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■開催日時・出席者等 

日時 令和 3年 2月 24日(水) 18:30～20:30 

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 

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（代理 大越） 

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、原田地域保健担当部長、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 

佐藤子ども部指導課長（代理） 

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 

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 

松田保健福祉部障害者福祉課障害者福祉主査 

児童・家庭支援センター 橘 

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 4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、本日の

会議につきましても、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よろしくお願

いいたします。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。 

○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。事前にお送りしました資料

などの確認をさせていただきます。まず次第がございます。それから、当日

配付の座席表です。続きまして資料 1「千代田区障害福祉プラン（案）」、資

料 2「第 3回障害者支援協議会全体会（書面開催）後からの修正点・ご意見

に対する区の考え」、資料 3「パブリックコメント実施報告」、資料 4「千代

田区障害福祉プラン（案）に対するパブリックコメント受理意見一覧表」、

資料 5「障害者虐待・差別に係る相談と認定実績状況等について」、資料 6

「令和 3年度障害者福祉関連事業について」でございます。今日ご持参いた

だいた資料もありますが、全部揃ってますか。傍聴の方、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   本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は鈴木（努）委

員、四宮委員がご欠席との連絡を受けております。その他の委員の皆さまに

つきましては、全てご出席いただいております。なお、障害者よろず相談

MOFCAの須藤委員は所用によりご欠席で、代理として大越様にお越しいただ

いております。よろしくお願いいたします。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基づきまして、会議が成立してい

ることをご報告申し上げます。なお、本日は 7名の方にリモートでご出席い

ただいており、傍聴の方も 7名でございます。それでは、議事に入らせてい

ただきますので、ここからは小川会長にお願いいたします。 

○小川会長   皆さん、こんばんは。今回は、コロナで緊急事態宣言下ということで、少

しイレギュラーなかたちでの開催となりました。前回第 3 回は書面開催で
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ありました。今回は第 4回ですが、令和 2年度最後の協議会全体会となりま

す。また、皆さまにおかれましては 3か年の委員の任期の最後の協議会とな

りますので、よろしくお願いいたします。本日は千代田区障害福祉プラン

（案）の最終報告を主な議題として、委員の皆さまにお集まりいただきまし

た。私も、委員長なのに恐縮ですがこのようなリモートでの参加とさせてい

ただいております。議事進行が円滑にできませんので、湯浅障害福祉課長に

基本的にはこの先の議事の進行をお願いして、必要な時は私がコメントを

述べさせていただくかたちで進めさせていただきたいと思いますが、皆さ

ま、ご了承いただけますでしょうか。 

― 各委員から了承の意思表示 ― 

○小川会長   ありがとうございます。それでは湯浅課長、よろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   それでは、ここから私が進行を務めさせていただきます。よろしくお願い

いたします。限られた時間でございますので、これまで同様円滑な議事進行

に皆さまのご協力を改めてよろしくお願いいたします。初めに議題（1）「千

代田区障害福祉プラン（案）について（報告）」でございます。第 1回協議

会の際、計画部会及び相談支援部会に計画案の作成を下命したことを受け

て、各部会で検討を行いまして、9月の第 2回協議会で中間報告をいたしま

した。その後のパブリックコメントを経て、今回が最終報告となります。大

塚部会長はリモートでご出席いただいておりますので、報告は事務局から

させていただきます。 

○小野障害者福祉係長 資料 1「千代田区障害福祉プラン（案）」については、第 4 回計画

部会、第 3回相談支援部会、そして第 3回協議会全体会において、いずれも

書面開催でしたが、それぞれの時点での案の内容について委員の皆さまに

ご意見を伺いました。資料 2「第 3 回障害者支援協議会全体会（書面開催）

後からの修正点・ご意見に対する区の考え」をご覧ください。文言や文章の

言い回しなどの修正を除きまして、昨年 12月の第 3回協議会全体会後の障

害福祉プラン（案）の修正箇所や区の考えを一覧にしたものでございます。

それでは、ご報告いたします。 

1 番は、資料 1 の 21 ページに記載されている「成年後見制度利用推進事

業」について、協議会委員の方のご意見でした。区としては、周知に努める
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と共に、区民後見人の育成にも努めてまいります。続きまして、2 番です。

22ページに記載の「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推進」について、

計画スケジュールを精査し、その変更に伴い、開設年度を修正いたしました。

このことにつきましては、議題（3）「その他」の報告事項「令和 3年度福祉

関連事業について」で、担当係長からご報告いたします。次に 3番ですが、

54 ページに記載の「障害者就労支援施設（ジョブ・サポート・プラザちよ

だ）」について、協議会委員の方のご要望です。今後に向けた厳しく、また

強いご要望として承りました。それから 4 番は、76 ページに記載の地域支

援事業「地域活動支援センターについて」の協議会委員の方のご意見です。

地域に開かれた活動、そして（仮称）地域生活コーディネーターの機能につ

きましては、今後、検討を進めてまいります。5 番は、資料では 85 ページ

となっておりますが 86ページになります。重症心身障害児を支援する事業

所について、当初はそれぞれ「平成 31 年度末時点での整備 1」としており

ましたが、子ども部内で目標に対しての表記としてはわかりにくいとの意

見があり、「平成 31年度に整備済み 1」としました。この表記ですが、開設

時期について確認したところ、令和元年 8月でしたので、「令和元年度に整

備済み 1」に記載を修正したいと思います。 

続いて、昨年の 12月 20日から今年の 1月 15日までの期間で実施いたし

ましたパブリックコメント、意見募集の結果につきましてご報告いたしま

す。資料 3「パブリックコメント実施報告」をご覧ください。昨年 12月 11

日に通知いたしました書面開催による第 3 回協議会全体会の際の資料「千

代田区障害福祉プラン（案）」をパブリックコメントでも案として使用しま

した。意見募集の期間は昨年末 12月 20日から今年 1月 15日。広報千代田

12月 20日号をはじめ、区のホームページなどにより広く区民等に周知いた

しました。受理意見は、在住者 2名、在勤者 1名、そして団体・グループを

1 名としてカウントして計 4 名でございます。受理意見数は 22 件でした。

意見への回答、結果報告につきましては、広報千代田 4月 20日号及び同日

付けの区のホームページに掲載し、周知する予定です。 

続けてまいります。資料 4「千代田区障害福祉プラン（案）に対するパブ

リックコメント受理意見一覧表」をご覧ください。今回のパブリックコメン
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トでは、ご意見・ご要望など、さまざまいただいております。区といたしま

しても、それぞれの主旨を尊重しながら、今後の障害福祉プラン掲載の施策

や事業、そして考え方などについて、検討や取組みを進めてまいる考えでご

ざいます。 

その他のご意見・ご要望などに、区の回答を改めて述べさせていただきま

す。1番の、在勤の方のパブリックコメントの周知についてのご要望ですが、

区民等個々への周知となりますので、これは申し訳ないのですが難しいと

考えております。4 番は、資料 1 の 36 ページに記載の内容についてのご意

見です。面的支援体制の相談機能についてのお尋ねですが、各相談支援機関

が窓口になり、支援いたします。また、（仮称）地域生活コーディネーター

は、十分な成果が見込まれるよう、資格や実務経験などについても検討をい

たします。続きまして、9番、10番の障害児ケアプラン事業、はばたきプラ

ンにつきましては、ご意見を検討した上で修正をいたしました。16番は 64

ページ、17 番は 73 ページに記載がございます。「年齢に関わりなく」とい

う文言につきましては、サービスによって、また事業ごとに異なるため、当

初案どおりとさせていただきました。22 番は 86 ページに記載がございま

す。「医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置」について、そ

の成果目標の設定ですが、国の基本的な考えでは令和 5 年度末までに設け

ることになっております。区といたしましては、当初から「令和 4年度末ま

でに設置」を目標として設定する考えでおります。従いまして、資料 4の区

の回答の記載にございますように、令和 3年度は実態調査を行い、支援検討

に努めます。そして令和 4 年度末までに協議の場の設置とコーディネータ

ーの配置をめざしてまいります。 

一覧表についての報告は以上ですが、資料 1 の千代田区障害福祉プラン

（案）には、視覚障害者の方のための音声コード、ユニボイスはまだ印刷さ

れておりません。製本した完成版とその概要版には各ページに音声コード

が付けられます。また、色覚の多様性に配慮した対応として、カラーユニバ

ーサルデザイン機構の認証を得た配色などの体裁にする予定です。委員の

皆さまには 4月中にお配りする予定です。また概要版につきましては、低視
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力者や高齢者など、弱視の方のための大活字版を別途作成いたします。こち

らは 5月頃に配本の予定です。 

○湯浅幹事   以上が、前回の協議会以降に修正させていただいたご報告となります。こ

ちらの資料 2から 4につきまして、何かご不明な点、ご質問など、ございま

すでしょうか。 

○鈴木（隆）委員 ホームページより問い合わせがあったという資料 4の 22番ですが、「医

療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置」が令和 4 年度末とい

うことでした。ご説明では令和 3年度中に調査を行い、4年度末までに協議

の場を設置するということですが、アンケートのご意見にもありますよう

に 4 年前から協議の場の設置を国は促していますし、国が 4 年だから 4 年

にするというのではなく、ないものをつくることは優先順位が高いと思い

ます。アンケート調査は令和 3年度の上期にしていただき、下期にはそのよ

うな場を早くつくって、協議を進めていただきたいと思います。特にこのコ

ロナ禍においては、テレビなどでも放送されていますが、医療的ケア児の方

へのサービスが弱く、困っている方が非常に多くて、家から出られないとい

う悲鳴も聞こえます。国の方針ではなく、千代田区独自の施策として見直し

ていただけないかと思いました。よろしくお願いいたします。 

○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。ご意見ありが

とうございます。医療的ケア児のための関係機関による協議の場が優先順

位として低いということではありません。手帳を持たれていない医療的ケ

ア児のお子さんもいますので、しっかりとした実態調査を行いたい意向が

あり、このようなかたちになりました。ご意見として受けとめ、準備が整い

次第、進めてまいりたいと思います。 

○鈴木（隆）委員 令和 4年度末ということではなく、3年度中でも方針が見えたら、設置

いただけると解釈して、ぜひ推進をお願いしたいと思います。 

○安田幹事   児童・家庭支援センター所長の安田でございます。鈴木委員のご意見につ

きましては、しっかり受けとめさせていただきます。目標としては、4年度

末を 1 つの期限とするかたちでの記載でございます。できるだけ早く着手

して、進めていく姿勢で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 
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○湯浅幹事   他に、ご質問等ございますか。 

○小笠原委員  医療的ケア児の支援について、関係者による支援検討を開始するという

ことですが、この「関係者」とは、医療や保健、学校関係者になるのですか。

行政の方はいつも努力して拡充することを考えてくださっているのですが、

医療的ケアは地域の小児科の先生方のご理解と医師会のご協力がとても必

要になってくると思います。困っている方のために、障害者福祉課でそのよ

うな方面にも後押しをしていただくことが必要だと思います。 

○小坂部発達支援係長 ご意見ありがとうございます。医療的ケア児に対する支援を検討

する機関については、医療機関及び家庭での看護となりますと訪問看護ス

テーションなど、医療分野、看護分野も含めて広く関係機関を集めて検討し

ていくかたちを考えております。 

○小笠原委員  介護の分野の訪問看護ステーションと連携をとっていくのでしょうか。 

○小坂部発達支援係長 児童を対象としている訪問看護の事業所は限られております。大

人を対象としている事業者に対して、児童の様子を確認した上でお願いし

ている実態もあります。そのような中で、高齢者を含めた広い意味での検討

が必要かもしれません。今後協議の場を考えていく上で精査していきたい

と思います。 

○小笠原委員  よろしくお願いいたします。 

○永田委員   高齢者の訪問看護ステーションは、私の知っている限りではほとんどの

所が障害者の医療的ケアについても行っています。看護師の方たちは、色々

な人たちを「何とかしなければならない」という気持ちをもっているので、

障害のほうでも積極的に進めていくと思います。また協議の場については、

全員を集めてからとするよりも、参加できる人たちからなるべく早く進め

ていくほうがまとまりやすいと思います。少しずつ増やしながら、会議を充

実させていくのがよいと思います。意見として言わせていただきました。     

○湯浅幹事   ありがとうございます。 

○大瀧委員   私も単なる意見ですが、医療的ケア児については、障害福祉プランから少

し離れますが、通常教育で受け入れることを原則として、ぜひ検討を進めて

いただきたいと思います。理由としては、障害者権利条約でインクルーシブ

教育が言われていますので、裁判所がどう判断するかは別ですが、分離する
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ことはもう条約違反だと私は思います。現実的にも川崎市で裁判が起こさ

れて、川崎市では「だめだ」と言われたが世田谷区に引越したら「オーケー」

と言われたと聞くと、川崎市は行わないだけじゃないかという気がしてし

まいます。ぜひ千代田区でこのようなことがないように、受け入れることを

原則とするように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。その他、ご意見やご質問はございますでしょうか。 

○鈴木（隆）委員 複合施設の開設年が 1年延びたことについて、これは大きな話だと思う

のですが、この施設を待ちわびている方々がいらっしゃるので、なぜ 1年延

びたのか、ご説明をお願いしたいと思います。もし何とかできるものであれ

ば、7年度に開設していただきたいと思います。7年度でも遅いと感じてい

ましたので、8年度というのは遠いです。       

○湯浅幹事   事前に他の委員の方からもご質問をいただいて、ご説明をさせていただ

きました。先ほどの事務局からの説明でもありましたが、この件については

議題（3）「その他」で説明させていただきたいと思います。後ほどでよろし

いでしょうか。ありがとうございます。その他に、ご質問等はよろしいでし

ょうか。 

それでは、こちらの「千代田区障害福祉プラン（案）」につきまして、協

議会から下命した計画部会及び相談支援部会からの報告は、以上で終了と

なります。委員の皆さまにお諮りします。「千代田区障害福祉プラン（案）」

の確定のご承認をいただけるようでしたら、意思表示をお願いしたいと思

います。また反対がありましたら、お知らせいただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

― 一同承認 ― 

○湯浅幹事   ありがとうございます。委員の皆さま全員で、こちらのご承認をいただき

ました。これから製本の作業に入らせていただきます。 

続いて、議題（2）「障害者虐待・差別に係る相談と認定実績状況等につい

て」です。千代田区障害者支援協議会は、障害者総合支援法に定める障害者

等への支援の体制の整備を図るための協議会と障害者差別解消法に定める

障害者差別解消支援地域協議会の機能を併せ持った協議会でございます。

今年度は、差別解消支援部会を開催するケースはございませんでしたので、
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この協議会の場で、障害者虐待・差別に係る事項について担当よりご報告を

させていただきます。 

○松田障害者福祉主査 障害者福祉主査の松田でございます。「障害者虐待・差別に係る相

談と認定実績状況等について」、ご報告いたします。資料 5をご覧ください。

「1 障害者虐待相談実績」の障害者福祉課の相談実績です。昨年度と今年度

途中までの状況について、2か年記載をしております。昨年度は養護者虐待

の相談はございませんで、延べ件数 7件対応しております。昨年度までは障

害者虐待防止センターとして、障害者福祉課で相談受付、対応業務を行って

おりましたが、今年度より障害者虐待防止センターを委託し、24 時間 365

日受付をする体制になりました。対応については、引き続き障害者福祉課で

しております。委託事業者への入電だけでなく、直接当事者から、また警察

や他区の行政機関などから養護者、施設従事者、使用者虐待、それぞれの相

談が入っておりまして、今年度は延べ 6 件対応しております。問い合わせ

12 件につきましては、主に他区の居住者からの入電になっておりまして、

対応につきましては居住地の自治体で基本的に対応することになっており

ますので、詳細までは把握できず、こちらにまとめて「問合せ 12件」とさ

せていただいております。 

次に、障害者福祉センターえみふるの相談実績です。こちらも 2年度分の

記載になります。えみふるでは、同じ方が複数回相談している状況があり、

二桁の相談件数が実績としてあがっております。 

障害者よろず相談 MOFCA は、昨年度・今年度共に相談実績はございませ

ん。 

資料裏面をご覧ください。「2 障害者虐待認定実績」になります。毎年 1

件の実績がありまして、昨年度は施設従事者による虐待を認定いたしまし

たが、今年度は認定した実績はございません。報告は、以上です。 

○湯浅幹事   ただいまの報告につきまして、何かご質問、ご不明な点などございました

ら、お知らせいただけますでしょうか。 

○小笠原委員  認定した事案についての対応は、どのようなかたちでしていらっしゃる

のでしょうか。 
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○湯浅幹事   2ページの「2 障害者虐待認定実績」の各年度のもの、あるいは直近のも

のでよろしいですか。 

○小笠原委員  相談を受けた事例に対する対応策についてです。 

○湯浅幹事   一般的な例として、その流れを説明すればよろしいでしょうか。わかりま

した。 

○松田障害者福祉主査 一般的には、入電あるいは障害者福祉課に相談があった場合には、

私共がその方にメールや電話、直接お会いするなどして、状況をお伺いいた

します。その中で、私たちで関係機関と連携して対応できることもあります

し、内容によっては東京都に報告をあげるものもあります。施設従事者虐待

ですと、施設に直接改善計画などを求めて、助言というかたちで対応してい

きます。 

○小笠原委員  ありがとうございました。 

〇鈴木（洋）委員 相談をなさった方は、親御さんですか。そのような記録は公表できない

のでしょうか。通報の仕方は、職員の内部通報によるのか、そこに出入りし

ている外部の方が虐待を見たなどですか。施設の中であったことは、本人が

虐待と思っているかどうかがわかりませんし、利用している方が外に行っ

て、そこであざが見つかり、虐待ではないかと疑われるケースはあると思い

ますが、どのように報告を受けていらっしゃるのでしょうか。 

○松田障害者福祉主査 当事者ご本人だけではなく、施設をお辞めになった方から匿名で

連絡をいただく場合がありますが、その場合はこちらから連絡をして、状況

確認をさせていただいております。 

○鈴木（洋）委員 確認はできたとしても、その後のケアがなかなかうまくいかないケース

もあると思います。この資料にあるケースではどのような状況ですか。 

○松田障害者福祉主査 一度聞き取りをし、助言をして終了ということはございません。そ

の後、定期的に色々なサービスの事業者を通して確認をさせていただいて

おります。 

○廣瀬委員   以前にもお聞きしたことがあるのですが、虐待者の欄に書いてある「使用

者」というのは、雇用者のことでしょうか。 

○松田障害者福祉主査 雇用者になります。 

○廣瀬委員   わかりました。ありがとうございます。 
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○鈴木（や）委員 事業者に改善計画を求めるなど、アフターケアについては先ほどのご回

答でわかりましたが、虐待を受けた方にも何かカウンセリングや「その後、

どうですか」と聞いていらっしゃるのでしょうか。 

○松田障害者福祉主査 虐待を受けた方に対しては、ご家族やご本人を含めてフォローし

ております。 

○永田委員   施設の従事者の人たちによる虐待が資料に載ってますが、私たちも仕事

柄考えなければいけないと思っています。実際に従事者が虐待を見た時に、

それを言うのは勇気がいると思います。言えるような環境をつくっていく

ことがとても大事だと思います。相模原の事件について書かれた文章や本

がありますが、そのようなものを自分たちで知っていくことも大事だと思

います。施設の中で行われていることは外からわからないし、施設に入って

いる側の立場はどうしても弱くなります。訪問の場合でも一人暮らしの方

の場合は訪問の方たちが強い立場になる場合があります。毎年事件が起き

ていますので、虐待が起きた時にどうしたら支援につなげられるかを考え

なければいけないと思います。 

それから精神障害の方は、日本では長く病院に入っている状況がありま

す。例えば千代田区では、どのくらいの期間という目安がつくられているの

ですか。 

○湯浅幹事   それぞれの症状によりますので、後半の質問についてお答えするのは難

しいと思います。前半の部分については、非常に悩ましいところがあります。

小川会長、このような問題について、画期的な解決方法というのは難しいと

思いますが、全体的な現在の流れやトレンド、「このような方法がよい」と

いうアイディアなどがもしありましたら、お願いいたします。 

○小川会長   「画期的な」ということについては、なかなか回答が難しいと思います。

やはり虐待や差別に関する案件は、今回は実際にそれに該当する事例はな

かったという報告ですが、グレーゾーンであったり、全く該当しないもので

あったり、さまざまな事例があり、その一つひとつについて情報を共有して、

障害の当事者の方と場合によって行政あるいは司法の方と意見交換をして、

対応方法や社会に対する情報発信の仕方等を検討していくのが、障害者差

別解消支援地域協議会の役割だと思います。実際、会議で検討しなければな
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らない案件は多くて、時間を確保するのは難しいのですが、地方自治体によ

っては障害者差別解消支援地域協議会をそれだけ独立して、年に 1、2 回、

かなり時間を取って、それぞれの状況についての報告、それについて委員が

検討することを積み重ねながら、「どのようにしたらよいのか」について検

討していく体制をとっている所もあります。「どうあるべきか」ということ

は申し上げにくいですが、この協議会での事例の積み重ねの中で見い出し

ていくことが必要で、そのために障害者支援協議会で時間が限られていて

も、どの程度の情報を共有して、どんな検討をしたらよいのか、今後ご検討

いただければと思います。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。この 2年度においては、障害者支援協議会で議論

する議題が多かったので、ケース会議を開催する必要のない事例は報告で

きませんでした。来年度以降、もう少しご報告できる時間がとれると思いま

すので、小川会長からご意見いただいたように、皆さんに議論いただきたい

と思います。    

○大瀧委員   永田委員のご質問の後半にあった、精神科病院の入院期間についてです

が、それに対する画期的な方法はないかという話がありましたが、あくまで

事例紹介としてお話しさせていただきます。私もそれほど詳しいわけでは

ないのですが、イタリアは 1978 年にバザリア法で精神科病院が閉鎖され、

精神科病院のない社会がつくられた事例もあります。ここで話すことでは

ないかもしれませんが、情報の共有として申し上げました。以上です。 

○湯浅幹事   ただいまの関連で、何かご意見やご報告があれば、よろしくお願いいたし

ます。他には、ご質問やご意見はございますか。それではよろしければ、こ

ちらで終了させていただきます。 

次に議題（3）「その他」の報告事項「令和 3年度障害者福祉関連事業」に

つきまして、ご説明させていただきます。資料 6に基づきまして、それぞれ

各担当係長から今年度の進捗等を踏まえて、翌年度以降の事業について、皆

さまにご報告をさせていただきます。時間の関係がございますので、ご質問

などは全ての報告が終わったあとにまとめてお伺いいたします。 
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○小坂部発達支援係長 子ども部児童・家庭支援センターからは、資料に記載してあります

2 つと、口頭で説明する 1 つの計 3 つについてご報告をさせていただきま

す。 

1つ目は「重症心身障害児等在宅レスパイト事業の拡充」です。重症心身

障害児や医療的ケア児等への家族の介護負担を軽減させるサービスとして、

「重症心身障害児等在宅レスパイト事業」の拡充を行います。拡充内容につ

きましては、サービスの年間利用回数の増加と利用料金の負担軽減を行う

ことで、利便性の向上を図りたいと思います。 

続きまして、「医療的ケア児支援」についてです。令和 3 年度は、令和 4

年度に設置を予定する「医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場」の

準備期間とし、関係者による支援検討を開始すると共に、区内における医療

的ケア児の実態調査を行います。また、同じく令和 4年度に配置を予定する

「医療的ケア児支援のためのコーディネーター」の機能や活用等について

も検討を進めたいと思っています。先ほど委員の皆さまからご意見いただ

きました「医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場」についても早期

の設置を念頭に置き、進めてまいりたいと思います。 

もう 1 点は口頭にてお伝えしますが、子ども発達センターさくらキッズ

の運営事業者の選定プロポーザルの実施です。平成 24 年 12 月に開設した

子ども発達支援センターは、令和 3 年度に運営事業者について 3 回目とな

る選定を行います。児童療育の拠点として、これまで以上に区民に親しまれ

る施設をめざしていきたいと思っております。 

○三﨑保健相談係長 千代田保健所健康推進課保健相談係の三﨑と申します。保健所にお

ける関連事業として、2点説明させていただきます。 

1 つ目の「保健師活動」として、地域の方に家庭訪問を行っております。

新生児、妊産婦、乳幼児の母子の訪問の中で、医療的ケア児の心身障害児・

者の方を含めた訪問や、精神障害、難病、生活習慣病、感染症等の疾病にり

患している当事者及びその家族や介護者の家庭を訪問し、相談及び支援を

行っております。また、訪問だけでなく所内相談も随時実施し、電話による

相談にも対応しております。 
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2 つ目は、「精神障害者デイケア（チェリーブラッサムの会）」です。「心

の支え」及び「憩いの場」をつくり、精神障害者自立へ向けた生活指導及び

訓練を行い、社会復帰をめざしております。精神保健相談員、グループワー

カー、保健師、医師による訓練を年間 36回の予定で実施しております。今

年度はコロナの関係もあり、9月から 3月までの実施となりました。現状に

おける事業については、以上になります。 

○湯浅幹事   続きまして、障害者福祉課のそれぞれ担当係長からご報告をさせていた

だきます。    

○金子給付・指導担当係長 給付・指導担当係長の金子でございます。障害者福祉課では 100

以上の事業を行っています。1年に 1回、「障害者福祉のしおり」という 100

ページ以上の冊子を障害者の方、約 2,000名にお配りしていますが、その中

から令和 3 年度に変わるもの、報告すべきことをまとめてお伝えしたいと

思います。 

まず、「障害者よろず相談 MOFCA(モフカ)委託事業者の継続」でございま

す。MOFCA は精神等に関する総合的な相談と居場所の提供のため、平成 30

年９月に開設されました。開設するにあたりましては、1 社応札でした。3

年間を一区切りとしまして、今年度が 3 年度目にあたりましたので、昨年

11 月に改めてプロポーザルをさせていただきました。今回は 3 社の参加を

得られ、その中から同じ事業者が継続となりました。令和 3年度から 3年間

の委託をするものでございます。 

次に、「障害者福祉タクシー券支給事業の管理運営業務の委託化」です。

障害者福祉タクシー券というのは、障害者の方の社会参加、外出支援のため

に各区が大体 3,000 円台のチケットを印刷して、各区それぞれがタクシー

事業者と契約し、それぞれ回収、支払いをしています。千代田区の場合、約

70社のタクシー会社と契約して、そのうち 40社が福祉専用車両を有するタ

クシー会社なのですが、毎月回収して支払う事業を今年度は入札によって

タクシーチケットの事業者と契約させていただき、1 年間行ってきました。

その事業者も含めて、プロポーザル選定で全国から募ったところ、今回委託

していた事業者の 1 社応札でしたが、引き続き今後 3 年間委託によって事

業を行うことになります。23 区の中で葛飾区だけが手当てとして 2,000 円
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程度お配りしているのですが、その他 22区が独自で行っていたものを、千

代田区が初めて 1社の事業者にまとめて委託し、契約、支払いをお任せでき

るようになりました。また全国のタクシー会社が使えるようになりました

ので、利便性もよくなったと思います。 

○平澤総合相談担当係長 障害者福祉課総合相談担当平澤と申します。「障害者福祉センタ

ーえみふるの管理運営」についてです。本計画にもありますように、相談支

援体制を構築するため、どのような会議体になるかは今後の検討によりま

すが、相談支援部会もしくはワーキング等をさせていただき、令和 4年度に

はコーディネーターを設置できるような準備及び会議体を開催したいと思

います。令和 5 年度には地域生活支援拠点の確立という方向性で考えてい

きたいと思います。障害者よろず相談 MOFCA についても同様の考え方にな

っております。 

続きまして、「新型コロナウィルス感染症対策」です。まだ積極的な広報

等を行っているものではないのですが、家族等が感染し、かつ家族が障害者

等を支援することができない状態の時に、障害者福祉センターえみふる 5階

フロアを活用し、特定の職員が泊まり込みで支援して障害者等をお預かり

する体制を今年度から準備しております。2回危ない状況があったのですが、

実際にご利用になった方はおりません。 

次に「性暴力被害から守る講演会」です。来年度に知的障害者等に性暴力

の被害から身を守るための演習形式の講演会を実施いたします。ただし内

容がかなりセンシティブですので、精査した上で周知させていただきたい

と思っております。 

○山野邊施設・就労支援担当係長 障害者福祉課の山野邊です。「（仮称）神田錦町三丁目福

祉施設整備の推進」について、ご説明させていただきます。令和 3年度は、

障害者支援施設、高齢者施設の運営事業者を先行して選定し、福祉施設の運

営条件を整理します。また、地域交流スペースの活用や建物規模を検討し、

設計業者、施工業者等の選定準備を行います。 

申し訳ないのですが、開設が令和 7年度から 8年度に延期になります。こ

れは、神田警察署の新庁舎の完成が遅れたこともありますが、地域説明会で

近隣住民の方から施設の高さや地域交流スペース、地下の活用などについ
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て色々なご意見、ご要望をいただいており、それについて真摯に対応を検討

し、ご理解を得ていくことが必要であるためです。また施設整備事業手法の

検討に当初考えていた以上に、調整に時間がかかっているためです。なお、

施設整備事業手法の検討については、今年度中に結論を出す予定でおりま

す。私たちは地域住民の方の理解を得ながら、施設計画を円滑に進めていく

必要があると考えております。また、先の話になりますが、工期などを極力

短縮していくことも考えておりますので、委員の皆さまにはぜひご理解を

いただきたいと存じております。 

続きまして、「障害者就労支援施設ジョブ・サポート・プラザちよだの管

理運営」です。指定管理者制度を活用して管理運営を行っていますが、指定

管理期間が満了になるため、令和 4 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31 日ま

での次期指定管理者の選定を今年度中に行います。すでに書面会議を含め

て 4回の選定委員会を実施しております。そして 2月 26日に 5回目の選定

委員会を開催し、そのプレゼンテーションにより、次期指定管理者候補者を

選定する予定でおります。仮の話ですが、指定管理者の変更をする場合でも、

現指定管理者と新たな指定管理者を並行稼働させることにより、着実かつ

円滑に事業を引き継ぎ、安定した事業運営をめざしております。 

次に「障害者就労支援センター」についてです。令和 3年 3月末で障害者

就労支援センターの委託が 3年になるので、業務について評価を行い、その

結果令和 5 年 3 月末まで 2 年間の更新となりました。この就労支援センタ

ーは 1 度登録していただくと、就労したあとも支援をさせていただいてお

ります。ご本人が「もう支援はいらない」と支援を断るまで支援をさせてい

ただいております。それは更新後も継続して続け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す。私の担当の事務分掌の 2 点について

ご報告させていただきます。 

まず、「共生社会をめざす千代田区の地域での「良かったこと調査」の実

施」です。今日、委員としてご出席いただいております障害者団体・グルー

プの方々にも、令和元年にご協力をいただき、試行として実施いたしました。

来年度は、千代田区の地域での良かったことやものなどについての「良かっ

たこと調査」の対象を全ての障害等のある方に拡大して、本格実施いたしま
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す。調査対象者数は 2,300名程度と推定しております。この調査は、困った

ことや悪かったことを調べる従来の「不便さ調査」とは発想を変えて、プラ

スの面をより活かすことを目的とした調査として実施いたします。その後

調査結果を整理・分析し、障害や障害者に対する理解促進に活かしていく考

えです。 

次に、「令和 3 年度千代田区障害者支援協議会」についてでございます。

資料にもございますように、令和 3 年度から令和 5 年度まで 3 年間の任期

により、新たな協議会を起ち上げます。初年度の令和 3年度は、6月頃を目

途として各団体などから委嘱した委員の皆さまにより、今回策定の障害福

祉プランの進行管理と共に、地域生活支援拠点などの支援体制の整備に向

けた協議・検討を行いたいと考えております。相談支援部会やワーキンググ

ループの活用により協議・検討を進めていきたいと考えております。このあ

と、会長、副会長をはじめ各委員からお言葉をいただく段取りになっており

ますが、来年度新たな協議会の起ち上げに向けて、皆さまの新委員へのお考

えなども併せてお聞かせいただければと思っております。よろしくお願い

いたします。 

○湯浅幹事   資料 6に基づきまして、各担当係長からご報告をさせていただきました。

長い報告となりましたが、ご意見、ご質問がありましたら、お伺いさせてい

ただきます。 

○小笠原委員  よろず相談 MOFCAとえみふるについてですが、MOFCAはよく講演会を行っ

ていただいていて、講演会は勿論必要だと思うのですが、相談支援機能の充

実が一番大事だと思いますので、えみふるなど関連機関と連携を密にして、

相談を解決にもっていけるように努力していただけたらと思います。えみ

ふるも同じで、今後基幹相談支援センターという重要な任務があると思い

ますので、関連機関と連携して、相談を聞くだけでなく解決に向けた対応を

していだけるよう、努力をしていただきたいと思います。 

 1点質問です。コロナ禍において「家族が障害者等を支援することができ

ない場合に障害者福祉センターえみふるを活用」という部分についてです

が、以前私も家族がもし感染した場合に、2人の息子をどうするかを主人と

話し合いまして、えみふるに確認したことがあります。その時に、えみふる
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では一定条件をクリアした場合に預かるという回答がありました。一定の

条件というのは、具体的にどのような対策を取ればよいのですか。息子たち

が濃厚接触者になったと仮定して、例えば検査の結果を待って隔離という

ような手順なのか、教えていただけますか。 

○大越（須藤委員代理） ご意見ありがとうございました。小笠原委員のおっしゃる通り、

MOFCAとして、今後相談に重点を置いて、各機関と連携をとって実行してま

いりたいと思います。 

○髙橋委員   今年度からまた、基幹相談支援センターを、えみふる中心に行っていきま

す。今後会議等が多く設けられると思います。MOFCAと協力して、障害福祉

課と一緒に、よりサービスにつなげられるように努力していきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   えみふるの受け入れ条件については、総合相談担当係長、よろしいですか。 

○平澤総合相談担当係長 色々なパターンが想定されると思います。例えばご家族が全員

濃厚接触者になって待機状態になったら、支援することは難しいと思いま

す。ご両親が入院もしくは隔離状態になり、お子さんが取り残されて、食事

介助等、また助言が必要になった時にはお預かりすることになると思いま

す。えみふるもリスクを重ねたくないので、ご兄弟の年齢や家族の状況など、

慎重に聞き取りをさせていただいた上で対応を検討させていただくことに

なります。「こういう人だからいいですよ」「こういう人だからだめですよ」

と説明しづらい部分があります。逆に「このような場合はどうでしょう？」

とお問い合わせいただくことになると考えております。 

○湯浅幹事   まだえみふると正式なやり取りを行えておりませんので、今は一時保護

的にどうにかできないかと考えているところです。東京都から、「障害のあ

る方の入所対応が難しい。各区で対応できないか」という声があり、調整し

ており、基本的には東京都の施設入所が優先されると思いますが、どうして

もそれができない緊急事態が発生した場合にどのような対応ができるのか

について詰めている段階でございます。まだ取り決め自体は確定しており

ませんので、追ってご報告をさせていただきたいと思います。原田委員から、

今の件で何か補足等はございますか。 

○原田委員   特にはございません。大丈夫です。 
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○湯浅幹事   その他に、ご意見やご質問はございますか。 

○廣瀬委員   この資料をいただいて、読ませていただいてすぐに、（仮称）神田錦町三

丁目福祉施設が令和 7 年度開設から令和 8 年度開設に延びてしまったこと

について、区の担当者の方にメールで問い合わせをさせていただきました。

担当者さまからご丁寧に電話で説明していただいたのですが、我々はこの

協議会で何回も回を重ねて協議させていただきましたが、令和 7 年度でも

「随分先のことだなぁ」と思っていましたので、それがさらに 1年延びてし

まうのはとても苦しい思いがあります。地元の説明会で高さや駐車場、交流

スペースは必要ないなど、色々なご意見が出たということですが、平成 29

年の第 1 回定例会で福祉施設を新設する決議があり、スピード感をもって

つくる必要があるとされています。1年延ばして令和 8年開設がさらにまた

延びていく可能性が高いように思われますので、もし職員の方たちが精神

的、肉体的に限界を超えているのであれば致し方ないのですが、今の時点か

ら 1 年延期というのは我々のモチベーションがもたない気がします。大変

申し訳ないのですが、我々も協力しますので、なんとか令和 7年度中に開設

できるようにしていただけないでしょうか。 

○歌川委員   保健福祉部長の歌川です。今のご意見、先ほどの鈴木（隆）委員のご意見、

以前からこの施設へのご期待の大きさを実感していたことも含めて、整備

計画の遅れに関して私も本当に申し訳なく思っております。整備計画の周

知について進め方に問題があったのだろうと思うのですが、しかし「この施

設を急いでつくらなければいけない」という思いは、私は勿論職員全員が持

っています。議会も「早くつくれ」と応援してくださっていますが、「早く

つくる」ことと、実際に 1つひとつ進めていく時に「これもできていない」

「あれもできていない」ということは別の話であることをまず、ご理解くだ

さい。本当に残念なことですが、障害者の施設をつくることに対して、最初

にあったのは拒否反応でした。しかしこの部分については、地域共生社会を

つくる大義をご理解いただけたと思います。一方で自分の生活を考えた時

に、自分の家の隣や近くにできることに対して、100％もろ手を挙げて賛成

してくれるわけではありません。民間が建物を建設することに対しては「仕

方ないな」となるところが、区が行う事業に関しては、往々にして色々なオ
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ーダー、ご意見が細かく出てくるのはこの施設に限ったことではありませ

ん。整備目的などを丁寧に説明し、1人でも多くの方に理解していただかな

ければならず、この 1 年間かなり不確定な部分も含めて住民説明会をして

きたので時間がかかったこともあります。 

この協議会でも障害者支援施設にどのような機能を入れるのかについて

議論していただき、「このスペースでは、これは仕方ないかな」と妥協して

いただいたところもあるのですが、コンセプトとして地域の方たちにもご

利用いただけるような施設、皆さんに受け入れていただける施設となると、

その後の運営を考えて、色々検討しなければいけない事項があります。新た

な整備手法という言い方をしましたが、単純に建物を建てるわけではなく、

建てたあとのことを考えなければいけませんので事業者の選定が重要にな

ります。また区が建物を建てる時の、「まず基本的なコンセプトに合意を得

て、その後設計で合意を得て、議会で議決いただいた予算を付けた上で建物

を建てるために入札をして」という工程を考えて進めてきたところ、計画当

初でさえ令和 7 年の開設は随分と先のことになると思っていましたが、そ

れよりさらに遅くなってしまったという状況です。1年延ばしましたが、少

しでも早くつくりたいという気持ちは皆さんと一緒です。そして、皆さんが

この施設を望んでいることと、近隣の方たちがこの施設に不満を持ってい

ることとの両方をどのように調和させていくか、地域共生社会の実現する

ために引き続き皆さんにはお声をあげていただき、私共に「しっかりやれよ」

と後押ししていただきたいと思っています。区の建物は税金を使ってつく

る以上、色々な検証をしなければいけません。そこで手間取ってしまい、1

年延びたことは申し訳ないです。 

○湯浅幹事   私も障害者福祉課長として、皆さんにお詫び申し上げます。私の能力がい

たらず期間が延びてしまったことは事実でございます。大変申し訳ござい

ません。しかしながら歌川部長から話があったように、説明会で反対意見が

大きくなっている中で、地域共生社会の実現に向けた施設としていくため

に、反対派の意見を聞かずに一方的に施設を建てることはできないと思っ

ています。説明会の議事録を見ていただくとわかるのですが、我々の説明に

対して、「障害者支援協議会の意見は聞いても、我々の意見は聞いてくれな



22 

いのか」と言うご意見もあり、難しい立場でもあります。しかしながら、一

刻も早く施設ができるように我々も頑張っていきますので、ご協力をお願

いいたします。 

○小川会長   （仮称）神田錦町三丁目福祉施設について、歌川部長と湯浅課長の説明で

状況はわかりました。グループホームにしろ、少し大きめの施設にしろ、こ

のような状況に陥ることは少なくありません。さまざまな事情から、反対の

意見はどこでもあります。それを真っ向から否定することも難しいですし、

そこで対立構造になって成果が上がることはほとんどありません。対立構

造になると、こじれて時間がかかります。私は、発言されなくてもこれを必

要だと思っていらっしゃる地域住民の方は少なくないと思いますが、その

ような声が表に出てこないことが多いのではないかと思います。当事者や

ご家族の方のご意見を生で聞く機会があったり、説明会のような場でその

声が表に出ることがあると、行政の立場としても進めやすいのではないか

と思います。それによって会場の雰囲気が少し変わって、うまくいった例も

ありますので、私はなかなかお役に立つことができなくて、大変申し訳なく

思いますが、ぜひ協議会の皆さんのご協力で進められるといいなと感じま

した。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。他に何かご質問がございましたら、お願いします。 

○小笠原委員  住民の方の反対についてですが、住民説明会は 1回ではなく、何回か行っ

ていらっしゃいますか。私は 1 度目の住民説明会に参加させていただいた

のですが、その時には大きな反対は感じなくて、理解あるご意見が多かった

ように思います。その後に変化があったのでしょうか。 

○湯浅幹事   1回目につきましては、小笠原委員が言われたように、それほど反対の意

見は出ていませんでした。ただ、その前にご意見をいただいたのと、2回目

の時は反対の意見というよりも、建物制限、建物の高さ、「別の場所を検討

できないか」と議論を遡るような内容も出てしまいました。 

○小笠原委員  2回目は参加していなかったので、理解できていませんでした。ありがと

うございます。 
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○湯浅幹事   コロナ禍の影響があるのですが、本来であればもう少し早めに説明会を

行いたかったところがあります。次回についても、できるだけ早く開催した

いと考えております。 

○鈴木（洋）委員 地域の方の反対というお話は、私の周りの知人で、小さいお子さまがい

る方など、表立って反対とはおっしゃいませんが、「本心はいやだな」とい

う意見はたくさん聞いております。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。その他、ございますでしょうか。それでは、時間

が過ぎておりますので、こちらで終了とさせていただきます。何かございま

したら、障害者福祉課までご連絡をいただければと思います。 

先ほど、障害者福祉係長から報告がございましたが、本日が 3年間の協議

会の最後の会でございます。委員の皆さま、本当にありがとうございました。

最後でございますので、それぞれ委員から、ひと言ずつご挨拶をいただけれ

ばと考えております。 

○大山委員   大山です。3年間というのは長いようで、短かったなと思います。私はこ

の会に精神障害のほうから出たもので、はじめはとても躊躇したのですが、

やはり「出てみたい」という気持ちがあり、参加させていただきました。先

ほど、イタリアの精神科病院の話が出ましたが、あの時にも発言したい気持

ちがあったのですが、やはり何か躊躇してしまいます。しかしこの委員会に

参加できたことで、私共の家族会も少し市民権が得られたように思います

し、これを機会に、同じような境遇にいらっしゃるご家族の方々がもっと皆

さんとコニュニケーションがとれるようになれば、よりよくなるのではな

いかと思いました。勉強になりました。本当に色々ありがとうございました。 

○岡﨑委員   千代田区障害者就労支援センターの岡﨑です。私は、途中から任命を受け

て、協議会に参加させていただきました。私自身、皆さまのご意見を直接聞

くことができて、大変勉強になりました。今後は新しい障害福祉プランに沿

って、センターに登録している方々によりよい支援ができるように邁進し

ていく所存でございます。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

○宇治野委員  社会福祉協議会の宇治野です。とても勉強させていただきましたし、こん

なに色々なことを深く見せていただいたことはとても自分の中で有益なも
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のとなりました。私は町会福祉部の活動支援を担当しているのですが、その

方向性に盛り込むこともでき、今年度は 10月に 1回だけですが行うことが

できた町会福祉部の連絡会の場で、フィードバックすることもできました。

とてもありがたく、役に立つご意見のいただける場であると感じています。

3年間本当にありがとうございました。 

○大越（須藤委員代理） 障害者よろず相談 MOFCAの大越です。本日は須藤の代理で出席さ

せていただいておりますが、私も須藤も共通の認識としまして、MOFCAの課

題としてまだまだ「周知が足りない」ということがあります。コロナ禍の状

況もありますが、MOFCAは積極的に、できるだけ外に出て周知して頑張って

いきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

○井上委員   ハローワーク飯田橋の井上でございます。普段は障害の方の就労支援に

携わっています。この協議会では地域の福祉について、色々なことを勉強さ

せていただきました。どうもありがとうございました。 

○星野委員   千代田区障害者共助会の星野でございます。これからもどうぞ共助会を

よろしくお願いいたします。 

○廣瀬委員   3年間ありがとうございました。子どものために、ない知恵を出させてい

ただいて、長くて早い 3年間でした。できるだけのことはさせていただきた

いと思います。協議会を通して、立場によって色々な考えの方がいらっしゃ

ることをつくづく思い知りました。ありがとうございました。 

○小笠原委員  障害者福祉課の皆さまや委員の皆さま、3年間本当にお世話になりました。

ありがとうございました。障害者福祉課の皆さまは意見を反映して、丁寧に

対応してくださるので、御苦労がたくさんあったかと思います。本当にあり

がとうございました。千代田区に必要な相談支援や地域での生活支援が充

実して、理念である共生社会が 1日も早く実現することを願っております。 

○大瀧委員   大瀧です。東京弁護士会から派遣されてまいりましたが、弁護士会の暗黙

のルールで長くはできないので、おそらく今回で私はいなくなるのではな

いかと思います。そのルールの趣旨は、なれ合いや癒着防止だと思います。

最近私は国会の立法に関する仕事をしていますが、その中で分厚い障害者

福祉政策が国民の多数派を形成することの難しさをひしひしと感じていま

す。この前の千代田区長選挙でも、よく読んでないのかもしれませんが、私
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がみる限り障害者福祉を全面的におし出している候補者の方はいなかった

ように思います。ご家族を含めて障害の当事者の方が大きな声をあげてい

くことが大事だと思いますので、ぜひ皆さま、頑張ってください。今後とも

よろしくお願いいたします。 

〇貝谷委員   日本バリアフリー協会の貝谷です。3年間、関係者の皆さまのご尽力に感

謝いたしたいと思います。私は当事者ということで関わらせていただいた

部分が強いかと思いますが、大瀧委員が言われたように、障害者の世界では

当事者の声があまり届いてないことを感じることも何度かありました。こ

の 3 年間で大きく変わったことと言えば、新型コロナウイルスの影響が出

てきたことだと思いますが、私は障害者の横のつながりで色々な方と話す

機会があるのですが、コロナ禍で私たち障害者は社会参加が非常に制限さ

れてしまったことを強く感じています。今まではわりと外出されていた方

もほとんど家にいる状態になったり、体調を崩された方もいたり、このコロ

ナの影響を強く受けています。施設でのクラスターなど、問題は多く出てき

ていると思うのですが、災害や感染症の時にこそ、このような協議会や地域

の力が発揮されると思います。皆さん、協力して感染症を予防して頑張って

おられるところですが、このような状況で障害者が危機にあることを最後

に話させていただきました。3年間ありがとうございました。 

〇鈴木（洋）委員 むぎの会の鈴木でございます。むぎの会は歴史のある団体ですが、途中

からの参加で 2年間皆さまのご意見をお聞きして、大変勉強になりました。

ありがとうございました。またコロナ禍で障害者福祉課の皆さまからご配

慮をいただきまして、最後までよい会をもてたことに感謝申し上げます。今

日出がけにネットで見ましたが、「ちよだみらいプロジェクト」の子ども関

係の予算の欄を見ましたら、とてもいい言葉が書いてあり、「他者を思いや

り、人との関係をよりよく築く力を共に育む教育を進めます」とありました。

共生というのは、障害者から訴えるばかりでなく、健常者に合った教育をす

ることで成り立つと思います。よりよくそのような教育ができるようにな

ることを期待しております。障害者福祉課の皆さまにもよろしくお願いい

たします。 
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〇藤田委員   千代田区障害者共助会の藤田です。この 3年間、皆さまのご意見をお伺い

させていただきまして、とても勉強になりました。私は生まれもっての障害

のある家族ではなく、60 歳を過ぎて障害者になった夫をもちました。その

ことによって、共助会と関わりをもたせていただき、それからずっとボラン

ティア活動をさせていただいております。こんなにも皆さんのたくさんの

思いが語られてきた（仮称）神田錦町三丁目福祉施設に、地域共生社会の実

現に向けた立派な施設ができることを心待ちにしております。私は共助会

の中でできる限りボランティア活動を続けていきたいと思います。皆さま、

ありがとうございました。 

〇森田委員   森田です。私は民生・児童委員をしております。民生・児童委員は積極的

な支援はしませんが、障害のある方以外にも、ありとあらゆる困っているこ

とや支援を必要としている方と支援する機関の橋渡しをする仕事です。こ

の協議会に参加させていただいて、障害のある方の色々な思いやさまざま

な支援を実現するために皆さまが努力されていることがよくわかりました。

これからも支援を必要とされている方に、支援をうまくつなげられるよう

にしていきたいと思います。ありがとうございました。 

〇鈴木（隆）委員 障がいをもつ子どもの現在（いま）と未来を考える会の代表として参加

させていただいております、鈴木隆幸でございます。小川会長、大塚副会長、

歌川部長、また他の千代田区の職員の皆さま、そして委員の皆さまによって、

本当に毎回この会が素晴らしい会になって、その結果として今日新しい千

代田モデルと言えるようなプランができたということだと思います。6、7年

前の複合施設の陳情、「終の棲家がほしい」ということでスタートした頃を、

今思い返していました。その施設が神田錦町にできることが決まって、計画

までできました。あとは実行するだけでございますから、公聴会のような所

にも我々は参加して、外に出て必要性を話す活動をしていくフェーズにな

ったと思います。よい計画ができ、本当の意味でこれからだと思います。あ

りがとうございました。 

〇今牧委員   ジョブ・サポート・プラザちよだの今牧です。私も途中からの参加となり

ましたが、皆さまの立場、視点からの思いを聞くことができ、とてもよかっ

たと思っております。ありがとうございました。 
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〇鈴木（や）委員 委員の皆さま、そして障害者福祉課の皆さま、色々とありがとうござい

ました。このようにお互いにキャッチボールを進めながら、障害者のために

何が必要かについて、それぞれのお立場から色々な意見をお聞きしまして、

本当に勉強になりました。ありがとうございました。この素晴らしいプラン

ができまして、鈴木隆幸委員もおっしゃいましたが、私たちが現場に出て、

そして実際に障害者の方の声を聞きながら、プランが実現されるようにし

ていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

〇永田委員   今回は色々とありがとうございました。私は千代田区にこのままいるよ

うな感じがするので、このような会議の中で色々学んだことを無駄にしな

いように、自分の中で何ができているのかを考えながら、この千代田区の中

で続けていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇髙橋委員   障害者福祉センターえみふるの髙橋と申します。3年間ありがとうござい

ました。私はちょうど 3年前にえみふるに赴任させていただき、久しぶりに

障害者の福祉施設にまいりました。途中でプロポーザルにも参加させてい

ただき、本当に勉強になりました。今後の新しい課題等も見えてきているの

で、皆さんと協力させていただき、障害者福祉センターとしてできる限りの

ことをしたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

〇清水委員   区役所の子ども部長をしております、清水と申します。私も今年度から参

加させていただいております。本日最後ということでさまざまなご意見を

いただき、神田錦町の施設のお話になりました。令和 7年度開設が 8年度に

なるということでの厳しいご指摘もいただいたわけでございますが、先ほ

ど保健福祉部長からもお話がありましたが、役所が施設を建設する話にな

りますと、障害者の施設に限らずさまざまなご意見をいただいて、なかなか

簡単には進まないのが現実でございます。私は子ども部ですので、例えば保

育園、学童クラブ、学校もそうですが、猛反対を受けながら施設建設や誘致

をすることが日常茶飯事という状況でございます。従いまして、障害のある

なしに全く関係なく、さまざまなご意見をいただきながら、地域の方にもご

理解をいただきながら、ようやく誘致をし、建設をし、そしてさらに運営を

していくのが実情でございます。小川会長からもお話がありましたが、一方

の意見だけで進めて、こじらせてしまうと余計に時間がかかりますので、そ
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こを丁寧にご理解いただけるように最大限の努力をしていきます。障害者

福祉課長が、能力がないなんて話をしていましたが決してそんなことはな

いと私は思っています。ぜひご理解をいただければ、ありがたいと思ってお

ります。いずれにいたしましても、本日までにいただきましたご意見をしっ

かりと私共、受けとめまして、一人ひとりができることをしながら、みんな

で支え合いながら、暮らしていく社会をつくっていきたいと思っておりま

すので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

〇原田委員   短い間でしたが、現場の声を聞くことができてとてもありがたかったと

思っています。参考にして、保健所の仕事にも活かしていきたいと思います。

ありがとうございました。 

〇歌川委員   保健福祉部長の歌川です。委員の皆さま、3年間本当にありがとうござい

ました。平成 30年に前の障害福祉プランができた時は、「障害者の計画がこ

れでいいのかな？」という感想を皆さんがもたれていたように感じていま

したが、この 3年間で皆さんのご意見を反映して、事務局が言うのも変です

が、今回のプランは前回に比べると相当充実したプランになったと思いま

す。皆さまからさまざまなご意見いただいたおかげです。本当に感謝いたし

ます。先ほどお叱りの言葉、激励の言葉をいただきましたが、長年の課題で

あった、障害者の新しい施設に一歩近づけたことは大きいと思います。役所

の中には色々な委員会がありますが、ほとんど説明だけで終わってしまう

委員会もある中で、障害者支援協議会は委員一人ひとりから活発な意見が

出て、それを基に議論が交わされる、素晴らしい会になったと思います。勿

論小川会長、大塚副会長のお導きもあります。素晴らしい経験をさせていた

だきました。何事も一足飛びに進むことはできません。清水子ども部長から

お話がありましたが、施設の整備や各施策がなかなか実現しない中でもめ

げずに前に進みたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。 

〇大塚副会長  大塚です。皆さま、3年間御苦労さまでした。楽しく、たくさんのことを

学ばせていただきました。私の学校も千代田区にありまして、地域貢献がで

きたかはわかりませんが、少しは関わらせていただいたことを非常に感謝

しております。少しは役立ったかなと思います。今後も千代田区の障害福祉
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が進んでいくことを願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

〇小川会長   委員の皆さま、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。特に障

害当事者の方やご家族の方が本当に切実なご意見、ニーズを届けてくださ

ったことがこの委員会の中身のある議論のベースになったと思います。ま

た大塚副会長には、皆さんが中身のある、前向きに元気になるような検討に

導いてくださいまして、ありがとうございました。歌川部長それから湯浅課

長をはじめ、行政の方たちが丁寧に真摯に耳を傾けてくださいまして、それ

が全てかみ合ったのではないかと思っています。先ほど歌川部長もおっし

ゃっていましたが、私も仕事柄、各地方自治体、東京都、国など色々な委員

会を経験しておりますが、非常に行政と当事者の方たちが前向きに取り組

めた、とてもよい委員会だったと思います。正直に言ってタイミングが合わ

ないとこうはならず、「あの時はすごくよかったな」と思う時がきてしまう

のかもしれませんが、そうならないように「何がよくて、何が今一つだった

のか」を検討して、よいものにしていけたらと思います。最後に、私は何回

も障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画をつくる仕事をさせていただ

いておりますが、毎回反省するのが PDCAです。計画がどのように実行され、

何が不十分かということを振り返る間もなく、次のプラン作成が始まって

しまいます。次は PDCAをきちんとしていける協議会になればよいと願って

いるところです。皆さん、本当にご協力ありがとうございました。 

〇湯浅幹事   委員の皆さま、ありがとうございました。事務局ではありませんが、株式

会社コモン計画研究所の皆さんにもご協力をいただき、協議会を行ってき

ました。ありがとうございました。それでは、時間が過ぎてしまって申し訳

ありません。次期委員の委嘱につきましては、皆さまに改めてお願いにあが

る所存でございます。本日はどうもありがとうございました。これにて閉会

とさせていただきます。 


