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「第６期江戸川区障害福祉計画及び第２期江戸川区障害児福祉計画（案）」 

の意見公募（パブリックコメント）手続の結果について 

 

 「第６期江戸川区障害福祉計画及び第２期江戸川区障害児福祉計画」の策定にあたり、

区ホームページ等により計画（案）を公表し、広くご意見を募集しました。お寄せいただ

いたご意見及び区の考え方は、以下のとおりです。 

 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。 

 

１ 意見公募手続の概要 

（１）意見募集期間及び周知方法 

  募集期間 令和３年１月 15 日から令和３年１月 29 日 

  周知方法 

ア 上記期間中、計画（案）を区ホームページに掲載するとともに、障害者福祉課窓

口での閲覧を実施 

  イ 令和３年１月 15 日号の「広報えどがわ」に掲載 

 

（２）意見の提出方法 

  ア 区ホームページ入力フォームからの入力 

イ 文書による郵送、窓口への持参またはＦＡＸ 

 

（３）意見の提出先 

  江戸川区福祉部障害者福祉課計画係 

 

２ 意見公募手続きの結果 

延べ 182 件 45 名 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

第１章 第６期江戸川区障害福祉計画及び第２期江戸川区障害児福祉計画の概要 

1 1 「（１）策定の趣旨」の記載を「障

害の有無によって分け隔てなく」で

なく、「障害の有無や種別による分

け隔てなく」となるとよいのではな

いか。 

策定の趣旨については、国の基本指針の共

生社会の実現ついての記載のとおり「障害の

有無によって分け隔てることなく」としてい

ます。 

2 3 「策定の考え方」で「国連の障害

者権利条約の理念を尊重する」や

「SDGs の取り組みと調和を図る」と

いうことが明記されたことはとて

も良い 

ご意見ありがとうございました。 

3 7 「２ 関係法令等の制定・改正状

況」の記載の「バリアフリー法」の

一部改正の「心のバリアフリー」に

ついて、閣僚会議で決定した「ユニ

バーサルデザイン 2020 行動計画」

における「心のバリアフリー」につ

いての考え方を注釈で構わないの

で記載をするとよいのではないか。 

ご意見を踏まえ、「ユニバーサルデザイン

2020 行動計画」における「心のバリアフリー」

の考え方について注釈を追記しました。 

4 8 基本指針見直しの主なポイント

の中で、「相談支援体制の検証・評

価」との記載があるが、具体的な手

立てや数値目標を記載するとよい

のではないか。 

令和２年（2020 年）５月に見直しされた国

の基本指針の主なポイントを厚生労働省「社

会保障審議会障害者部会」資料より引用し記

載しています。 

引用先を追記しました。 

5 8 基本指針見直しの主なポイント

の中で、「日中サービス支援型共同

生活援助により常時の支援体制確

保」との記載があるが、具体的な手

立てや数値目標を記載するとよい

のではないか。 

6 8 基本指針見直しの主なポイント

の中で、「地域共生社会の実現に向

けた取り組み」の「柔軟なサービス

の確保、包括的支援体制の構築」に

ついて、具体的に記載するとよいの

ではないか。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

7 8 基本指針見直しの主なポイント

の中で、「発達障害の診断等を専門

的に行うことができる医療機関等

の確保」と記載があるが、複数確保

する予定なのか。 

令和２年（2020 年）５月に見直しされた国

の基本指針の主なポイントを厚生労働省「社

会保障審議会障害者部会」資料より引用し記

載しています。 

引用先を追記しました。 

8 8 基本指針見直しの主なポイント

の中で、「福祉人材の確保」の「障

害福祉の現場の魅力の積極的な周

知・広報等の取り組み」について、

具体的に記載するとよいのではな

いか。 

9 8 基本指針見直しの主なポイント

の中で、「福祉人材の確保」の「障

害福祉の現場の魅力の積極的な周

知・広報等の取り組み」として、労

働に見合った賃金が支給されるよ

う、賃金改定の必要性について研修

等を実施するとよいのではないか。 

第２章 江戸川区の現況 

10 25 支援区分の認定者数の推移と共

にサービス受給者数の推移も掲載

をするとよいのではないか。 

受給者数の推移は、各サービスで異なりま

すので、「第４章 サービス量の見込みと成

果目標の設定」（49 ページ～）に記載してい

ます。 

11 26 江戸川区の実雇用率の実績の記

載をするとよいのではないか。 

東京労働局から、令和２年の区内の実雇用

率の提供がありましたので、追記しました。 

第３章 共生社会の実現に向けた取り組み 

12 28 地域共生社会の実現に向けた地

域住民主体の地域づくりの中で、町

会・自治会・各種団体等に地域共生

社会担当者を設置し、地域共生社会

を推進した団体に協力金を提供す

る取り組みをするとよいのではな

いか。 

地域共生社会の実現に向けた取り組みに

ついては、「第３章 共生社会の実現に向け

た取り組み」に記載しています。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

13 29 障害者差別解消法の普及啓発・相

談対応での職員の対応力の向上に

あたり、障害当事者を交えての研修

を実施するとよいのではないか。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

14 30 障害者虐待防止について、区内事

業所を対象に研修会を実施すると

よいのではないか。 

区内事業所を対象に障害者虐待防止研修

会の実施を予定しています。 

15 30 事業所での虐待通報について、内

部通報者を保護する仕組みの構築

が必要である。 

平成 18 年に施行された公益通報者保護法

により、公益通報をしたことを理由とする解

雇の無効、不利益な取り扱いの禁止が定めら

れています。 

16 31 障害者虐待ＳＯＳ電話の設置は

通報先の一元化と見える化を是非

実現してほしい。 

令和３年度から身体・知的・精神の障害者

虐待通報窓口を一元化し、24 時間 365 日受付

可能なＳＯＳ電話を設置します。 

17 32 精神障害のある方が生活保護関

連施設を利用するにおいての障害

の理解を深めてもらえるような取

り組みをしてほしい。 

生活保護関連施設に限らず、障害に関する

理解を深めていく取り組みは、施設に関係す

る部署から働きかけをする必要があります。 

関係する団体や個人に対して、３障害を理

解していただくため、今後も取り組んでいき

ます。 

18 32 精神疾患の理解・啓発の為に、教

育現場で、小中高と、年齢に応じた

パンフレットを作成し、その配布や

保護者と教育者への啓発のための

講演会の開催や相談体制の充実を

望む。 

精神疾患を対象とした講演会等は、引き続

き、来年度も予定しています。 

19 33 「なごみの家」の役割や機能をわ

かりやすく周知してほしい。 

（同様意見 外１件） 

「なごみの家」は用事がなくても、ふらり

と立ち寄れる場所として周知する必要があ

ります。なんでも相談や居場所としての役割

にとどまらずに、地域の方の創意工夫による

取り組みを後押しするために、必要なネット

ワークを繋げる等地域への働きかけをこれ

まで以上に強化していきます。 

役割や機能を具体的に理解していただけ

るパンフレットやホームページについて内

容の検討をしていきます。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

20 33 今後設置予定の「なごみの家」で

は、重度の障害児者も安心して利用

できるのか。 

地域の方が、いつでも誰でも集い交流でき

ることが、なごみの家の特徴の一つとなって

います。一方で、地域の空き家・空き店舗を

活用することがコンセプトの一つとなって

います。地域共生社会の拠点という観点から

ユニバーサルデザインは必須の条件である

と考えますが、さまざまな条件の中で、より

多くの方々が利用しやすい「なごみの家」を

設置していきます。 

21 35 地域の子ども達も安心できるよ

うに、公園手洗所の「だれでもトイ

レ」は巡回清掃や見守りをする人は

いるのか。 

公園手洗所の「だれでもトイレ（バリアフ

リートイレ）」の清掃は週４回から７回実施

しており、管理委託業者による点検及び巡回

は週１回実施しています。 

また、「だれでもトイレ」を「バリアフリ

ートイレ」に記載を変更しました。 

22 36 ユニバーサルデザイン遊具の新

たな導入を進めてほしい。 

令和３年度より随時、取り入れていきま

す。 

23 37 駅の整備が進められていて保護

者として安心した。 

ご意見ありがとうございました。 

24 37 エレベーターが使用できないこ

とも考慮し、駅のバリアフリールー

トの複数ルート化を進めてほしい。 

バリアフリールートについては、駅の特

性に応じ、更なる充実に向けて複数ルート

の整備を各事業者に要請していきます。 

25 37 学校のバリアフリー化について

記載するとよいのではないか。 

学校も公共施設として記載しています。 

文科省の指針に沿い、引き続き整備を進め

ていきます 

26 38 「障害者就労支援センター」の今

後の取り組みに、「雇用施策との連

携による重度障害者等就労支援特

別事業」の案内と推進について追記

をして、取り組んでほしい。 

ご提案の事業については、ニーズを把握し

たうえで、支援のあり方を検討していきま

す。 

今後の取り組みに追記しました。 

27 39 「障害者の雇用促進（区職員）」

の採用について、合理的配慮の有無

を確認し必要な措置を講じるのは

とても良い。 

ご意見ありがとうございました。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

28 39 自分らしく働くことを支援する

新法人について、設置時期や運営内

容の具体的な記載をするとよいの

ではないか。（同様意見 外５件） 

就労移行支援事業等の障害福祉

サービスとの違いはあるのか。 

就労意欲はあるものの就労に繋がってい

ない方等に対し、職業紹介事業、労働者派遣

事業、請負事業等により、一人ひとりに沿っ

た働き方を提供する『一般社団法人みんなの

就労センター』が令和２年 12 月に法人登記

されました。本格的な事業は、令和３年度の

早期より開始する予定です。区内の事業所な

ど就労の場を開拓していきます。区では運営

費等、自立した運営がなされるまで支援を行

います。 

29 40 「障害者スポーツの振興」取り組

みとして、東京パラリンピック22競

技“できる”宣言の実現に向け、介

助を必要とする障害当事者が気軽

に参加できるようなサービスの支

給量の増加等の支援を強化する旨

を記載するとよいのではないか。 

訪問系サービスの支給量については、その

方のライフスタイルを勘案し、公費で支給す

ることが相応しいか等を総合的に考慮した

うえで、決定しています。 

また、障害のある方が運動やスポーツに参

加しやすくなるよう、当事者のご意見を伺い

ながらよりよい障害者スポーツ環境づくり

に努めます。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

30 43 「災害時の要配慮者への支援」の

今後の取り組みについて、避難先の

福祉避難所を予め指定することに

より、指定先以外に避難した場合に

排除されることがあるか。 

また、５階建て以上の共同住宅等

での垂直避難者への支援等の取り

組みについて記載するとよいので

はないか。 

災害時の避難行動要支援者については、福

祉避難所を予め指定し、円滑な避難ができる

よう取り組みを進めています。避難する際に

は、個別計画に基づいて、指定された避難者

と避難先の施設が連絡を取れるような体制

を検討しています。 

大規模水害時においては、基本的には自主

的な広域避難を呼びかけますが、共同住宅の

浸水しない上階への避難については、個別計

画を策定し、一人一人に合った支援の方法を

検討します。 

31 43 「今後の取り組み」において、「避

難先の指定」「個別支援計画の策定」

「福祉避難所受け入れ態勢の整備」

「福祉避難所の拡大」について、当

事者も、サービス等利用計画を作成

する相談支援専門員にとっても、大

いに関心のあるところである。 

「今後の取り組み」については、現段階で

検討している項目になります。今後とも共助

と公助の効果的な取り組みを推進していき

ます。 

具体的な取り組みについては、今後検討し

説明していきます。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

32 43 車いす利用者は、エレベーターの

ない避難所には手助け必要となり、

行くのが困難である。福祉避難所受

入態勢整備をお願いしたい。 

災害弱者である自ら避難することが困難

な避難行動要支援者に対し、災害時に二次避

難所である福祉施設へ直接避難できるよう

段階的に取り組みを行っています。 

今後は、地域防災の基本である、自助・共

助を最大限尊重し、要配慮者への支援策を検

討していきます。現在、福祉避難所の指定を

行い、日常的な交流によるつながりを強め、

自助・共助の機運を醸成します。また、個別

計画を策定し、一人一人に合った支援の方法

を検討します。 

33 43 水害について、「要配慮者利用施

設（介護事業所等）」と記載がある

が具体的な記載をするとよいので

はないか。 

また、「水防法で義務化された避

難確保計画」を参考に載せたらよい

のではないか。 

要配慮者利用施設は多種に渡るため、代表

的な介護事業所を明記しています。 

また、避難確保計画は、福祉事業者が施設

利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために平時から作成している計画です。 

ご意見を踏まえ、以下の内容を追記しまし

た。 

※避難確保計画 

 平成 29 年に「水防法等の一部を改正す

る法律」の施行により、浸水想定区域内の要

配慮者利用施設の管理者等に作成が義務づ

けられました。施設利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため、防災体制・避難誘導・

施設の整備等を施設管理者等が主体的に作

成するものです。 

34 43 地域防災の基本理念として「自

助」「共助」「公助」の３つの考え

方が記載されているが、人や組織の

連携だけではなく、考え方の連携を

盛り込むとよいのではないか。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり記載を変更

しました。 

 

地域防災の基本理念として「自助」「共助」

「公助」の３つの考え方があります。この３

つの考え方を組み合わせ、かつそれぞれが連

携協力して防災対策を行うことが、より多く

の命を災害から守ることにつながります。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

35 43 要配慮者のうち、特にひとり暮ら

しの方や高齢者世帯の避難につい

て支援できるような取り組みはあ

るのか。 

区では、自ら避難することが困難な要配慮

者の方を避難行動要支援者として、名簿の作

成及び福祉施設への直接避難ができるよう

段階的に取り組みを行っています。 

また、地域防災の基本である、自助・共助

を最大限尊重し、要配慮者への支援策を検討

していきます。現在、福祉避難所の指定を行

い、日常的な交流によるつながりを強め、自

助・共助の機運を醸成します。また、個別計

画を策定し、一人一人に合った支援の方法を

検討します。 

36 43 避難先や個別支援計画や福祉避

難所について、具体的に知りたいと

思った区民にどのように案内する

のか。 

対象となる方々には、避難に関する意向調

査を毎年行い、その中で考え方等を説明して

いきます。 

37 44 「新庁舎の建設」において、各種

の障害者当事者の声も聞くことの

記載をするとよいのではないか。 

本文中に記載の「利用者」には、障害者当

事者はもちろんのこと、新庁舎の利用が想定

される、熟年者や子育て中の方、外国人等あ

らゆる方を包含しています。新庁舎建設の基

本理念にあるとおり、「誰にでも優しい庁舎」

を目指し、庁舎建設を進めてまいります。 

38 45 児童相談所の養育困難相談はど

のように行われるのか。 

児童相談所「はあとポート」では、18 歳未

満の子どもに関するあらゆる相談を受け付

けています。子育てに悩む保護者の方だけで

なく家族や学校のことで悩むお子さん本人、

子育て世帯を取り巻く地域のすべての方々

からの相談に応じます。継続的な支援が必要

な場合は、児童福祉の専門職員が子どもとそ

の家庭に適した援助を行います。 

39 45 大人の発達障害について、どこに

相談すればよいのかわからない。相

談機能の充実を望む。 

発達相談・支援センターでは発達障害相談

事業として、18 歳以上の方の相談窓口を設け

ています。 

40 46 「心のバリアフリー」として、ピ

アカウンセラーやメンタルケアを

入れたらよいのではないか。 

（同様意見 外１件） 

46 ページは先導的共生社会ホストタウン

に登録された時の取り組みについて、記載し

ています。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

41 47 「えどがわ未来カンファレンス」

の委員になられた方の中には障害

当事者の方はいるのか。 

委員のうち、３名の方が障害当事者です。 

42 47 当事者の参画が明記されていな

いことに強い不安を感じる。一方

で、計画では誰一人取り残さないと

いう強い信念は見える。(仮称)江戸

川区共生社会ビジョンの策定 や

(仮称)江戸川区共生社会=SDGs ビジ

ョンにも大きな期待を寄せている。 

策定経過については、「資料編」（87 ペー

ジ～）に記載しています。 

策定委員には、障害当事者や各団体、事業

所等が参加しており、ご意見をいただき計画

を策定しています。また、江戸川区地域自立

支援協議会においても、策定状況を報告し、

ご意見をいただきました。 

43 48 「（２）今後の取り組み」の記載

の中で、地方創生 SDGｓ官民連携プ

ラットフォームについての説明が、

ステークホルダー等の言葉があり、

わかりにくい。 

ご意見を踏まえ、ステークホルダーの後ろ

に括弧書きで「利害関係を有する企業・団体

等」と追記しました。 

第４章 サービス量の見込みと成果目標の設定 

44 49 第５期までと同様、成果目標を最

初に説明し、その後にサービス見込

み量を分けて書くとよいのではな

いか。 

今期では、成果目標と各サービスの関連性

を表現するために、一体的に記載していま

す。 

45 50 成果目標を達成について、地域自

立支援協議会等で議論するとよい

のではないか。 

障害福祉計画の実績については、毎年、地

域自立支援協議会にて報告を行うとともに

ご意見をいただいています。 

46 52 「訪問系サービス」の「見込量確

保のための方策等」の欄に、重度訪

問介護の考え方の記載をするとよ

いのではないか。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり追記しまし

た。 

「重度訪問介護」は障害の多様化、重度化

により、重度訪問介護の需要は増えていくと

考えられます。実績と同様に引き続き微増し

ていくと見込みました。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

47 52 ヘルパーが不足で利用できない

ことがある。ヘルパーが増えるよう

な取り組みもお願いしたい。 

サービス提供事業所との連携、調整によ

り、必要なサービス量の確保に努めていきま

す。 

ヘルパー等の人材確保や定着を目的とし

て、令和２年度の新規事業として「介護・福

祉人材緊急確保・定着奨励金事業」を実施し

ており、人員不足の解消に努めています。 

訪問系サービス従業者の確保、質の向上に

ついては、今後実施事業者と連携を図りま

す。 

48 52 ヘルパーでもくすりのサポート

ができるようにしてほしい。 

（同様意見 外１件） 

サポートの内容にもよりますが、薬のサポ

ートは厚生労働省による通知「訪問介護にお

けるサービス行為ごとの区分等について」等

のルールに従って、訪問看護等による支援と

なります。 

49 52 同行援護について、手帳保持者数

の減少で支給量も減らすのではな

く、支援の担い手不足の問題もある

ので、増やす必要があるのではない

か。 

「同行援護」の見込量について、視覚障害

にかかる手帳所持者数の減少に伴い、利用者

数は微減すると見込みました。 

同行援護の従業者の確保については、今後

実施事業者と連携を図ります。 

50 54 未就学児の緊急時の短期入所が

足りない。 

短期入所については、就学児より利用の支

給決定をしています。 

未就学児の緊急時の受け入れについては、

子どもショートステイ、一時保護等で相談い

ただくことになり、児童相談所はあとポート

では、専門の職員が相談を伺いながら個々の

相談に適した助言等を行っています。 

また、他機関の援助が必要な場合は、専門

機関を紹介します。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

51 54 就労に伴う生活における課題に

対して支援を行う「就労定着支援」

と、全般的な生活面の支援を行う

「自立生活援助」は、併用すること

でそれぞれの視点から課題に向き

合うことでサービスの長所を生か

すことができるというような、充実

した支援を提供できる仕組みづく

りをお願いしたい。 

就労定着支援が自立生活援助における支

援内容の範囲をまかなえること、また、就労

定着支援の利用者は一般企業に就職してい

ることから自立生活援助の併用は現在認め

られておりません。 

厚生労働省の通知「介護給付費等に係る支

給決定事務等について（事務処理要領）」に

従って支給決定を行いますが、併用できない

サービスがある場合は、他に補えるものがな

いか、又は別の方法が採用できないか、相談

支援専門員と連携して対応していきたいと

思います。 

２つのサービスは目的が異なります。ま

た、就労している方に自立生活援助が必要な

のかとの議論もあります。ご提案について

は、ご意見として承ります。 

52 54 障害者就労支援センターや就労

移行支援事業所等において、短期間

で作業能力等のアセスメントがで

きる場があるとよいのではないか。 

区役所内での障害者チャレンジ

事業等もあるとさらに区内の就労

支援事業が充実すると思う。 

就労事業の作業能力のアセスメントにつ

いては必要性を認識しています。ご提案につ

いては、ご意見として承ります。 

現在、区では、障害者チャレンジ事業は行

っていませんが、ご提案については、ご意見

として承ります。 

53 60 区内にグループホームでの対応

が困難な重度の身体障害者を受け

入れる入所施設を希望する。 

日中サービス支援型グループホーム等の

重度化に対応したグループホームの設置を

促進してまいります。 

54 60 女性知的障害者専用グループホ

ームを区内の空き家を利用して運

営してほしい。 

性別や障害特性等ニーズを見極めて、グループ

ホームの設置を促進していきます。 

また、空き家の活用については、安全面や設置

基準に即して、行います。 

55 60 グループホームの運営は、多種多

様の法人が行っており、サービスの

質の向上のための取り組みが必要

である。また、グループホームコー

ディネーターの充実が望まれる。 

（同様意見 外１件） 

グループホームコーディネーターの役割

は、主に事業者の運営支援や連絡調整を行っ

ています。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

56 59 「成果目標２福祉施設の入所者

の地域生活への移行」について、国

の基本指針に反して、増加する目標

値になっているが、国の基本指針に

即した目標値にすべきではないの

か。 

（同様意見 外１件） 

障害者の高齢化・重度化に伴いグループホ

ーム等での対応が困難等、施設入所が真に必

要な方が増えている状況を考慮し、令和５年

度末の施設入所者数の目標値を設定しまし

た。 

57 61 福祉施設の入所者の地域移行に

ついて、グループホームでの人員配

置を増やす等、どのような利用者で

も日中や夜間の支援ができる体制

を整えてほしい。 

日中サービス支援型グループホーム等の

重度化に対応したグループホームの設置を

促進します。 

58 62 国の基本指針について、「令和元

年度（2019 年度）末時点の施設入所

者数の６％以上が地域生活へ移行

することを基本とする。（区に当て

はめると、令和元年度（2019 年度）

末の設入所者数422 人から 26 人以

上を地域生活へ移行する)」の後に、

「必要がある」の文言を付け加えた

ほうがよいのではないか。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり記載を変更

しました。 

 

区にあてはめると、令和元年度（2019 年度）

末施設入所者数 422 人から 26 人以上が地域

生活へ移行することとなる。 

59 62 福祉施設の入所者の地域移行者

数の目標値設定について、どのよう

に判断したのか、地域移行の希望調

査の実施等について記載するとよ

いのではないか。 

現在、入所施設の利用者のうち、年齢や障

害状況、本人や保護者の意向等を考慮し、グ

ループホーム等への移行が見込まれる人数

を目標値として設定しました。この成果目標

を設定するための地域移行の希望調査は行

っていません。 

60 63 精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築における国の

基本指針について、区の具体的な計

画案を示してほしい。 

国の基本指針は都道府県に対する目標に

なります。計画書では、区の現状について、

記載しています。 

精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築は精神保健事業のすべての面に

ついて充実と発展が不可欠です。 

国の指針も大切ですが現在は協議の場の

活用や連携をより有用に機能することと地

域資源の充実が不可欠です。区としては国の

構築支援事業、構築推進事業に参画していま

すので、実効性を伴った施策を今後も展開し

ていきます。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

61 63 精神障害にも対応した包括ケア

システムについて、精神だけでなく

身体障害、知的障害、難病も含めて

ほしい。 

成果目標については、国の基本指針に示さ

れているとおり精神障害にも対応した包括

ケアシステムについて記載しています。 

あらゆる障害の方の支援については、各相

談窓口と連携して行っています。 

62 63 精神障害の方が地域で暮らす中

で環境の変化等によって体調を崩

すことがあるため、本人が体調を大

きく崩す前に休息入院が出来るよ

うになるとよいのではないか。 

（同様意見 外１件） 

残念ながら現在、区内には有床の精神科病

院がありません。したがって近隣自治体の精

神科病院との連携が必要不可欠であると認

識しています。精神障害ある方の様々なニー

ズに対応できるように今後とも努力してま

いります。 

63 63 対応が難しい精神障害の方の日

常生活上の相談に応じられる様な

日中サービス支援型グループホー

ムの設置が必要である。 

日中の支援については、障害福祉サービス

の他、様々な事業を通じて行います。 

64 63 発達障害の診断等を専門的に行

うことができる医療機関や入院出

来る地域の精神病院が必要である。 

近隣自治体の精神科病院と連携し、精神障

害のある方の様々なニーズに対応できるよ

うに今後とも努力してまいります。 

65 63 精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築について、地域

自立支援協議会、精神保健福祉協議

会、各種連絡会等での連携が必要で

ある。 

精神保健福祉協議会は、相談支援事業所等

各機関の代表で構成しており、地域自立支援

協議会と情報の連携を図っています。 

66 64 計画相談支援の見込量確保のた

めの方策等について「今後の推移を

見守っていきます。」とあるが、何

の推移を見守るのか。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり追記しまし

た。 

今後の利用者数や事業所数の推移を見守

っていきます。 

67 64 計画相談支援の利用者の実績と

見込量の数値の根拠は何か。 

計画相談支援の利用者数の実績は、国民健

康保険団体連合会を通じた請求内容を基に

算出しています。 

68 65 障害福祉サービス等につながる

前に障害のある方がどこにどう相

談したらいいかわからず、障害のあ

る方をサポートできる体制を構築

してほしい。 

区の相談業務を行う窓口では、障害のある

方やその家族からの相談に応じ、必要な情報

の提供、助言、虐待防止等の権利擁護のため

に必要な援助、及び障害福祉サービスの利用

支援を行っています。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

69 65 「相談支援事業所との連携強化

の推進」とは、具体的にどのように

行うのか。 

（同様意見 外２件） 

人材育成における連携については、ブラッ

シュアップ研修を通じて、専門的な知識の習

得や対応方法を学ぶ機会を提供していきま

す。 

また、相談支援のあり方について、江戸川

区相談支援連絡協議会との意見交換を継続

していきます。 

70 65 基幹相談支援センターの機能強

化について、24 時間 365 日の対応、

縦と横の繋がり、インフォーマルな

社会資源の活用等さらなる充実を

期待している。 

（同様意見 外１件） 

令和３年度より身体・知的・精神の障害者

虐待通報窓口を一元化して、24 時間 365 日受

付可能なＳＯＳ電話を設置します。 

その他の対応については、充実・強化を図

る上で、検討していきます。 

71 65 基幹相談支援センターについて、

「地域移行支援」「地域定着支援」

の促進のための普及啓発はどのよ

うに行うのか。 

基幹相談支援センターは、既存の相談窓口

等の機能や施設を生かした体制となります。

これまでどおり、地域の相談支援事業所と連

携を図りながら、個々の状況に応じた「地域

移行支援」「地域定着支援」の促進を行いま

す。 

72 65 基幹相談支援センターについて、

触法障害者の医療観察後の地域へ

の移行について、全て引き受けてく

れるのか。 

基幹相談支援センターは、既存の相談窓口

等の機能や施設を生かした体制となります。

これまでどおり、各相談窓口と連携して支援

を行います。 

73 65 基幹相談支援センターには、主任

相談支援専門員を配置するのか。 

基幹相談支援センターは、既存の相談窓口

等の機能や施設を生かした体制となります。

現在、主任相談支援専門員の配置の予定はあ

りません。 

今後、相談支援体制の充実・強化等に向け

て検討していきます。 

74 65 基幹相談支援センターの運営に

ついて、具体的な記載をするとよい

のではないか。 

（同様意見 外８件） 

65 ページに記載のとおり、基幹相談支援セ

ンターは、既存の相談窓口等の機能や施設を

生かした体制となります。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

75 65 基幹相談支援センターの運営に

ついて、区と区内の相談支援事業所

と協働の関係性ができることを願

う。 

基幹相談支援センターの役割として、相談

支援体制の基盤整備及び地域における社会

資源の開発を通じて、より専門的な指導助言

を行い、人材の育成を図っていくものと考え

ています。これらの推進のためには、相談支

援事業所との連携は欠かせないものであり、

様々な機会を通じて、より良い関係性を築い

ていくことが必要であると認識しています。 

76 65 基幹相談支援センターの機能が

どのように強化されたのか知りた

い。 

基幹相談支援センターは、既存の相談窓口

等の機能や施設を生かした体制となります。 

今後、充実・強化を図る上で、相談支援事

業所との連携強化を促進していきます。 

77 65 基幹相談支援センターのあり方

を検討する際に、各地域や事業所等

で集約したニーズを活用してほし

い。 

基幹相談支援センターの充実・強化を図る

上で、相談支援事業所との連携強化を促進し

ていきます。 

78 65 健康サポートセンター等で情報

がない案件について、基幹相談支援

センターに問い合わせは可能か。 

基幹相談支援センターは、既存の相談窓口

等の機能や施設を生かした体制となります。

区で情報のない案件においても、必要に応じ

て各相談窓口と連携し、支援していきます。 

79 65 障害者のニーズが多様化してお

り、障害の課題も多岐にわたる支援

が必要な状況が増えている。また、

福祉サービスの多様化により必要

なサービスがわかりにくくなって

いる状況等により、一般的な相談支

援では対応が困難となっている。こ

れらの課題に取り組むために高度

で専門的な相談支援の実施が必要

であり、かつ相談支援の中核的な役

割を担う基幹相談支援センターを

早急に設置を。 

（同様意見 外２件） 

基幹相談支援センターは、既存の相談窓口

等の機能や施設を生かした体制となります。 

福祉サービスの情報については、ホームペ

ージ等の充実を図ります。 

今後も各相談窓口が連携し、支援をしてい

きます。 

また、充実・強化を図る上で、各相談支援

事業所との連携強化を促進していきます。 

80 65 人材育成について「区で相談業務

に携わる職員について、研修を受講

して専門性を担保していきます」と

記載するとよいのではないか。 

相談支援事業所の人材育成については、ブ

ラッシュアップ研修等を通じて、専門的な知

識の習得や対応方法を学ぶ機会を提供して

いきます。 

区の職員においても、都の研修の他、様々

な機会をとらえ、質の向上を図ります。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

81 65 福祉サービスを必要としている

人へのアウトリーチを実施すると

よいのではないか。 

（同様意見 外２件） 

精神科医療で効果的なオープン

ダイアローグ方式等も取り入れて

いただきたい。 

区では、本人もしくは家族からの相談や申

し入れにより、必要な社会資源につながるた

めの支援、相談を行っており、そのために必

要な家庭訪問は日頃から行っています。 

今後も、各相談機関と連携し、対応をして

いきます。 

また、オープンダイアローグ方式につきま

しては一部、地域活動支援センターのプログ

ラムで取り入れています。 

今後も、各機関と連携し、対応をしていき

ます。 

82 65 基幹相談支援センターについて、

区民や利用者の方々への周知をど

のように考えているか。 

ホームページ等で周知していきます。 

83 65 基幹相談支援センターについて、

人材育成についてどのように考え

ているのか。 

（同様意見 外１件） 

地域における社会資源の開発を通じて、よ

り専門的な指導助言を行い、人材の育成を図

っていくものと考えており、現在、実施して

いるブラッシュアップ研修等で対応してい

きます。 

84 66 「地域生活支援拠点等」におい

て、緊急時の受け入れについて障害

者支援ハウスで、身体障害者や入院

の不要な精神障害者も対応するの

か。 

また、面的整備を図る上で、関連

事業所との連携を図るのか。 

24 時間 365 日、常時のコーディネ

ート機能はあるのか。 

「地域生活支援拠点等」は、既存の相談窓

口等の機能や施設を生かして、面的整備を図

ります。 

障害者支援ハウスでは、知的障害と身体障

害のある方を対象としています。精神障害の

ある方については、地域定着支援の利用を促

すと共に緊急時には今までと同様に区の相

談窓口で対応します。 

また、虐待通報については、令和３年度よ

り身体・知的・精神の障害者虐待通報窓口を

一元化し、24 時間 365 日受付可能なＳＯＳ電

話を設置します。その他の充実・強化につい

ては、今後、検討していきます。 

85 66 「地域生活支援拠点等」におい

て、体験の機会・場は、身体障害の

ある方も対象となっているのか。 

（同様意見 外１件） 

障害者支援ハウスでは、知的障害と身体障

害のある方の自立生活体験事業を行ってい

ます。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

86 66 「地域生活支援拠点等」につい

て、どの機能をどこの機関が行うの

か具体的な記載をするとよいので

はないか。 

（同様意見 外２件） 

機能を担う機関については、イメージ図で

例示しています。 

87 66 「地域生活支援拠点等」の検証及

び検討を具体的にどのように行う

のか。また、その会議は公開になる

のか。 

（同様意見 外３件） 

検証及び検討については、令和３年度以降

に障害福祉計画のＰＤＣＡサイクルの実施

に基づき行います。 

障害福祉計画等の実績については、地域自

立支援協議会にて報告し、ご意見をいただき

ます。地域自立支援協議会は公開となってい

ます。 

88 66 「地域生活支援拠点等」の整備の

中で、親に対する講座を行う等の支

援・ネットワークづくりも行ってほ

しい。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

89 66 「地域生活支援拠点等」の面的整

備において、かかわりのある事業所

のネットワーク会議を定期的に開

催してほしい。 

（同様意見 外１件） 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

90 67 「障害児支援」の「見込量確保の

ための方策等」に記載している医療

的ケア児支援の事業所とはどのよ

うなものか。 

重症心身障害児を支援する児童発達支援

及び放課後等デイサービスでは、医療的ケア

が必要な障害児の支援も行っています。 

91 67 障害児支援において、江戸川区は

外国人が多く、今後英語、中国語で

対応できるスタッフを配置する予

定はあるか。 

障害者福祉課では、外国語に対応した職員

の配置の予定はありません。 

児童相談所では、通訳については現在、業

務委託を行っています。面談時は必要に応じ

て受託事業者が同席の上、対応します。 

92 67 「児童発達支援」、「放課後等サ

ービス」の見込量が減少している

が、現状を反映していないのではな

いか。 

（同様意見 外１件） 

「児童発達支援」「放課後等デイサービス」

の見込量は、区内の児童数の減少に伴い、利

用者が減少していくと見込ました。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

93 67 発達障害の子について、学童クラ

ブの利用が断られ、放課後等デイサ

ービスが利用できないと学校以外

の支援が切れてしまうため、療育が

継続できることを希望する。 

放課後等デイサービスの利用については、

すくすくスクールと連携していきます。 

94 67 育成室の募集期間がわからない。 育成室の入室は、毎月利用調整会議を行い

決定していますが、入室を希望される方で、

療育が必要だと判断された場合は、随時入室

できるようにしています。そのため、入室の

募集期間は設けておりません。 

入室を希望される場合には随時、直接育成

室へ連絡をしていただくよう周知をしてい

ます。その際に、ご希望クラスの空き状況を

ご説明しながら、見学の日程を調整させてい

ただきます。見学時にはお子様の様子・保護

者の方からの聞き取り等をさせていただき、

利用調整を実施いたします。 

95 69 保育所等訪問支援の見込数が少

ない。集団適応が困難な子供等につ

いて、福祉と教育の連携が必要であ

り、導入の対象を小中高校生まで範

囲を広げる努力をしてほしい。 

令和２年４月１日に開設した発達相談・支

援センターでは、保育所等訪問支援を行って

います。必要に応じて、支援を継続していま

す。 

96 69 保育所等訪問支援の利用はハー

ドルが高い。教育現場と障害児支援

とのスムーズな連携として、保育所

等訪問支援が重要である。 

令和３年２月現在、区内で保育所等訪問支

援を行っている事業所は、発達相談・支援セ

ンターを含め２カ所あります。 

発達相談・支援センターでは、必要に応じ

て、支援を行っていきます。また、その他の

事業所についても地域のニーズに応じて指

定していきます。 

97 70 障害児入所支援について、児童相

談所が担うとのことだが、障害を理

由に利用を断られたケースがある。 

また、養育困難家庭の対応につい

て、対応して頂けないケースがあっ

た。 

児童相談所はあとポートでは、18 歳未満の

子どもに関するあらゆる相談を受け付けて

います。障害児入所支援の相談については、

専門の職員が子どもの生育状況やご家族の

状況等を伺いながら相談に応じています。継

続的な支援が必要な場合は、児童福祉の専門

職員が子どもとその家庭に適した援助を行

います。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

98 72 医療的ケア児支援の関係機関協

議の場のイメージ図における「保

育・教育」について、「保育所・幼

稚園・特別支援学校」とあるが、イ

ンクルーシブ教育の重要性が明示

されていることもあるので、「保育

所・幼稚園・学校」としたほうがよ

いのではないか。 

ご意見を踏まえ、医療的ケア児支援の関係

機関協議の場のイメージ図の「保育・教育」

の記載を「保育所・幼稚園・学校」に変更し

ました。 

99 73 障害福祉サービス等の質の向上

に向けた取り組みは、具体的な記載

をするとよいのではないか。 

障害者総合支援法第 42 条 2 項に指定障害

福祉サービス事業所の責務として障害福祉

サービスの質の向上に努めなければならな

いとあります。事業者への集団指導、実地検

査を通しサービスの質の向上に努めていき

ます。 

100 73 専門的人材の確保・養成につい

て、都や民間の研修は抽選に漏れて

受講が難しい。区として研修を実施

するのか。 

（同様意見 外１件） 

区主催の集団指導、実地検査を実施して育

成を行います。 

第５章 地域生活支援事業 

101 74 地域生活支援・地域生活支援促進

事業」の表に、「雇用施策との連携

による重度障害者等就労支援特別

事業」と、「重度訪問介護利用者の

大学修学支援事業」の記載し、計画

に目標値を組み込んでほしい。 

地域生活支援事業については、厚生労働省

通知（障企自発第 0108001 号）「地域生活支

援事業に係る障害福祉計画の作成について」

に則り作成しています。また、任意事業につ

いては、現在区で実施している事業について

記載しています。 

102 74 「障害者の就労支援」や「地域生

活支援事業」の中に、令和２年 10 月

から始まった地域生活支援事業の

市町村任意事業として、「雇用施策

との連携による重度障害者等就労

支援特別事業」のことに触れられて

いないが、計画になくても江戸川区

で事業の検討はしてもらえるのか。 

ご提案の事業については、ニーズを把握し

たうえで、支援のあり方を検討していきま

す。 

103 74 地域生活支援事業の法定必須事

業の実施主体は区になるのか。 

地域生活支援事業の法定必須事業は区が

実施主体です。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

104 75 ピアサポーターの啓発、ピアサポ

ーターになる方向けの実習の機会

を設けるシステムに力を入れてほ

しい。 

令和２年度からピアサポーター育成事業

を実施しています。 

105 75 ピアサポートで、知的障害者の保

護者の参加ができる体制はどのよ

うになっているのか。 

区から委託した知的障害者の保護者の方

等が知的障害者相談員として地域で相談を

受けています。 

また、障害者福祉課では、必要に応じて各

障害者団体を紹介しています。 

106 77 （イ）基幹相談支援センター等機

能強化事業で「専門的職員を配置」

とあるが、具体的にどのように行う

のか。 

基幹相談支援センターは、既存の相談窓口

等の機能や施設を生かした体制となります。

障害者福祉課や健康サポートセンターには、

社会福祉士、保健師等の資格を持った職員が

配置されています。 

107 77 知的障害者の相談窓口が少ない。 

（同様意見 外１件） 

知的障害の方及び保護者の方からの相談

は、愛の手帳相談係が行っています。 

その他、区では、乳幼児健康診査等を通じ

た子どもの発達に関する相談や講演会等を

行っています。 

108 78 精神障害者居住サポート事業に

ついて、対象を知的障害、身体障害、

難病まで広げてほしい。 

（同様意見 外１件） 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

109 78 「⑤成年後見制度法人後見支援

事業」「社会貢献型区民後見人の養

成過程」において、記載にある「過

程」は、プロセスかカリキュラムで

変わると思うが、この文章では「課

程」とも受け取れる。 

区民後見人の養成課程でのカリキュラム

ではなく、養成課程を修了した方にサポート

業務に携わっていただき実践経験を重ねて

います。 

ご意見を踏まえ、記載を変更しました。 

110 79 安心生活サポート事業で生活保

護受給者が利用できるようにして

ほしい。 

（同様意見 外１件） 

安心生活サポート事業は、「福祉サービス

利用援助」が基本であり、「日常的金銭管理

サービス」は付随するサービスになりますの

で、金銭管理のみの支援は行っておりませ

ん。生活保護受給者の金銭管理サービスにつ

きましては、今後、生活援護課と社会福祉協

議会で検討していきます。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

111 79 金銭管理支援について、成年後見

制度を利用するほどではないが、書

類整理や管理、金銭管理支援が必要

な人の対応ができる制度があると

よいのではないか。 

安心生活センターでは、「福祉サービスの

利用援助」「日常的金銭管理サービス」「書

類預かりサービス」等の安心生活サポート事

業を行っています。支援が必要な場合は、ご

相談ください。 

112 79 手話通訳者派遣事業について、一

律でなく、必要とする時間で個別に

対応してほしい。 

（同様意見 外１件） 

利用される方全員が同じ時間数をご利用

いただけるよう、実績等から時間数を定めて

います。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

113 79 聴覚・言語障害のない障害者でも

利用できる意思疎通支援事業があ

るとよい。 

（同様意見 外１件） 

現在、「重度訪問介護」では、入院時の意

思疎通支援としての派遣が認められていま

す。 

114 79 手話通訳者派遣事業と要約筆記

者派遣事業の年間件数と利用者数

の見込量が減少している理由は。 

（同様意見 外２件） 

平成 30 年度から令和２年度の利用実績、

障害者手帳所持者数の推移や、令和３年７月

からサービス開始予定の「電話リレーサービ

ス」等を考慮し、件数が微減すると見込みま

した。 

今後も必要な方に手話通訳者、要約筆記者

の派遣ができるよう努めていきます。 

115 82 移動支援について、片道の移動支

援が利用しやすいような体制又は、

移動支援に代わる制度があるとよ

いのではないか。 

区では通所等でも移動支援が利用できる

よう定めています。 

外出時の利用については、ヘルパーの帰り

や次の支援場所までの時間が報酬とならな

い点で、事業者の確保が難しいことが課題と

認識しています。 

116 82 地域活動支援センターについて、

障害者やその家族だけでなく、地域

の方の相談を受けることで障害理

解が広がると思う。また、各地域活

動支援センターで受託している事

業について計画で触れるとよいの

ではないか。 

地域活動支援センターⅠ型については「精

神保健福祉士」の設置が必須となっていま

す。従いまして、精神障害者に対応できる施

設として重要な役割を担っています。他の障

害者や地域の対応につきましては、より工夫

して広報等していきます。 

ご提案ついては、ご意見として承ります。 

117 82 地域生活支援センターⅠ型につ

いて、「地域活動支援センター機能

強化」となっているが、基幹型を示

しているのか。 

地域活動支援センター機能強化について

は「基幹型」を示しているのではなく事業の

充実、相談機能の強化について記載していま

す。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

118 83 地域活動支援センターⅡ型の箇

所数の見込量について、努力目標と

して数字を上げたほうがよいので

はないか。 

見込量は、利用実績等を考慮しています。

現在のところ地域活動支援センターⅡ型は

増やす予定はありません。 

119 84 日中一時支援（日帰りショート）

事業の実績が増加している説明の

記載をするとよいのではないか。 

第５期は「年間件数」としていましたが、

より利用実態が分かるように「年間日数」に

変更しました。 

各事業の実績の増減についての説明は記

載していません。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

120 84 日中一時支援（日帰りショート）

の充足をするとよいのではないか。 

ご提案については、ご意見として承りま

す 。 

121 84 精神障害者自立生活体験事業の

実績が第５期計画の見込量と比べ

増加している理由の記載をすると

よいのではないか。 

各事業の実績の増減についての説明は記

載していません。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

122 84 精神障害者自立生活体験事業に

ついて、対象を精神だけでなく、知

的障害、身体障害、難病まで広げて

ほしい。 

現状では知的障害、身体障害、難病の方に

ついては、グループホームの体験入所等を活

用していただいています。 

障害者自立生活体験事業は現在、精神障害

の方の利用で予約がいっぱいの状況です。ご

協力いただけるグループホームの体制づく

り等課題は多く、ご提案については、ご意見

として承ります。 

その他 

123 
 

医療介護福祉の利用人口の増加

に伴い、人材不足が課題である。 

令和２年度から介護・福祉人材緊急確保・

定着奨励金事業を実施し、採用の確保、職員

定着支援の両面から介護・福祉人材の確保に

向け取り組んでいます。 

124 
 

ガイドラインを理由に支援でき

ないというような対応がないよう

にお願いしたい。 

区では、サービスの内容・支給量の目安と

してガイドラインを示しています。 

支給量については、本人の状況等を勘案し

真に必要な支給量を決定しています。 

また、支給決定ができない場合は、他に支

援策はないか等、寄り添って対応していきま

す。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

125 
 

計画が今後、当たり前のこととし

て区で取り組まれることかもしれ

ないが、そうであっても、何度も繰

り返し表記されることに意味があ

る。“Nothing about us without us”

（私たち抜きに私たちのことを決

めないで）の精神を、江戸川区でも

よりいっそう広めてほしい。 

また、本計画案に当事者（子ども

年齢も含む）の参画を明記し、あら

ゆる事業での参画の機会をいただ

けたらとよいのではないか。 

策定経過については、「資料編」（87 ペー

ジ～）に記載しています。 

策定委員には、障害当事者や各団体、事業

所等が参加しており、ご意見をいただき計画

を策定しています。また、江戸川区地域自立

支援協議会においても、策定状況を報告し、

ご意見をいただきました。また、意見公募（パ

ブリックコメント）を実施し、広くご意見を

公募しました。 

計画の進捗状況については、江戸川区地域

自立支援協議会で報告していきます。 

126 
 

事業所で新型コロナウィルス感

染症が発生した場合に、分かりやす

い感染症対応のマニュアルや陽性

者とかかわる際の防護服等の装備

等を必要な時にすぐに送ってもら

えるシステムがあるとよいのでは

ないか。 

（同様意見 外１件） 

事業所における新型コロナウィルス感染

症関連の対応については、適宜、区からお知

らせをすると共に、ホームページに掲載して

います。合わせて、江戸川区医師会と連携し、

「介護事業所及び障害福祉サービス事業所

における新型コロナウィルス感染症対策連

携会議」を実施しました。 

また、新型コロナウィルス感染症に感染し

た入院できない在宅要介護者等に対し障害

福祉サービスを提供した事業者等に対して、

従事手当、ＰＣＲ検査の受検費用の助成及び

感染予防物品の提供を行う「江戸川区新型コ

ロナウィルス感染者に係る在宅生活確保緊

急支援事業」を実施しています。 

127 
 

障害者・児に関わる仕事はサービ

ス提供者と利用者との信頼関係の

上に成り立つものであり、長期にわ

たり勤務できる体制づくりの整備

が必要である。 

障害福祉サービス等事業者の人材確保や

定着を目的として、令和２年度新規事業とし

て「介護・福祉人材緊急確保・定着奨励金事

業」を実施しており、人員不足の解消に努め

ています。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

128 
 

障害者団体の一本化、区役所の福

祉関連部署の一本化、ケアマネジャ

ーと計画相談専門員の一本化をす

るとよいのではないか。 

（同様意見 外１件） 

介護保険サービスと障害福祉サービスの

併用または介護保険サービスの適用に切り

替わる等の節目で、ケアマネジャーと計画相

談専門員が連携し、切れ目のない支援を行っ

ています。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

また、団体等については、それぞれの方針

に基づき運営していると認識しています。 

129  障害者の高齢化に伴う地域の居

場所的施設の充実を希望する。 

地域の身近な居場所として、「なごみの家」

を活用できる様に今後も周知に努めます。ま

た、「支える」「支えられる」関係を超えて、

地域の一員として地域のためにできること

を共に考えていただく働きかけを進めてい

きます。 

130  障害種別で窓口対応が違うので、

庁内で連携し、ワンストップの対応

し、わかりやすい説明をお願いした

い。 

窓口のあり方については、庁舎の構造等に

も大きく関連します。新庁舎の建設に合わ

せ、利便性の高い窓口のあり方を全庁挙げて

検討しています。 

現在は、各相談機関と連携して対応してい

ます。 

131  誰にでもわかりやすい手続き書

類があるとよいのではないか。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

各申請にあたっては、記入例の作成や聞き

取りによる代筆を実施しています。今後も改

善に努めていきます。 

132  地域自立支援協議会が機能して

いないと感じる。 

また、地域自立支援協議会に各専

門分野の部会を立ち上げて、地域の

課題を掘り下げ、行政や福祉計画等

に反映するシステムづくりと地域

全体の課題を共有し統括する機能

の充実を図ってほしい。 

江戸川区地域自立支援協議会は、障害者総

合支援法第 89 条の３に規定されている協議

会で関係機関等が相互の連携を図り、地域に

おける障害者等への支援体制に関する課題

について情報共有を行っています。 

災害時の対応等、地域における自助、共助

についての意見交換を行い、共通理解の醸成

を行っています。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 
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番号 ページ ご意見の概要 区の考え方 

133  地域における障害、介護、子育て

等をわかりやすく説明できる区独

自のものがあったらよいのではな

いか。 

ホームページや「くらしの便利帳」で区の

サービスについて、周知を図っています。 

各分野において、パンフレットや冊子を作

成する等の周知に努めています。今後も改善

に努めていきます。 

134  知的障害を伴わない発達障害児

について、知的障害児対象の支援学

級を選ばざるを得ない状況である。

普通学級でも適応できるように、ど

のようなサポートが必要か考えて

いくとよいのではないか。 

区では、東京都の特別支援教育推進計画

に基づき、知的障害はないが、発達障害等

があって、通常学級での学習に概ね参加で

き、一部特別な指導を必要とする児童・生

徒を対象として、全小・中学校に特別支援

教室を設置し指導を実施しています。 

特別支援教室の巡回指導教員は、在籍の

通常学級担任と連携・情報共有を行い、児

童・生徒の在籍学級における困難を把握

し、その困難に応じた個別指導(自立指導)

を行うとともに、在籍の通常学級での指導

方法の工夫や配慮についての助言・サポー

トを行っています。引き続き、児童・生徒

が在籍の通常学級で有意義な学校生活を送

れるよう支援を行っていきます。 

135  身体的な症状を持つ精神障害者

がグループホーム等に入居するの

が困難という事例があった。医療的

な判断ができる支援者がいるとよ

いのではないか。 

ご提案については、ご意見として承りま

す。 

136  素晴らしいと思います。 ご意見ありがとうございました。 

137  放課後等児童デイサービスや障

害者支援ハウスを利用することに

より、社会性が身に付き、育児をし

やすくなった。家庭以外に見守る居

場所があるので、育児時間も軽減

し、本当に感謝している。今後も、

変わらない政策の継続をお願いし

たい。 

ご意見ありがとうございました。 

 

※いただいたご意見は、ご本人を特定されないよう、その概要を公表しています。 

  同じ趣旨のご意見については、まとめて表記させていただきました。 


