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令和元年度第１回 東京都北区自立支援協議会 議事要旨 

日 時 令和元年８月１日（木）１４：００～１６：００ 

場 所 北区役所第一庁舎４階 第二委員会室 

出席者 

〔委員〕（敬称略・順不同） 

川村匡由会長、小田政利副会長、井上良子、田中淳子、大八木剛、 

遠藤吉博、小宮榮次、中嶋郷子、藤井晴太郎、飯野美穂、薄井哲夫、 

江澤新治、高田裕司、岸本高明、須賀田元彦、松井裕、伏見可奈子、 

建部功一、小島靖子、花見たかし、山崎たい子、小原宗一、峯﨑優二、 

飯窪英一、田中英行 

〔事務局〕 

加藤障害福祉課長、菊池障害福祉係長、干台王子障害相談係長、岩﨑

赤羽障害相談係長、藤波、北岡、森澤、齋藤、川上、白石、中村 

次 第 

１．開会（資料１・２） 

２．議題 

（１）北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関

する条例（素案）について（資料３～５） 

（２）「医療的ケア児・者支援部会」の設置について（資料６） 

（３）平成３０年度専門部会活動報告及び令和元年度専門部会委員名

簿等について（資料７・８） 

（４）北区障害者計画等の進捗状況について（資料９・１０） 

（５）障害者差別解消法に関する取組（資料１１） 

３．閉会 

資 料 

１．東京都北区自立支援協議会委員名簿 

２．東京都北区自立支援協議会について 

３．北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関

する条例（素案）について 

４．同条例（素案） 

５．手話言語関連の他区条例との比較（参考） 

６．「医療的ケア児・者支援部会」の設置について 

７－１．相談支援部会 平成３０年度活動報告 

７－２．地域生活部会 平成３０年度活動報告 

７－３．権利擁護部会 平成３０年度活動報告 

７－４．就労支援部会 平成３０年度活動報告 

８．令和元年度専門部会委員名簿等について 

９．北区障害者計画進捗状況調査結果 

１０．第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画平成３０年度実績 

１１．令和元年度障害者差別解消法啓発事業の実施（案）について 
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要 旨 

１．開会 

○配布資料の確認 

○川村会長挨拶 

会 長：皆様、こんにちは。武蔵野大学の川村と申します。今、暑さもピーク

で熱中症等にも気をつけないといけないなと思います。お互いに体調

管理を万全にして、今年度も議論をよろしくお願いします。東京オリ

ンピックまで１年を切ったということですが、パラリンピックばかり

がＰＲされて、知的障害、精神障害の方々についてはどうなのかと、

私は疑問に思っています。それでも悪いことばかりじゃなくて、今日

は臨時国会が召集されまして、先般の参議院選挙でれいわ新撰組から、

お二人の障害をお持ちの議員が登院されました。やっと国会もバリア

フリーの理解が進んでいくのかなということで一つの突破口にしたい

と思います。また、今日、北とぴあで平和祈念週間のイベントがある

ということで、帰りぜひ拝見したいと思います。そんなことで、今年

度も障害者のバリアフリー、平和の大切さ、そういうところを頭に置

きながらご議論いただければと思っています。ご協力よろしくお願い

します。 

○新任委員紹介 

○事務局から資料２の説明 

事務局：本協議会は、東京都北区自立支援協議会設置要綱に基づき、障害者（障

害児を含みます）への支援体制の整備をするとともに、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設置され、障害者基本法、

障害者総合支援法、障害者差別解消法に規定されている協議会の性格

を合わせ持つものとしています。なお、協議事項につきまして、検討

を行うため今年度設置することになりました「医療的ケア児・者支援

部会」を含めて、現在、５つの専門部会があるところです。また、協

議会の運営に支障がない限り、この会は公開という形になっています。

議事録は、事務局において発言の要旨を作成しまして、委員の皆様に

ご確認をいただいた上で北区のホームページに掲載させていただきま

す。また、傍聴席ですが、本来は事務局の後ろが傍聴席となっている

ところですが、本日は、耳の聞こえない方のために右側のほうに特別

に用意させていただきました。ご理解をいただければと存じます。そ

れでは、これより議事進行は川村会長にお願いします。川村会長、よ

ろしくお願いします。 
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２．議事 

（１）北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条

例（素案）について 

会 長：２月の自立支援協議会において、事務局から来年４月の条例制定に向

けて権利擁護部会を中心に検討していただくということや、スケジュ

ールのご報告がありました。今日は、その後の検討を踏まえた条例の

素案についてご説明をいただきます。 

○事務局から資料３の説明 

事務局：資料３「北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援

に関する条例（素案）について」をご覧ください。区は、平成３０年

第３回定例会において、「北区手話言語条例（仮称）制定に関する件」

の陳情が全会一致で採択されたことを受けまして、条例の制定に向け

た検討を開始しました。条例案の作成に当たりましては、障害のある

方をはじめ様々な立場の方の意見を聞く場として、自立支援協議会権

利擁護部会を中心に検討を行い、自立支援協議会全体会での意見聴取

を経て、秋にパブリックコメントを行うというのが現時点での予定で

す。パブリックコメントの募集期間が１０月１日から１０月３１日、

その後１２月の予定で、自立支援協議会全体会においてパブリックコ

メントの結果報告、また条例案の説明、年が明けまして令和２年２月

に区議会での条例案の説明、審査、令和２年４月に条例の制定、施行

という形で予定を組んでいるところです。権利擁護部会で検討させて

いただいた意見ですが、意思疎通は重大な権利である、この権利を守

るため、手話だけでなく、様々な障害のある方が意思疎通のための工

夫をしている。全ての障害者の意思疎通を支援する条例が必要ではな

いか。陳情に「ろう学校では「□話法」が推奨され、手話は禁止され

て手を動かすと叩かれる、廊下に立たされる」こともあったとありま

す。これまでの歴史の中でいろいろな戦いがあったのだと思う、など

の意見をいただいたところです。北区聴覚障害者協会にもご意見を聞

いたところですが、私たちは、手話を言語として意思疎通を図ってい

る。手話言語でしか意思疎通を図ることができない私たちにとって、

手話は「命に相当する」という位置づけという意見が聞かれたところ

です。手話言語条例をきっかけに、聞こえる人が手話を身につけ、手

話で会話ができる環境にしてほしい。その後、情報コミュニケーショ

ン条例を制定する２段階方式が望ましいと考えるといった意見もいた

だいたところです。条例案（素案）の趣旨ですが、陳情の趣旨及び権

利擁護部会における議論を踏まえて、手話（言語）だけでなく、全て
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の障害者の意思疎通の支援を含めた条例というふうにさせていただい

ているところです。「北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思

疎通の支援に関する条例」と、現時点については、そういった題を付

けさせていただきました。理由としましては、障害者基本法は、全て

の障害者は、可能な限り、「地域社会において他の人々と共生すること

を妨げられないこと」、「言語（手話を含む。）その他の意思疎通のため

の手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は

利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」が規

定されているところです。共生社会を実現する上では、手話だけじゃ

なく、障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段の選択の機会

を確保することが不可欠であるということが理由になります。区民及

び事業者が手話言語の理解を深めるとともに、障害の特性に応じた多

様な意思疎通手段についての選択の機会を確保するための取組を進

め、もって共生社会の実現に寄与することが目的です。 

○事務局から資料４の説明 

事務局：資料４は現時点の条例素案です。前文では、「手話は、独自の文法に基

づき、手や指などの体の動きや表情を使って視覚的に表現する非音声

言語であり、障害者の権利条約及び基本法において言語として位置付

けられている。私たちは、手話が、ろう者にとって命であり、生活を

営むために大切に受け継がれ、確立された言語であることを踏まえ、

その理解の促進及び普及に努めていかなければならない。」ということ

で、手話のことを中心に書かせていただいております。時間もありま

せんので、全部はご紹介できませんが、手話以外の意思疎通のための

手段を選択する機会の確保、環境整備を前文の中で書かせていただい

たところです。目的としまして、第１条、手話が言語であることの理

解の促進、普及及び障害の特性に応じた意思疎通のための手段につい

ての選択の機会の確保ということを記載させていただいているところ

です。第２条が定義でして、（１）でろう者「手話を言語として日常生

活、社会生活を営む者をいう。」、（２）は障害者「身体障害者、知的障

害者、発達障害を含む精神障害その他の心身機能の障害がある者」と

記載しています。（３）には、区民「区域内に在住、在勤又は在学する

者」、（４）は事業者ですが、「区内において事業活動を行う個人又はそ

の他の団体等」としています。（５）意思疎通のための手段としまして、

「手話、筆談、点字、拡大文字、読み上げ、分かりやすい表現、その

他の障害者が意思疎通を図るための手段」というような形で記載させ

ていただいています。第３条は基本理念です。第４条で区の責務、第
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５条で区の役割を記載させていただいたところです。第６条で事業者

の役割、第７条で施策の実施を入れています。第８条が財政上の措置

を記載させていただきまして、予算の範囲内において必要な財政措置

を講ずるものとするという形になっています。 

○事務局から資料５の説明 

事務局：資料５「手話言語関連の他区条例との比較」です。一番左側に北区の

素案の内容を入れています。施行日は令和２年４月１日の予定ですが、

主な特色で手話言語と情報コミュニケーションの一体型の条例、前文

において、手話が命であることを明記、共生社会の実現を目指すとい

うことを記載しています。右以降が江戸川区、荒川区となりまして、

江戸川区の手話言語条例が３０年４月１日施行、荒川区の手話言語条

例が３０年７月１７日施行という形になっており、この２区が手話言

語条例単独で制定している区になります。その右以降が、豊島区、墨

田区、足立区、葛飾区、また参考までに兵庫県の明石市も入れている

ところですが、それ以降制定されたところにつきましては、聴覚障害

者以外の障害者のことも盛り込んだ条例となっているところです。ま

た、先ほど江戸川区、荒川区の２区が手話言語条例単独であると紹介

させていただいたところですが、今年の６月２８日に板橋区が、江戸

川区、荒川区に続いて３番目の手話言語単独の条例を設置したところ

です。北区においては、他の豊島区、墨田区、足立区、葛飾区になら

って、聴覚障害者以外の内容を含んだ、手話言語以外を含んだ条例と

いうことになっているところです。ただし、陳情者であります聴覚障

害者団体の意見をお聞きしまして、今回の素案については手話言語を

可能な限り盛り込んだ内容としているところです。この後ご意見やご

質問をお伺いする予定ですが、本日だけではなかなかご意見も言い切

れないかと思いますので、協議会終了後もこの条例（素案）に対する

意見を受け付けたいと考えています。 

会 長：ありがとうございました。ただいまご説明いただきました北区手話言

語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例（素案）

につきまして、何かご意見ありましたらお願いします。 

事務局：事務局から補足させていただきます。この素案ですが、私どもの文書

担当、法規部門も内容をチェックしているところです。そのチェック

がまだ終わらない関係から、若干の変更もあることをご了承いただけ

ればと思います。 

会 長：はい、わかりました。いずれにしても、江戸川区など単独の自治体に

比べ、北区の場合は様子を見ておいしいところをいただこうという感
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じであるかなという気がするのですが、手話言語条例と情報コミュニ

ケーション条例の一体型を目指すということでありますので、検討を

していただいた権利擁護部会の方で何か補足なりお話があれば。今日

は部会長がお見えでないので、副部会長いかがですか。 

委 員：記録もお出しいただいているところですが、まず権利擁護部会の中に

手話を使われる方がいらっしゃらなかったということがあり、当事者

の声をまず聞こうというところからスタートして、聴覚障害者協会の

方においでいただいて、条例制定に向けてどんな思いを持っていらっ

しゃるのかヒアリングさせていただき、そこから色々な議論を行いま

した。その中で、手話を使われる方たちにとって、手話が命であり、

とても大事な存在であるという熱い思いを語っていただきました。実

は権利擁護部会の中でも、障害者の方、あるいは我々のように福祉関

係の者にとってみれば、手話は割と身近な存在であり、障害のある方々

からもわざわざ条例をつくらなくても、手話は大分認知されているの

ではないかというようなご意見なんかも出たところでした。ただ、当

事者のお話を聞いていると、これまでの長い歴史の中で手話が言語と

して認められてこなかったという経緯や、やはりこれから生活してい

く上できちんと言語として認められることによって、手話を使った生

活をしていきたいという強い思いがおありでしたので、権利擁護部会

の方たちは、その部分はきちんと反映された条例にして欲しいという

気持ちを一様に持っていました。ただ、権利擁護部会の中での議論と

しては、とはいえ様々な障害を持たれている方がいらっしゃるので、

手話だけというよりは、様々なコミュニケーションをきちんとサポー

トしていくということを条例に盛り込んで欲しいという意見が多かっ

たので、そういう意味で、この手話を言語として確立していくという

条例と障害の特性に応じた意思疎通の支援をするということ、両方を

盛り込んでいただいたというのが、権利擁護部会の中での議論の経緯

です。 

会 長：ありがとうございました。その他ご意見ありますか。 

委 員：資料５の北区の素案について、全部○でないのは何か理由があります

か。 

会 長：そうですね。例えば、２の総則の（７）のろう者の役割、それから３

の手話に関する施策では（４）の社会参加の促進、（５）の事業者等に

よる取組支援など、事務局いかがでしょうか。 

事務局：条例の素案をつくるに当たりまして、他区の条例を研究させていただ

いて、多くの区が扱っている項目をとってつくってきたというところ
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です。他区に比べて、北区は多くを盛り込んだつもりではありました

が、幾つか○になっていないところがあるということなので、今後、

検討していきたいと思います。 

委 員：江戸川区に比べると○が多いのですが、ただ、どうせやるなら全部○

にしちゃえばいいのにと思いました。 

会 長：今後、その点も参考にしてもらえればと思います。 

副会長：僕自身は手にも障害、麻痺があり、手話を使うことができないので、

僕に２４時間ついてくれるヘルパーさんが手話を使えて、ヘルパーを

介して、聴覚障害の方や、手話を必要としている方とコミュニケーシ

ョンを行うというパターンもあります。また、僕自身も気管切開して

１年間ぐらい声が出なかった時期がありましたが、自分のような人工

呼吸器で気管切開されている方で声を出せるという方は少なく、大体

は部屋から持ち出せないような機械を使ってコミュニケーションをと

るパターンです。障害特性に応じた意思疎通の支援に関する条例とい

うことですが、今回、手話言語が中心になっているかもしれませんが、

意思疎通というところでは、そういう立場の者もいるということを少

し考慮に入れておいていただけたらいいなと思います。よろしくお願

いします。 

会 長：ありがとうございました。事務局よろしいですか。その点も考慮して

いただきたいというご要望です。 

事務局：かしこまりました。その点は、条例をつくった後も大切だと思ってい

ますので、差別解消法や障害理解の普及促進、合理的配慮の中で区と

しましても頑張っていきたいと思います。 

会 長：よろしくお願いします。その他はいかがでしょうか。 

委 員：私は耳が聞こえません。日本語と手話は違います。ろう者の立場とし

ては、日本語と手話で通じ合うというのは大変なので、日本語と手話

は違うということを理解し、そのことを頭の中に入れて検討していた

だきたいと思います。 

会 長：ありがとうございました。事務局、何かご意見等あれば。 

事務局：聴覚障害者協会と登録手話通訳者会の皆様とは、これまでも意見交換

をしながら検討させていただきました。９月には健康福祉委員会報告、

また、１０月にはパブリックコメントという日程もあるところですが、

今後も意見交換をして、より良い条例にしていきたいなと思っている

ところです。 

会 長：事務局ではそういう受け止め方ですが、よろしいですか。 

委 員：はい。わかりました。 
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会 長：ありがとうございました。区議会議員さんにお伺いしたいのですが、

この問題について区議会で今まで何か質疑等でやられたことはありま

すでしょうか。 

委 員：こちらにも記載されておりますが、去年の９月議会に聴覚障害者団体

の方から手話言語条例の制定を求める意見書が提出されまして、そこ

で意見書に関して議論がされました。その議論を受けて、全会一致で

採択がされましたので、基本的に議会としては、手話言語条例の制定

に向けて取り組んでいくべきだというスタンスと理解してもらって間

違いないと思います。 

会 長：ありがとうございました。区議会の方でも、超党派で条例化に向けて

ご検討いただいているということで、ご理解いただけましたでしょう

か。ありがとうございます。 

 

（２）「医療的ケア児・者支援部会」の設置について 

○事務局から資料 6 の説明 

事務局：資料６「医療的ケア児・者支援部会」の設置についてです。設置の経

緯ですが、近年、医学の進歩等を背景としまして、人工呼吸器の使用

等日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児（医療的ケア

児）が増加し、地域における医療的ケア児とその家族の支援が求めら

れているところです。また、平成２８年６月に改正されました児童福

祉法において、医療的ケア児の心身の状況に応じた適切な支援を受け

られるよう、地方自治体において、保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関の連携の一層の推進を図るよう努めることとされたと

ころです。北区におきましても、平成３０年３月に第１期北区障害児

福祉計画に、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置を

目標と記載しているところです。３０年度におきましては、関係部署

の職員を集めた庁内連絡会を開催するなど設置の検討に向けた準備を

行い、２月開催の本自立支援協議会において、医療的ケア児だけでな

く、医療的ケアを要する１８歳以上も対象として、自立支援協議会の

特別専門部会「医療的ケア児・者支援部会」として新設することを決

定したところです。予定ですが、１０月に専門部会を初開催しまして、

医療的ケア児・者の支援のための関係機関の連携強化、地域課題の把

握及び解決策の検討等を開始したいと思っているところです。協議事

項はお示しのとおりです。委員構成ですが、学識経験者、保健医療代

表、障害福祉代表、教育代表と、区関係課を入れているところです。

また、当事者団体をオブザーバーとしてお呼びし、医療的ケア児の現
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状についての意見を聞く機会を設けたいと考えているところです。協

議事項等必要に応じて関係行政機関を招集することも考えています。 

会 長：ありがとうございました。ただいま事務局でご説明いただきましたよ

うに、今年２月の協議会において、医療的ケア児・者支援部会を設置

するということで検討いただいて、その第１回目を１０月に開催した

いとご説明をいただきました。この件について何かご意見等あれば承

りたいと思います。 

委 員：私も地域の中で医療的ケアを必要としているお子様のご相談を何件か

受けておりますが、専門部会がこれから開催されて検討されるという

ことで非常に期待をしているところです。ぜひ積極的にお願いしたい

と思っているのですが、委員として当事者の保護者の方々や団体の

方々が入らずにオブザーバーとして意見をお聞きするという形にした

ことの理由を一つ教えていただきたいのと、それから、ご要望がそれ

ぞれ皆さん違うと思うのですが、ニーズにできる限り応えていけるよ

うな体制や制度にしていただくという点では、どんなご要望があるの

かというのをつかむことがとても大事だと思うのですが、その辺のニ

ーズ調査みたいなものを考えていらっしゃるのかとか、その点につい

て教えていただきたいと思います。 

事務局：委員構成の中で当事者団体をオブザーバーとした理由ですが、医療的

ケア児の部会を設置するに当たりまして、私たちの団体が入りたいと

いったご意見もいただいたところです。その中でどの団体を入れるか

という公平性や、色んな種類の特性を持った医療的ケア児・者の方も

いるかと思いますので、まずはオブザーバーとして広く意見を聞くと

いう形とさせていただきました。回を重ねるにつきまして委員に入れ

た方がいいという意見があれば、委員に加えるということを検討しま

すので、まずはオブザーバーとさせていただいたところです。また、

２点目につきましては、区役所の方も実態はまだ把握し切れていない

ところです。まずは第１回の会議でいろんな声を聞き、また、現在、

第１期障害児福祉計画ですが、これから第２期障害児福祉計画を策定

する中で、ニーズ調査をすることも考えていますので、部会の意見を

聞きながらどのようなことをしたらいいのか、どのようなことに応え

たらいいのか検討していきたいと考えているところです。 

委 員：ありがとうございます。ぜひ当事者の方々のニーズが十分反映される

ような取り組みを進めていただければと思っています。それから、申

し忘れたのですが、他自治体で医療的ケアが必要であると、例えば学

校とか保育園とかでも対応すべきであるということを判断するのに、
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保健所長とかが医師の立場で対応するということがあると認識してい

るのですが、今回の委員の中に医師会の方から代表の方が入られてい

るので医療的な立場のご意見というのを頂戴できると思うのですが、

関係行政機関として保健所の関わりがないというのが気になったので

すが、この点はいかがでしょうか。 

事務局：関係行政機関につきましては、課長級で入れさせていただいたところ

ですが、健康福祉部副参事（地域保健担当）の坂野は、保健予防課長

で医師ですので、保健所の意見も取り入れられると考えているところ

です。 

会 長：ありがとうございました。他にいかがですか。保健医療代表というこ

とで北区医師会あるいは訪問看護ステーション連絡協議会、それから

北療育医療センターからもお見えになりますが、何かご意見等あれば

いただきたいと思います。須賀田先生、いかがでしょうか。 

委 員：今おっしゃられた坂野先生と、毎月、災害医療連絡会で顔を合わせて

います。医師会の災害担当理事も一緒に出させていただいているので

すが、こちらの法人や訪問看護ステーションの絡みもありますので、

災害弱者への取り組みもあわせてやっている最中なので、いい形でで

きるかと思います。 

会 長：ありがとうございます。そのような関係機関との連携の中で、新しい

部会を進めていくと。とりあえず１０月が第１回目の専門部会という

ことですから、またその部会の様子も次の協議会の中でご報告いただ

ければと思います。 

副会長：これは児童福祉法から派生しているものですが、北区では児・者とつ

け加えていただけました。自分自身も人工呼吸器をつけている身で、

医療的ケアにすごく関わりがあります。専門部会はあまり傍聴という

形はとられていないと思われるのですが、ぜひ傍聴の機会をご検討い

ただいて、お知らせいただき、予定が合えば傍聴させていただければ

なと思います。 

会 長：ありがとうございました。これは内規に係るところかなと思いますが、

事務局いかがですか。 

事務局：オブザーバーについては、必要に応じて会長・部会長なりが招集する

ことができるという形になるつくりにする予定ですので、ご連絡をさ

せていただければと思います。 

副会長：ぜひお願いします。 

会 長：ありがとうございました。他にいかがですか。 

委 員：本校の保護者の方にも、北区で医療的ケアの部会が立ち上がるという
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ようなお話をさせていただいたところ、大変期待を持って見守ってい

らっしゃるところです。保護者の方からのご要望としては、やはり災

害時の発電機についてのご心配がとても大きくて、そういったときに

区としてどのような対応をしていただけるのか、ぜひご検討いただき

たいとご要望をいただいております。あと、普通の食事がとれない方

が多いので、そういった場合も携帯食等の備蓄もお願いできたらとお

話をいただいております。ぜひ検討していただけたらと思います。 

会 長：ありがとうございました。災害時での対応ということ、防災・減災も

含めてということになりますが、事務局いかがでしょうか。 

事務局：ご要望かしこまりました。区としましても、防災課や保健所との連携

が必要になりますので、そういったご要望を踏まえ、今後の検討会で

議論ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

副会長：前の協議会にも話が出たと思うのですが、医療的ケア児・者と特化さ

せてしまったことによるいい面もある反面、逆に医療的ケア児はそん

なに大変なのかというような悪い方向にならないよう、ぜひその辺を

考慮しながらご検討いただければと思います。 

会 長：ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。 

事務局：可能な限り当事者の声を大切にしていきたいと思っております。 

会 長：ありがとうございました。よろしいですか。 

副会長：はい。 

 

（３）平成３０年度専門部会活動報告及び令和元年度専門部会委員名簿等につ

いて障害者（児）施策に関する意見の提言の受付状況 

○事務局から資料７－１の説明 

事務局：専門部会の活動報告です。資料７－１相談支援部会です。部会委員の

構成につきましてはお示しのとおりで、４回開催させていただきまし

た。検討事項としましては、北区障害者計画の基本目標１「自分らし

く生き生きと暮らすために」という目標で、施策目標１から４の内容

となっているところです。平成３０年度は、①基幹相談支援センター

のあり方と、②医療的ケア児の支援、③発達障害児・者の支援の３つ

を検討テーマとしたところです。（１）の基幹相談支援センターのあり

方ですが、課題は、２４時間３６５日の相談受付体制の確保、困難事

例の対応と相談支援事業者の人材育成、相談窓口の点在などです。主

な意見は、官民協働によるそれぞれの強みを活かした運営が好ましい

という意見。また、行政が行うものと民間に委託するものの整理が必

要であるというご意見をいただいたところです。設置場所につきまし
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ては、相談窓口を分散せず、拠点の窓ロが１か所あるというのが良い。

利用する側もわかりやすい。手続きもすべてできるのが良い。既存の

資源を活かすという意味では、障害者福祉センターはどうかとか、困

難事例は基幹相談支援センターが対応するというのではなく、担当す

る相談支援事業所と一緒に取り組むことで、事業所の育成も併せて行

うことが大切であるというような意見があったところです。（２）の医

療的ケア児の支援ですが、医療的ケア児の支援について、あすか山訪

問看護ステーションの田中所長から、訪問看護や医療的ケアの内容、

ライフステージごとの子どもの変化、地域支援の課題等についてご説

明をいただき、課題では、日中活動の場の不足、家族の負担軽減のた

めのレスパイト、支援機関の連携の不足などが挙げられたところです。

また、医療的ケア児支援のための関係機潤の協議の場のあり方や委員

構成、自立支援協議会との関係性について検討し、協議の場は１８歳

以上の医療的ケアを要する障害者も対象とすべきという提案がありま

した。協議の場は、庁内連絡会を経て２月の自立連絡協議会において

特別専門部会の「医療的ケア児・者支援部会」として新設することが

決定したところです。続きまして、（３）の発達障害児・者の支援につ

いて、社会福祉法人つみきの中嶋施設長から発達障害児の課題につい

て、具体的な提案をもとにご説明いただきました。支援者側も当事者

側も必要な情報が取得できていない。適切な相談先もわからず、漠然

とした不安を抱えているというのが課題です。子どもから大人まで生

涯にわたり一貫した相談支援体制が必要、ライフステージごとに障害

児・者がどういう支援を受けられるのか整理が必要。ガイドブックみ

たいなものがあると良いという意見をいただいたところです。 

○事務局から資料７－２の説明 

事務局：続きまして、資料７－２地域生活部会の平成３０年度活動報告です。  

部会の構成委員はお示しのとおりで、第４回まで開催したところです。

検討事項ですが、北区障害者計画の基本目標２「安心して地域で暮ら

すために」という内容で検討を進めています。３０年度は、リニュー

アルオープンしました東京都障害者総合スポーツセンターや障害者グ

ループホーム（ファミーレららら、やじろべえ）の施設見学を行った

他、防災や居住の場の整備に関する意見交換を行い、区の現状や課題

についての共有を図りました。（１）は東京都障害者総合スポーツセン

ターの施設見学の内容について書かれています。（２）防災については、

地震や風水害などの災害発生時において、障害者が安全に避難でき、

避難生活を困難なく過ごすための課題について話し合い、「北区洪水ハ
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ザードマップ～荒川が氾濫した場合～」の内容を確認しまして、水害

リスクを共有、福祉避難所の運営なども含めて、引き続き検討を行う

としたところです。続きまして、（３）の居住の場の整備です。障害者

が地域で安心して生活するために必要な生活基盤の確保について、区

の現状や課題の整理を行ったところです。区内のグループホーム設置

状況や、令和２年度開設予定の滝野川三丁目のグループホームについ

て意見交換を行うとともに、グループホーム２カ所の施設見学も行い

ました。意見としましては、身体障害者のグループホームが増えてい

ない。また、重症心身障害者や医療的ケアを要する障害者などに対応

できるグループホームが必要である。介護人材の確保・定着などが課

題となり、運営面も大変である。施設の整備と併せて、運営面の事業

も充実させてほしいという意見。また、３０年５月時点で、区内に医

療的ケア児が２０名おり、学校卒業後の受入先の確保が必要であると

いう意見があったところです。参考としまして、滝野川三丁目の障害

者グループホームについて記載しています。現在、滝野川三丁目の区

有地を活用して重度障害者の受け入れを考慮したグループホームを整

備することとしまして、昨年の６月に社会福祉法人さざんかの会を運

営事業者と決定したところです。グループホームの定員は１２名、短

期入所２名、令和３年２月に開設予定です。昨年１２月には事業者が

決定したという住民説明会を行い、反対の意見はなかったところです。

現在、法人の方で補助協議を行っている最中でして、具体的な工事の

着工は来年の１月から３月ぐらいになると聞いています。工事に伴い

まして住民説明会を開催する予定ですので、地元住民、町会、自治会

の方には丁寧に説明を行っていきたいと考えています。 

○事務局から資料７－３の説明 

事務局：資料７－３権利擁護部会の平成３０年度の活動報告です。部会の構成

委員につきましてはお示しのとおりで、昨年度は４回開催させていた

だいたところです。検討事項は、北区障害者計画の基本目標３「とも

に支え合う地域社会をめざして」です。障害者の差別解消や虐待防止

について、啓発事業の実施状況の確認を通して、障害者の権利擁護の

推進のためにどんな取組が必要であるかを話し合いました。また、議

題でもありましたが、「手話言語条例（仮称）制定に関する件」の陳情

が全会一致で採択されたことを受けて、北区の条例案はいかなる内容

にするかという検討を行ったところです。（１）の障害者の差別解消に

つきましては、障害者差別に関する相談件数は減少傾向にありますが、

依然として相談があるところです。差別の原因の一つに障害に対する
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理解の不足がありますので、引き続き法の趣旨の普及啓発を行いまし

て、障害者や障害に対する理解を促進する必要がある。また、支援者

側の「手助けをします」という気持ちを表すシンボルマークを作成し

てはどうかと。以前にあったヘルプマーク部会のように、新たな部会

を立ち上げて検討をしてはどうかとか、理想はマークを作らなくても、

困っている人がいたら助ける、手を差し伸べるといったことが当たり

前の社会にしていくことであるいうようなご意見があったところで

す。（２）の障害者虐待防止については、施設従事者による虐待を防ぐ

ためには、研修や勉強会の他、職員同士の情報や悩み等を共有できる

場があると良いという意見。また、虐待は、介護者や職員が疲弊し心

にゆとりが無いときに起こる。そういう人が気軽に相談できる場所が

必要である。教職員や介護施設の従事者は疲れている人が多い。現場

で働く職員への支援も重要というような意見があったところです。続

きまして、（３）（仮称）北区手話言語条例の検討ですが、意思疎通は

重大な権利である、この権利を守るため、手話だけでなく様々な障害

者の方が自分の意思を伝える工夫をしている。権利擁護部会はそれを

保障してあげることが必要ではないか。障害者の権利に関する条約で

も「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」とある。検討の中で、

部会に聴覚障害者の方を呼んで話を聞いたらどうか。また、盲ろう者

は指点字なので、手話では意思疎通ができない。盲ろう者の意思疎通

を支援する意味でも、手話言語と意思疎通が一体化した条例ではどう

かと聞いてみたいというような意見が部会の中であったところです。

当事者に寄り添った条例案を作るためにも、陳情者の聴覚障害者協会

の方をオブザーバーとして招へいしたところです。 

○事務局から資料７－４の説明 

事務局：７－４につきましては、昨年度新しく立ち上がりました就労支援部会

の活動報告です。部会委員の構成につきましてはお示しのとおりで、

４回開催しているところです。検討事項につきましては、北区障害者

計画、基本目標２「安心して地域で暮らすために」の「障害のある人

の就労の拡大」で、「一般就労の推進」、「福祉的就労の充実」を主なテ

ーマとしまして、障害者の就労に関する現状や課題について情報共有

を図りました。（１）一般就労の推進ですが、障害者の雇用・就労につ

いては、依然として企業などの認識と理解が不足していることが課題

である。就労支援センター北やハローワーク等の支援機関による連携

を強化し、企業に対する障害者雇用促進の働きかけを行うことが重要

であるため、「障害者就労支援フェア」を開催し、企業の取組や働いて
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いる障害者を紹介、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、障害者就労を支援しています。また、就労継続支援Ｂ

型通所者から一般就労希望者を掘り起こすための職場体験実習をやっ

てみたいと。実習先として企業での受け入れを模索していくが、区庁

舎内での職場体験実習も再開してほしい。旅費等の予算措置が無いこ

とや職員体制の課題があるが、まずは健康福祉課でニーズ調査を行う

予定とさせていただいたところです。さらに、区における障害者雇用

の推進を図ってほしいというような意見があったところです。（２）の

福祉的就労の充実です。課題としては、一般就労に結びつかない場合

でも、生きがいを持って働くことができるような福祉的就労の場を確

保することが重要。就労継続支援など、本人のニーズや能力に応じて

自分にふさわしい活動に取り組めるよう支援していく必要がある。し

かし、障害者の高齢化・重度化に伴いまして、就労継続支援Ｂ型へ通

所困難になる利用者もいる。または、生活介護施設と同程度の支援が

必要な利用者もいる。生活介護の空きがない。区立及び民間の生活介

護施設の確保が必要というような内容です。また、区役所を中心に、

障害者団体が出店できる場の確保、役務の提供を推進して欲しい。生

活介護施設の充実が必要であるので、基本計画の改定にあたり、日中

活動の場の確保を新規事業として計画化することを企画課と調整して

いますが、遊休施設の利活用も含めて、整備を誘導していきたいとし

ているところです。さらに、高齢者施策と連携した事業の推進が必要

であるというような意見が出たところです。 

○事務局から資料８の説明 

事務局：資料８につきましては、令和元年度の専門部会委員の名簿です。相談

支援部会、地域生活部会、権利擁護部会、就労支援部会のほか、１０

月に開催を予定しております医療的ケア児・者支援部会を掲載させて

いただいています。なお、既に令和元年度の専門部会が６月以降開催

しているところです。改めて部会委員の皆様にはご協力をお願いでき

ればと思います。 

会 長：ありがとうございました。昨年度、４つの専門部会がそれぞれ４回ず

つ部会を開き、真剣なご検討をいただきました。それから、今年１０

月にはご案内のあったように、新たな５つ目の部会が立ち上がるとい

うことです。いずれも区の障害者計画の基本目標に基づいて具体的な

議論をしていますが、何かご意見等あればお願いします。 

委 員：基幹相談支援センターですが、基幹相談支援センターに補助員として

当事者のケアスタッフを入れるというのはいかがでしょうか。 
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事務局：基幹相談支援センターにつきましては、障害福祉計画におきまして、

令和２年度末までに設置を目指すという計画をしているところです。

まだどのような形態でやるか具体的に決まっていないところですの

で、意見を踏まえて、今後、部会や区の内部で検討していきたいと考

えます。 

会 長：ありがとうございました。その他、いかがですか。 

委 員：就労支援部会からですが、親御さんが大変高齢化しているという中で、

働いている障害者の人が高齢の親御さんを介護するような状況（障老

介護）が起こっていると思っていて、課題と感じています。また、居

住の場として、グループホームがずっと挙げられていて、重度の方た

ちのグループホームができるということですが、それでは、とてもじ

ゃないけど追いつかないという中で、一体どうなっていくのだろうか

ととても不安な思いでいます。区内にグループホームではなく、入所

施設が絶対必要なのではないかと思っているのですが、地域生活部会

でそのような課題は出ていませんか。お尋ねします。 

委 員：前回の会議でも入所施設の話題は出たと思います。地域生活には色々

なパターンがあると思いますので、今の在宅生活の継続もあればグル

ープホームもあります。やはり重度の障害者の親御さんは、体調不良

のときにも安心して預けられる医療との連携が整った４０、５０名程

度の入所型施設を望まれる方が多いというのがありますので、それも

含めて部会で検討していかなくてはと思っています。 

会 長：ありがとうございました。この間、ＮＨＫの番組でもこの問題を取り

上げておりました。さらには、自宅で障害者のお世話をしている親が

亡くなった場合の、親亡き後の対策も考えていかなくてはいけないと

思います。今日は町会自治会連合会の方や地域住民の代表の方もお見

えになりますが、地域でこの問題についてどのように対応していけば

いいのかご意見があればいかがでしょうか。 

委 員：私たち親も、それから子どもも、両方とも高齢化してきているので、

ずっと前から障害者の終の棲家をお願いしてきています。例えば学校

跡地なんかに、総合的な住居、教育、高齢者、保育の問題を解決する

ようなものができるように考えてほしいと北区にお願いしていたので

すが、今日の資料を見ていまして、やっぱり全部つながっていると思

っているので、これからそういう全部に行き渡るようなことを総合的

な視野から考えられたらいいなと思っております。 

会 長：ありがとうございました。まさに人生１００年を考え、色々なライフ

スタイルを含んだ皆様方を、業者だけじゃなく、区民の皆さん、ある
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いは専門機関、施設関係者、区全体でみんなが力を合わせて共生社会

を実現しなくちゃいけないのかなというご意見だったかと思います

が、事務局、今のご発言で、区としてどのような展望をお持ちなのか、

あるいは区民に対する期待、何かありましたらお伺いしたいと思いま

すが、いかがですか。 

事務局：私は、障害福祉課長２年目になりますが、２年間の間で、グループホ

ームが足りない、また、生活介護施設も足りなくなってきている、入

所施設が不足しているというたくさんのご意見をいただいているとこ

ろです。区としましても、公有地の活用というのは、障害福祉課だけ

でなく区全体を挙げて取り組んでいきたいと思っているところです。

意見を踏まえて、頑張っていきたいと思います。 

会 長：ありがとうございました。複合施設、あるいは関係施設との合築とあ

りましたが、その前提として用地を確保しなくてはいけない、それか

ら人材も投入しなくてはいけない、またそのために報酬も考えなくて

はいけない、同時に地域住民の皆さんが地域を挙げてインテグレート

するという視点も大事だということです。ハード、ソフト、両方大事

だということになるかと思いますが、その点についても今後それぞれ

の部会でご議論いただいて、さらに具体的な方向性を出していければ

と思います。高齢者はともかく障害者の施設ともなると、私も都下の

自治体で経験したことがありますが、まだまだご理解いただけないと

思います。地域性もあろうかと思いますが、北区でぜひバリアフリー

の方向で介護福祉のまち、一番は北区だという方向でいきたいと思い

ますが、いかがでしょう。すぐに結論は出ないですが、ぜひそういう

方向で自立支援協議会も進めていきたいと思いますし、事務局も様々

な情報を合わせてご議論いただいて、北区ならではというふうにした

いと思います。 

 

（４）北区障害者計画等の進捗状況について 

○事務局から資料９の説明 

事務局：本日、配布しました資料９は、５１ページにもわたる資料です。時間

の都合もございますので、ポイントだけ取り上げさせていただければ

と思います。５ページ目をご覧ください。基幹相談支援センターの設

置です。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するという事業

内容です。３０年度の取り組みですが、自立支援協議会の相談支援部

会において、基幹相談支援センターの設置に向けた検討を行いました。
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また、都内市町村が構成する「基幹相談支援センター連絡会」に継続

して参加するとともに、千代田区への視察、荒川区主催の研修会に参

加するなど情報収集に努めたところです。今後の取り組みですが、官

民協働による設置を基本としまして、基幹相談支援センターのあり方

を構築し、令和２年度末までの設置に向けて、予算措置等の検討を進

めていくという内容です。続きまして、２６ページをご覧ください。

障害者グループホームの整備です。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する。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するという

ものです。取り組み内容、実績等ですが、北区基本計画及び中期計画

の計画事業に位置づけて整備・誘導を進めているところで、３０年度

は、滝野川三丁目の区有地を活用した重度障害者グループホームの整

備に向けて、整備運営事業者を選定し、事業者と基本協定を締結した

ところです。また、住民説明会・意見交換会を実施しまして、地域に

対して理解を求めるとともに、居住環境の見直しを行いました。今後

の取り組みですが、滝野川三丁目の障害者グループホームは、東京都

補助の内示、工事請負先が決定次第、住民説明会を開催します。年度

内の着工に向けて、事業者や関係部署と引き続き綿密な打ち合わせを

行いたいと思っています。開設は令和２年度末を予定しているところ

です。また、民間事業者に対する建設費等の一部補助を実施しまして、

引き続きグループホームの整備を推進していきたいと考えているとこ

ろです。続きまして、４６ページです。障害理解のための広報活動の

推進ということで、区が発行する広報紙、情報紙、パンフレット等を

活用しまして、障害及び障害者に関する理解を促進するというもの。

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

者理解の広報活動を多様なメディアを活用して総合的に実施するとい

うものです。担当課におきましては、広報課、障害福祉課、障害者福

祉センターになるところです。３０年度の取り組み内容ですが、広報

課におきましては、「ふれあいマルシェ」や、障害者週間にあわせたイ

ベント等を北区ニュースに掲載しまして、区民の参加や理解促進に努

めたところです。障害福祉課では、ＭＴＢＩの教育現場や家庭におけ

る周知、啓発を推進するため、原因や症状、予防策等を記載したリー

フレットを作成したところです。障害者福祉センターにおきましては、

障害者作品展の開催を契機に、北区ニュースや公共施設へのポスタ

ー・パンフレットの配布、区ＨＰでのＰＲ、情報発信等を行い、障害

者の理解、啓発を行いました。また、高次脳機能障害への理解、啓発
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を目的とした講演会を２回開催し、１０２名の参加があったところで

す。今後の取り組みにつきましては、広報課は、引き続き北区ニュー

ス等の集中広報、また、各定期号での障害者理解を深める広報活動に

努めるとなっております。障害福祉課におきましても、ＭＴＢＩのリ

ーフレットを区内小・中・高校に配布するとともに、庁内の保健・障

害福祉・教育相談窓口に設置いたしまして、普及啓発を図ってまいり

たいと考えています。障害者福祉センターにつきましても、引き続き

障害者作品展の開催を契機に、広報紙、パンフレット等を活用しまし

て、障害及び障害者に関する理解を促進してまいりたいと考えている

ところです。続きまして、その下のヘルプカードの普及促進です。障

害者、障害児が支援を求めやすくするための「ヘルプカード」を配布

するというものです。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。各障害相談係の窓口で希望

者に配布。また、区ＨＰや障害福祉サービスの事業者の研修会などで、

ヘルプカードの趣旨について普及啓発を図っているというものです。

今後の取り組みですが、現在、ヘルプカードの在庫が切れているとこ

ろです。今年度ヘルプカードを４，０００部増刷しまして、引き続き

各障害相談係の窓口に配布を予定しており、普及促進を図ってまいり

たいと考えています。 

○事務局から資料１０の説明 

事務局：続きまして、資料１０をご覧ください。第５期北区障害福祉計画、平

成３０年度の実績です。１の障害福祉サービス、（１）訪問系サービス

は居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括

支援等ありますが、おおむね数値は横ばい傾向にあります。（２）日中

活動サービスです。自立訓練は減少しているところですが、短期入所

は増加傾向にあるところです。また、今年の７月には社会福祉法人ド

リームヴイの「ドリームステイ西が丘」が開設したところです。引き

続き、区内外の事業者と連携を図るとともに、グループホームの併設

等につきまして整備を促進してまいりたいと考えています。続きまし

て、（３）居住系サービスです。数値としてはおおむね横ばいの傾向で

す。３０年度から新たに位置づけられました自立生活援助につきまし

ては、区内に該当事業者がないことから事業実績は０という形になっ

ているところです。（４）の相談支援について、計画相談支援は増加を

続けているところですが、地域移行支援、地域定着支援の利用者は年

間数人にとどまっているところで、地域生活の移行に向けまして、医

療機関や事業者等の連携を強化する必要があるところです。続きまし



- 20 - 
 

て、２の地域生活支援事業です。（１）が必須事業でして、移動支援事

業が増加している他はおおむね横ばい傾向となっているところです。

続きまして、（２）の任意事業ですが、こちら全般的に数値としまして

は横ばいの傾向になっているところです。続きまして、３の障害のあ

る子どもに対するサービスです。（１）の障害児相談支援はほぼ横ばい

の傾向。（２）の障害児通所支援ですが、児童発達支援と放課後等デイ

サービスは増加しているところです。医療的ケア児のニーズにも対応

するため、開設前準備経費の補助により重症心身障害児を対象とした

事業所の誘致を図ってまいりたいと考えているところです。 

会 長：ありがとうございました。資料９は障害者計画の進捗状況の結果とい

うことで膨大なものになりますので、お持ち帰りいただいて、ご質問

等あれば事務局に個別に申し上げていただければと思いますが、今の

時点で何かご質問、ご意見等があればいただきたいと思います。いか

がでしょうか。おおむね横ばい、順調という印象を受けました。私が

気づいたのは、資料１０の２枚目、北区障害福祉計画の３０年度の実

績について、成年後見制度利用支援事業、法人後見支援事業が、今年

度、来年度、検討ということになっていますが、権利擁護部会の副部

会長、何かコメントをいただければ。社協との関係もあるかと思いま

すが、いかがですか。 

委 員：ちょっとわからないです。私も聞いてみようかなと思っていたところ

です。 

会 長：それでは、事務局、いかがでしょうか。 

委 員：利用支援事業は成年後見人の申し立て費用の助成の件ですよね。 

事務局：はい、そうです。 

委 員：法人後見支援事業は、私もちょっとよくわからない。 

事務局：こちらは、成年後見制度における法人の後見活動を支援するために、

実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門

職による支援体制の構築を行うという事業ですが、北区内に対象とな

る法人がないために、当面実施しないこととなっています。 

会 長：小原副部会長、いかがですか。対象施設が無いということですが。 

委 員：結局、令和元年、２年で何かの検討を行うことになりそうですか。 

事務局：法人が現れた場合に検討を行うということになります。 

会 長：他にいかがでしょうか。 

委 員：本校は知的障害の方々の学校ですが、ヘルプカードを使っていらっし

ゃる方は半分か、もう少し上かというところです。実はこれ難しい問

題があるのかなと思っています。本校の場合は、児童・生徒がご自身
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のことをご自身でわかるということは難しく、逆に他者がその人をど

う見るかというところを気にし、なかなかつけたがらない方がいらっ

しゃいます。それは当然なことだと思いつつ、逆に周りの人たちが、

ヘルプカードが有ろうが無かろうが困っている方には助けますよとい

う気持ちの表れを形にできないかなというのを、報告でもありました

が、昨年度権利擁護部会で検討させていただきました。印であったり

色であったり、何かそこにマークが貼ってあればお店に入りやすいな

と。本人側の「私はハンディキャップがあります」という主張ではな

く、応援する側の、簡単に言うとサッカーのサポーターが日本代表の

Ｔシャツを着るような、そういった感じのものが検討できないかなと

思って、権利擁護部会の方で相談させていただいています。ヘルプカ

ードの普及というのももちろん、ご本人たちが理解をして助けてくだ

さい、支援を求めますという意思表明は大事なのですが、同時にその

周りがそういうものが有ろうが無かろうが助ける姿勢が出てくると、

人に優しい地域になっていくのではないかなと思っています。また今

後、部会の方でも検討させていただければと思います。 

委 員：私も、ヘルプカードについて、東京都で関わっていたので、そのとき

の話題を思い出すのですが、ヘルプカードが出来たばかりのころ、北

区ではヘルプカードの人たちを応援しますというステッカーを貼って

くれたお店が何軒かあったと思います。お店だったらそのようなこと

が出来るかなと思います。また、最近、どこが悪いのかなと思うよう

なお年寄りたちも随分ヘルプカードをつけています。こんなに広がっ

たのかと、どこが悪いのだろうか、どこが不自由なのかなと思いなが

ら見ることがすごく多くなって、こんなに普及しているのかと思った

りします。嫌な人はつけなくていいというのは当たり前のことで、助

けて欲しい人が進んでつけられたらいいのではないかと思います。 

会 長：ありがとうございました。要するに、物とかお金ではなくて、文化を

どうつくるかという、ここが北欧などと比べると日本は遅れているの

です。シルバーシートもあること自体がおかしくて、北欧へ行くと、

全部シルバーシートなのです。日本の場合、そういう文化が出来てい

ないということがあります。でも、少しずつでありますが、そういう

福祉文化的なところも、だんだんヘルプカードなどを中心に動きつつ

ありますので、中長期的に考えて文化的な土壌をつくっていく、風土

としていくのが大事かと思います。現場からのご意見、ありがとうご

ざいました。 

委 員：横浜市営地下鉄は全てシルバーシートになっています。普通のシート
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がなくなって、２０年か３０年ぐらいたっています。 

会 長：そうですか。私もインターネットで検索してみましょう。ありがとう

ございました。 

 

（５）障害者差別解消法に関する取組 

○事務局から資料１１の説明 

事務局：資料１１、令和元年度障害者差別解消法啓発事業の実施（案）です。  

北区では、障害者差別解消法が施行される前の平成２７年度から、障

害者差別解消法啓発事業を実施しているところです。２９年度からは

映画上映会を開催しまして、一般区民への普及に努めてきたところで

す。今年度は、来年度予定しています手話言語関連条例の制定を見据

え、ろう者の映画監督の作品の上映会を開催し、障害理解及び障害特

性ごとの意志疎通の方法について普及啓発を行います。作品は、『自転

車日本縦断ロードムービー Start Line』の予定です。本作品はコミ

ュニケーションにおける真の「障壁」とは何かを問いかけ、「聞こえる」、

「聞こえない」に関係なく、他者とのコミュニケーションのあり方を

ユーモアたっぷりに示しているというものです。まだ正式な開催日が

決まっていないところですが、令和元年冬を予定しています。会場も

また未定です。映画は日本語字幕・音声ガイド付きで対応してまいり

たいと考えているところです。 

会 長：ありがとうございました。ただいまの件、何かご質問、ご意見等あれ

ばお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。また、開催日時、

会場等決まりましたら各委員にもお声がけいただくということで、よ

ろしくお願いします。 

 

３．閉会 

会 長：それでは、こちらで閉じたいと思いますが、峯﨑健康福祉部長は初め

ての自立支援協議会のご参加ですが、全体的な印象なりお言葉をいた

だければ。 

委 員：色々なご意見をいただきまして、本当にありがとうございます。これ

から区としても、今回、議題の一つであった（仮称）手話言語条例に

つきまして、いただいた意見を十分活かして条例施行に向けて作業を

進めていきたいと考えています。また、様々な課題につきましては、

いずれにしても区だけで解決できる問題ではなく、色々な機関とか地

域と連携していかなければ、問題を解決できないという状況です。区

としましては、今後とも誰もが安心して暮らせる北区づくりに全庁を
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挙げて取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただき

ながら、前向きに着実に取り組んでいきたいと考えています。引き続

きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

会 長：ありがとうございました。力強いご発言に感謝します。小田副会長、

一言、二言お願いします。 

副会長：協議会委員の方、北区の事務局の方、皆さんご協力いただき、本当に

ありがとうございます。北区の方では今回、手話言語条例にプラスし

て、障害特性を持ったコミュニケーションというところも考慮に入れ

ていただき、あるいは医療的ケア児でも、者まで含めて対象範囲を広

く持って考えていただいて、本当に嬉しいなと思います。ただ、範囲

を広げる分だけ、大変になると思うので、その分自分もできることは

協力していけたらいいなと思います。今日、話の中で、高齢や障害が

重くなってきたというところでの次のステージ、ライフステージとい

うところもありましたが、自分のことながら昨日で誕生日を迎えまし

て５１歳になりました。僕の病気、筋ジストロフィーの場合は、大体

２０歳までしか生きられないと言われていたのが、医療器具や医療的

ケアの発達によって、こうして長生きできるようになりました。ただ、

去年の暮、呼吸器が外れて１０分間ぐらい意識を失っちゃって、その

後、古い言葉とか思い出そうとすると頭が痛くなって、半年以上たっ

ているのに未だにちょっと頭痛が残ったりしている状況です。また、

僕自身ヘルパー派遣事業所の理事長をさせていただいていて、今日、

委員からも話が出ましたが、障老介護などの問題が出てきていて、危

ないなとか、何よりも本人がこれからどうしていくのかなと悩んでい

るので、障害特性やライフステージというところではいろいろあり、

その分だけ問題も幅広くなってくると思います。あと、僕の身近なと

ころでは、最近、知的障害の方の自立生活、あるいは学校卒業後どう

したらいいのだろうという問題が出てきて、病気あるいは障害によっ

て自己判断、自己選択、自己決定が難しい場合、あるいは僕みたいな

身体障害というところでは、障害特性や疲労、高齢化という影響で、

判断が難しくなるときがあると思うのですが、そういうときの自己選

択、自己決定というのが大変だというのを耳にしています。引き続き

そうした課題も検討していけるような会になっていくことを望んで、

皆さん、本当ありがとうございました。 

 

○次回の開催日程の説明 

事務局：次回の開催日程ですが、令和元年１２月ごろを予定しているところで
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す。開催時期につきましては事務局からご連絡、ご通知させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

会 長：ありがとうございました。それでは、今日はこれで終わりたいと思い

ます。手話通訳の方、介助者の方、傍聴された方、本当にご苦労さま

でした。 

 

以上 

 

 


