり
⑥　在宅人工呼吸器使用者向け災害時個別支援計画の作成
文化芸術・余暇活動の充実
①　障害者を対象とした生涯学習事業の充実

災害時の体制確立
①　避難行動要支援者登録名簿の作成
②　自主防災組織等との連携による支援体制の強化

③　地域生活支援拠点等の整備
 障害のある人が暮らしやすい住宅の確保・支援

①　障害者の住まいの確保
②　重度身体障害者（児）住宅設備改善費補助事業の実施
安全・安心な暮らしの確保
①　避難行動要支援者防災行動マニュアルの作成
②　通所施設等における災害時行動マニュアルの整備
③　苦情等対応体制の整備

バリアフリーのまちづくりの推進
①　公共施設、建物等のバリアフリー化の推進
②　民間施設、建物等のバリアフリー化の推進
③　交通バリアフリー化の推進
④　バリアフリー基本構想の策定

③　障害者のスポーツ交流イベント
④　障害者スポーツを支える人材の育成
⑤　通所施設における文化・スポーツ活動の推進
⑥　東京オリンピック・パラリンピックに向けた普及活動の検討
⑦　東京オリンピック・パラリンピックに向けたバリアフリー整備
ヘルプカードの普及啓発

⑤　福祉のまちづくりへの理解の推進
⑥　移送サービスの実施
行政サービス等における配慮
①　区の刊行物等における障害者等への配慮
②　障害者に配慮した案内表示の整備
③　インターネットを活用した情報提供・情報交流の促進

②　障害者の参加に配慮した生涯学習事業等の推進
③　図書館における障害者向けサービスの充実
④　障害者の文化芸術活動の支援

④　緊急時の情報提供に関する仕組みづくり

②　通所施設等の環境改善
③　「東京都北区障害者優先調達推進方針」の推進
④　高齢者施策と連携した事業の推進
多様な居住の場の整備
①　障害者グループホームの整備
②　地域生活支援型入所施設の整備検討

④　放課後活動の充実
⑤　放課後等デイサービスの整備

⑥　巡回指導員派遣事業の実施
学齢期教育・放課後対策の充実
①　特別支援教育の充実
②　教員の専門性の向上
③　つながりを大切にした教育体制の充実

  障害の原因となる疾病等の予防及び健康づくりの推進
①　精神保健相談の充実
②　中途障害の予防と普及・啓発

③　機能訓練の推進と社会復帰の支援
④　自主・自助グループの活動支援
⑤　発達障害者に対する支援の充実

①　自立支援医療の実施
障害者医療の充実

②　障害者歯科診療所の運営

③　相談支援専門員の養成

就労の促進と継続
①　就労支援の充実
②　就労支援センター北の充実
③　区における障害者雇用の推進
④　民間企業等における実習及び障害者雇用の促進
⑤　就労支援施策の充実に関する国、東京都への要望
通所施設等の整備・支援
①　民間の通所施設の運営体制の支援

⑤　幼稚園の障害児受け入れの支援

⑨　区民健康診査の実施
乳幼児期の療育・保育・教育の充実
①　乳幼児健康診査及び乳幼児経過観察健康診査の充実
②　子ども発達支援センターの充実
③　児童発達支援事業の充実
④　保育園の障害児受け入れ体制の整備

③　健康づくり事業の推進
④　健康相談・健康づくり支援の充実
⑤　健康づくりに関する講座の開催
⑥　通所施設での健康管理の推進
⑦　身体障害者健康診査の実施
⑧　障害者（児）への保健サービスの実施

③　かかりつけ医・歯科医制度の実施
④　医療費助成の実施
⑤　精神障害者の救急医療体制の確保

④　ボランティア活動・NPO活動への支援
⑤　福祉に係る職員の養成
難病・高次脳機能障害・発達障害への　支援の充実
①　難病患者に対する支援の充実
②　乳幼児健康診査及び乳幼児経過観察健康診査の充実

⑦　国・東京都への要望
⑧　医療ケアを必要とする人の通所施設の利用
⑨　移動支援事業の実施・充実
事業所等の人材育成の推進
①　サービス提供に係る人材養成
②　サービス管理責任者等の養成

①　障害福祉サービスの充実
②　地域生活支援事業の実施・充実
③　通所施設の整備
④　障害者ショートステイ事業等の充実
⑤　地域活動支援センターの充実
⑥　区独自施策の実施

①　東京都北区自立支援協議会の運営
②　虐待防止センターの充実
③　障害者福祉施設・障害者団体等と相談機関の連携の強化
④　相談支援事業所間の連携の強化
⑤　北区地域精神保健医療福祉連絡協議会の運営
障害者福祉サービスの充実

⑨　基幹相談支援センターの設置
相談機関の連携強化

相談支援体制の充実
①　相談支援事業の実施・充実
②　障害者地域自立生活支援室の相談支援機能の充実
③　地域活動支援センターの充実
④　障害者相談員活動の充実
⑤　計画相談・地域相談支援・障害児相談支援の充実
⑥　苦情等対応体制の整備
⑦　就学前相談体制の充実
⑧　就学相談の充実
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第第５５期期障障害害福福祉祉計計画画・・第第１１期期障障害害児児福福祉祉計計画画  

策策定定ににかかかかるる国国のの動動向向  

  

（１）障害者総合⽀援法等の改正 
 平成 25 年４⽉（⼀部は平成 26 年４⽉）に施⾏された障害者総合⽀援法（障害者の⽇常⽣
活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律）は、施⾏後３年を⽬途として障害福祉サービ
スのあり⽅等について検討し、⾒直しを⾏うこととされていました。これを受けて、平成 28
年５⽉に同法が改正され、平成 30 年４⽉（⼀部は公布時）に施⾏されることとなりました。 

今回の法改正では、地域⽣活の⽀援充実のために⾃⽴⽣活援助や就労定着⽀援などのサービ
スが創設されるとともに、低所得の⾼齢障害者が介護保険サービスを利⽤する際の負担軽減や、
障害児⽀援のためのサービスの拡充、障害児福祉計画の策定等の障害児⽀援体制の強化（児童
福祉法の改正）などが盛り込まれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①①障障害害 者者のの 望望むむ 地地域域 ⽣⽣ 活活のの ⽀⽀援援  
●自立生活援助・就労定着支援の新設 

●医療機関への入院時にも重度訪問介護による一定の支援を利用可能に 

●低所得高齢障害者の介護保険サービス利用時の負担軽減 

②②障障害害児児⽀⽀援援ののニニーーズズのの多多様様化化へへののききめめ細細かかなな対対応応  
 ●重度障害児のために、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設 

 ●保育所等訪問支援の対象を乳児院・児童養護施設の障害児にも拡大 

 ●医療的ケアを要する障害児のための保健・医療・福祉等の連携促進 

 ●障害児サービスの提供体制の計画的構築のために障害児福祉計画を策定 

③③ササーービビススのの質質のの確確保保・・向向上上にに向向けけたた環環境境整整備備  
 ●補装具費について、障害児の場合等に貸与の活用も可能に 

 ●都道府県によるサービス事業所の事業内容等の情報公表制度の新設 

障害者総合⽀援法等改正のポイント 
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（２）第５期障害福祉計画・第 1 期障害児福祉計画の基本指針 
①ポイント 

 平成 30 年度 32 年度を計画期間とする第５期障害福祉計画・第 1 期障害児福祉計画の基本
指針（障害福祉サービス等及び障害児通所⽀援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針）
については、厚⽣労働省の社会保障審議会障害者部会等における議論を経て、平成 29 年３⽉
に告⽰されました。ポイントは以下の６点です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②成果目標について 

 障害児⽀援の提供体制の整備等にかかる成果⽬標が追加されました。このほか、従来の「⼊
院中の精神障害者の地域⽣活への移⾏」については、「精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築」として再編されました。また、福祉施設から⼀般就労への移⾏については、就労
定着⽀援の新設に伴い、⽀援開始後１年後の職場定着率に関する⽬標が追加されました。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

③障害児福祉計画について 

 障害児にかかるサービスについては、第４期障害福祉計画においても児童福祉法上のサービ
スの⾒込量等が位置づけられていました。今回の基本指針では、障害者総合⽀援法等の改正に
よって都道府県、市町村に障害児福祉計画の策定が義務付けられたことを受けて、基本的理念
に「障害児の健やかな育成のための発達⽀援」が加えられています。 

●地域における生活の維持及び継続の推進（地域生活支援拠点の整備等） 

●精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

●就労定着に向けた支援（就労定着支援の新設等） 

●障害児のサービス提供体制の計画的な構築（障害児福祉計画の策定等） 

●地域共生社会の実現に向けた取組（地域住民による地域づくりの支援等） 

●発達障害者支援の一層の充実（発達障害者支援センターの拡充等） 

新たな基本指針のポイント 

①福祉施設の入所者の地域生活への移行【継続】 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【項目の見直し】 

③地域生活支援拠点等の整備【継続】 

④福祉施設から一般就労への移行等【拡充】 

⑤障害児支援の提供体制の整備等【新規】 

 

第５期の成果⽬標 
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第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画 構成案 

 

平 成 ２ ９ 年 ５ 月 

㈱ 社 会 構 想 研 究 所 

 
体系 備考（現行計画からの変更点等） 

第１章 計画策定の概要 

（１）計画策定の背景 現行計画の第１部第１章１「計画策定の目

的」、第３部第１章３「計画の基本的視点」

の内容を中心に、全国的な動向（法改正等）

について記述する。 

（２）計画の基本的視点 障害者計画の基本理念、基本目標等につい

て記述する。 

（３）北区障害福祉計画・障害児福祉計画の位置付け 国、東京都の指針、計画、区の他の計画と

の関係等について記述する。 

（４）計画期間  

（５）計画の策定体制 現行計画の第１部第１章５「計画の策定体

制」に準じて記述する。 

第２章 北区の障害者・障害児を取り巻く現状と課題 

（１）障害者・障害児人口の状況 手帳所持者数等の推移のデータを記載。 

（２）前期計画の実績と課題 現行計画の評価として、実績や成果を記載。

このほか、第３期計画第２章２のような全

般的な課題整理を行うことも考えられる。

第３章 成果目標と活動指標 

 現行計画の第３部第２章２の内容を中心に

作成。 

第４章 障害福祉サービスの推進 

（１）訪問系サービス  

（２）日中活動系サービス  

（３）居住系サービス  

第５章 地域生活支援事業の推進 

第６章 障害のある子どもに対するサービスの推進 

（１）障害児相談支援  

（２）障害児通所支援  

第７章 計画の推進に向けて 

（１）計画の進行管理 現行計画の第３部第２章１の内容を中心に

作成。計画策定後の推進体制、PDCA サイク

ルについて記述する。 
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体系 備考（現行計画からの変更点等） 

資料編 

１ サービス見込量一覧 現行計画の第３部第６章の内容を資料編に

移す。既に本編で触れている内容であるた

め。 

２ 区内の障害者・障害児関連施設の状況  

３ 計画策定の経過  

４ 東京都北区地域自立支援協議会設置要綱、委員名簿  

５ 用語解説  

 



障害者差別解消法相談受付一覧表

NO.

手帳の所持が不利な扱いの原因ではな
い。
民間事業者への指導権限はないが、啓
発活動を徹底していく旨、伝える。

3

雇用・就労に関する相談だったため、
ハローワーク王子の窓口を紹介した。

4 2016年5月20日 当事者 赤羽

４指欠損の当事者。企業の採用におい
て障害を理由に差別的な扱いを受け
た。

雇用に関する相談だったため、ハロー
ワーク王子の窓口を紹介した。

5 2016年6月1日 配偶者 赤羽

夫が職場で障害を理由に差別的な扱い
を受けた。

1 2016年3月18日 ガイドヘルパー 滝野川

銀行に行くと、「名前、日付、金額」
を本人に書かせるが大変そうである。
（特に、小さい銀行ほど対応が悪い）

2 2016年5月6日 当事者 王子

近隣に住む住人より、暴言や罵声を浴
びせられる。差別的な言葉を使われ、
ショックであり、脅迫的だった。

相談内容 回答内容

2016年5月11日 当事者

日時 相談者 窓口
民間事業者に対する指導権限はない
が、今回いただいた相談事例を含め、
差別解消法（合理的配慮）の普及・啓
発に努めていく、と伝える。
傾聴し、今後も注意して過ごすよう促
す。個人的な思想は対象外であるが、
今後の普及・啓発に努める旨、伝え
る。

王子

住宅ローンの相談に行ったが、精神障
害者手帳の所持を伝えたところ、貸付
けを断られた。障害者手帳を持ってい
ることで、今後も不利な扱いを受ける
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マンションのルールについては、居住
者による管理組合において決定して
る。
管理組合の議題として挙げていただ
き、住民の了承を得て対応していただ
きたい。
マンションの管理会社からこのような
提案があることについては、喜ばしい
ことであり、北区としては今後も民間
事業者等に対し啓発を進めていく。

8 2016年10月3日 民間事業者 王子

マンションの居住者が、疾病により車
いすの生活となった。しかし、生活手
段としている車いすのサイズが大き
く、玄関の幅を通らないため、マン
ションの共有部分に置きたい。計測し
て、消防法等にひっかからない場所を
見つけている。
マンションの共有部分は私物の放置が
禁止されており、車いすの扱いが特例
となってしまう。
マンション管理会社としては、障害者
差別解消法の趣旨に鑑み、合理的配慮
としてこの特例を認めてほしい。
しかし、障害者差別解消法にはそこま
での強制力、個人の思想の縛りなどは
ない。どうしたらよいか。

雇用・就労に関する相談だったため、
ハローワーク王子の窓口を紹介した。

7 2016年8月12日 当事者 王子

職場の福利厚生施設でプールを使用し
ていたが、補聴器を付けるように指示
があった。補聴器は水に濡れると壊れ
てしまうため、断ったところプールの
使用を禁止された。危機管理の視点は
分かるが、何の努力もなしに使用を禁
止するのは一方的で、心外である。

職場側は障害者差別解消法を知ってい
るうえでの対応であり、相談者の身の
危険を勘案しての対応であり、一概に
差別とは言えない。しかし、相談者と
協議する中で、でき得る配慮を模索す
ることは可能であろう。当事者と職場
側における協議により解決することが
望ましい。

6 2016年7月25日 配偶者 赤羽

夫が職場で障害を理由に差別的な扱い
を受けた。（調理の仕事をしており、
上司から配置転換を言われたが、新し
い職場が合わない。）

2017年1月23日 当事者 王子

フランチャイズの飲食店に入店した
かったが、段差があり車いすでの入
店が不可能だった。新たに開店する
店舗にバリアがあるのはどういうこ
とか。

事業者に確認したところ、ハートビ
ル法等が施行される前に作られたビ
ルであり、テナントとして賃借して
いるので、そこまでの改修はできな
い。
また、ご意見は直接名乗り、本社の
対応窓口へ伝えてほしい、との回答
であった。
ご本人に伝えたが、不満な様子で
あった。
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2017年2月20日 当事者 王子

補装具のメーカーとやり取りをして
いた際、電話口で「キチガイのあの
人」と同僚と悪口を言っているのが
聞こえた。苦情を伝えたところ、非
を認め謝罪をしたが気が済まない。
代表者による正式な謝罪を求める。

事業者に確認し、経緯を伺ったとこ
ろ、数回にわたるやり取りで、メー
カー側の担当者も疲弊しきってい
た、クレーマー事象として捉えてい
た。謝罪は行ったので、これ以上は
関わりたくないとのこと。総務省、
内閣府にも相談したが、後は民事訴
訟による解決しか方法はないとのこ
と。
相談者にそ 旨をお伝え た

2017年2月24日 当事者 王子

タクシーに乗ろうとした際、車いす
がトランクに入らないなどの理由で
乗車拒否された。

相手事業者が不明であり、事実確認
が取れない。
北区の事業者でこのようなことが無
いように、引き続き啓発活動に努め
ることをお伝えした。

2017年2月22日 当事者 支援センターきらきら 同上 同上



障害者差別解消法シンポジウムアンケート集計結果

開催日時 平成29年2月1日（水）　18：00～20：30
開場 北とぴあ　つつじホール

参加者 146
回答数 83
回答率 56.8%

１．アンケート記入者について

障害当事者 6 7.2%

障害当事者家族 7 8.4%

事業所関係者 32 38.6%

行政関係者 18 21.7%

一般区民 11 13.3%

その他 8 9.6%

回答なし 0 0.0%

２．理解度について

よく理解できた 42 50.6%

大体理解できた 32 38.6%

やや難しかった 4 4.8%

難しかった 0 0.0%

回答なし 5 6.0%

３．参考になったか

とても参考になった 33 39.8%

参考になった 34 41.0%

ふつう 9 10.8%

参考にならなかった 1 1.2%

回答なし 6 7.2%

障害

当事者
7.2% 障害当事者

家族
8.4%

事業所関係

者
38.6%

行政関係者
21.7%

一般区

民13.3%

その他
9.6%

よく理解

できた
50.6%

大体理

解

できた
38.6%

やや

難しかった
4.8%

回答

なし
6.0%

とても参考に

なった
39.8%

回答

なし
7.2%

参考になっ

た
41.0%

ふつう
10.8%

参考にな

らなかっ

た
1.2%
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シンポジウムの内容についての感想・意見

・今日のシンポジウムをお聞きして感じたことは、障害者に対してはもっとその時その時に起きた問題をよく
説明したほうがいいと思いました。（〇〇だから困っているというような）あと、世の中の人々がもっと障害
者に対して何が困るのかよく考えて時間を作るようにした方がいいと思います。いつ自分が障害者になるかわ
からないこのご時世だから…
・精神障害者に対してのお話が少なかったと思います。社会的に理解されることが少ないと感じます。生命保
険には加入できません。これは差別ではないかと思います。
・当事者の方の生の声は貴重である。差別解消、合理的配慮と事業所や行政が考え工夫し取組んでいることも
まだまだ、当事者の方の生活はしにくいと改めて感じた。
・今回で2回目となるが、パネリストに事業者が居なかった事がとても残念だった。次回は、そういった方
や、今回問題に出た盲導犬協会の方や聴導犬協会の方の出席を求む。
・いろいろな障害を持つ方の必要なもの、困っていることなど聞けて良かったです。少しでもその場面に適し
た時にはひと声かけられるようにしたいです。当事者の方ももっとヘルプを出してほしいと心より思います。
・会議を進めるうえで、（障害）参加者の方が内容が分かるような配慮に心掛けていきたい。
・障害者の方との対応の仕方がわからなかった。障害者の方の気持ちがわかるＨＰを作ってほしい。
・当事者の生々しい意見が非常に参考になった。
・差別の解決の手立ては、道徳的価値観の押しつけではない。それぞれの事情を考慮し、それぞれができる範
囲での、自然体でのお互いの思いやりの心・助け合いの心の発祥が重要であると考える。「権利の主張」や
「……すべき」でないかかわりが大切である。特に一般化するには、事例では、連携の在り方が問われるので
は。互いの納得を大切にしたい。
・いろいろな意見を聞くことができ、有意義でした。
・点字、手話の勉強を通じて若い頃から障害者と関わっていたのでよく理解できた。PRには小さい子供のう
ちから学校、町会などで教育、経験させることが一番大事な事と考えている。
・長いガイドの中で障害者の方々にたくさん教えていただきました。年をとるといづれ皆障害者と同じです。
・前回より事例が多くよくわかった。
・パネラーが前回と比べもう少し新しい顔ぶれになってもいいと思います。教育委員会、社協からもご登壇い
ただけると、より話が広がるのではと思います。多目的トイレをなるべく車イスの方以外使わないように、と
いうコメントは少し残念に思いました。
・事例を詳しく確認できたことはよかったし、時間的にもあわただし過ぎず、しっかり理解できた。
・もっと理解を深めるには教育しかありません。それも本や文字でなく、実際に交流、ふれあう経験が大切で
す。大人も子どもにもそういう体験が必要です。もっと機会を作ってください。
・シンポジウムのまとめとして次は「教育」とありましたが、学校教育の中では教材としても学習計画として
も意図的に取り上げ成されている面は多々あると思います。反面、保護者の方の立場ではわが子かわいさから
の障害受容のむずかしさもあり（自分の子の障害の有無にかかわりなく）教育内容とは別の問題もあります。
適正就学の在り方についても含めますと非常に範囲が広がりますので、内容を別にして検討し、同時に学校現
場で子どもたちが学んでいることも周知していっていただくこともよいPRの一つだと思います。本日はあり
がとうございました。
・当事者が幅広く参加していたので良かったのではないか。
・事例についてのシンポジストの話はそれぞれの立場からの意見が聞けてとてもよかった。
・様々な障がい当事者の方の声が色々と聞けて意義深かった。
・当事者の方の経験などを混じえた話がきけたことは良かった。差別の原因として障害の理解が進んでいない
ことが理由だと感じる話が多かったので障害理解を広めていってほしい。
・当事者の方々のお話を伺えたのがよかったです。当然のこととして手を差し伸べることに照れが今の社会に
はあると思います。みんな気にしているのに…。そこで手を出せる子を育てたいと思います。
・差別解消には皆が歩み寄る必要があると思います。ガイドヘルパーはプールに入れないことや聴導犬の存在
は恥ずかしながら初めて知りました。環境整備、誤解があれば相手を責めるのではなく解くということ、自分
にとっての当たり前が当たり前でないかもしれないという視点を持っていたいと思います。
・障害がい者の生の声をきくことができておもしろかった。もっと時間があれば意見をきくことができた。
・障害３障の問題を分けて考える。
・ほとんどの事例が身体、知的障害に関することが多く、事例には載っていないが、かくれた差別というもの
は精神障害の方に実はたくさんあるのではと思った。
・知的・身体障害の方のお話も勉強になりましたが、もう少し精神の方の話も聞いてみたかったです。今回の
内容をまわりの人たちに伝えていきたいと思います。
・当事者の方が多く登壇していただき感謝、ご発言ありがとうございました。このような機会は少ないのでこ
れからも期待します。
・身体障害の方の客席からの声はとても力強く、身体の方たちはご自身で訴える事ができるが、精神や知的の
障害の方はそれすらも難しい状況なのだと痛感しました。
・とてもよかったと思います。区として当事者の方の意見を伺う機会を作られたことを評価します。
・とても充実されたシンポジウムでした。いろんな地域での広がりがあるとよいなと思いました。とても勉強
になりました。
・パネラーの方々の深い見識を拝聴することができ、とても有意義でした。



・これまでの対応でやってこなかったけれど本当にできないのか、他に対応がないのか立ち止まって考える姿
勢が大切。今は無理でも解決することを忘れないこと。
・障害を持つ方が、どんな時に生活のしづらさを体験しているのか知る良い機会となった。健常者には気付き
得ないことに生活のしづらさを感じていることもあるので、事例を知る機会がもっとあると、より配慮を向け
られと思った。
・事例があり、その内容を話し合いわかりやすかった。それぞれの課題や議題があったが、共通しているのは
まだまだ障がいに対しての理解不足が大きいと思います。ひとりひとりの声を聴きながら解決・改善が必要だ
と思います。
・地域に安心して障害者が暮らしてゆけるように、住みやすい北区になりますように。
・当事者さんのお話を伺えたのが参考になりました。お互いに差別しないこと、健常者はできる限りの配慮、
障害者も当然の権利を主張してほしい。相手の立場に立って考える難しさを感じた。
・シンポジストや会場から具体的な事例が出され、どれも切実であると感じた。理解を進めるためにはこのよ
うな催しが不可欠である。
・事例への時間配分をもう少し参加者の発言にあててもよかったのかなと感じました。
・シンポジストの多様な切実な発言に触発された。示されたとき、とっさに何をしたら良いか戸惑う。
・当事者からの意見がたくさん出されていることが（各障害の分野にわたって）昨年より、進んだと思う。
・会場からの意見もよかった。やはり当事者のことをもっとよく知らないといけないと思った。
・最後の質問が確信をついたと思います。啓発活動をどのように進めていくか、それを区→都→国というレベ
ルで共有できるといい。
・事例に関連して、病院で受付や看護師などが、特に高齢の患者にため口を使用しているのが気になることが
ある。親しみを込めているつもりなのだろうが…ホテルやエアラインではそういう光景は見かけない。
・障害者の差別解消についての意識を普遍化することは、結局住みやすい地域のステップになると思われま
す。シンポジウムの前にインターネットや区の関係機関でアンケートを収集するなどの工夫を。当事者の関心
をもっと喚起し、周囲の方の関心を広げるようにしてほしいです。
・当事者と家族では問題が起きた時の受け取り方が違います。
・具体的事例とフロアから生の声を聴けてとても勉強になりました。
・精神障害者に対してのお話が少なかったと思います。社会的に理解されることが少ないと感じます。生命保
険には加入できません。これは差別ではないかと思います。
・障害者の方の直接のお話が聞けて、驚くことばかりで、大変参考になりました。
・こういったイベントを実施すると、元々意識の高い人や関係者ばかりが集ってしまうので、一般の理解はな
かなか難しいと思います。バスの事例の話もありましたが、シャイなのもあると思いますが、何をしたらいい
のかわからないのかと思います。
・当事者の方々から具体的な経験が聞けて、非常に参考になりました。障害者に対する理解が徐々に広まって
きていると思うが、まだまだ課題も多いと感じた。
・生の声を聴くことができた。
・障害のある方がどんな点で困っているかの具体例が例示されてとても参考になった。
・区の研修を受けて理解しているつもりではあったが、改めて勉強になりました。見た目で障害があるかわか
らない方も多く、障害の有無に関係なく相手の気持ち（立場）に立って配慮したいと思います。
・司会の方がそれぞれのシンポジストの話をうまくひきだしてくださっていたと思います。シンポジストの方
の「生」の話が参考になりました。ご本人の声を聴き、受け止めることが大事だと改めて思いました。
・健常者の方がまだまだ障害者の方を理解していない。行政が力を入れて啓発活動したほうがいい。
・今日のシンポジウムをお聞きして感じたことは、障害者に対してはもっとその時その時に起きた問題をよく
説明したほうがいいと思いました。（〇〇だから困っているというような）あと、世の中の人々がもっと障害
者に対して何が困るのかよく考えて時間を作るようにした方がいいと思います。いつ自分が障害者になるかわ
からないこのご時世だから…
・区のパンフレットに聴導犬の記述を求める意見が挙がっていましたが、そういった配慮の必要性について認
識がなかったため、勉強になりました。
・会場からの意見の部が大変良かった。
・もしできるようだったら、当事者の声を聴いてみたかったです（詳しくという意味で）。
・個別それぞれ問題（対応について）の事、考慮する事が出来た。
・色々な障害のある方が一堂に会して、意見など聞くことができてよかった。様々な「困ったこと」（「こう
困っている」と進んでアピールしてくれれば助かる。一緒に対応したらよいか考えられる）を経験されている
であろうと思うので、少しでもお助け（すけだち）できればと思った。
・パネリストだけでなく、会場参加者の生の声が聞け、大変良かったと思う。区には是非対応していただきた
い。
・まだまだ一般の方々の理解が足りないのを感じました。シンポジウムの参加はどうしても障害のある方、家
族、事業者に偏る傾向があると思っているので私達事業者も呼びかけるのですが、もう少し一般の方がこのよ
うな集いに興味を持ち参加出来る働きかけが必要かと思います。例えば、強くメディアの協力を求めるなど行
政、事業者では限界があるのではと思います。
・様々な区民の話がきけて参考になった。北区の自立支援協議会の存在が初めてみえました。講師はよかった
です。

シンポジウムの内容についての感想・意見



・トイレ介助を求められたら、本人に介助のやり方を聞きながら対応する。ひとりでは無理なこともあるの
で、同性２人で対応する。
・銀行で書字困難な人に代筆のサービスがある。他に筆談として書いて消せるボードが置いてある。
・「ヘルプカード」が何を意味しているか、わからない。
・家に閉じこもっていた障害者が関係機関の働きかけで家から外に出る機会がとても多くなっています。もち
ろん、いろいろな出来事があり、そこから理解が広がりもしています。
・広報にはちょっと具体的なことも入れていいのでは。
・合理的といいすぎるような気がします。
・品川にエレベーターに音声による到達階の案内がついているだけで何階かわからないエレベーターがあっ
た。聴障には困る。
・私が利用している都バスや国際興業バスの運転士さんもバス利用者も皆車イス利用者に対して気持ちよく対
応していました。高齢者にもとても丁寧でした。
・飲食店などの理解がまだまだなのにはおどろいた。北区でも例がある事にも怒りを感じる。
・自分の事業所内において難聴の方に対してミーティング時に個別にゆっくり伝える、筆談ボードで伝える等
をしている。
・発達障害のある方には環境の配慮をする。
・当日会場では、バスに乗る時、先頭で待っていないといけないという話があったが、最近の実例で、所定の
場所に座っているお客さんをどかして車イスの人を乗せた場面を見た。運転手さんがバス停の車イスに気付
き、停車する前に車内アナウンスで「車イスのお客様がいるのでご協力お願いします」と声をかけ、そこに
座ってたお客さんは、座席を空けた。停車してスムーズに車イスを乗せて発車した。何のトラブルもないし、
所定の座席には、「車イスの方が来た協力よろしく」という説明シールが貼ってある。
・精神の手帳を所持していることを開示している場面で、説明など口頭で伝わらない場合、絵や図式になって
いる説明文を利用して伝える。
・視覚障害者は道路に車が停車した時、進めずに困ることがありました（家のとなり、店で宅急便）。
・障害者雇用をしている事業主が、勤務日数、時間、業務内容、職場環境について当事者の状況に合わせて配
慮していること。

合理的配慮実例



・視覚障害者はすべて手をつないで進行しなくてはならないのに出来ない例がある。
・公共施設でのバリアフリーが徹底されていない印象を受ける。
・要介護者が介助を求める場面で民間人が見本でする事例が多いと思う。地域差は多いと思うが、もっと一般
の人が手助けできる社会になればと思う。現在の方法として介助したツイッター、アップすることでFBなどの
おもしろいと思う。楽しむ介助、現代の人には楽しむ、おもしろいことが必要と思う。
・私の勤める場でも「うっかり障害のある子たちのことを考えずに進めてしまった」はあります。障害のある
方への理解がもっと進むようにしなければ、今回の事例は減らないと思う。
・「教育抜きには差別解消は進まない」というに賛成です。2020年のオリパラに向けてさらなる障害者理解
が国内で少しでも広がってほしいです。意識改革１人ひとりの改革は大切ですね。ここで出された意見がここ
の中だけで終わることなく進むことを願います。大切な子ども達のためにも…。
・車イストイレ最新の便座高は低いものが多い。骨、関節の病気で便用出来ない場合が多い。手すりの位置
も。遠出はオムツをしなければならない。水分を摂らないようになる。
・成人である知的障害者に対して「ちゃん」づけや頭をポンポンたたく、身体接触など子ども扱いが多い。
やっている本人は「いい人」「やさしい人」だと思っていると思うところがややこしい。区職員への教育お願
いします。研修徹底！北区が障害福祉について都の先頭にたつようにお願いします。
・子ども扱いした呼び方。障害者は税金（手当）で生きている。社会に迷惑をかけて生活しているという言葉
を聞いたことがある。まだまだ日本の社会は差別的である。
・「呼称」についてはニックネームで呼ぶことも含め、施設内で検討し改善していきたいと思う。
・本日会場からのご意見に差別的扱いをされた例があり、感じるところがあった。
・障害者の方が働いている飲食店のスタッフです。高齢率の高い地域で営業していますが、団地にお住まいの
方は、障害者の方（大きな声を出す、暴れると思っている）がいるということで、入りにくいと周りで話して
いると聞かされた。どんな障害の方がいるかもっと理解してほしいし、接してほしいと思いました。個性があ
り、いいところもたくさんあると思います。触れ合う場が大切になると思います。
・障害が理解出来なくて子をたたいた。
・障害だけに限らず、高齢で動作がゆっくりな人がいて、狭い道などでその人がジャマになって、通れない…
といった場面で、（イライラして）チッと舌打ちをして追い抜いたりする…というシーンを時々見かける。そ
れを見るたびに嫌な気分になる。優しい、優しくないではなくて、そういうのを普通に通りすぎることもでき
ないのか、とな情けなくなる。
・前の会社、リストラの時、上司から強制リストラされました。（障害者のことを）理解しない。
・以前、精神科クリニックに勤めていた頃、患者さんとタクシーに乗っていた時、患者さんが胃痙攣を起こし
ました。近くに内科の病院を見つけ、そこで患者と私の関係をドクターに話すと、ドクターから「この人、精
神でしょ。お宅のクリニックで診てよ。うちは見ないから早く出て行ってよ」と言われたことがありました。
・うつ病や統合失調症など精神の病のために、働くことができない場合、働けないということだけで差別的な
扱いを受ける。又は、働いていて税金を納めているのに精神の病があるだけで、”非人間”の様に言われるこ
とがある。
・障害のある方というより、障害別で精神障害の方に、「心身障害者医療費助成制度（マル障）」や「JR運賃
割引」がないことは、法施行されてもなお、差別的取扱いと感じている。
・差別と言ってしまっては何事も話になりません。話を聞いてそうだったのかと思えることがたくさんありま
す。
・学校にはまだまだあると思います。小さな子供たちにも（小さいうちから）、世の中には様々な人がいるこ
とを知らせていきたいです。
・老障、障老介護など、あやういケースはたくさんあります。手帳を取りたくない方、知らない方もたくさん
います。
・有名観光地でも足が不自由だと「一人では無理で、介助も人手が足りない」と言われたりする。実態として
そういうところがある。
・視覚障害を持つ家族がマイナンバーを申請するために写真を提出した。後日、目をつぶっているため不適切
とされ、写真不可とされた。トラブルには慣れっこなのか、笑っていたが、悲しい気持ちにはなったと思う。
別の自治体での事例ではあるが、行政の側に立つと、個人情報がすべてリンクされていないので、知り得な
かったのだろうとも感じます。書類だけではわからないことがあるとも感じるので、複雑な気持ちです。
・他県に行った際に手帳を見せたが、通用しなかったという話を障害当事者から聞いたことがあります。
・民間事業者の理解がまだまだ不足していると感じた。
・老障、障老介護など、危ういケースはたくさんあります。手帳を取りたくない方、知らない方もたくさんい
ます。
・関西に比べて関東では、困難者への声かけが少ない気がする。沈黙して声かけがない。冷たい。
・精神障害のグループホームの施設として、不動産屋に物件を問い合わせる際や、グループホーム入居者が単
身生活へ移行する際、物件を紹介してもらえない。

不当な差別的扱いに関する実例
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副会長 会長

小田　政利 川村　匡由

北区視覚障害者福祉協会 学識経験者

熊澤　眞砂子 堀江　まゆみ

NPO法人 ピアネット北

同行介助者 井上　良子

都立王子特別支援学校 北区肢体不自由児・者父母の会

松井　裕 田中　淳子

王子公共職業安定所 北区手をつなぐ親愛の会

木村　理恵 小宮　榮次

就労支援センター北 NPO法人 つみき

小島　靖子 鈴木　千栄子

地域住民代表 NPO法人 北区精神障害者を守る家族会飛鳥会

高田　裕司 吉田　耕一

北区医師会 NPO法人 わくわくかん

須賀田　元彦 山下　和子

あすか山訪問看護ステーション 地域住民代表

田中　道子 岸本　高明

健康福祉委員会委員長  障害者地域自立生活支援室（ピアネット北）

永沼　かつゆき 竹内　文香

健康福祉委員会福委員長 障害者地域活動支援室（支援センターきらきら）

山崎　たい子 横手　美幸

北区社会福祉協議会 北区町会自治会連合会

窪田　禎司 島田　富一郎

健康福祉部長

都築　寿満 手話通訳者

健康福祉部副参事（精神保健・難病担当）

高木　明子 手話通訳者

障害者福祉センター所長 北区聴覚障害者協会

滝澤　麻子 大八木　剛

干台係長 守屋 田中課長 菊池係長

飯田主査 藤波主査 北岡主査 内山係長

東京都北区自立支援協議会席次表（第２委員会室）

傍聴席

資料13
権利擁護部会

相談支援部会

地域生活部会

※閉会後に集まる場所


