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令和元年度第２回 東京都北区自立支援協議会 議事要旨 

日 時 令和元年１２月１１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、中嶋郷子、吉田耕一、藤井晴太郎、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、建部功一、小島靖子、花見たかし、

山崎たい子、峯﨑優二、飯窪英一、田中英行 

〔事務局〕 

加藤障害福祉課長、干台王子障害相談係長、岩﨑赤羽障害相談係長、

藤波、北岡、大月、森澤、齋藤、川上、白石、中村 

次 第 

１．開会（資料１・２） 

２．議題 

（１）「（仮称）東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意

思疎通の支援に関する条例骨子（案）」のパブリックコメント実

施結果について（資料３～５） 

（２）北区障害者実態・意向調査の実施について（資料６～８） 

（３）北区障害者計画等の改定スケジュールについて（資料９） 

（４）障害者差別解消法に関する取組（資料１０・１１） 

（５）その他 

（６）連絡事項 

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）東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思

疎通の支援に関する条例骨子（案）」のパブリックコメント実施結

果について 

４．パブリックコメント実施結果（別紙資料） 

５．東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支

援に関する条例（素案） 

６．北区障害者計画改定等に向けた障害者実態・意向調査の実施について  

７．障害者実態・意向調査 調査票（案） 

８．同調査項目（参考資料） 

９．障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 策定

スケジュール（案） 

１０．令和元年度北区障害者差別解消法啓発事業の実施について 

１１．『自転車日本縦断ロードムービー スタートライン』上映会チラシ 
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要 旨 

１．開会 

○配布資料の確認 

○川村会長挨拶 

会 長：皆様、こんにちは。早いものでもう師走ですが、ご承知のように来年

は東京オリンピック・パラリンピックが始まるということ。それから、

東京都知事選挙が予定されています。社会福祉の分野で言わせていた

だくと、２０２１年、社会福祉士と精神保健福祉士のカリキュラムが

全面的に改訂になります。来年のことを言えば鬼が笑うかもしれませ

んが、来年もぜひ自立支援協議会で活発なご議論を期待したいと思い

ます。本日もよろしくお願いします。 

○事務局から資料１、２の説明 

事務局：本協議会につきましては、運営に支障がない限り公開となっています。

議事録は、事務局において発言の要旨を作成しまして、委員の皆様に

ご確認をいただいた上で、北区ホームページに掲載させていただきま

す。それでは、これより議事進行は川村会長にお願いしたいと思いま

す。川村会長、よろしくお願いします。 

 

２．議事 

（１）「（仮称）東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の

支援に関する条例骨子（案）」のパブリックコメント実施結果について 

会 長：それでは早速、議題に入りたいと思います。一つ目の議題は、北区手

話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例骨

子（案）のパブリックコメントを実施されたということで、その結果

について、事務局からご説明いただければと思います。 

○事務局から資料３～５の説明 

事務局：資料３「（仮称）東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意

思疎通の支援に関する条例骨子（案）」のパブリックコメントの実施結

果についてです。令和２年度中に制定を目指しております「（仮称）東

京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関

する条例」について、条例骨子（案）のパブリックコメントを実施し、

意見集約が終わりましたので、結果を報告するものです。意見の募集

期間は１０月１カ月間です。意見提出者は５８名、意見総数は１２４

件となっています。意見提出者数と意見総数は、ここ数年におきまし

て一番多い数となっているところです。意見の要旨及び意見に対する

区の考え方ですが、資料４のとおりになります。まず、条例のあり方
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に関することが４４件です。ページ数が多くなっておりますので、多

い意見について、紹介させていただきます。まず、No.１です。議会で、

「北区手話言語条例（仮称）制定に関する件」の陳情が採択されたに

もかかわらず、なぜ障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例

との二本立てになってしまったのでしょうか。骨子案はろう者の方々

が求めていた条例ではありません。手話言語条例一本での成立をお願

いいたしますという意見です。同様の意見が他に３２件あったところ

です。意見に対する区の考え方ですが、障害者団体代表者等により構

成する北区自立支援協議会で検討したところ、一つの障害を対象とし

た条例ではなく、障害者全体の意思疎通の支援を盛り込んだ条例にし

てほしいという意見が多数を占めたところです。区としましても、区

民の誰もが安心して暮らし、地域の一員として活躍できる共生社会を

築いていくため、障害の特性に応じた多様な意思疎通の支援を含めた

条例が望ましいと考えています。 

    ４ページ目です。定義に関することが８件ありました。No.１のところ

です。意思疎通の手段として手話が入っているが、「手話は言語である」

ということの確立に関する条例なのに、手段になってしまうのは大き

な間違いである。日本語を障害の特性に合わせて伝えるための手段で

ある筆談や点字などはすべて日本語である。手話は日本語とは全く違

う文法を持つ、一つの確立した言語である。その理解促進のための条

例であるのに、この定義で他の手段と同列に並べられてしまうことは、

この条例の根幹に関わる間違いであると思う。同様の意見が他に５件

寄せられました。区の考え方ですが、言語は意思疎通に不可欠であり、

言語である手話は、手段の一つであると考えます。なお、ご意見の趣

旨を踏まえ、条例（案）では、手話が言語であることが明確になるよ

うに配慮していきたいと考えています。 

    続きまして、５ページ目です。手話言語に関することが１３件です。

No.１です。区民の皆さんに、手話は言語であると理解してもらえる様

になればよいと思います。手話が普及して、聞こえない人への理解が

広まれば、もっと住みやすい社会になるのではと思います。同様の意

見が他に６件あったところです。意見に対する区の考え方ですが、条

例の制定により、手話が言語であることの理解を促進するとともに、

障害者の意思疎通の支援を行う者の養成や環境整備等の施策を推進

し、円滑な意思疎通を図ることができるように努めてまいります。 

    続きまして No.２のところです。私たちは日本語を手話に変えている

のではありません。手話で考えています。だから文章を書くのは苦手
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です。手話で考え、手話で話しています。手話が言語だと知ってほし

いです。同様の意見が３件あったところです。意見に対する区の考え

方ですが、ご意見について、参考にさせていただきます。手話言語及

びろう者への理解に努めてまいります。 

    続きまして、６ページ目は、手話・ろう者についての学びに関するこ

とが１６件です。No.１のところです。今、小学校から英語教育が始ま

っていますが、「手話」も一つの言語、「日本人同士の意思疎通のため

に必要な言語」として小学校から授業に取り入れ、ろう者を「障害者」

でなく「他言語を使う日本人」として認識できるようにすることも大

切な教育ではないでしょうか。差別の抑制にも繋がっていくと思いま

す。同様の意見が他に６件あったところです。意見に対する区の考え

方です。ご意見について、参考にさせていただきます。また、所管部

署に対して情報提供させていただきます。 

    続きまして、９ページ目です。パブリックコメントの実施方法に関す

ることが１２件です。No.１のところです。パブリックコメントの提出

方法が日本語だけなのはおかしい。そもそも条例骨子案も日本語だけ

なので、ろう者は理解できない人も多い。だから条例が必要なのだと

思う。せめて、手話で説明動画をつくり、ＨＰに載せたり、ろう者は

手話でパブリックコメントを述べても良いとするなど、工夫が必要だ

と思う。同様の意見が８件あったところです。意見に対する区の考え

方ですが、ご意見について、参考にさせていただきます。区は、文書

を読むことや書くことができない方などに対して、等しく情報が行き

渡り、意見が提出できるよう配慮する必要があります。パブリックコ

メント制度の所管部署にも情報提供し、今後の検討課題として考えて

まいります。なお、手話による意見の申し出があった場合は、手話通

訳者と連携をとり、文書に直し、意見として受け付けているところで

す。今回、聴覚障害当事者を含め意見を聴取できていることから、パ

ブリックコメントのやり直しはいたしません。また、条例制定後は北

区ホームページに条文の手話動画を掲載するなど、ろう者への配慮に

努めてまいりたいと考えています。 

    資料３に戻っていただき、２の経過と今後の予定です。１２月２日、

健康福祉委員会において、パブリックコメント実施結果の報告を行い

ました。１２月２０日には、パブリックコメントの実施結果の公表を

行います。条例案の提出につきましては、令和２年２月、第１回定例

会で、区議会に諮ってまいりたいと考えています。施行は来年４月と

考えています。 
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    資料５をご覧ください。資料５はパブリックコメントの結果を踏まえ

た、東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支

援に関する条例の、現時点の素案です。前文では、手話がろう者にと

って、命であるということを記載しています。また、全ての区民が、

手話が言語であることを理解するとともに、手話をはじめとした障害

の特性に応じた意思疎通のための手段を選択した上で、必要な情報を

取得し、他人と心を通わせながら、充実した生活を送ることができる

地域社会の実現を目指して、ここに、この条例を制定すると記載して

います。 

    第１条のところで、目的として、この条例は、手話が言語であること

の理解の促進、障害の特性に応じた意思疎通のための手段についての

選択の機会の確保及び普及について基本理念を定めるとともに、区の

責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者

の円滑な意思疎通を図り、全ての区民が、障害の有無にかかわらず、

相互に尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することとし

ています。第７条の施策の実施では、第４条に規定する責務を果たす

ため、手話言語に関して次に掲げる施策を実施するという形で、（１）、

（２）、（３）、（４）と手話が言語であることを中心に規定していると

ころです。その次の第２項につきましては、障害の特性に応じた意思

疎通のための手段に関して規定しています。 

    なお、今年の８月の自立支援協議会でも、条例素案という形で提示さ

せていただいたところですが、パブリックコメントを踏まえて、若干

の修正をしています。今、最終的な検討段階に入っているところです

ので、これそのものが条例案にはならないというところですので、ご

了承いただければと思います。 

会 長：ありがとうございました。まず、パブコメについて、お気づきの点、

あるいは現場での経験を踏まえた感想なり、ご意見なりというものを

お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：パブリックコメントを拝見いたしまして、非常に厳しい意見が多かっ

たように感じられます。今後、予定どおり行われるのでしょうか。 

事務局：昨年９月に聴覚障害者団体から陳情が出されたのですが、聴覚障害者

団体は手話言語単独の条例を望まれているところです。自立支援協議

会の検討の中で、聴覚以外の障害者も対象にした条例とするという方

向性が決まった後、聴覚障害者団体や関係する団体と可能な限り意見

交換をさせていただきました。聴覚障害者団体は、納得はいかないの

かもしれませんが、私どもとしましては、可能な限り手話言語を強調
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した内容で配慮させていただきました。パブリックコメントで大分厳

しい意見をいただいたところですが、パブリックコメント後も、聴覚

障害者団体の理事の皆様と話し合いをさせていただきました。最終的

な納得は得られないという感じではありましたが、障害者全体を考え

ますと、今の条例素案を条例案にし、区議会のほうに諮っていきたい

と考えているところです。 

委 員：ちょっとお聞きしたいのですが、日本には今、手話が主に３種類ある

と思います。文法と手の動きで手話が成り立っているとおっしゃいま

したが、主に３種類の手話は、みんな文法も同じで、指の動きも同じ

なのでしょうか。 

会 長：ありがとうございました。手話通訳の現場からご意見いかがですか。 

通訳者：手話通訳の立場として、お答えしてよろしいでしょうか。確かに手話

には何種類かあるようですが、手話言語条例で謳っている手話という

のは、ろう者、つまり、日本語を取得していない方たちが使っている

手話を記載していると思います。日本語対応手話というのもあります

が、それは中途失聴者、あるいは手話を学習中の方が、日本語のベー

スがあって、それにあわせて手話を使うというものです。ですから、

手話には大きく分けて、日本語をベースとする手話と日本語をベース

としない手話というのがあります。 

委 員：それですと、先になって、手話言語条例ができた後に、今答えられた

手話１本でいくというと、他のところから異論は出ませんか。 

通訳者：他のところとは、例えば、中途失聴の方が使っているような手話とい

う意味で理解してよろしいですか。 

委 員：そうです。 

通訳者：おそらく日本語をベースにしていらっしゃるので、ここで言うろう者

が使っている手話とは、別の解釈をしていると思います。要するにそ

ういう立場の方からクレームが出るのではないかということでしょう

か。 

委 員：そうです。 

通訳者：基本的な考え方の手話が、音声言語ではなく、視覚言語であるという

ことが、理解していただくのに難しいのですけれども、視覚言語であ

るということをこちらでは謳っているわけですから、ベースに音声が

ある方、あるいは音声を習得した上で聞こえなくなった方は、言語対

応手話ですとか、筆談ですとか、そういう形で対応していただけるの

ではないかと、私は考えます。これはあくまでも私、手話通訳者とし

ての感想ですが、よろしいでしょうか。 
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委 員：先のことを心配したので、質問させていただきました。わかりました。 

会 長：ありがとうございました。今のやりとり、事務局ではどのようにお受

け止めでしょうか。 

事務局：聞こえない人というのは一致しているのかなと思いますので、この条

例の理念を活かせていただければというふうに思っているところで

す。 

会 長：ありがとうございました。今の事務局の受け止め方ですが、いかがで

しょうか。 

通訳者：貴重なご意見をいただいたと思います。これで手話の啓発に関しまし

ても、ろう者に対する啓発と、あと中途失聴者、あるいは日本語をベ

ースにしていらっしゃる方への啓発というのは、取り組み方が違って

くるかと思います。その辺も、多分聴覚障害者協会もご理解している

と思いますし、登録手話通訳者会としても理解した上で啓発に努めて

いきたいと思います。やはり視覚言語であるということは、なかなか

理解していただけない部分があると思いますので、これから実際どう

いうふうに手話を広めていくかというところで、また、皆さんからの

忌憚のないご意見をいただきたいと思います。貴重なご意見ありがと

うございました。 

会 長：事務局、よろしいですか。 

事務局：ぜひお願いしたいと思います。こちらのほうとしましても、手話言語

条例ができた後の普及啓発は非常に大切だと思っていますので、団体

の意見を聞きながら頑張っていきたいと考えているところです。 

会 長：条例化した上での運用面で、柔軟に対応されるということでよろしい

かと思います。ありがとうございました。他にご意見あれば、いかが

でしょうか。今日は、議員もお二人お見えだと思いますが、この条例

の素案について、今の時点でどのようにお受け止められているのか、

何かお気づきの点があれば、お伺いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

委 員：１２月２日に健康福祉委員会が開かれ、同じ内容の報告がありました。

先ほどお話がありましたとおり非常に意見が多かったということで、

委員のほうからも、意見交換を密にしながら、条例案をつくっていた

だければという話をさせていただきました。 

委 員：手話言語条例の制定に向けて、団体の皆さまが尽力し、また、議会と

しても全会一致で条例にすべきだと陳情を採択してきたので、かなり

スムーズに条例化の動きがつくられているというふうに思っていま

す。なので、本来的には、条例ができてよかったと喜んでいきたいと
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いう思いなのですが、そのときに、団体の皆さまも、重ねて、重ねて

強調された、手話が言語であるということの意味を、私も改めて受け

止める時間になったなというふうに思います。区のほうもすごく努力

して、この素案の文章化をしてきているのかなと思いましたので、こ

の素案で、団体の皆さんが〇というふうにしてくれれば、ありがたい

なと思っているところです。 

会 長：ありがとうございました。確かにこれだけパブコメでご議論あります

ので、一つずつ丁寧に踏まえながら条例化を進めていただければと思

いますが、逆に言うと、それだけ事務局のほうも、いろいろなご意見

をまとめて条例化にもっていくということで、大変な作業になるとは

思いますが、時間をかけながらも、目標に向かって丁寧に作業を進め

ていただければと思います。 

委 員：それで、パブリックコメントを見させていただいて、自分の理解が及

んでいなかったのだなと改めて思ったのは、このパブリックコメント

をするに当たって、手話言語でご案内をしてほしかったという意見が

あったことです。今回はこの意見を受け止めて、北区が今後そういう

形でしていきたいというふうに言ってくれたので、ほっとしたのです

が、そういうところから、一つ一つろう者の方の意見を聞いていくと

いうことが本当に大事なのだと思っているので、引き続き、当事者の

方のご意見をいただきたいなと思っております。 

会 長：ありがとうございました。ちなみに、区議会議員の中で、障害者の議

員はお見えなのですか。 

委 員：北区はいないです。 

会 長：だったらなお更、障害者の方のご意見を普段の議員活動の中で広めら

れていければと思います。よろしくお願いします。 

委 員：私は、手話を言語と認めるのは当然だと思います。それは構わない。

だけど、手話言語単独の成立というのではなく、やはり障害者にはい

ろいろな意思の疎通の仕方がある。聴覚障害者の手話の他にも意思疎

通の仕方があるので、僕はこの二本立てで、最高な仕上がりだと思い

ます。 

会 長：おっしゃるとおりだと思います。小田副会長いかがですか。 

副会長：先ほど手話通訳者の方から、日本語がベースにある手話と、日本語に

対応するものではない視覚的な手話があるというお話がありました。

日本語がベースではない、視覚的な言語を言語とするというお話もあ

るということですが、筆談は、日本語がベースになっているのだろう

し、自分たち人工呼吸器ユーザーは、発声ができないというところで、
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文字盤を使ったり、口文字コミュニケーションという、介助者が「あ

かさたな…」と言って、日本語をベースに、１文字、１文字をとって

いく日本語のあり方というのもあるので、障害特性によるコミュニケ

ーションというところで、今回、さっきのパブリックコメントのご意

見の中に、一つにしてほしいというご意見がある中で、もう一回、自

分の中で整理しないといけないのかなと思いました。視覚としてのコ

ミュニケーションというような捉え方をしていいのか、コミュニケー

ションではなくて、言語として条例がどうしても必要というところな

のか、ちょっと頭の中で整理できていないのですが、今、思っている

のはそういうようなことです。 

会 長：ありがとうございました。それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 

（２）北区障害者実態・意向調査の実施について 

○事務局から資料 6～８の説明 

事務局：資料６、北区障害者計画改定等に向けた障害者実態・意向調査の実施

についてです。１の要旨ですが、区の障害福祉施策を総合的に進める

ための計画である「北区障害者計画」の改定、並びに障害福祉サービ

ス等の地域生活に必要なサービス量の見込み及びその確保策を定める

「第６期北区障害福祉計画・第２期北区障害児福祉計画」の策定にあ

たり、障害者（児）の生活実態や障害福祉施策等のニーズを把握し、

計画の基礎資料とすることを目的として、障害者実態・意向調査を実

施するものです。前回の調査から約６年ぶりの調査となります。２の

調査概要ですが、調査対象は、①身体障害者１，８００人、②知的障

害者７００人、③精神障害者７００人、④難病患者８００人、合計４，

０００人になるところです。調査期間は、令和２年１月６日（月）～

１月２７日（月）を予定しています。調査方法は、調査票の郵送配布、

で、無記名での郵送回収という形になります。３の今後の予定ですが、  

１月に調査を実施し、その後、集計、分析、３月に報告書を作成した

いというふうに考えているところです。 

    調査票につきましては、資料７をご覧ください。ご記入に当たっての

お願いということで、①あて名のご本人についてお答えください。ご

本人が回答することが難しい場合は、ご家族や主に介護や支援をなさ

っている方が、ご本人と相談しながら、ご記入いただければ幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力をお願いいたします。②聴覚

障害者の方で記入についてわからないときは、障害福祉課内にありま

す手話通訳連絡所でご相談をお受けします。③視覚障害者の方で音訳
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版をご希望の方は、障害福祉課までご連絡ください。また、その他、

調査票は、知的障害者用にルビを付したもの、視覚障害者用に文字拡

大版をご用意しております。④わからない質問や答えたくない質問に

は、無理にお答えいただく必要はありません。⑤ご記入いただいたア

ンケートは、同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らずに令和２年１

月２７日（月）までにポストに入れてください。調査票は、事前に各

専門部会のほうに意見照会をさせていただき、それを踏まえたものに

なっています。１ページ目があなたご自身のことについて、２ページ

目が通院や入院について、３ページ目が住居について、４ページ目が

収入・就労について、５ページ目が介護・支援について、６ページ目

が日常生活について、７ページ目に、外出・地域環境・交通について、

情報や相談について、９ページ目はサービスの利用について、１２ペ

ージ目は障害児について、１３ページ目が権利擁護について、１４ペ

ージ目が災害対策について、１５ページ目が社会参加について、１６

ページ目がその他となっているところです。資料８をご覧ください。

障害者実態・意向調査の調査項目です。この中で網かけになっている

ところが新規の設問という形になりまして、問６医療的ケアの内容、

問９最近１年間の在宅医療や訪問看護の有無と頻度、問１９まちのバ

リアフリーの満足度、問２０バリアフリー化を進めてほしい施設、問

２２情報を入手するときに困ること、問３０子どもの発達や行動が気

になった年齢、問３１子どもの発達や行動に関する相談先、問３３障

害者差別解消法の認知度、問３４障害を理由とする差別の経験、問３

５障害者虐待防止センターの認知度、問３６虐待場面に遭遇した経験、

問３６－１遭遇した虐待の内容、問３９災害時に避難する場所を決め

ているか、問４３地域で安心して暮らすために重要と思う施策、を追

加させていただいたところです。資料６～８については以上です。 

会 長：ありがとうございました。年明けの１月６日から２７日まで調査をす

ること、また、その調査票についてご説明をいただきましたが、何か

ご意見あればいかがでしょうか。ご質問でも結構です。 

委 員：部会のほうでもお願いをしたのですが、この調査票を送られた障害の

ある方たちみんなが、一人で全部書き切れるものではないと思います。

ですので、障害のある人たちの日中活動先などに見本を１部ずつ送っ

ていただいて、調査票が届いているかどうかの確認を各事業所ででき

るようにして、できるだけ回収率を上げることができたらいいなと思

います。 

会 長：ありがとうございました。我々研究者は、回収率最低６５％というの
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が目途なのです。だから、６５％プラスアルファぐらいになるように、

やっぱり関係先にもこういう調査をするからご理解をというお願いを

して、回収率を上げていく努力は必要かなと思います。事務局、いか

がでしょうか。 

事務局：ご意見ありがとうございます。協議会の後に、各通所施設、特別支援

学校、障害者団体などの関係機関に、協力依頼の手紙を見本と併せて

出すつもりです。アンケートが届いた方から事業所、団体の皆様にご

相談などあるかと思います。可能な範囲でご協力をいただければ幸い

です。よろしくお願いします。 

事務局：補足ですが、前回の回収率は５５％、有効回収率が５１．１％でした。

今、川村会長からもありましたとおりなかなか６５％には届いており

ませんので、可能な限り回収率を上げていく努力を行っていきたいと

考えているところです。 

会 長：ありがとうございました。よろしくお願いします。 

委 員：事前にいただいたものをやってみたのですが、結構ボリュームがあっ

て大変だなと思いましたので、委員からも意見があったように、回収

率を上げるためにも、通所施設やグループホームの世話人などにお手

伝いのお願いをしていただければと思います。ただ、特に重度の障害

のある方は、ご本人は一人暮らしがしたいけれど、ご家族が許さない

なんてことはよくあることです。その声を誰が書くかというと、重度

になればなるほどご家族になるので、ご本人の思いとご家族の思いが

なかなか一緒ではないことが多いので、回収率が上がっても内容的に

どうなのかなというのもあります。あと、設問も、「赤羽西福祉工房に

行っている」に〇をするならできるけれど、生活介護という言い方に

なるとイコールになるのかなと、特に高齢のお母さんになればなるほ

どイコールになるのかなという心配があります。 

会 長：ありがとうございました。これに類する現場の様子なり、ご要望なり、

問題点なり、ご意見ありましたらいかがですか。 

委 員：もうちょっとわかりやすい項目に変えてほしいです。 

会 長：ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。もう少しわか

りやすく表現の工夫ができないかというご質問だったと思います。 

委 員：委員が言ったように、調査票を読み込むのは、なかなか大変だろうな

と思います。また、本人の思いと親御さんの思いが結構ずれるという

のはあるのだろうと思います。本当に誰の調査なのかなというあたり

が結構課題としては残るのかなという感じはします。 

会 長：ありがとうございました。理想としては、直接ご本人あるいはご家族
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なりのサポーターにヒアリングするというのが一番いいのでしょう

が、物理的になかなか難しいので、どうしてもこういうアンケート調

査になるのが一般的なのです。ここをどういうふうにヒアリングに近

いような形でフォローアップして、回収率も上げていくかという工夫

やご努力が必要だと思いますが、事務局、いかがでしょうか。 

事務局：はい。その点が課題になるのかなというふうに思っているところです。

そういう意味でも、おそらく前回の回収率が５５％でとどまったとい

うのがあるのかなと感じています。事業所や障害者団体の皆さまのご

協力、またわからない場合は障害福祉課に問い合わせをいただくなど、

その点で頑張っていきたいと思っているところです。 

委 員：ろう者の場合、送られてきた調査票を読み込むことが苦手な方がいま

す。とても一人だけで努力して答えることができないので、破棄して

しまうということがあります。例えば、漢字の読み方がわからなかっ

たり、意味がわからないという方もいるので、私としてはその辺りを

心配しております。 

会 長：ありがとうございました。本当にそのとおりだと思います。一口に障

害者と言いましても、色々な障害がありますし、その程度もあります

し、ご家族なり生活環境も異なるということもあります。こういう実

態調査はなかなか難しいのですが、そういったところを含めて、今の

ご意見について、事務局、何かお考えがあればいかがですか。 

事務局：委員がおっしゃったとおり、ろう者だけの家族、もしくはひとり暮ら

しの方で、どうすることもできないという方もいるのかなと思います。

先ほどの回答と同じになってしまいますが、事業所や障害者団体の皆

さまにご協力をいただきながら、障害福祉課でも対応を頑張っていき

たいというふうに思っております。 

会 長：ありがとうございました。回収するだけじゃなくて、きちんとその方

のご意見なり生活環境を踏まえた上での回答結果を抽出するというご

努力も考えなくちゃいけないと思いますが、そこは一度調査した結果

を踏まえて、どうフォローアップしていくかということで工夫するし

かないでしょう。ありがとうございます。 

委 員：相談支援部会のほうで話し合いをしたことをお伝えしたいと思います。

資料７の１３ページの問３６のところで、虐待を見たり聞いたり受け

たことがありますかという質問がありますが、これに何かしら〇をつ

けた人たちが、その後どうしたか、相談できたのか、できなかったの

かというのを項目として入れることはできないのかなと。また、虐待

を受けたとか、見たり聞いたりした人がどこに電話をしたらいいのか
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というところで、用語解説の資料に電話番号を載せていただくとか、

何かご検討をしていただくことは可能でしょうか。 

会 長：ありがとうございます。今のご質問ですが、事務局いかがですか。 

事務局：ご意見ありがとうございます。今回、無作為で抽出した方を対象とし

たアンケートになりますので、基本的な調査項目になっております。

虐待を見た方、虐待を受けた方がその後しっかり相談できたかという

のは大事な項目だと思いますが、デリケートな内容になってきますの

でアンケートでの把握ではなく、個別の相談による把握が必要になっ

てくるかなと考えております。また、用語解説について、４ページ目

の障害者虐待防止センターに電話番号がないというご指摘をいただき

ましたが、通報義務があると書いておりますので、連絡先もあわせて

書くように修正をしたいと思います。よろしくお願いします。 

会 長：ありがとうございました。確かに電話番号があれば、あるいはメール

もあれば連絡ができます。ありがとうございました。その他いかがで

しょうか。 

委 員：二つあります。一つが、今回、新規の項目の一つに医療的ケアの内容

が含まれているのですが、とりわけ子どものところがもう少し具体的

になるといいなという思いがあります。１２ページで障害児について

の質問が並びますが、ここで、例えば子どもというと保育とかそうい

うところも具体的に項目が上がるのではないかと思いますが、それに

〇をつけようとするとちょっと躊躇してしまう。その他に書くのかな

とか、その辺の設問の仕方を、区としてはどのように考えているのか

なというのが、一つあります。それから２点目は、障害者の計画に限

ったことではなくて、区の姿勢になりますが、今、多様性というもの

がかなり言われていて、性別のところは男性と女性だけでいいのかと

いうのが常に話題になります。このアンケートでは、区はどんな議論

になったのか、教えてほしいなと思います。 

会 長：ありがとうございました。事務局、今の２点についていかがでしょう

か。 

事務局：２点目の性別のほうですが、実は検討に当たり、男性、女性の他に、

３でその他というのを設けるかどうか非常に悩んだところです。こう

した性別の問題というのも、新しい問題として捉えているところです

が、最終的にこの３を付けることによって戸惑ってしまうのかなとい

うのがあって、今回は見送らせていただいたところです。 

事務局：障害児のご質問ですが、１２ページの問２８で、子どもが受けている

療育について、充実を望むものは何かという質問があります。こちら
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の選択肢の中で、保育という言い方ではないですが、療育を行う施設

の増設という選択肢を設けました。現時点では、こちらでそうしたニ

ーズを把握することができるのかなと考えております。障害児の項目

につきましては、障害児福祉計画の策定が義務づけられたこともあり、

問３０や３１で項目を増やし、また、医療的ケアに関する項目や在宅

医療に関する項目も増やしたところです。もう少し校正の時間があり

ますので、引き続き検討をしていきたいなと思っております。 

会 長：その他いかがですか。それでは、また何かご意見がありましたら最後

でお出しいただければと思います。 

 

（３）北区障害者計画等の改定スケジュールについて 

○事務局から資料９の説明 

事務局：資料９、障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の

策定スケジュール（案）をご覧ください。３つの計画、北区障害者計

画、北区障害福祉計画、北区障害児福祉計画があるところですが、障

害者計画は障害者基本法に基づく区における障害者のための施策に関

する基本計画、障害福祉計画は障害者総合支援法に基づくもので、地

域生活に必要なサービス量の見込みやその確保策を定める計画です。

障害児福祉計画は、児童福祉法に基づく市町村の障害児福祉計画で、

障害児通所支援、障害児相談支援に必要なサービス量の見込み等を定

める計画です。令和２年度をもちまして障害者計画と第５期障害福祉

計画・第１期障害児福祉計画がちょうど期間満了となるところですの

で、令和３年度からの次期の障害者計画、第６期障害福祉計画・第２

期障害児福祉計画をまとめて１冊という形で策定したいというふうに

考えています。策定のスケジュールが上のほうの図になっておりまし

て、令和元年度につきましては、１２月に調査票を作成し、実態・意

向調査を１月、３月中に実態・意向調査の集計・分析、令和２年４月

から計画素案の検討という予定になっているところです。自立支援協

議会のほうの動きについては、来年の６月もしくは７月に、第１回目

の全体会を開催させていただき、ニーズ調査の報告、スケジュール、

改定・策定のポイントを説明させていただきます。各専門部会で検討

の上、ある程度、計画素案ができるのが１０月という形になりまして、

１０月に全体会を行うところです。このときに、計画素案の報告と、

パブリックコメントの実施報告をさせていただく予定です。また、各

専門部会での検討を経て、２月の全体会でパブリックコメントの結果、

計画の最終案報告という形になり、令和３年度から新しい計画ができ
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るという形になります。庁内のほうの動きですが、自立支援協議会の

開催に合わせまして、区の関係部署を集めて、庁内においても検討さ

せていただきたいと思います。またその都度、議会報告を行うという

ような形で考えているところです。現時点でのおおむねのスケジュー

ルはこのような形になりますので、委員の皆様もご協力をお願いでき

ればと思います。 

会 長：ありがとうございました。ご意見、ご質問、ご要望等あればお伺いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：今、共生型社会の推進というのが大きな流れになっているかと思いま

す。こうやって障害児・者の計画を立てる、それに当たって現状をリ

サーチしてどうしていこうかと決めるのはいいのですが、障害者も間

違いなく高齢化が進んでいて、そういった状況で高齢と障害の施策が

別々に進んでいっているので、高齢者の実態や施策についてもよく理

解していかなければ、きっと老いていく障害者の方たちのご支援にも

つながらないので、お互いすり合わす機会というのが持たれるものな

のかというのが気になります。 

委 員：私も同じように思います。今、障害者の高齢化が進んできているとい

うことは間違いないし、縦割りでいいのかなというふうな思いはとて

もしています。障害者は支えられる側だけではなくて、支え合うとい

うようなことを含めながら共生社会というのがすごく求められている

のだと思うのですが、その辺を含めて同じような疑問を感じています。 

会 長：はい、ありがとうございました。もう一つ加えさせていただければ、

障害者の当事者活動も必要になってくるかなと思うのです。今のお二

人のご意見を踏まえて、事務局のほうで他の計画の策定委員会等との

連携についてご意見をお伺いしたいと思います。 

事務局：地域共生型社会、また障害者の高齢化、親の高齢化という問題は今ま

で以上に顕著になっていると感じているところです。庁内の検討委員

会の中には高齢福祉課長もいるところですので、高齢部門の意見を取

り入れ、障害福祉課だけでは対応できない部分についても、高齢部門

に協力を求めていき、高齢の分野も視野に入れながら行っていきたい

なと考えているところです。 

会 長：ありがとうございました。国のほうは包括的支援体制なんてよく言わ

れているわけですが、具体的な国の役割、自治体の役割、住民の役割、

当事者はどうかというところは見えてこないのです。そういう中で、

ご存じのように介護保険は第８期事業計画の議論がスタートしていま

すが、なかなか地域共生社会の実現と言いましても、まだまだ横割り
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の部分が十分示されていないし、国の役割より自治体の役割として、

どうしても押しつけてくるという感じもあって、自治体としても利用

者、住民と政府との間で板挟みというしんどいところがあるかと思う

のです。いずれにしても国や東京都の動向も考えながら、しかし区と

してどうするかというアイデンティティの問題になるかと思います。

事務局としてはそのあたりなかなか悩ましいところもあるでしょう

が、特に高齢者との関係や地域との関係も踏まえて、来年度以降に向

けてどういうふうなスタンスで臨まれるのか、決意表明的な話を聞か

せてもらえればと思いますが、いかがですか。 

委 員：ご意見ありがとうございます。障害者と高齢者の計画については、根

拠の法律が違っているわけですが、やはり一緒の視点でいろいろ検討

していく必要があるというふうに捉えていますので、当然連携する体

制を整えていますけれども、そういった視点も視野に入れて十分に検

討していきたいというふうに考えています。 

会 長：はい、ありがとうございました。自治体では対象者ごとに計画的な対

応を検討するというふうになっているわけで、我々の自立支援協議会

のメンバーも障害者の議論をしていますが、高齢者のほうはどうだと

いうような対象者ごとの縦割りになっているのを横割りにするような

マクロの視点で考えていかなくちゃいけないのかなと思います。事務

局もそのあたりはそういう審議会、あるいは介護保険の運営協議会、

あるいは計画策定委員会そういったところのすり合わせをしていただ

いて、その結果をこちらに差し向けていただき、総合的な福祉施策と

して取り組んでいただければいいのかなと思っております。よろしく

お願いします。それでは、まだ議論もあるかもしれませんが、議題の

４の障害者差別解消法に関する取組について、事務局にご説明いただ

きたいと思います。 

 

（４）障害者差別解消法に関する取組 

○事務局から資料１０・１１の説明 

事務局：資料１０の令和元年度障害者差別解消法啓発事業の実施についてです。  

１の要旨ですが、令和元年１２月２２日、赤羽会館講堂におきまして

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まして、

生まれつき耳の聞こえない映画監督が、自分自身を被写体に自転車で

沖縄から北海道までの日本縦断の旅を記録したドキュメンタリー映画

『スタートライン』の上映会を開催するものです。来年度に予定して

います「東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通
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の支援に関する条例」の制定を見据えまして、コミュニケーションを

テーマに障害者理解の促進、意思疎通の方法について普及啓発を行う

ものです。３の概要ですが、こちらは別紙のチラシのほうをご覧くだ

さい。参加のほうは無料となっておりまして、１２月２２日、日曜日、

午前９時４０分から１１時４５分となるところです。赤羽会館講堂で、

定員は２００名となっています。申込方法につきましては、電話・Ｆ

ＡＸ・郵送・窓口への申込書の持参いずれかの方法でお申し込みが可

能です。皆さんも奮って参加していただければと思います。よろしく

お願いします。 

会 長：ありがとうございました。クリスマス前ではありますが、場所は赤羽

会館と非常に良いところですので、大いに盛り上げていただければと

思います。私のほうからお伺いしたいのですが、これチラシは何枚ぐ

らい刷られて、どういったところに配布されるかお伺いしたいと思う

のですが、いかがですか。 

事務局：チラシは６，０００枚つくっておりまして、区内の主要な駅の広報ス

タンドに置かせていただいております。また、区内の小・中・高校に

チラシの設置をお願いし、民生委員・児童委員協議会などでの周知や、

関係団体、各事業所の皆様にもお送りしているかと存じます。 

会 長：ぜひ皆様もＰＲ、集客にご協力いただければと思います。それでは、

議題の（５）その他について、事務局お願いします。 

 

（５）その他 

事務局：資料はございませんが、口頭にてご報告させていただきます。次の自

立支援協議会が来年の６月、７月になることから、この段階で一旦、

基幹相談支援センターの検討状況について、口頭報告をさせていただ

ければと思います。基幹相談支援センターにつきましては、障害福祉

計画におきまして令和２年度末に設置するという目標を掲げていると

ころです。現時点では、来年度、既存事業の見直しや、必要な機能の

整理、構築を行う予定で、引き続き専門部会等の検討をお願いするか

もしれませんが、検討を行っていきたいと思います。 

会 長：ありがとうございました。今のご説明で何かご質問あればお伺いしま

すが、いかがですか。 

委 員：冊子を置かせていただいているのですが、先ほどから問題になってい

ます高齢化の問題で、定年になり、または定年に近い状態になってき

たまだ元気な障害を持った人たちが、地域で必要なことをやれないか

ということで、私ども、高齢化率の一番高い桐ケ丘に入って、シャッ
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ター街にカフェレストランをつくり、高齢者の人たちや地域の人たち

に役立つことのできるような場をつくらせていただきました。さらに、

私たちだけではなかなか地域のことはわからないし、高齢者のことも

わからないので、東京聖労院という高齢者の社会福祉法人や社会福祉

協議会と連携しながら、地域のお年寄りが困ったときにＳＯＳを出せ

るような場所をつくろうということで、サロンあかしやをつくらせて

いただきました。そんな中で、地域で生きにくさを持っている人たち

やそれを応援している人たちが、一緒に何か必要なものをつくって連

携していくということがすごく重要だということを感じました。これ

簡単なまとめなのですが、大学の先生や学生たちにもお力をいただき

ながら、地域の状況をまとめたものです。お読みいただけたらと思い

ます。地域福祉という立場で、障害者も、高齢者も、地域の人も、元

気が出るような地域にしていくにはどうしたらいいのかということ

が、課題なのだろうと感じています。 

会 長：ありがとうございました。ぜひお読みいただいて、具体的なご質問等

あれば小島委員にお伺いし、また現地のほうにも、私も含めて足を運

んでみたいです。北区の桐ケ丘、非常に高齢化率高いですから。 

委 員：高齢化率５８％になっています。二人に一人以上は高齢者という状況

なので、いろいろ勉強させていただいています。 

会 長：貴重なご報告、ありがとうございました。ご質問等あればお伺いした

いと思いますが、全体的にいかがでしょうか。 

委 員：実態・意向調査のほうに戻らせていただきたいのですが、調査の対象

は手帳所持者ということになっていると思うのですが、障害児は、手

帳を持っていなくて医師の診断書でサービスを利用されている方も結

構多いのが現状だと思います。なので、この調査とは別で構わないの

ですが、その方たちの意見も何らかの形で入れていかないと、実際の

生活とずれが生じるのかなと思いますので、ご一考いただければと思

います。 

会 長：ありがとうございます。貴重なご提案だと思います。専門部会では、

医療的ケア児の関係の部会も立ち上げたということもありますし、北

区医師会の須賀田先生もお見えですので、何か参考になるようなご意

見等あれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：医師会というより、個人的な話なのですが、産業医とかが手話サーク

ルを立ち上げて、中学生、高校生に対して、災害時のボランティア要

員になれたらという非常にいい活動があるので、北区のほうで応援し

ていただけたらいいかなと思っています。 
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会 長：ありがとうございました。今のご意見ですが、事務局、どんなふうに

お受け止めになられたのでしょうか。 

事務局：医師会、薬剤師会と、保健所の生活衛生課が中心に災害医療連絡会を

開催しているところですが、やはり災害医療の弱者に障害者や高齢者

も含まれるのかなと思いますので、そういった連携に努めていきたい

というのと、また、必要な場合には計画等にも反映できるのかなと思

っておりますので、障害福祉課としましても協力、また連携していき

たいなと考えているところです。 

会 長：ありがとうございました。それでは、議題の最後の連絡事項について、

事務局ご説明いただけますか。 

 

（６）連絡事項 

事務局：連絡事項は２点ございます。まず、謝礼金の支払い方法についてです。

謝礼金がある方については、本日の謝礼金は口座振替払いとなります。

１２月下旬以降に、ご指定の口座にお振り込みしますのでご確認をお

願いします。続きまして、２点目です。次回の開催日程です。現協議

会の委員の任期は来年の３月までとなっているところですが、事実上

今日が任期の最後の協議会となるところです。委員の皆様におきまし

ては、２年間、協議会また専門部会にご参加いただき貴重なご意見を

いただき、誠にありがとうございました。次回は新しい委員が決定し

てから、６月または７月ぐらいに開催したいと考えているところです。

ぜひ今後とも、自立支援協議会にご協力よろしくお願いできればと思

います。 

 

３．閉会 

会 長：ありがとうございました。それでは、副会長のほうから一言、二言、

総括という意味でお話しいただければと思います。 

副会長：ありがとうございます。手話については、初めから聞こえない方の場

合は、日本語がベースというわけではなく、目で見てそれを言葉とし

て使っているというのを、今回初めて教えていただきました。自分も

障害を持っているし、自分の障害を相手にわかってもらいたいという

のも必要かなと思っていましたが、改めて相手の障害についても、も

う少し自分もいろんなことを知っていくことが必要かなというふうに

思いました。あと、視覚障害の方でも、同じ視覚といっても、全盲の

方と、弱視、ロービジョンの障害の方もいらして、それによって情報

のサポートというのが違うというのは思っていました。弱視の方でも
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ただ視力が弱いというだけではなくて、視野が狭い、あるいは中心が

見えない、中心暗点の障害とかいろいろ障害のあり方が違うなという

のも思っていましたが、まだまだ色々と奥があるなと思いました。自

分の場合は普通にしゃべっていますが、普通は気管切開して声が出せ

ないというのが当たり前で、仲間内でも全然声が出せない者もいて、

そうすると先ほどお話しした口文字のコミュニケーションとか、ある

いは文字盤、文字盤でも本人が指で指して使う、あるいは介助者に指

を指してもらって本人が何かしらの合図を送る、あるいは介助者と利

用者の間に透明の文字盤があって視線として合わせながら文字を拾っ

てやる、一つの文字盤でも使い方が色々あったりします。今回も条例

の意思疎通というところでは、聞く・発するというところで、色々と

サポートの仕方も違うなと思って聞いておりました。その中で、今回

アンケートというものが出て、本当に障害福祉課の方々で、ご自身の

こと、相手のこと、障害を持っている方のことを思って色々と案を考

えて、ご苦労なさったのではないかなと思います。僕も今回アンケー

トを持ち帰らせていただいて、自分の立場からアンケートに回答して、

もしお話させていただくことがあればご意見を出そうかなと思いまし

た。今日、そういうことを思いながら、感謝しながら聞かせていただ

きました。ありがとうございました。 

会 長：ありがとうございました。それでは、先ほど事務局のほうからお話が

ありましたが、委員の皆様の任期は２年間ということで、この２年、

本当にお世話になりました。ありがとうございました。色んなご意見

がありましたから、来年度また引き続き委員の推薦等をお受けされた

ときは、ぜひお受けいただいてご協力いただければと思います。それ

では、本日の自立支援協議会はこれで終わります。介助の方、手話通

訳の方、さまざまなご支援をいただいてありがとうございました。師

走のお忙しい中、長時間にわたりまして議論いただき、ありがとうご

ざいました。これで、自立支援協議会は終わりたいと思います。ご苦

労さまでした。 

 

以上 

 


