
北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９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：42,276件
・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。
　相談件数：1,730件

△

【障害福祉課】
・障害相談係等において、引き続き
適切な情報提供・助言を行い、障
害福祉サービスの利用支援など、
相談支援の充実に努めます。
・引き続き関係機関との連携を通し
て、保健・医療・福祉をはじめ様々
な情報を集約し、多様なニーズの
ある障害者の相談に的確に対応す
る。

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

【障害福祉課】
・相談件数
　電話・メール相談：2,752件
　面接・訪問相談：1,013件
　その他：89件
・社会参加を促進するための講座
　ハンドメイド教室（知的障害者対象）：47
名
　料理教室（知的障害者対象）：50名
　パソコン相談：18名
　軽度発達障害相談（15歳以上対象）：47
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
・「支援者へのバトン書き方出張講座」：3
名
・29年度版「障害者のための居宅介護事
業所一覧」を300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2017」
（生活編、就労・日中編、子ども編）を各
250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った。

△

【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。
〈平成30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）
　お料理教室（知的障害者）
　デイジー講習会（視覚障害者）
　パソコン相談
　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」の更新
・区内小中学校に対して、障害者
理解の啓発授業を実施
・「障害者のための居宅介護事業
所一覧」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」を作成し、区相談窓口にて希望
者に配布予定
・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

今後の取り組み
（拡充○、維持継続△、中止等×）
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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。

障害福祉課

障害者福祉センター

【障害者福祉センター】
・年間利用者 17,361人
・基礎的事業（創作活動等） 953人
・基礎的事業（ボランティア活動等） 187人
・機能強化事業
　生活支援 5,518人
　相談支援 10,703人
　その他 110人

△

【障害者福祉センター】
・障害者がより豊かに地域生活を
送るために、引き続き事業者と協
力して、相談支援、創作的活動等
の講座開催に努める。

1 1

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：9人
　知的障害者相談員：4人
　精神障害者相談員：6人
　相談件数：延428件
・相談員研修会の実施
　全体会「障害者の就労について」
　部会（身体障害者・知的障害者・精神障
害者）
　参加者数：15人

△

【障害福祉課】
引き続き、障害者福祉のしおりやＨ
Ｐで周知に努める。また、相談員研
修会を実施し、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、事業の周知を丁寧に
行った。
・障害福祉サービス事業者研修会を開催
し、人材育成及び相談支援の質の向上に
努めた。
・事業所連絡会を年４回開催し、相談支援
事業所の知識の向上や事業所間の連携
強化に努めた。

△

【障害福祉課】
・引き続き事業者研修会及び連絡
会を開催し、事業所と連携を図りな
がら、相談支援事業所のスキル
アップに努める。
・介護サービス事業者等に対して、
相談支援事業者の指定を受けるよ
うに働きかけるなど、サービス等利
用計画の作成ができる事業所の拡
大に努める。
・地域生活移行に向けた訪問相
談、利用者や家族等への情報提供
等に努める。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

1 1

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、支援者向け（1回）
・悪質商法に関する情報提供と相談窓口
の周知
　広報誌や町会掲示板・回覧板で消費者
被害防止情報提供（10回）
・バス内でのアナウンス（2社）、広告掲出
（1社）

【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。
苦情相談受付 22件、相談援助件数 94件
（計 116件）

△

【産業振興課】
講座や広報誌、町会掲示板・回覧
板、公共バスのアナウンスや広告
などを活用し、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。

【社会福祉協議会】
今後も引き続き実施していく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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。
●各健康支援センター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

教育総合相談セン
ター

保育課

子ども家庭支援セン
ター

【健康推進課】
乳幼児健康診査、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 295人
（王子 90人、赤羽 154人、滝野川 51人）
心理経過観察来所者 65人
（王子 10人、赤羽 31人、滝野川 24人）
発達の遅れの児の支援 387人
（王子 85人、赤羽 128人、滝野川 174人）

【教育総合相談センター】※
さくらんぼ園主催の「発達障害児支援のため
の連絡調整会議」を活用し、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区の特別支援教
育の仕組み等の情報提供を行った。
※教育に係る相談、支援体制の充実を図る
ため、教育未来館、教育相談所、教育支援
担当課長を統合し、就学相談、不登校対策
室を含めた、教育総合相談センターを新設
（30.4）。

【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り、保護者に対し
相談窓口への案内を行った。

【子ども発達支援センターさくらんぼ園】
・職員の専門性の向上、特に保護者への支
援の方法を学ぶために、全職員対象に
ティーチャーズトレーニングの研修会を実施
した。
・「発達障害児支援のための連絡調整会議」
を開催し、各関係機関との情報共有と連携
強化を図った。
・就学支援のための保護者説明会や、卒園
児の就学先である特別支援学校や特別支
援学級を訪問し、情報交換を行った。
・発達相談室において、保護者向けの講演
会を実施した。

○

【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。

【教育総合相談センター】
区の特別支援教育の仕組みや特
別支援学校等の情報提供を今後も
継続して進める。また、就学相談へ
の協力を図るうえで各関係機関と
の連携強化に努めていく。

保育課】
今後も引き続き実施していく。

【子ども発達支援センターさくらん
ぼ園】
・引き続き外部機関の専門研修へ
の積極的な参加や、全職員を対象
とした職場研修を実施し、職員の専
門性の向上に努める。
・関係機関との連絡調整会議を年
間２回実施予定。
・言語相談や心理相談の相談枠を
増やすなど、相談体制の充実や工
夫により、相談しやすい体制を作
る。
・在園児の通う幼稚園・保育園との
連携や卒園児の就学先との情報
交換等により、相互の理解とよりよ
い支援方法を検討していく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

1 1

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
状態等に応じて最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。

教育総合相談セン
ター

【教育総合相談センター】
・本人や保護者の意向を最大限尊重し、学
びの場をともに考え、教育学・医学・心理
学等の専門家を交えた行動観察・相談等
を実施した。
29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 257件（就学201
件、転学56件）
・就学相談の流れや学校の情報、支援の
内容等をまとめた「就学相談ガイダンス」を
発行し、保護者や関係機関へ配付し、情
報提供を行った。
・就学相談を通じ、就学後も「就学先訪問」
「継続相談」「保護者面談」を適宜、実施し
た。

△

【教育総合相談センター】
・本人や保護者の意向を最大限尊
重し、本人が最も伸長できる教育
が受けられるように、適切かつ総
合的な就学相談を実施できるよう
に努めていく。

1 1

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】
・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、整備・検
討を進めてきた。

△

【障害福祉課】
・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
めていく。

1 2

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」を開催し、
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、障害者計画等の進
捗状況、障害者差別解消法に関する北区
の対応、啓発事業等について、検討・評価
を行った。
平成29年度実績
協議会　３回（６・10・２月）開催。
専門部会　相談支援部会４回、地域生活
部会３回、権利擁護部会４回開催。

○

【障害福祉課】
障害福祉サービス等の現場にある
課題を受け、協議会で検討し、計
画等へ反映させるため、平成30年
度から、各会議体から協議会への
意見の受付を開始するなど、運営
方法を見直す。
また、専門部会に「就労支援部会」
を新設し、障害のある人の就労の
拡大について、調査・研究等を行
う。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

1 2

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　25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　2件

△

【障害福祉課】
・障害者虐待に関する事案につい
て、高齢福祉課や子ども家庭支援
センター等の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、引き続き弁護士相談を活用
していく。

1 2

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】
自立支援協議会や相談支援部会を通じ
て、相談機関との情報共有、連携強化を
行った。
また、障害福祉課各相談係において、相
談から区内の社会資源への連携に努めて
いる。

△

【障害福祉課】
今後も引き続き連携の強化を行っ
ていく。

1 2

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
　4回開催
・障害福祉サービス事業者研修会
　2回開催

△

【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、事業者のニーズ
に合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。

1 2

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】
・平成29年度開催なし

△

【障害福祉課】
精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築を目指すため、
関係機関による協議の場として活
用する。
平成30年度は、協議の場とするた
めの運営の見直し、体制整備を行
う。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 1

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】
・障害福祉サービス等の質の確保のため
に、実地指導を計画的に行っている。
・福祉施設の整備・誘導、新規施設整備の
相談を行った。
・事業者との連携強化を図るとともに、
サービスの質の向上を目指すため、定期
的に研修会を開催している。

△

【障害福祉課】
・引き続き、各種サービスの充実を
図り、障害者とその家族を支える基
盤整備を進めていく。
・指導検査体制の一層の充実と強
化を図るため、実地指導が特に必
要と思われる事業所に対して、東
京都の障害福祉サービス等指定
市町村事務受託事業の活用を行
う。

2 1

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】
①移動支援事業
　個別給付型　延利用者数 4,318人
　車両移送型　延利用者数 362人
②訪問入浴
　総利用回数　1,176回
　実利用人数　29人
③日中一時支援事業
　延利用人数　451人
　延利用日数　7,192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、非課
税世帯（低所得1・２）に該当する障
害者及び障害児の保護者の負担
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
　継続実施
②訪問入浴
　継続実施
③日中一時支援事業
　継続実施

2 1

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

【障害福祉課】
・区内就労支援施設（就労移行支援事業
所、就労継続支援A型、B型事業所）連絡
研修会を実施し、情報共有や意見交換を
行うなど連携を図った。
連絡研修会　2回開催
・障害児の通園施設の誘導を行い、放課
後等デイサービス事業所が充足してきた。

【障害者福祉センター】
区立通所施設（指定管理施設含む）につ
いて、障害者総合支援法に基づくサービス
を実施した。

○

【障害福祉課】
引き続き、連絡研修会を開催し、就
労支援施設との連携強化等を図っ
ていく。また、自立支援協議会専門
部会に「就労支援部会」を新設し、
更に連携を促進する。
・今後は、医療的ケア児のニーズ
に対応するため、医療型児童発達
支援や重症心身障害児を対象とし
た事業所の誘致を図る。

【障害者福祉センター】
引き続きサービスの充実に努め
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 1

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

【障害福祉課】
短期入所事業
支給決定者数（29年4月1日）　595人
延利用人数　2,840人
延利用日数　16,315日

△

【障害福祉課】
支給決定者数（30年4月1日）　611
人
短期入所の需要は年々高まってい
るので、介護者の緊急時等に利用
できるように、引き続き受け入れ体
制の充実を図る。

2 1

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】
※再掲（1-1-③地域活動支援センターの
充実）

△

【障害者福祉センター】
※再掲（1-1-③地域活動支援セン
ターの充実）

2 1

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
7,014人（平成30年4月1日現在）
精神障害者保健福祉手帳1級所持者に対
して、平成29年7月から支給。

△

【障害福祉課】
今後も引き続き実施していく。

2 1

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】
国・東京都に対し、創出用地の確保や福
祉インフラ整備に対しての要望を行った。

△

【障害福祉課】
今後も引き続き実施していく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 1

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】
東京都北区立障害者通所施設医療的ケ
ア実施要綱について、課題の整理と実情
を踏まえた要綱の見直しのための準備を
行った。

△

【障害者福祉センター】
東京都北区立障害者通所施設医
療的ケア実施要綱の改定を行う予
定。

2 1

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＞平成30年3月末現在
　支給決定数　606人
　延利用者数　4,680人
　延利用時間数　52,706時間
　登録事業者数　184事業者 △

【障害福祉課】
・引き続き屋外での移動が困難な
障害者及び障害児への外出のた
めの支援を実施していく。

2 2

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

【障害福祉課】
障害福祉サービス事業者研修会を開催
し、人材育成及びサービスの質の向上に
努めた。

【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
座）
初級・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。

○

【障害福祉課】
今後も引き続き事業者研修会等を
実施していく。

【障害者福祉センター】
・今年度より、通訳養成基礎・通訳
養成応用の昼間の講座を新たに開
講することにより、手話通訳者を増
やしていく。
・ヒアリングループを導入して中途
難聴者も参加しやすい環境を整
え、手話のできる区民を増やしてい
く。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 2

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】
東京都によるサービス管理責任者や児童
発達支援管理責任者を対象とした研修が
実施されている。

△

【障害福祉課】
今後も引き続き、サービス管理責
任者等の養成を要望する。

2 2

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】
※再掲（1-2-④相談支援事業所間の連携
の強化）

△

【障害福祉課】
※再掲（1-2-④相談支援事業所間
の連携の強化）

2 2

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】
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。
　運営等ボランティア 延11名
　手話ボランティア 延4名
　運営ボランティア（学生に活動を依頼）
延15名

△

【地域振興課】
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
学生ボランティア等へ活動の場を
提供する。
・障害者作品展の運営ボランティア
は減少しており、今年度より障害者
作品展の協力団体に全体の運営
ボランティアとして協力を依頼す
る。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 2

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 54回 参加人数 78名
・講義「北区の福祉」
実施回数 2回 参加人数 183名

【障害福祉課】
障害福祉サービス事業者研修会を開催
し、人材育成及びサービスの質の向上に
努めた。

【障害者福祉センター】
・医療的ケアなどのニーズが増えているた
め、区立赤羽西福祉工房と情報交換を実
施した。
・区職員福祉体験研修受入人数
支援係 2人、事業係 3人

【社会福祉協議会】
福祉事業所の職員向けに、職場定着や職
員のスキル向上に寄与する研修会を行っ
た。
・平成29年度実績
＜区委託分＞
チームビルディング研修：受講者 15名、企
画力研修：受講者 16名、ファシリテーショ
ン研修：受講者 25名、ストレスケア研修：
受講者 14名
＜社協主催分＞
組織で働く新任福祉職員研修：受講者 16
名

△

【職員課】
新任職員研修において、福祉施設
体験研修および北区の福祉につい
ての講義を継続的に実施し、職員
全体の福祉施策に対する理解の
促進を図っていく。

【障害福祉課】
今後も引き続き事業者研修会等を
実施していく。

【障害者福祉センター】
・医療的ケアなどのニーズが増え
ているため、区立生活介護施設と
の情報交換を更に充実させていく。
・区職員福祉体験研修について
は、引き続き受け入れていく。

【社会福祉協議会】
今後も実施予定。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

3 1

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（6人）
・難病医療費の助成
　難病等医療費助成受給者（3,192人）
　マル都（人工透析等）医療券受給者
（1,257人）
　小児慢性特定疾患医療費助成受給者
（162人）
・患者会の開催
 パーキンソン病患者会
（開催数：6回　参加者数：延126人）

△

【障害福祉課】
・障害福祉サービスの利用拡大に
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、他自治体等の動向を注視す
る。

3 1

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 2,758人
６か月児健診・９か月児健診 5,414人
１歳６か月児健診内科：2,773人、歯科：
2,620人
３歳児健診 2,568人
内科経過観察来所者 295人
心理経過観察来所者 65人
発達の遅れの児の支援 387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。

3 1

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
　実人数 25人　延人数 663人
・高次脳機能訓練の実施
　延人数 294人
・高次脳機能障害専門相談・一般相談
　専門相談 11件、一般相談 420件
・高次脳機能障害関係機関連携会議実施
・高次脳機能障害についての講演会
　参加者 91名

△

【障害者福祉センター】
・療法別訓練（理学・作業・言語）か
ら需要の高い高次脳機能障害訓
練へシフトしていく。
・調理・外出訓練を実施する。
・高次脳機能障害専門相談は臨床
心理士により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。一般相談は、保健師
により相談を受ける。
・高次脳機能障害関係機関連絡会
を実施する。
・高次脳機能障害の啓発と理解を
深めるために講演会を開催する。
・若年性認知症者の訓練・支援を
する。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

3 1

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】
※再掲（3-1-①難病患者に対する支援の
充実）

【障害者福祉センター】
趣味の講座修了生による自主グループの
育成・活動の支援 9グループ

△

【障害福祉課】
※再掲（3-1-①難病患者に対する
支援の充実）

【障害者福祉センター】
・趣味の講座修了生による自主グ
ループ活動に設備・技術等の支援
をする。
・家族会の支援をする。

3 1

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】
未就学児に対しては子ども発達支援セン
ターさくらんぼ園が、それ以外の発達障害
者に対しては健康推進課において、保健
師が相談を受けている。

△

【障害福祉課】
関係課と連携して、発達障害者に
対する支援を継続して行っていく。

3 2

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：35人　給付件数：68件）
・更生医療
（交付者数：379人　給付件数：3,542件）
・精神通院医療
（平成30年3月31日現在受給者数　5,974
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。

3 2

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 1,851人
口腔保健指導 160人

△

【地域医療連携推進担当課】
心身障害のため一般歯科診療所
では治療が困難な人に、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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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

3 2

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
導員向けの口腔ケア研修を実施した。
歯科健診 17施設 627人
研修 6回

△

【地域医療連携推進担当課】
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。

3 2

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：3,115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。31年1月より、新たに
精神障害者手帳1級所持者も対象
となる。

3 2

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、意見交換を行った。また、医療体制に
ついては、東京都へ要望することを確認し
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、東
京都に働きかけていく。

3 3

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。

健康推進課

【健康推進課】
・専門医による相談
３健康支援センター実施合計
相談回数 35回
相談延べ人数 88人

・保健師等による相談・指導
３健康支援センター実施合計
所内相談 1,383件
電話や文書等による相談 5,384件
家庭訪問 1,264件
関係機関連絡 7,805件

△

【健康推進課】
こころの健康の保持増進には、予
防と早期の発見、対応、治療が最
も重要である。気軽に専門家へ相
談できる窓口として、継続実施して
いく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

3 3

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。

3 3

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
組めるイベントを実施した。
<全体の参加者>
桜ウォーク 2,631人
水辺ウォーク 悪天候により中止
健康フェスティバル 3,769人
食育フェア 1,467人

△

【健康推進課】
今後もより多くの区民の方が、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(30.4.1実施) 2,418人

3 3

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いて公開講座に参
加した健康づくりグループの支援。
109グループ

△

【健康推進課】
健康フェスティバルにおいて、公開
講座に参加した健康づくりグループ
の支援に取り組んでいく。

3 3

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で行っていた
ヨガ講座について、障害者福祉センター同
事業との整理を行い平成28年度より当面
中止とした。

【障害者福祉センター】
支援センターきらきら
・地域交流プログラムにおいて「笑いヨガ」
を開催した。回数 11回、参加者 86名、
・障害者作品展に参加

△

【障害福祉課】
他課事業の情報を収集し、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の
開催を検討する。

【障害者福祉センター】
引き続き「笑いヨガ」の講座を開催
する。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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・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、歯科医および言語聴
覚士による、摂食指導および利用者別食
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。
・栄養士による給食（献立）の充実
・安全な摂食に向け、歯科医およ
び言語聴覚士による、摂食指導お
よび利用者別食事形態を検討。

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及び勧奨
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。内科健診及び眼
科健診を行っている。
申込者数 21名
受診者数 17名（うち眼科も受診 15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34人
所内相談 延10人
電話相談 延92人
関係機関連絡 延90件

△

【健康推進課】
乳児訪問や各種電話相談等で障
害者（児）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 26,643人
後期高齢者健康診査受診者数 23,210人
健康増進健診受診者数
40～74歳 1,235人、75歳～ 906人
保健指導受診者数 25人

△

【健康推進課】
引き続き健康診査を実施します。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

4 1

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。
●各健康支援センターにおいて、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】
※再掲（3-1-②乳幼児健康診査及び乳幼
児経過観察健康診査の充実）

△

【健康推進課】
※再掲（3-1-②乳幼児健康診査及
び乳幼児経過観察健康診査の充
実）

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。

教育総合相談セン
ター

保育課

子ども家庭支援セン
ター

【教育総合相談センター】
就学相談の一環として、子ども発達支援セ
ンターさくらんぼ園発達相談室と連携して、
保護者向け就学相談説明会を開催し、情
報提供を行った。

【保育課】
必要に応じて各関係機関との連携を図っ
た。

【子ども発達支援センターさくらんぼ園】
●職員の専門性の向上、特に保護者への
支援の方法を学ぶために、全職員対象に
ティーチャーズトレーニングの研修会を実
施した。
●各関係機関との連絡調整会議を行い、
情報の共有と連携の強化を図った。
●就学支援のための保護者説明会や、卒
園児の就学先である特別支援学校や特別
支援学級を訪問し、情報交換を行った。
●発達相談室において、保護者向けの講
演会を実施した。

○

【教育総合相談センター】
今後とも就学相談の充実を図る上
で、子ども発達支援センターさくら
んぼ園との連携を図り、相互の事
例や相談に関するスキルの向上を
図っていく。また、「東京都北区発
達障害児支援のための連絡調整
会議」への参加を通じ、就学前から
の一環とした相談支援の充実を
図っていく。

【保育課】
29年度と同様に実施していく。

【子ども発達支援センターさくらん
ぼ園】
●引き続き外部機関の専門研修へ
の積極的な参加や、全職員を対象
とした職場研修を実施し、専門性の
向上に努める。
●関係機関との連絡調整会議を年
間２回実施予定。
●言語相談や心理相談の相談枠
を増やすなど、相談体制の充実や
工夫により、相談しやすい体制を
作る。
●在園児の通う幼稚園・保育園と
の連携や卒園児の就学先との情
報交換等により、相互の理解とより
よい支援方法を検討していく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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。

教育総合相談セン
ター

子ども家庭支援セン
ター

【教育総合相談センター】
就学相談説明会をさくらんぼ園及び児童
発達支援事業者で開催した。

【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・保育園等との連携も図り
つつ、利用園児の発達状況や特性に応じ
た療育を提供した。
・他の児童発達支援事業者への訪問や情
報交換等、連携を図った。

△

【教育総合相談センター】
今後とも就学相談の充実を図る上
で、子ども発達支援センターさくら
んぼ園との連携を図り、相互の事
例や相談に関するスキルの向上を
図っていく。また、「東京都北区発
達障害児支援のための連絡調整
会議」への参加を通じ、就学前から
の一環とした相談支援の充実を
図っていく。

【子ども発達支援センターさくらん
ぼ園】
児童発達支援の通園療育につい
て、これまでの経験を踏まえ、ま
た、在園児の発達的、行動的な特
性を考慮した療育内容やクラス編
成等、療育支援の充実を図ってい
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。
29年度実績
特別支援児　208名
研修　4回実施

△

【保育課】
29年度と同様に実施していく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

4 1

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、各健康支援センター等との相談連携・協
力体制を強化します。

健康推進課

学校支援課

子ども家庭支援セン
ター

【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】
平成29年度から、区立幼稚園４園及び区
立認定こども園１園（幼稚園枠）にて、特別
支援対象児の定員枠を外して募集を行っ
た。特別支援児に対し入園指導委員会を
開催し、審査後、非常勤職員（特別支援補
助員）を３：１で配置した。（多動等には１：
１）
29年度実績　合計　23名在籍
＜内訳＞
幼稚園
４歳児：８名、５歳児：７名
こども園
３歳児：０名、４歳児：２名、５歳児：６名

【子ども発達支援センターさくらんぼ園】
幼児クラスにおいて、幼稚園・保育園の利
用園児を週１～２日受入れ、療育を行っ
た。

△

【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】
引き続き受け入れを行っていく。

【子ども発達支援センターさくらん
ぼ園】
引き続き、幼児クラスにおいて、週
１～２日の通園を受け入れ、療育を
行っていく。

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。

保育課

子ども家庭支援セン
ター

【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、33名の巡
回指導員の派遣を年間延べ678回行った。

【子ども発達支援センターさくらんぼ園】
私立幼稚園への巡回指導員派遣事業を
実施。申請のあった11園に延べ63回実
施。

△

【保育課】
29年度と同様に実施していく。

【子ども発達支援センターさくらん
ぼ園】
私立幼稚園への巡回指導員派遣
事業を実施。11園に実施予定。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

4 2

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
ていきます。

教育総合相談セン
ター

【教育総合相談センター】
・認定特別支援学校就学者のうち肢体不
自由等の児童・生徒への介助員の配置
総計9人（小学校4人、中学校5人）
・特別支援教室巡回指導対象児童数477
人（3/1付）※小学校全校35校（拠点校7
校・巡回校28校）実施。
・発達に課題のある児童・生徒及び障害の
ある児童・生徒への合理的配慮への取り
組みについて理解・啓発を行うとともに、必
要に応じて階段昇降車を配置した。
・各小中学校に、特別支援教育コーディ
ネーターをおき、研修会を開催し、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の検討などの内容
で実施した。
29年度実績 年間6回実施。

○

【教育総合相談センター】
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
いくうえで、平成30年度から5ヵ年
計画である「第三次北区特別支援
教育推進計画」を推進する。

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。 教育総合相談セン

ター

【教育総合相談センター】
29年度実績
知的障害学級専門研修 14回
言語障害・難聴学級専門研修 41回
情緒障害等学級専門研修 19回

△

【教育総合相談センター】
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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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

△

【教育総合相談センター】
・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。

【保育課】
29年度と同様に実施していく。

【子ども発達支援センターさくらん
ぼ園】
・発達相談室で、２歳児の「わくわく
親子教室」を実施する。（毎月３回
実施）
・さくらんぼ園利用園児の通う幼稚
園・保育園に職員が訪問し、連携を
図る。
・年長児の保護者支援として、教育
総合相談センター担当者により、保
護者向けの就学説明会を実施す
る。また、相談ケースの依頼に応じ
て、就学相談担当に年長児の情報
提供を行う。
・卒園後の就学先である、特別支
援学校、特別支援学級を職員が訪
問し、情報交換や連携を図る。

4 2

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

教育総合相談セン
ター

保育課

子ども家庭支援セン
ター

【教育総合相談センター】
「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。
【29年度実績】
「就学支援ファイル」（転学相談票を含む）
の作成　257件
「就学支援シート」の回収率　354/2,201件
（16.6%）

【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。

【子ども発達支援センターさくらんぼ園】
・発達相談室では、健康支援センターと連
携、２歳児の「わくわく親子教室」を実施。
（毎月３回実施）
・さくらんぼ園利用園児の通う幼稚園・保
育園に職員が訪問し、連携を図る。
・教育総合相談センター担当者により、保
護者向けの就学説明会を実施、また、相
談ケースの依頼に応じて、就学相談担当
者に、年長児の情報提供を行った。
・卒園後の就学先である、特別支援学校、
特別支援学級を職員が訪問し、情報交換
や連携を図った。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

4 2

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。
29年度実績 ： 50名受入
【内訳】
障害者手帳等を所持する児童 ： 17名
特別支援学級の児童 ： 33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。
29年度実績
巡回指導員（専門員） 18名委嘱
派遣実績 334回

△

【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30年4月現在 ： 47名受入
【内訳】
障害者手帳等を所持する児童 ：
17名
特別支援学級の児童 ： 30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30年4月現在
巡回指導員（専門員） 18名委嘱
派遣予定回数 330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（30年4月1日現在）336人
延利用者数　5,466人

△

【障害福祉課】
区内のサービス事業所数を適切な
規模とするため、検討を行う。
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る。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９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、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
援に関わる法律や制度の変更点等につい
ての周知を図っている。
・29年度新規開設
就労移行支援：ファースゲート、りんりんり
ん
就労継続支援（Ｂ型）：りんりんりん）

○

【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。
・障害者の就労意欲に応える体制
づくりの推進や、事業者間の連携
の更なる促進を図るため、自立支
援協議会専門部会に「就労支援部
会」を新設する。

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：716人　・就労実績：27人
・相談件数：
　就労支援　3,125件、生活支援　869件
・地域開拓促進コーディネーターを1名配
置
○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：747人　・就労実績：40人
・相談件数
　就労支援　1,444件、生活支援　1,139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29年11月27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77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3人
③企業5社によるミニ面接会：面接者10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、人員を確
保するよう努める。

・今後も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、就労継続支援Ａ型及び
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×）
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
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％（平
成30年4月1日以降は2.5％）の充足を維持するとともに（平成
30年6月現在、北区の法定雇用率は2.39％）、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】
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
2.5％を達成するとともに、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】
今後引き上げを予定している法定
雇用率（平成33年4月までに2.6％）
を達成するとともに、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

【障害福祉課】
障害者就労支援センター北
29年度就職者数　67人

△

【障害福祉課】
今後も引き続き、ハローワークや企
業と連携した一般就労の受け入れ
先の確保など、一般就労への移行
の促進を行う。

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】
改正障害者雇用促進法の趣旨を踏まえ、
企業の意識向上に向けた啓発を要望して
いる。

△

【障害福祉課】
就労支援施策に関する国、東京都
の動向を注視し、必要に応じて要
望を挙げていく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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】
・区内作業所ネットワークの施設側担当者
と共に、都の区市町村ネットワーク受注促
進全体会議に参加するなど情報交換に努
めた。
・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。

【障害福祉課】
・障害者週間にあわせて、障害者就労支
援施設の活動やそこで作られた魅力ある
自主製品を広く発信するため、自主製品
合同販売会を開催した。
売上高 722,630円（28年度 566,700円）

○

【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、照会への取
次を継続する。
・障害者作品展でのバザー、模擬
店等出店を支援する。

【障害福祉課】
障害者週間、平和記念週間での自
主製品販売会を今後も継続して行
う。

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における施設
設備修繕や故障設備の代替機器利用など
の環境改善を継続した。

【障害福祉課】
福祉施設の整備を推進するため、施設整
備費の一部補助を実施している。また、国
庫、都補助に関する情報提供を行ってい
る。

△

【障害者福祉センター】
引き続き施設の安全確保と環境の
維持改善のため検討を行う。

【障害福祉課】
今後も取組を継続する。

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】
契約状況や事業者（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。
受注件数 31件（28年度 33件）
発注金額 16,144,184円（28年度
14,404,3510円）

△

【契約管財課】
契約状況や事業者（事業所）に関
する問い合わせ等に適切に対応し
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。様々な物品の発注
や、新規の受注の拡大を図ってい
く。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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

【障害福祉課】
高齢化が進む桐ケ丘地域において、高齢
者が気軽に立ち寄れるカフェレストランヴ
イ長屋が運営している（就労継続支援Ｂ型
施設）。バランスのよい食事を提供するとと
もに、ひとり暮らし高齢者等に対する配食
サービスを実施している。

△

【障害福祉課】
高齢者との支えあい、地域との共
生社会に向けた取組を推進・支援
していく。

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】
・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
ている。
平成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、公募
要項の公表、事業者説明会の開催、提案
書類の受付等、事業者選定に向けた準備
を行った。
・誘導によりグループホーム２か所開設。

○

【障害福祉課】
公募型プロポーザル方式により事
業者を選定した。今後、建築に向
けて事業者と調整を行う。平成31
年度に工事着工、平成32年度末の
施設開設を予定している。定員12
名のうち、重度心身障害者２名、強
度行動障害者３名の受け入れを予
定している。

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】
地域の障害者の生活支援などの機能を有
する地域生活支援型入所施設は、検討課
題とする。

×

【障害福祉課】
国から「福祉施設の入所者の地域
生活への移行」という基本方針が
示されていることから、入所施設よ
りも、通所施設やグループホーム
などの整備が優先される。

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】
全国的に整備が進まない状況から、国より
「平成32年度末までに各市町村又は各圏
域に少なくとも一つを整備する」との基本
方針が示されたため、第５期北区障害福
祉計画・第１期北区障害児福祉計画にお
いて、設置目標を平成32年度末までと延
伸した。

△

【障害福祉課】
引き続き国や都の動向を注視しな
がら、複数の機関が分担して機能
を担う「面的整備」の方向で、整備
に向けた検討を行っていく。

26 / 51



北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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
 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
 決定件数 新築 15件、リフォーム 0件
・「住まい改修支援事業」の実績
 決定件数 219件

△

【住宅課】
・今後も各事業の実施、積極的な
PRに努めていく。
・区営住宅整備基準作成の予定。
・区営住宅の入居者募集に関し
て、ポイント制の導入などを検討す
る。

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

【障害福祉課】
・小規模住宅改修：9件
・中規模住宅改修：7件
・屋内移動設備（本体）：3件
・屋内移動設備（設置）：3件

△

【障害福祉課】
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】
災害対策基本法の改正を踏まえ、災害時
に支援が必要な障害者の方について把握
することを目的とした「避難行動要支援者
名簿」を作成した。
あわせて、名簿を活用して避難支援をして
いただく際の対応について参考となるよう
「北区避難行動要支援者名簿の手引き」を
作成し、避難支援者（警察・消防、高齢者
あんしんセンター、民生・児童委員）に配布
した。

△

【健康福祉課】
平成29年度に未配布となった地域
振興室、町会自治会へ「北区避難
行動要支援者名簿の手引き」を配
布し、引き続き啓蒙活動を行う。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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

子ども家庭支援セン
ター

【障害者福祉センター】
・指定管理施設における防災訓練及び備
蓄物資の充実を推進した。
・民間福祉施設との間で福祉避難所開設
の協定を締結した（平成28年度、3か所）

【子ども発達支援センターさくらんぼ園】
年間２回（６月・10月）、避難訓練を行った。
地震、火災を想定し、災害時における避難
誘導の体験をした。また職員向けに防犯
訓練（10月）を行い、不審者対応の講習を
行った。どちらも王子消防署の協力を得て
行った。

△

【障害者福祉センター】
・施設の特性に配慮した物資の備
蓄（ミキサー食、障害配慮の衛生
用品、非常用電源設備等）を推進
する。
・開設や運営に向け、更に問題点
の検討を行う。

【子ども発達支援センターさくらん
ぼ園】
今年度も６月と10月に避難訓練、
11月に防犯訓練を、王子消防署の
協力を得て行う予定である。

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
　障害者、支援者向け（1回）
・悪質商法に関する情報提供と相談窓口
の周知
　広報誌や町会掲示板・回覧板での消費
者被害防止情報提供（10回）、バス内での
アナウンス（2社）、広告掲出（1社）

【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
て、苦情解決の仕組みや体制づくりのため
の研修を行った。
・平成29年度実績
苦情問合せ 0件、苦情相談受付 22件、相
談援助件数 94件（計 116件）
※苦情対応委員相談申立件数 1件

△

【産業振興課】
講座や広報誌、町会掲示板・回覧
板、公共バスのアナウンスや広告
掲出などを活用し、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。

【社会福祉協議会】
今後も取組を継続する。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

3 1

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

【危機管理課】
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。

【障害福祉課】
ひとり暮らし等の重度身体障害者等が家
庭内で緊急事態に陥ったとき、事業者の
受信センターに通報できるよう、通報装置
を貸与した。
・重度身体障害者等緊急通報システム
平成29年度利用者 21人

△

【危機管理課】
犯罪情報について、福祉作業所等
にいる方にも速やかに提供できる
ことが望ましい。今後も体制を継続
していく。

【障害福祉課】
今後も同様に実施していく。

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】
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「避難行動要支援者名
簿（平常時）」を作成し、消防署、警察署、
民生・児童委員、高齢者あんしんセンター
へ情報提供を行った（平成30年2月）。
あわせて、毎月名簿登録対象者を更新し、
災害時に最新の情報で支援を行えるよう
体制を整えた。

○

【健康福祉課】
引き続き「避難行動要支援者名簿」
の更新を行うと同時に、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最新の情報
提供を行う。
あわせて、名簿をより実効性のあ
るものにするため「個別計画」を作
成する。

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】
・自主防災組織に対して、防災訓練は地域
に即した訓練を行うよう助言し、要配慮者
支援に配意した訓練指導を実施した。
・聴覚障害者団体に対して、訓練への参加
を働きかけ、手話通訳者を派遣した。

△

【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との連携を
強化し、多様な訓練の実施を進め
ていくとともに、避難行動要支援者
名簿を活用した訓練実施を目指し
ていく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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】
・災害発生時における障害者への情報伝
達手段として、避難所に対し文字情報及び
音声情報の受信できる機器を配備し、多
様な情報伝達手段の導入について検討し
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、北区市民活動推進機構（北区NPOボ
ランティアぷらざ）、北区の３者共催で災害
ボランティアセンターの周知を目的とした
講演会を開催した。
テーマ：「災害時の“受援力”～災害ボラン
ティアセンターってご存知ですか？～」
日時：平成30年2月25日（日）午前10時～
正午
場所：みどりと環境の情報館（北区豊島5-
6-1豊島5丁目遊び場内）

△

【防災課】
・引き続き情報伝達手段の確保や
導入について検討するとともに、手
話通訳者の訓練参加など情報伝
達手段の確保拡充を行っていく。
・防災気象情報配信サービスは今
後も継続して利用促進を図ってい
く。

【社会福祉協議会】
平成30年度も３者共催での取り組
みを行う予定。

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。

【健康福祉課】
福祉避難所協定を締結している特別養護
老人ホーム及び老人保健施設等の福祉
避難所としての機能強化を図るため、備蓄
物資の配備を行った。

△

【防災課】
・避難所運営訓練では、要配慮者
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。

【健康福祉課】
平成29年度に開設された民間特別
養護老人ホームと福祉避難所協定
の締結に向け、協議を実施すると
ともに、試行として区内の特別養護
老人ホーム１施設で、福祉避難所
開設運営訓練を実施する。
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施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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・提供を行
う。

△

【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・提供を行う。

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（25人/31人中）
・東京電力への登録者（37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126回 参加人員 1,169名
・講座修了者による自主グループ活動支
援
　9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。
・夏休み子ども陶芸教室
　参加実人数 11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  実人員11名 延419名
　土曜レクリエーション 実人員24名 延236
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」を実施した。
年間14回 受講登録者数 77名

△

【障害者福祉センター】
障害者差別解消法の施行に伴い、
障害特性に応じたより参加しやす
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
支援を継続する。

【生涯学習・学校地域連携課】
引き続き、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。

31 / 51



北区障害者計画進捗状況調査結果　（基本目標２　安心して地域で暮らすために）

施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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29年9月5日～11月7日実施の「北区
ことぶき大学」において、車いすに配慮し
た会場づくりを行った。
・平成30年1月8日、成人の日記念式典に
手話通訳者の配置と車いすに配慮した会
場づくりを行った。

△

【生涯学習・学校地域連携課】
・主催事業において、聴覚障害者
の参加に対して手話通訳者等を確
保するなどの適切な対応に努めて
いく。
・平成31年1月14日、成人の日記念
式典に手話通訳者の配置と車いす
に配慮した会場づくりを行う予定で
ある。

4 1

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 249回（地域振興室利用含む）
郵送サービス
・デイジー図書 3,611タイトル
・点字図書 75タイトル
・録音テープ 20タイトル
相互貸出（他自治体へ） 117タイトル
宅配サービス 281冊・巻
音訳者養成講座（初心者）（全10回）
15名受講　うちボランティア登録 11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
障害者福祉センターおはなし会等 20回
216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） 8回 174名（付添含む）
大活字本 204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） 利用
7件
・大人のためのバリアフリー朗読会（年1
回） 49名参加
・バリアフリー映画会（年4回） 289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10回）
点訳者養成講座（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
・大人のためのバリアフリー朗読会
年1回
・バリアフリー映画会 年4回
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施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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35回北区障害者作品展開催
障害者への理解促進と障害者の社会参加
を目的とし、絵画・陶芸作品・手工芸品等
の展示・発表を行った。
実施日 12月2日(土)～3日(日)
参加団体数 55施設・団体
入場者数 3,706人

○

【障害者福祉センター】
今年度は、要望のあった大きな作
品の展示と団体・施設の活動発表
会を新たに行う。

4 2

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

【スポーツ推進課】
次の施設及びルートのバリアフリー化整備
を実施した。
＜北運動場＞
スロープ改修等工事
点字ブロック敷設
＜赤羽スポーツの森公園競技場＞
手すり設置

△

【スポーツ推進課】
検討会最終報告（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。
＜浮間舟渡庭球場＞
更衣室内通路拡張
＜浮間子どもスポーツ広場＞
トイレ内手すり設置
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施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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。 スポーツ振興課

東京オリンピック・パ
ラリンピック担当課

長

健康推進課

【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、障害者週間記念講演会やテニスフェス
ティバル（車いすテニス）を東京都障害者
総合スポーツセンターと協力して実施し
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、ナショナルチーム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実施し
た。

【健康推進課】
北区さくら体操指導員(H29.4時点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」を行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。

△

【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
の推進を行う。

【東京オリンピック・パラリンピック
担当課】
昨年度に引き続き、通年の車いす
フェンシング教室を実施していく。

【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(H30.4現在90
名)の派遣を行っていく。

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】
・平成29年度から「ハートスポーツフェスタ」
は区主催となり、東京都障害者総合ス
ポーツセンターと連携し、区民と知的障害
者とのバスケットボールクリニック及び交
流試合やスポーツ体験会を開催した。
・障害の有無に関わらず楽しめるイベント
として、以下のイベントを実施した。
①知的障害者サッカー教室
②障害者週間記念講演会
③テニスフェスティバル

【東京オリンピック・パラリンピック担当課】
11月12日に開催した東京2020大会 1,000
日前記念イベントにおいて、シッティングバ
レーボールや車いすバスケットボール等の
体験会を行い、延べ100人以上が参加し
た。

△

【スポーツ推進課】
・引き続き、「ハートスポーツフェス
タ」は区主催とする。障害の有無に
関わらず楽しめるスポーツイベント
を東京都障害者総合スポーツセン
ターや関係団体と連携・協力して実
施していく。

【東京オリンピック・パラリンピック
担当課】
今年度開催するイベントにおいて
も、障害者スポーツの体験会等を
実施する。
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施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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

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実
施する研修会及び講習会にスポーツ推進
委員が参加した。
・区主催（第二ブロック合同）の初級障害者
スポーツ指導員養成講習会を実施した。

【東京オリンピック・パラリンピック担当課】
12月3日に障害者週間記念事業として、障
害者スポーツのアスリートによる講演会と
スポーツボランティア養成講座を開催し
た。障害者スポーツの理解を深めるため
の講義、現場で必要な実技を学んだ。50
名の参加があった。

△

【スポーツ推進課】
・引き続き障害者スポーツを支える
人材育成を行い、地域における障
害者スポーツの普及と発展を目指
す。

【東京オリンピック・パラリンピック
担当課】
今年度開催する養成講座におい
て、障害者スポーツの理解を深め
るための講義や体験会等を実施す
る。

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。

スポーツ推進課

障害者福祉センター

【スポーツ推進課】
・「ハートスポーツフェスタ」の会場である赤
羽体育館にて、障害者福祉施設による自
主製品販売の場を設け、施設利用者にも
イベントに参加してもらった。
・区内の障害者団体の施設使用料につい
て、大会利用を免除、大会以外の練習利
用を減額とし、都内障害者団体の大会利
用を減額としている。利用団体数 5団体

【障害者福祉センター】
・障害者福祉センター運動会及び福祉作
業所合同運動会は、会場である東京都障
害者スポーツセンターの改修工事により中
止した。

△

【スポーツ推進課】
・引き続き、区主催の「ハートス
ポーツフェスタ」で、障害者福祉施
設による自主製品販売と施設利用
者のイベント参加を支援する。
・引き続き、障害者団体のスポーツ
施設利用にあたり、内容に応じて
使用料の減免を行う。

【障害者福祉センター】
・会場施設の改修終了後に福祉作
業所合同運動会の再開について、
北区作業所連絡会に打診する。
　（利用者・保護者の重度・高齢化
により、人手不足との状況を聞いて
いるため、小規模のスポーツイベン
ト等への変更の可能性も検討す
る。）
・障害者福祉センター生活介護事
業の運動会は、東京都障害者ス
ポーツセンターにて、11月9日に開
催予定。
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4 2

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
●パラリンピック実施競技の普及啓発をはじめ、障害者のス
ポーツ参加促進について検討します。

東京オリンピック・パ
ラリンピック担当課

長

【東京オリンピック・パラリンピック担当課】
※再掲（4-2-③障害者のスポーツ交流イ
ベント）

△

【東京オリンピック・パラリンピック
担当課】
※再掲（4-2-③障害者のスポーツ
交流イベント）

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（4-2-①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（4-2-①誰もが参加できる
スポーツ環境づくりの推進）
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

1 1

総務課

営繕課

健康福祉課

土木政策課

学校改築施設管理
課

区議会事務局

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】
第一庁舎のエレベーター２機をリニューア
ル改修し、表示や操作ボタンにユニバーサ
ルデザインを採用した。
別館を改築し、だれでもトイレの整備や車
いす対応型エレベーターを設置した。

【営繕課】
施設管理課から執行委任を受け、公共施
設の新築及び改修に際してユニバーサル
デザインの視点を踏まえて設計・工事を
行った。(滝野川会館大ホール用１階北側
トイレ洋式化工事、北運動場管理棟バリア
フリー化工事、赤羽スポーツの森公園競
技場バリアフリー化工事等)

【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、東京都福祉のまちづくり条
例等に基づき、ユニバーサルデザインの
普及推進に努めた。

【土木政策課】
・中央公園及び堀船一丁目公園内のトイレ
をバリアフリー対応するための改修を行っ
た。

【学校改築施設管理課】
９校目の改築校として「なでしこ小学校」が
完成し、エレベーターの設置とだれでもトイ
レが整備された。
既存校では滝野川もみじ小学校と浮間小
学校仮校舎の増築工事により、エレベー
ターの設置とだれでもトイレが整備された。

【区議会事務局】
・平成21年度、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。
・平成28年度、音声文字変換システム入タ
ブレットの利用者優先傍聴席を設置。

△

【総務課】
第二庁舎１階の区民事務所の冷水
器を車いす対応型に改修する。

【営繕課】
施設管理課から執行委任を受け、
公共施設の新築及び改修に際して
ユニバーサルデザインの視点を踏
まえて設計・工事を進める。

【健康福祉課】
取り組みを継続する。

【土木政策課】
今後も引き続きバリアフリー化を推
進する。

【学校改築施設管理課】
改築校においては、引き続き、エレ
ベーターの設置とだれでもトイレ等
の整備を推進する。
既存校では、リフレッシュ改修工事
において、エレベーターの設置とだ
れでもトイレ等を整備していく。

【区議会事務局】
・車いす用傍聴席設置継続。
・音声文字変換システム入タブレッ
トの利用者優先席設置継続。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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】
共同住宅や店舗、病院等、多数の人が利
用する施設について、障害者等が安全か
つ快適に利用できるよう建築主への指導
等を行い、バリアフリー化を推進した。
相談件数200件、届出受付件数33件

【建築課】
窓口における事前相談時及び確認審査時
に、随時建築物のバリアフリー化の要請を
実施しています。

△

【健康福祉課】
取り組みを継続する。

【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バリアフ
リー化の要請を実施します。

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】
「北区交通バリアフリー基本構想」の成果
や課題を踏まえたスパイラルアップを図
り、より重点的かつ一体的なバリアフリー
化を推進するため、通称「バリアフリー新
法」に基づき、新たに北区バリアフリー基
本構想【地区別構想（滝野川地区）】を策
定した。

【土木政策課】
・東台橋付近エレベーターの整備について
は、道路管理者等との調整を行うとともに
基本設計の修正を実施した。
・板橋駅周辺のバリアフリーについては、
滝野川桜通り（Ⅰ工区）のバリアフリー化
工事を行った。

【施設管理課】
超低床式バスの導入比率が高くない路線
バス事業者に対して、引き続き、導入を促
進するよう要請を行った。なお、当該事業
者は、新規に路線バスとして導入した車両
について、すべて超低床式バスを導入し
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】
「北区交通バリアフリー基本構想」
の成果や課題を踏まえたスパイラ
ルアップを図り、より重点的かつ一
体的なバリアフリー化を推進するた
め、通称「バリアフリー新法」に基づ
き、新たに北区バリアフリー基本構
想【地区別構想（王子地区）】を策
定する。

【土木政策課】
・東台橋付近エレベーターの整備
については、道路管理者等との調
整を行うとともに実施設計を行う。
・板橋駅周辺のバリアフリーについ
ては、滝野川桜通り（Ⅱ工区）及び
駅前広場のバリアフリー化工事を
行う。

【施設管理課】
引き続き、バス事業者に対して超
低床式バスの導入を促進するよう
要請を行う。

【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。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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

【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
の向上に努めた。

【都市計画課】
「北区交通バリアフリー基本構想」の成果
や課題を踏まえたスパイラルアップを図
り、より重点的かつ一体的なバリアフリー
化を推進するため、通称「バリアフリー新
法」に基づき、新たに北区バリアフリー基
本構想【地区別構想（滝野川地区）】を策
定した。

△

【健康福祉課】
取り組みを継続する。

【都市計画課】
「北区交通バリアフリー基本構想」
の成果や課題を踏まえたスパイラ
ルアップを図り、より重点的かつ一
体的なバリアフリー化を推進するた
め、通称「バリアフリー新法」に基づ
き、新たに北区バリアフリー基本構
想【地区別構想（王子地区）】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、引き続き周知・
啓発活動を実施した。

【障害福祉課】
・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」（字幕付き）
上映会を開催した。参加人数 411名。
・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年生に配布した。配布部数 1,937部。

△

【健康福祉課】
取り組みを継続する。

【障害福祉課】
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。
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く。

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

【健康福祉課】
ハンディキャブ運行事業に対し、車両維持
（車検及び保険料等）に関する補助を行っ
ている。

【社会福祉協議会】
利用会員登録数 24件、貸出件数 115件
走行距離 9,124km

△

【健康福祉課】
補助を継続する。

【社会福祉協議会】
引き続き車両貸出しという形で事
業を実施する。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）
【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）を製作し配布し
た。
平成29年度4月からホームページで北区
ニュース声の広報MP3版のアップを開始し
た。また、平成25年4月1日号よりニュース
紙面に「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
記事を掲載している。
（平成29年度実績）
点字版 22人＋4施設 延べ配布部数 1,028
部
テープ版 19人＋2施設 延べ配布部数 787
部
デイジー版 27人＋2施設 延べ配布部数
1,025部
●わたしの便利帳
・平成29年10月に改定を行い、デイジー版
を発行した。デイジー版配布数 3人
・Ｈ28年度版より、「健康」「保険・年金」「福
祉」の項目は、極力通常より大きなフォント
で掲載している

【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、視覚障害者に対応できるように富士
見橋エコー広場館に設置している。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

リサイクル清掃課

高齢福祉課

障害福祉課

【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、障害者等に配慮し
た適切なフォント・色を使用する。
●わたしの便利帳
平成30年度版を発行し、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、視覚障害者
に対応できるように富士見橋エ
コー広場館に設置する予定。

【高齢福祉課】
今後も継続して作成する。

【教育政策課】
・教育広報紙「くおん」
テープ版及びデイジー版の発行を
継続する。

【文化施策担当課】（新規）
「文化プログラム in 北区」を文字の
大きさや色等に配慮して作成する。
併せて、点字版と音声版を作成し、
広報課に利用者名簿申請・許可
後、北区ニュース点字版・音声版

△
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

1 2

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】
別館の改築で設置したエレベーターとだれ
でもトイレの案内表示をユニバーサルデザ
インとした。

○

【総務課】
施設改修時にはカラーユニバーサ
ルデザイン及び大型ピクトサイン等
を積極的に採用する。

【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。
●高齢者に関する施策を総合的に推進す
るための「高齢者保健福祉計画」、及び介
護保険給付の見込みや保険料の水準を
定める「第7期介護保険事業計画」を一体
的なものとして策定した「北区地域包括ケ
ア推進計画（平成30年度～平成32年度）」
の音声版を作成した。
●刊行物発行の際、文字の大きさに配慮
し、文字の輪郭がはっきり分かるデザイン
にした。

【教育政策課】
・教育広報紙「くおん」
テープ版及びデイジー版を発行している。
（平成30年4月発行時の実績）
テープ版 26件
デイジー版 2件

【区議会事務局】
・くぎかいだより点字版及びテープ版の発
行

教育政策課

区議会事務局

各課

後、北区ニュース点字版・音声版
利用者に送付する。

【区議会事務局】
・くぎかいだより点字版及びテープ
版の発行の継続
・平成30年度より、くぎかいだより
テープ版に加え、デイジー版を作
成。また、ホームページにも音声
ファイル（ＭＰ３）を掲載。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

1 2

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29年度実績
25手続き　利用件数 2,021件

【区議会事務局】
・議会の会議等において、聴覚障害者用
音声文字変換システムを使用
・平成27年度より、議会等において、会議
の際聴覚障害のある傍聴者へ、音声文字
変換システム入タブレットの貸出を開始
・平成28年度より、手話通訳を希望する傍
聴者への案内をHPに掲載

△

【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】
引き続き電子申請の手続きを継続
する。

【区議会事務局】
・音声文字変換システム使用の継
続
・音声文字変換システム入タブレッ
トの貸出の継続
・手話通訳を希望する傍聴者への
案内を引き続きHPに掲載
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

1 2

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＞
東京都議会議員選挙・衆議院議員選挙共
通
・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
・投票箱への点字シール貼付
・点字版氏名等一覧・選挙公報の備え付
け
・ルーペ、老眼鏡、文鎮の備え付け
・筆談ボードの備え付け
＜不在者投票＞
郵便等投票の該当者における投票事務全
般
東京都議会議員選挙 113件
衆議院議員選挙（小選挙区） 109件
病院等における指定施設での投票事務全
般
東京都議会議員選挙 749件

△

【選挙管理委員会事務局】
他自治体の事例を参考にしながら
引き続き投票しやすい環境の整備
を行っていく。
お知らせへの点字シールの貼付に
ついては、障害者福祉のしおり等
で周知に努める。

1 2

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

【職員課】
係長級以上の職員、係長昇任予定者、新
規採用職員を対象に障害者差別解消法の
理解を深める研修を実施
係長昇任前研修  計1回 39名
新規採用職員 計3回 160名

【障害福祉課】
職員対応要綱は策定済。
新規採用職員等に、「障害者差別解消法
職員ハンドブック」を配布。

△

【職員課】
係長昇任予定者、新規採用職員を
対象に引き続き障害者差別解消法
に関する研修を実施予定

【障害福祉課】
職員ハンドブックの配布、障害者差
別解消法ニュースなどの職員向け
普及啓発を継続する。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 1

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、最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：入門編・ステップアップ編、
視覚障害者対象編 計24回 延97人
・スマホ・タブレット講座：視覚障害者対象
計1回 延7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 計40回

△

【障害者福祉センター】
引き続き障害特性に配慮して実施
する。

2 1

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

【地域振興課】
ＮＰＯ・ボランティアぷらざ（以下「ぷらざ」と
言う。）において、福祉ボランティアが活動
する場、機材の貸し出し、情報の受発信な
どを行い、その活動支援、活動普及に取り
組んでいる。

【障害者福祉センター】
・障害者作品展手話受付ボランティア 4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。

△

【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59団体と
なっている。

【障害者福祉センター】
今後も引き続き実施していく。

2 1

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

男女いきいき推進課

区議会事務局

【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　　　2,104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・映画会への手話通訳を派遣
・女性の活躍推進応援塾
　講演会に手話通訳を派遣
　手話通訳利用者６名

【区議会事務局】
・本会議・委員会の傍聴において、手話通
訳を希望する方へ通訳者を派遣するため
予算を確保。

△

【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】
・こころと生き方・ＤＶ相談、法律相
談事業
　相談時に手話通訳を派遣
・男女共同参画週間事業
　講演会・映画会への手話通訳を
派遣

【区議会事務局】
・引き続き手話通訳派遣の予算を
確保する。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 1

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
座）
初級・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 116名

○

【障害者福祉センター】
・今年度より、通訳養成基礎・通訳
養成応用の昼間の講座を新たに開
講することにより、手話通訳者を増
やしていく。
・ヒアリングループを導入して中途
難聴者も参加しやすい環境を整
え、手話のできる区民を増やしてい
く。

2 2

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

生涯学習・学校地域
連携課

子ども家庭支援セン
ター

【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
者団体が出店した。

【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
・公開講座にて体験の場を設ける。
・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。

【子ども家庭支援センター】
「育ち愛ほっと館まつり」開催時に、ドリー
ムヴイで行っている「スワンベーカリー」の
出店でパンの販売を行っている。

△

【地域振興課】
平成30年度は「北区ふるさと区民
まつり」を10月6日（土）・7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、ライフワーク展の開催、
体験希望者に公開講座を実施す
る。
・障害者福祉センター生活介護事
業(支援係)事業公開を実施する。

【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。

【子ども家庭支援センター】
平成30年度も同様にほっと館まつ
り開催時に、「スワンベーカリー」に
パンの販売を依頼しほっと館まつり
に参加してもらう。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 2

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59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。

2 3

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】
12月3日～9日の障害者週間に開催される
イベントや事業を北区ニュース11月10日号
の１面に掲載し、区民の参加や理解の促
進に努めた。

【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。
・高次脳機能障害者の理解・啓発を目的と
して講演会を開催した。
　3回 参加者 111名

△

【広報課】
30年度も引き続き、障害者週間に
おける北区ニュースでの集中広報
及び各定期号での障害理解を深め
る広報活動に努めていく。

【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等への情報発信
・講演会の実施

2 3

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】
各障害相談窓口で希望者に配布。
また、区のHPや障害福祉サービス事業者
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。

△

【障害福祉課】
引き続き、各障害相談窓口での配
布、ヘルプカードの普及促進を図
る。
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施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 3

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

【地域振興課】
「夏！体験ボランティア」による、障害者施
設へのボランティア体験活動や、「ファース
トステップ」等を通じて障害者理解を進め
ている。

【障害者福祉センター】
※再掲（2-3-①障害理解のための広報活
動の推進）

△

【地域振興課】
引き続き、障害者理解の促進を
図っていく。

【障害者福祉センター】
※再掲（2-3-①障害理解のための
広報活動の推進）

2 3

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】
・引き続き障害者福祉センターの喫
茶・談話スペースを提供する。

2 3

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】
障害者の権利擁護をはじめとする人権意
識の向上を図るため、人権講演会の開催
や区民まつり等において啓発用ポスター
の掲示やパンフレットの配布を行った。ま
た、月１回、人権擁護委員による人権相談
の実施や各相談窓口の案内を行ってい
る。

【障害福祉課】
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・通報等に対
して障害者の権利利益を擁護するための
支援を行った。また、高齢福祉課と共催
で、虐待防止講演会を開催し、障害者虐
待防止に関する啓発活動を実施した。

【社会福祉協議会】
福祉職従事者向けに、成年後見説明会を
実施。障害者権利条約に基づく意思決定
支援についても言及した。

△

【総務課】
引き続き、障害者の権利擁護をは
じめとする人権意識の向上を図る
ため、人権講演会等の普及啓発事
業を実施する。

【障害福祉課】
引き続き、障害者虐待の防止、早
期発見、虐待を受けた障害者に対
する支援、養護者に対する支援を
行う。

【社会福祉協議会】
引き続き実施する。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

2 4

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

教育総合相談セン
ター

【教育総合相談センター】
●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。
29年度実績
小学校 9校・延べ総日数 1,790日
中学校 5校・延べ総日数 802日
●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、北区内にある居住
地の学校に副次的な籍（副籍）を置き、学
校便りの交換や行事等への参加などの交
流を行い、地域との継続的な関わりを築け
るように取り組んだ。
29年度実績
（小学校・在籍数 121人）間接交流 29人・
直接交流 48人
（中学校・在籍数 65人）間接交流 10人・直
接交流 4人

○

【教育総合相談センター】
●共生社会の形成に向けた視点
から交流及び共同学習の充実を図
る。
●都立特別支援学校と連携を図
り、区内小・中学校での交流教育
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96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、体験ボランティア活動を
実施し、障害者理解の促進を図っ
ていく。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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。

教育総合相談セン
ター

【教育総合相談センター】
・区内幼稚園、小・中学校教員（初級は初
年時又は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。
29年度実績
教育相談研修（初級 5回、中級 5回）
・平成30年3月に第三次北区特別支援教
育推進計画を策定し、「乳幼児期から社会
参加期までの切れ目ない支援」と「義務教
育期の多様な教育の場の提供」を主軸とし
た北区の特別支援教育について周知する
ため、保護者向け及び全教員向けのリー
フレットを作成し、配布を行った。

○

【教育総合相談センター】
・区内の幼稚園を含めた小・中学
校の特別支援教育への理解・啓発
のために、さらに教育相談研修の
充実を図っていく。
・特別支援教育や合理的配慮、基
礎的環境整備に関する理解と啓発
を図るための「保護者・地域向け
リーフレット」及び「教職員向けリー
フレット」の作成・配付を毎年行って
いく。
・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
へ配布していく。

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

【教育指導課】
田端中学校サブファミリーにて、障がいの
ある人と一緒に楽しむための「工夫」と「配
慮」について、福祉教育プログラムを行っ
た。
また、盲導犬・補助犬について、車イス体
験等を桐ケ丘郷・西が丘・西ケ原・八幡・第
四岩淵・西浮間・柳田・王子・谷端・堀船各
小学校において行った。
浮間小学校保護者へは、「手話指導プロ
ジェクト」の紹介を行った。

【社会福祉協議会】
学校での実施は、田端中学校サブファミ
リー、桐ケ丘郷、西が丘、西ケ原、八幡、
第四岩淵、西浮間、柳田、王子、谷端、堀
船各小学校で12回のプログラムを実施（内
容：視覚障がいの理解、車いす体験を通し
た障がい理解、障がい者スポーツ体験ほ
か）。また、浮間小学校保護者に講師を紹
介した。
そのほか、地域向けプログラムとして、車
いすステーション実施町会のシニアクラブ
を対象に、車いすの使い方及び体験のプ
ログラムを実施した。

△

【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。

【社会福祉協議会】
学校でのプログラムの実施につい
ては、学校側の希望に基づき、調
整し、行っていく。
地域住民対象については、30分程
度で実施できるプログラムを開発
し、実施の声かけを行っていく。
これまでのプログラムでご協力い
ただいた講師、福祉教育プログラ
ムを実施している他の団体等と、
福祉教育プログラムに関する情報
交換会を行う予定。
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北区障害者計画進捗状況調査結果　（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 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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　25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　2件

△

【障害福祉課】
・障害者虐待に関する事案につい
て、高齢福祉課や子ども家庭支援
センター等の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、引き続き弁護士相談を活用
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

【障害福祉課】
高齢福祉課と共催で、虐待防止講演会を
開催し、障害者虐待防止に関する啓発活
動を実施した。

△

【障害福祉課】
引き続き、障害者虐待の防止、早
期発見、虐待を受けた障害者に対
する支援、養護者に対する支援を
行うため、講演会を実施する。

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　3件
・成年後見制度後見人報酬助成　2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。
・自立支援協議会の意見等を参考
にしながら、権利擁護体制の強化
に努めていく。
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施策目標 個別目標 事業内容 担当課 平成２９年度の取り組み内容・実績等
今後の取り組み

（拡充○、維持継続△、中止等×）

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】
※再掲（基本目標１-2-2-③相談支援専門
員の養成）

△

【障害福祉課】
※再掲（基本目標１-2-2-③相談支
援専門員の養成）

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 17家庭 210回
・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
・利用者支援事業（子育てナビ）
情報提供 来館3,931人 電話68人 合計
3,999人
・出産応援事業（はぴママひよこ面接）
面接実施：
育ち愛ほっと館 783件
児童館・子どもセンター 737件
合計 1,520件

△

【子ども家庭支援センター】
引き続き、子育てナビ等の充実を
図り、子育てに不安のある保護者
等への支援ができるよう努めてい
く。

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 2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
・教育委員会との連絡会を開催 年4回

△

【子ども家庭支援センター】
引き続き各会議を通じ、連携を強
化していく。
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