飾区障害者施策推進計画・第５期

【取扱いについて】

No.

飾区障害福祉計画・第１期

飾区障害児福祉計画（素案）に対する区民の意見と区の考え方

◎：計画案に意見を反映する
○：計画（素案）に盛り込まれている
△：意見・要望としてお聞きし、今後の参考にする

計画（素案）関連箇所

意見の要旨

取扱い

区の考え方

飾区障害者施策推進計画に関するもの 45件
「障害者団体ヒアリング」に関するもの １件

1

13ページ
障害者団体ヒアリング

障害者団体ヒアリングについて、
精神障害者の家族の団体には実施さ
れていたが、当事者団体には実施さ
れていなかった。家族と当事者とで
は思いやニーズで異なる部分もあ
り、郵送での意向調査だけでは不十
分である。今後、 飾区の施策が当
事者の意見をより尊重し反映したも
のにしてほしい。

△

計画策定にあたりましては、当事者に対する郵送に
よる意向調査と障害者団体ヒアリングを実施しており
ます。
次回、計画を策定する際には、計画に当事者の意見
をより尊重し反映できるよう、調査方法を検討してま
いります。

基幹相談支援センターの整備につ
いて、いつまでにどのように検討を
進めていくのか明記してほしい。

○

基幹相談支援センターの整備に係る具体的な進め方
につきましては、今後検討してまいります。

「相談体制の充実」に関するもの ４件
16ページ
【今後取り組むべき課題】
17ページ
2
【今後の方向性】
18ページ
相談支援体制の充実

1

17ページ
【今後の方向性】
3
18ページ
相談支援体制の充実

精神障害者が、地域で安心して生
活が送れるよう今まで以上に区の支
援者と連携を図って支援できるよう
な施策をお願いしたい。

17ページ
【今後の方向性】
4
18ページ
相談支援の質の向上

相談支援専門員の質の向上につい
ては、国や東京都が目指す相談支援
専門員の質を区でも共有し研修を
行っていく必要がある。
どのような研修を行う予定か具体
的な内容を教えてほしい。区の中核
人材をどう育成していくのか官民共
同で考えていく場が必要と考える。

18ページ
相談支援体制の充実

精神障害のある方が安定した在宅
療養を可能にするために、個別性を
アセスメントした、より柔軟な福祉
サービスの充実を図ってほしい。

5

2

○

○

○

多様な障害に関する相談に対して適切に対応してい
くため、区の相談機関と地域の相談機関が各々の専門
性を発揮するとともに、相互に連携して取り組んでま
いります。

現在、民間の相談支援事業所と協働して相談支援専
門員研修会を実施しており、今後も人材の育成と相談
支援の質の向上に取り組んでまいります。

相談支援事業所と区が連携し、各々の役割を発揮す
ることで、障害のある方や家族の多様化、個別化する
支援ニーズに対応できるようにサービスの充実を図っ
てまいります。

「社会参加の支援」に関するもの ７件

6

21ページ
【今後の方向性】

障害への理解を広めるため、区と
して、多様な障害のある方が意思を
伝えたりコミュニケーションを広げ
たりできるようなルールを作ること
を検討してほしい。

◎

区は、障害のある方のより円滑な社会参加を実現す
るため、障害のある方の意思疎通支援を充実させてい
くことが必要と考えております。
計画（素案）では、「社会参加の支援」の中で新た
なコミュニケーションツールの検討に取り組むことと
していましたが、今回、コミュニケーションを広げる
ためのルールづくりについて多数のご意見をいただい
たことから、他自治体で定めているコミュニケーショ
ン条例等を参考に、障害のある方の意思疎通支援を充
実させるためのルールづくり及び新たなコミュニケー
ションツールの導入の検討に取り組んでいくこととい
たしました。

○

医療的ケアの必要な方が安心して生涯学習に参加で
きるように取り組んでまいります。

△

バス借上等社会参加促進経費助成は、現在、身体障
害のある方、知的障害のある方の団体を対象としてお
り、対象の拡大につきましては、今後検討してまいり
ます。

○

精神障害のある方の地域移行を進めるために、医療
機関や民間事業者と連携した地域精神保健医療福祉の
一体的な取組のもと、グループホームや地域生活支援
拠点の整備について検討してまいります。

（同様の意見が他に４件）

7

20～22ページ
社会参加の支援

医療的ケアの必要な方の生涯学習
の機会と場の提供を検討してほし
い。

22ページ
バス借上げ助成について、精神障
8
バス借上等社会参加促進経費 害も対象になるよう検討してほし
助成
い。

「社会資源の充実」に関するもの 18件

23～25ページ
9
社会資源の充実

社会資源の充実の【今後取り組む
べき課題】に、計画策定の中で検討
したことを盛り込んで、精神に障害
がある人の生活を支援するため社会
資源を充実させてほしい。

3

23ページ
【今後取り組むべき課題】
24ページ
グループホームの整備支援が、年
グループホームの整備・運営
に１か所だけでは足りないと感じ
支援
る。
特に平成30年に開所される通過型
10 障害福祉計画
入所施設から数年後に地域移行され
60～61ページ
る方の生活拠点を考えると、後半の
福祉施設の入所者の地域生活
３か年についてはさらに整備支援の
への移行
目標数を増やしてほしい。
78ページ
共同生活援助（グループホー
ム）

23ページ
【今後取り組むべき課題】
24ページ
グループホームの整備・運営
支援
精神障害のある方の入院後、最初
25ページ
からは単身生活が難しい方のための
短期入所先の確保
11
受け皿としてのグループホームや施
設、ショートステイの充実を図って
障害福祉計画
ほしい。
76ページ
短期入所（ショートステイ）
78ページ
共同生活援助（グループホー
ム）

4

○

グループホームの整備支援につきましては、特に重
度障害のある方のグループホームにおける消防設備の
設置の義務化やバリアフリー設備の設置による整備費
の高騰などにより民間事業者による整備が進みづらい
状況を踏まえて、目標値を設定いたしました。目標値
を増やすことにつきましては、今後、整備支援策の見
直しとあわせて検討してまいります。

○

地域で生活が困難な精神障害のある方に居住の場を
提供するとともに日常生活をアセスメントするための
体験宿泊ができるグループホームを整備するため、社
会福祉法人等に対し整備費の一部を助成することを検
討してまいります。

23ページ
【今後取り組むべき課題】
【今後の方向性】
24ページ
12
地域生活支援拠点の整備

障害福祉計画
63ページ
地域生活支援拠点等の整備
23ページ
【今後取り組むべき課題】
【今後の方向性】
24ページ
障害者通所施設の整備支援
13
障害福祉計画
68ページ
生活介護

地域生活支援拠点について平成31
年に知的障害については整備が予定
されている。三障害一元化が言われ
ている中で、１障害のみが取り上げ
られた意図をききたい。今後、区と
して障害種別ごとの拠点作りを検討
しているのか、具体的な計画を教え
てほしい。

医療的ケアを必要とする重症心身
障害者が通所できる施設を整備して
ほしい。人工呼吸器使用者が通所で
きる施設も整備してほしい。

○

知的障害のある方の地域生活支援拠点の整備計画に
つきましては、平成30年度に開設予定の地域生活支援
型入所施設を拠点として整備を進めていくこととして
おります。
知的障害以外の障害のある方の地域生活支援拠点に
つきましては、今後、通所施設や相談支援事業所等の
面的な連携を含めて検討してまいります。

○

医療的ケアを必要とする重症心身障害のある方の日
中活動の場が不足していることを踏まえて、たん吸引
や経管栄養等の医療的ケアに対応した通所施設の整備
支援について、検討してまいります。
また、人工呼吸器使用者に対応した医療型通所施設
の整備につきましては、特別区として、東京都による
整備を都に要望しております。

（同様の意見が他に２件）

24ページ
障害者通所施設の整備支援

よつぎ療育園にドクターを増や
し、サテライト式の施設整備をお願
いしたい。

△

いただいたご意見につきましては、よつぎ療育園を
設置している東京都に対して、内容を伝えます。

24ページ
障害者通所施設の整備支援
15
40ページ
療育機関の整備

聴覚障害と他の障害を併せ持つ、
ろう重複障害児・者のための放課後
デイサービスや作業所の必要性につ
いて考えてほしい。

△

現在、聴覚障害と他の障害を併せ持つ方には、既存
の障害者通所施設や放課後等デイサービスをご利用い
ただくように考えております。

14

5

△

重症心身障害のある方を対象とする入所施設及び特
別支援学校につきましては、東京都が管轄しており、
区として独自に整備を検討する考えはありませんが、
今後とも東京都と連携して、入所、入学が必要な方を
支援してまいります。

○

ご自宅で障害のある方の介護をしている保護者の方
の緊急時の対応や負担軽減のため、重症心身障害のあ
る方、医療的ケアが必要な方を含む、日常生活に支援
を必要とする障害のある方に対し、短期入所先を確保
していく必要があると考えております。区では、通所
施設等の整備を行う法人に対し、短期入所事業の実施
について働きかけるなど、短期入所先の確保に努めて
まいります。

高齢者も働くという社会の流れの
中で、65歳以降になって介護保険に
も該当しない元気な方も就労継続支
援Ｂ型が対象外となり働く場が奪わ
れるのは、区の計画の基本理念に反
するのではないか。区の意見を伺い
たい。

○

若年の障害のある方に広く就労の機会を提供してい
くためにも、65歳以上の高齢者の日中活動の場を、就
労継続支援Ｂ型に限定することなく検討していく必要
があると考えております。

25ページ
高齢な障害のある方の日中活動の
高齢な障害のある方の日中活 場の検討の担当の中に予防課も入っ
動の場の検討
てほしい。

◎

「高齢な障害のある方の日中活動の場の検討」につ
きましては、担当に保健予防課を加えました。

○

施設の適切な運営を支援するため、対象となる施設
及び利用者の状況を踏まえて、支援、助成を行ってま
いります。

23～25ページ
社会資源の充実
16
46～47ページ
特別支援教育の推進

25ページ
短期入所先の確保
17

障害福祉計画
76ページ
短期入所（ショートステイ）

23ページ
【今後取り組むべき課題】
18 25ページ
高齢な障害のある方の日中活
動の場の検討

19

25ページ
20
福祉施設の運営支援

重症心身障害者、重度肢体不自
由・知的障害者の入所施設、養護学
校を整備してほしい。
（同様の意見が他に１件）

区内に、重症心身障害児（者）、
医療的ケアが必要な障害児（者）の
短期入所先を確保してほしい。
（同様の意見が他に２件）

重度障害者の通所施設に対する補
助を増やしてほしい。
特に、通所バスの助成をしっかり
してほしい。

6

21

23～25ページ
社会資源の充実

精神障害者の障害福祉サービスに
ついては、各種別の施設が不足して
おり他区の施設を利用せざるを得な
い状況である。新しい施設の拡充は
もちろんのこと、既存の他障害の施
設の利用についても、本人の特性や
希望に応じて利用ができるよう検討
してほしい。

○

精神障害のある方の地域移行を進めるために、医療
機関や民間事業者と連携した地域精神保健医療福祉の
一体的な取組のもと、グループホームや地域生活支援
拠点の整備について検討してまいります。
また、他障害の施設の利用につきましては、本人の
状況や事業所の特色に配慮しながら支援してまいりま
す。

△

現在、緊急一時保護事業は、４か所の施設において
実施しております。緊急時の利用に支障をきたす恐れ
があるため、既存施設におけるレスパイトの利用を増
やすことは難しい状況ですが、場所を増やすことにつ
きましては、新たな施設整備等に合わせて、緊急一時
保護事業の実施を働きかけてまいります。
また、緊急一時保護事業は、心身に障害のある方の
介護をしている保護者の方等が、突発の疾病や冠婚葬
祭等で介護ができなくなったときにご利用いただく事
業です。要綱で定める事由に該当する場合であって
も、より多くの方の突発の事態に対応することができ
るようにするために、保護が必要な期間を最小限の日
数でご利用いただくようご協力をいただくとともに、
区としても受付時のご負担の軽減に努めてまいりま
す。

○

重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業につきま
しては、契約事業所に対して、本事業に対する一層の
理解・協力をいただき、利用時間を確保できるよう働
きかけるとともに、本事業の委託事業所数を増やすた
めに、未契約の事業所に対する個別の事業案内を行う
など、利用拡大策について検討してまいります。

「生活支援」に関するもの ２件

緊急一時保護のレスパイトと場所
を増やしてほしい。
緊急一時保護事由につき、家族の
疾病、近親者の冠婚葬祭で利用した
27ページ
い場合、窓口で厳しい質問がある
22
心身障害者（児）緊急一時保
が、要綱第３条関係には明確に記載
護委託
されていて判断が困難だとは思えな
い。範囲内の事由は、速やかに対応
してほしい。

26ページ
【これまでの主な取組と成果】
【今後の方向性】
23
27ページ
重症心身障害児（者）在宅レ
スパイト事業

重症心身障害児（者）在宅レスパ
イト事業について、訪問看護ステー
ションに制度の内容をもっと理解し
ていただき、利用しやすくなるよう
お願いしたい。

7

「保健・医療支援」に関するもの ５件
30ページ
【今後の方向性】
精神障害に対応した地域包括
精神障害者の方も高齢化が進んで
ケアシステムの構築
いる。単身の方も多く、認知症を合
24
併している方も増えている。安全に
障害福祉計画
生活していけるような支援策も進め
62ページ
てほしい。
精神障害に対応した地域包括
ケアシステムの構築

○

精神障害のある方が地域の一員として安心して自分
らしい暮らしをすることができるよう、医療、保健、
障害福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の
助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシ
ステムの構築を目指してまいります。

30ページ
【今後の方向性】
精神障害に対応した地域包括
ケアシステムの構築
民間と行政が連携し、定期的な連
31ページ
絡会を開き、顔の見える関係を築
飾区精神保健福祉包括ケア
25
き、それぞれの強みを生かした地域
推進協議会
包括ケアシステムを構築できること
に、大いに期待する。
障害福祉計画
62ページ
精神障害に対応した地域包括
ケアシステムの構築

○

精神障害のある方を地域で支えていくための協議の
場として、 飾区精神保健福祉包括ケア推進協議会を
設置いたします。

8

30ページ
【今後の方向性】
精神障害に対応した地域包括
ケアシステムの構築
地域包括ケアシステムの構築に向
31ページ
飾区精神保健福祉包括ケア け、推進協議会の回数、頻度、参加
26
推進協議会
者等、具体的な内容を教えてほし
い。
障害福祉計画
62ページ
精神障害に対応した地域包括
ケアシステムの構築
30ページ
【今後の方向性】
精神障害に対応した地域包括
ケアシステムの構築
27

障害福祉計画
62ページ
精神障害に対応した地域包括
ケアシステムの構築

地域での生活を送るうえでのご本
人のニーズが達成できることを支援
できる包括ケアシステムが構築でき
ることを期待している。

9

△

区では、 飾区精神保健福祉包括ケア推進協議会を
平成30年度に立ち上げる予定です。具体的な進め方に
つきましては、今後検討してまいります。

○

精神障害のある方が地域の一員として安心して自分
らしい暮らしをすることができるよう、医療、保健、
障害福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の
助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシ
ステムの構築を目指してまいります。

29ページ
【今後取り組むべき課題】
28
30ページ
【今後の方向性】

精神障害者が精神疾患以外の疾病
の治療を受ける時に、精神疾患を理
由に受診を断られること等がなく、
適切に近隣の医療機関で治療が受け
られるような連携を取ってほしい。

○

障害者意向等調査では、健康や医療についての不安
や課題は、「障害の重度化や病気の悪化が不安」「救
急時の治療（急に具合が悪くなったとき）が心配」が
共通して高く、医療的ニーズをはじめ、さまざまな障
害に対応できる専門性の高い支援体制が求められてお
り、関係機関における課題の共有や、状況に応じたき
め細かな支援のための取組を推進していくことが必要
だと考えております。
精神障害のある方が住み慣れた地域で充実した生活
を送ることができるよう、入院中から医療機関をはじ
めとする関係機関と連携し、医療継続と在宅療養の支
援体制を強化してまいります。

○

平成30年度の障害のある方の法定雇用率の改定を踏
まえ、より多くの方の一般就労が可能となるよう、区
内の民間企業に働きかけてまいります。

「一般就労への支援」に関するもの １件
35ページ
29 【今後の方向性】
職場開拓の推進

精神障害のある人が負担なく通勤
できる区内の特例子会社を増やして
ほしい。
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「障害児サービスの充実」に関するもの ２件
17ページ
【今後の方向性】
39ページ
30 【今後取り組むべき課題】
40ページ
【今後の方向性】
相談支援体制の充実
17ページ
【今後の方向性】
39ページ
31 【今後取り組むべき課題】
40ページ
【今後の方向性】
相談支援体制の充実

ライフステージに応じた連携を行
うために、教育機関や医療機関と連
携を図るためのきっかけを行政で
作ってほしい。

誕生から高校生まで指導されてき
た内容を社会人(施設)にもう少し時
聞をかけて引き継いでほしい。

○

区では、「連携ファイル」を発行して、保護者が主
体となって子どもに対する支援内容を乳幼児期から学
校卒業後まで引き継げるようにしてまいりました。
ライフステージに応じた関係機関との連携を図る
きっかけにつきましても、今後、相談支援体制の充実
に取り組む中で検討してまいります。

○

区では、「連携ファイル」を発行して、保護者が主
体となって子どもに対する支援内容を乳幼児期から学
校卒業後まで引き継げるようにしてまいりました。
学校卒業後の関係機関への引継方法につきまして
も、今後、相談支援体制の充実に取り組む中で検討し
てまいります。

○

区は、一人ひとりが尊重され、だれもが、安心して
暮らし続けることのできる、「心ふれあう住みよいま
ち かつしか」の実現を基本理念とした「 飾区ユニ
バーサルデザイン推進指針」を制定しております。そ
れに基づき、区民、事業者、及び区が協働して、不自
由さや不便さといったバリアを感じることなく、誰も
が自由に移動し、活動し、参画し、自己選択・自己決
定することができるユニバーサルデザインによるまち
づくりを進めております。

「ユニバーサルデザインのまちづくり」に関するもの ２件

50ページ
ユニバーサルデザインの普
飾区全体について、バリアフ
及・啓発
32
リーを徹底してほしい。
52～54ページ
ユニバーサルデザインのまち
づくり
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33

54ページ
駅の上下線に、エレベーター、エ
鉄道駅エレベーター等整備費
スカレーターを設置してほしい。
助成

○

区では、障害のある方、高齢の方などを含むすべて
の区民が、安全かつ快適に鉄道駅を利用して自由に行
動できるようにするために、「東京都福祉のまちづく
り条例」に基づいて、鉄道事業者が施行するエレベー
ター等を整備する事業に係る費用の一部を助成してお
ります。その結果、エレベーター、エスカレーターの
設置等、区内鉄道駅のバリアフリー化が着実に図られ
てまいりました。駅の上下線へのエレベーター、エス
カレーターの設置につきましては、駅の構造上等の問
題から、現状で新たな設備を設置することが困難な場
合もございますので、今後駅舎等の改修の機会を捉
え、鉄道駅がこれまで以上に利用しやすくなるよう鉄
道事業者と十分協議してまいります。

△

たん吸引等の電源を必要とする医療機器を使用する
重症心身障害児者の災害時対策につきましては、今後
検討してまいります。
また、情報の共有につきましては、個人情報の取扱
いへの配慮が必要であることを踏まえ、今後検討して
まいります。

○

平成27年度に、ウェルピアかつしかに非常用発電設
備の設置工事を行いました。
その他の福祉避難所における重症心身障害のある方
が使用するための発電機等の設備につきましては、今
後、福祉避難所の設備や備蓄品の充実を図る中で検討
してまいります。

「防災対策の充実」に関するもの ３件

34

35

55～57ページ
防災対策の充実

55～57ページ
防災対策の充実

たん吸引等の電源を必要とする医
療機器を使用する重症心身障害児者
も災害時個別支援計画を作成して、
防災課、保健所、福祉課で情報の共
有をお願いしたい。

福祉避難所には重症心身障害児者
が使うための発電機を設置してほし
い。

12

○

区では、災害時における支援が必要な要配慮者の名
簿を作成しております。
災害時の安否確認につきましては、区内全域の災害
時要配慮者を対象とした避難支援計画の充実に取り組
む中で引き続き検討してまいります。

強度行動障害がある方でも、安心
して支援を任せることのできる行動
援護の事業所の数の確保を是非お願
いしたい。

○

行動援護の利用見込みにつきましては、現時点の
サービス利用の実績を踏まえ、年間４人程度の方のご
利用があると見込んでおります。サービスを提供する
事業所の確保にも努めてまいります。

精神障害者の退院支援について、
東京都が自治体ごとの長期入院者に
81ページ
38
ついて数値を出している。その数値
地域移行支援、地域定着支援
をもとに 飾区として必要数の目標
値を出してほしい。

○

精神障害のある方で長期入院されている方の退院支
援につきましては、東京都の調査を基に、共同生活援
助について目標値に必要量を見込んでおります。

△

区では、地域課題を考える自立支援協議会の協議内
容につきましては、テーマごとに関係機関による専門
的な意見交換ができるよう、部会で協議することと
し、部会で協議した内容を、自立支援協議会として位
置づけている障害者施策推進協議会に報告するという
形をとっております。
自立支援協議会及び各部会のあり方につきまして
は、今後、関係機関等の意見を踏まえながら見直しを
行ってまいります。

56ページ
【今後の方向性】
自宅にいる障害者は動くことがで
きないので、無事かどうかの確認を
36 57ページ
災害時要配慮者への対応計画 お願いしたい。
の作成

第５期

飾区障害福祉計画に関するもの ６件

66～67ページ
37
訪問系サービス

39

82ページ
協議会

地域課題を考える自立支援協議会
と、施策の進捗状況を確認するため
の施策推進協議会は別に必要であ
る。また、相談支援部会で話し合わ
れたことが反映される仕組みを作っ
てほしい。
また、障害の種別にかかわりな
く、課題について話し合える部会が
必要ではないか。
（同様の意見が他に１件）
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86ページ
移動支援事業

飾区の場合精神障害の方は移動
支援のサービスを利用する事がなか
なか難しい現状があるように思う
が、今後親亡き後の支援などを行う
上でも、移動支援というサービスに
ついてより柔軟性が求められてくる
のではないかと考える。

○

86ページ
移動支援事業

移動支援事業については、精神障
害者が申請し利用するまでのハード
ルが高い。区全体の利用者数だけで
なく、障害ごとの利用者数を教えて
ほしい。

○

平成29年度の身体・知的障害の利用者数は月平均
509.3人、精神障害の利用者数は月平均6.3人、区全体
では、515.5人です。

42 その他

現場で支援しているスタッフが区
内の様々な障害福祉サービスについ
て理解を深め、障害分野間のつなが
りがもてるような企画(見学会や勉
強会、事例検討会など)をもてると
いいなと感じている。

△

各事業所間が連携し、スタッフの資質の向上や理解
の拡充に努めていらしゃることは、有意義だと考えて
おります。
今後、活動の拡大にあたり、区として、必要な支援
を検討してまいります。

43 その他

全体像が見える計画を策定してほ
しい。基幹相談支援センターや地域
生活支援拠点、 飾区がどのような
システムを作っていくのか、わかり
やすい計画としてほしい。

△

今般策定する計画につきましては、区民の方に、よ
りわかりやすく周知してまいります。

40

41

第１期

今後の課題として検討してまいります。

飾区障害児福祉計画に関するもの ０件

その他 ２件

◎：計画案に意見を反映する
○：計画（素案）に盛り込まれている
△：意見・要望としてお聞きし、今後の参考にする

６件
３４件
１３件
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