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■開催日時・出席者等 

日時 令和 4年 3月 24日（木）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、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、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 

湯浅保健福祉部障害者福祉課長 

事務局 区職員 

佐藤福祉総務課長 

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 

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   それでは、予定の時刻を過ぎましたので、これから令和 3 年度第 2 回千

代田区障害者支援協議会を開催させていただきます。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。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は、議事録を

作成いたします関係上、皆さまの発言を録音させていただきます。予めご了

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、事務局から確認させていただきます。 

○ 金子障害者福祉係長 まず座席表があります。続きまして、次第です。資料 1-1「相談

支援部会の意見を受けてのまとめ」、資料 1-2「千代田区地域生活支援拠点

等のイメージ図」と「地域生活コーディネーターのイメージ図」、その次に

資料 2 という記載はありませんが、「千代田区地域福祉計画 2022［概要］」、

資料 3「（仮称）神田錦町三丁目施設 整備概要」、資料 4「令和 3年度 千

代田区障害者虐待防止推進事業実施状況」、資料 5-1「千代田区の良かった

こと調査の結果について」、資料 5-2「千代田区の良かったこと調査の概要

版」、資料 5-3「千代田区の良かったこと調査の調査票原本」、資料 6「今後

の協議会のスケジュール等」、最後に追加資料といたしまして、「パブリック

コメントおよび関係会議体からの「千代田区地域福祉計画 2022（案）」への

意見」があります。そして、「令和 4年度 児童・家庭支援センターにおけ

る新規・拡充事業について」という A4縦の資料がございます。足りない方

がいらっしゃいましたら、お知らせいただけますか。よろしいですか。以上

です。 

○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、今牧委員、佐瀬委員、原田委員がご欠席とのご報告を受けており

ます。以上の出席状況でございますが、千代田区障害者支援協議会設置要綱

に基づきまして、委員総数 28名の過半数以上の出席となります。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。なお本日、

6名の方、リモートでご参加いただいております。よろしくお願いいたしま

す。最後に、本日の傍聴者は 4名です。協議会へのご意見は 0件でございま
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した。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、改めまして、こんばんは。お久しぶりという感じがいたします。

昨年 5月に開催の第 1回以来、新型コロナウイルス感染症予防のため、本当

に久しぶりの開催となります。今回、この第 2回が令和 3年度最後の協議会

全体会となります。委員任期 3か年の初年度最後の協議会となりますので、

ご承知おきください。本日は資料がたくさんあり、また議題で取り扱うこと

もたくさんありますので、スピーディーに進めていきたいと思います。相談

支援体制整備などを下命していた相談支援部会からの報告、それから昨年、

皆さんのご尽力で改定した障害福祉プランの上位計画で、現在改定作業中

の千代田区地域福祉計画 2022についての情報提供を主な議題といたします。

円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。それでは、議題に入ってまい

りたいと思います。まず、議題（1）「相談支援部会からの報告について」、

事務局よりご説明をお願いいたします。 

○湯浅幹事   第 1 回協議会の際、相談支援部会に相談体制の整備などを下命されたこ

とを受けまして、相談支援部会で検討を行いました。11月の第 1回で提案、

1月の第 2回は書面開催でございましたが、こちらで意見を集約し、今回の

協議会全体会への報告となっております。大塚部会長はリモートでご参加

ですので、報告は事務局からでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

それでは、事務局から報告させていただきます。 

○平澤総合相談担当係長 資料 1-1 及び 1-2 をご覧ください。こちら文字数が多く、全部

を読み上げると、それだけで時間を費やしてしまいますので、事前配付いた

しました関係上、かいつまんでご説明させていただきます。障害者福祉セン

ターえみふると MOFCA の地域生活支援拠点での役割分担について、議論さ

せていただいております。当初えみふると MOFCA の地区割りでと考えてい

たのですが、単純な地区割りはなかなか難しいので、「原則、分担は地区割

りとするが、個人の希望やケースごとに情報交換を行い、個々のケース担当

の役割を決めたい」と結論が出ております。 

次に、地域生活コーディネーターの設置について、です。「地域生活支援

コーディネーター」という言葉と混同して使っていることがありますので、
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今後は、「地域生活コーディネーター」で統一させていただきたいと思って

おります。えみふると MOFCAより、1名ずつ選出させていただきますが、資

格の問題については、社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職が望ましい

ですが、基本的には人柄です。地域に出て行くほうを中心に選出いただくと

いうところで、結論が出ております。民間居宅事業所等個別の支援に入って

いる事業者とも連携を図り、区内の全体ニーズを把握し、特に地域での実践

活動の経験豊富な、千代田区社会福祉協議会への聞き取り等を行う。その後、

相談支援部会に諮り、区内のニーズの施策化を図りたいというところを目

的として考えております。令和 4年度初頭につきましては、スケジュールを

掲載させていただいておりますが、関係機関での研修や町内会、民生・児童

委員等、区や街に関わる方の所にご挨拶をさせていただき、どのようなかた

ちでアプローチをするのが効果的か、考えていきたいと思っています。区内

で活動されている、いくつかの障害者団体へも顔を出し、ニーズ把握をした

いと考えております。 

地域生活支援拠点で、どのようなかたちで目的・役割を果たしていくかを

検討する時期にきております。夜間・休日の対応や、精神障害のある方への

高度な専門性を求められる相談対応など、当初は登録方式や時間制限など

具体的な約束事を定めて、検討する必要もあると思われます。また、千代田

区は行政番号順が 1番という特性上、虐待の通報もそうなのですが、かなり

他区からの電話が入ってきている状況がございますので、どのように区民

の方を優先していくか、しくみを考えたいと思います。相談できる人がいな

い場合、「いつでも相談できるんだ」という安心感を、区民に提供したいと

考えておりますので、その考えに基づいて、スケジュールを進行していきた

いと思います。だんだん街に入っていき、施策化し、令和 4年に地域生活支

援拠点構想を策定し、周知し、令和 5年 4月から地域生活支援拠点の設置と

いう流れで考えております。 

その他、相談支援部会の中では、地域生活支援拠点と直接関係があるわけ

ではないのですが、人材育成についてのご提案がありました。区内で障害に

関わる事業者がお互いに交流できる機会の提供であったり、特に小規模事

業者へのスキル研修や虐待防止や倫理研修の実施を検討したいという話が
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ありました。また、移動支援は事業者の人材不足や時間帯が重なっているこ

ともありますので、学生等を活用し、新たな移動支援のしくみができないか

を今後も相談支援部会等で検討させていただきたいと思っております。 

資料 1-2の下図「地域生活コーディネーターのイメージ図」では、社会福

祉協議会が建物の絵になっていますので、それについての疑問が出ました

し、今後中身を修正させていただくこともありますので、ご意見がございま

したら、お伝えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小川会長   ご説明ありがとうございました。皆さまから、ご質問やご意見はございま

すでしょうか。 

○蒲生委員   資料 1-1 を拝見いたしまして、「2 地域生活コーディネーターの設置に

ついて」ということで、地域に入れる存在であることはとても大事なことだ

と思っております。地域の町会や民生委員の方とつながりをもつことも大

事ですけれど、障害のある方がその地域でどのような暮らしをしているか

を知っていただくこともとても大事なことだと思っております。例えば、事

情によって就労先を変えなくてはいけない方が出た時の支援として、生活

の支援と就労の支援と併せて行っていくことが大事だと思っておりますの

で、「地域に入れる存在である」ことはとても良いことだと思っております。 

○小川会長   ご意見ありがとうございました。他に、いかがでしょうか。オンラインの

方々もよろしいでしょうか。それでは、この件についてご了解いただけたも

のとさせていただきます。相談支援体制整備などについて、協議会から下命

した相談支援部会からの報告については、以上で終了とさせていただきま

す。続きまして、議題（2）「千代田区地域福祉計画 2022」について、ご説明

をお願いいたします。昨年改定した障害福祉プランの上位計画です。令和 4

年 2月 20日から 3月 7日まで実施したパブリックコメントの結果などにつ

いて、担当の福祉総務課長にご報告をお願いいたします。 

○佐藤福祉総務課長 皆さま、こんばんは。地域福祉計画 2022の改定についてご説明申し

上げます。資料 2「千代田区地域福祉計画 2022［概要］」をご覧ください。

「第 1章 計画の基本事項」の「1 計画策定の趣旨」です。「千代田区地域

福祉計画 2016」の策定から 5 年が経過したことを踏まえまして、従来の縦

割りの公的支援のしくみでは対応しきれないケースへの対応や、法改正に
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基づく包括的支援体制の強化と、地域福祉を推進する体制の整備を念頭に、

今回の改定の作業を進めてまいりました。「7 計画の背景」のところで、社

会福祉法等の改正や、重層的支援体制整備事業の新設を踏まえた検討をし

ていたところでございます。さまざまな議論が行われましたが、基本理念と

基本目標を 3つたてましたので、のちほどご確認いただければと思います。

右下の図は、今後地域づくりを進めていく中での圏域設定の考え方で、こち

らはまだ結論が出ておりませんが、介護保険法に基づく地域包括支援セン

ターの設置の中で考える検討や、既存の出張所の地域を活かすあり方など、

さまざまな議論が行われました。今後庁内で検討するという、まだご提案の

段階でございます。地域包括支援体制の将来像の中にある、コミュニティソ

ーシャルワークの機能ですが、今後コミュニティソーシャルワーカーの配

置等も検討してまいりたいと考えております。 

裏面は、推進施策のリストになっております。左側の基本理念から、基本

目標 1～3、それに対して、それぞれ推進施策、区の取組、重点事業を位置

づけております。のちほど、パブリックコメントのところでもご説明申し上

げますが、細かい事業は個別計画で述べている部分が多数ございますので、

できるだけ重層的支援体制整備事業や今回、この計画に包含して策定いた

しました〔成年後見制度利用促進基本計画〕に該当する部分を位置づけた状

態になっております。個々の事業で、「これが入っていない」という印象を

もたれることがあるかもしれませんが、そういった主旨ですので、ご理解を

賜りたいと思います。 

令和 4年 2月 20日から 3月 7日まで 2週間程度、パブリックコメントを

実施いたしました。その中でいただいた意見を集約したものが追加資料で

ございます。「●計画案へのご意見」「●区の福祉サービスや事業に関するご

意見」「●地域づくりに関するご意見」「●計画案を確認した感想等」と、カ

テゴリーに分けて整理をしております。「●計画案へのご意見」については、

今、反映をどのようにするかということで検討しておりまして、令和 4年 3

月 28日の計画策定委員会に向けて内容を確認しております。本日は、意見

のご紹介ということでご了解いただければと思います。障害等のある方に

関する部分については、5 番の『「後見的支援事業」を取り入れた計画を考
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えてみてはどうか。』と、6 番『成年後見制度利用促進基本計画では高齢者

利用を中心に書かれているが、親亡き後の障害者を考えている家族が利用

しやすい説明が記載されていない。』、11 番『計画の中に精神障害者の生き

づらさからくる行動や様々な要望に対する対応についての項目がないがな

ぜか。』、12 番『地域の福祉拠点整備に「（3）障害者に対する就労支援体制

整備の充実」を入れてほしい。』などの意見を頂戴しております。こういっ

たご意見への対応については、繰り返しになりますが、現在、どのように反

映するか検討しておりますので、策定委員会が終了しましたら、またご報告

申し上げたいと思います。 

○小川会長   ありがとうございました。幅広の地域福祉計画と、ここでずっと議論して

きている障害福祉関係との関連性をみながら理解するのは容易ではないで

すね。皆さん、たくさんの資料を見ながら考えていらっしゃると思いますが、

何か、ご質問等ございますか。オンラインの方々はいかがでしょうか。少し

難しいという雰囲気もありますが、よろしいですか。それでは、この件につ

いてもご質問、ご意見はございませんようですので、次に進めさせていただ

きます。それでは、報告（1）「（仮称）神田錦町三丁目施設整備の進捗状況

について」、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○湯浅幹事   資料 3に基づきまして、ご説明させていただきます。「（仮称）神田錦町三

丁目施設 整備概要」となっておりますが、こちらは、これまで皆さまにお

示しさせていただいていた資料とほぼ変わりありません。右側の整備予定

施設ですが、今の状況を捉えまして、若干修正いたしております。ただ、こ

れまでご報告してきた通り、機能自体は変わっておりません。また、福祉避

難所的機能がわかりづらいということがありましたので、説明を記載させ

ていただきました。スケジュールにつきましては、直近ですと令和 3 年度

は、障害者支援・高齢者施設運営予定者の募集と決定で、昨年、障害の部門

は社会福祉法人平成会に決定いたしました。今後、施設の機能について詰め

させていただく予定でございます。しかしながら、地域の方からご意見をい

ただきまして、そのご意見にはやはり丁寧な対応と詳細な説明が求められ

るということでございまして、区民説明会とは別に、令和 3 年 12 月 12 日

に地域の方と意見交換会を実施しております。そちらでまた色々なご要望



9 

をいただいたところでございます。今後につきましては、来年度令和 4年度

に DBO事業者募集と決定がございます。こちらで、施設の設計・施工等を行

う事業者を決めまして、実際に施設整備が進められていきます。その前に実

施計画を作成しなければなりません。 

資料裏面「事業スケジュール案」をご覧ください。フェーズ 1のところで

ございます。「運営予定者選定」は予定通り終了いたしました。来年度 4月

から 6月までの間に実施計画を策定していきますが、この辺りで、施設の規

模や高さが具体的に決まってまいります。改めてまた地域の方々と意見交

換を行うところでございます。その状況によりまして、若干スケジュールが

遅れる見込みもあります。今のところ、選定を先行してさせていただいてい

る中では、予定通り進めさせていただいている状況でございます。 

○小川会長   ありがとうございました。ただいまの神田錦町三丁目施設の進捗につい

て、皆さんからご質問やご意見はございませんか。 

○小笠原委員  前回、住民説明会について伺った時に、令和 4 年 3 月頃というお返事を

いただきましたが、令和 3 年 12 月 12 日に地域の方との意見交換会が行わ

れたというのが住民説明会の代わりなのでしょうか。 

○湯浅幹事   本来ですと、区民説明会を行う予定だったのですが、その前に地域の方と

の意見交換会を令和 3年 12月に行いました。それ以降につきましては、区

民説明会よりも前に、また意見交換会を行い、地域の方の理解をいただいて

いく予定になっております。次の区民説明会は、意見交換会のあとになりま

すので、地域の皆さまのご理解をどこまでいただけるかによって、令和 4年

の 4月以降に区民説明会の開催時期を決めさせていただきたいと思います。 

○鈴木（洋）委員 当初から DBOだったのでしょうか。最初からのことがわからないのです

が、DBO事業の長所としては工期が早いことだと思いますが、デメリットも

あると思うのですが、それについてお伺いしたいと思います。 

○湯浅幹事   計画の当初から検討した中で、最初に DBOというかたちで決定して、進め

させていただいております。 

○小川会長   メリット、デメリットについてはいかがでしょうか。 

○湯浅幹事   整備の手法にはあまり大差がなく、その中での選定として、従来型の手法

ですとやはり時間がかかる見込みがございまして、当初民設・民営という切
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り口から整備手法を決めさせていただいたのですが、やはり社会福祉法人

などから報告を受けていると、規模的に資金が足りなかったり、1棟丸々と

いうのは、社会福祉法人としては体力がもたないということがございまし

て、民設・民営は諦めました。その中で、DBOという切り口から色々な手法

を検討し、もちろんメリット、デメリットはございますが、以前「〇×」で

お示しさせていただいたと思います。鈴木委員にはまたのちほど、過去の資

料をお渡しさせていただければと思いますので、ご確認ください。どの手法

にもメリット、デメリットはございまして、「これがよい」というものはな

かったというのが当時の報告でございます。 

○小川会長   ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。 

○鈴木（隆）委員 先ほどの令和 3年 12月 12日の意見交換会で、どういった意見が出たの

か、この会で共有すべき情報があれば、ぜひ情報提供をお願いしたいと思い

ます。 

○小川会長   この会でもやはり住民の方たちの理解が難しい様子が当初伝えられてい

ましたので、令和 3年 12月の段階での様子をぜひ伺いたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○湯浅幹事   我々も悩んだのですが、皆さんそれぞれ個人的な意見交換会というかた

ちですので、実際に色々なご意見、ご要望書をいただいているのですが、そ

れを公表することは控えているところでございます。その中で、いただきま

した大きな要望事項についてだけお示しさせていただきたいと思います。

まず要望事項 1は、日照の確保してほしいということ。要望事項 2は、施設

建物の圧迫感について考慮してほしいということ。要望事項 3は、プライバ

シーの侵害について配慮してほしいということ。要望事項 4 は、騒音・振

動・悪臭の発生を抑制してほしいということ。要望事項 5 は、住民への説

明、意見・要望の徴収と反映でした。これらの大きな項目の中に、皆さん、

それぞれご事情によって、色々なお考えがございまして、それに対する意見

などもいただきました。簡単でございますが、このようなかたちでよろしい

でしょうか。 

○小川会長   よろしいですか。はい、それでは、その他いかがでしょうか。 
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○小笠原委員  今のご質問に関連したことなのですが、意見交換会で障害者支援施設に

対しての反対意見は具体的に挙がっていましたか。 

○湯浅幹事   基本的に意見交換会を始める前、区民説明会でもおっしゃっていたと思

うのですが、「福祉施設に反対するものではない」というスタンスで、意見

交換会はさせていただいております。その中で、建物の高さ、規模を抑制し

てほしいという方は、そこをもう少し縮小したり、廃止したりしてもいいの

ではないかというご意見はありますが、全体の中でのご意見としては、障害

者支援施設に区切ったところで反対するものではないと、我々は認識して

おります。 

○小川会長   他は、いかがでしょうか。よろしいですか。令和 3年度の施設運営予定者

の決定で、社会福祉法人平成会に決まったという話がありました。全体会で

あったかどうか、覚えていないのですが、高齢分野と障害分野の両方をカバ

ーできるような法人はなかなか難しいけれど、担い手の法人が非常に重要

だという議論をしたことを記憶しております。この法人は、高齢分野、障害

分野、どちらがメインであるのか、あるいは本拠地がどこかなどについて、

今日ご説明をいただくことはできますか。 

○湯浅幹事   実は、高齢者施設と障害者支援施設の両方に手を挙げていただいた法人

でした。結果的に障害だけ選定されました。千代田区の実績といたしまして

は、二番町で高齢者施設の運営を担っています。その他にも、千代田区では

ございませんが、障害者支援施設にも実績がある所でございます。 

○小川会長   所在地などについては、今は難しければ結構です。稀に、すごく地方の法

人で東京に実績がない所がこういったものにアプライしてきたりする例が

あるかなと思って伺いました。すでに千代田区で実績がおありだとお聞き

したので、十分かと思います。 

○歌川委員   この社会福祉法人平成会は、二番町に高齢者施設をつくった時点で、本部

は二番町に登記上移していると聞いています。 

○小川会長   ありがとうございました。他にはよろしいですか。それでは、（仮称）神

田錦町三丁目施設整備の進捗状況については、終了したいと思います。続き

まして、報告（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」、

お願いいたします。 
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○新井障害者福祉主査 障害者虐待防止推進事業の実施状況について、報告させていただ

きます。資料 4をご覧ください。「1.1）相談実績」ですが、障害者福祉課で

は令和 2 年度から、障害者虐待防止センターへ、24 時間 365 日、委託をし

ておりまして、相談対応の窓口としております。令和 3年度の障害者虐待防

止センターの相談実績は、12 月末現在で 29 件です。令和 2 年度の 31 件と

ほぼ同数となっております。令和 3年度の相談件数のうち、7件と書いてあ

る所がありますが、こちらの 7件は、虐待の疑いがある相談と委託事業所が

判断しての報告となっております。内容としましては、一部、経済的虐待疑

いがありますが、すべて心理的な虐待疑いで、ここには記載がありませんが

虐待の種別は、使用者の職場の上司からの虐待疑いが多くなっております。

この報告内容に応じて、障害者福祉課で当事者や関係者に聞き取りを行っ

たケースもありますけれども、いずれも虐待認定には至っておりません。「2） 

虐待認定実績」でお示ししておりますが、令和 2年度から現在に至るまで、

千代田区では虐待認定ケースは 0件になっております。 

「２.千代田区高齢者・障害者虐待防止推進会議」について記載しており

ますが、年 1回開催しております。令和 2年度、3年度ともに、コロナの影

響で書面開催とさせていただいております。 

「３.普及・啓発活動」についてですが、こちらは、虐待防止強化期間に

おける周知キャンペーンの実施や、障害者虐待防止研修会、障害者虐待防止

講習会なども開催しておりまして、広く啓発できるように実施していると

ころでございます。 

○小川会長   ありがとうございました。ただいまの障害者虐待・差別に係る相談と認定

実績状況についての報告について、何かご意見、ご質問はございますか。 

○鈴木（洋）委員 これは、ご相談に伺う方はご本人なのでしょうか。施設の中での虐待は、

周りの者が注意しても、本人がわかっていても訴えにくいことがあります。

施設の中で内部通報というかたちになると、内部通報した方がお辞めにな

って、当の職員は虐待を認めないのか、残っているままという状況もありま

す。この数字は、訴えることができた方の数字だと思うのですが、通わせて

いる親としては、知っていても、人質にされてしまうことを怖がって、訴え

にくい現状がございます。何度かそういう場面を見たことがあるのですが、
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その時にご指導いただいた時は、「青あざをつくったり、体に異変があった

ら、写真を撮るように」とリアルなご指導をいただきました。この数字の訴

えた方の内容が、それからどのように改善されるのかがなかなか周知でき

ない状態だと思います。この結果は、どのように反映されるのでしょうか。 

○小川会長   虐待の通報があった場合に、区としてどのような対応をしているのか。背

景として、特に施設等の場合はご本人の権利が守られにくい。中の情報を客

観的に掴みにくいご家族からのご心配があるということでした。通報があ

った場合に、区として、おそらくそういった心配がないように対応されるの

だと思いますが、少し補足の説明をしていただけるとよいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○新井障害者福祉主査 区の対応としましては、委託事業所から報告を受けまして、内容的

に虐待がある場合ということで、こちらの 7 件の件数を挙げさせていただ

いております。そういった方に関しましては、障害者虐待受付表を使って、

相談内容が書面で報告されます。その内容を受けて、この 7件のうち、障害

者福祉課で対応したのが 3件です。他の 4件は千代田区外の方で、委託事業

所の相談対応は 10 分から 30 分くらいの対応でしたが、特に虐待のリスク

は高くないということで相談を終了していたり、相談はしてこられたが連

絡先を教えていただけなかったということで終了となった方になっており

ます。あとは特に引き継ぎがないような日に関しては、翌日、「入電はあり

ませんでした」と委託事業所から障害者福祉課に報告が挙がってきます。 

○小川会長   障害者福祉課で対応した 3 件について、差し支えのない範囲で結構です

ので、補足の説明をお願いしてよろしいですか。 

○新井障害者福祉主査  そのうち 2件に関しましては、区内の施設利用の方で、障害者福

祉課で関わっていたことがある方でしたので、引き続き関わりをもたせて

いただきました。関係機関と連絡を取りながら、させていただきました。も

う 1件に関しましては、在勤の方とおっしゃっていたのですが、以前にも相

談されたことがあり、職場の人事課に相談したほうがよい案件でしたので、

そちらのほうをご案内したり、労働基準監督署をご案内した事例になって

おります。 

○小川会長   ありがとうございました。 



14 

○永田委員   障害者福祉課の相談専用電話と書かれていますが、これについては、例え

ば聴覚障害の方の場合は Zoomで相談したり、電話だけでは難しい知的障害

の方はメールでするなども、この中に全部含まれているのですか。 

○新井障害者福祉主査 今回の件数はすべて電話対応のみですが、障害者福祉課のメール

アドレスは区報を通じて公表しておりますので、そういった方は直接メー

ルでご相談されたことは過去にございました。あとは、MOFCAのよろず相談

でメールや、昨年 9月から Zoomでの相談を開始しておりますので、虐待に

関しての相談窓口としてご利用いただけます。 

○小川会長   他には、よろしいですか。突然ですが、大塚副会長、施設の中での虐待に

ついてのご心配が適切に処理されるのだろうかという鈴木委員からのご質

問もありましたが、適切な対応の仕方などについて、何かご助言があれば、

いただければと思いますがいかがでしょうか。 

○大塚副会長   今の話で、一般論なのですが、虐待は養護者による虐待と、施設従事者

等による虐待があるのですが、このような相談件数として、疑いのあるもの

として挙がってきて、それを最終的には市町村が虐待かどうかを認定しま

す。養護者による虐待相談からの認定に比べて、施設従事者による虐待の認

定のパーセンテージが低いです。なかなか中に入って、具体的な虐待の証拠

を掴みづらい。特に従事者は「そんなことはない」ということで、実際全国

的には虐待を通報した者が、反対に管理者側から名誉棄損で訴えられたケ

ースも出てきています。虐待防止法に対する挑戦のようなことがあります。

もちろん、何もなければよいのですが、警察ではないので調査権はありませ

んが、なあなあで「ない」とするのではなく、行政の権限で虐待について調

べることができるように最大限努力しながら行っていただきたいと思いま

す。 

○小川会長   実際、本当に施設の中での問題について、詳しく調査するのは難しいのが

現状だと思います。できる範囲で的確に対応していただきたいというご助

言をいただきました。その他、よろしいでしょうか。続きまして、その他（1）

「障害者福祉関連事業について」、各担当からご説明をいただいてよろしい

でしょうか。 
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○金子障害者福祉係長 資料 5-1、5-2、5-3についてご説明をさせていただきます。まず、

資料 5-1「千代田区の良かったこと調査の結果について」をご覧ください。

この「良かったこと調査」は、ご存じの方もいると思いますが、通常のアン

ケート調査ですと、「何が足りない」「こうしてくれ」という内容が多いので

すが、そのようなマイナス傾向の調査ではなく、「こんなことが良かったよ

ね」「これがうれしいね」というプラス指向の調査をさせていただきました。

昨年の令和 3 年 9 月 1 日現在、千代田区の障害者、総数約 2,000 名の方に

郵送で調査票を送らせていただきました。そのうち約 4 割の 800 人の方か

ら回答を得ました。これをまとめたものがこの資料です。資料右にある棒グ

ラフを見ていただくとわかるのですが、ほとんどの回答が「親切に関するこ

と（一般の方・職員・店員）」「インフラが充実していること」「システム・

支援・サービスが充実していること」でございました。特に、「声をかけて

いただいた」「身近な職員や駅員、店員の方に親切にされた」という回答が

多かったです。 

この内容をまとめたのが、資料 5-2です。今これを印刷にかけておりまし

て、3月末にできる予定です。この風船のような吹き出しの中に、アンケー

トで回答された内容をほぼそのままの文体で書かせていただきます。明ら

かに違うなというところだけ、直させていただいて載せています。この 8ペ

ージのパンフレットを約 1,000部つくり、4月以降、駅やコンビニなど、回

答にあった所に私ども障害者福祉課の担当職員がまわって、置かせてもら

って、「障害等のある方がこんなことを喜んでいるんですよ。実は、こちら

のお店はアンケートに回答がありましたよ」と理解を深めていく作業を今

後 1年間かけて行いたいと思います。また、アンケートに回答していただい

た方には、ご自身の意見がこのような物に反映されて、事業に展開されてい

くことを喜んでいただきたいと計画した調査でございます。この調査の報

告書は、120ページくらいのもので、こちらも 4月以降、ホームページにア

ップします。それを印刷すると大変ですので、今回はこのパンフレットだけ

にさせていただいております。4月以降、ぜひホームページでご覧いただけ

るとありがたいです。 
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○小川会長   ありがとうございました。「良かったこと」という調査、珍しいですね。

ユニークで、ほめて伸ばす方針でしょうか。この件については、よろしいで

しょうか。それでは続いて、事業所指導検査について、よろしくお願いいた

します。 

○松井給付・指導担当係長 資料はないので、口頭で、今年度令和 3年度の障害者福祉サー

ビス指導検査について報告をさせていただきます。今年度はコロナの影響

もございましたが、令和 3年 12月から令和 4年 2月にかけて、区内の 7事

業所、サービス別で申しますと、計画相談支援が 2か所、共同生活援助いわ

ゆるグループホームが 3 か所、就労継続支援 B 型が 1 か所、就労移行支援

が 1か所でございました。この区内 7事業所について、実地指導を行いまし

た。計画相談支援の事業所を除く、5事業所につきましては、私どもの他に

公益財団法人東京都福祉保健財団に一部委託をして、法人職員の方にもご

同行いただきまして、実地検査を実施しました。 

その結果でございますが、職場でのハラスメント防止対策の不徹底であ

るとか、虐待防止研修の実施が全従業員になされていないなどの事実が判

明しまして、指摘の上、改善を求めたところでございますけれど、給付金の

請求過誤に伴う返金を求めるなどの大きな指摘事項はございませんでした。 

○小川会長   ありがとうございました。指導検査の実施報告についてでした。皆さんか

ら、何かございますか。それでは、ジョブ・サポート・プラザ ちよだの変

更いついて、お願いいたします。 

○山野邊施設・就労支援担当係長 次期指定管理者、資料がございませんので、口頭でのご

報告とさせていただきます。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・運営は、指定管理者制度を活用して行っていますが、指定管

理者期間が令和 4 年 3 月で満了になるため、次期指定管理者の選定を昨年

度に行いました。指定管理選定委員会の選定の結果、社会福祉法人武蔵野会

が選定されました。すでに議会の承認をいただいております。本年度は、現

指定管理者と次期指定管理者の武蔵野会で引き継ぎを行っております。そ

して、令和 4 年 4 月 1 日から新指定管理者による運営管理を行っていきま

す。指定管理者の管理期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31 日

までです。 
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○小川会長   ありがとうございました。令和 4年から 10年間ですね。武蔵野会さんに

変更になったというご報告です。この件について、よろしいでしょうか。そ

れでは続きまして、新事業の紹介を児童・家庭支援センターからお願いいた

します。 

○小坂部発達支援係長 令和 4年度 児童・家庭支援センターでは、新規及び拡充事業を数

多く実施したいと思っております。簡単に説明いたします。「子ども発達セ

ンター（さくらキッズ）職員体制の充実」ということで、看護師職員を 1名

常設で配置する予定です。「子ども発達センター（さくらキッズ）保護者支

援の充実」では、東京都が養成・認定をしている「ペアレントメンター」を

事業の運営の中で懇談会や個別指導で活用していきたいと思っております。

次に、「発達障害等の療育経費助成の対象拡大」です。現行では 2歳から 18

歳までという対象年齢を設けておりますが、医療的ケア児や乳幼児が在宅

で受ける療育指導等も増えてきたことを受けまして、対象年齢を 0 歳児及

び 1歳児まで拡大を図ります。続きまして、「障害児通所支援サービス利用

者負担の軽減」についてですが、令和元年の 9月より、国で始まりました、

幼児教育の無償化ですが、こちらは障害児通所支援に関しても該当となり

まして、現行 3～5歳までが無償となっております。区独自に、対象外とな

っている 0～2 歳児につきまして補助を行いたいと思っております。「医療

的ケア児バッテリー等購入補助」は、人工呼吸器等の医療機器を常時使用す

る医療的ケア児が安心して地域で生活を送れるように、外出時や災害発生

時の電源確保のための予備バッテリー等の購入費用を上限 50,000円まで助

成します。最後に、「医療的ケア児等支援協議会」は、令和 4年度に設置を

予定しております。医療的ケア児が地域生活を送る上で関わるさまざまな

関係機関との連携・支援体制を構築するため、「医療的ケア児等支援協議会」

を新たに設置します。こちらは、第 2期障害児福祉計画の計画事業であり、

予定通り実施したいと思います。 

○小川会長   ありがとうございました。障害児のサービス、対応の拡充がなされていく

報告でした。皆さんから、何かございますか。 

○蒲生委員   医療的ケア児等支援協議会についてですが、委員はどういった方々で構

成されるのでしょうか。 
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○小坂部発達支援係長 委員の構成は、座長等も含めて、今検討しているところでございま

す。医療的ケア児には多くの関係機関が対応していますので、医療、福祉、

保健、教育も含めて、各分野から協議会に参加していただくことと、実際の

医療的ケアを家庭でなさっている保護者の方、当事者も含めて考えて、検討

しているところです。 

○貝谷委員   「千代田区地域福祉計画 2022［概要］」の基本目標 1の施策 1（2）移動支

援の充実で、①地域福祉交通「風ぐるま」の運行とあります。こちらのサー

ビスは個人的によく利用しています。福祉タクシーのサービスが大幅に縮

小していることをお伝えしたいです。以前は 18時以降でも大丈夫だったの

ですが、18 時以降は予約しか取らない。行先も以前に比べて大幅に縮小し

ています。予約も取りにくくなっております。以前は 24 時間体制でした。

この状況をシェアしたかったということと、もしこれについて合理的な理

由があれば、教えていただきたいということでございます。 

○小川会長   新しい話題ですね。福祉タクシーの利用について、少し以前と比べて体制

が変わっているのではないか。24 時間体制であったのが時間が制限、行先

についても制限、予約が取れないという観点からのご意見をいただきまし

たが、ご説明をいただいてよろしいですか。 

○佐藤福祉総務課長 ご意見ありがとうございます。以前メールでもご連絡を頂戴してい

たかと思います。福祉タクシーにつきましては、従前事業者のホームページ

に記載しております、受付やルールがございますが、そういったルール以外

の部分もかなり事業者のサービスとして対応できてきた部分がございまし

た。ただ、昨今の労働力不足やさまざまな経営上の理由がございまして、事

業者のほうで原則通りの運用をしたいという意向がございまして、ご不便

をおかけしている状況でございます。区の制度として、お知らせしている範

囲内での運用は確認しているので、ご理解賜ればと思います。よろしくお願

いいたします。 

○貝谷委員   その内容については理解できるのですが、合理的配慮ということ、昨今の

共生社会ということを考えますと、以前とサービスが後退しているのはど

うかなということを一般的な考えとしてもっています。改善を引き続き要

望していきたいと思っております。ありがとうございました。 
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○小川会長   ご意見ありがとうございました。区の制度としての運用の範囲内で行わ

れている。ただ、もう少し利便性を高めてほしいという要望があって、それ

は要望というよりも障害者の差別解消、合理的配慮の提供に少し問題があ

るのではないかという貝谷委員のご意見ということで理解してよろしいで

すか。 

○貝谷委員   理解は、要望しないと埋められないと思って、まずは合理的配慮をしてほ

しいというところからということでございます。 

○小川会長   合理的配慮の提供については、今回も虐待防止のところで件数等報告さ

れましたけれど、区にどのような要望があったのかについて、このような場

で若干ご紹介いただいて、それがどのように対応されているのかを紹介し

ていただくことも、他の地方自治体ではなされています。そうすると、皆さ

んの中でどういった問題が合理的配慮の提供に当たって、どういった問題

は、要望はあるのだけれど、なかなか対応が難しい問題なのかなという辺り

の共通理解ができていくと思いますので、今日は貝谷委員から「こういった

問題が起きている」とご発言いただいたということで、ここで理解をしてい

きたいと思います。こういった問題が起きた時の、対応のフローなどについ

ても、またこの協議会で適宜確認をしていきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○鈴木（や）委員 児童・家庭支援センターのさくらキッズの今の状態と、医療的ケアの必

要なお子さんのために色々な施策を考えていらっしゃるということで、と

てもよいと思います。実際に今、さくらキッズが混んでおりまして、1週間

に 1 回来られる方が、2 週間に 1 回になられたということを聞いておりま

す。参加したい方を全部受け入れるには、今のフロアの部屋の配置に無理が

あるように感じます。人数が多くなりまして、その中に本当にケアの必要な、

発達障害と言われているお子さんにしわ寄せがいって、回数が減ったりす

るなどしているので、今のフロアの状態と、たくさんのお子さんがいらっし

ゃること、あるいは病理的なお子さんも受け入れるということについて、ど

のような展望、ヴィジョンがおありなのでしょうか。 
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○小川会長   さくらキッズについての、物理的、また対応について、どちらもキャパシ

ティを越えつつあるのではないかというご指摘ですね。それでは、区からご

説明をお願いいたします。 

○安田幹事   ご質問ありがとうございます。確かにご指摘の通り、さくらキッズの登録

児童数がこれまでは 300人台でしたが、直近の 2月末時点で、400人を超え

る状況になりました。受け入れのキャパシティがハード面で限界にきてい

るだろうと認識し、私どもといたしましても、ご利用の皆さまにご不便をお

かけしている施設面の改善が喫緊の課題であるという認識でございます。

従いまして、さくらキッズに登録するお子さまが増えて、療育を受けていた

だける機会が減ってしまう状況がございますので、このご不便を打開する

ために抜本的な改善の方策といたしまして、さくらキッズの移転も含めて、

現在検討をしている状況でございます。今後、検討が熟してまいりましたら、

改めてこちらの会議の皆さまにご説明、ご報告をさせていただきたいと考

えているところでございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

○鈴木（や）委員 移転といいますと、丸ごとということですか。それとも、今富士見に小

学校ができていますが、そちらに分割するのでしょうか。  

○安田幹事   基本的には、分割することはあまりよろしくないと考えております。さく

ら館の 6階に現在さくらキッズがございまして、私ども児童・家庭支援セン

ターの事務室機能も同じく 6階にございます。こちらの事務室は、例えば児

童虐待の対応なども含めて、職員数が増えて、非常に狭くなっております。

また、同じくさくら館の 7階には、教育研究所や不登校の生徒さんを受け入

れている白鳥教室も設けておりまして、こちらをご利用の生徒さんの数も

増えている状況でございますので、こういった諸々の機能を併せて、抜本的

な改善策として移転も含めて検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○鈴木（や）委員 わかりました。私が最後に言いたいのは、本当に療育が必要なお子さん

も来ているので、その方に十分な療育をしていただきたいと思います。それ

が、小学校・中学校にあがる障害児の第一歩になると思いますので、障害を

もっていらっしゃるお子さんの療育を丁寧にしていただきたいと思います。 
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○安田幹事   ありがとうございます。まさにご意見をいただきました通りでございま

して、やはり発達支援の必要なお子さまにつきましては、早期発見、丁寧な

療育をしっかり受けていただくことが望まれると思いますので、よりよい

千代田区の発達支援を目指してまいりたいと考えております。 

○小川会長   ありがとうございました。区にも、キャパシティ超えについては認識をし

ていただいて、具体的な検討をされているようですので、また適宜ここでも

ご説明をお願いしたいと思います。 

○小笠原委員  さくらキッズの利用者が以前から増加傾向にあって、大変な状態だと伺

っていて、お母さま方から色々な要望があるので、支援の拡充を検討なさっ

て始められるのだと思います。スペースの面など限界がある中で、支援を拡

充するのはどうなのかと思います。基本的なところをきちんと整備する必

要があると思いますが、いかがでしょうか。 

○安田幹事   ご指摘いただきましたように、その規模に見合ったかたちでしっかりと

療育支援のサービスをご提供させていただくのが本来のあるべき姿だと認

識しております。従いまして、適正な規模とサービスのご提供を基本に据え

た上で、先ほどお答をさせていただきましたように、抜本的な改善策という

ことで施設の移転についても多角的に検討させていただきたいと考えてい

るところでございます。 

○小川会長   療育は、以前と比べて対象者の幅が広がってきています。そうすると、キ

ャパシティの問題があると思います。どこに重点を置くかは難しいと思い

ますので、移転や内容、サービスの提供のあり方についても含めて、おそら

く今後検討していただけるのではないかと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○大塚副会長   二点あるのですが、療育のことが出ていましたが、私はさくらキッズの

ことはわからないので、もし違っていたら申し訳ありません。国の指針の児

童発達支援ガイドラインをつくったのですが、その中に、今までの児童発達

支援センターなどの事業はずっと置いておくものではない。専門的であれ

ば、早くアセスメントして、どんな支援が必要か見極めて、短期間のうちに

一般の保育所にやってくださいと、国もそういう考え方です。どれだけ移行

したかを今調査しておりますし、放課後等デイサービスもそうなのですが、
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全部受け入れたら、どんどんいっぱいになってパンクしてしまいます。やは

りすべての人を受け入れるというのもおかしいんです。ソーシャルインク

ルージョンというのは、障害のない方とともに育つのが原則ですので、早く

そちらのほうへ。そのためには、なんでもいいから受け入れて、新しい施設

をつくるのではなく、保育所等の訪問支援という専門性をもって、保育所の

先生方にも一緒に学んでいただくようなシステムをつくる考え方です。さ

くらキッズの状況がわからないので、なんとも言えないのですが、そういう

方向性を取っていただき、そのためには専門性が必要だということです。 

もう一点、相談支援のことですが、期待しています。特に地域生活コーデ

ィネーターを 2 名配置することを決断したということで、この 2 名の方が

本当に専門性をもって、地域のことをコーディネートしていただいて、地域

全体を見ながら、色々なネットワークをつくっていく。いわゆる地域をつく

る、創造してくれる人なのだと考えます。まだ新しい領域ですが、ぜひ専門

性をもった人で行っていただきたいと思います。千代田区も今後相談に始

まって、相談に終わると思いますので、地域生活支援拠点のことも含めて、

相談支援がしっかりしないと基本的なことができませんので、相談支援を

地域生活コーディネーターにしていただくことに期待しています。今の仕

事の内容につきましては、地域福祉の中だとコミュニティソーシャルワー

カーの方や児童の相談があったり、学校や高齢者の相談もあります。そうい

う方たちと連携しながら、どんな支援をするかについて、地域生活コーディ

ネーターの仕事を規定する指針をつくったほうがよいと思います。「このよ

うな仕事を具体的にするんだ」と、その仕事のもとにおいて、1年間はこう

やったということをこの場で評価していく。「こんなことをやったけど、こ

こはまだ不十分だ」と、まさに千代田区の地域をつくってくれる人なので、

その人がどんな仕事をして、どんな課題があって、どこまでできたか。次は

こうやっていきたいというのをこの場で評価するのは、障害福祉を進める

上で非常に重要なことなので、仕事の指針と評価システムをつくっていた

だきたいと思います。必要であれば、私もつくります。よろしくお願いいた

します。 

○小川会長   重要なご指摘ありがとうございました。 
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○安田幹事   ありがとうございます。大塚副会長からご指摘ございました、しっかりと

したアセスメントを早い段階で行うこと。発達に支援が必要なお子さまや

グレーゾーンのようなお子さまについても、誰でも受け入れるということ

ではございませんので、当然ながら保育所等訪問支援事業も活用して、また

区から専門の支援員が保育所や幼稚園に訪問させていただき、アセスメン

トさせていただいておりますので、引き続き、グレーゾーンのお子さまも含

めて、保育所、幼稚園という未就学のお子さまを受け入れている関係機関で

も、インクルーシブな視点も踏まえて、今後のさくらキッズの拡充、展開に

ついてしっかりと検討させていただきたいと考えております。 

○小川会長   ありがとうございます。その他、皆さん、よろしいでしょうか。大塚副会

長がご発言くださったので、私も一言だけよろしいですか。コーディネータ

ーのところですが、「基本的には相談支援専門員や、社会福祉士、精神保健

福祉士等専門職の所持が望ましいが」という記述で、そのあと色々書いてあ

って、「人間力を重視した人選であることが望ましい」とあります。先ほど

委員の皆さまからも、地域にきちんと入っていける人材というご指摘があ

りましたが、人間力のある人材をとるのは当然のことだと思います。これま

で、専門性についてはずっと言われていることですので、どちらかというと

この書きぶりだと、望ましいのだけれど、それは難しいので人間力があれば

いいと読み取れないように、専門性も求めていくし、事業者はそういった人

材の配置をきちんと行っていくことについては改めて確認をしていきたい

と思うところです。その他、よろしいですか。それでは、その他（2）「今後

の協議会スケジュール等」について、よろしくお願いいたします。 

○金子障害者福祉係長 資料 6 をご覧ください。今日は色々な話をさせていただきました

が、それに関してまとめてございます。障害者支援協議会に関しては、年度

明けの 5 月か 6 月ぐらいに全体会を開催して、今年度の進捗状況の確認を

させていただきたいと思います。「改定に向けアンケート調査」という項目

がありますが、通常のスケジュールですと年度の後半に、三年後の改定に向

かって、アンケート調査をしなければいけません。そのために、各地方自治

体から厚生労働省に対し、3年間の計画では検証機関が短いので、計画期間

を延長してほしいという要望が出ております。延長が決まりますと、アンケ
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ート調査は先送りになりますので、ご承知おきください。小川会長、大塚副

会長のほうで情報をお持ちでしたら、ぜひ教えていただきたいと思います。 

○小川会長   特に私のほうでは新しい情報はありませんが、大塚副会長、何かございま

すか。 

○大塚副会長  ありません。 

○小川会長   それでは、アンケート調査については、厚生労働省の方針待ちということ

です。実態をきちんと把握していただいて、それに基づいてプランを立てて

いくことには変わりはないということで理解していきたいと思います。そ

の他、よろしいでしょうか。それでは、この辺りで終了とさせていただきた

いと思います。本日が今年度最後の協議会となります。残念ながら、新型コ

ロナウイルス感染症予防のため、皆さんと顔を合わせて、さまざまなことに

ついて議論することができませんでした。今日も議題がたくさんで、基本的

な情報をご説明いただくことでほぼ時間が過ぎてしまいましたけれど、皆

さんから普段感じておられることをご発言いただいて、それをうまく施策

に取り入れていくことがこの協議会の役割であると思いますので、また対

面しながら、意見交換をしていける時が早く来ることを、もう一息だと思い

ますが、願っております。私からは以上ですが、事務局にお返ししましょう

か。大丈夫ですか。それでは、本日は皆さま、お集まりいただきましてあり

がとうございました。閉会とさせていただきます。 


