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■開催日時・出席者等 

日時 令和 2年 7月 30日(木) 18:15～19:45 

場所 千代田区役所 4階 401会議室 

委員 

学識経験者 大塚部会長 

社会福祉団体又は障害

者福祉団体の代表者等 
宇治野委員 

事業者 永田委員、髙橋委員、須藤委員 

就労支援関係者 岡﨑委員 

幹事 区職員 安田児童・家庭支援センター所長、湯浅障害者福祉課長 

事務局 区職員 

平澤障害者福祉課総合相談担当係長 

小坂部児童・家庭支援センター発達支援係長 

小野障害者福祉課障害者福祉係長 

金子障害者福祉課給付・指導担当係長 

松田障害者福祉課障害者福祉主査 

障害者福祉課障害者福祉係 永田 

障害者福祉課障害者福祉係 高垣 
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■議事録 

＜開会＞ 

○湯浅幹事   ただいまより、千代田区障害者支援協議会相談支援部会を開催いたしま

す。議事までの間、進行を務めさせていただきます、障害者福祉課長の湯浅

でございます。よろしくお願いいたします。本日の会議につきまして議事録

を作成いたします関係上、皆さまのご発言を録音させていただきます。あら

かじめご了承くださいますようお願い申し上げます。それでは、本日配付い

たしました資料につきまして、事務局より確認をさせていただきます。 

○平澤総合相談担当係長 総合相談担当の平澤と申します。本日配付しました資料の確認

をさせていただきます。まず本日の次第です。そして、資料 1は「令和 2年

度千代田区障害者支援協議会相談支援部会委員名簿（案）」です。資料 2は

「座席表」、資料 3は「相談支援部会実施にあたっての課題整理」、資料 4は

厚生労働省から出ています「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築（イメージ）」、資料 5は今まで相談支援部会で話し合ったことをまと

めた、「地域生活支援拠点等の整備イメージ図（千代田区）」、資料 6は「地

域生活支援拠点について」、資料 7は厚生労働省の事例集から抜粋しました

「地域生活支援拠点等の整備事例（長野県北信圏域）」、資料 8は「障害福祉

プラン策定スケジュール」となっております。過不足がありましたら、お申

し出ください。よろしいでしょうか。それでは、資料の確認を終わらせてい

ただきます。 

○湯浅幹事   それでは本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は、欠

席の委員はいらっしゃいません。従いまして、本日の会議が成立しているこ

とをご報告させていただきます。なお、ご覧のとおり、本日は大塚部会長が

ウェブ出席でございます。今回も無料の Zoomというソフトを活用していま

すが、本人 1人だけで時間制限がありませんので、本日は休憩を挟まず、進

行できる予定でございます。最後に、本日の傍聴者の方は 7名、協議会への

ご意見は 0件でございました。 

本日の相談支援部会の開催につきましては、5 月 26 日開催の障害者支援

協議会におきまして、昨年度に引き続き地域生活支援拠点については相談

支援部会にて協議・検討するとの下命に基づいて開催しております。部会長
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は昨年度に引き続き、大塚副会長にお願いいたしました。それでは、議事に

入らせていただきます。ここからは大塚部会長に進行をお願いしたいと思

います。大塚部会長、よろしくお願いいたします。 

○大塚部会長  皆さん、こんばんは。部会長の大塚です。昨年度は毎日新聞社のビルにあ

る MOFCA で色々な協議をしまして、あれからもうすでに何か月かが経ちま

したが、今年度も引き続き相談支援部会の部会長を務めさせていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。議事に入ります前に、私は本日

オンラインで出席させていいただいております。議事進行を円滑に進めて

いくのが、やはり難しいのではないかと思われます。障害者支援協議会や計

画部会と同様に、障害福祉課長にこの先の議事をお願いしたいと思います。

皆さま、ご了承いただけますでしょうか。 

― 一同了承 ― 

○大塚部会長  はい、ありがとうございます。それでは、湯浅障害福祉課長、よろしくお

願いいたします。 

○湯浅幹事   それでは、ここからは私が進行を務めさせていただきます。限られた時間

でございますので、委員の皆さまには円滑な議事進行にご協力をよろしく

お願いいたします。 

まず初めに、議事の前に委員名簿について説明をさせていただきます。今

回の相談支援部会開催にあたりまして、障害者福祉課でワーキンググルー

プを行っております。その中で、相談支援部会の委員の推薦がございました。

千代田区社会福祉協議会の宇治野様、NPO法人ホープの永田様でございます。

宇治野様につきましては、長く地域福祉活動を行っております千代田区社

会福祉協議会から、また民間事業者としての見守り支援を行っております

NPO法人ホープから永田様に、相談支援部会に加わっていただければと打診

をいたしまして、ご了承いただいたきました。皆さま、よろしければ、委員

として委嘱をさせていただきたいと思います。いかがでございましょうか。 

― 一同承認 ― 

○湯浅幹事   ありがとうございます。永田委員、宇治野委員、何か一言ございますか。 

○永田委員   いえ、大丈夫です。 
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○湯浅幹事   それでは、よろしくお願いいたします。ここからは議題に入らせていただ

きます。議題（1）「相談支援部会課題とワーキング報告」について、事務局

より説明をいたします。 

○平澤総合相談担当係長 資料 3 をご覧ください。今までの経過及びこれから相談支援部

会を行う上で整理した内容を説明させていただきたいと思います。まず、「1 

相談支援部会の会員について」は、先ほど課長から説明がありました、委員

の追加の話でございますので、割愛させていただきます。 

続きまして「2 積み残した検討課題」といたしまして、列記しております。

「（1）MOFCA えみふるの役割分担（基幹相談）」として、昨年から基幹相談

の役割について話をさせていただいております。区内には MOFCA、えみふる

に加えて、2 つの計画相談事業所がございます。各施設の実施状況の確認、

区内の相談支援のあり方や事例の検討、区への政策提言を、事業所同士で話

をしてもらいたいので、相談支援部会から切り離し、事業者連絡会等として

実施するのはどうかと提示させていただきました。次に、それに対するワー

キングの意見及び結果です。MOFCAとえみふるについては、すでに相談記録

などの統一を検討したり、勉強会なども行っています。8050問題の 50につ

いて、障害のある方、もしくは障害を疑われる方について情報収集をして、

例えば障害者手帳を持っていなくても対応するスタンスを見せていくこと

は重要だという意見がありました。相談支援事業所全体で集まり、ケース会

議を行ったり、また児童・家庭支援センターの「はばたきプラン」が始まっ

たので、児童から大人につなぐ支援ということも含めて、児童からもこのケ

ース会議に参加するようにするなど、えみふるを中心に会の運営をお願い

したいという結論が出ております。 

続きまして、「（2）見守りや相談対応の間接的支援」です。コロナ禍で行

われているテレワーク等の技術によって、直接支援の省力化もしくは簡易

に相談が可能となるしくみがあれば、情報共有したいということで、話し合

いました。ワーキングにおいては、大塚先生が何かご存じであれば、意見や

アドバイスをいただきたいということと、主に公共性の高い施設であり、か

つ個人情報であるので、インターネット回線では情報保護が脆弱であり、電

話回線のほうがよいという話が出ました。区立の施設につきましては、区の
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IT 担当に確認したいと思います。こちらの課題は、優先順位としてはそれ

ほど高くありません。 

「（3）グループホームの新たな家賃助成」については、現在最大 24,000

円の家賃助成がございますが、年金のみ受給している方はグループホーム

生活が難しいので、神田錦町三丁目複合施設設置後の家賃助成のあり方に

ついて検討する話です。ワーキングでは、障害基礎年金程度で生活している

方への支援は必要と思われますが、令和 7 年に神田錦町三丁目複合施設が

開設予定であり、家賃も定まっていないので、えみふるやみさきホームのグ

ループホームの家賃との関係性もあり、全体の整合性をとるために、今はこ

の課題の議論は先送りにさせていただきたいと思います。 

「（4）地域生活支援拠点について」は、令和 7年度に神田錦町三丁目複合

施設が開設予定のため、現在の課題、そして令和 6年度までのあるべき姿、

さらに神田錦町三丁目複合施設の役割と話を進めていきたいと思います。

ワーキングでは、神田錦町三丁目複合施設の募集にも影響するため、優先順

位を高くして検討を行いたいというご意見が出ております。 

「（5）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムについて」は、資料 4

にイメージ図がございますので、こちらも併せて検討していくことが必要

だと考えております。現在障害者福祉課におきましては、精神障害者保健福

祉手帳、自立支援医療受給者証を行っておりますが、個別相談は保健所、障

害者サービスの計画相談はえみふるが主に担っている状態です。精神障害

者福祉のあり方や役割分担について、再度整理する必要があります。ワーキ

ングでは、保健福祉部として仕事の分担を検討すること。また、地域包括ケ

アシステムについては、障害は一部分であり、高齢等の分野も含めて全体と

しての検討が必要なので、私たちは精神障害の方々にどのような支援が行

えるか、また役割をどう担っていくかについて検討していくという結論と

なりました。 

次に「（6）医療的ケア児・者への対応について」です。限られた社会資源

の中で苦慮しているところではございますが、重度障害者にも対応するよ

う検討している神田錦町三丁目複合施設にどのような役割を担ってもらう

かを検討したいと話をさせていただきました。ワーキングでは、こちらも神
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田錦町三丁目複合施設について関わる部分であり、優先順位は高い。したが

って「（4）地域生活支援拠点について」と併せて、問題点を洗い出して相談

支援部会等協議会で話を進めていく方向になっております。（4）と（6）は

重要な課題として出ています。 

最後に、「3 全体を通して」ということで、今まで出てきた課題を障害福

祉計画にどのように位置づけていくかについてのワーキングの意見および

結果としましては、施策の方向性として、文章化する部分と事業に落とせる

ものは入れ込んでいき、障害者支援協議会等で諮っていく。特に施設整備に

おいては、希望が多くありすぎるとまとまらない可能性があるので、千代田

区としての障害者施策の方向性をきちんと出す必要があるのではないかと

いう結論になっております。 

○湯浅幹事   ただいま説明をさせていただきましたが、まず大塚部会長は、こちらの課

題整理についてご意見はございますでしょうか。 

○大塚部会長  千代田区の相談支援を今後どのように考えるかについて、ポイントが入

っていて、よく課題が抽出されていると思います。さらに相談支援そのもの

をどのように実施していくかについて議論していただきたい。地域生活支

援拠点との関係で言えば、基幹相談支援センターやそこでの人材の育成な

どをポイントとして、相談支援部会で検討していただきたいと思います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見

やご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、次の議

題に進めさせていただきます。議題（2）「地域生活支援拠点について」でご

ざいます。こちらも事務局から説明をさせていただきます。 

○平澤総合相談担当係長 資料 6「地域生活支援拠点について」をご覧ください。昨年度、

地域生活支援拠点について検討してきた中で出てきた課題を列記します。

面的整備のため、機関ごとの連携や移動を伴う、つなぐ支援について。各機

関でのケースワークで聞き取り項目に差異があったため、相談記録の標準

化（各機関は役割が違うため必須項目の標準化）。保護や相談は、行政等が

主に平日しか行えないため、夜間休日についてどのように支援していくか。

平日でも十分対応可能な内容への相談への対応（緊急性の見分け）でした。 
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続きまして、大塚部会長からお話のありました長野県北信圏域の地域生

活支援拠点についてです。こちらは資料 7を付けさせていただきましたが、

全部紹介することは時間の関係でできませんので、概要を記載させていた

だきました。総合安心センターはるかぜはグループホーム等複合施設であ

り、緊急対応コーディネーターが配置されて、ハイリスク者に対しての支援

をしております。それとは別に基幹相談支援センターがあり、地域あんしん

コーディネーターが配置され、地域生活支援拠点等を補完する役割を担っ

ています。登録していない人、サービスにつながっていない人を支援すると

いうことで、おそらく役割を分けているのではないかと思います。また「ハ

イリスク者登録台帳」に、障害者サービスにつながっていないが、緊急時対

応が想定される人が登録され、地域あんしんコーディネーターを中心に、地

域の支援体制を構築しています。以上が、北信圏域の地域生活支援拠点の概

要だと理解したのですが、大塚先生、そのような解釈で大丈夫でしょうか。 

○大塚部会長  はい、大丈夫です。 

○平澤総合相談担当係長 こちらは圏域で実施している内容ですので、そのまま千代田区

に採用することは難しいのですが、今説明した内容を受けて、千代田区とし

てどのように行っていくかという議論をさせていただいております。千代

田区で高齢を担っている在宅支援課において、安全安心見守り台帳という

しくみがございます。これは本人や家族が町会や社会福祉協議会、民生・児

童委員等、自分の意思に基づいて台帳の登録場所を定めることができる制

度です。その登録先をあらかじめ追加して、例えば地域生活支援拠点等に

「自分の情報を開示してよい」と登録すれば、技術的には可能ではないかと

いうことです。関係機関でハイリスクであると認識した者の扱いについて

は、個人情報との関係もあるため、どのようにすべきか、協議が必要です。

この点につきましてワーキングでは、安全安心見守り台帳でのハイリスク

者の管理は難しいのではないかというご意見や、ハイリスク者の定義をど

のような内容にするのか、また登録していくのかについては、大塚先生に確

認しましょうというご意見、ハイリスク者の台帳化は難しいのではないか

というご意見が出ております。これについて、大塚先生にご意見や補足があ

ればお願いいたします。 
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○大塚部会長  おっしゃっているように、北信圏域を真似る必要はないとは思うのです

が、地域生活支援拠点をつくって、相談支援専門員が引き続き中心の役割を

担っていくのか、あるいはそれだと役割や立場が不明確になってしまうの

で、予算がかかりますが北信圏域のようにあえてコーディネーターという、

それに特化する役割の人を配置してやっていくほうがよいか。勿論、後者の

ほうが責任も仕事の内容もはっきりしているわけですからよいわけです。

そういう人を置かないと、拠点をつくっても結局は動かない。そこをどう考

えるかということだと思います。 

○平澤総合相談担当係長 ありがとうございます。次の課題につながっていますので、説明

を続けさせていただきます。コーディネーターの設置については、北信圏域

の場合、複合施設のため、夜間等人材の派遣が可能な部分があると推測して

います。千代田区で行う場合の課題は、どこが担うかということと、夜勤体

制の人件費コストがかなり高額になるのではないかということです。ただ

し面的整備においては、機関同士をつなぐ役割や連携会議の開催は必要と

思われます。ワーキングでは、昨年度からの課題で、この機能を盛り込む必

要性について意見は出ております。千代田区の高齢者施設であるかがやき

プラザの相談センターが 24時間体制であるので、そのようなイメージでは

ないかという話がありました。えみふるは区の中心に位置しておらず、麹町

地域にも行きづらい。また今後 5 年間でどのように役割分担を担っていく

のか。ワンストップの窓口が重要となるため、神田錦町三丁目複合施設に相

談部門があり、各相談機関が入ることができれば理想的だというご意見や、

夜間はそれほどかがやきプラザやえみふるに入電がないようなので、24 時

間対応の必要があるのかどうかというご意見もありました。コーディネー

ターの必要性は認識しているが、実際どのように運営していくかが大きな

課題であります。コーディネーターが北信圏域で日中どのような活動をさ

れているのか、大塚先生がご存じの範囲で説明をしていただけたら、ありが

たいです。 

○大塚部会長  北信圏域の場合、コーディネーターは、圏域の中で起こった事柄を自立支

援協議会につなげて、支援体制をつくっていく時に、中心にいて動かす人だ

と思います。また具体的な個々の緊急的事例、例えば行動障害の方が興奮し
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て、在宅ではなかなかケアができないということであれば、ショートステイ

を利用するための調整をする人でもあると思います。地域生活支援拠点全

体を動かすという仕事と、個々の利用者の調整をする、2つの機能があると

思っています。 

○平澤総合相談担当係長 ありがとうございます。続きまして、相談した時点で、休日・夜

間に限らず緊急になってしまう要因としては、サービスにつながっている

方は何らかのかたちでアプローチすることができるのですが、相談したこ

とがない方につきましては、相談場所へ行くことのハードルが高く、ギリギ

リまで相談できず、緊急対応になることも考えられます。また、相談の窓口

がわかりづらいなどの課題もあります。これを低減する手段として、リモー

ト機能を活用し、どこの窓口に行っても適切な相談窓口につなぐことがで

きるしくみを検討しました。ワーキングでは、情報がその場で共有できるの

はよいと思うが、情報保護の観点も検討しなければならないこと。またウェ

ブ相談であると、精神障害の方が外に出なくなってしまうかもしれない。訪

問しないと、家の様子がわからなくなるデメリットがある。ただ手段として

はつながりやすいメリットもあるかもしれず、一長一短であるということ。

また相談機能として、色々な方法を有しておくことはよいのではないかと

いう意見が出ました。相談窓口について、大塚先生が知っている事例などあ

れば、ご紹介いただけますか。 

○大塚部会長  様々な相談が来るわけですが、一般的な相談は現在のえみふるや MOFCAな

どで受ければよいと思います。地域生活支援拠点は、緊急時の受け入れや体

験入居も機能の一部となっていますので、相談への対応について整備して

おく必要があります。相談支援という範囲をどのように考えるか。役割分担

をそれぞれの事業者、相談支援事業所と協議しながら考える必要があると

思っています。 

○平澤総合相談担当係長 ありがとうございます。続きまして、神田錦町三丁目複合施設に

期待することについての話です。現在の構想では、重度障害者にも対応した

グループホームであるため、緊急対応が可能な居室の確保や宿泊体験の場

所としての期待がもてること。また、複合化した施設内での就労により、就

労体験の可能性もあること。また、看護師等の配置が必要な施設であれば、
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医療的ケア児・者への支援者等への技術力向上支援も期待できることが考

えられます。ワーキングでは、重度障害者にも対応した施設であることを考

えると、構造的に一人暮らしの体験は難しい。一人暮らしの体験については

えみふるが好評をいただいているので、えみふるで行えばよいのではない

かという意見がありました。また、相談の場所には相性の問題があるため、

神田錦町三丁目複合施設に相談機能も併設したほうが色々な方に対応でき

る可能性が高まるのではないかという意見やグループホームの居住者で一

般就労をしている方がいれば、そこに相談支援事業所が入ると、一般就労を

している方向けの計画相談、居住の場と就労をトータルにコーディネート

する、新しいかたちの相談支援も考えられるのではないか。また、地域と交

流できるような就業体験の場がつくられればよいという意見がありました。

この点につきまして、大塚先生に何かご意見がございましたら、よろしくお

願いいたします。 

○大塚部会長  神田錦町三丁目複合施設と、今回の地域生活支援拠点をどのようにうま

く組み合わせられるかを考える必要があると思っています。千代田区では、

面的整備型として考える。資料 7 の北信圏域-3 ページに整備イメージ図が

ありますが、右側が面的整備型です。全国の圏域や市町村はほとんど面的整

備型です。面的整備型のよさは、地域の色々な機関や施設がネットワークを

組みながら支援していくことです。それを成功させるためには、非常に難し

いハードルがあり、ネットワークをどのように組んで、それぞれがどのよう

に役割分担するかが重要で、自立支援協議会がしっかりして、行政の指導が

しっかり入らないと無理です。だからほとんどの市町村はうまくいってい

ません。 

うまくいっているのは、左側の多機能拠点整備型で、ショートステイなど

のグループホーム等を活用しながら、施設整備も含めて行っています。ただ

しこれは施設整備も含めて建物をつくるということですので、大変です。他

には、上越市や鹿児島市は、法人や市が色々な予算を出しながら施設整備も

含めて行っているので成功しています。これは、例えば総合安心センターは

るかぜという法人が、何かあった時に全責任を持って行うことがはっきり

しているからです。地域で困った人がいて、ショートステイが必要だったら、
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コーディネーターが調整して、この施設で 1日、2日、過ごせるというシス

テムがあるからです。今千代田区はこれから神田錦町三丁目複合施設も含

めて、グループホームをつくるので、そこの一部を空けておく。無駄になる

かもしれないから予算の問題があるのですが、少なくとも 1床か 2床、ベッ

ドを空けておいて、緊急避難に備えるのは安心のシステムだと思います。も

しくはえみふるでそれを行ってもよいと思います。それを議論しておくこ

とが大切だと思います。 

○平澤総合相談担当係長 大塚先生、ありがとうございました。これから事業者の公募をす

るので、それまでにどう行っていくかについて、検討させていただきたいと

思います。コーディネーターのような役割の者がいないと、面的整備型を動

かしていくことは難しいというお考えでよろしいでしょうか。 

○大塚先生   はい。 

○平澤総合相談担当係長 ありがとうございます。資料につきまして、説明は終了させてい

ただきます。 

○湯浅幹事   それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がございました

ら、お願いいたします。先ほど、大塚部会長からグループホームなどで 1床

空けておくことが必要という話がありましたが、えみふるは三障害全てに

対応する基幹相談支援センターを目指して当初設立され、グループホーム

とショートステイができる施設でございます。緊急ショートステイで空け

ている枠もございます。その辺りについて、今のえみふるの状況を髙橋施設

長からお話しいただけますでしょうか。 

○髙橋委員   えみふるはグループホームが 4 床、ショートステイは一昨年までは 2 床

でしたが、去年 2床増やして 4床で、8床が随時稼働しております。あと 1

床を緊急一時ショートステイのために空けております。私が来てから、緊急

ショートステイを使ったことはまだありません。それからショートステイ

の利用率ですが、2床の時は稼働率が 150％オーバーでしたが、今は 4床に

なって、100％に近い利用率になっているのが現状です。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。 

○大塚部会長  えみふるがすでに緊急時受け入れの機能を持っているのは心強いです。

今まで緊急ショートステイの実績はなかったということですが、今後の千
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代田区のニーズを把握しておく必要があると思います。地域生活支援拠点

における緊急ショートステイの利用を全国的にみると、厚生労働省が発表

している統計で一番多いのは強度行動障害です。それから重症心身障害児、

一部重なりますが医療的ケアが必要な方たちとなっています。他の方たち

は一般的なところで対応できるということです。千代田区に緊急ショート

ステイのニーズが現在どれくらいあるのか。また今後増えていくのか。その

ようなリスクのある方たちの、本人の状況は勿論ですが、今まで介護してい

た家族の方が介護できなくなる状況になった場合に緊急対応が必要になり

ますので、本人の状況と介護する方の状況、2つアセスメントして、どのく

らいのリスクがあるか。例えばお母さんが倒れても、他に介護する家族がい

れば、リスクは低い。そのようなリスクの高い、低いも含めて、順序付けて

把握しておかないと、今後の計画が立てられないと思います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。把握していく作業が難しいのですが、何かよい方

法があれば、ぜひお知恵を拝借できればと思いますがいかがでしょうか。 

○大塚部会長  品川区では相談支援専門員がほとんどのことを知っていました。相談支

援専門員たちが持っているケースなどを出し合って、家族と本人の状況を

把握し、リスクの高い、低いのリストができていました。潜在的な方はいる

でしょうから、今までどれだけ相談支援が行われたかに関わるのですが、そ

のようなケースがありました。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。私の認識では、精神障害の方が増えてきている感

覚があります。その中で緊急ショートステイを使う場合も増える見込みを

感じています。障害のあるお子さんがいる方で、ご両親が新型コロナウイル

スに感染したなど、サポートしなければならない状況が起こることも考え

ていかなければなりません。先ほど髙橋施設長からまだ実績はないという

話がありましたが、今後増えていくであろうと見込んでおります。その中で

地域生活支援拠点をどう整備していくのか。大塚部会長から多機能拠点整

備型のほうがうまくいくという話がありましたが、それは私も理解してお

りますし、できることなら千代田区でもそのほうが望ましいと思いますが、

残念ながら千代田区の特性として難しい。待っていると、どれくらい先にな

るかわからない状況ですので、ネットワークをつくりながら、面的整備を進



14 

めていく方法しかないと認識いたしております。一方で、障害児と障害者を

どうつなげるのかについて、「はばたきプラン」というかたちで検討し、さ

らに高齢者になった場合にどうしていくのかについても考えなければなり

ません。多くが重複した相談機能が必要になってくるのではないかという

ことで、国でも検討が始まっています。神田錦町三丁目複合施設は令和 7年

に開設の予定で進めておりますが、今の現状を基に施設を整備していくの

か、それとも高く理想を掲げて、目標をもって進んでいくのか、区としても

悩ましいところであります。そういった中で、皆さまの現状と理想的な方向

性についてご意見があれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。いかが

でしょうか。 

○永田委員   先ほど大塚先生から話もありましたが、どれくらいの方たちが掘り起こ

されているのか。あまりできていないのではないかという感覚があります。

最近は精神障害の人が特に多いと感じているのですが、そういう人たちも

含めて、今千代田区の相談支援専門員や事業所で、支援を必要としている人

が何人くらいいて、今後どのくらい増えていくのかについて、千代田区の人

口が増えていくことも見越しながら、把握する作業が必要だと感じていま

す。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。計画相談はえみふるで行われていて、その方々に

ついては把握できています。それに基づいて定例会や色々な打ち合わせが

あり、情報の共有が進んでいると思います。精神障害の方はセルフでサービ

スを受ける方も多く、また福祉サービスを受けていない方は把握しにくく、

実態がなかなかつかめず、区全体の把握が難しい状況にあることは課題と

認識しております。 

難病など障害のない方も含めて就労支援を行ってらっしゃる岡﨑委員は、

現状においての気づきなどありますか。いかがでしょうか。 

○岡﨑委員   就労支援センターは精神障害、発達障害の方が約半分です。三障害と難病

の方に対応させていただいている中で、段々高年齢化が進んでいることを

考えますと、親亡きあとが非常に大きな課題になっております。精神障害、

発達障害の方の病状の変化、安定については、保健所との連携が欠かせず、
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地区担当の保健師と共有しながら支援しているのが、相談支援には見えて

こない部分なのかもしれませんが、重要になっていると思います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。宇治野委員は何か新しい傾向など、気づきがあれ

ば、ご意見いただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

○宇治野委員  新しいかたちではないのですが、社会福祉協議会は地域の方々が助け合

いながら暮らしやすくしていくための手伝いをしています。そういう意味

で言えば、町会の中で昔から住んでいる方であれば、精神障害の方も知的障

害の方も身体障害の方も周りの人に支えられながら、地域行事の場所に出

てくるなど、色々なことができている人はいます。人口が増えていますが、

新しく入ってきた人たちで地域とのつながりがない人たちの状況を知りた

い。状況がわかれば、その方たちにどのような支援ができるのか考えてつく

っていけるのですが、その情報が全くないのが現状です。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。最近大きく課題として取り上げられる 8050問題

なども、所管が絞りにくく困難ですが、そのような中で相談機能としてはえ

みふると MOFCAで進めております。えみふるで行いにくいところは MOFCAで

請け負っていき、新しい試みなども MOFCAで行っているところです。須藤委

員から、現状の認識をお話しいただきたいのですがいかがでしょうか。 

○須藤委員   えみふるを支援するという立場で動いているのですが、少しずつ名前が

浸透していっているせいか、重度の障害や強度行動障害の方々ではなく、

「そうなのかもしれない」という当事者や家族の方の相談が、コロナ禍で難

しいのですが、今年は増えてはきています。宇治野委員がお話しされていま

したが、不安を感じている方々はつながりがほしいのだと理解できるので

すが、千代田区に昔から住んでいる方と、新しく入ってきた方に境があるこ

とは非常に感じています。そこをどう埋めていくかは私たちが取り組むべ

き課題と思っています。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。障害者もそうですが、障害児も増えてきている状

況で、新しい取り組みなども含めて、安田幹事からご意見をいただければと

思いますが、よろしいでしょうか。 

○安田幹事   児童・家庭支援センターでは、本年度から新たに「はばたきプラン」とし

て、障害児のケアプランを始めました。実際に始めると、お子さんの成育歴、
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ライフステージごとに活用していただけるようなプランの作成には、保護

者の方とのセンシティブなやり取りもありますので、担当者の作業労力も

大きく、1件のプラン作成に時間がかかっております。勿論、担当者にとっ

てやりがいのある仕事であり、今後より幅広く、より多くのお子さんたちに

広げていくことを目標にしております。まだ始まったばかりですが、将来的

に各ライフステージに見合うものにし、18 歳以上にどのようなかたちでつ

なげていくのかに今後フォーカスし、舞台の展開の仕方、つなぎ方に保健福

祉部と緊密に連携しながら取り組んでいきたいと考えておりますが、今の

段階では具体的な方法が手探りの状況にあり、そこを課題として考えてい

ます。このプラン自体は保護者の方から大変好評でございます。1年等のス

パンで、作成したプランの更新をしていく必要もあるので、労力的な部分で

いかに効率的に取り組んでいくのかも課題であると思っております。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。地域生活支援拠点等の整備については、千代田区

はネットワークを強化していくしかない現状がありますが、それぞれの委

員にお話をいただきましたが、それを受けて、千代田区の方向性について大

塚部会長のお考えをお聞かせいただけますか。 

○大塚部会長  その前に 1つ、MOFCAのお話を聞いていて、間違ったことを言ったのに気

づいたので謝ります。すみません。全国の緊急対応の状況で、ショートステ

イなどを利用している方について厚生労働省が調査しているのですが、重

症心身障害など医療的ケアが必要な人が 15.6％、強度行動障害が 11.7％、

この 2 つを合わせて 30％で、それ以外の 70%は特に障害類型がないと厚生

労働省は取っているので、それ以外の多くの人が地域で緊急利用をしてい

るということです。重症心身障害や強度行動障害が大部分を占めると言っ

たのは間違いです。 

それから課長がおっしゃったように、面的整備型で行うということであ

れば、2つ確認しておいてほしいことがあります。北信圏域-3ページに地域

自立支援協議会構成図があります。なぜ北信圏域が地域生活支援拠点も含

めて、これだけうまくいっているかというと、自立支援協議会と各検討会議

が一体的に進めているからです。地域をつくる中で、地域生活支援拠点は 1

つの大きな機能として障害福祉の中に位置づけられ、色々な部会やワーキ
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ングを行って議論しているからだと思います。面的整備で行う場合、行政が

強く介入する必要があります。強いて言えば、相談支援や自立支援協議会に

介入するということです。千代田区においても自立支援協議会の中で相談

支援を中心に地域生活支援拠点をつくっていく時に、「これは自然に動くわ

けではないので非常に必要なのだ」ということを、相談支援部会や障害者団

体の方に理解していただき、一体的に行うことが必要だと思います。そうす

れば、行政の介入次第でネットワークの弱さをカバーできると思います。 

2つ目は、地域生活支援拠点を次期の計画の中にきちんと位置づけること

を厚生労働省は求めているので、今まで議論してきた千代田区における地

域生活支援拠点の実施要綱をつくる必要があると思います。千代田区の状

況と共に、千代田区がこのような考え、思いで行っているのだということを

今後の 1 年で示せば、障害福祉計画の中に位置づけを載せられると思いま

す。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。自立支援協議会イコール千代田区障害者支援協

議会として考えていきたいと、区は思っています。その中で部会も開催し、

計画策定の協議などを行わせていただいております。千代田区は社会資源

が少ないので、重複している委員の方が多く、皆さまには非常に申し訳ない

ところではあるのですが、地域生活支援拠点の整備をどう進めていくのか

については、資料 5 にあるように基幹的役割としてえみふるや MOFCA を置

くことが決まっています。可能であれば、えみふるが地域生活支援拠点とな

ればよいのですがハード的な部分も含めて難しい。それでは神田錦町三丁

目の複合施設がなれるかというと、機能は入れられるかもしれませんが、こ

れまでの実績、経験がありませんので、急に地域生活支援拠点になることは

難しい。そういった中で、えみふるの武蔵野会がこれまでの 10年の指定管

理の期間を経て、さらに 10年延長というかたちで行っていただいておりま

すので、えみふるが一番可能性は高いのかと思っておりますが、どのように

進めていけばよいか、皆さんからご意見をいただきながら協議を進めてい

るところです。 

今、大塚部会長からご意見をいただきましたので、障害者支援協議会や関

係機関、当事者やご家族の方々からご意見をいただくことは引き続き行っ



18 

ていきたいと考えております。皆さまからご意見がございましたら、お願い

いたします。限られた時間、限られた開催回数でございますので、引き続き

議論を進めていきます中で、日々お気づきの点は障害者福祉課に都度ご意

見をいただければと思います。そろそろお時間となりますので、全体的にご

意見やご質問があればお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、

大塚部会長からまとめの一言をお願いいたします。 

○大塚部会長  時間があまりありませんが、千代田区の地域生活支援拠点についてまと

めていく必要があると思います。部会長の仕事でもありますが、ぜひ皆さん

のご協力のもとにある程度の方向性を出すことが大切だと思いますので、

たたき台をつくるために、私も勿論ですが、皆さんのお力もお貸しください。

今日はありがとうございました。 

○湯浅幹事   ありがとうございました。最後に事務局から連絡事項があります。 

○小野障害者福祉係長 障害者福祉係長の小野でございます。スケジュールについてご説

明させていただきます。現在障害者計画の中間年の見直しで改定作業を進

めております。また障害福祉計画・障害児福祉計画の策定もございまして、

かなりタイトなスケジュールで進めております。資料 8をご覧ください。今

日の皆さまのご議論の中でも、地域生活支援拠点等の整備と神田錦町三丁

目複合施設が重要な課題となっております。これを計画の中に反映させる

ために、相談支援部会は本日が第 1 回、そして第 2 回を 8 月の下旬に予定

しております。コロナの影響もございまして、会場の確保が難しく、ここで

皆さまにお知らせできず申し訳ございません。そして第 3回を 11月に予定

しておりましたが、重要な課題ですので 10月に前倒して、もしかしたら第

4回を開催する可能性も考えております。計画部会については、第 2回を 8

月 17日に予定しております。近々に通知をお出ししたいと思っております。

そして障害者支援協議会全体会を 9 月 7 日か 8 日に開催の予定です。今の

ところは 9 月 7 日開催の可能性が濃厚です。これについてもなるべく早め

にお知らせしたいと思っております。 

○湯浅幹事   ただいまスケジュールについてご報告させていただきましたが、現在の

千代田区の状況から変わる可能性がありますので、あくまで予定というこ

とでよろしくお願いいたします。決定次第、改めて皆さまにご報告させてい
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ただきます。先ほども申し上げましたが、皆さまからのご意見は随時受け付

けさせていただいております。傍聴の方もご意見があれば、障害者福祉課で

随時受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大塚部会長  1つだけよろしいでしょうか。これからの部会も含め、あまり時間があり

ませんので、行政の方に無理のない範囲でお願いしたい作業があります。こ

のまま何もデータがないまま議論するのはどうかと思います。しかし地域

生活支援拠点や緊急対応についてアンケートを取ったり、リスクのある方

たちをリストアップすることは困難だということであれば、今まで千代田

区で緊急対応しなければならなかった事例を、3つでも 4つでも集めていた

だきたいと思います。それは福祉サービスでも、相談支援でも、社会福祉協

議会でもよいので、障害のある方がいて、お母さんが亡くなってしまったた

めに、このような支援をしたという事例。例えば、「東北の施設に預けた」

など、緊急対応した事例をタイプ別に書いておくと、「このような人がこれ

から緊急対応になる」と、精神障害の方でもよいのですが、千代田区で実際

に起った事例によってイメージができると、「もう少しこうしていけばよい

のかな」「このような機能が必要かな」と議論ができると思います。 

○湯浅幹事   ご提案ありがとうございます。ワーキングで色々な事例が出ていますし、

ケース会議で関係機関が話し合っておりますので、委員の方は把握してい

ると思います。こちらの相談支援部会で事例報告をすると、プライバシー保

護の関係で非公開もしくは事例をどこまで出せるか、考えなければいけな

いので、今のご提案については事務局で検討させていただき、ご報告をさせ

ていただきます。それでは、他にはよろしいでしょうか。本日のご意見につ

きましては、事務局で整理、検討させていただいて、次回の相談支援部会や

全体会に活かすように努めてまいりたいと思います。それでは、これで閉会

とさせていただきます。大塚部会長をはじめ、委員の皆さまにつきましては、

進行にご協力くださり、誠にありがとうございました。 


