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第１章　計画策定の基本的考え方第１章　計画策定の基本的考え方第１章　計画策定の基本的考え方第１章　計画策定の基本的考え方

1111

計画の関係性

及び当事者の

意見について

　障害者計画、障害福祉計画、障害児福

祉計画の関係性について理解が困難。ま

た、障害者本人、あるいは障害者を補助

する方々の声を参考にすることが肝要だと

思いますが、その点をもう少し明確にして

ほしい。

　障害者計画は、区の方向性を示した中

長期的な6か年の計画で、障害福祉計画

と障害児福祉計画は、成果目標やサービ

スの見込量などを示した3か年の計画と

なっています。障害者本人や介護者の意

見は、平成28年度に実態調査を実施した

ほか、パブリックコメント（意見募集）や、区

民説明会により、声を伺うよう努めました。

実態調査や区民説明会の実施について

参考資料で明記します。

2222

障害者の表記

について

　「障害者」を「障碍者」と表記すべきであ

る。障害物といえば「じゃまもの」の意があ

る。

　表記に関しては、考え方や感じ方など

が、人それぞれであり、非常にデリケート

な課題であるため、国や他の自治体の動

向も踏まえ、慎重に検討してまいります。

3333

PDCAサイクル

に基づいた結

果検証につい

て

　福祉計画がPDCAサイクルに基づいてど

うだったのか、明らかにしてください。ヘル

パーが増えて必要な時に使えているの

か、グループホームは必要数確保できた

のか等を調査し、計画の見直しや確保の

ための方策の強化などを行って、それを

公表してください。

　福祉計画の数値について、毎年進捗状

況の把握を行い、計画推進協議会で報告

し、ホームページにも掲載しています。ま

た、見込数量から過不足があるサービス

については、適切に対応するとともに、相

談支援体制の強化などにより、さらなる障

害福祉サービスの実態把握に努めてまい

ります。なお、計画の見直しを行った際に

は、ホームページなどで公表いたします。

第４章　施策の方向と展開第４章　施策の方向と展開第４章　施策の方向と展開第４章　施策の方向と展開

1　相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援1　相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援1　相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援1　相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援

4444

窓口の開設に

ついて

　豊洲に障害者福祉センター、生活保護

窓口などを開設してほしい。

　現在、障害者福祉センターの豊洲での

開設予定はございませんが、施設開設に

関しましては区の施策として総合的に判

断してまいります。

　また、福祉事務所については、現在2か

所設置しており、豊洲地区は東陽町の本

庁舎にあります保護第一課が担当してお

ります。第3番目の福祉事務所を湾岸地区

に開設してほしいとのご意見ですが、現在

のところそのような計画はありません。今後

全庁的な施設配置計画や職員配置計画

等の中で、生活保護行政の充実に努めて

まいります。

意見要旨と区の考え方意見要旨と区の考え方意見要旨と区の考え方意見要旨と区の考え方

別　紙別　紙別　紙別　紙
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5555

職員の養成に

ついて

　社会的地位の高かった男性への対応、

コミュニケーションのとり方を適切にできる

職員の養成に注力していただきたい。

　区民の皆様に適切な対応ができるよう、

今後も職員の育成を図ってまいります。

6666

吃音者につい

て

　私は重度の吃音者です。電話では全く

声が出ず、現在も110番や119番等緊急の

通報を考えますと恐ろしくてたまりません。

障害者というと身体障害のように誰の目か

ら見ても明らかな障害が優遇されがちで

すが、吃音は目に見えないだけに、本人

は必死で隠そうとし、その苦悩は計り知れ

ません。

　地域に個人個人がかかえている悩みを

気軽に相談できるサービスがあったらどん

なによかったかと思います。

　こころやからだの健康についてのご相談

は区内4か所の保健相談所で行っており

ます。お気軽にご相談ください。

　今後も、地域における相談支援体制の

整備に取り組んでまいります。

7777

手話講習会の

昼の部開設に

ついて

　現在、手話講習会に参加しております。

手話を必要とする方々の希望を聞き、何と

かお手伝いをさせていただきたいと思いま

す。講習会の昼クラスの増設、手話を必要

とする人々のリクエストを知る機会をぜひ

お願いします。

　手話講習会について、通訳者の充実を

図るため、平成30年度より、中級・上級

コースに昼の部を増設しました。また、江

東区地域自立支援協議会や聴覚障害者

福祉推進協議会などを通じ、手話を必要

とする方の意見を伺っております。

8888

介護者が相談

できる体制に

ついて

　表面的なサポートだけでなく、障害者を

介護する家族は、精神的なサポートを十

分してほしい。例えば、月に1回訪問して

悩みを聞くなど。

　障害のある方やご家族の方からの相談

を受ける身体者障害者・知的障害者相談

員がおります。また、基幹相談支援セン

ターの整備推進などにより、地域での相談

支援体制の充実を検討してまいります。

9999

相談支援事業

の拡充につい

て

　基本相談に時間がかけられるように、相

談支援事業の助成制度や基幹相談支援

センターの区立での設置を行ってくださ

い。年間100人の計画作成・モニタリングを

しても職員一人分の人件費に届かず、多

くが自前の施設の紐付きになってしまいま

す。基幹相談支援センターは区立で中立

性・専門性を重視したものにしてください。

　相談支援事業所における人材育成・定

着促進については、都の補助を活用し支

援に当てております。

　また、基幹相談支援センターは、知識や

ノウハウを活用するために、専門機関によ

る運営が望ましいと考えています。また、

区の指導のもと中立性の確保に努めま

す。

2　自立生活の支援2　自立生活の支援2　自立生活の支援2　自立生活の支援

10101010

高次脳機能障

害の支援につ

いて

　高齢者の高次脳機能障害をどう支援し

てもらえるか、施設の不足、認定の困難を

深く懸念しております。

　高次脳機能障害の支援に関しては高次

脳機能障害支援促進事業に基づき、相

談・リハビリを行っています。高齢者にお

いては長寿サポートセンター等と連携し対

応しています。
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11111111

医療的ケアが

必要な方の保

護者付き添い

について

　差別解消法に基づき、江東区医療的要

綱を見直し保護者の付き添いなしに医療

的ケア利用者が通所できるようにしてくだ

さい。現在、学校卒業後の通所施設（塩

浜福祉園・亀戸福祉園・東砂福祉園・障

害者センター）では医療的ケアの有る方の

外出・宿泊・プール活動など園外での活

動では保護者の付き添いを命じられてい

ます。早急に合理的配慮を鑑み、要綱の

見直しを行って、医療的ケアの有る利用

者もほかの利用者同様、保護者の付き添

いなしに通所できるように改善をしてくださ

い。

　医療的ケアを行っている施設の看護師

は、医療的ケアを必要とされる利用者の支

援をはじめ、施設に通所されている全ての

利用者の健康管理を職務としております。

宿泊や外出など日常施設内で取り組むも

のと異なる活動を安全に楽しく実施するた

め、看護師は全ての利用者の健康状態を

把握することが不可欠です。通常とは異な

る環境であるからこそ全ての利用者に対し

て日常以上に配慮が求められることによ

り、普段施設内で行っている医療的ケア

が十分に提供できないことも想定されま

す。全ての利用者、保護者が安心して活

動に取り組めるよう、今後も検討をしてま

いります。

12121212

移動支援の時

間拡充につい

て

　移動支援時間を増やしてください。

　移動支援については、平成30年度より

身体障害の対象者を肢体不自由1級のみ

から2級までに拡大するとともに、障害者の

基準時間を16時間から32時間に拡充しま

す。障害者の社会参加・余暇活動の充実

のため、今後も引き続き支援の充実に取り

組んでまいります。

13131313

タクシー券に

ついて

　負担軽減策としてタクシー券の交付があ

りますが、額面が少なく、自己負担が大き

い。現在、腰、足、心臓病で年間約50回

通院し、15万円かかっていることから、8万

円に倍増してほしい。

  福祉タクシー券につきましては、社会参

加を目的として身体障害者1級、愛の手帳

1・2度の方を主な対象者として支給してい

ます。通院等の特定利用を目的とするも

のではありません。平成30年度福祉タク

シー券については、増減の予定はござい

ませんので、年額43,800円となります。

14141414

施設への指導

について

　日中活動の場も併設した多機能型入所

施設の整備とあるが、従来のような閉鎖さ

れた施設はお断りする。当たり前のように

ユニバーサルデザイン仕様の誰でも使え

る施設を作れば良いだけ。それよりも、障

害者総合支援法を的確に守る指導を厳

格に行う。

　多機能型入所施設の整備にあたって

は、地域交流スペース等を併設するなど

地域に開かれた施設となるよう検討をして

いきます。

　また、障害者総合支援法に基づく指導

については、指導権限を持つ東京都と連

携して対応してまいります。

15151515

多機能型入所

施設の整備に

ついて

　計画に位置づけられている、多機能型

入所施設の開設をお願いします。親亡き

後の受け皿や住み慣れた地域での生活

を望む方々のためにも、早急に開設してく

ださい。また、入所後も落ち着いて生活で

きるように人材や環境を確保してください。

　

　　　　　　　　　　　　　※同様の意見１１件

　多機能型入所施設の整備については、

江東区長期計画（後期）で、平成31年度

設計着手となっており、引き続き開設に向

けて取り組んでまいります。
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16161616

グループホー

ムや入所施設

の建設につい

て

　グループホームについては具体的な計

画は進んでいないとのことでしたが、共生

社会を目指すのであれば、西大島地区に

新たに建設が予定されている高層ビルの

住居部分など、新規に計画する際にグ

ループホームや多機能施設などを組み込

んで建設することはできないのでしょうか。

既存の住宅地に建設する場合に比べ、近

隣住民の方への理解が得られやすいので

はないかと考えます。障害者支援課だけ

でなく他課との連携を図り、区民のうち一

定割合おられる障害者の皆さんが、他県

等へ隔離されるのでなく、地域の一員とし

て親亡き後も安心して居住できることを望

みます。宜しくお願い致します。

　

　　　　　　　　　　　　　　※同様の意見１件

　グループホーム等の施設開設に関しま

しては、区の施策として総合的に判断して

まいります。なお、平成30年2月に、リバー

ハウス東砂は大規模改修を機に、障害者

総合支援法に規定する共同生活援助（グ

ループホーム）として指定管理で運営を開

始しました。また、民間事業者が新規開設

をする際には、都施設整備費補助の積極

的な活用促進など、側面的支援を推進し

てまいります。

17171717

精神障害者用

施設の整備に

ついて

　江東区には精神障害者だけのホームが

ありません。作って下さい。施設見学会に

行った時、ここは精神の方は入れませんと

言われました。

　精神障害の方を対象としたグループ

ホームはございます。しかしながら、短期

入所施設、入所施設は、区内にないこと

から、今後の課題であると認識しておりま

す。

18181818

重症心身障害

児者のための

グループホー

ムの設置につ

いて

　重度心身障害児者のためのグループ

ホームの整備を進めてください。親が他界

しても入所できる場所はありません。また

親も当事者も高齢化しており、老障介護

は深刻な状況です。

区内で重度な身体障害者のためのグ

ループホームの早急な整備をお願いしま

す。

 

　　　　　　　　　　　　　　※同様の意見１件

　介護者や障害者の高齢化に伴う、いわ

ゆる親亡き後の課題については、重要で

あると認識しております。今後、重度の心

身障害の方の、グループホーム等の支援

も含め検討してまいります。

19191919

緊急一時保護

について

　宿泊を伴う緊急一時保護について、期

限を決めずに必要な分に対して利用でき

るようにしてください。

　リバーハウス東砂が、大規模改修を機に

障害者総合支援法に規定する共同生活

援助として運営を開始し、短期入所事業も

開始いたしました。障害福祉サービス受給

者証が必要となりますが、ご活用ください。

また、緊急一時保護につきましては、緊急

または一時的に介護を受けることが困難

になった際に利用いただくサービスとさせ

ていただいております。なお、いずれの

サービスもより多くの方にご利用いただく

ため、利用日数に上限を設けさせていた

だいております。

20202020

緊急的な預か

りについて

　介護者の急な体調不良時又は土日に仕

事が入った際にこどもを預かってもらえる

場所を提供してほしい。

　小学生以上の方を対象に、リバーハウス

東砂において短期入所事業を行っており

ます。また、区が委託した障害者団体によ

る支援制度もございます。
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21212121

短期入所施設

及びレスパイト

施設の設置に

ついて

　現在は、他区施設に頼っている状況で、

区民優先などで使用が難しい状況である

ことから、短期入所施設の建設を早急に

お願いします。また、レスパイト施設は区

内に1か所で、遠くて預けられない人もい

ると思います。城東地区以外にも設置する

など、安心して預けられる支援対策を早急

にお願いします。

　

　　　　　　　　　　　　　　※同様の意見３件

　リバーハウス東砂が、大規模改修を機に

障害者総合支援法に規定する共同生活

援助、短期入所事業として運営を開始い

たしました。

　施設設置に関しましては区の施策として

総合的に判断してまいります。

22222222

リバーハウスで

のレスパイトに

ついて

　リバーハウスでのレスパイトが年間20日

ほどあると聞いているのですが、リバーハ

ウスの担当に聞くと「レスパイトはない」との

返事になります。以前のレスパイトは、年

間10日間、増えたとみるのか、実質なく

なったのか理解に苦しみ不安です。毎月

はじめ1日に他の区に空きがないかの電

話をかけるのが、人気アーティストのチ

ケット取りの様に壮絶なのはご存知です

か。

　リバーハウス東砂が、大規模改修を機に

障害者総合支援法に規定するレスパイトと

しても利用できる短期入所事業を開始い

たしましたのでご活用ください。

　1回につき7日、年度で合計21日までご

利用いただけます。

3　健康を守る保健・医療の充実3　健康を守る保健・医療の充実3　健康を守る保健・医療の充実3　健康を守る保健・医療の充実

23232323

健診の徹底に

ついて

　何かおかしいと思っても我慢してしまう親

が多いので健診は徹底したほうが良い。

　何かおかしいと思ったときにすぐに受診

できるよう、かかりつけ医を地域に持って

いただくことを推奨してまいります。

24242424

保健所の健診

について

　就労B、生活介護の利用者が毎年受け

ている保健所の健康診断で今年から、X

線、心電図を受けられなくなりました。感染

病を見つけるのに必要な検査です。来年

度は、また検査ができるようにしてくださ

い。

　検査項目につきましては、平成２９年度

より４０歳以上の方に対してⅩ線、心電図

を実施することとし、一般区民と同様の検

査項目といたしました。

25252525

保健サービス

の充実につい

て

　障害者は、①異常の訴えができにくい、

医療機関では通常の診療の妨げになる等

で受診しにくい等の問題があること、②障

害によっては、健常者を対象とした検査方

法では、疾病の早期発見が困難であるこ

と、③かかりつけの医師がいても、その病

気だけが対象になり全身的な管理がおろ

そかになりやすいこと等を考慮し、健診項

目や健診機会の多様性など施策の充実

を図るべきと考えます。保健サービスは、

健診、機能訓練だけではなく、食事指導、

運動指導も含めて、どのように提供するか

を考える必要があるのではないかと思いま

す。

　障害を持つ方の医療機関の受診につい

て、また、健診後のさまざまな指導、例え

ば保健相談所で実施する食事指導などに

も繋げていけるよう、江東区医師会との連

携の中で引き続き検討してまいります。
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26262626

発達障害の診

察について

　成人の発達障害の診察、治療、リハビリ

を昭和大学豊洲病院で行ってほしい。

　昭和大学江東豊洲病院は、地域の診療

所等で対応できない急性期の患者さんを

対象とした二次救急病院であります。当院

の精神科は入院中の患者さんを対象に内

科や外科などの各診療科医師やスタッフ

と協力し、チーム医療として心身両面から

の回復のサポートする目的とするもので、

成人の発達障害の診察等については予

定されておりません。

27272727

大きい病院へ

の精神科導入

及び入院体制

の整備につい

て

　大きい病院はありますが、精神科がどこ

にもありません。精神科の導入をお願いし

ます。入院棟があればより良いです。

　現在、本区内にある病院のうち、精神科

を設置している病院は限られていますが、

地域で安心して過ごせるためには、地域

の診療所等と病院の連携が重要であり、

区としては、その円滑な連携のための環

境整備に取り組んでいるところです。な

お、精神病床については東京都保健医療

計画の中で東京都における適切な病床数

が示されており、各病院は当計画をはじ

め、医療を取り巻く様々な環境を勘案して

病床数を管理しているものと考えていま

す。

28282828

退院後のリハ

ビリ施設の紹

介、医療連携

等について

　障害が残った状態で半ば早すぎる状態

で退院させられることが多い現状の中で、

維持期リハビリ施設を探すフローが自らに

なりがち。区役所も結果、個別紹介は出来

ないから自分で調べて行って下さいと言

われる。もっと医療機関と連携したりOP、

PT、STの出来る場を作るなど、退院後の

回復可能性を安心して探せるようにしてい

ただきたい。特にOTができるリハビリテー

ションセンター（外来）が殆どないと思いま

した。

　区では在宅医療の地域での環境整備の

ため、在宅医療の現状・課題について検

討する会議や在宅医療に携わる多職種の

専門職に対する研修等を行っています。

退院後安心して地域に戻るための医療機

関の連携のあり方については引き続き検

討してまいります。

29292929 医療について

　東部療育センターでは眼科・耳鼻科・皮

膚科などの外来が月1～2回で、小児科も

予約制です。地域の開業医では受け入れ

が難しいため、具合が悪くなると遠くの病

院まで行かなければなりません。緊急時に

障害児者が安心して掛かれる病院を作っ

てください。

　地域の診療所での受入が困難な障害者

(児）の医療提供体制の構築は重要な課

題であり、東京都と連携しながらその充実

を検討してまいります。

30303030

精神障害に対

する助成制度

を増やしてほ

しい

　精神障害者に対する助成制度を増やし

てほしい。都の自立支援医療受給者で自

己負担がある人へ助成してほしい。前年

度の収入で負担額が変わるが、仕事をや

めて現在収入がないのに、負担額が大き

く、生活に支障がある。そういった一部の

人を、区の制度で助けてもらえないでしょ

うか。江東区の福祉制度を独自に充実し

てほしいです。お願いします。

　自己負担額については、前年の収入に

よって判定されるため、退職時は一時的

に負担が大きくなります。その翌年、所得

区分が低所得に該当する場合の自己負

担分については、社会保険加入者は東京

都で、国民健康保険加入者は江東区で

助成を行っています。

 他の医療費助成制度等との整合を図る

必要もあり、現時点で区独自の助成を行う

予定はございません。
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4　ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善4　ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善4　ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善4　ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善

31313131

やさしいまちづ

くりの推進につ

いて

　今年、老母を老人ホームに呼び寄せ車

椅子でよく散歩します。歩きでは、感じら

れなかった、道のデコボコがいかに車椅

子やベビーカーに乗っている人間に苦痛

かがわかりました。猿江恩賜公園北側西よ

り出口は、美的に敷石を広く置いています

が、車椅子の人にはここの通過が苦痛で

す。こういう道には、車椅子用の幅1メート

ル以下で良いですから、平らな道を併設

してほしいです。

　歩道走行時の振動については、維持・

改修工事において、起伏の解消や平坦性

を確保することとしています。また、猿江恩

賜公園内の通路については東京都管理と

なりますので、管理部署へご意見内容を

伝え、バリアフリーに配慮した改修を検討

していただくよう依頼しました。

32323232

やさしいまちづ

くりの推進につ

いて

　障害者用の歩道の黄色の点字ブロック

が滑りやすく危ないです。特に雨の日の

丸八通りは、健常者ですら怖いと思いま

す。改修のご検討をお願いいたします。

　ご意見にある丸八通りは東京都管理の

道路となり、現在、電線共同溝の設置工

事を行っております。いただいたご意見を

東京都へ伝えたところ、点字を設置する際

は、すべり抵抗値を満たすよう基準化され

ていますので、歩道復旧の際は仕様を満

たした、滑りにくい点字の設置を行います

とのことでした。

自転車のため

の駐車禁止対

象除外につい

て

　自転車のための「駐車禁止の対象除外」

事業を創設してほしい。まず、手始めに図

書館等区施設の自動車用障害者駐車ス

ペースの使用を認めてもらいたい。

　駐車禁止の対象除外とは、「東京都道路

交通規則」第2条に基づき、障害の区分や

等級に応じて、東京都公安委員会が必要

と認めた場合に駐車禁止等除外標章を交

付して実施しているものです。この駐車禁

止等除外標章を掲出することで、身体障

害者等本人が現に使用中の車両に限り駐

車禁止の除外対象となります。

　これに対し、江東区の放置自転車の撤

去活動は、「江東区自転車の放置防止及

び自転車駐車場の整備に関する条例」に

基づき、通行の障害を除去することで良好

な都市環境の確保及び美観の維持を目

的として行われているものです。

公安委員会の駐車禁止等除外の制度

は、原則歩行困難者に対して交付されま

すが、自転車はその性質上、歩行困難者

本人が使用することが想定しづらく、同様

の制度をそのまま江東区の行う放置自転

車の撤去活動に当てはめることはできま

せん。

　たとえ身体障害者手帳等の所有者の自

転車であっても放置自転車が通行の障害

となっていることに変わりはなく、江東区と

しては、身体障害者手帳等を所有してい

ることをもって自転車の放置が容認される

とは考えておりません。そのため、身体障

害者手帳等の所有者に対して放置自転

車の撤去免除の制度を実施する予定は

現在のところございません。

　なお、図書館等の公共施設で、やむを

えない理由で、自転車駐輪場が使用でき

ない場合は、施設にご相談ください。

33333333
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34343434

駅エレベー

ターの増設と

ホーム柵の設

置について

　現在、西大島に住んでおります。今まで

東陽町、門前仲町に住んだことがあります

が、西大島周辺は整備が進んでいないと

感じます。駅にエレベーターがございます

が、高齢者も多く、乗る方も多いです。４０

代前半ですが、突然片目が見えなくなり、

会社員として仕事をしておりますが、階段

は危険で使えず、エレベーターが頼りで

す。ちょっとした段差で、つまずき転ぶこと

もあります。駅と地上をつなぐエレベー

ターの増設とホームドアがあれば家族の

付き添いもいらず助かります。

　鉄道駅の改札階やホーム階と地上をつ

なぐルートにつきましては、平成27年度に

門前仲町駅の東陽町駅方向行き側のエ

レベーター工事が完了したことにより、区

内のすべての駅で１ルートの整備（地上-

改札階-ホーム階を結ぶエレベーターの

整備）が確保されたところです。今後も、2

ルート目の整備など、さらなるバリアフリー

推進を東京都交通局を含めた各交通事

業者に要請してまいります。

　また、都営新宿線におけるホームドアの

設置につきましては、本八幡駅より隣接駅

に順次設置を進め、おおよそ平成３１年秋

までに全ての駅にホームドアを設置する

計画を東京都交通局が公表しておりま

す。なお、大島駅の２・３番線においては、

平成29年に先行設置されております。今

後も、具体的な設置時期の示されていな

い路線につきましては、各交通事業者に

対し設置を要望してまいります。

35353535

バリアフリーに

ついて

　障害者及び高齢者などの立場において

は、建築関係において階段などの場合、

車椅子では不便ですので、必ずスロープ

状態及び街全体を階段など浅い作りにし

たり、バリアフリーであくまでも考えていた

だきたく思います。また、都バスなど道と余

り段差もなく高齢者楽々と乗れる様に工夫

して下さると便利です。

　本区では、ユニバーサルデザインを掲

げ、まちづくりを推進しています。今後も、

道路の段差解消などにより快適に移動で

きる環境を充実させていきます。なお、都

バスについては、既に全ての車両におい

て乗降口の高さが低い（国の標準仕様ノ

ンステップ認定制度を満たす）車両が導

入されております。歩道と車道の段差につ

きましては、今後とも東京都福祉のまちづ

くり条例に基づき整備を進めてまいりま

す。

36363636

公園の防御柵

について

　公園のオートバイ防御柵もバリアフリー

に。

　本区では老朽化した公園の改修工事を

順次行っております。その際は、だれもが

利用しやすい「ユニバーサルデザイン」を

考慮した改修を行っており、出入口につき

ましてもバリアフリーに対応したものへと改

修してまいります。

37373737 公園について

　公園は障害者に使いづらいので考えて

ほしい。

　本区では老朽化した公園の改修工事を

順次行っております。その際は、だれもが

利用しやすい、ユニバーサルデザインを

考慮した改修を行ってまいります。

38383838

障害者用トイレ

の拡充

　施設内の障害者用トイレを増やしてくだ

さい。（ユニバーサルベッドの設置）

また、区の施設は土日も使用可にしてくだ

さい。

　障害者用トイレやユニバーサルベッドの

設置については、改築などの際にスペー

スが許す限り、設置に努めるよう施設所管

課に働きかけていきます。また、土日の施

設使用については、施設や利用者の安全

管理などの課題もあることから、現状で開

設している施設の利用をお願いいたしま

す。
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39393939

知的障害の行

動障害に対応

できる防音等

の改修費助成

について

　大きな声を出したり床を踏み鳴らす、壁

を打ち付ける、ベランダからの物投げをす

るような知的障害児者の住宅対策も必要

です。家族は本人の介護の負担だけでも

相当なのに、近隣からの苦情に悩み、い

たたまれない思いをしています。防音等の

改修の費用助成などの制度を身体障害な

みに講じてください。

　現在、住宅設備改善給付の対象者は、

身体障害者及び難病患者であって、その

改修を行わないとご本人が日常生活に支

障を来たす方に限られています。知的障

害者への拡充については、今後の検討課

題とさせていただきます。

40404040

ホームエレ

ベーターの維

持費について

　自分はすぐ79歳になります。妻は78歳に

なります。自営でしたが、いまはやめ無

職、19年前に新築の家を建てました。1～

2階は作業場3～4階は住まいで、高齢に

なると階段が大変と思い、ホームエレベー

ターを付けました。不動産税が高くなりま

したが、エレベーターを付けて良かったと

感じています。8年前から妻が障害者手帳

3級になったためです。でも、エレベー

ターの維持費が大変です。

　身体障害者手帳（下肢・体幹）3級以上

の方を対象に階段昇降機の一部の自己

負担で支給の制度があります。（条件があ

ります）これは住宅設備の改善に要する費

用を給付することにより日常生活の利便を

図ることを目的とするものです。維持費分

の支給はありません。

5　雇用・就労の拡大5　雇用・就労の拡大5　雇用・就労の拡大5　雇用・就労の拡大

41414141

就労支援セン

ターについて

　就労支援センターを民営化し、職員数

増、定着支援ニーズに応えられる支援力

の補強を行ってほしい。また、就職前の実

習制度（例えば実習中の保険、実習手当

を保障）を整備し、就職に際するミスマッチ

ング軽減の一助としてほしい。

　就労・生活支援センターの運営のあり方

につきましては、業務委託等を含めよりよ

い支援を提供することが出来るよう今後と

も検討してまいります。就職前の実習につ

きましては、東京しごと財団で行っている

職場体験実習制度や実習保険料補助制

度等も活用しつつ、支援を行ってまいりま

す。

42424242

雇用・就労に

ついて

　私は契約社員として働いています。給与

はパート社員で安く、生活が困難な状況

です。望んでいることは、長く働ける職場

で、私はコミュニケーション不足の自閉ス

ペクトラムという病気を持っていて、人間関

係が上手くいかず、仕事でも接客対応が

とてもきついです。そのため、将来への不

安を感じ、私も障害者の立場としてきちん

とした社員になり、新たに就職ができるよう

に支援していたければと感じております。

　就労・生活支援センターでは、就労準備

のための就労前支援や仕事さがしのお手

伝いをする求職支援、就職した後の定着

支援などそれぞれの方の状況に応じた支

援を行っておりますので、ご相談ください。

43434343

雇用・就労の

拡大のための

取り組み

　雇用就労の拡大のための取り組みが促

進されることが重要であると考えます。法

定雇用率は企業を中心に伸展しています

が、地域に根ざした取り組みを行う法人等

への表彰制度、仕事に取り組む姿の区報

掲載により、一般区民の他人事の意識を

緩和できると考えます。また、当事者のや

りがいや自信向上にもつながると考えま

す。

　障害者雇用に関する周知啓発のため、

都では優良な取組を行う企業への顕彰を

行っており、区でも就業成績が優良な勤

労障害者に対して、福祉大会にて表彰し

ています。

また、区役所内等で障害者施設の自主生

産品を販売している手づくりショップ「るー

くる」では、障害者の方に実習生として関

わってもらっており、今後ともそのような姿

を通して区民の方への障害者就労の理解

促進に取り組んでいきます。
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44444444

福祉と農業の

連携について

　福祉と雇用についてです。江東区の今

後の課題は人口増に伴い、心身障害者も

増えるので、心身障害者施策の一環とし

て心身障害者保護者の会などの了解を得

たうえで、心身障害者の中軽度の方々の

働く場所として、高齢化が進み後継者不

足で苦労している農家に3～4人でチーム

をつくって農作業することにより、社会的

自立への前進が期待されるものと思いま

す。

　福祉と農業の連携については、地域の

課題解決方法として一定の効果があると

認識しております。現時点で区として連携

する予定はありませんが、農業を主に行っ

ている地方の事業所等は増加の傾向にあ

りますので、希望者には紹介させていただ

いております。

45454545

優先調達につ

いて

　江東区が実施する調達は、障害者が就

労している施設から優先的に実施すること

を明記するべきである。

　障害者優先調達推進法に基づき「江東

区による障害者就労施設等からの物品等

の調達方針」を定めております。また、区

が実施する調達は、競争入札を原則とし

ておりますが、障害者が就労している施設

から優先的に実施することについては、事

業課から推薦のあった施設を、随意契約

にて優先的に契約しております。

46464646

働く場の確保

について

　働く場が少なく、生活安定が図れない、

生きがいが持てないなど、問題は多いで

す。改善してください。

　障害者雇用促進法で定められている障

害者の民間企業での雇用率は、現在

2.0％ですが、平成30年度からは2.2％、さ

らに平成33年度には2.3％に引き上げられ

ることになっています。今後も公共職業安

定所と連携し、障害者雇用に対する企業

の理解促進を図ってまいります。

6　地域活動の支援6　地域活動の支援6　地域活動の支援6　地域活動の支援

47474747

18歳以上の方

への余暇活動

支援について

　江東区は他区と比べて数十年来、放課

後クラブが充実してますが、１８歳になると

通う場所がありません。放課後等ディサー

ビスを卒業した１８歳以上の余暇活動支援

を区単独で計画実施できるようにしてくだ

さい

　放課後等デイサービス卒業後の余暇活

動支援については、軽度の知的障害者を

対象に「エンジョイ・クラブ」を展開していま

す。余暇活動支援のさらなる充実につい

ては、今後の検討課題とさせていただきま

す。

48484848

重度知的障害

者の文化活動

について

　重度の知的障害のある方が利用できる

文化活動の場を提供してください。

　重度の知的障害のある方への文化活動

の場の提供については、他自治体を参考

にするなど、今後の検討課題とさせていた

だきます。

49494949

成人の余暇活

動について

　日中活動から早く帰って来て、親と過ご

す時間が長くなってしまいます。親は仕事

の継続が困難になり高齢化も不安です。

本人も放課後等デイサービスのような場所

を求めています。単発のイベントだけでは

なく、居場所になるような施策をお願いし

ます。

　介護者の負担軽減や親亡き後の生活に

ついては、様々な支援策の活用を図るた

め相談支援を充実し、その方に適した支

援に努めてまいります。なお、居場所づく

りについては、今後の検討課題とさせてい

ただきます。
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50505050

中・重度の障

害者への生涯

学習支援につ

いて

　介助者がいなくても一人で参加できる軽

度の障害者だけでなく、障害が重くて介助

が必要な障害者も対象に入れて施策を考

えてください。

　現状としては、一人で参加できる軽度の

知的障害者のための「エンジョイ・クラブ」

を展開しております。なお、障害の種別や

特性に応じた支援施策の展開について

は、今後の検討課題とさせていただきま

す。

51515151

中高生を対象

としたエンジョ

イ・クラブにつ

いて

　18歳以上の就労者を対象としているよう

ですが、切れ目のない支援として 中高生

からも対象としていたたきたいです。高校

卒業後のライフコースによらず、障害児者

にとっては地域で知り合いを作ることが大

切かと感じています。

　地域でいきいきと生活するために、交友

関係は大切な要素だと認識しております.

今後の検討課題とさせていただきます。

52525252

シーサイドマラ

ソンについて

　先月、シーサイドマラソンで盲人ラン

ナーのガイドをしました。そこで気づいた

事は、急カーブ、段差の多さでした。道幅

も狭く、盲人にとっては走りづらいものでし

た。カヌーでもモニカさんを前面に出し

て、障害者に配慮しているんですから、

シーサイドマラソンについても配慮してもら

いたいです。

　江東シーサイドマラソン大会では、障害

の有無に関わらずランナーの皆様が安全

に走れるよう運営を心がけているところで

す。ご指摘いただきました、急カーブの多

さや道幅の狭さに関しましては、警視庁や

日本陸連等とも調整を行いながらコース

設定を行っておりますが、現在のところ交

通規制の関係等により現状のコースとなっ

ております。また、段差につきましては、ラ

ンナーの皆様が安全・快適に走れるよう養

生等による段差解消に一層工夫してまい

ります。

53535353

障害者スポー

ツの場の拡充

について

　区報で見る限りでは、月1回の水泳コー

ス（教室）はありますが、障害者だけの水

泳教室を希望。一般の教室に入ろうと思

いましたが、傷痕がすごく人の目が気にな

る。

障害者スポーツの場を広げてほしい。

　障害者水泳教室はスポーツ会館で年6

回実施しておりますが、プール全面を貸

切利用することや指導員の確保、送迎の

ための駐車場の確保等の課題があり、実

施日数の増は現状として困難な状況で

す。傷痕についてはラッシュガード等の着

用が屋内プールでは可能となっておりま

すので、ご希望される施設の窓口にご相

談ください。今後も水泳以外の競技も含め

た障害者スポーツの拡充と、健常者、障

害者が共に利用できる環境整備に努めて

まいります。

7　区民の理解と共感の醸成7　区民の理解と共感の醸成7　区民の理解と共感の醸成7　区民の理解と共感の醸成

54545454

PTA活動につ

いて

　子を持つ親に障害があって、学校の

PTA活動に参加できないのに、江東区内

の小中学校では理解がなく、PTA役員を

やるのは当然と言われ、ますます立場が

なくなっています。先生もPTA退会につい

て理解を示さず、強制入会させて、個人

情報を学校から入手し、活動しているのは

おかしいと思います。障害のことを話して

も、文句を言われ、病名まで言わされ、心

ない言葉に傷ついてます。公立小中学校

の先生達の理解ができていないため、

PTAの理解が希薄があると思います。「こ

ころのバリアフリー」を是非、先生、生徒、

住民全員に周知してほしいです。

　学校教育活動を進める上で、保護者の

理解やPTAの協力は不可欠のものです

が、PTA活動は「できる人ができることを、

できるときに」が基本です。障害があり、活

動に参加できない状況は学校やPTAにも

理解を求めて当然のことでしょう。それで

も、おっしゃりにくい状況があるようであれ

ば指導室教育相談の窓口をお尋ねくださ

い。

教育委員会としてはPTA基礎研修会など

を活用し、障害を持つ方への理解促進に

努めてまいります。

　また、区民に対する障害理解の促進に

ついては、当事者や施設の方が参画する

地域自立支援協議会での意見を参考に

進めていきます。
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55555555

啓発・広報活

動の推進につ

いて

　江東区では、障害を持っている方を多く

見かけます。隣に座っている人は障害を

抱えていると思って、日頃から「ボランティ

ア精神」を当然のように行動しています。

赤ちゃんや高齢者、障害者等、人の助け

を必要として生活している多くの人々を支

える人でありたいです。

　幼い頃からの教育で世の中の誰も知るこ

とになります。自分自身が障害者になる可

能性があることを教育で広めていくことが

必要です。江東区の取り組みは充実して

いると思えました。

　共生社会の実現に向けて、今後とも区

民の理解と共感の醸成に努めてまいりま

す。

56565656

障害者理解の

促進について

　障害者理解の促進については、今の広

報啓発のやり方だけでは弱いと思います。

パラリンピック開催の江東区民に障がい児

者の理解周知方法を、積極的に考えてい

ただきたいと思います。区の職員だけでな

く当事者・家族・一般の方たちの意見を求

めるのも一つの方法ではないでしょうか。

　東京２０２０パラリンピック競技大会の成

功は、障害への理解促進の恰好の機会で

あると考えています。団体や当事者が委

員を務める地域自立支援協議会と連携を

図るなど、区民の意見を反映させた周知

方法の展開を図っていきます。

8　安全・安心な地域生活環境の整備8　安全・安心な地域生活環境の整備8　安全・安心な地域生活環境の整備8　安全・安心な地域生活環境の整備

57575757

地域活動の支

援

　障害のある方こそ、防災訓練に参加して

ほしい。日々の生活だけでなく、地震や水

害などの時に重度障害の方をどのように

サポートして対応できるか、シミュレーショ

ンする必要があると思います。災害時は、

介護できる人も少なくなり、家族だけで何

とかしないといけなくなる場面も多々あると

思うので。他自治体の事例研究で重度障

害者の避難訓練の例を見ましたが、トラブ

ルや改善の余地もたくさんあったようなの

で、早期から対応していく必要がある。

　障害のある方を含め、要支援者の避難

には、地域の「共助」の力が不可欠である

ため、まずは、ご本人が地域の自主防災

訓練に積極的に参加し、日頃からの関係

づくりを含め、形成・体験していくことが大

切であると考えます。また、区主催の地域

防災訓練では、車椅子の方等の参加もあ

りましたが、このような機会にも、障害のあ

る方の積極的な参加を呼びかけていきま

す。

58585858

地域での支え

あいの強化に

ついて

 　施策に挙げられていたのは、緊急通報

システムやFAX、そして区内のボランティ

アですが、障害児者が困った時に、即時

に支え合える体制とは思えません。土日

はどうするのか、ボランティアセンターの

マッチングは即時ではない点など。

地域での理解が必要です。

　地域で支えあうためには、現状把握や理

解促進が大切な要素であると認識してい

ます。そのため、施設のイベントでの地域

住民との交流や民生委員との連携などに

よる活動の充実を推進し、地域での理解

促進を図っていきます。

59595959

防災訓練時の

障害者支援用

補助具につい

て

　小学校で肢体不自由な児童の支援をし

ています。学校で避難訓練が年に１１回ほ

どありますが、原則本番と同じように行うの

で、エレベーターを使用しません。児童を

抱っこしたりおんぶして移動するのです

が、成長につれだんだん難しくなってきま

した。抱っこやおんぶが楽に出来る補助

具を用意してもらえると助かるのですが、

ご検討下さい。

　各校における避難訓練の状況を確認

し、補助具の用意について検討していき

たいと思います。児童、生徒の安全確保

に努めてまいります。
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60606060

防災計画につ

いて

　防災計画の策定にあたっては、障害当

事者や家族、関係者を交えてください。自

立支援協議会に防災部会を設けるなど、

当事者家族を交えて議論し、要援護者避

難計画を充実させてください。

　地域防災計画は、各種災害に対して実

施される予防対策・応急対策・復旧対策

に至る一連の災害対策について、区その

他の防災関係機関の処理すべき事務又

は業務を記載し、各機関が連携して責務

を遂行するための計画であるため、区地

域防災計画は、区長が任命または委嘱し

た委員で構成する江東区防災会議にお

いて策定しています。そのため、直接個別

の当事者等を会議に交える予定はありま

せんが、計画の見直しにあたっては、災害

協力隊等からの意見を聴取し、反映して

いく予定です。

61616161

避難支援の具

体的方策につ

いて

　災害時における障害者や施設の避難方

法、地域の避難支援や医療支援の具体

的方策は。

　高齢者や障害のある方等については、

避難行動要支援者名簿を作成し、消防・

警察等の関係機関や拠点避難所に整備

しています。そのうち、外部提供に同意し

た方の名簿を災害協力隊（自主防災組

織）や民生・児童委員、地域団体等へも提

供し、個別の避難支援計画（個別計画）を

作成し、災害時の救援活動につなげるた

めの体制整備を進めています。個別計画

策定時には、災害協力隊等が訪問等によ

る聞き取り調査を行い、当事者の要望を

聞くとともに、避難計画の周知に努めてい

ます。

医療支援については障害等があるなしに

関わらず、災害時から72時間の間は、各

病院では直接負傷者の受付は行わず、あ

らかじめ決められた病院又は小中学校に

緊急医療救護所を開設しトリアージを行

い、軽症者はその場で治療、重症者と中

等症の人は応急処置を行った後に、災害

拠点病院又は災害拠点連携病院に搬送

する体制となっています。発災時には通

常の医療体制がとれないことから、可能な

限り自助での医療の備えをすべきである

旨、今後も広報していきます。

9　配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実9　配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実9　配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実9　配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実

①　「発達障害」に関するご意見①　「発達障害」に関するご意見①　「発達障害」に関するご意見①　「発達障害」に関するご意見

62626262

区職員の知識

向上について

　発達障害疑いということで健診等ですぐ

引っかかる子が多い割に、その後の受け

皿が不足していたりする上、関係各所の

連携がなく保護者の不安を煽るだけに

なっていることがある。また、区立幼稚園

教諭や保健師さんに発達障害や関連施

設についての知識や情報が少ないので、

区職員の方も勉強会などを行っていただ

き、理解を深めていただくとありがたい。

　障害福祉サービスの充実のため、関係

所管や機関との意見交換を確実に行うこ

とにより適切な支援につなげていきます。

また、幼稚園教諭や保健師の育成につい

ては、各種研修を活用して、「発達障害」

への理解促進、知識向上を図るほか、対

応力の向上に努めていきます。
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63636363

小学校教育に

ついて

　小学校に「なかよしクラブ学級」等、子供

の頃から差別、偏見等を受けた子供が

まっすぐ育つと思いますか。本質の対策を

「原因追究」を求めて行きます。

　区立小中学校に設置している特別支援

学級では児童・生徒が明るく元気よく日々

の教育活動に取り組んでいます。また、通

常の学級との交流を通して、ともに生きる

という視点から障害に対する理解を深めて

います。差別や偏見は決してあってはなら

ないことですので、今後も引き続き各学校

での人権教育を進め、障害のある人への

理解の徹底に努めてまいります。

64646464

発達障害のサ

ポートについ

て

　全ての幼稚園、小学校・中学校・高等学

校で発達障害児のサポートを手厚く行っ

てほしい。

　発達障害のある児童・生徒の自立や社

会参加に向けた主体的な取組を支援する

という視点に立ち、児童・生徒一人一人の

教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高

め、生活や学習上の困難を改善又は克服

するため、適切な指導及び必要な支援を

行っているところです。平成30年度には全

ての小学校の特別支援教室で巡回指導

を行います。また、平成31年度からは中学

校においても巡回指導を行う予定です。

今後も発達障害のある児童・生徒への支

援を充実させてまいります。

②　「児童発達支援事業」に関するご意見②　「児童発達支援事業」に関するご意見②　「児童発達支援事業」に関するご意見②　「児童発達支援事業」に関するご意見

65656565

児童発達支援

の待機児童に

ついて

　児童発達支援などは、待機児が多く、障

害が重度でないと入れないと聞いた。もっ

とたくさん受け入れてほしい。

　児童発達支援事業所は数が少なく、通

所希望者は増えています。必要な療育が

行き届くよう、現行事業者との協力をはじ

め、新規事業者の確保・協力に努めてま

いります。

66666666

児童発達支援

施設の利用者

負担額につい

て

　現在、児童発達支援の通所給付を受け

て療育施設を利用しているが、利用者負

担額上限が高すぎて非常に不便を感じて

いる。他区では全ての利用者に対し、一

律で全額利用料免除もあるので、当区で

も利用者負担額の免除、もしくは一律とし

ていただくことを検討してほしい。子供の

教育に関わることなので。

　利用者負担額については、制度上、所

得に応じて、一定のご負担をいただくこと

はやむをえないと考えております。現在の

ところ、区が負担する予定はありません。

③　「放課後対策」に関するご意見③　「放課後対策」に関するご意見③　「放課後対策」に関するご意見③　「放課後対策」に関するご意見

67676767

きっずクラブの

預かり時間及

び送迎につい

て

　基本的に障害児への施策は専業主婦を

想定しているが、シングルマザーが正社

員として働けるよう、預かり時間の延長を

希望します。また、きっずクラブへの送迎

が原則等制限が多すぎるので親の判断に

委ねてほしい（ひとりで帰宅OKにしてほし

い）。

　きっずクラブ利用児童の預かり時間延長

につきましては、保護者からご提出いただ

いた勤務証明書等に基づき、統一的な基

準で延長を認めており、現時点で変更す

る予定はありません。また、特別な配慮を

必要とする児童につきましては、交通事故

防止等安全面への配慮から、学校と同様

に保護者の方の送迎をお願いしておりま

す。
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68686868

就学後の療育

について

　就学しても、サポート（療育）が受けられ

るようにしてほしい。

　未就学児の療育として児童発達支援を

行っていますが、就学児への療育としては

放課後等デイサービスを行っています。ま

た、保育所等訪問支援は就学児も対象と

しており、小学校等への訪問も行っていま

す。

69696969

障害のある子

供が通う施設

について

　私の娘は、小学生の時には児童館だけ

で3つ行くところがありました。どこも地震に

強そうな立派な建物で、専門の職員さんも

いました。しかし、障害のある子が通うその

ような所はありません。同じレベルの施設

を望みますが、無理であれば建物だけで

も区で用意することはできないのでしょう

か。法の下で平等だとはとても思えませ

ん。放課後等デイサービスが同じレベル

に届くよう、資金だけでも与えるべきかと思

います。

　児童発達支援、放課後等デイサービスと

もに、事業認可時に、東京都の施設確認

があり、耐震基準、防火基準等を確認して

います。また、カーテンなども防炎のもの

にする、ロッカーや棚には転倒防止を行う

ことなどの防災対策も規定されています。

なお、児童館については、高校生までを

対象にしている施設もございますので、ご

利用ください。

70707070

放課後等デイ

サービスの質

の向上

　放課後等デイサービスのサービスの質

の向上についてより具体的な施策を推し

進めてください。

　区では、事業者向けに第三者評価受審

費用の補助を行っているほか、施設訪問

により、療育の内容、適正な運営を確認し

ております。また、国のガイドラインによる

各事業所の自己評価や保護者による評

価の公表、東京都による実地検査などに

より、サービスの質の維持、向上に努めて

おります。

71717171

放課後等デイ

サービスの維

持について

　小学生の子供に知的障害があり、放課

後等デイサービスを利用させていただい

ております。子供は充実した時間を過ご

せ、家族も休息や仕事ができており、大変

有難く必要な存在になっております。質の

向上のため色々と規制が厳しくなっている

とお聞きしますが、家族にとっては利用で

きる施設がなくなることが1番の不安です。

今ある施設が継続して支援を続けられるよ

う、お願いしたいです。宜しくお願いいた

します。

　施設が増加する中、質の維持、向上は

大切なことであると考えております。今後

も、各施設と連携を図り、施設が充実した

支援を継続的に行えるよう取り組んでまい

ります。
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72727272

放課後等デイ

サービスの利

用者負担につ

いて

　事業所がより高い報酬を取ると、保護者

の負担が増す仕組みになっています。一

般の児童施策（きっずクラブ）の利用者負

担額に上限月額を合わせた減免策を講じ

てください。

　障害がある子どもが適切な療育を受ける

のは、「合理的な配慮」であって、障害が

無ければ居場所の提供があれば友達と遊

び、食事やトイレが自分でできます。また、

B登録では学童クラブの機能があり、居場

所の提供だけでなく、遊びや集団の中で

の成長を促す保育が行われています。友

だちとトラブルがあれば、丁寧にお互いの

言い分を伝え合う指導員の配慮がありま

す。障害のある子どもは、それらを「療育」

として障害特性に合わせた丁寧な関わり

がないとできません。応益負担によって、

利用者負担額の大きな格差があるのは、

「合理的配慮」が有料サービスとして扱わ

れているようです。国の制度ですが、国に

意見を上げながら、現状の改善を検討し

てください。

　きっずクラブは、放課後等に児童が安全

で安心して過ごすことができる居場所・生

活の場を提供するとともに、こども達の創

造性等を育み、健やかな成長を図る事業

であり、障害児の受入れも進めています。

　放課後等デイサービスは、児童福祉法

に定められたサービスで、生活能力の向

上のために必要な訓練等の療育を行う場

です。現行制度において、サービスを利

用する際には、所得に応じて一定の負担

をしていただくことは、やむをえないものと

考えております。

73737373

区独自の利用

料の減免策に

ついて

　障害児は親の収入が考慮され、有料と

なる家庭が多くあります。また、前年度の

収入が対象になるため、中途障害になっ

て間もない場合や失業・賃下げで家計が

苦しい家庭に、利用料の負担が重くのし

かかります。「障害に伴う費用は原則無

料」との骨格提言を尊重し、区独自の利用

料の自己負担分の減免策を講じてくださ

い。

　放課後等デイサービスは、児童福祉法

に定められたサービスで、生活能力の向

上のために必要な訓練等の療育を行う場

です。現行制度において、サービスを利

用する際には、一定の負担をしていただく

ことは、やむをえないものと考えておりま

す。

　現在のところ、区が負担する予定はござ

いません。

74747474

放課後等デイ

サービス施設

の地域差につ

いて

　実態として、永代通りを境とした南北格

差の解消を望みます。臨海地域の子ども

たちは、当たり前のように地域で放課後を

過ごすことを、なぜ許されないのでしょう

か。地域で、当たり前のように生きる。、そ

して、当たり前のように気に入った福祉

サービスを選べるようにしていただきたい

です。

　臨海地域ではその地域特性により、事

業所が少ない状況にあります。区では、現

行事業者との協力をはじめ、新規事業者

の確保・協力に努める考えです。

④　その他④　その他④　その他④　その他

75757575

就学前児童の

教育について

　区立幼稚園には、私立に入園できな

かった子も多数入園してきています。担任

の先生のほかに介助の先生も数名います

が、人数が足りていないと思うので、増や

して欲しいです。介助が必要な園児が増

えているのに先生の人数は変わらないの

で、人手不足ですごく忙しそうに見えま

す。幼稚園側からも要望は出しているけ

ど、なかなか改善されないという話も聞きま

した。より良い環境になっていると良いで

す。

　区立幼稚園には支援的介助員を各園１

名ずつ配置しています。また、障害のある

幼児に対しては生活介助や安全確保の

ために保育介助員を対象の幼児の障害

の状況に応じて配置しているところです。

保育介助員の配置対象となる幼児の人数

は、区全体で平成27年度44名、平成28年

度47名と微増傾向にあります。

　今後も障害のある幼児の増加傾向や教

育的ニーズを受け止めながら、よりよい教

育環境の整備に努めてまいります。
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76767676

支援学級の行

事について

　連合運動会、宿泊学習等、親が送迎し

なくても参加できる体制を整えてください。

支援学級にいる子供がいると、仕事を何

度も休まなければならず、一人親には厳し

すぎます。

　日常の登下校を含め、宿泊学習等の連

合行事においても、お子さんの安全確保

のため、保護者の方に送迎をお願いして

います。

　連合運動会ではお子さんの活動を参観

いただくだけでなく、種目にお子さんと御

一緒に御参加いただく中でお子さんの成

長をほめて励ます等、お子さんとのコミュ

ニケーションを豊かにする機会と考え、参

加をお願いしているところです。

　しかしながら、お仕事等で送迎の時間が

取れない御事情がある方も居られ、学校

の先生と相談され、ファミリーサポート等の

移動支援を御利用された事例もあります。

今後、連合行事等への送迎が困難な場

合などはまず学校の先生に御相談いただ

ければと思います。なお、移動支援の制

度等については、障害者支援課までお問

合せください。

10　その他 （第４章の全般に関して）10　その他 （第４章の全般に関して）10　その他 （第４章の全般に関して）10　その他 （第４章の全般に関して）

77777777

当事者と話す

機会について

　これに記載された文言は全て良いが、そ

れであれば何故障害者が差別されるので

すか。役所は、本当に障害者のことを考え

て、このように行えば区民が協力できると

か全く示せていない。役所に勤務の方

は、子供に障害をお持ちの方の心情を確

かめたことがありますか。早退、休みと大

変手がかかるのですよ。区民と文化セン

ターあたりで話し合うことが第1番と思いま

す。

　区民の皆様からご意見を伺うことは、大

切なことであると認識しております。今回の

計画策定における区民説明会や団体説

明会を行い、ご意見を伺っております。ま

た、日頃から各種団体との意見交換や特

別支援学校での説明会など行っておりま

す。

78787878

塩浜福祉園の

民営化につい

て

　私の子供は、重度の障害を持っており塩

浜福祉園に通園しています。本園では経

費削減のために民営化をする計画です。

親の会では、直営でいってくれるようにお

願いしていますが、聞く耳を持ってくれま

せん。自分で声を上げられない一番の弱

者を切り捨てる江東区の福祉はとても貧し

いと思います。是非今の体制でいけるよう

にお願いします。

　塩浜福祉園は、平成31年4月から指定

管理者制度に移行を予定しております。

指定管理者制度とは、これまで区職員で

行ってきた運営を社会福祉法人に委託す

るものです。しかし、福祉園の設置責任は

引き続き江東区にあり、運営が指定管理

者に変わった後も区は福祉園の管理・監

督を行います。指定管理者制度への移行

は、①専門性の高い職員による支援力の

向上が期待できる、②柔軟なサービス展

開が可能となることを目的としています。

試算では現状にくらべて財政効果があり

ますが、それが目的ではありません。利用

者家族には他施設の視察同行、個別説

明会の開催や、家族会の開催を重ねてま

いりました。その結果、一定のご理解はい

ただいているものと判断しております。今

後は指定管理者選定に取り組み、これま

で以上に支援サービス向上の実現に努力

してまいります。
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79797979

塩浜福祉園の

指定管理移行

について

　塩浜福祉園については、「江東区行財

政改革計画」（平成23～26年度）におい

て、「利用者との信頼関係を基本に、塩浜

福祉プラザの改築に合わせ、指定管理制

度の導入も含めた施設のあり方を検討す

る。その中で利用者の受入れ等運営方針

等についても検討する。」としております。

ところが改修は３２年以降の計画で行うと

いう事で指定管理への移行だけが利用者

家族の納得も得ずに強引に先に進められ

ようとしています。施設の整備もせずに人

が入れ替わるだけではサービスの向上は

あり得ません。また、区の職員の障害者へ

の直接処遇が全くなくなってしまうと、障害

者の実態への理解が今後弱まっていくこ

とが懸念されます。そのため、改築に合わ

せ利用者との信頼関係を基本にセットで

指定管理移行を計画するように見直しをし

てください。

　　　　　　　　　　　　　※同様の意見１件

　塩浜福祉プラザの大規模改修につきま

しては、平成18年に小規模改修を行って

いることから、大規模改修については現

在、具体的な計画はありません。平成32

年度から始まる区の新長期計画で計画化

を検討しているところです。一方で、福祉

園利用者の障害の重度化が進んでおり、

経験豊富なリーダー層、専門性、経験を

持ち合わせた職員による利用者本位の支

援や、柔軟なサービスの提供などハードよ

りもソフト面での取り組みが喫緊の課題で

す。このため、前記整理№78「塩浜福祉園

の民営化」でお答えした目的で指定管理

者制度の導入を決定したものです。

80808080

ライフプランニ

ングシステムの

確立

　障害者の状態を把握し、生涯にわたっ

て保健、福祉、医療サービスが適切に受

けられるようにするための統合されたライフ

プラニングシステムの確立。

　それぞれのステージに応じた支援が行

えるよう、障害福祉サービスの充実を図る

とともに、関係機関や所管課との連携を

図っていきます。

第６章　目標値とサービス見込み　【第５期江東区障害福祉計画】第６章　目標値とサービス見込み　【第５期江東区障害福祉計画】第６章　目標値とサービス見込み　【第５期江東区障害福祉計画】第６章　目標値とサービス見込み　【第５期江東区障害福祉計画】

2　サービス必要量の見込みと確保のための方策2　サービス必要量の見込みと確保のための方策2　サービス必要量の見込みと確保のための方策2　サービス必要量の見込みと確保のための方策

81818181

発達障害者支

援の拡充につ

いて

　発達障害者支援施設、障害者支援施

設、社会福祉協議会の施設を豊洲に設

け、成人を含めた発達障害者支援を拡充

して下さい。

　現在、障害者支援関連施設等の豊洲へ

の開設予定はございませんが、施設開設

に関しましては区の施策として総合的に

判断してまいります。

82828282

支援員不足に

ついて

　移動支援に携わるヘルパー不足が各事

業所で大きな問題となっております。これ

は、ヘルパーさんの報酬の安さも大きな要

因であるため、賃金の改正、並びにヘル

パー養成を区で援助していくなどお願い

したい。作業所の支援員不足についても

同様のことがいえる。

　　　　　　　　　　　　　　※同様の意見３件

　国は、平成30年度障害福祉サービス等

報酬改定を予定しており、他のサービスの

動向を踏まえ検討を続けてまいります。な

お、人材の活用につきましては、福祉のし

ごと相談・面接会の活用や、ハローワーク

とも連携を図ってまいります。

83838383

重症心身障害

児を支援する

事業所の確保

について

　重心や医療ケアのある子ども達の事業

所の確保について、施設側のみの努力で

看護師を配置し、継続運営して行くのは

限界です。区としてもぜひ思い切った看

護師の発掘・活用事業に動いてください。

医療ケアのある子どもたちの集団生活の

保障のために保護者の付き添い等が継続

し、支える家族の負担が大きいと危惧して

おります。

　看護師については、関係機関等と連携

を図り、確保に努めてまいります。また、医

療的ケアの充実につきましては、引き続き

検討してまいります。
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人材確保につ

いて

　処遇改善加算だけでは、福祉分野は

「焼け石に水」で人材不足が深刻です。

「国がやるべきこと」と片付けるだけでなく、

区としても対策を講じてください。

　人材の発掘・活用につきましては、福祉

のしごと相談・面接会の活用や、ハロー

ワークとも連携を図ってまいります。
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障害児者の施

設確保

　臨海部に障害福祉施設があまりにも不

足しています。民間の賃貸物件では重度

の障害児者に適した改修を行う経費が膨

大にかかり、整備が進みません。必要な施

設を区が設置したり助成金を出したり等、

民間任せにせずに具体的な対策を講じて

ください。

　

　　　　　　　　　　　　　　※同様の意見１件

　平成30年度、臨海部に放課後等デイ

サービスを開設する事業者に対して整備

費助成を行います。

86868686

居住系サービ

スと日中活動

の場の確保

　リバーハウス東砂のGHの募集人数は何

人あったのでしょうか。GHや日中活動の

場の見込み数には、住み慣れた江東区で

の暮らしでは、難しくなって、やむなく都外

の遠く離れたGHで生活することになる人

も含んでいることと思います。区は、区内

で受け入れるためにGHや日中活動の場

を何か所整備する必要があると考えてい

ますか。

特に臨海部は深刻だとしつつ、「官民あげ

ての必要な施設の整備」とは具体的にど

のような目標を掲げて、どのように進める

のでしょうか。

　リバーハウス東砂のグループホームにつ

いては定員の7名を超える応募をいただき

ました。この施設は、その他に、短期入所

3名、緊急一時保護2名の枠を確保してお

ります。今後も、計画で算定した見込み数

と照らして支援の充実を図ってまいりま

す。

　また、平成30年度、臨海部に放課後等

デイサービスを開設する事業者に対して

整備費助成を行います。
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障害児支援の

強化

　児童発達支援センターは10万人に1か

所必要で、区には5カ所以上は必要なとこ

ろ2か所しかなく、「毎日通園」のクラスを週

2～3日でシェアしたり、年度途中では保健

所から紹介されても月に1～2回しか通え

なかったりで必要な療育が受けられず、親

子とも孤立してしまいます。重心の通う施

設も同じです。「現状維持」では実態に

合っていません。

　児童発達支援センターならびに重度心

身障害児の通所施設の整備については

重要な課題であると認識しており、現状維

持を基本としつつ、状況に応じて検討を

すすめてまいります。


