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■開催日時・出席者等 

日時 令和 2年 10月 5日(月) 18:30～19:30 

場所 千代田区役所 4階 教育委員会室 

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 髙橋委員、須藤委員 

就労支援関係者 岡﨑委員 

幹事 区職員 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 

岩﨑健康推進課保健相談主査 

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 

障害者福祉課障害者福祉係 大塚 
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■議事録 

＜開会＞ 

○湯浅幹事   まだいらしていない方がいらっしゃいますが、時間になりましたので、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。改めましてよろしくお願いいたします。本日の会議につきましては

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 障害者福祉課総合相談担当の平澤と申します。資料の確認をさ

せていただきます。郵送で送付させていただいた方については、次第と座席

表を本日お配りしております。また参考資料として、障害者支援協議会での

「相談支援部会報告」を配付いたしました。資料 1は「地域生活支援拠点等

のイメージ図（千代田区）」です。資料 2は「重層的支援体制事業について」、

資料 3の「重層的支援体制整備事業のイメージ図」は、国の資料から引用さ

せていただいたチャート図でございます。資料 4は「障害福祉プラン策定ス

ケジュール」の表でございます。会場にご出席の委員の皆さま、資料が不足

している場合、お手数ですが挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。

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、児

童・家庭支援センター安田所長がご欠席とのご連絡を受けております。まだ

1名いらっしゃっていませんが、それ以外の皆さまはご出席でございますの

で、千代田区障害者支援協議会設置要綱に準じまして、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、ご覧の通り、本日は大塚部

会長がリモートでご出席です。本日もよろしくお願いいたします。最後に、

本日の傍聴者の方は 2名、協議会へのご意見は 0件でございました。 

それでは、ここから議事に入らせていただきます。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。 
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○大塚部会長  相談支援部会長の大塚です。議事に入らせていただく前に、私は、今日も

ウェブで出席させていただいております。議事進行を円滑に進めるために、

前回同様、障害者福祉課長にこの先の議事をお願いしたいと思いますが、皆

さま、よろしいでしょうか。 

― 一同了承 ― 

○大塚部会長  ありがとうございます。湯浅障害者福祉課長に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、毎度のことですが円滑な議事進行に

ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

議題（1）「第 1回相談支援部会での議題と第 2回相談支援部会ワーキング

報告」についてですが、こちらについてはすでに障害者支援協議会全体会に

てご報告した通りでございますので、ご確認をお願いしたいと思います。続

きまして、議題（2）「地域生活支援拠点について」に入らせていただきます。

こちらにつきましては、事務局より説明させていただきます。 

○平澤総合相談担当係長 資料 1 をご覧ください。今まで地域生活支援拠点等について議

論を進めさせていただいておりましたが、障害者計画を策定する関係上、実

際的な千代田区の地域生活支援拠点等のイメージを出す必要があり、コモ

ン計画研究所にお話しした上で作図していただいものになります。関係機

関のお名前が書いてありますが、厳密に言うと調整をしていないので、あく

までも区からの提案ということで、皆さまには忌憚のないご意見を頂戴し

たいと思っております。 

今までの議論の中で、コーディネーターの設置という言葉が複数回出て

おりましたので、コーディネーターを中心に地域生活支援拠点を考えてお

ります。まず「①コーディネーターの設置」です。令和 2・3年度は、えみ

ふる・MOFCAを中心に相談支援にかかる区機関及び計画相談事業者、知的・

身体障害者相談員で、相談にかかる検討委員会を設置させていただきたい

と思います。その内容につきましては、事例の検討と令和 4年度以降の運用

についての検討を考えております。参考として、MOFCAが今年度事業者選定

する予定であることをお知らせいたします。そして令和 4年度に、地域生活
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支援拠点のコーディネーターを設置したいと考えております。下の図にあ

りますが、えみふるに 1名、MOFCAに 1名、配置することを考えております。

次の議題の重層的支援体制の話にも出てくるのですが、やはりコーディネ

ーターになる方はさまざまな経験をすることが必要です。関係機関の調整

等が主になってくるので、障害者福祉課、健康推進課、えみふる、MOFCA、

児童・家庭支援センター、場合によっては高齢者あんしんセンターや地域包

括支援センターにおいても月単位で実習していただけるとよいとイメージ

しております。 

続きまして、「②コーディネーターの方向性」です。えみふる、MOFCAに 1

名ずつ配置を考えているのですが、えみふるはショートステイ、グループホ

ームがございますので多機能拠点型に近いかたちでの運用を考えておりま

す。急に保護が必要になった場合、ダイレクトに調査・検討・保護入所がで

きるようにしたいと考えております。MOFCAは、令和 7年から神田錦町三丁

目の福祉施設が開設予定ですので、そちらとのつなぎを中心に設置するこ

とを考えております。これらのコーディネーターの設置は、即時対応が可能

なように、民間賃貸の活用等補助金を検討する必要があると思っておりま

す。 

「③コーディネーターの役割」については、何もない時もあると思うので、

えみふる、MOFCAともに、通常業務については相談支援に関する業務に属し

ていただきます。また緊急対応が必要な電話があった場合は両者で情報を

共有し、役割分担をしていただきます。相談支援にかかる事業所及び身体・

知的障害者相談員と会議を開催し、事例の共有及び区への提言を行ってい

ただきたいと考えております。特に MOFCAのコーディネーターは、神田錦町

三丁目の福祉施設が重度障害者の対応を検討しているため、医療的ケア児・

者コーディネーター研修を受講していただき、医療的ケアにかかる会議を

開催していただきたいと思っております。また地域とのつながりの構築と

して、障害のある方本人が社会参加により地域で生活できるよう、まわりの

方と顔を合わせるようなボランティア活動を、えみふる・MOFCAともに行っ

ていただけるとよいと思います。この文章を絵にしたものが下にございま

す。医療的ケアにかかる部分では、児童分野におきまして医療的ケアの相談
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ができるということなので、一緒に活動できるスタンスで考えております。

説明は以上でございます。 

○湯浅幹事   大塚部会長、今の説明について何か補足などはございますか。 

○大塚部会長  地域生活支援拠点をどのように運営するかという時に、拠点の中核とな

るコーディネーターの配置は大切なことの 1 つだと思っています。コーデ

ィネーターの役割、「どのような資格を有する人がなれるか」など、細かい

ことを詰めるのはこれからだと思いますが、コーディネーターの性格を明

らかにしなければいけません。「どのような仕事をしてもらうか」も含めて、

もう少し詰める必要があるのではないかと思います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。資料に研修について書かれていますが、コーディ

ネーターはまだ明確な資格や定義が決まっている段階ではございません。

そういったことも含めて、皆さんから何かご意見やご質問があればお願い

します。総合相談担当係長、このコーディネーターは、他の自治体や事例が

あって、このようなイメージになったのですか。 

○平澤総合相談担当係長 以前からお話が出ている長野県の北信圏域について、実際の運

用と異なる部分はあるかと思いますが、このようなイメージに近いのでは

ないかと思って、引用させていただきました。 

○湯浅幹事   「コーディネーター」という名称自体、仮称なのか決定なのか、まだはっ

きりとしていませんが、この段階で、何かご質問やご意見はありますか。 

○大塚部会長  コーディネーターの役割や仕事の内容については、これから決めていく

のだと思います。例えば医療的ケア児のコーディネーターについては、制度

になっています。医療的ケア児の数は多くありませんが、医療と福祉を結ぶ

仕事ですので、すでに仕事をなさっている相談支援専門員の方に医療的ケ

ア児コーディネーターの研修を受けてもらい、仕事をすることになってい

ます。具体的には医療的ケア児のサービス等利用計画を作成したり、他の機

関と連携すると、1件いくらという加算がつきます。あるいは体制整備とし

て、医療的ケア児のコーディネーターを配置するといくらかお金がつくの

で、そのような意味で制度化されています。「コーディネーター」と言って

も、この場合は医療的ケア児に特化した人ですので、千代田区に配置するか

どうかはわかりませんが、地域生活支援拠点にコーディネーターを配置す
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る時には、そのように制度で「コーディネーター」と呼ばれているものとの

整合性を図ることも必要になってきます。 

○湯浅幹事   「コーディネーター」と一概に言っても、ジェネラルな方も、スペシャリ

ストも必要だという話が今後出てくると思います。特にご意見やご質問が

なければ、詳細についてはワーキングで詰めるということでよろしいでし

ょうか。それでは、次の議題（3）「重層的支援体制整備について」に進ませ

ていただきます。事務局から説明をお願いいたします。 

○平澤総合相談担当係長 資料 2 及び資料 3 をご覧ください。資料 2 は言葉で、資料 3 は

イメージですので、両方並べて見ていただくとわかりやすいと思います。重

層的支援体制の整備とは、令和 3 年 4 月 1 日施行「地域共生社会の実現の

ための社会福祉法等一部改正」による、介護や障害、子育て、生活困窮者に

関連する相談、地域づくり関連事業について、複雑化・複合化した支援ニー

ズに対応するために、市町村の重層的な支援体制を構築することです。今回

の計画にも、全部ではないにしても入れる必要があると考えております。 

最近は 8050問題など、多機関で支援を行う必要がある場合や、「色々な相

談をワンストップで受け止めましょう」という全体の流れがあり、それに対

応するためのものと考えています。 

具体的な流れとして、まず包括的相談支援事業が相談を受け止めます。国

が列記している対象機関は、まず地域包括支援センターです。これは千代田

区で言うと、高齢者あんしんセンター麹町や神田、かがやきプラザの相談セ

ンターが該当すると思います。基幹相談支援センターは、えみふる、MOFCA。

利用者支援事業の実施機関については、児童分野に確認したところ、厳密な

意味でこの事業は実施していないということでした。母子健康包括センタ

ーについて詳しいことはわからないのですが、保健所や保健センターに該

当するのではないかと思います。生活困窮者自立相談支援機関は千代田区

では生活支援係が運用の対象だと思います。 

これらの包括的相談支援事業が単独では対応が難しい事例、先ほど 8050

問題等のお話をした通り、複雑化・複合化した事例については、次のフロー

に書いてある多機関協働事業へつないでいきます。そして引き継ぎを受け

た多機関協働事業が各支援機関の役割分担や支援の方向性を定めたプラン
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を作成し、重層的支援会議に諮ります。多機関が集まることは現在でも行わ

れておりますが、会議体で役割を決めるところで終わっていることが多い

と思います。しかしここでは、プランを作成し、重層的支援会議に諮ります。

そして会議を通じて、関係機関間で支援の方向性にかかる合意形成を図り

ながら、支援に向けた円滑なネットワーク作りをします。ここで解決しない

場合は、必要に応じてアウトリーチ等を通じた継続的支援事業や参加支援

の事業につないでいきます。 

今年度計画を策定するにあたって、重層的支援体制整備事業を計画に位

置付ける必要があると思っております。保健福祉部、子ども部等を含めて、

多分野にわたりますので、保健福祉部の計画では基幹相談支援センターを

含めた地域生活支援拠点の役割や今後さらにつながっていく姿として、明

記しようと考えております。 

○湯浅幹事   大塚部会長、補足や解釈の違いなどありましたら、お願いいたします。 

○大塚部会長  説明をありがとうございます。重層的支援体制整備事業は国が目指す重

要な事業です。1つは地域共生社会という大きな目標があります。ただ地域

共生社会、重層的支援体制に出ている包括的相談支援事業がそもそも今ま

であまり機能してこなかった背景には、児童、障害、高齢がそれぞれ縦割り

行政の中で行ってきたという弊害があります。地域共生社会時代において

は包括的な支援体制をつくる必要があり、多分野が壁を越えながら行うと

いう、「先の目標」があります。障害の相談と高齢で行っている地域包括支

援センターの相談、児童の相談をどうするかと言っても、今すぐにはできま

せん。ただ将来的には壁を越えて重層的支援体制をつくろうという考えで

す。特に生活困窮の問題など、重複している事例を「児童だから受けられま

せん」と言うのではなく、ワンストップで総合的な相談ができる体制をつく

っていくことは大事なことです。私の考えに過ぎませんが、10 年後にはそ

うなっているかもしれません。おそらくその時の中心は地域包括支援セン

ターではないかと思います。地域の人たちに身近で、専門性があるからです。

障害の相談に比べて優れているのは、保健師や社会福祉士の配置が制度で

決まっていることです。将来的には地域の相談は地域包括支援センターに

全て統合されていき、障害者相談はなくなっているかもしれません。そこま
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でつくることを目指しているので、それに乗るかどうかは、先の事ですが今

から考える必要があると思っています。 

ただその前にやるべきことが沢山あり、まず障害の重層的支援体制をつ

くりなさいと言われています。障害の第 1 層はそれぞれの事業所が行って

いる計画相談。第 2層は一般的な市町村相談支援事業で、サービスの利用や

社会生活を高める支援、ピアカウンセリング、権利擁護事業。第 3層が専門

的な基幹相談支援センターや自立支援協議会に関わる、総合的で専門的な

相談。国はこの 3つの層をつくりなさいと言っています。そうすると、千代

田区はまず基幹相談支援センターをどうするかをきちんと議論しないとい

けません。3つの層全体を統括する基幹相談支援センターに地域生活支援拠

点も乗るのだと思いますので、地域生活支援拠点の機能としてコーディネ

ーターというより、基幹相談支援センターをまず機能させ、基幹相談支援セ

ンターは第 3 層なので、その下に計画をつくるそれぞれの事業所や知的障

害者相談員の連携システムをつくること。これが障害分野における重層的

支援体制をつくるということです。そのあとに、高齢や児童など、多分野で

の重層的支援体制整備に入っていくことになります。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。大塚部会長から今ご意見をいただきましたよう

に、「先の目標」というお言葉がありましたが、これまでの制度や組織等を

考えると区としても時間のかかる事業だと考えております。障害者支援協

議会では障害者の部門に特化しながら、子ども部も交えて議論していくこ

とになると思います。それ以上の重層的支援体制の整備は全庁的に、もしく

は保健福祉部の地域福祉計画において議論されていくと感じています。基

幹相談支援センターについては、基本的には施設を持っているえみふるを

主体として、MOFCA と相互で補完しながら行っていくことになっています。

地域包括ケアシステムや地域生活支援拠点などの制度がどんどん新しくな

っており、一度整理する必要があることを、今回の重層的支援体制整備の話

が出て感じました。発達支援係長、先ほど総合相談担当係長から話のあった、

母子健康包括センターは、千代田区で言えば、子育て世代包括支援センター

ということですか。 

○小坂部発達支援係長 全く一緒ではありませんが、機能としてはそうです。 
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○湯浅幹事   皆さまからの補足や、ご意見、ご質問があれば、お願いしたいと思います。

いかがでしょうか。皆さまが相談を受けていると、組織や業務を越えて、さ

まざまな分野の相談が関連してくることがあると思います。資料 3 の重層

的支援体制整備事業の支援フローは、まさしく基幹相談支援センターに求

めていくことであり、えみふるや MOFCA にこういった役割分担を整理して

いくことになるイメージです。髙橋施設長、重層的支援体制整備事業の支援

フローをご覧になって、いかがでしょうか。 

○髙橋委員   えみふるの髙橋です。お話を聞いていて、実際えみふるとして MOFCAと協

働し、保健所や児童・家庭支援センターと相互に話し合いの場を設けて、今

後どのようにしていくかを考えていく必要があることを痛感しております。

そのように進んでいきたいと考えております。 

○大塚部会長  えみふると MOFCA が基幹相談支援センターの役割を担うということで、

この基幹機能をもう少し明らかにするとよいと思います。区内に計画だけ

をつくる事業所がいくつかあり、また知的障害者相談員や民生委員が受け

ている相談があります。それらのネットワークを基幹相談支援センターが

つくらなければなりません。そのネットワークの中心にえみふる・MOFCAが

あるという絵を書いたほうがよいでしょう。上は基幹相談支援センター、下

は地域の色々な相談機関という、国が言う重層的支援の第 1 層と第 2 層は

あるわけですから、その関係図できちんと第 1 層と第 2 層を書く必要があ

ると思います。基幹相談支援センターは専門性が高くなるので、今までの相

談にプラスして、相談の評価をしていかなければなりません。サービス等利

用計画が適切であるか。あるいは職員の研修、虐待防止も含めた権利擁護も

必要ですし、先ほど話の出た医療的ケア児のコーディネーターはこれから

全国的には基幹相談支援センターに配置されることになると思います。長

野県では基幹相談支援センターに配置されていたと思います。専門性が高

いわけだから、その人のもと、全体が動きます。そのようなイメージの構図

をつくっていくことが必要だと思います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。今の大塚部会長の話なども踏まえて、MOFCAとし

て須藤さん、いかがですか。 
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○須藤委員   MOFCA の須藤です。2018 年 9 月から MOFCA が竹橋に開設されまして、お

話があったように、障害がありながら年齢は高齢の方、もしくは児童という

事例が多くあり、全体として包括的にケースを捉えて行っていく必要があ

ると思います。MOFCAの場所は身体の障害がある方が来づらい場所であるの

で、場所的に対象の方が絞られてくることも実感しております。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。宇治野委員、社会福祉協議会もこのような流れを

受けていくと思います。千代田区では高齢者の部分で地域包括ケアシステ

ムが構築でき始めているので、それがこれからさらに大きくなっていくイ

メージを私は持っているのですが、社会福祉協議会として今の状況を教え

ていただければと思います。いかがでしょうか。 

○宇治野委員  課長のおっしゃった地域包括ケアシステムのお話を、年齢で切るわけで

はなく、地域全体に広げていくことが、部会長がおっしゃっていた地域共生

社会のイメージだと認識しています。しかし、おそらくかなり難しいです。

この重層的支援体制整備事業のイメージを見てもそうですが、先ほど縦割

りをなくして重層的に、包括的に、ワンストップでというお話がありました

が、それぞれが受けた相談が複雑なものであった時、誰が声を上げて、多機

関協働事業の旗振りをし、どこにつくっていくのかということが一番時間

がかかると思います。今まで地域からあがってきた課題や成年後見の部署

にいた時にあがってきた課題を見てきて、おそらくそこが一番つまずきや

すく、停滞するところだと思います。だからそこを整備し、旗振りを誰がす

るのか決めて、動き始めないと話は進んでいきません。それを日々感じなが

ら、業務している次第です。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。重層的に組織を集めても、主体がどこかという議

論はいつもあると思います。相談を受けるのではなく、相談体制を牽引して

いく新しい組織が必要になってくる可能性もあるという話が、ある会議で

出たことがありました。岡﨑委員、障害者の就労支援も今後重層的になって

くると思います。今相談を受けている中で、何か難しいことや課題がありま

したら、教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○岡﨑委員   私共のところに相談される方も、障害だけではなく生活困窮の問題を抱

えていたり、ひとり親家庭や親子で障害を抱えていたりするケースがあり
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ます。お子さんについては児童・家庭支援センターと連携し、私たちは保護

者の就労支援をするかたちになることもあります。そうなってくると、役割

分担やどこまで情報を共有するのか、ご本人の同意を含めて、情報の持ち方

が非常に難しいと思いながら、色々な機関と連携させていただいておりま

す。そんな中で、ワンストップ的な役割をする人はこれから必要になってく

ると思います。しかしその調整には困難と課題が出てくるだろうと感じて

います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。さまざまな関連性が紐づけられていくことにつ

いては、相談を受ければ受けるほど広がっていくところもあるかと思いま

す。本日議題としてあげさせていただきましたが、時間がかかる課題ですの

で、長期的に話を進めていくことになろうかと思います。まず障害の分野に

おける支援フローを考えていく方向で、今後進めさせていただきたいと思

いますが、大塚部会長、いかがでしょうか。 

○大塚部会長  それでよろしいと思います。まず障害分野においてどのようなフローを

つくるか。あるいは全体の絵を描くかということがあります。基幹相談支援

センターがどのような機能を持ち、区の相談支援体制を機能させるかとい

うことが重要です。障害者自立支援法以降、それぞれの事業所は障害種別を

問わず、きちんと対応してくださいとなっていますが、全ての障害に対応可

能とはまだなっていませんので、そこも千代田区の課題です。機能を分けな

がら、「あなたはこれが得意だから」と餅は餅屋という方向にするのか、そ

れとも 1つの事業所で少なくとも 3障害、さらには子ども・おとなを問わず

に対応できるようにするべきかについても、「どうすべきか」を最初に考え

なければいけません。例えば長野県の総合相談支援センターは各圏域に何

十人の相談支援専門員がいます。専門員それぞれの担当分野が違っても、1

つの事業所にいるので 3 障害対応可能となっていますが、さらに就労や障

害児も入れて、総合相談ができるようなセンターにすることも可能です。ま

たさらには重層的支援体制整備事業として、ワンストップで受け止めて、総

合的な児童、障害、高齢の相談をつくっていくのかということもあります。

東松山市に社会福祉協議会による総合相談支援センターが 20年前からあり

ます。1人が全てを行うのではなく、それぞれの分野の専門家が 1つの総合
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相談支援センターに事務所を構えているので、ワンストップで全ての相談

を受けることができる総合相談支援センターとなっています。千代田区が

どこから始めるかについては、千代田区で整っていないものを分析して、

「こういうものをつくっていこう」と、ステップバイステップで 1つずつ詰

めていかなければならないと思っています。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。まずは資料 3 の重層的支援体制整備事業の支援

フローを基に、障害者の分野で検討を始めるということでよろしいでしょ

うか。その中では、はばたきプランが一番具体的な事例として出てくるかも

しれません。はばたきプランの今後のつなぎ方、障害児と障害者をどうつな

いでいくかは近々に行わなければならないことですので、ワーキングや実

務者で具体的に検討してもらうことになると思います。その他、何かご意見

やご質問はありますでしょうか。大塚部会長、何かございますか。 

○大塚部会長  今日の課題を整理して、千代田区に合ったものをつくっていただければ

と思います。イメージづくりに参加して、私もまた協力して、考えたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。ぜひお知恵とお力を拝借できればと思います。よ

ろしくお願いいたします。それでは、次の議題（4）その他に入ります。事

務局から連絡事項を報告させていただきます。 

○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。今後の部会の日程と障害福

祉プランの策定スケジュールについてお知らせしたいと思います。資料 4を

ご覧ください。相談支援部会の第 2回開催が本日で、第 3回開催が 11月の

予定となっておりますが、今日の話の流れから、まずワーキングを開催した

いと思っております。また計画部会は第 3 回開催が 10 月 20 日でございま

す。第 4回開催を 11月下旬頃に予定しておりますが、第 3回の内容を踏ま

えて、第 4回については考えていきたいと思っております。障害者支援協議

会全体会については、9月 7日開催の第 2回全体会において中間報告を行い

ました。そして計画案報告を 12月中旬の第 3回全体会において行う予定で

したが、今後のスケジュールを検討したところ、第 3回全体会を 2月頃開催

で考えております。これは、議会のスケジュールなど諸々の事情を考えて、

2 月に予定していたパブリックコメントを 12 月から 1 月にかけて約 1 か月
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間行い、それを受けて第 3回全体会を開催したいということでございます。

計画策定は 3月を予定しております。 

○湯浅幹事   ご質問などはございますでしょうか。よろしいでしょうか。スケジュール

については、随時変更する可能性があります。パブリックコメントを前倒し

して、最終的に計画案をお示しする際に、パブリックコメントの結果も踏ま

えてご報告する流れにさせていただきました。それでは、議事についてはこ

ちらで全て終了となります。お時間がございますので、最後に委員の皆さま

から、ご質問や何か連絡事項等ございましたら、お受けしたいと思います。

よろしいでしょうか。大塚部会長、何かございますか。 

○大塚部会長  相談支援体制をつくる時に重要な視点は、先ほど課長もおっしゃってい

ましたが、やはり障害の成人と子どもは違うので、1つの観点ですがおとな

と子どもをどうするかについて考えておいていただきたいと思います。子

どもは母子保健や保育所も関係します。障害のない人たちが包括的、重層的

に関連してくるので、障害児だけでつくるものではありません。障害児はセ

ルフプランが多くて全国的に問題になっていますが、何故そうなっている

のか、調査して解決しようと今研究しています。障害児の相談は、発達の観

点や家族支援も含めてできないから敬遠されているという結果が出ていま

すので、やはり障害児は障害のない児童と分けて支援する必要があります。

障害者のほうは、これは反対に包括的という意味では 65歳以降介護保険と

の関係性や連携を念頭に体制をつくる必要があります。65 歳前後には障害

の相談支援専門員から介護のケアマネジャーにバトンタッチしなければな

りませんので、高齢者との関係も考えておく必要があると思います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。障害者の施策は、0歳児から始まって、障害や発

達支援のお子さまは子どもの分野が絡み、65 歳以上になれば介護保険が絡

んでくるという、どの世代においても関連する分野が多いものです。その中

でうまくいっていない部分がありますし、子どもの分野でも発達支援セン

ターをどうするかなど、色々な問題があります。施策がそれぞれの分野で進

みながらも、同時に全体の調整をしていかなければなりません。困難なこと

ですが、このような部会で関連部署にも参加していただく中で、少しずつ話

を進めながら、方向性を見極めていければと考えております。本日の委員の
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皆さまからのご質問やご指摘につきましては、また事務局で整理させてい

ただいた上、今後の相談支援部会、計画部会、全体会等に活かしていくよう

に努めてまいります。また他にご意見などがございましたら、引き続き事務

局でお受けいたしますので、ご連絡をいただければと思います。最後に大塚

部会長から一言お願いいたします。 

○大塚部会長  ご苦労様でした。相談支援は引き続き重要なテーマだと思いますので、皆

さんと協力し合いながら、少しずつ進められるように努力したいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。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。それでは、本日の相談支援部会を終了させてい

ただきます。おつかれさまでした。 


