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平成３０年度第1回 東京都北区自立支援協議会 議事要旨 

日 時 平成３０年７月２３日（月）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、吉田耕一、古場亜希、飯野美穂、 

横手美幸、石山成明、江澤新治、高田裕司、須賀田元彦、田中道子、 

松井裕、伏見可奈子、鳥澤直美、小島靖子、小田切かずのぶ、 

福島宏紀、小野村弘幸、田中英行、滝澤麻子 

〔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、 

榎本赤羽障害相談係長、北岡障害福祉主査、藤波障害福祉主査、 

藤平障害福祉主査、齋藤障害福祉主査、中村主査 

次 第

１．開会 

２．委員の委嘱、委員紹介、会長・副会長の選任等（資料１～４） 

３．議事 

（１）平成２９年度活動報告（資料５） 

（２）平成３０年度専門部会（資料６・７） 

（３）障害者（児）施策に関する意見の提言について（資料８） 

（４）北区障害者計画進捗状況について（資料９） 

（５）北区障害福祉計画 平成２９年度実績について（資料１０） 

（６）障害者差別解消法に関する取組（資料１１～１３） 

４．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設置要綱 

３．平成３０年度東京都北区自立支援協議会について 

４．北区自立支援協議会の公開に関する内規 

５．北区自立支援協議会 平成２９年度活動報告 

６．専門部会「就労支援部会」の新設について（案） 

７．平成３０年度専門部会委員名簿及び検討事項（案） 

８．障害者（児）施策に関する意見の提言について（案） 

９．北区障害者計画進捗状況調査結果 

１０．北区障害福祉計画 平成２９年度実績について 

１１．障害者差別解消法相談受付一覧表 

１２．平成３０年度障害者差別解消法啓発事業の実施（案）について 

１３．映画「ぼくはうみがみたくなりました」上映会チラシ 



- 2 - 

要 旨 

１．開会 

○配布資料の確認 

○健康福祉部長挨拶 

委 員：この協議会は、障害福祉施策の総合的かつ効果的な推進を図るという

目的の他に、障害福祉のシステムづくりや、障害者差別解消に関する

取組など、障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法とい

う３つの法律に基づく協議会の性格をあわせ持つものとして設置して

います。各界を代表する方々にお集まりいただき、幅広い観点から、

ご議論をいただきたいと考えています。また、昨年度は第５期障害福

祉計画・第１期障害児福祉計画の策定に当たりまして、幅広くご意見、

ご提言をいただきありがとうございました。今後とも皆さま方から、

忌憚のないご意見をいただき、反映させていきたいと考えています。

よろしくお願いいたします。 

２．委員の委嘱、委員紹介、会長・副会長の選任等 

○委員自己紹介 

○事務局自己紹介 

○事務局から資料２の説明 

事務局：協議会の協議事項は、障害者への支援体制の整備、障害者への支援体

制に関する課題の検討、北区障害者計画の改定などとなっています。

また、協議会は、区長が委嘱し、又は任命する委員３０人以内をもっ

て組織することとなっており、委員の任期は、２年となっています。

協議会には、会長１名、副会長１名を置くことになっており、会長は、

学識経験者である委員の中から区長が指名、副会長は、委員の中から

会長が指名することとなっています。 

○事務局から資料３の説明 

事務局：本協議会の位置づけは、３つの協議会の性格をあわせ持つものとして

おり、目的は、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としてい

ます。 

○会長の選任 

事務局：設置要綱第５条に基づき、会長は、学識経験者である委員の中から、

区長が指名することとなっています。武蔵野大学名誉教授の川村匡由

委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 
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○会長挨拶 

会 長：会長職は前回に続いて、再任となります。北区は、高齢者と子育てに

ついて大変に熱心です。「長生きするなら北区が一番」という研究会が

ありますが、今の時点では、障害者についての研究会は無い。そのた

め、この協議会を「障害者支援をするなら北区が一番」という研究の

場にしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○副会長の選任 

会 長：設置要綱により、副会長は、委員の中から会長が指名することとなっ

ています。前期の副会長は、小田委員にお願いしていました。小田委

員は、地元にお住まいでありますし、障害者支援の活動もされていま

す。当事者のご意見をぜひお伺いしたいので、よろしければ、今期も

小田委員にお願いをして、助けていただきたいと思います。 

（異議なし） 

○副会長挨拶 

副会長：前回に引き続き副会長にご指名いただき、ありがとうございます。障

害当事者としての経験や知識を活かしながら、また、いろいろな障害

を持った方の意見や悩みなどを、こちらでお話できればと思います。

よろしくお願いいたします。 

○事務局から資料４の説明 

事務局：協議会は、運営に支障がない限り公開することとなっています。また、

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となっています。なお、掲載する場合は、

委員の名前を伏せて公開させていただきます。 

３．議事 

（１）平成２９年度活動報告 

○事務局から資料５の説明 

事務局：昨年度は、３回の自立支援協議会を開催いたしました。専門部会につ

いては、相談支援部会が４回、地域生活部会が３回、権利擁護部会が

４回、開催されています。 

    自立支援協議会では、「第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福

祉計画」の策定に当たり、医療的ケアを要する障害者（児）のニーズ

への対応、基幹相談支援センターの整備など、大変貴重なご意見をい

ただきました。 

    相談支援部会については、母親が愛の手帳を所持するひとり親世帯の

生活支援について、事例検討会を開催しました。検討会の結果、総合

的な相談支援・調整役である基幹相談支援センターが北区に設置され

ていないことが、課題の一つとして挙げられました。現時点では、基
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幹相談支援センターに代わる機関として、北区障害相談係のほか、滝

野川地域障害者相談支援センター、障害者地域活動支援室（支援セン

ターきらきら）、障害者自立生活支援室が必要な援助を行うことが有効

であると確認されました。 

また、専門部会の開催が限られていること、障害福祉サービス等の現

場の声や課題が届いていないことなどから、結果として、議論が不十

分となり、自立支援協議会に報告できる状態までまとまらないという

課題が挙げられました。これに対して、相談支援部会では、試行的に

ワーキンググループを設置し、自立支援協議会の委員に縛られず広く

参加者を募り、相談支援の現状や課題の抽出、意見交換などを行いま

した。 

地域生活部会については、高齢者施策と連携した事業を行っている「桐

ヶ丘サロンあかしあ」と「カフェレストランヴイ長屋」の見学会を開

催しました。桐ヶ丘サロンあかしあは、（社福）ドリームヴイ、（社福）

東京聖労院、（社福）北区社会福祉協議会が協力して行っている事業で、

各事業所の方から事業運営の経過・現状等を伺いました。三者の協力

体制や連携が取れていること。また、ヴイ長屋では、ひとり暮らしに

対する配食サービスなどの事業について、高齢者との支えあい、地域

との共生社会に向けた素晴らしい取組であると評価されました。 

権利擁護部会については、障害者理解を促進するためには、福祉教育

が大切であり、福祉施設において、イベント等の様々な人が交流する

機会を作り、子どものころから障害者が身近にいるということを知り、

「心のバリアフリー」を普及させることが重要であるという意見が出

されました。また、２９年度の障害者差別解消法啓発イベントで、未

来を担う小・中・高校生などの若年層の参加者が増え、障害をテーマ

にした映画上映会を継続して開催することで、障害者理解の啓発に努

めていくべきだとの意見がありました。 

（２）平成３０年度専門部会 

○事務局から資料６の説明 

事務局：改正障害者雇用促進法の施行等に伴い、障害者の就労意欲の高まりに

対応した支援体制づくりに取り組む必要があることから、前回の自立

支援協議会において、障害者の就労支援について、新しい部会を設け

ることの要望がありました。そこで、障害者優先調達法に関する受注

機会の拡大や工賃の向上など、障害者の就労意欲に応える体制づくり

の推進、就労支援センター、就労支援事業者及びハローワーク等の事

業者間の連携をさらに強めるため、専門部会に「就労支援部会」を新

設したいと思います。検討事項は、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」における施策目標１「障害のある人の就

労の拡大」についてです。 

会 長：昨年度の自立支援協議会で就労支援に関する専門部会を作ってほしい

という意見があり、４つ目の専門部会が設けられるということで、大

変喜ばしいお話ですが、何かご意見、ご質問等あればお伺いしたいと
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思います。 

委 員：他区の状況について、就労支援専門部会以外に、別の部会がどれくら

いあるのか教えていただけますか。 

事務局：中央区では、子どもの発達支援のあり方を検討する部会があります。

墨田区では、特別支援学校卒業後の対策の部会や児童発達支援の部会

があります。 

委 員：必要な部会が増えていくのは構わないのですが、どれだけ増えていく

のかが知りたいです。他の１４区で就労支援部会があるので、北区で

もやりたいというのはわかりますが、他にも子育てなどの部会も色々

あるということだと、部会がどんどん増えてしまう。その辺りについ

て聞きたいのですが。 

事務局：部会が多いのは望ましいのですが、部会の皆さまの負担もあります。

足立区では、１０の部会（※）があります。北区では今３つで、これ

から４つにするところですが、部会の数を増やすのか、それとも部会

の守備範囲を広くするのか、そういった議論も出てきますので、新た

な課題が出たときに、相談させていただきたいと思います。 

    ※３０年度に再編を行い、現在は６の部会を設置している。 

委 員：そうなると、地域生活部会の範囲を広げるというわけではなくて、新

たに就労支援部会を立ち上げるという趣旨や説明がきちんとされない

と、こういう状況だから部会を立ち上げて、こうだったら今ある部会

の中でやるという、その点がはっきりとしないと、今後の部会のあり

方がどうなるのかなと思います。 

委 員：地域生活部会というのは、安心して地域で暮らすために、就労のこと

と生活のことを内容としているのだと思います。地域生活部会の中で

就労のこともやるのかなと思っていたのですが、生活ってすごく広く、

いろんなことをやらないといけないので、就労に特化するのは難しい

と思いました。むしろ、地域生活って、グループホームとか、自立す

るのをどう応援するかとか、もっと地域で生活することを主にした内

容の課題があるし、高齢化の問題も含めて広い課題があるので、就労

の方は分けてやった方がやりやすくなり、しっかりと課題を捉えられ

るのではないかなと思います。 

会 長：そういうご議論が昨年度あって、地域生活部会から就労の方を独立さ

せて、より専門的に議論していくという趣旨で、４つ目の部会を設け

たのだと思います。 

委 員：別に反対しているわけではありません。部会の設置について基準のよ

うなものをまとめておかないと、足立区みたいに１０の部会とかにな

るのもどうなのかというのがあって、その点を、新しく専門部会がで

きるときに、きちんと話し合って、部会として増やしていこうとか、

その部会の中で範囲を広げて行こうとか、その基準がきちんと共通認

識であればよろしいのではないかと思います。 

会 長：私も同じ認識です。４つの部会ができて、それぞれが独立して行うと

いうのが第一ですけど、折に触れて、４つの部会が情報交換し、柔軟

に、きめ細かくやれたらいいと思います。 
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就労支援部会を設けるということで、よろしいですか。 

（異議なし） 

○事務局から資料７の説明 

事務局：就労支援部会が承認されることを前提に、各専門部会の委員名簿を作

成しました。検討事項については、障害者計画の施策目標を置いてい

ますが、専門部会の自主性を尊重し、この検討事項に捉われず、各専

門部会で検討事項を決めていただいて差し支えありません。部会長を

中心に、専門部会で検討するテーマや日時を決めていただいて、活動

を行っていただきたいと思います。各部会の庶務担当と事務局がフォ

ローさせていただきます。 

会 長：４つの部会になりまして、それぞれ部会長や委員のお名前が挙がって

いますが、検討事項を中心に実りあるご議論をいただければと思いま

す。なお、裏面に検討事項の詳細もありますので、それぞれの委員が

所属の部会でご検討いただいて、部会長を中心におまとめいただいて、

その結果を自立支援協議会でご報告いただくということでよろしくお

願いいたします。 

委 員：新しい部会で、皆さんの力をいただきながらやって行こうと思います。

今、精神障害者の就労は、希望者も多いし、求められているものも多

くなっています。北区の場合は精神と、知的・身体と分かれて、２つ

の就労支援センターがあり、一緒に連携しながらやってきた関係があ

るので、わくわくかんさんの就労支援担当の方を、部会専門として就

労支援部会に加えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

事務局：事務局としては、部会長からお話があったとおり、精神の方のご意見

も伺いたいと思っていますので、部会専門として、ぜひ入れさせてい

ただきたいと思います。 

委 員：ぜひお願いします。 

会 長：部会委員数の上限はありますか。 

事務局：上限は特にございませんが、活発な議論をしていただく中では、多す

ぎても、少なすぎてもだめなのかなと思っています。 

（３）障害者（児）施策に関する意見の提言について 

○事務局から資料８の説明 

事務局：障害者を取り巻く社会環境の変化により的確に対応し、障害者施策を

効果的に推進するため、障害福祉サービス等の現場にある課題や意見

を受け付け、協議会及び専門部会で検討し、障害者計画等へ反映させ

る仕組みを作りたいと考えています。理由としては、これまで協議会

に障害福祉サービス等の現場の声や課題が届いていないという課題が

ありました。そのため、現場の意見や要望を吸い上げる仕組みが必要

だと考えました。提言事項は、北区の障害者施策に関することとさせ

ていただきます。提言方法は、「北区自立支援協議会への意見記載票」

に、障害福祉サービス等の現場にある課題について、障害者施策の推

進のために自立支援協議会で検討する必要があると考える内容などを

記入の上、事務局へ提出していただきます。対象者は、区内の障害福
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祉サービス提供事業者等により構成される会議体といたします。事務

局が受け付けた意見を専門部会に振り分け、専門部会で、会議体から

の意見の検討を行い、協議した結果を自立支援協議会に報告します。

協議会で、専門部会からの申し送り内容を検討し、計画等にフィード

バックするという流れを目指します。 

委 員：各種連絡会等の会議体の範囲は、どういう想定をしていますか。公に

知られていないけれど、連絡会として機能しているようなものも対象

となるのかを教えてください。 

事務局：現在のところ、こちらで把握している１８か所の連絡会・研修会など

を予定しています。把握していないもの等ありましたら、事務局まで

ご連絡いただければ、その都度増やしていきたいと思っています。 

（４）北区障害者計画進捗状況調査について 

○事務局から資料９の説明 

事務局：こちらは、北区障害者計画の進捗状況について、各担当課に調査を行

った結果をまとめたものです。３つの基本目標に係る各施策目標、そ

れを展開する主要事業１２５事業を掲載しています。量が膨大ですの

で、いくつかご紹介したいと思います。 

    まず、基幹相談支援センターの設置についてです（Ｐ５）。２９年度は、

障害福祉課内に基幹相談支援センターを設置し、委託相談支援事業者

と連携しながら事業を進めることを念頭に、検討を進めてきました。

今後の取り組みですが、２４時間３６５日の相談受付体制の確保など、

求められる機能の課題を解決し、設置に向けた検討を進めていきます。

    次に、障害者グループホームの整備についてです（Ｐ２６）。こちらは、

北区基本計画、北区障害者計画において、計画事業と位置づけ整備・

誘導を進めています。２９年度は、滝野川三丁目の区有地を活用し、

重度障害者の受け入れを考慮したグループホームの整備に向けて、事

業者選定に向けた準備を行ったところです。今後の取り組みですが、

本年６月の健康福祉委員会で、事業者が決定したことを報告させてい

ただきました。現在は、決定した事業者と協議を進めているところで

す。３１年度に工事着工、３２年度末の開設を予定しています。 

    次は、福祉のまちづくりへの理解の推進についてです（Ｐ３９）。健康

福祉課においては、バリアフリーやユニバーサルデザインについて、

引き続き区民や業者への周知・啓発活動を実施したところです。障害

福祉課は、障害者差別解消法の普及啓発のため、区民に向けて、映画

「聲の形」上映会を開催しました。また、障害の理解啓発のためのハ

ンドブック「みんなが笑顔になるために」を区立小学校５年生に配布

しました。障害者差別を引き起こす原因の一つに、障害者理解の不足

があると思います。今後も区民の障害者理解を促進することが重要で

あり、自立支援協議会の意見等を参考にしながら、普及啓発活動等を

継続していきます。 

    全部で５１ページありますが、時間の関係で説明は以上とさせていた

だきます。ご不明な点がありましたら、後日でもかまいませんので、
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事務局までお願いいたします。 

会 長：今の時点で何かお気づきの点、ご質問等あればお願いします。 

委 員：平成２９年度活動報告の相談支援部会のところでも、基幹相談支援セ

ンターが設置されていないという問題がありました。また、前に協議

会に出席したときにも議論になったことを思い出しました。そのとき

と比べて、進捗があったのかと不安があります。今後の取り組みで、

残念ながら△の現状維持にとどまっていますけれども、なかなか踏み

込めていけない課題があれば、専門的なメンバーの皆さまがお揃いな

ので、お力をいただいたらどうかと思います。 

事務局：基幹相談支援センターについては、現在の計画の中でも記載がありま

す。現在、２３区中１８区で設置していまして、１８区の実施状況を

さらに調べていく必要があると思います。また、２４時間３６５日の

運営方法をどうするのかが、一番の課題となっていますので、その点

を調査しつつ、また部会で検討していきたいなと考えています。 

委 員：現状はわかりました。議会側もいくつか視察に行きましたし、このメ

ンバーの皆さまも、見に行ったという報告があったと思いだしました。

３６５日２４時間がネックだとすれば、既にスタートしている区が、

そこをどのように克服したのかを研究し、より積極的に取り組んでい

ただきたいなと要望したいと思います。 

委 員：同じく基幹相談支援センターの件ですが、以前、北区議会でも文京区

の施設を見させていただいたと思います。中学校の跡地に大きな障害

者センターができて、非常にきれいな複合型の施設だったのですが、

基幹相談支援センターが無くても、北区では相談支援が充実している

のか、２４時間３６５日やらなくても十分相談に応えられる体制づく

りが取れているのかどうか。それを教えていただきたいのと、設置す

ることによって、具体的に何がどういうふうに変わるのか、２４時間

３６５日受け付けるための課題として、その受け手がいないのか、も

う一つ掘り下げてご説明いただきたいと思います。 

委 員：基幹相談支援センターは、大きく４つの機能があります。総合相談機

能。地域のネットワークづくり。権利擁護。２４時間の相談を含めた、

精神障害者の地域移行の問題。この４つが柱になっています。北区で

は、総合相談については、王子と赤羽の障害相談係に加えまして、滝

野川の相談支援センター、障害者福祉センターに入っていますピアネ

ット北の自立生活支援室、同じく精神障害者の方のための支援センタ

ーきらきら、こうした相談体制が充実しています。それから、社会資

源のネットワークについては、相談支援事業者連絡会、就労支援連絡

会等々を通じて、ネットワークが構築されつつあります。また、権利

擁護についても、王子障害相談係の中に、虐待防止センターを設置す

ることによってカバーしています。ですから、残された課題は、２４

時間の相談体制をどのようにやっていくかです。先ほど委員からご紹

介ありました「リアン文京」みたいに１つの箱物をつくって事業者に

委託するというやり方と、北区はぞれぞれの機能が構築されています

ので、それをネットワーク化することによって、箱物をつくらないで
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も、そうした体制を構築できないかというのを、今まで検討してきま

した。今後、可能性があるとすれば、２４時間きちんと相談を受けら

れる体制とすると、グループホームとか、ショートステイ事業者に、

相談機能を加える、そういう方が現実的なのかなと思います。国から

の補助金もありませんし、全部一般財源になるということを考えると、

今後出てくる新しい社会資源、グループホームやショートステイ事業、

そういったところに機能をプラスしながら、既にある機能をネットワ

ーク化することによって、お金をかけないでやるやり方を検討してい

るところです。 

会 長：いろんな方法や成功事例があると思いますので、さらに事務局で詰め

ていただくと。同時に、現場にいらっしゃる委員の皆さまも、良いお

知恵、あるいは連携があればご提言いただいて、みんなで考えて進め

て行こうといこうことで、よろしくお願いいたします。 

委 員：基幹相談支援センターの設置については、相談支援部会でも話し合っ

てきたところで、区の方にも検討していただくことになっていたかと

思います。相談支援部会で話し合われた中の一つに、いろんな相談支

援事業所がたくさんの利用者を抱えていて、困難に感じる事例もあり

ます。そういったときに、相談に乗れるような役割も基幹相談支援セ

ンターの職員には求められると思います。相談支援の畑を耕していく、

育てていく機能も必要だと思いますので、その点も含めて、ご検討い

ただきたいなと思います。 

委 員：昨年、相談支援部会に属していて、本当に難しいなと思っていたので

すが、今、障害者の問題は、相談支援を通さないと動けなくなってい

るということに、課題を感じています。高齢者もそうだと思いますが、

どういうケアマネに出会うかによって、老後の人生が変わってしまう。

そのぐらい重要な役割を持っているのが、相談支援であると思ってい

ます。ケアマネによって、高齢者のその後の生活が全く変わっちゃう。

障害者の問題も、相談支援の形によって変わっちゃうと思っていて、

相談支援を通らないと、福祉の事業に到達できなくなっているという

ことが、今問題になりつつあると思います。２４時間３６５日という

のは、緊急の問題をどう乗り越えるかだと思います。先ほど委員から

言われたように、グループホームやショートステイをやっているとこ

ろで、緊急の対応ができるようにしておけば、可能性があるのかなと

思います。でも、相談支援全体の問題は大きくて、今後、問題になっ

てくると不安に感じています。 

会 長：委員がおっしゃるように、国は「我が事・丸ごと」地域共生社会の実

現と言っておりますけど、介護保険の中でも、障害者を取り込んでい

こうと、方針はいいのですが、それじゃあ、具体的にどうするのか、

ヒト・モノ・カネはどうか、自治体の役割は何か、国はどこまでフォ

ローするのかというところが見えて来ない。いずれにしても、北区な

らではの地域資源を活用して考えていきたいという事務局の考えを、

ぜひ自立支援協議会で、あるいは専門部会の中でも詰めていただいて、

具体的な方法を探っていただければと思います。 
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（５）北区障害者計画 平成２９年度実績について 

○事務局から資料１０の説明 

事務局：こちらもいくつか紹介させていただければと思います。１の障害福祉

サービスについては、障害者の高齢化に伴う重度化により、訪問系サ

ービスの利用が増えています。また、短期入所については、２８年度

に２か所の短期入所施設が開設されたことにより、利用が増えていま

す。共同生活援助についても、２８年度１か所、２９年度に２か所の

グループホームが開設されたことにより、利用が増えています。どち

らも、潜在的なニーズがあるものと思われますので、引き続き施設整

備を行い受け入れ体制の充実を図っていきたいと考えています。計画

相談については、利用の周知が進んだことや、相談支援事業者連絡会

の活動による相談員のスキルアップ等により、利用が増加しています。

特に計画相談支援については、大幅に増加しています。２の地域生活

支援事業については、全体的に前年度と同程度の実績となっています。

３の障害のある子どもに対するサービスでは、児童発達支援、放課後

等デイサービスの利用量が増加しています。今後は、医療的ケア児の

ニーズに対応するため、重症心身障害児を対象とした事業所の誘致を

図ります。また、サービス事業者との連携を図りながら、サービスの

充実を図ります。 

委 員：以前もこの場でお話させていただいたのですが、グループホームが増

えているのは確かなのですが、新規のグループホームで、重度の方２

～３人受け入れるとのことですが、ここ十数年で、北区内で身体障害

の方のグループホームは増えていないと思います。そこで、この数字

だけで見ると、増えているとなっても、納得しがたいなと思っていま

す。先ほど委員からもあったように、保護者の方もお子さんも高齢化

しているということで、身体のニーズが無いから増えないのか、そこ

らへんをうかがいたいと思います。 

事務局：委員からお話があったとおり重度の身体のグループホームが不足して

いるところでございます。滝野川三丁目のグループホームは１２名の

定員でございますが、まだまだ足りないと区では思っておりますので、

この点については、区有地等を活用いたしまして、実現に向けた努力

をしていきたいと思います。 

委 員：今、委員からもありましたが、３２年度に新しいグループホームがで

きて、そこに重心の方が２名入れるということになっていますが、本

校も毎年、少なくとも３名くらいの北区在住の方が卒業していきます

ので、グループホームに関して、区有地等も利用するとおっしゃって

いましたが、北区では学校の統廃合が進んでいるので、その跡地等も

有効活用するというようなお話も聞いていますので、ぜひそうした活

用も考えていただきながら、グループホームの受入れ者数を、少しず

つでもいいので、増やしていただけるようにお願いいたします。 

会 長：この点については、他の部署との兼ね合いもあると思いますが、今の

時点で、ご質問に対していかがですか。 
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事務局：おっしゃるとおりです。障害福祉課としては、グループホームが不足

していると考えていますので、健康福祉部で連携を取っていきたいと

思っています。 

委 員：補足させていただきます。学校の跡地等の利活用については、政策経

営部が利活用検討委員会を設置して、その中で議論しているという状

況でございまして、この場で何ともお答えできないかなと思っていま

す。ただ、障害福祉課長からもありましたように、区有地等の遊休施

設の利活用も含めまして、障害福祉課、また、健康福祉部としては、

そういった活用も含めて、グループホームの誘致等について検討して

いきたいと、計画にも考え方をお示ししているところですので、でき

る限り頑張っていきたいなというのが現場の思いだとご理解いただき

たいと思います。 

委 員：生活介護のところですが、生活介護に通っている方の重度化がすごく

課題になっていると聞いています。数字的にも非常に伸びていますが、

数だけじゃなくて、その中身も捉えた方がいいと思いますが、いかが

でしょうか。 

委 員：区立の生活介護施設では、現在、数名の医療的ケアの方、重度と言わ

れる目も離せない方が増えてきています。医療的ケア３名に対して１

名の常勤看護師ということで対応していますが、実際、３：１では足

りないというのが現状です。看護師の不足もあり、できる限り安全に

過ごしていただくための手立てを日々模索しているところです。あと、

知的の重度の方でも、高齢化や重度化が進んでいますので、身体に限

らず、そういう話が出てくるのだろうと思います。そういうときに、

区立施設としてどうやって対応していくのかというのは、課題だと捉

えております。 

委 員：生活介護のあり方として、１８歳から６０歳を超えた方が、同じ施設

で同じようなプログラムを行っていいのかという問題があります。高

齢者のサービスをやっている方のお話を聞くと、６０代の若い高齢者

の方は、今のデイサービスには行きたがらない。８０代、９０代の方

向けの内容が多いということで、その世代間の問題が、障害か高齢か

だけじゃなくて、日中通える場所の選択肢を増やす、その人にあった

楽しめる場というのを視野に入れて、内容の問題も含めて検討してい

ただきたいなと思います。 

会 長：おっしゃるとおりです。いろいろと課題も浮かび上がってきたのでは

ないかと思います。これも、今年度からの新たな課題として、専門部

会でも議論していただきたいなと思います。 

（６）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 

（障害者差別解消法相談受付一覧表について、３件の相談内容及び窓口の対応

内容を説明。） 

○事務局から資料１２、１３の説明 

事務局：北区では、障害者差別解消法が施行される前の２７年度から、障害者
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差別解消法啓発事業を実施しています。２９年度は映画『聲の形』上

映会を開催し、小・中・高校生等の若い世代の参加者が増加するなど、

一般区民への普及啓発に努めてきました。３０年度も映画上映会を開

催し、一般区民に広く障害者理解の促進や法の趣旨の普及啓発を行う

こととしたいと考えています。映画は『ぼくは うみが みたくなり

ました』を検討しています。メディアなどで「自閉症」や「発達障害」

という言葉をよく耳にする昨今ですが、実際の症状や接し方などは、

あまり知られていないのではないでしょうか。本作品は、「自閉症」に

焦点を当て、ひとりの自閉症の青年を取り巻く人々の人生や心の成長

を、時にユーモラスに、時に厳しく、そして暖かく描き出しています。

開催日時は、３０年１０月２０日（土）午後２時から。会場は、北と

ぴあのつつじホール。内容は、挨拶、映画上映、アンケートの実施で

す。 

会 長：上映会に参加した方にアンケートを実施するとありますが、それだけ

ではもったいないので、会場のスペースの関係もありますが、個別の

相談もできれば、なおいいと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局：会場スペースの問題もありますが、事務局で検討させていただきたい

と思います。 

４．閉会 

○全体を通じて 

委 員：障害児を持つ親として、これだけ世の中の皆さんがご支援をいただい

て、心から感謝しています。先日、ある子どもがケガをしたとき、病

院の先生から、作業中に起きたことだから、労災保険が適用になるの

ではないかと言われて、びっくりしました。監督署の人にも、たとえ

少額でもお金を払っていれば、労災保険をやらないといけないと言わ

れて、びっくりしました。しかし、監督署の上司の方はちゃんとわか

っていて、たまたま窓口の方がそれを知らなかったと、一見落着しま

した。つまり、Ｂ型作業所などは、労働契約を結ばないので、労災保

険は必要ないというわけです。そうした細かいことも取り扱う委員会

や会議があった方がいいと思います。また、福祉の前段階である教育

も大事です。この委員会でも、障害児の教育について、もう少し掘り

下げてやったらいいかなと思っています。 

会 長：現場、あるいは保護者としてのご苦労を、いつも披露していただいて

おります。ご指摘のように足りない部分もあるかと思います、自立支

援協議会でも、専門部会でも議論していきたいと思います。 

○事務局から次回の開催日程の説明 

事務局：次回の自立支援協議会の日程は、来年の１～２月を予定しています。

また、今年は、各会議体からの意見の吸い上げの仕組みを作り、専門

部会での検討を行っていこうというところです。専門部会の委員の皆

さまにつきましては、検討にご協力をお願いいたします。 

○副会長挨拶 

副会長：今、いろんなところに行けるようになって、なおかつ、仕事をさせて
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いただくようになって、いろんな活動もさせていただいています。そ

ういうことができるようになるまでに、いろんな方から情報を得て、

いろんな相談に乗っていただきましたが、そういう人たちに行き着く

までには、長い期間がかかりました。そういう相談できる窓口は、自

分の経験上、すごく必要だと思っています。基幹相談支援センターが

無い現状で、どういうふうにやっていくか。相談に乗っていただく方

は大変かと思いますが、自分も障害を持っていて、本当に有難かった

と感じています。ぜひ、３６５日２４時間というお話もありましたが、

皆さんのお知恵で、問題が解決されて、障害を持っていても住みやす

い暮らしになってほしいなと思います。 

また、間もなく２０２０年オリンピック・パラリンピックもある中で、

国でバリアフリーの話が進んで行って、あちこちでエレベーターとか

いろんなものが出てきていますが、身近なところでは、今まで入れた

店舗が改装されて、逆に段差ができちゃたり、椅子が固定椅子になっ

てしまって、車いすが入れないということがありました。大きな国の

バリアフリー基本構想の中では、なかなか立ち入れないところですけ

ど、北区ではそういうところまで踏み込めるような、もっともっと車

いすの身でも、街に出て行って、楽しんで暮らしていける世の中にな

っていけるように、自立支援協議会の中で、話していければいいなと

期待します。次回の本会は来年になりますけれど、それまでの間でも

専門部会でいろんな話が議論されてほしいなと、よりよくなったらい

いなと思います。また、部会が一つ増えると、一つひとつ専門的に、

話し合うことがいいと思うこともありますし、いろんな問題がでてき

たときに、いろんな部会に跨るようなこともあるので、跨って解決す

るような専門部会の在り方も議論できれば、情報の共有もできればい

いんじゃないかないかと思います。 

会 長：ありがとうございました。議事進行のご協力に感謝いたします。手話

通訳の方やガイドヘルパーの方も、本当にご苦労様でした。 

以上


