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■開催日時・出席者等 

日時 令和 2年 9月 7日(月) 18:30～20:05 

場所 千代田区役所 4階 401会議室 

委員 

学識経験者 小川会長、大塚副会長、大瀧委員 

医療関係者 鈴木（努）委員 

障害者及びその家族 
藤田委員、貝谷委員、小笠原委員、鈴木（や）委員、 

大山委員、廣瀬委員、鈴木（隆）委員、鈴木（洋）委員 

社会福祉団体又は障害

者福祉団体の代表者等 
森田委員、宇治野委員、星野委員 

事業者 永田委員、今牧委員、髙橋委員、須藤委員 

就労支援関係者 井上委員、岡﨑委員 

区職員 清水子ども部長、歌川保健福祉部長 

幹事 区職員 

安田子ども部児童・家庭支援センター所長 

加藤保健福祉部福祉政策担当課長 

湯浅保健福祉部障害者福祉課長  

事務局 区職員 

小坂部児童・家庭支援センター発達支援係長 

三﨑保健福祉部健康推進課保健相談係長 

小野保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係長 

松田保健福祉部障害者福祉課障害者福祉主査 

金子保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当係長 

平澤保健福祉部障害者福祉課総合相談担当係長 

山野邊保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当係長 

児童・家庭支援センター発達支援係 橘 

障害者福祉課障害者福祉係 細倉 

障害者福祉課障害者福祉係 高橋 

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 大塚 

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、第 2回千代田区障害者支援協議会を開催いたします。議事

までの間、事務局として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。また、本日も

こちら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いて、事務局よ

り確認をいたします。 

○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。本日の資料の確認をさせて

いただきます。まず次第が一番上にございます。それから、欠席の方の関係

で急遽差し替えになりました、A4 縦の資料 1「座席表」です。A4 縦ではな

く、横の座席表をお持ちの方はお申し出ください。次に資料 2「障害福祉関

連事業の実施状況等」、資料 3「千代田区障害福祉プラン【素案】」、資料 4

「計画部会報告」、資料 5「相談支援部会報告」、資料 6「障害福祉プラン策

定スケジュール」でございます。資料が不足している方はいらっしゃいます

か。Zoom でご参加の皆さまもよろしいでしょうか。それでは、以上でござ

います。 

○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、

四宮委員と原田委員が欠席でございます。以上の出席状況でございますの

で、千代田区障害者支援協議会設置要綱に準じまして、総委員数の過半数以

上の出席となっております。本日の会議が成立していることをご報告いた

します。また、本日は 4名のウェブ出席者の方がいらっしゃいます。よろし

くお願いいたします。こちらの Zoom というソフトを活用している関係上、

時間制限がございますので、途中で 1、2 回休憩を挟ませていただきます。

あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。最後に、本日の傍聴

者は 7 名、協議会への事前のご意見は 0 件でございます。傍聴の方は、本

日、この 401 会議室の一つ置いた隣の 403 会議室でモニタリングしており

ますことをあわせてご報告させていただきます。それでは、ここから議事に
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入らせていただきますので、小川会長にお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○小川会長   皆さん、こんばんは。お久しぶりです。前回 5月 26日の第 1回以来の協

議会ということで、委員の皆さん、このコロナ状況、それから台風等で足元

の悪い中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。本日もできる

だけ効率的に議事を進めていきたいと思います。皆さん、ご協力をよろしく

お願いいたします。今日の議題（1）は、「障害者計画改定、第 6期障害福祉

計画・第 2期障害児福祉計画策定について」となっております。障害者基本

法のもとで障害者計画を、また障害者総合支援法のもとで障害福祉計画を、

児童福祉法のもとで障害児福祉計画を立てなければいけません。これら行

政計画をきちんと立てて、計画的に障害者施策を進めていくことが法律で

決まっております。また行政計画を立てる時には、地域の皆さんのご意見を

聞いて立てると定まっていますので、今日はその素案をご説明いただき、皆

さんのご意見を伺う、非常に重要な機会だと思います。時間の関係がありま

すので、資料 2から 5まで続けてご説明いただき、その後に一括してご意見

を伺いたいと思います。それでは、事務局からご説明をお願いいたします。 

○小野障害者福祉係長 まず資料 2の「障害福祉関連事業の実施状況等」ですが、事業の抽

出、評価、障害福祉プランの基本的な考え方の体系図などについて、ご説明

いたします。7月の第 1回計画部会の際に、大塚部会長から、「『今まで何を

行ってきて、どこまでできて、何が不足して、新しい視点は何か』という行

政評価をきちんと行わないと、次のものが生まれない」とご指示がございま

した。このご指示を受けまして、区の障害福祉関連事業について、私共障害

者福祉課、児童・家庭支援センターの他、各事業課に依頼して集約したもの

が資料 2でございます。 

資料 2の 4枚目をご覧ください。下にページ番号 1とありますが、1ペー

ジから 15 ページまでございます。1 ページのクリームがかった薄い黄色で

色付けされた事業、例えば「障害を理由とする差別解消の推進」等がありま

すが、これらは障害者総合支援法や児童福祉法によるサービス事業でござ

います。それ以外のグレーがかった薄い青色で色付けされた事業、「成年後

見制度利用支援事業」等は、法律によるサービス事業以外の、区の独自事業
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等とご理解いただきたいと思います。事業規模の大小を取り混ぜて障害福

祉関連事業として、障害児・者への支援が直接の目的でない事業についても、

その事業が充実していくことによって障害者福祉が向上・推進できるとい

う観点から抽出させていただきました。各事業課に、「実績」と「評価の主

な理由、課題等」「今後の取組みの方向性」「計画掲載の有無」「掲載する場

合の目標（令和 5年度の目標とする姿）」の記入を依頼いたしました。 

例として 2ページをご覧ください。「障害者支援協議会の設置・運営」は

まさしく今日の場ですが、これにつきましては評価を Aとしてあります。今

後の取組みの方向性は、「千代田区障害福祉プランに関すること、障害者へ

の支援体制に対することなどについて継続的に協議・検討する。また、引続

き部会（計画部会・相談支援部会等）の活用により、重要課題や個別の課題

への対応に即した検討を行っていく」とあります。計画掲載の有無につきま

しては、当然「〇」でございます。そして掲載する場合の目標としては、「区

の障害者施策を総合的かつ計画的に推進していくため、障害者総合支援法

等に基づく協議組織として、継続的に実施していく」と記載してあります。

事業評価等につきましては、基本的には各事業課の捉え方や考え方を尊重

しましたが、計画掲載の有無等につきましては、必要に応じて事業課との調

整作業として意向確認等を行いました。 

資料の 2 枚目にお戻りください。A4 サイズで現行の障害福祉プランの基

本的な考え方の体系図です。これは平成 30年 3月に策定したものです。で

は、3枚目をご覧ください。これは今まで申し上げた障害福祉関連事業の洗

い出し、そして調査、事業評価、障害者計画への掲載の結果でございます。

計画部会でのご意見等も含めて検討した結果、この記載にもありますよう

に、基本理念と 3つの基本方針はそのままとしております。基本目標として

新たに 5項目を設定いたしました。そして各々に施策の方向性の 16項目が

結びついております。その施策の方向性に、調査により抽出いたしました各

事業が紐づけされております。雑駁ですが、資料 2の説明は以上です。 

○小川会長   ありがとうございました。ただいまのご説明について、皆さんから何かご

意見はございますでしょうか。これを参考にしながら、計画が策定されてい

ったという理解でよろしいでしょうか。 
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○小野障害者福祉係長 これを踏まえて、計画を考えていくということでございます。 

○小川会長   それでは、この位置づけについてご質問がなければ、次の資料の説明に進

みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○藤田委員   「A・B・C・D」の評価の欄がございますが、これはどなたが、どのように

決められたのでしょうか。 

○小野障害者福祉係長 資料の 1枚目「評価の基準」をご覧ください。評価の基準について

は非常に悩みましたが、Aが「順調に事業を実行している」、Bが「概ね順調

だが、一部課題・勘案事項がある」、Cが「事業の実行が遅れており、全体的

に改善を要する」、D が「事業を行わなかった」となっております。これに

つきましては、事業課の評価を踏まえて掲載しました。計画部会でもお話を

しましたが、個人的には Aでよいと思うものでも、事業課が「このようなと

ころを改善して、進めていく必要がある」と評価すれば、Bという評価が掲

載されております。   

○小川会長   この「計画掲載の有無」は、今回の計画にその事業が関連して掲載されて

いるかどうかということですか。 

○小野障害者福祉係長 そうです。事業課と調整し、事業課の考えを踏まえたものとなって

おります。 

○小川会長   この計画掲載の有無の「〇」の横に「計画掲載事業の目標」が書かれてい

ますが、これが計画に反映されているということですか。 

○小野障害者福祉係長  そうです。 

○小川会長   わかりました。「Plan-Do-See」とよく聞きますが、計画をして、実行して、

それを確認する。まずこれで確認をしていただいて、これから作成された計

画が説明されるという流れになると思います。他にご意見は、よろしいでし

ょうか。それでは、続いて資料 3の「障害福祉プラン【素案】」の説明をお

願いいたします。 

○高橋主任   障害者福祉課の高橋です。資料 3の「障害福祉プラン【素案】」のご説明

をいたします。大変申し訳ありませんが、お時間の都合上、詳細な説明は省

略させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 資料 3を開いていただきますと、目次がございます。現在の障害福祉プ

ランから構成に大きく変更はございません。第 1 章で計画の策定にあたっ
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ての基本事項と第 2章で基本理念・方針・目標といったプラン全体の考え方

を述べております。第 3章に障害者計画があり、このたびの改定のポイント

になりますが、各基本目標に基づいた施策の方向性を記載します。第 4章・

第 5章にて障害者総合支援法、児童福祉法に基づく第 6期障害福祉計画、第

2期障害児福祉計画、最後に資料編という構成になっております。 

第 1章について説明いたします。3ページは「計画策定の背景と趣旨」が

記載されております。4、5 ページをご覧ください。改めての説明になりま

すが、障害福祉プランは平成 29年 3月策定の「地域福祉計画 2016」で示さ

れた地域共生社会の理念のもとに、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉

計画の 3 つの計画を一体的に策定しております。6、7 ページをご覧くださ

い。今回のプランは、令和 5年度までの計画期間である障害者計画の見直し

と、計画期間の終了する障害福祉計画と障害児福祉計画の改定を行い、今後

3 年間の千代田区の障害福祉施策の基本的な方向性を示すものとなります。

今回改定するプランにつきましては、「障害者支援協議会」で毎年実績を報

告し、評価を行い、必要がある時には計画の見直し等を行っていきます。 

続いて第 2 章について説明いたします。10 ページをご覧ください。基本

理念及び基本方針につきましては、現在の障害福祉プランから変えており

ません。 

13ページをご覧ください。基本目標 1「地域の中でともに生きる仕組みづ

くり」では、障害等への理解促進や合理的配慮の促進に関する取組み、地域

とのつながりの強化に向けた取組みを行います。また、合理的配慮の取組み

にも関連しますが、千代田区の意思疎通支援条例を踏まえた情報提供の充

実に向けた施策についても取り組みます。基本目標 2「安心して暮らす仕組

みづくり」では、地域での相談体制の充実とともに、緊急時や災害時におけ

る支援の充実を目指します。基本目標 3「自立した生活を支える基盤づくり」

では、地域で生活をするために必要な支援が適切に提供されるよう各種サ

ービスを実施していきます。基本目標 4「子どもと家庭を支える体制づくり」

では、医療・福祉・教育等の各分野が連携し、ライフステージごとの最適な

支援やサービスの提供を目指します。また、子育て支援についても充実させ

ていきます。基本目標 5「就労と社会参加をすすめる仕組みづくり」では、
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障害等のある方の就労支援や余暇活動の充実に向けた取組みを行います。

以上の基本目標が、現在の障害福祉プランから変更になったところになり

ます。 

14、15 ページには、資料 2 に添付したものと同様になりますが、体系図

を載せております。 

続きまして第 3章を説明いたします。19ページをご覧ください。「障害者

計画」として、各基本目標における現状と課題及び各施策の方向性を記載し

ております。現状と課題につきましては、先ほどの資料 2でお伝えした各事

業の実施状況、昨年度実施したアンケート調査の結果などを踏まえ、課題を

整理し、記載をしております。各施策の方向性の内容につきましては、協議

会でのご意見や、相談支援部会等も踏まえまして、今後も引続き検討を行っ

ていきます。 

また、52ページと 53ページでは、コラムとして、さまざま施策と関係し、

各事業の説明だけでは示しきれない事項として、「地域の中でともに生きる」

「ライフステージに応じた切れ目のない支援に向けて」というテーマで、図

や事例等を使用してわかりやすく区の取組みなどを掲載する予定です。 

続いて 57ページから第 4章になります。こちらは「第 6期障害福祉計画」

の部分になりますが、こちらの成果目標やサービスの見込量に関しまして

は、今回は各項目のみ記載しております。第 3章の各施策の方向性や、また

後ほど説明がありますが、相談支援部会で議論を行っている「地域生活支援

拠点」など、そちらの内容の検討とあわせて、第 4章については目標の設定

を行っていきます。続きまして第 5章の障害児福祉計画につきましては、後

ほど児童・家庭支援センターより説明がありますので割愛いたします。 

81 ページからは資料編になります。まず、第 5 期障害福祉計画及び第１

期障害児福祉計画の進捗状況につきましては、令和 2 年度の見込みが確定

次第記載を行います。89 ページからは障害児・者を取り巻く状況として、

各データに基づいた資料を掲載しております。109ページからは昨年度実施

した、計画策定のためのアンケート調査結果のポイントを掲載しておりま

す。120 ページからは「千代田区障害者の意思疎通に関する条例」「第 2 期

障害児福祉計画に係る国が示す基本的な考え方」「障害福祉計画及び障害児
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福祉計画に係る国の基本指針の見直しのポイント」「千代田区障害者支援協

議会委員名簿」「計画策定の経過」そして最後に「用語解説」、まだ何も入っ

ておりませんが、わかりづらい用語についてはこちらに説明を掲載する予

定です。長くなりましたが、説明は以上になります。 

○小坂部発達支援係長 児童・家庭支援センター発達支援係長の小坂部です。私からは、第

2 期障害児福祉計画の説明をさせていただきます。資料 3 の 73 ページをご

覧ください。こちらの「成果目標の設定」から始めさせていただきます。第

2期障害児福祉計画では、資料編に掲載している国が示す基本指針に基づい

て、千代田区として成果目標を設定しております。 

まず「児童発達支援センター」の設置です。現在千代田区では法外の施設

として受給者証を必要としないかたちでの療育拠点といたしまして、子ども

発達センター（さくらキッズ）を設置しています。さくらキッズの大きな課題とい

たしまして、利用登録者数が増加の一途をたどっている現状があります。児童発達

支援センター設置につきましては、さくらキッズの事業拡大とあわせて、検討をし

ていきます。続きまして、「保育所等訪問支援」です。区内には現在、保育所等訪問

支援事業が1か所で実施されております。前回の計画部会では 2か所と書い

ておりましたが、1か所に修正をさせていただきます。障害児の地域社会へ

の参加、インクルージョンを推進するために大変重要な事業となっており

ます。推移を見守りつつ、利用できる体制の整備を進めてまいりたいと思い

ます。 

続きまして 74ページの「重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所」

そして「重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所」に関しま

しては、すでに民間事業所を補助するかたちで設置しております。事業所名

は、「ぴかいち」です。次に「医療ケア児支援のための関係機関の協議の場

の設置」及び「医療ケア児支援のためのコーディネーターの配置」について

は、計画部会において目標を「令和 5年度末までに」というかたちにしてお

りましたが、「もう少し早められないか」というご意見がありましたので、

それを踏まえまして「令和 4年度末までに」協議の場及びコーディネーター

の配置を進めていくという目標を出しております。 
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続きまして 75ページの「サービスの見込量及びサービス確保のための計

画事業」です。こちらは今回の障害児福祉計画の対象となっている事業と事

業内容の説明です。76 ページをご覧ください。計画期間内のサービスの見

込量です。こちらは 1人当たりのサービスの利用量と、先に説明いたしまし

た成果目標の整備状況を加味して、令和 3 年度から 5 年度の計画値を定め

ていきたいと思っております。77 ページの「確保の方策」は、現在素案の

段階ではありますが、今後内容等を補足して記載していく予定です。障害児

福祉計画に関する説明は以上となります。 

○小川会長   ありがとうございました。障害児福祉計画は、成果目標についてはある程

度案が書き込まれていて、見込量についてはこれから書かれていくという

現在の状況についてご説明していただきました。それでは、続いて資料 4「計

画部会報告」、資料 5「相談支援部会報告」について、事務局からご説明を

お願いいたします。 

○小野障害者福祉係長 A3二つ折りの資料 4「計画部会報告」でございます。7月と 8月に

開催いたしました計画部会では、障害福祉関連事業の一覧を踏まえまして、

障害者計画の基本的な考え方、基本目標、施策の方向性について改めて検討

いたしました。さらに、障害福祉プラン【素案】について検討し、本日、協

議会全体会に中間報告としてご報告いたしました。それでは、資料 4の「計

画部会報告」によりご報告いたします。まず「全体としての意見」として、

①は資料 2の冒頭でもご説明した大塚部会長からのご意見、ご指示です。そ

の他に、神田錦町三丁目福祉施設整備を計画の中で方向性を持って進めて

いく必要があること、国の方針だけでなく東京都の計画も踏まえた内容に

ついて検討すること等がご意見としてございました。また、基本方針の中の

障害と地域社会の関連を述べた、「障害者の権利に関する条約」の考えを引

用した箇所の表現についてご意見があり、条約の前文から引用し、主旨を踏

まえた上で文章の修正をいたしました。 

次に、基本方針の 1つ目、「地域共生社会を実現するための基礎である障

害等への理解を促進させます」へのご意見などです。「地域づくり」という

視点に立った考え方や施策の必要性についてのご意見がございました。ま

た、障害のある方とそのご家族が交流する場、日頃から地域の方たちと、こ
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れは高齢者や子どもたちも含めて、接したり、交流したりする機会や場の必

要性、それらに関連して町会がどのように関わっていくか、話されました。

「地域づくり」については、これからどのように取り組んでいくか、今後も

計画部会で議論し、検討を進めていく意向でございます。その他のご意見と

して、障害者の方にもボランティアを行う意識を持ってほしい、神田錦町三

丁目福祉施設が地域共生社会の象徴としての福祉施設であるということを

計画上に前向きに打ち出してほしい、というご意見がございました。 

次に、基本方針の 2つ目、「ライフステージに応じた切れ目のない支援を

行います」へのご意見などです。この基本方針に対する基本目標を具体的に

掲げてほしい、「切れ目のない支援」が実現するための具体的な施策があっ

てほしい、というご意見がございました。「ライフステージに応じた切れ目

のない支援」につきましては資料 3 の計画素案のご説明でも触れていまし

たが、「事業」となるものを掲載していますが、具体的な「事業」として明

確になっていない部分もございます。それらの流れをわかりやすく図で示

したものを障害福祉プランに掲載することを考えております。その他に、障

害分野と教育分野とをどのようにつないでいくのかを明確にしてほしいと

いうご意見がございました。 

最後に、その他ご意見としては、さくらキッズ、医療的ケア児支援、障害

者よろず相談 MOFCA、一時保護、福祉避難所、これらそれぞれへのご意見が

ございました。以上が計画部会の中間報告でした。今後も 10月 20日、そし

て 11月下旬頃と、計画部会において障害福祉プラン計画案に向けた協議・

検討を進めてまいります。よろしくお願いいたします。以上です。 

○平澤総合相談担当係長 総合相談担当の平澤と申します。まず、7月の計画部会で藤田委

員から出されたご質問への回答を先にさせていただきます。資料 2 の 1 ペ

ージにある、社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支援事業（地域

福祉権利擁護事業）」において、契約中件数が 55件、新規契約 12件、解約

11件とあります。この解約 11件の内訳についてのご質問でした。社会福祉

協議会に確認して、解約理由は、お亡くなりになった方が 4名、後見人に移

行した方が 2 名、親族の方に移行した方が 2 名、転居した方が 3 名という

ことでした。 
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それでは、資料 5「相談支援部会報告」をご覧ください。現在まで、ワー

キングを 2回、部会を 1回行っております。まず 7月 21日の第 1回ワーキ

ングにおいて、話し合う議題の優先順位をつけさせていただきました。これ

は優劣ではなく、計画に盛り込む優先順位です。「②見守りや相談対応の間

接的支援」「③グループホームの新たな家賃助成」「⑤精神障害者にも対応し

た地域包括ケアシステムについて」は、現時点では議論せず、「①MOFCA・え

みふるの役割分担」につきましては、昨年度から議論を深めており、継続し

て障害者福祉課やえみふる、MOFCA、民間相談支援事業所を加え、これはあ

る意味本当の相談支援部会となると思うのですが、えみふるを中心に検討

していただき、また区内の社会資源をどのようにしていくかについても検

討していきたいと考えております。「④地域生活支援拠点について」「⑥医療

的ケア児・者への対応について」は、神田錦町三丁目福祉施設の整備に関わ

るため優先的に話し合いを行っていきます。 

7 月 31 日の相談支援部会については、主に大塚先生と色々話をしながら

ご提案いただいた内容を記載しております。「①基幹相談支援センターやそ

こでの人材育成をポイントとして相談支援部会で検討を行うこと。相談支

援の範囲をどのように考えるか。役割分担をそれぞれの事業所と協議しな

がら考える」「②地域生活支援拠点での想定されるコーディネーター設置に

ついて」「③面的整備にかかる自立支援協議会（障害者支援協議会）の役割

を考える」、この自立支援協議会については、大塚先生から行政が主体的に

指導しなければならないと教えていただきました。それから「④緊急対応を

行った事例について提示し、そこからリスクを考えること」でした。 

この相談支援部会を受けまして、8 月 18 日第 2 回ワーキングを開催しま

した。「①人材育成について」は、福祉人材は雇用も含め、人材育成も大変

な状態であると聞いております。かつ継続的にモチベーションを維持する

ことの困難さから、あくまで 1つの方向性として出させていただいたのが、

自分たちの機関の中だけではなく、より広く、より多くの経験をつむことが

できるよう区内の障害者機関での職業実習の制度を検討してもよいのでな

いかということです。「②緊急対応について 事例となるような、特に夜間

休日の閉庁時の事例について」は、これは今後も協議が必要だと思います。
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緊急対応が必要な事例については主に虐待が多いのですが、その他として、

ご家族から「息子が死んでいるかもしれないから見てくれないか」という相

談や発熱の相談、週末にヘルパーが来ないので調整が必要になったケース、

警察からの身元確認、家庭不和による夜間対応要請等が出ました。これにつ

いての方向性としては、見に行ける距離に支援者が住んでいないと見に行

くことができないので、緊急対応を行うことを条件に区内事業所職員を安

価で住まわせる等の方策がとれないかというご意見や、1人で子育てや家族

を支援している方の不安をどう受け止めていけばよいか、考えなければな

らないというご意見、また高齢者であれば、何かあった時に高齢者あんしん

センターや高齢者総合サポートセンターで対応し、在宅支援課に連絡が入

るのは最終段階だが、障害においては区が対応している部分が大きいので、

その辺りの対応について相談機能と区の役割の調整が必要だろうという話

になりました。 

「③地域での生活について」は、町会だけでなく、マンション住民等にも

範囲を広げて支援や見守りを考えてもよいのではないかというご意見や、

ボランティアをする方もされる方も気軽にマッチングができる仕組みを検

討する必要があるのではないかというご意見も出ました。ただし、アプリ等

でマッチングをすると当事者同士の関係性になってしまう可能性がありま

すので、十分に留意する必要があります。計画部会でも当事者がボランティ

アをする話が出ていましたが、何らかのかたちで地域での活動に参加して、

色々な所に出て行くことで交流を進めるという話がありました。児童・家庭

支援センターの「④はばたきプラン等の活用について」は、各機関がどのよ

うな情報を求めているかという話では、主に成育歴、学校での様子や家庭で

の様子、特に学校での情報があまり提供されないので、生活する絵が浮かぶ

ようなものがほしいという話でした。これらの情報を具体的にどのように

伝達していくかということが課題となります。「⑤神田錦町三丁目福祉施設

での機能」については、地域に開かれた施設ということで、カフェや水耕栽

培、民間企業によるコンビニ、そして近くの学校の学生を巻き込めるような

機能、作業手順の機械化等の話が出ました。これについては交流メインで考

えるのか、就労体験メインで考えるのかで話が変わってくるので、それにつ
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いても検討する必要があります。また泊り体験については、えみふるでショ

ートステイを利用することでグループホーム体験をしている方がいらっし

ゃいますが、ショートステイの利用がまだハードルの高い方もいらっしゃ

います。ある一定の年齢に達した時に、ショートステイを体験することが当

たり前になれば、そのハードルを下げることができるのではないかという

話も出ました。これ以外の内容につきましては、継続して話をしていきます。

次回の第 2回相談支援部会は、10月 5日で検討しております。以上です。 

○湯浅幹事   計画部会と相談支援部会は、第 1 回障害者福祉協議会の際に下命を受け

て、大塚部会長のもと、検討を行っていただいたところでございます。大塚

副会長は今色々な顔をなさって説明を聞いていらっしゃいましたが、何か

補足がありましたら、お願いいたします。 

○大塚副会長  計画部会と相談支援部会は、自立支援協議会の下で色々と個別の議論を

しながら、それを上に上げていく仕組みだと思っています。今回の計画部会

は、今までの事業の評価をもう一度きちんとし、次につなげていくというこ

とで、資料 2は本当にありがたく思っております。この評価の中で出てきた

のは、1つ目は地域支援拠点とも関係している相談支援をどのようにするか

ということ。2つ目として、各事業はそれぞれ途上でありますので、障害福

祉計画の中で事業を伸ばしていくこと。3つ目として、児童の事業の評価に

Bが多かったですが、児童や他に Bの多かったところ、これらを次の計画の

中にどのように書いていくかということです。それを議論するのが次の仕

事だと考えています。今の千代田区障害者プランにそれぞれ入っているの

ですが、評価・検証し、「ここが足りない」とわかったことに今後は力を入

れるという、その力の入れ具合が書かれていません。今まで通りの枠組みの

中に入っているのですが、Bだった評価を Aにしていくための何かが書かれ

ているとよいと思います。印刷する時に赤にすることでもよいのですが、今

後の部会では次の段階に進むための議論をきちんとして、方向性を出すこ

とが必要だと思っています。以上です。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。ここで、Zoom の再接続をさせていただきます。

再接続が終わりましたので、小川会長、よろしくお願いいたします。 
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○小川会長   それでは、議事進行に戻ります。資料 2から 5まで、一気にご説明をいた

だきました。大変な情報量ですが、このあとにスケジュールと神田錦町三丁

目の福祉施設についてのご報告もあります。委員の皆さんもこの状況で「ご

意見を」と言っても、ポイントが絞り切れないかもしれません。スケジュー

ルを見ると、このあと計画部会と相談支援部会が 10月、11月に開催されま

す。今日の計画素案の具体的な内容については、計画部会と相談支援部会で

さらに検討され、この全体会に上がってくるという理解でよろしいでしょ

うか。 

○湯浅幹事   素案につきましては、計画部会と相談支援部会でそれぞれお示しさせて

いただき、ご了承をいただいております。軽微な修正はございましたが、そ

れについては本日説明をさせていただきました。従いまして、本日全体会で

ご了承をいただいたのち、またそのご意見を踏まえて 10月、11月にさらに

ブラッシュアップしていく予定でございます。本日は、資料を事前にお配り

させていただいていたとはいえ、なかなか難しいと思いますので、もしご意

見やご質問があれば、随時事務局で受け付けております。 

○小川会長   計画部会と相談支援部会においてさらに検討が進んでいくわけですが、

今回はこれまでの議論についての中間報告をしていただきました。部会に

入っていない委員の方もいらっしゃいますし、何か「この辺はぜひ」という

ことがありましたら、ご意見やご質問をいただきたいと思います。 

○小笠原委員  相談支援部会の緊急対応の事例についてですが、このような対応はえみ

ふるが中心になって受けていらっしゃるのですか。それから相談支援部会

はえみふると MOFCA と民間相談支援事業所が 2 つとありますが、他に参加

しているところはありますか。 

○平澤総合相談担当係長 緊急対応の事例については、えみふる中心というより、各機関で

対応した事例を出していただいたということです。この時は、当日投げかけ

たので、他の事例があればあわせて検討していただきたいと思います。「い

つ、どこで、どのようなことが想定されるので、どのように準備し、どのよ

うな方が対応しなければいけないか」を検討する材料だと思っております。

次の質問ですが、えみふるを中心に障害者福祉課、MOFCA、それから民間相

談支援事業所というのは先ほど申し上げた通りですが、もし可能であれば
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知的障害者相談員もしくは身体障害者相談員の方にも入っていただき、そ

れぞれの立場から「どのような状況が想定されるのか」について話していた

だき、民間事業所がそれぞれ対応している中で区に施策としてご提言いた

だくことも含まれていると思います。 

○小川会長   大塚部会長のご意見でも相談支援の強化の話が出ていました。相談支援

部会でも緊急対応が議題となっています。今日議論を深めることはできま

せんが、資料 2の 28ページに「（1）特性に応じた多様な相談体制の整備」、

30 ページに「（2）緊急時の支援の実施」とあります。最終的にはこの辺の

内容に、どんなふうに盛り込まれていくのかを見ていく作業になると思い

ます。 

○鈴木（洋）委員 むぎの会で先日勉強会をいたしまして、新型コロナウイルス感染症にな

ったらというテーマでえみふるに講義をしていただきました。現在障害の

ある方に感染者が出ておりませんが、出た場合の対応についてはまだまだ

私共には周知できておりません。今後それについて話す予定はあるのでし

ょうか。 

○湯浅幹事   新型コロナウイルス感染症対策につきましては、基本的に国や東京都の

動きがございます。区レベルで決められません。感染者や濃厚接触者が出た

場合には保健所の指示に従って、また東京都の判断を仰ぐことになります。

これは公にではないのですが、えみふるを活用して何か対応ができないか

という協議を進めているところです。ただ、区として東京都と保健所の判断

を仰ぐことが基本となるのは変わりません。 

○小川会長   他に、ご意見はございますか。 

○廣瀬委員   区の職員の方々、いつもありがとうございます。おつかれさまです。基本

目標 1に掲げている「地域の中でともに生きる仕組みづくり」ですが、地域

となると町会がクローズアップされると思います。町会の中でも福祉部の

ある所とない所があり、また福祉部があってもそれぞれ温度差があります。

今後福祉部を中心に町会の活動を展開していくためには、時間が許す範囲

でとなりますが、現状において福祉部がどの程度活動されているのか、どん

な問題を抱えているか、また活動の行き詰まり等についてアンケートを実

施し、実態を把握したほうがよいのではないかと思います。また、区から話
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を持っていくと受け身になってしまうので、徐々に時間をかけてとなりま

すが、町会が能動的になれるような働きかけができればよいと思います。今

回の計画において、地域づくりはとても大事だと思いますので、そこを計画

していただきたいと思っています。 

○湯浅幹事   そのアンケートは全区民を対象としたものですか、それとも全町会を対

象としたものですか。 

○廣瀬委員   町会を対象とするものです。 

○湯浅幹事   わかりました。町会長会議や婦人部長会議は月に 1 回程度開催されてい

ると思います。地域振興部と相談しながら検討させていただきたいと思い

ます。 

○小川会長   資料 3の 24ページ「⑧ご近所福祉活動（地域福祉活動支援）」に町会の福

祉部についてはきちんと書かれています。今、「まず把握する」というご意

見がありましたので、ここに一文「現状を把握し」等と書かれるかどうかと

いうことだと思います。 

○宇治野委員  社会福祉協議会の宇治野です。廣瀬委員からのお話は、町会の活動と町会

福祉部の活動の把握、側面支援的なかたちで能動的な活動につながるよう

にということだと思います。現在区内では 66の町会が福祉部をおいて活動

されています。確かに色々と温度差はあるのですが、細かい日々の訪問的な

活動をされている所も多くございます。そういった活動を社会福祉協議会

で把握するために、年 1回、年間を通した活動報告を出していただいており

ます。それを資料に掲載していないのですが、今後掲載できるように協力さ

せていただきます。また福祉部の連絡会を年 1 回だけではなく、直近では

10 月位にはできないかと調整を進めているところです。通常年に 2 回、各

福祉部の方々に地域ごとに集まっていただいて、どんな活動をしているの

か等、お互いの情報交換をして、そこから自分たちにできる活動を見つけて

いただく場を設けております。そのような場で、町会福祉部の活動を把握さ

せていただいている状況です。  

○廣瀬委員  ありがとうございます。よくわかりました。 

○永田委員  地域をどうつくっていくかということですが、障害者の方たちが地域の中

で見えない状況があり、「なぜだろう」と感じていました。以前は小さい商
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店にいらっしゃって、買物でのやりとりで交流する等の接点が結構ありま

した。最近は障害者の方たちが働いている場所がビルの中に入ってしまっ

て、地域から見えなくなっていると感じています。障害者の方たちがどこで

働き、また接点をどのように結ぶかという部分が難しくなっているように

思います。先日、私の知り合いで障害者の方が亡くなりました。彼は地域の

中で、掃除をしたり、植物の世話をしたり、お稲荷さんの所でお金を集めて

町会に渡したりという活動をしていました。だから彼のことは町会や地域

の方たちが知っていて、挨拶するなどの交流がありました。何かをすること

によってできる関係性を強く感じます。金銭に結びつくかはまた別問題と

なりますが、障害者の方も町会の清掃活動等、できることをして地域との関

係性をつくっていくことが必要だと思いますので、そこを今後どのように

するか考えていかなければならないと感じています。 

○小川会長   ありがとうございました。「基本目標 1 地域の中でともに生きる仕組み

づくり」の中に、今のご意見をどのように反映させていけるかですが、町会

の話もありましたし、福祉的就労のあり方、就労支援のあり方等にも盛り込

めるヒントをいただけたのではないかと思います。 

○鈴木（隆）委員 地域で生きるということは、その人を昔から知っていて、どのように育

っていくのかを見届けることができる社会だと思います。計画部会でも申

し上げましたが、「はばたきプラン」が非常によいかたちでスタートし、評

価 Bとなっていますが Aだと思っています。これが 18歳になって障害者福

祉課に引き継がれる時に、有機的につながっていくように計画の中で表現

できたらよいと思います。基本目標 1の「地域の中でともに生きる仕組みづ

くり」の中で先ほど話に出ました町会の「ご近所福祉活動」と子どものカル

テと、例えばえみふるのような相談支援窓口がうまくつながることが、取組

みや目標の中で担保されるとよいと思います。 

資料 3の 22ページにある「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推進」

ですが、先日保健福祉部の皆さんが住民説明会をなさってくださいました。

ここには「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画に基づき、整備を

進めます」とありますが、もう少し気持ちや目標を入れていただいたらよい

と思いました。  
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○貝谷委員   部会の報告等ありがとうございます。1つ思ったのは、新型コロナウイル

スのことに触れられていないことです。新型コロナウイルスによって、障害

者の生活はかなり変わってきていますし、今までにない危機という部分も

ありますので、もう少し取り入れていただきたいと思いました。より具体的

な話になってしまうのですが、いきいきプラザ一番町の障害者用のスイミ

ングプールが新型コロナウイルスの影響で完全に閉じられています。入居

している高齢者の方の感染防止が理由です。千代田区には今利用できるプ

ールがない現状です。千代田区はオリンピック・パラリンピックが開催され

る都市ですし、リハビリテーションや社会参加の意味からもプールについ

て考えていただけたらと思っています。 

○小川会長   ありがとうございました。プールについては、具体的な話になりますので

別途ご検討いただくといたしまして、感染症対策は緊急時の支援、あるいは

防災のところに、「感染症」というキーワードと対策の検討の必要性を盛り

込んでもよいと感じます。東日本大震災を契機にして、障害者計画・障害福

祉計画に防災の問題が含まれるようになりましたので、このタイミングで

キーワードだけでも入れてはどうかと思います。その他にご意見はござい

ますか。 

資料が豊富でなかなか消化できないかもしれませんが、障害福祉関連事

業の実施状況をまとめていただき、なかなかここまで丁寧に現状について

整理している障害福祉計画を立案する地方自治体はありません。非常に大

きな一歩だと思います。これを読み取りながら、計画の文言に一言でも入れ

ていくという作業になると思います。計画の項目に入れることは難しいで

すが、ぜひ皆さんからもご検討をいただき、計画部会や相談支援部会でご議

論をいただくとともに、そういった機会がない場合は障害福祉課に直接ご

連絡をいただければと思います。それでは、資料 6「障害福祉プラン策定ス

ケジュール」について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○小野障害者福祉係長 説明の前に、平澤から別件の回答がございます。 

○平澤総合相談担当係長 先ほど小笠原委員から相談支援部会のメンバーについてご質問

がありましたが、回答が不適格だったので改めて回答させていただきます。

社会福祉協議会の宇治野委員、NPO法人ホープの永田委員、えみふる、MOFCA、
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障害者就労支援センター、保健所、児童・家庭支援センター、障害者福祉課

というメンバーで行っております。 

○小野障害者福祉係長 それでは、資料 6「障害福祉プラン策定スケジュール」の説明です。

本日は、9月 7日の協議会全体会【中間報告】の場となっております。今後、

計画部会は第 3回が 10月 20日、第 4回が 11月下旬の予定で、このプラン

の検討を進めてまいります。また相談支援部会も第 2 回が 10 月 5 日、第 3

回が 11月中に開催の予定で進めていきます。12月中旬の第 3回協議会全体

会において、【計画案報告】の予定でございます。小川会長と相談し、皆さ

まにはなるべく早めに日程をお知らせしたいと思っております。第 4 回計

画部会が 11月下旬の予定となっていますが、ここで開催しないと準備の関

係上、第 3回協議会開催が難しくなります。大塚部会長と相談して 11月下

旬の日程を決めたいと思っております。 

○小川会長   ありがとうございました。スケジュールについては、ご意見、ご質問はよ

ろしいでしょうか。12 月の協議会でさらに内容が詰められた計画案が報告

され、そこでもう 1回意見聴取の機会があると考えてよろしいですか。 

○湯浅幹事   ご意見をいただく予定でございますが、日程的には、この時点で計画の大

きなつくりを変えることはできません。計画部会、相談支援部会で協議した

案を出させていただきますが、この時点では軽微な変更になると思います。 

○小川会長   そのようなスケジュールですので、ご協力をよろしくお願いいたします。

協議会の少し前に資料はいただけるのでしょうか。  

○湯浅幹事   毎回早くお送りしたいと思っているのですが、最低限 1 週間を確保する

かたちで行っております。なるべく早くお示しできるように、頑張らせてい

ただきたいと思います。 

○小川会長   よろしくお願いいたします。それでは、スケジュールについては終了とさ

せていただきます。続きまして、神田公園区民館で行われました、（仮称）

神田錦町三丁目福祉施設の説明会の出席者からのご意見などについて、事

務局からご説明をお願いいたします。 

○湯浅幹事   （仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画の説明会について、簡単に

ご報告させていただきます。昨日 9 月 6 日（日）10 時から、神田公園区民

館の 4 階洋室で説明会を開催させていただきました。事前申し込みの方が
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32名、当日申し込みが 9名でした。ご質問は、1人で何回も質問されている

方もいらっしゃいますが 34件ありました。主な質問といたしましては、施

設についてのご質問がおよそ 28件ありました。これは、高さや騒音、スケ

ジュール、また計画をどのように進めていくのか等でした。高齢者に関する

ご質問が 2 件、障害者に関するご質問が 4 件、その他が 2 件でございまし

た。説明会は、年内にもう一度実施する予定でございます。いただいたご意

見をこちらにおいてもご紹介させていただきながら、さまざまな関係者の

方が円滑に計画を進められるように協議、説明会等を進めていければと考

えております。本日は時間がありませんので、ご質問と回答の内容について

は千代田区のホームページでご覧いただきたいと思います。 

○小川会長   ありがとうございました。何かご質問等ございますか。ないようでしたら、

最後に障害者及び障害児施策に関するご質問などがございましたら、お受

けしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、以上をもって閉会と

させていただきたいと思います。今日いただいたご意見、また今後いただく

ご意見を事務局に整理していただき、次の協議会でご報告をさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 


