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■開催日時・出席者等 

日時 令和 3年 5月 31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、小池委員 

医療関係者 増森委員 

千代田区障害者相談員 廣瀬委員、小畑委員、小笠原委員、蒲生委員 

障害者及びその家族 
藤田委員、貝谷委員、鈴木（や）委員、大山委員、 

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、廣木委員、石渡委員 

事業者 永田委員、今牧委員、的場委員、大越委員、中田委員 

就労支援関係者 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 

山本子ども部指導課長 

山岸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 

金子障害者福祉課障害者福祉係長 

松井障害者福祉課給付・指導担当係長 

平澤障害者福祉課総合相談担当係長 

山野邊障害者福祉課施設・就労支援担当係長 

新井障害者福祉課障害者福祉主査 

岩崎健康推進課保健相談主査 

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 小泉 

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   ただいまより、第 1回千代田区障害者支援協議会を開催いたします。開催

にあたりまして、歌川保健福祉部長よりご挨拶を申し上げます。 

○歌川委員   皆さま、こんばんは。保健福祉部長の歌川でございます。新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴いまして、緊急事態宣言が引き続き発令されておりま

す。そのような中で、また夕方の忙しい時間にお集まりいただきまして、誠

にありがとうございます。今日は新年度最初の協議会であり、新たな協議会

のスタートでもあります。前協議会において、本年 3月に千代田区障害福祉

プランを策定していただいたところでございますが、この協議会では、皆さ

まの貴重な意見を反映してつくりました障害福祉プランの進捗状況をしっ

かり見ていくことになります。今回の障害福祉プランでは、やはり重層的相

談支援体制が一つの大きな課題になっておりますので、この辺りをしっか

りご協議いただきたいと思います。千代田区の障害者福祉はまだまだ足り

ないところが沢山ございますが、前協議会の辺りから、「以前に比べて加速

してきた」「前に進んでいる」というお声をいただけるようになりました。

今後、障害等のある方の重度化だけでなく、高齢化も進みます。「親亡き後」

という言葉も以前から言われておりますが、この辺りも見据えて、今回の協

議会の中では新たな施設の整備も進んでいくことを踏まえて、障害があっ

ても地域で暮らし続けられる千代田区を実現するために、今まで以上に充

実させた障害者施策を目指していきたいと思っておりますので、皆さまの

ご協力、ご意見等をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○湯浅幹事   議事が始まるまで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。本日の会議では、皆さまの発言

を正確に記録するため、録音させていただきます。予めご了承くださいます

ようお願いいたします。それでは次に、事務局から資料の確認をさせていた

だきます。 

○金子障害者福祉係長 障害者福祉係長の金子と申します。前任の小野から引き継ぎ、給

付・指導担当係長から動きました。どうぞよろしくお願いいたします。それ
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では、お手元にある資料についてご確認をさせていただきます。まず、座席

表と本日の次第がございます。そして資料番号の付いているものが 1から 8

まであります。資料 1は「千代田区障害者支援協議会委員名簿」でございま

す。今回、4割の方が新たに委員になられた方です。どうぞよろしくお願い

いたします。次に、資料 2「千代田区障害者支援協議会設置要綱」です。委

員の任期は年度で数えて 3年度となっております。続きまして、資料 3「第

5期障害福祉計画・第 1期障害児福祉計画の達成状況」、資料 4「第 6期障害

福祉計画・第 2 期障害児福祉計画の成果目標」、資料 5「重層的相談支援体

制の整備」、資料 6「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画」、資料 7

「第 3回（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備 説明会 主な意見」でござ

います。そして、大変細かい表で恐縮ですが、追加資料 8「第 5期障害福祉

計画・第 1 期障害児福祉計画の実績値と第 6 期障害福祉計画・第 2 期障害

児福祉計画の計画値の一覧表」でございます。これは資料 3と資料 4の数値

を一覧表にしたもので、あとで説明させていただきます。さらに追加資料 8

の「修正版（障害児）」がございます。障害児の部分の数値についての修正

でございます。それから「千代田区障害福祉プラン【本編】と【概要版】」

をお配りいたしました。説明は以上となります。足りないものがありました

ら、挙手をお願いいたします。それでは、以上です。 

○湯浅幹事   本日の委員の出席状況についてご報告させていただきます。本日の委員

の出席者数は 26名でございます。なお、前のスクリーンに ZOOMでご参加い

ただいている委員の皆さまが 4名いらっしゃいます。本日は、佐瀬委員と四

宮委員がご欠席という報告を受けております。本日の傍聴者は 2 名でござ

います。 

新協議会の立ち上げにあたりまして、委員の皆さまから承諾書をいただ

いております。それをもちまして、本日付で皆さまに委嘱というかたちにさ

せていただきます。任期につきましては、本日令和 3年 5月 31日から、令

和 6年 3月 31日でございます。なお、これまで紙ベースで委嘱状をお渡し

させていただいておりましたが、こちらにつきましては省略させていただ

きます。もし発行することをご希望でしたら、協議会後に事務局までお申し

出ください。 
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それでは、次に自己紹介に入らせていただきます。資料 1の名簿順にお願

いしたいと思います。小川委員からお願いできますでしょうか。  

○小川委員   大妻女子大学の小川と申します。障害者福祉が専門でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○小池委員   東京弁護士会から参りました、弁護士の小池知子と申します。高齢者・障

害者の権利に関する委員会の副委員長をさせていただいております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○増森委員   千代田区医師会から参りました、麹町クリニックの増森と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

○大塚委員   名簿の所属と異なっておりまして、所属がないわけではないのですが主

なる仕事はないのでここはカットしていただきたいと思います。大塚と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○廣瀬委員   前回から引き続いて委員をさせていただきます。ありがとうございます。

昨年度の後半から、千代田区身体障害者相談員になりました。まだあまり周

知されていないのですが、頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○小畑委員   昨年度より千代田区身体障害者相談員をさせていただいております小畑

と申します。おそらくこの中で一番青二才でございますので、皆さまのご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。このような会議は初めてです

ので、どこまで何ができるかわかりませんが、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

○小笠原委員  小笠原です。今年度もまた委員をさせていただきます。今年度は、当事者

の家族としてだけでなく、千代田区知的障害者相談員として、地域の資源の

一つとして役割が機能するよう取り組んでいきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○蒲生委員   蒲生好永と申します。昨年 4 月より千代田区知的障害者相談員をしてお

ります。地域生活支援拠点について、今年度は整備が進められると思います

が、やはり相談支援体制をしっかりとしていくことが大事だと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○藤田委員   千代田区障害者共助会の藤田です。私は、社会福祉協議会などの支援員の

活動をしております。前回も勉強させていただいているとお話しさせてい

ただきましたが、今回も本当にその方のためになる支援活動ができるよう

に勉強させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○貝谷委員   皆さん、こんばんは。日本バリアフリー協会の貝谷嘉洋と申します。車椅

子に乗る当事者であると同時に、事業者として人の派遣などをしておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木（や）委員 鈴木やす代と申します。去年に引き続きまして、またよろしくお願いい

たします。知的障害の子どもをもつ母親でございます。小さい孫がおりまし

て、さくらキッズでお世話になっております。小さなお子さんのために何か

こちらで学ばせていただき、家族としての意見も言わせていただきたいと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大山委員   大山と申します。心の病という精神のほうは、あまり市民権を得られてい

ないようではありますが、このような会に参加することで、皆さんにもわか

っていただけてきたのではないかという思いがしております。これからま

たよろしくお願いいたします。 

○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で、この会

に参加しております鈴木隆幸でございます。前回に引き続きになります。前

回までは、このプランをつくるための熱の入った議論がなされ、すごいプラ

ンができたと思っております。この新しい会議体は、具体的にそれをどう推

進していくのかという、より大きな難題を背負って、その推進力になる会議

だと思っております。よい施設、よい重層的相談支援体制ができ、千代田モ

デルがつくっていけるように働かせていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○鈴木（洋）委員 就労支援施設ジョブ・サポート・プラザちよだ、親の会、むぎの会から

参りました鈴木でございます。昨年度に続きまして、よろしくお願いいたし

ます。施設を実際に使っております利用者の声をお届けできればと思って

おります。色々とサービスを増やしていただいておりますが、まだ使い切れ

ていないこともありますし、改善していただきたいこともありますので、ご

協力よろしくお願いいたします。 
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○森田委員   民生・児童委員をしております森田と申します。引き続き、委員を受けさ

せていただきました。民生・児童委員の仕事として、支援を必要とされてい

る方々に、こちらで話し合われてより良くなった支援体制を届けられるよ

うに、少しでも力になりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○廣木委員   千代田区社会福祉協議会の地域支援課長をしております廣木と申します。

社会福祉協議会は今年度から組織改編があり、私は地域支援とボランティ

ア、権利擁護を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○石渡委員   千代田区障害者共助会から来ました石渡です。私が共助会でいつも言っ

ているのは、やはり弱者は人数が集まらなければ、力を発揮できないことで

す。大勢が団結するという方向で行っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○永田委員   NPO法人ホープの永田と申します。去年から引き続き参加するわけですが、

今まで障害者の方たちを支援する中で色々な方たちと会い、そこで感じた

ことを今後もこの会で話していけたらと感じております。よろしくお願い

いたします。 

○今牧委員   ジョブ・サポート・プラザちよだ所長をしております、今牧と申します。

昨年度より参加となっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○的場委員   皆さま、はじめまして。千代田区立障害者福祉センターえみふるの的場康

芳と申します。前回までは、髙橋が委員をしておりましたが、今年度から私

がさせていただくかたちになりました。えみふるについては、重層的相談支

援体制の構築や地域生活支援拠点の面的整備において、大きな役割を担う

と捉えております。集団の中での個別の問題や、また個別の問題から地域の

課題をどう抽出し、千代田区でどのようなサービスを展開していくのかと

いうシステムづくりがえみふるの役割であると認識しております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○大越委員   今年度より新たに、障害者よろず相談 MOFCA の事業所長となりました大

越と申します。MOFCAとしては、基幹型相談支援事業をえみふるや他の関係

機関と連携を取らせていただきつつ、障害者支援に協力させていただきた

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  
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○中田委員   一般社団法人 D&A Networks代表理事の中田と申します。千代田区内では、

児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ぴかいちを運営しております。

今回から参加となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岡﨑委員   千代田区障害者就労支援センターの岡﨑と申します。主に、障害のある区

民の方の一般就労に向けた支援や定着支援を行っております。よろしくお

願いいたします。 

○清水委員   区役所で子ども部長をしております、清水と申します。子どもたちの笑顔

のために、皆さま方のお力、お知恵をお借りできれば幸いに存じます。よろ

しくお願い申し上げます。 

○原田委員   地域保健担当部長兼千代田区保健所長原田と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○歌川委員   保健福祉部長の歌川です。微力ながら、障害者施策が少しでも進めるよう

に頑張っていきたいと思っております。皆さまとしっかりした議論をして

いきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   委員の皆さま、ありがとうございました。次に、協議会の所掌事務につき

まして、委員を補佐する幹事と事務局からも自己紹介をさせていただきま

す。 

○安田幹事   子ども部児童・家庭支援センター所長の安田と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○山本幹事   皆さま、こんばんは。子ども部指導課長の山本真と申します。この 4月に

着任させていただきました。昨年度 3月までは、他区ではありますが、小学

校現場で管理職をさせていただいておりました。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○山岸幹事   本年度より保健福祉部福祉政策担当課長を拝命いたしました山岸と申し

ます。よろしくお願いします。 

○金子障害者福祉係長 障害者福祉係長の金子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   改めまして、障害者福祉課長の湯浅でございます。本日、松本幹事はご欠

席です。 

○平澤総合相談担当係長 総合相談担当の平澤と申します。よろしくお願いいたします。    
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○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をしております小坂部と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山野邊施設・就労支援担当係長 障害者福祉課施設・就労支援担当係長をしております、

山野邊と申します。よろしくお願いいたします。  

○松井給付・指導担当係長 障害者福祉課給付・指導担当係長をしております、松井と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○新井障害者福祉主査 障害者福祉課障害者福祉主査の新井と申します。よろしくお願い

いたします。 

○岩崎（林田係長代理）健康推進課保健師の岩崎です。本日、保健相談係長の林田の代理で

参りました。よろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   それから、本年度も障害者支援協議会の運営に関わっていただきます、コ

ンサルティング会社の株式会社コモン計画研究所の方々です。 

○尾崎     今年度もお世話になります。株式会社コモン計画研究所の尾崎と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   それでは、資料 2に基づきまして、障害者支援協議会について簡単に説明

させていただきます。千代田区障害者支援協議会設置要綱の抜粋でござい

ます資料 2をご覧ください。まず設置の目的は第 2条でございます。千代田

区長は障害者基本法に定める目的の実現に向け、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律と障害者等への支援の体制の整備を

図るための協議会及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、

それから障害者差別解消支援協議会といたしまして、千代田区障害者支援

協議会を設置したものでございます。 

協議事項については、第 3条でございます。1つは、障害者への支援体制

に関すること。2 つ目は、関係機関との連携体制に関すること。3 つ目が、

障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。4つ目が、障

害者差別に関する相談等及び差別を解消するための取組に関すること。5つ

目が、その他障害者福祉の促進に関すること。 

そして、協議会は委員の皆さまに委嘱させていただきました。こちらにつ

きましては、第 4条に「委員 25名程度」とございますが、今は 28名となっ

ており、本日の皆さまで構成させていただいているところでございます。 
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第 5 条につきましても、先ほど令和 5 年度までの任期ということで委嘱

させていただきました。 

裏面をご覧ください。第 6条でございます。協議会は会長及び副会長を置

くことになっております。委員の互選によってこれを定めるものとしてお

り、後ほど、会長職、副会長職を決めさせていただきたいと思います。 

最後に第 9条をご覧ください。協議会につきましては、調査審議するため

に部会を設置することができることになっております。これまでも計画部

会、相談支援部会など、必要に応じて障害者支援協議会の部会を定め、全体

会の中から下命をいたしまして、議論を深めております。部会は、計画部会、

相談支援部会、差別解消支援部会、その他会長が必要であると認める部会を

設置することになっております。 

簡単ではございますが、説明は以上です。何か、ご質問はございますでし

ょうか。よろしいですか。それでは、次に進めさせていただきます。先ほど

説明しました、会長及び副会長の互選に入らせていただきます。この互選に

つきましては、第 6条第 1項に基づき、行うものとなります。まずは、皆さ

まから会長のご推薦はございますでしょうか。はい、鈴木隆幸委員。 

○鈴木（隆）委員 新会長に、前小川会長を推薦いたします。 

○湯浅幹事   ありがとうございます。ただいま、鈴木隆幸委員よりご推薦いただきまし

た。引き続きということになりますが、小川委員、お引き受けいただけます

でしょうか。 

○小川委員   はい、お引き受けさせ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。 

― 各委員から拍手 ― 

○湯浅幹事   拍手で皆さまからご承認をいただきました。ここからは小川委員に会長

として議事進行をお願いしたいと思います。小川会長には席の移動をお願

いいたします。それでは、ここからの議事進行は小川会長にお願いいたしま

す。 

○小川会長   皆さま、改めましてご挨拶させていただきます。引き続き会長をさせてい

ただくことになりました、大妻女子大学の小川でございます。よろしくお願

いいたします。この協議会は、先ほど部長と課長からお話がありましたよう
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に、まずは策定した計画のモニタリング、進捗状況を把握していくことにな

ります。計画をつくる時は密な議論になりますが、どうしても計画を立てた

あとは、次の計画をつくるまですーっと過ぎてしまう気がいたします。そう

ならないように、皆さんで色々確認をしていきたいと思います。計画のチェ

ックはなかなか難しいので、わかりやすい情報提供を今後も行政の方にお

願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは

まず、副会長の互選をさせていただきたいと思います。適任の方がいらっし

ゃいましたら、ご推薦いただけると幸いです。 

○大山委員   僭越ではございますが、小川会長に一任ということでいかがでしょうか。 

― 各委員から拍手 ― 

○小川会長   ありがとうございます。ただいま一任いただきましたので、前協議会で副

会長として私を補佐していただき、非常に大きな成果を上げていただきま

した大塚委員を副会長に推薦させていただきたいと思います。委員のみな

さま、いかがでしょうか。 

― 各委員から拍手 ― 

○小川会長   ありがとうございます。それでは、大塚委員に副会長をお願いいたします。

大塚副会長、一言お願いできますでしょうか。 

○大塚副会長  ありがとうございます。副会長をお引き受けさせていただきます。前回の

ように、千代田区のために頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

― 各委員から拍手 ― 

○小川会長   ありがとうございました。それでは、本日の議題に入ります。議題（1）

が「第 5期障害福祉計画・第 1期障害児福祉計画の達成状況について」、続

いて議題（2）が「第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画の成果目標

について」となっております。議題（1）と（2）は、関連しておりますので、

この 2 つを合わせて、事務局から説明をお願いしたいと思いますがよろし

いでしょうか。それでは、お願いいたします。 

○平澤総合相談担当係長 資料 3及び資料 4、追加資料 8をご用意ください。まずは資料 3

です。今の計画を策定する時には見込値で議論していただきましたが、令和

2年度の実績値を示した資料です。「1 地域生活支援体制に対する目標」は、
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「福祉施設入所者の地域生活への移行」「精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムの構築」「地域生活支援拠点等の整備」というかたちになってお

ります。 施設入所につきましては、計画値では「施設入所の人を減らしま

しょう」という数値目標を 1 人としていましたが、4 人となっております。

これは地域移行したのではなく、色々な事情により少なくなった状況です。

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、現在は未設置と

なっており、協議を継続させていただきたいと思います。地域生活支援拠点

等の整備については、昨年度から議論させていただいておりますが、現時点

では未整備となっており、継続して議論をしていきます。 

次に、「2 福祉施設から一般就労への移行等」です。今年度につきまして

は、新型コロナウイルスの影響もあり、数値目標をかなり下回っている状況

です。ただし、「就労定着支援事業による支援開始から 1年後の職場定着率

を 8割以上とする。」は就労したあとのフォロー事業ですが、数値目標を達

成しております。 

続きまして、資料 4をご覧ください。「1 第 6期障害福祉計画（令和 3年

度～令和 5年度）の成果目標」の「割合等」に示す数値によって、区はこの

ような数値目標を出したということです。いずれも国の基本指針より上回

るかたちで設定しております。細かい項目については、該当ページを読んで

いただきますと理由等がわかると思いますのでご参照ください。 

資料 8をご覧ください。こちらは、実績値と前回の計画値、今回の計画値

をお示ししております。大きく数値が変わっているものについて、説明させ

ていただきます。「①訪問系サービスの取組一か月あたり」の中の「居宅介

護（ホームヘルプ）」と「行動援護」の数値がかなり伸びています。こちら

につきましては、他の区の事業所が利用者を連れて移住してきたことがあ

り、推定値よりかなり上回るかたちで実績値が増えております。「重度訪問

介護」は、実質的に数が減っており、その分の時間数が減っています。「同

行援護」は、視覚障害者の方のガイドヘルパーですが、コロナの影響で外出

の機会が減ったゆえと推測されます。 

「② 日中活動系サービスを保護保障するための取組一か月あたり」の

「就労移行支援」については昨年とほぼ変わらず、「就労継続支援（B 型）」
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は大きく増えております。これにつきましては、就労移行で活躍していた方

がある一定数、B 型に移行してきたのではないかと推測されます。「⑥地域

生活を支援するための取組」の「地域活動支援センター」は、主に障害者福

祉センターえみふるの実績値です。令和元年度 1,305 人から 658 人となっ

ております。これはイベントなどの事業がかなり含まれていましたので、実

際にはこのような数値になりました。総合相談担当としては、以上となりま

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の小坂部から、障害児福祉計画

関連の説明をさせていただきます。資料 8につきましては、令和 2年度の実

績値に令和 3年 3月 31日現在の数値を入れたものですが、転入・転出、更

新をしなかった方の人数が含まれていませんでしたので、本日、修正版をお

配りさせていただきました。リモート参加の方もいらっしゃいますので、読

み上げて修正箇所の確認をさせていただきます。資料 3 の裏面をご覧くだ

さい。「⑦障害児支援 一か月あたり」の「児童発達支援」の「人日分」に

修正はございません。「人」が 48に修正となります。「放課後等デイサービ

ス」の「人日分」が 1,161に、「人」が 88に、「保育所等訪問支援」の「人」

が 4にそれぞれ修正となります。申し訳ございませんでした。 

それでは、資料 3の説明をいたします。第 1期障害児福祉計画の達成状況

について、「3 障害児支援の提供体制の整備等」をご覧ください。「基本指

針に定める目標」の「児童発達支援センターを 1 か所以上設置する。」は、

「未設置」です。「保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。」は、実

績が「2か所」となっております。第 2期障害児福祉計画の策定中において

は、実績が「1か所」と報告しましたが、「2か所」となっております。これ

は、令和 3年 2月に港区から事業所が区内に転居してきたことによります。

事業所名は「メルケアみなとセンター」で、保育所等訪問支援を行っていま

す。最後の目標「医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設置す

る。」は、「未設置」となっております。「未設置」となっている事業に関し

ては、第 2 期障害児福祉計画に引き続きつなげていくかたちにしておりま

す。 
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資料 3の「4 サービス目標量及びサービス確保のための計画事業の達成

状況」の中の事業で特筆すべきものについては、後ほど追加資料８のほうで

お伝えいたします。資料 4をご覧ください。「2 第 2期障害児福祉計画（令

和 3年度～令和 5年度）の成果目標」に、第 1期で未設置となっておりまし

た、「児童発達支援センター」「医療的ケア児支援のための関係機関の協議の

場の設置」を含めております。新たに第 2期では「医療的ケア児支援のため

のコーディネーターの配置」という項目が増えております。目標年度に関し

ましては、資料に記載しておりますので、ご確認いただければと思います。 

続きまして、資料 4の裏面です。「⑫障害児支援」に記された数値をご確

認いただきまして、特筆すべき事業については追加資料 8 で説明させてい

ただきます。資料 8の修正版をご覧ください。こちらは実績値と見込値、計

画値によって、現状を示したものでございます。例年、「児童発達支援」と

「放課後等デイサービス」の利用人数は増えております。「放課後等デイサ

ービス」の実績値は令和元年度が 76 人で、令和 2 年度は 88 人と伸びてお

ります。「人日分」についても、令和元年度 646人日分に対し、令和 2年度

は 1,161人日分に伸びております。これは、就労家庭が増えている状況と、

幼稚園から小学校へ就学し、サービスが児童発達支援から放課後等デイサ

ービスに移行したことによります。また、「居宅訪問型児童発達支援」の見

込値と実績値を見ていただきますと、実績値が 167％の増となっております。

こちらは、通所での児童発達支援を受けられない、重度・重症児、医療的ケ

ア児のお子さんたちが居宅で児童発達支援サービスを受けるものです。こ

ちらは区内に転居してきた人数分が増えて、反映されております。この辺り

については、今後の推移を見極めていきたいと思います。説明は、以上です。 

○小川会長   ありがとうございました。第 5 期障害福祉計画・第 1 期障害児福祉計画

の達成状況と、それを踏まえて第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画

の成果目標について、ご説明いただきました。皆さんから何かご質問等ござ

いますか。 

○鈴木（洋）委員 資料 3の地域生活支援体制に対する目標「平成 28年度末時点における

福祉施設入所者の 9％以上を令和 2 年度末までに地域生活へ移行する。」の

実績が 1人ということでした。障害者総合支援法以前に、千代田区で多くの
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方が地方の入所施設にいらしたと聞いているのですが、そのような方が地

域に移ることもこの目標には含まれているのですか。 

○平澤総合相談担当係長 地域移行については、一般的なイメージとして、施設に入ってい

た方が地域のグループホームや家に帰ることと考えられておりますが、国

が示しているのは、「入所施設ではない状態」ということになっております。

例えば、入所施設からグループホームに移行した方が含まれていますので、

一般的な良いイメージの地域移行ではないケースが多いです。「令和 2年度

末時点における福祉施設入所者を、平成 28年度末時点から、2％以上削減す

る。」の実績値 4人は、入所されている方で高齢の方もいらっしゃいますの

で、実質的にはお亡くなりになった方が多く数値に含まれております。 

○小川会長   鈴木委員の、「地方の施設に入所している千代田区の方の移行はどうなっ

ているのですか」という質問についてはいかがでしょう。 

○平澤総合相談担当係長 こちらにつきましては、千代田区に戻ってくる、あるいはグルー

プホームに移行した例はございません。 

○永田委員   資料 3 の地域生活支援体制の成果目標「精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築」で、「令和 2年度末までに、保健、医療、福祉関係者

による協議の場を、設置する」の実績値が「未設置」となっています。精神

障害者が千代田区で生活する上で、住民との関係がとても大切だと思いま

す。周囲の住民の方で、精神障害の方に「邪魔だから、早く施設に入ったほ

うがいい」と言う人が多いように感じるので、この協議の場に地域住民も入

れて、協議していかないと難しいのではないかと思います。 

また就労継続支援の A 型・B 型の話ですが、A 型・B 型の方が一般就労す

る時に、とても差を感じます。例えば A型であれば、その会社に対して国の

補助金があると思いますし、それで成り立っている部分を感じます。色々な

障害者雇用の補助金はありますが、それを長く続けていくためには、どこか

に見本となるような就労形態をつくっていかないと、他の会社がなかなか

手を出さないのではないかと感じています。企業は、関連会社で障害者を雇

っているケースがありますが、千代田区の中に、見本となるような一般就労

における障害者の就労の場をつくっていただければと思います。 
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○小川会長   ありがとうございます。1 点は、「保健、医療、福祉関係者による協議の

場」に地域の方たちを巻き込むような工夫や動きが必要なのではないかと

いうことだったと思います。「基本指針に定める目標」は予め文言が決まっ

ていますので、それを変えるのは難しいと思いますが、実際の取り組みにお

ける視点として、地域の方たちを巻き込んでいくこと。ご意見として伺って

おけばよろしいでしょうか。事務局から、何かございますか。 

○湯浅幹事   後ほどまた議題の中でお話しさせていただきますが、地域生活支援拠点

等の整備においては、精神障害の方にも対応した地域生活支援拠点等の整

備を行っていかなければいけません。今後、考え方を示していくことになり

ます。それについて議論し、こちらでご報告させていただければと思います。 

就労につきましては、千代田区でも課題となっておりまして、色々なモデ

ルケースをぜひ行っていきたいと思っております。A型は千代田区に一か所

しかありませんので今後つくりたいのですが、需要と供給のバランスがと

れない現状もあります。その辺りも含めて、今後議論を重ねて、社会資源の

ないもの、少ないものは実現していきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○貝谷委員   資料 3の「4 サービス目標量及びサービス確保のための計画事業の達成

状況」で「居宅介護（ホームヘルプ）」の令和 2年度の実績値が、前年度と

人数はあまり変わらないのに時間が倍近く増えていることについて、「他区

の事業所が移転してきて」というご説明をしてくださいましたが、あまり意

味がわからなかったので具体的に教えていただけますか。 

○平澤総合相談担当係長 事業所の話なので、どこまで話してよいかということが正直あ

ります。かなりの支給決定時間を持ったまま、千代田区に転入されてきた方

がいたので、人数は多くないのですが、持ち込んだ時間数が多かったと解釈

いただければありがたいです。 

○貝谷委員   千代田区在住の方の時間が増えたということですか。 

○平澤総合相談担当係長 他の区から移住されてきた方が千代田区民となり、その分がプ

ラスされたということになります。 
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○小笠原委員  資料 3の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」ですが、

こちらは引きこもりの方や狭間になっている方たちも対象になるのでしょ

うか。それとも精神障害の手帳を持った方が対象ですか。 

○小川会長   精神障害の定義、守備範囲について説明していただけますか。 

○平澤総合相談担当係長 基本的には、「精神障害にも」と書いておりますので、例えば知

的障害者の方や肢体不自由の方も前提としてあります。しかし得てして精

神障害の方は施策から漏れやすいことがあり、この「精神障害にも」は、必

ずしも手帳を持っている方に限ってはいません。疑いのある病状を持って

いる方、地域の中で「あの方、もしかしたらご病気なのかもしれない」とい

う話なども含めて、支援を包括的にすることをイメージしていただければ

と思います。 

○小笠原委員  もう 1点よろしいでしょうか。資料 3の「2 福祉施設から一般就労への

移行等」はとても大事な目標だと思いますが、離職者に対する支援体制につ

いての受け皿は、障害者就労支援センターという理解でよろしいでしょう

か。 

○小川会長   フォローアップのところですね。定着支援事業と障害者就労支援センタ

ーの両方が関わってくると思いますが、区からと障害者就労支援センター

からコメントをいただいてよろしいでしょうか。 

○平澤総合相談担当係長 基本的に障害者就労支援センターの登録者には、センターでフ

ォローアップするのですが、B型に移行したり、A型に移行したりという模

索の段階も生じますので、その場合はえみふるなどの計画相談の事業者と

話しながら、サービスを一緒に検討していくことになります。 

○岡﨑委員   離職者につきましては、障害者就労支援センターに登録されている方は、

離職したあと、ご本人がどのようにしていきたいのかお聞きします。福祉サ

ービスの利用を希望される方もいらっしゃいます。いったん福祉サービス

として就労移行などを使うのか、就職活動に進むのか、それらの検討も含め

て、ご本人の意向を確認しながら、支援してまいります。 

○鈴木（隆）委員 先ほど、「居宅介護（ホームヘルプ）」について、他区から転入された方

の分時間が増えたというお話がありました。児童のほうでも居宅介護の数

値が増えています。やはりコロナ禍にあって、居宅介護のニーズが増えたの
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であれば、この計画の中でそういった部分に対応するために資源を配分し

ていく、サービス体制を変えるなどされているのであれば、お聞きしたいと

思います。また必要性があるのであれば、その部分を手厚くしていただけれ

ばと思います。コロナワクチンが広がれば、また状況がどうなるかわかりま

せんが、ある程度今の状況が続くと思いますので、令和 3年度はそのような

部分を重視して、行っていただきたいと思います。 

○小川会長   新型コロナによる、在宅時間、在宅サービスの変化とそれへの対応という

ことですが、何かありますか。 

○湯浅幹事   増えているサービスもあれば、減っているサービスもあります。区で昨年

度の状況を分析しながら、しっかりと施策や予算に反映していかなければ

なりません。先ほどの事務局からの説明に補足させていただきますと、転入

者の方が増えている状況がございます。皆さんからすればまだまだ足りな

いと思われるかもしれませんが、千代田区の障害者施策は他区より比較的

高く運営されており、他区から転入される方が増えています。特に事業者が、

「千代田区だとサービスの供給が可能だ」という噂なのか、調べたのかわか

りませんが、そのようなことがありまして、もしかすると来年度は予算が足

りなくなり、補正することを考えなければならないかもしれない状況でご

ざいます。実績を見極めて、判断していきたいと思います。 

○鈴木（洋）委員 サービスの公平性についてお伺いしたいと思います。千代田区は手帳を

持っていない障害児・者が多いようです。障害者福祉課になって 10年経っ

ていないのではないでしょうか。その前は生活福祉課という名前で、その時

のイメージとして、生活保護を対象とした課だと思われた方が多かったで

す。その頃に障害の色々なシステムがわからないままサービスを何も使わ

ずに、今日在宅になっていらっしゃる方もいます。区では、そのような方を

どのように把握していらっしゃるのでしょうか。 

○湯浅幹事   サービスを使わず、手帳をお持ちでない、医療も使っていないという方は、

区では把握できておりません。それがいわゆる 8050問題や引きこもりの方

など、あとで何かの問題が悪い方向へいってしまう状況があることは、区と

しても課題として認識しています。今後は、8050 問題などをどのようにし

ていくのか、考える中で、現実に手が差し伸べられていない方、助けを待っ
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ている方をどのように把握し、地域の中で支援していくかについて考えて

いきたいと思っております。効果的な方法はまだないのが現状です。 

○小畑委員   先ほど、コロナの影響で居宅介護を利用される方が増えているという話

がありました。私も障害の当事者として居宅介護を普段利用させていただ

いております。最近感じるのは、居宅介護に従事されているホームヘルパー

の方、特に常勤の正社員で勤めていらっしゃる方々がオーバーワークな状

態にあることです。お疲れの様子なのでお話を伺ってみると、介護職員だけ

ではなく、事務方も足りず、全体的に人手が足りない状況で、介護職員が事

務も兼務している状況でも、パート職員の方に仕事を割り振ることもでき

ず、常勤の方が多くの件数をこなさなければいけない状況が多いようです。

現在、介護の資格がなくても、介護事業所の事務を行うことを希望する転職

希望者もいるのではないかと思います。そのような際に、福祉業界に招き入

れる窓口があれば、現場の負担を減らしていけるのではないかと感じたの

ですが、その点についての区の取り組みについてお伺いしたいと思います。 

○小川会長   ありがとうございます。サービスを利用されている方だからこそわかる

リアルな状況についてのお話でした。介護従事者の確保と安定化の問題で

すが、何か区としてのお考えはありますか。 

○湯浅幹事   基本的には、居宅介護、生活介護だけでなく、移動支援など、さまざまな

サービスで人が足りてない状況を我々も把握しています。しかしながら、な

り手がいない中で、区としてどういった支援ができるのか。例えば定着支援

で、家賃補助を出すなどの助成は行っているのですが、事業所の支援などの

大きな支援は東京都の話になります。それゆえ区としてどこまでできるの

かは難しいところがあります。我々としても、本当に使命を持って一生懸命

頑張られている方が身体を壊したり、つらい思いをされるのは非常に忍び

ないと思っておりますので、何かしらの支援ができないか、東京都にお話し

しております。そのような中で、今のところ、支援ができていない状況は非

常に申し訳なく思っています。 

○小川会長   ありがとうございました。今の質問は千代田区障害福祉プランの 43ペー

ジ、「人材確保・事業所への支援」のところに書かれています。これで充分

なのか、次の期に何かを入れ込む必要があるのか。今皆さんがお感じになら
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れていることをどれくらい計画の施策に落とし込めるかについて、この会

で芽を出していきたいと思いますので、常直ぐには難しくても、計画と関連

させながら見ていただけるとありがたいと思います。 

○廣瀬委員   提案なのですが、障害者は家庭によってさまざまなケースがあり、サービ

スを受けたくても受けられない方や、どんなサービスがあるかわからなく

て諦めている方が埋もれていると思います。また、千代田区はわりと裕福な

方が多いので、他区のサービスや町会で福祉を使わずに動かれている方も

いると思います。そのように各障害者の方が選択の幅を持っていて、せっか

く千代田区がこのような素晴らしい計画に基づき施策をしていても、ニー

ズに届いていない部分があると思います。今度神田錦町三丁目に福祉施設

が建てられますが、潜在的ニーズについて調べて、もっと千代田区の方たち

に知っていただきたいと思います。 

○貝谷委員   オーバーワークで人材不足というお話がありましたが、少しヒントにな

るかと思うのですが、外国人の方でコロナ禍の影響もあり、お仕事を探して

いる方がいます。私の事務所にも、非常に優秀な大学院の方が来てくださり、

もちろん日本語もできます。そのような方々を活用する方法があります。そ

れから、学生にもっと介護の業界に入っていただく、興味を持っていただく

ための方策を考えていけるとよいと思います。 

○小川会長   ご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。 

○鈴木（や）委員 子ども発達センター《さくらキッズ》のことですが、46ページに今後の

取組の方向性として、「子どもの障害に応じた適切な回数の療育指導ができ

るように努めます。」とあります。今、孫を連れて行っているのですが、プ

レスクールのようにお使いになる方が多く、本当に支援が必要な子が埋没

して、適切な指導が受けられないようなことがないようにしていただきた

いと思います。今使っている教室の隣に、広くて非常に多くのことに使える

教室があるのですがいつも使われていないので、もう一度よく考えていた

だきたいと思います。 

○小川会長   ありがとうございました。計画の目標と絡めてご意見をいただきました

ので、参考にしていただければと思います。まだまだご意見はありそうです

が、だんだん時間がなくなってきておりますので、次の議題に進みたいと思
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います。それでは、議題(3）「相談支援体制を検討するための部会について」

に入ります。この協議会では、障害者計画、障害福祉計画の促進などに関す

る協議とともに、第 6 期障害福祉計画で成果目標としている重層的相談支

援体制の整備に向けた検討が大きなテーマになっております。この点につ

いて、事務局からご説明をお願いいたします。 

○平澤総合相談担当係長 資料 5 をご覧ください。新任の委員の方もいらっしゃいますの

で、簡単に概要を説明させていただきます。地域生活支援拠点はみんなで支

えていくしくみなのですが、千代田区の今までの経過において、1つの施設

で完結するのではなく、えみふる、MOFCAや神田錦町三丁目の福祉施設を柱

として皆さんの地域生活を支えていくしくみをつくりましょうという話に

なっております。具体的にどのように体制を整えていくかについては、えみ

ふるには（仮称）相談支援連絡会において中心的な役割を担い、区内の相談

支援機関や知的・身体障害者相談員と事例検討や勉強会等を行い、課題の抽

出、施策への提言を行っていただくことを考えております。MOFCAには、（仮

称）相談支援連絡会については同様なのですが、発達障害の方や手帳を持た

ない方のニーズ、またアウトリーチによって精神障害の方の退院促進や日

常的な支援をすることで体制を整えていきたいと考えております。 

重層的相談支援体制については、簡単な問題は各部門で解決しますが、困

難ケースにおいては色々な方が重層的に関わって、解決を目指します。地域

生活コーディネーター（仮）をえみふると MOFCAに配置し、彼らは他機関と

やり取りしてつなぐ役割を担います。それは障害だけではなく、他部門、他

課の方たちにもご協力をいただくかたちになります。こちらについては、人

がいればなんとかなるものと、資源を新たに開発する必要があるものがあ

りますので、（仮称）相談支援連絡会で検討していただくことになると思い

ます。 

○小川会長   ありがとうございました。以上が説明となりますが、事務局はこれらにつ

いて相談支援部会で精力的に検討していくことが必要であると考えており

ます。その意向を考慮して、本件はそのための部会を設置して、協議事項を

下命したいと思います。いかがでしょうか。 

― 各委員から拍手 ― 



22 

○小川会長   ありがとうございます。皆さまからご了承をいただいたと判断させてい

ただきます。それでは、この検討に関して部会を設置して、協議事項を下命

させていただきます。部会の委員の選任について、事務局に何かお考えはご

ざいますでしょうか。 

○湯浅幹事   本日こちらにご出席の皆さまより、部会の委員に立候補がなければ、事務

局で個別に打診させていただきまして、ご承諾をいただき、会長にご報告し

て決定させていただきたいと考えております。なお、部会の開催日程でござ

いますが、おおよそ月 1回程度、年間で合計 8回程度を見込んでおります。 

○小川会長   それでは、部会の委員に自薦もしくは他薦でも結構ですので、申し込みは

ございませんでしょうか。もしないようでしたら、事務局と会長にご一任い

ただけたらと思いますが、よろしいでしょうか。 

― 各委員から拍手 ― 

○小川会長   ありがとうございます。それでは、これで部会の下命事項については終了

とさせていただきます。この件は非常に重要ですし、先ほどご意見を色々い

ただいた中でも、相談支援において丁寧に拾い上げていくべき事柄につい

てのご意見をいただきましたので、しっかりと検討してまいりたいと思い

ます。ぜひとも積極的な議論をお願いいたします。以上で、議題については

終了ですが、報告事項 2 点について、事務局からよろしくお願いいたしま

す。 

○山野邊施設・就労支援担当係長 （仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の進捗状況につい

て、ご報告いたします。資料 6と資料 7をご用意ください。新任の委員の方

もいらっしゃいますので、一部前回報告したことも含めて、今回もう一度ご

報告させていただきます。資料 6をご覧ください。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に選定し、福祉施設の条件を整理する予

定です。地域交流スペースの活用や福祉避難所のあり方、決まっている高齢

者施設 3 層と障害者支援施設 3 層、共用施設 2 層をベースに、建物の機能

を検討し、DBO方式の事業者の選定準備を行います。また施設の開設時期が

令和 7 年度から令和 8 年度に延期になります。従って、資料 6 のスケジュ

ールは令和 8年度に修正となります。延期になったのは、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
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の高さや地域交流スペースのこと、地下の活用について色々なご意見・ご要

望をいただいたことによります。そのご意見・ご要望について、真摯に対応、

検討し、ご理解を得ていく必要があることと、施設整備事業手法の検討に当

初考えていた以上に時間がかかってしまったこともあります。施設整備事

業手法については、DBO 方式に決定いたしましたことをご報告いたします。 

また、いただいた主な意見については、資料 7をご覧ください。障害のあ

る子を持つ保護者を中心に、施設の早期整備と施設の充実した機能を望む

声をいただきました。整備予定地近隣のマンションの住民の方からは、建物

の高さに関してのご意見を、本施設に福祉避難所機能を設けることについ

て障害者の家族の方からは切実な要望を、近隣マンションの住民の方から

は、高くしないでほしいと要望しているのに、なぜ階数が増えるような提案

がでてくるのか理解できないというご意見をいただきました。その他、資料

にまとめてありますので、後ほどご確認ください。なお、福祉避難所につい

ては、災害時の障害者の方の安全確保のため、あり方を検討していきます。

私たちは地域住民の方の理解を得ながら、施設整備計画を円滑に進めてい

く必要があると考えております。委員の皆さまには、ぜひご理解、ご協力を

賜りたいと存じております。私からの報告は以上です。 

○金子障害者福祉係長 続きまして、今後のスケジュールについて、簡単ではございますが

ご説明させていただきます。継続して委員になられた方は、昨年度の障害福

祉プランをつくっていただきました。こちらのプランを 3 年間にわたって

進捗管理していきます。今年度は、先ほど下命いただきました相談支援部会

を行っていく中で、そちらがまとまった頃にもう一度全体会を行う予定で

す。おおよそ年明け以降になると思いますので、よろしくお願いいたします。

決まり次第、皆さまにはまたご連絡いたします。 

○小川会長   事務局から 2点、報告事項をいただきました。それでは、そろそろ閉会と

させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。最初に申し上げた

ように、計画を立てたあと、それを協議会でチェックしていくことは難しい

ことなのですが、今日は皆さん、数字の気になるところを読み取って、その

背景についての質疑や、数字で表しきれないところについての現場での話

など、色々なご意見をいただきまして、ありがとうございました。ぜひ区の
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ほうで事業運営や施策に活かしていっていただきたいと思います。また今

日、部会の設置が決まりましたが、その委員についてはまだ未確定ですので、

早急に調整をして、確定して進めていただければと思います。委員の皆さま

におかれましては、最初ですが積極的に活発なご議論をいただきまして、あ

りがとうございました。このような感じで、この期も進めていければと思い

ます。鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木（隆）委員 時間が過ぎているのにすみません。複合施設の進捗状況について、我々

はどのようなかたちでフォローしたらよいのか、気になります。 

○小川会長   わかりました。進捗状況について、この協議会の中でどのように共有して

いけるかについて、ご説明をお願いいたします。 

○湯浅幹事   神田錦町三丁目の施設については、基本的に協議する内容は考えており

ません。区民説明会や、その節目節目に応じてこのようなかたちでご報告を

させていただきたいと思います。障害者支援協議会全体会は年 2 回の開催

を予定しております。ただし相談支援部会の進捗状況やお諮りするような

内容の必要性に応じて、回数が増える可能性はございます。そのような中で、

皆さまには書面で進捗状況をご報告申し上げます。それでよろしいでしょ

うか。 

○鈴木（隆）委員 はい。 

○小川会長   協議事項には入らないが、できるだけ皆さんに進捗状況がわかるように

ご説明いただけるということでした。他には、よろしいでしょうか。それで

は、本日の障害者支援協議会は閉会とさせていただきたいと思います。ご協

力ありがとうございました。 

― 各委員から拍手 ― 

 


