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平成３０年度第２回 東京都北区自立支援協議会 議事要旨 

日 時 平成３１年２月６日（水）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、吉田耕一、古場亜希、飯野美穂、横手美幸、 

薄井哲夫、江澤新治、高田裕司、岸本高明、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、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、藤平障害福祉主査、中村主査 

次 第

１．開会（資料１・２） 

２．議事 

（１）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置案について

（資料３） 

（２）「北区手話言語条例（仮称）制定に関する件」の陳情採択を受け

た対応について（資料４・５） 

（３）障害者（児）施策に関する意見の提言の受付状況（資料６・７）

（４）障害者差別解消法に関する取組（資料８～１０） 

（５）その他（連絡事項等） 

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．「（仮称）医療的ケア児支援部会」の設置案について 

４．「北区手話言語条例（仮称）制定に関する件」の陳情採択を受けて

の区の対応について 

５－１．江戸川区手話言語条例 

５－２．荒川区手話言語条例 

５－３．東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 

５－４．豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に

関する条例 

６．東京都北区自立支援協議会への意見記載票受付簿 

７．平成３０年度東京都北区自立支援協議会専門部会開催状況 

８．障害者差別解消法相談受付一覧票 

９．平成３０年度障害者差別解消法啓発事業の実施結果について 

１０．東京都障害者差別解消条例チラシ 
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要 旨 

１．開会 

○配布資料の確認 

○川村会長挨拶 

○新任委員紹介 

○事務局から資料２の説明 

事務局：本協議会については、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設置されています。また、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

協議会の性格を併せ持つものとされています。なお、現在、協議事項

について検討を行うため４つの専門部会（相談支援部会、地域生活部

会、権利擁護部会、就労支援部会）を置いています。 

２．議事 

（１）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置案について 

○事務局から資料３の説明 

事務局：近年、医学の進歩等を背景として、人工呼吸器、経管栄養、たんの吸

引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家族の支援が求められ

ています。また、平成２８年６月に一部改正された児童福祉法におい

て、医療的ケア児が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

関の連携が一層求められています。北区におきましても、平成３０年

３月に策定いたしました障害児福祉計画に、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成果目標として位置づけているところ

です。そこで、計画に基づく協議の場を、北区自立支援協議会の専門

部会として位置づけ、「（仮称）医療的ケア児支援部会」を新設するも

のです。 

    協議事項は（１）関係機関相互の連絡調整及び情報共有、（２）地域の

課題や対応策、（３）その他医療的ケア児支援に必要な事項とさせてい

ただきました。障害児だけではなく、医療的ケアを要する１８歳以上

も対象とするものです。分野を超えたネットワーク作りと、地域課題

の掘り起し及び解決策の検討を行います。 

    医療的ケア児支援のための協議の場は、関係機関の連携の推進及び支

援体制の整備に関する協議を目的としているため、自立支援協議会と
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目的が共通しています。現在、４つの専門部会を置いていますが、医

療的ケア児につきましては、より高度な専門性が求められることから、

他の専門部会とは異なる特別専門部会として位置づけ、学識経験者や

保健医療代表を含めた委員構成とさせていただきたいと思います。な

お、「（仮称）医療的ケア児支援部会」は、検討結果を地域の課題とし

て自立支援協議会に報告・提案するものとし、他の専門部会とは対等

な関係と考えています。 

    委員構成の案は、学識経験者、保健医療代表、障害福祉代表、教育代

表と事務局として区の行政機関を想定しています。当事者団体等をオ

ブザーバーとしてお呼びし、必要に応じて、医療的ケア児の現状等に

ついて意見を聞く機会を設ける必要があると思います。協議内容等必

要に応じて、他の行政機関の招集も考えています。 

    検討経過です。昨年の１０月から、相談支援部会において検討をさせ

ていただきました。また、東京都医療的ケア児支援関係機関連絡会を

傍聴して情報収集を行いました。今年の１月は、協議の場の設置に向

けた庁内連絡会を開催し、関係部署の職員が理解を深め、協議の場の

設置意義を共有したところです。そして、本日、自立支援協議会にお

いて報告、検討をお願いしているところです。 

    なお、協議の場を設置済みの区は、現在６区となります。 

    今回、「（仮称）医療的ケア児支援部会」とさせていただきましたが、

１８歳以上も対象ということですので、「医療的ケア児・者支援部会」

としてもいいのかなと思っています。その点も含めて検討、議論いた

だければと思います。 

会 長：設置の案について、また、専門部会を設けるにあたって、「医療的ケア

児支援部会」にするのか、１８歳以上の障害者も含めた「医療的ケア

児・者支援部会」がいいのか、ご意見いただきたいと思います。 

委 員：今年度、相談支援部会では、医療的ケア児の支援について、部会委員

でもある田中委員から現状や課題についてお話をいただき、検討を行

いました。相談支援部会では、取り扱う議題の範囲が広く、１つ１つ

の議題に対して深められていないという現状がありますので、実際に

医療的ケアに特化した情報共有の場やネットワークが区内にあった方

がいいのではないかと話し合いました。成長して大人になっていくラ

イフステージがありますので、話し合い、共有の場ができる機会には、

医療的ケア児だけではなく、「者」も入れて、現場の状況等が吸い上げ

られるような部会になったらいいのではないかと話し合いました。 

会 長：専門部会として設ける際には、医療的ケア児・者の方が望ましいので
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はないかというご意見でした。医療の分野ですから、専門の北区医師

会の須賀田先生、何かご意見あればいただきたいのですが。 

委 員：医療機関として、医師会としても協力していきたいと思っております。

会 長：訪問看護ステーション連絡協議会の田中様はいかがですか。 

委 員：横手委員と同じ意見です。お子さんたちが大きくなる過程において、

決して医療的ケアが無くなるということはなく、どちらかというと増

えてくる傾向が多く、年齢で分断されてしまうことがあってはならな

いと意見をまとめさせていただきました。 

会 長：他の方はいかがですか。 

委 員：本校は肢体不自由の特別支援学校で、小学部・中学部・高等部全部で

１８０人くらいの児童・生徒がいます。そのうち、３０名くらいの方

は登校後すぐに保健室に寄ってバイタルチェックをしてから、その日

の授業が受けられるか保健師が確認しています。医療的ケアの方は

年々増えておりますし、教員もそれに合わせて研修等でスキルを積み

重ねているところです。１８歳で本校は卒業になりますが、卒業後、

加齢とともに体調を崩されたりして、医療的ケアを始める方もいます

ので、ぜひ１８歳以上の方も含めた専門部会にしていただけるといい

と思います。 

会 長：現場の様子を詳しくお伝えいただき、ありがとうございます。私から

事務局にお伺いしたいのですが、２３区で中央区から杉並区まで設置

ということですが、他区ではこんな会議だという様子がもしわかれば

いかがですか。 

事務局：中央区が自立支援協議会の専門部会という位置づけで、北区が考えて

いる内容と同じです。江東区は江東区小児在宅医療連携推進会議とい

うことで、最初別の会議体を設けていたところですが、自立支援協議

会の児童部会と連携、合流するということで、自立支援協議会の専門

部会という位置づけになると聞いています。目黒区から杉並区につい

ては、自立支援協議会とは別の会議体と聞いています。また、来年度

に向けて検討するという区が大多数を占めていますので、設置予定７

区となっていますが、来年度はさらに増えていくと認識しています。 

会 長：何かご意見ある方いかがですか。 

委 員：２３区の中では進捗も早く、関係の皆様が努力いただいたことを敬服

したいと思っています。伺いたいのは、委員構成に保育課が入りまし

たが、医療的ケアが必要になる子どもの保育園の状況がどうなってい

るのか、北区も待機児解消問題は相当努力いただいて、昨年は公務員

の保育士を８０名募集する積極的な取り組みをなさって、今、滝野川
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の一部の地域を残してほぼ待機児解消となっています。現場が相当努

力して保育対応していることは承知していますが、さらに医療を含め

た専門的ケアというところまでとなると、なかなか大変だなと思いま

す。担当課がいないのですが、医療的ケアを必要とする子どもの保育

の要求があるかないか、現場でどのような対応をしているかなど聞か

せてください。 

事務局：詳細な人数等は把握していないところですが、医療的ケアを必要とす

るお子さんは実際にいると聞いています。具体的には導尿の方がいま

すが、まだ小さいということもあり導尿のケアはしていないと所管か

ら聞いています。また、今後は、看護師の配置など具体的にどのよう

な対応ができるのかということが課題になっていると聞いています。 

委 員：責任を持って保育することはとても大事なことなので、状態を見極め

ること、慎重になるということもあるかと思います。インターネット

で、板橋、練馬、北区をエリアにする医療的ケア児の対応もできる民

間の保育所を見ました。ただし、今、北区からの募集は受け付けてい

ないとある。民間の保育所の状況ですが、そんな現状もありました。

そういう子どもを待機児とカウントするのか、しないのか、これは行

政的にも大きな課題ではなかろうかと思っておりますが、改めて保育

課が入ってきたという積極性は、私は高く評価したいなと思います。 

会 長：異論はないどころか、さらに推進していこうということだと思います。

もちろん課題もたくさんあるでしょうが、今までの議論を伺いますと、

専門部会として設置をする、名称については「医療的ケア児・者支援

部会」とするということでよろしいですか。 

委 員：医療的ケア児の部会を作ることに、特に反対ではないのですが、就労

支援部会が出来たときも思いましたが、部会が増える理由、根拠、北

区としてどういう方法で部会を増やすとか、きちんと計画に沿って、

どれだけの専門部会が必要なのかということを整理しないと。よくわ

からないところで部会が増えていくというのはあまりよくないと思っ

ています。 

    それと、委員構成ですが、ライフステージに合った支援をするという

ところで「者・児」となったとき、例えば、生まれてからすぐに医療

的ケアが必要になるお子さんがいて、成人以降もこのメンバーでそれ

がクリアされていくのか、保育園、幼稚園、学校、卒後の施設等含め

て、「児」でいくのか、「者・児」でいくのかでメンバーが変わってく

ることもあるのか伺いたいなと思います。 

会 長：ありがとうございます。今後のこともありますし、確かにおっしゃる
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ように増やしていけばいいというものでもないですが、今のご意見に

ついて、事務局、今後の課題でもあるかと思いますが、今の時点でコ

メントいただけますか。 

事務局：ご意見ありがとうございます。専門部会がどんどん増えていくという

のは、事務局としてもあまり望ましい状況ではないと認識しています。

設置の経緯でありましたとおり保健、医療、障害福祉、保育、教育の

連携が必要になるということ、また、医療的ケア児が増えているとい

う現状から、今回、新たな専門部会として設置させていただきたいと

いうところです。委員の構成については、調整中のところもあります

が、今後精査していきたいと考えています。また、これが数年たって

ある程度問題が落ち着くということがあれば、専門部会の統廃合も考

えていきたいと考えています。 

会 長：私は他の自治体や社協でも色々関わっていますが、専門部会は限界と

して５つだと思います。７とか８つになりますと、親の会との調整が

なかなか難しいと思います。要は専門性を高めながら、しかし、それ

ぞれの専門部会が個別に情報共有しながら相乗効果を高めて行こうと

いう考え方でよろしいのではないかと思います。今回、新たに作ると

いうことは、障害者や保護者、あるいは一般の区民の方のご意見もあ

りますから、なかなか難しいところですが、とりあえず５つは他の自

治体等でもありえる数です。ただ、６、７つとなりますと、これは考

えなくてはならない。この件について、今後のこともありますが、い

かがでしょうか。とりあえずスタートをして、様子を見るということ

でいかがでしょうか。 

副会長：まさに僕は医療的ケアの当事者です。人工呼吸器や医療的ケアに関し

ては、地域で暮らすみんなでお互いに情報共有することを目指して、

「呼ネット（人口呼吸器ユーザーネットワーク）」という団体を作って

１０年くらいたちます。この間、制度的に大きな変更もありましたが、

去年、元気だった呼吸器ユーザーが亡くなってしまったり、自分自身

も去年の暮に呼吸器が外れて１０分くらい意識を失ってしまったりと

いうことがあり、やはり未だに諸問題を抱えているというのが現状で

す。そして、全国的な活動をさせていただいた「呼ネット」ではなく

て、自分の身近な北区内で医療的ケアあるいは人工呼吸器ユーザーの

生活を考える会みたいなものをやってみようかなと思っていたところ

でした。北区の中でこのような動きがあるのを知らなかったのですが、

国の方針として、医療的ケア児のお子さんたちが生きていくためとい

うだけではなくて、教育の場もすごく必要だと感じたところなので、
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北区内の生活の現場における問題点を出していただければなと思いま

す。その辺を考慮していただいて、当事者団体などをオブザーバーと

してお呼びするとありますが、やらしていただけるなら、傍聴でもな

んでも積極的に参画していきたいと思います。相談支援部会のほうで

はお話があったみたいですが、自分の身近ですごく考える、感じるこ

となので、何か動きがあったら情報をいただけたらなと思います。本

会議だと、年に２、３回で終わってしまって、耳に入ってくることが

結果とか報告とかになってしまいますので、ぜひ、その前段階で情報

を知りたいと思いますので、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。専門部会の設置という方向でいかがかなと

思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：私の子どもが生まれた頃は、本当に相談するところなんて無くて、お

父さんお母さんは右往左往したのですが、今は相談でき色々な支援が

あるので、医療的ケアを受けるにしても、以前に比べたら今の子は幸

せだなと、皆さんに見守られて、生きていけるというのは本当に良い

ことだと思います。相談支援だけでは受け止められないような専門的

な医療的ケアの相談が、成長していくと、医療の他に学校、就学の問

題とか色んなことが出てきます。また、親も色々なことを相談に乗っ

てもらいたいとなると思うので、本当にぜひ作っていただきたいなと

思います。それから、医療的ケアはやっぱり「者」になってもずっと

続くものだと思うので、「者」も入れて作っていただけたらいいなと思

います。すごく範囲が広くて、奥が深くなって、とても大変だと思う

のですが、必要じゃないかなと考えています。 

会 長：保護者のお立場からご発言いただきました。ありがとうございました。

それでは、医療的ケア児・者支援部会を５つ目の専門部会として作る

ということでよろしいですか。 

（異議なし） 

会 長：ありがとうございます。それでは、様々なご意見や課題が提示されて

おりますので、事務局よろしくお願いします。 

（２）「北区手話言語条例（仮称）制定に関する件」の陳情採択を受けた対応に

ついて 

○事務局から資料４、５の説明 

事務局：平成２３年８月に障害者基本法の一部を改正する法律が施行され、「全

て障害者は、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」と定められ、手話は言語であると定

義されたところです。北区議会においても、平成２６年第３回定例会
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において、「手話言語法制定を求める意見書提出に関する件」の請願が

全会一致でされ、平成３０年第３回定例会においては、「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ところ

です。また、東京都においては「東京都障害者への理解促進及び差別

解消の推進に関する条例」が、平成３０年１０月１日より施行されて

いるところです。 

    「北区手話言語条例（仮称）制定に関する件」の陳情採択を受けて、

区は他自治体の動向などの情報収集を行うため、昨年１１月に「全国

手話言語市区長会」に加入しました。今後は他自治体で制定している

手話言語条例、情報コミュニケーション条例、東京都の障害者差別解

消条例などの条例を研究し、自立支援協議会や関係する障害者団体な

どの意見を聞きながら、平成３１年度中を目途に条例が制定できるよ

う検討を行うこととしたいと考えているところです。 

    今後のスケジュールですが、本日、自立支援協議会で報告させていた

だきましたが、詳細は権利擁護部会にて検討、また関係する障害者団

体、北区聴覚障害者協会、登録手話通訳者会などから意見を聴いてい

きたいと思っているところです。３１年８月には、自立支援協議会に

てある程度の骨子案が報告できればと考えています。そして、１０月

頃にはパブリックコメントをかけまして、区民の皆様の意見も聞きた

いと考えております。３２年２月の第１回定例会におきまして条例案

提出、３２年４月に条例制定というスケジュールです。 

続きまして、資料５には、先行して制定されております他区の事例を

掲載させていただいたところです。 

資料５－１につきましては、江戸川区の手話言語条例です。３０年４

月１日に施行され、第１条の目的で、手話への理解の促進及び手話へ

の普及に関する基本理念を定め、手話に関する理念、目的と普及を示

しているところです。 

資料５－２は荒川区の条例です。平成３０年７月１７日に制定され、

江戸川区と同様に手話言語条例、手話に特化した内容の条例という形

になっているところです。 

資料５－３は東京都障害者への理由促進及び差別解消の推進に関する

条例という形になっておりまして、障害を理由とする差別の禁止、相

談体制、紛争の防止、また、解決するための体制ということで差別解

消の内容に特化した形になっています。３ページ目に「全て障害者は、

可能な限り、言語（手話等を含む。）その他の意思疎通のための手段に

ついての選択の機会の確保」という形で、手話を言語とする意思疎通
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の内容について、記載があります。 

資料５－４です。こちらは、豊島区手話言語の普及及び障害者の多様

な意思疎通の促進に関する条例という形です。荒川区と江戸川区の手

話言語に特化した条例プラスの内容となっておりまして、第１章が総

則で、第２章が手話言語の理解の促進及び普及ということで、手話言

語のことを謳っておりまして、第３章で障害の特性に応じた多様な意

思疎通の手段の利用促進という形で、手話言語以外の意思疎通の促進

についての記載もあります。 

江戸川区、荒川区、東京都、豊島区の事例をご紹介しましたが、現在

検討中の区、もしくはこれから検討する区もあります。北区も関係団

体の意見を聞きながら、３１年度中を目途に制定を目指していきたい

と考えています。 

会 長：区議の方お二人みえていますが、全会一致ということで、何かご意見

ありますか。 

委 員：今回、各会派で検討して、障害者の方々が日常生活を営む上で、障害

者ということで差別されてはいけない、少しでもお手伝いできればと

いうことで、異論もなく全会一致で採択させていただきました。また、

お話しいただきました手話言語条例の制定ですが、各区の条例を見て

みますと、理念法であったりとか、具体的なことに触れている条例で

あったりとか、様々ございます。今回北区も手話言語条例の制定に向

けて、これから研究、また、検討されていくことかと思いますが、ぜ

ひとも当事者の方々が日常生活において、不自由なく生活できるよう

に、理念法にとどまることなく、より具体的なご意見を聞きながら、

また、当事者意識を持ちながら、合理的配慮をしていけるような内容

にしていただきたいと要望したいと思います。 

会 長：その他の委員の方はいかがですか。 

委 員：手話言語に特化した条例がいいのか、豊島区のように障害者の多様な

意思疎通の促進を併せたものがいいのか、検討の必要があるのかなと。

言葉が発せられない重度の身体障害の人ですと、トーキングエイドな

どの文字を打って音声で出てくる機械を使っている方もいるので、意

思疎通という意味では幅が広いと思うのですが、その辺を一緒にした

ほうがいいのか、それぞれの意思疎通という意味で、手話は手話で作

ったほうがいいのか、検討の余地があると思います。 

会 長：ありがとうございました。大変重要なご指摘だと思います。点字とい

うのもありますし、手話だけでなく、コミュニケーション全体を図っ

ていく条例がいいのかなと思いますけど、他にいかがですか。区議会



- 10 - 

ではその辺りのご議論はあったのでしょうか。 

委 員：同様の議論はありましたが、陳情者の案文を全会一致で採択するとい

う形を採りました。当然、特化していいのかという議論を踏まえた上

での陳情採択で、今後障害者団体などに意見を聞くという提案になっ

ていますので、ぜひその辺り深めていただければと思います。 

会 長：来年２月までに条例案を提出するということですが、今の委員のご意

見、あるいは区議会の意見も踏まえながら、平成３２年４月に条例を

制定するというスケジュールの基本的な方向性はよろしいですか。 

委 員：手話といっても、盲ろう者の方は普通の手話じゃなくて、手話点字が

ある。そうしたことも含めて今後検討していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

会 長：そのとおりです。そうしたことも踏まえながら、条例案の提出に向け

て、議論していくということでよろしいですか。 

委 員：権利擁護部会を担当していますが、この前の部会で、権利擁護部会で

検討していく予定だと伺いました。今回、皆様からご指摘いただいた

点について、今年の夏くらいまでにある程度の内容を決めて、それで

案を挙げていくということでしたので、我々の部会のみでやるわけで

はないですが、ある程度の方向性を新年度迎える前くらいに決めても

らわないと厳しいという気はしました。また、関係する障害者団体な

どからの意見聴取というところですが、ここも方針によっては、聴覚

の方たちの団体以外にももう少し幅広く見ていかないと、なんとなく

作ったという感じにならないといいなと、せっかくなので意味がある

ものを作れるといいなと思っていますので、早急に方針を決めていた

だけるといいかなと思います。 

会 長：今の委員のお考えに対し、事務局のほうでご意見いただければ。 

事務局：委員からご発言があったとおり次の自立支援協議会を７月か８月くら

いに予定しているところですが、その段階ではある程度の案もしくは

骨子案をお示ししなければならないと考えているところです。という

のは、紙面には書いてありませんが、９月か１０月にはパブリックコ

メントと言いまして、区民の皆様の意見を聞く期間を設けております

ので、そこで揉んでもらうためには、ある程度の形ができていなけれ

ばならないと考えています。また、権利擁護部会で検討ということに

なっていますが、陳情者である聴覚障害者協会、その他多くの団体が

ございますので、様々な関係するところから意見を聞いて、早急に検

討して参りたいと考えています。 

会 長：協議の方向性と段取りを事務局からご説明いただきました。よろしい
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ですか。 

（異議なし） 

会 長：ありがとうございます。では、そういう方向で、来年２月の条例案提

出まで、権利擁護部会中心に全体会も通じて意見交換して、まとめて

いくということでお願いします。 

（３）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６、７の説明 

事務局：障害者を取り巻く社会環境の変化に柔軟に対応し、障害者施策をより

効果的に推進するため、区内の障害福祉サービス事業所等から構成さ

れる会議体から意見を聞くというものです。今回、２件挙げられてき

ました。 

    まず、在宅難病患者訪問診療調整委員会（代表：北区医師会）からで

す。提言の件名は「水害時の人的・物的支援について」です。「自然災

害の中で、荒川が氾濫した場合など、北区内では水害による被害も容

易に想定される状況です。その中で、河川沿いに位置する高齢者施設

や障害者施設に対する浸水被害などの水害時の人的・物的支援の充実

が強く望まれる。」という提言があったところです。担当する専門部会

は地域生活部会ですが、区におきましても防災課が所管になっている

ところですので、防災課、福祉部門と連携しながら研究、課題解決に

向けて、取り組んでまいりたいと考えているところです。 

    続きまして、小児地域連携会議（代表：あすか山訪問看護ステーショ

ン）からです。提言の件名が「医療的ケア児及び重度の障害を持つ子

どもの在宅支援関係機関の協議の場の必要性」です。「当財団において

は平成２４年度より「小児地域連携会議」を年２回開催してきました。

その事業では連携の重要性が第一に挙げられ、支援機関ごとの機能を

見える化し、相互の理解促進に努めてきました。平成３０年度以降は、

北区のタイムリーな実態把握と検討課題の整理・具体化が必要と考え

ます。そのために、定期的に支援機関が一堂に介し、協議する場を設

けることがますます重要と考えます。」という内容です。こちらは相談

支援部会で先ほど議論にありました「医療的ケア児・者支援部会」の

設置に向けた検討を行ったところです。 

続きまして、平成３０年度東京都北区自立支援協議会専門部会の開催

状況です。相談支援部会においては、医療的ケア児の協議の場の設置、

基幹相談支援センターの検討、地域生活部会においては、東京都障害

者総合スポーツセンターの見学と、防災、グループホームの整備につ
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いての検討を行ったところです。権利擁護部会については、差別解消

法啓発事業実施結果などについて検討しているところで、第４回では

「北区手話言語条例（仮称）」の制定に向けた検討も行っていきます。

就労支援部会は、一般就労の推進、福祉的就労の充実、高齢化への対

応や地域生活の充実について、検討を行っているところです。 

会 長：ありがとうございました。それでは、何かご意見あればお伺いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：資料６の１ですが、地域生活部会が担当なので少しお話させていただ

くと、北区のハザードマップの範囲内の施設に対しては、防災課から

災害時の避難計画を出すように依頼があり、防災計画の策定は進んで

います。部会としては、防災について伺ったところ、障害者福祉セン

ターが防災課と協議をしている最中で、今年度はお話ができないとい

うことですので、来年度以降、センター所長などにお話を伺って、防

災についての状況を確認していくという予定になっています。 

会 長：ありがとうございました。いざというときのために災害時の要配慮者、

要支援者の台帳を作り、安全に避難することは大事なことです。今、

お話のありました障害者福祉センターの滝澤所長、何かご意見あれば

いただきたいと思います。 

委 員：水防計画は、２月に防災課に避難計画を提出することになっています。

センターは該当していないですが、区立施設であすなろ福祉園、王子

福祉作業所等いくつか該当していますので、提出について確認し、内

容も含めて助言なりさせていただく予定です。防災については、私ど

もの区立施設の保護者会のほうからも、防災、福祉避難所について問

い合わせが非常に多いところです。実は障害者施設に関しては、まだ

福祉避難所の開設訓練を行えていない状況なのですが、センターでは、

先月、職場研修としてＨＵＧ（ハグ）という避難所の運営訓練を職員

向けにやりました。計画も含めてまだ調整中のところもありますが、

来年、保護者会のご意見を伺いながら、防災計画、福祉避難所の運営

に関して課題を整理しながら、良いものを作っていけるように職員一

同努力しているところです。 

会 長：ありがとうございました。障害者の施設だけでなく、福祉施設は一般

的に福祉避難所になるわけですが、一般の避難者の方も避難に来て大

混乱が見られるわけです。北区の障害者関係の避難所のあり方ととも

に、地域の住民の方のご協力をいただくこともとても大事なことだと

思いますので、地域の自主防災組織等も連携されるとよりいいのかな

と思いました。よろしくお願いします。 
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委 員：今年から就労継続支援Ｂ型の国が支払う報酬が変わったと、人の数で

はなくて、確か工賃を上げると報酬がいっぱいもらえるというシステ

ムになったみたいですが、北区のＢ型作業所ではどのような現状でし

ょうか。 

会 長：事務局いかがでしょうか。もしくは、Ｂ型や就労のご担当の方いかが

でしょうか。 

委 員：今言われたように、就労Ｂいわゆる福祉的就労の場の事業所に対して、

工賃が１万円から２万円までだったら収入はこれくらい、２万円以上

だったらこれくらいというように、工賃を輪切りにして支援費が出る

ようになったので、すごいきつくなっていると思います。だから、Ｂ

型事業所のお金がすごく減って、年間で１００万円を超える減収にな

っています。お休みしたら報酬が出ない実績主義であるのと、工賃の

高いか低いかによって報酬が違うというふうになってしまったので、

うんと減算しているところが多いと思いますが、その辺はいかがです

か。 

委 員：今回、報酬改定があった関係で、区立の作業所でも今までより非常に

シビアになりました。業者から発注依頼を受けても、作業所では高齢

化もありまして、実際なかなか毎日全員が１００％働くことはできな

い。その辺が、出席率に即して現場で作業できなければ減らすという

シビアに反映させる報酬改定になってしまったので、確かに作業所の

運営収入が減算になっています。働ける方たちが高齢化しているので、

働ける方がいない。また、減収し、支援員も少ない中でどうやって運

営していこうかというのが課題になっています。就労支援部会の中で

も、議論になっているところですが、現状はそういうところです。 

会 長：ありがとうございました。この関係で、他の委員の方で現場の状況等

お話していただける方いましたら、お願いします。 

委 員：私どもの法人もＢ型事業所の運営をしているので、そこでの状況をお

話しますと、報酬改定があったことで、経営がより厳しくなったとい

うのは現実にあります。要するに週１日来る人と週５日来る人では、

当然もらえる工賃の金額は変わります。Ｂ型の本来の目的としたら、

５日来られるのであれば更にステップアップしていこうという場とし

て作られているわけです。そのため、週５日来られてフルタイムに近

かったら、ずっとＢ型に縛り付けるのではなく、次の就労移行とか、

Ａ型とか、障害者雇用とかにチャレンジしていくわけです。そういう

人たちをどんどん出していくと、当然、作業所の中では働く人の数が

減るので、得られる工賃、収入の元になる部分が減ります。国の問題
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ですが、構造的に頑張ってもなかなか報われないというか、すごくバ

ランスの悪さを感じています。ただし、その中で工夫しながらやって

いくしかないのかなと思いますけれど。 

委 員：そういう中で、やはり優先調達など、可能な限り行政から仕事を出し

てもらう、または、北区として助成金を出すとかしない限りは、Ｂ型

事業所はとても厳しい状況に追われてしまいます。この間テレビでも

１年に２００万の減収だとか。しかも、障害者の人達が来ない日はお

金が出ないのです。何人いるから何人スタッフを雇用するということ

になっているので、お休みするかもしれないから、スタッフに今日は

お休みですというわけにはいかない。そういう状況なので、その辺を

カバーして、元気に働いていくためにもやはり区からいい仕事をどん

どん出していただけるといいなと。北区は３０年とか長い間就労して

きて定年になった障害者の方たちが多くいて、退職になったのでどう

したらいいかという相談がけっこう来るのです。その方たちも元気で、

働けるシルバーの時代をどうするかという問題がすごく多くなってき

ています。定年退職者が大勢出てきて、Ｂ型に入っていただく人達へ

の応援という意味でも、区の中に働く場を作っていただくことができ

るならば、それは一つの方法だと、それができないとしたら、いい仕

事を区から積極的に流していただきたいという話が、就労支援部会で

も出ています。細かいことはこの部会記録に無いのでわからないです

が、そういう働いてきて高齢になった人と、Ｂにいて高齢になって生

活介護に行くほうがいいという人と、２つの部分が出てきているとい

うことを含めながら、区の優先調達などを大いに考えていただきたい

なと思います。 

会 長：ありがとうございました。民間だけじゃなくて公的支援もという話も

ありましたが、現状で、あるいは今後、区としてはどんな対応をお考

えなのでしょうか。 

事務局：事務局で詳しくお答えできず申し訳ありませんでした。平成３０年度

から報酬が減収になって、厳しい状況というのは耳にしたことがあり

ます。小島委員からありました優先調達の関係は、福祉部門だけでは

どうにもならない課題と認識しておりますので、全庁で協力体制をと

りながら、雇用に結びつくものを考えていきたいと思います。 

会 長：はい。ありがとうございました。区も頑張っていただいて、ぜひ次の

自立支援協議会でも、情報をお出しいただきたいですし、専門部会の

ほうでも議論していただければと思います。 
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（４）障害者差別解消法に関する取組 

○事務局から資料９の説明 

事務局：平成３０年度障害者差別解消法啓発事業の実施結果について、昨年の

１０月２０日、障害者差別解消法の普及啓発及び障害理解の促進を目

的として、自閉症をテーマとした映画『ぼくはうみがみたくなりまし

た』上映会を開催しました。視覚に障害のある方も一緒に鑑賞できる

バリアフリー上映を行ったほか、法の趣旨をわかりやすくまとめた東

京都ＰＲ動画の上映や、原作者で自閉症児の父親でもある脚本家のご

挨拶をいただくなど、区民に向けてわかりやすく普及啓発を図りまし

た。実施結果ですが、参加者１６８名となっています。アンケートに

つきまして、記入者は障害当事者をはじめ、その家族、事業関係者、

一般区民という形になっています。年齢については、６０代以上が１

番多く、続いて４０代、５０代の順番でした。２０代、３０代の方が

少なかったので、それが課題になると思っています。全体の９７．２％

の方が障害について考えるきっかけになったと答え、障害者差別解消

法を知るきっかけになった方が８７％となっているところです。今年

度は若年層の参加が少なかったところですが、来年度どういう形でや

るかは検討ですが、今後も障害者差別解消法の普及啓発を図ってまい

りたいと考えています。 

○事務局から資料８、１０の説明 

事務局：区が受け付けました障害を理由とする差別に関する相談事例を２つご

紹介します。 

１件目、医療機関からの相談です。「病院では、月に２、３回、一般客

を対象とした参加無料の講演会を開催している。講演会の参加者の中

に聴覚障害の方がおりますが、「１０月の都条例の施行により、民間事

業者も合理的配慮の提供が義務となったのだから、手話通訳者の費用

を病院側で負担してほしい。」と言われた。今までは区の経費で手話通

訳者を派遣していたようだ。都の条例の施行を受けて、今後は病院が

手話通訳に係る費用を負担しなければならないのか。」という内容で

す。 

    平成３０年１０月１日に、東京都障害者への理解促進及び差別解消の

推進に関する条例が施行されました。都条例の特徴のポイントは「合

理的配慮の提供」を義務化したことです。合理的配慮の提供は、障害

者から手助けや必要な配慮についての意思が伝えられたとき、負担が

重すぎない範囲で、必要かつ合理的な対応をすることを言います。障

害者差別解消法において、合理的配慮の提供は、行政機関は義務、民
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間事業者は努力義務とされていますが、都の条例では、差別解消の取

組を一層進めるため、民間事業者についても義務として定めました。 

    相談を受け、区では講演会の内容などについて事実確認を行いました。

講演会は一般の人を対象とした参加無料の講演会であり、聴覚障害の

方はかなりの頻度で参加しているようでした。病院は参加費を一切取

っておらず、現状では手話通訳者の派遣費用まで負担するのは難しい

とのことでした。条例の内容について、東京都にも確認・相談をした

上で、医療機関に次のように回答しました。都条例は、事業者に対し

て合理的配慮の提供を義務付けてはいるが、「過重な負担の無い範囲」

という要件は法と同じである。合理的配慮の提供は病院側が無理なく

できる範囲で行うべきものであるので、参加無料の講演会である以上

は、病院側が費用を負担すべき義務があると一概に言えるものではな

い。 

２件目を紹介します。障害当事者からの相談です。「相談者が区内のそ

ば屋を利用した際、かけそばのつゆをお湯に変えてほしいと注文した

ところ、お店から健康な人を対象としているのでお断りだと拒否され

また。相談者は区外にお住まいで、まずお住まいの自治体に相談なさ

ったそうです。住まいの自治体からそば屋の本社に連絡してもらい、

再度お店に行ったが、今度は営業妨害だと入店を拒否され警察を呼ば

れた。自治体から店舗のある北区に相談するように言われた。改善を

してほしい。また、障害者に対する差別的な発言をされ、心配なので

一緒に店舗に行ってほしい。」回答、対応内容です。区から店長に障害

者差別解消法の説明、周知を行い、つゆをお湯にすることは過重な負

担のない範囲でできることではないかと助言しました。おそば屋は、

今後はつゆをお湯で薄めるなど、社内規程の範囲内で配慮を行うと約

束してくれました。また、区から本社にも連絡し、協力を依頼しまし

た。本人と店長が建設的に話し合い、お店が今後はできる限りの配慮

を行うと約束してくれました。 

会 長：資料８・９・１０について、私のほうから一つお伺いしたいのですが、

一般区民を対象にした障害者差別解消法のイベントは大変結構なこと

ですが、今後その他に飲食店など民間事業者に対する啓発をしていく

と、こういうトラブルもなくなるのではないかと思うのですが、その

点は事務局いかがでしょうか。 

事務局：東京都でも障害者の理解の促進及び差別解消に関する条例を制定しま

して、そういった周知というのも、東京都とともに区もやらなければ

いけないと思っています。今回若い方にあまり来ていただけなかった
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という課題もありますので、幅広く皆さんに障害者理解をしていただ

くように周知してまいりたいと考えています。 

会 長：はい。ありがとうございました。私、映写会の日は先約があって参加

できなかったのですが、参加された方何かご感想があれば。 

委 員：昨年の１０月３０日、私も『ぼくはうみがみたくなりました』上映会

に行き、拝見させていただきました。非常にいい映画ですごく感動い

たしました。ただ、アンケートにもありますとおり一般区民の方の参

加が３４．８％にとどまってしまったということと、やはり先ほど事

務局からもお話があったとおり参加者の年齢が非常に高くて、これか

ら裾野を広げていく、また、若い頃からしっかりと啓発していくこと

が大事だと思いますので、小・中学生の健常者の方々もこぞって来ら

れるような工夫をしてもらいたいなと思っております。また、一般公

開の映画の『こんな夜更けにバナナかよ』を私も観てまいりまして、

医療ケアが必要な方の生涯を描いた映画だったのですが、非常に感動

しました。映画のタイトルがすごくインパクトありまして、どういう

映画なのだろうということで観に行ったのですが、最後は涙が出るよ

うな非常に感動的な映画で、中学生の男子生徒と２人で観に行ったの

ですが、最初は隣でやっている『ボヘミアン・ラプソディ』を観たい

と言っていたのですが、本人も観てよかったと言っておりました。そ

ういった若い世代、これからの世代の方にも啓発できるような工夫を

今後ご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

会 長：委員のお話にも関連しますが、アンケート記入者のうち事業所関係者

が７．６％です。事業所関係への啓発も考えていただければと思いま

す。また来年度もこういう企画を予定されているということですから、

ご参考にしていただければと思います。 

（５）その他（連絡事項等） 

○事務局からの連絡事項 

○東京２０２０パラリンピック応援コンサート 

事務局：本日配布させていただきました東京２０２０パラリンピック応援コン

サートの件です。読売日本交響楽団より、東京都を通じて、オーケス

トラ・コンサートのご招待のご案内をいただいたところです。参加を

ご希望される方につきましては、事業所、団体様で取りまとめの上、

２月２０日までに北区障害福祉課へお申し込みいただければと思いま

す。様々な障害を乗り越えて、アスリートたちが限界に挑むパラリン

ピック。誰もが個性や能力を発揮し、活躍できる晴れのステージをも
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っと身近に感じていただきたいという趣旨のもと、東京２０２０のパ

ラリンピックの盛り上げに向けたオーケストラ・コンサートを開催す

るとのことです。 

○救急医療情報キットの記載内容の改定 

事務局：北区高齢福祉課の所管になりますが、緊急時に、一人暮らしの高齢者

や障害者の緊急連絡先、服薬状況、持病、かかりつけ医療機関、介護

支援事業者等の情報がわかるように、救急医療情報キットを配布して

いるところです。救急医療情報キットは平成２４年に作成してから６

年が経過したので、記載内容を改定したいということで障害福祉課に

相談がありました。川村会長と各部会、また、各障害者団体のご意見

を聞きまして検討させていただいたところです。高齢福祉課には、救

急情報用紙にルビをつけてほしい、ＦＡＸ番号を記載してほしい、一

人暮らし用サイズの冷蔵庫の場合は、場所をとってしまうのでもう少

し小さくしてほしいなどの意見を回答させていただいたところです。 

○次回の開催日程の説明 

事務局：次回の開催については、平成３１年８月頃を予定しています。開催時

期につきましては、事務局からご連絡させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。今年の８月までに、今回ご承認いただ

きました医療的ケア児・者の専門部会の委員構成や、（仮称）手話言語

条例の制定について、検討させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

３．閉会 

会 長：それでは、最後に、小田副会長からお願いします。 

○副会長挨拶 

副会長：今日、医療的ケア児に関すること、手話に関すること、専門的なお話

が出ました。自分も医療的ケアが必要というときに、在宅のヘルパー

派遣制度のことも知らず、父は早くに亡くなってしまったので、母が

すごく頑張って、昼も夜も僕から離れられず、体調を崩しても病院に

も行けない状況でした。障害を持っている者が受けられる訪問看護と

いうものがなかったときに、ひたすら家で我慢して僕の体を診てくれ

るという状況があったので、委員から話が出たときにそれを思い出し

てしまいました。制度がどんどん出来ていく中で、浮彫になっていく

問題も出てくると思うので、今回の特化した専門部会では、当事者の

話ということもありましたが、問題となっていることを当事者から聞

いていただけたらいいなと思いました。今日も前の会合のときに、た
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だでさえ全国的にいろんな業種が人材不足で、特に福祉職の人材がい

ないという現状の中で、普通の求人だけではなくて、福祉関連だけで

はない色んなところからの情報共有、アイデアが必要ではないかと自

分も感じています。難しい状況で皆さん知恵を絞りだしている中で、

それを否定するという意味ではなく、専門部会だけで話がまとまると

か解決するというのではなくて、福祉内外、いろんな業種の連携、つ

ながりが大事になってきていると思います。北区を文字って「来たく

なる街」、僕、生まれも育ちも北区で、障害を持って、北区でずっと住

んでいきたいと思いますので、かなり難しい問題が山積みだと思いま

すが、自分も微力ながら協力させていただきたいので、何かありまし

たら情報を流していただきたいと思います。ぜひ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。最後の最後に、健康福祉部長の小野村さん、

全体を通じてお感じになったことをお願いします。 

○健康福祉部長挨拶 

委 員：今日はかなりボリュームがある議題だったと思います。手話言語条例

につきましては、先ほどご議論いただきましたとおり、これから手話

に特化するのかどうかという検討が当然必要になってきます。事務局

として、しっかり皆様方、それぞれの団体、各委員のご意見を集約し

た上で、検討を進めていかないといけないと考えています。ただ時間

的な制約もありますので、早期に事務局として考え方を整理しまして、

８月の段階では、皆様方にしっかりご意見等をうかがえる機会にして

いきたいと思っています。また、小田副会長からもありましたが、実

はこの前の時間帯に、障害者団体連合会の方々と新年の懇親を深める

場がございまして、その場でも、先ほどご意見をいただきました人材

確保の問題、居住等の関係、それから施設の確保の問題等、各団体が

ご苦労されているという話をいただきました。区のほうでは福祉部門

だけでは解決しない課題と考えてございまして、特に障害者の皆様の

居住をこれからどう考えていくかなど、住宅部門、健康部門、教育部

門、様々な部門が連携して、検討していかなくてはならない課題が山

積してございます。引き続き区としてもしっかり取り組みを進めてま

いりたいと考えていますので、今後とも皆様方のご支援、ご協力お願

いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。 

会 長：ありがとうございました。今日は長時間にわたりご意見をいただきま

してありがとうございました。また、来年度に向けて、ぜひご協力を

いただければと思います。同行の介護者の方、手話通訳の方、ご協力
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いただきまして本当にありがとうございました。それでは、これで終

わりたいと思います。 

以上 


