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はははは    じじじじ    めめめめ    にににに    

 

本区では、平成２４年３月に「江東区障害者計画」

及び「第３期障害福祉計画」を策定し、「共生社会の

実現」「障害者の自立支援」「生活の質の向上」を基

本理念として、障害者施策の推進に取り組んでまい

りました。その後、国の政策を反映するとともに、

障害者ニーズに即した地域生活を実現することを目

的として、平成２７年 3 月に「第４期障害福祉計画」

を策定いたしました。 

今回策定した計画では、引き続き、地域生活支援拠点の整備推進や地域移行

支援などを目標に掲げるほか、精神障害者支援のための関係機関の連携強化や

就労定着支援に関する新たな目標を掲げております。さらに、障害のあるこど

もへの支援充実のため「第１期障害児福祉計画」を策定し、関係機関の協議の

場を設置するなど医療的ケアが必要なこどもへの支援充実を目指してまいりま

す。また、２年後に開催される東京２０２０パラリンピック競技大会は、障害

や障害者に対する理解や共感の醸成を図る上で、またとない機会であることか

ら、大会の成功に向けた取り組みを強化してまいります。 

障害のある人もない人も、ともに支えあい、江東区で安心して暮らしていく

ことができるよう、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました

江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会の委員の皆様をはじめ、貴重なご

意見をお寄せいただいた皆様に心から御礼申し上げます。 

 

平成３０年３月 
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計画策定の背景計画策定の背景計画策定の背景計画策定の背景    

 

（１）江東区における障害者支援の取り組み 

 

① 「江東区障害者計画・障害福祉計画」による総合的・計画的な障害者施策の推進 

本区では、昭和 56 年の国際障害者年を契機に「障害者問題懇談会」を設置し、平

成 8 年には、障害者基本法に基づく市町村障害者福祉計画として「ノーマライゼーシ

ョン推進プラン 21（平成 7年度～平成 12年度）」を策定するなどして、総合的・計画

的な障害者施策の推進を図ってきました。 

平成 24年 6月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（以下「障害者総合支援法」）」が制定され、障害福祉サービスの対象者の範囲の見

直し等が行われました。また、平成 25 年 6月には「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（以下「障害者差別解消法」）」が制定され、その後、「障害者の雇用の

促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」）」の改正により、雇用分野における

障害者への差別の禁止等が定められるなど、障害者に対応する関連施策の拡充が図ら

れてきました。 

なお、本区では、平成 24 年 3 月に策定した「江東区障害者計画・障害福祉計画」

で「共生社会の実現」「障害者の自立支援」「生活の質の向上」を基本理念とし、障害

者の保健福祉施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

 

② 「江東区基本構想」の策定 

平成 21 年 3 月、本区は今後のまちづくりの基本的な指針となる新たな「江東区基

本構想」を策定しました。「基本構想」は、目指すべき江東区の姿の一つとして「とも

に支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち」を定め、そのための基本施策に「誰も

が自立し、安心して暮らせる福祉施策の推進」を掲げています。 

 

③ 「江東区長期計画」の策定 

平成 22年 3 月、基本構想具現化のための 10か年の総合計画として「江東区長期計

画」が策定されました。「長期計画」では、上記の「誰もが自立し、安心して暮らせる

福祉施策の推進」に向けた施策として、「総合的な福祉の推進」「地域で支える福祉の

充実」「自立と社会参加の促進」を掲げ、さらに重点プロジェクトとして、障害者の地

域生活移行を支援するための「障害者多機能型入所施設の整備の推進」を位置づけて

います。 

計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方    第第第第    章章章章１ 
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（２）障害者福祉をめぐる国等の動き 

 

① 障害者基本法の改正 

障害者基本法は、障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、「全ての国

民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人と

して尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって

分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

する」（法第 1条）ことを掲げるとともに、障害者に対する差別禁止の観点から、社会

的障壁の除去についての配慮等の基本原則を定めるほか、障害者の定義、障害者の自

立及び社会参加の支援等のための基本的施策等に関する規定の見直し等が盛り込まれ、

平成 23年 8月に施行されました。 

 

② 障害児支援の強化 

障害児を対象とした支援については、通所や入所サービスは児童福祉法、児童デイ

サービスは障害者自立支援法に基づき実施されてきましたが、児童福祉法に根拠規定

を一本化する改正法が平成 24年 4 月に施行されました。 

これは、身近な地域で、障害特性に応じた専門的な支援を引き続き提供することが

できる仕組みとすることを目的として行われ、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などが障害児通所支援に位置づけられまし

た。また、都道府県が行う入所サービスについても、障害児入所支援として再編され

ました。 

 

③ 障害者総合支援法への改正 

障害者自立支援法は、三障害（身体、知的、精神）の一元化、利用者本位の新サー

ビス体系への移行、就労支援の強化等を目的に、平成 18 年に施行されました。法施行

後は、利用者負担の軽減等の措置を講ずるなど、法の円滑な運営のための特別対策が

行われました。 

その後、平成 24 年 6 月に「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とする法

律が成立し、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体

系の整備を図ることを目的とし、障害の範囲に難病等を加えるほか、障害支援区分の

創設、重度訪問介護の対象拡大などが図られました。 

 

④ 障害者虐待防止法の成立 

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、その防止が自立及び社会

参加にとって極めて重要であること等から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対

する支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が平成 24年 10 月 1日に施行されまし

た。同法では、障害者に対する虐待の禁止、虐待の予防・早期発見など虐待防止等に
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関する国等の責務、虐待を受けた障害者の保護や自立支援のための措置等を定めてい

ます。 

 

⑤ 障害者差別解消法の成立 

国や市区町村といった行政機関や民間事業者の「障害を理由とする差別」をなくし、

障害のある人もない人もお互いに個性を尊重し、支えあえる共生社会を実現すること

を目的とした法律で、平成 28 年 4 月に施行されました。 

同法では、障害があるからといって正当な理由なくサービスの提供を拒否するなど

の「不当な差別的取扱いの禁止」や、障害のある人から配慮を求める意思表明があっ

た場合に、社会的障壁を取り除く合理的な配慮をする「合理的配慮の提供」を定め、

実効性を保つため行政が事業者に対し助言、指導ができることとなっています。 

また、障害者雇用促進法の改正により、雇用の分野における障害を理由とした差別

的な扱いを禁止するほか、事業主に、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善す

るための措置を講ずることを義務付けました。 

 

⑥ 障害者権利条約の締結 

障害者の権利に関する条約障害者権利条約）は、障害を心身の機能障害のみに起因

するのではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものと考え

るほか、障害に基づくあらゆる差別の禁止や合理的配慮の提供が確保されるための措

置をとることとしています。 

この条約は、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現すること

を確保し、促進するための措置を締約国がとることを定めるもので、国は、障害者自

立支援法の改正や障害者差別解消法の制定、障害者雇用促進法の改正など様々な国内

法の整備を進め、平成 26 年 1 月に、障害者権利条約を批准しました。今回の計画策定

にあたっては、この条約との整合性を保つことも考慮しました。 

 

⑦ 地域共生社会の実現に向けて 

地域共生社会とは、制度分野ごとの「縦割り」などの関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が「我が事」として参画し、「人と人」、「人と資源」が世代や分野を超

えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに

創っていく社会のことです。その実現のため、地域課題の解決力の強化、生活上の困

難を抱える方への地域を基盤とする包括支援体制の構築、専門人材の活用などを推進

することとしています。 

本区では、現在、高齢者の地域包括ケアシステム構築に取り組んでいるところです

が、障害者などあらゆる住民を対象とした地域共生社会の実現に向けた取り組みの方

向性については、今後検討を進めていきます。 
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計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的    

 

本区の実情や国の制度改革の動向、社会の変化等も踏まえ、障害のある人もない人

も、誰もが地域社会の一員として支えあい、障害者の自立した地域生活をより充実し

ていくために、新たな障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を策定するもので

す。障害児福祉計画については、障害児支援に係る提供体制の計画的な構築を推進す

るため新たに策定することとなりました。 

 

 

 

計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ    

 

 

（1）江東区障害者計画 

 

障害者基本法第 11 条第 3 項に基づく市町村障害者計画として策定します。 

 

 

（2）江東区障害福祉計画 

 

障害者総合支援法第 88条第 1 項に基づく市町村障害福祉計画として策定します。 

 

 

（3）江東区障害児福祉計画 

 

児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項に基づく市町村障害児福祉計画として策定します。 

  

2222    

3333    
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【本計画の関連計画（イメージ図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本計画は、江東区障害者計画、江東区障害福祉計画及び江東区障害児福祉計画の

性格を併せた計画として一体的に策定します。 

 

※ 本計画は、区の施策推進の基本的指針である江東区基本構想や江東区長期計画、

また、江東区高齢者地域包括ケア計画をはじめ、他の計画等と整合を図りながら策

定します。 
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計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

 

（1）江東区障害者計画 

 

本区の障害者施策推進の基本的指針となる江東区障害者計画の期間は、平成 30 年

度から平成 35 年度までの 6 年間とします。 

 

（2）江東区障害福祉計画・障害児福祉計画 

 

障害福祉計画（第 5 期）及び障害児福祉計画（第 1 期）は、平成 32 年度末におけ

る福祉サービス等の必要見込量や達成すべき成果目標を設定した上で、計画の期間は

平成 30年度から平成 32年度までの 3年間とし、各年度における必要量や目標数値を

見込みます。 

 

【本計画の計画期間】 

  

4444    
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実効性のある取り組みの推進実効性のある取り組みの推進実効性のある取り組みの推進実効性のある取り組みの推進    

 

ＰＤＣＡサイクルに基づき、成果目標及び目標を達成するための活動指標について、

原則として 1年に 1 回、前年度の実績を把握し障害者施策や関連施策の動向も踏まえ

ながら、計画の中間評価として分析・評価を行います。ただし、制度改正や社会情勢

の変動等により、詳細な評価を行う必要が生じた場合は、年度途中であっても実績を

把握、評価を行うものとします。なお、中間評価については、江東区障害者計画・障

害福祉計画推進協議会の意見を聴くとともに、その結果について公表します。 

中間評価の結果、必要があると認めたときは、江東区障害者計画・障害福祉計画推

進協議会に諮った上で、計画期間中であっても計画の変更、事業の見直し等の措置を

講じます。 

 

 

 

計画の対象計画の対象計画の対象計画の対象    

 

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常

生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方とします。 

 

（障害者基本法より） 

  

5555    

6666    
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本区の障害者数の現状本区の障害者数の現状本区の障害者数の現状本区の障害者数の現状    

 

（1）手帳所持者数 

 

平成 28 年の時点で、「身体障害」は 15,722 人、「知的障害」は 3,007 人、「精神障

害」は 3,346 人であり、増加の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：（身体障害・知的障害） 各年とも 12 月 31 日現在     保健予防課：（精神障害） 各年度とも 3 月 31 日現在 
  

計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方    第第第第    章章章章２ 

1111    

（人） 
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（2）自立支援医療（精神通院医療）交付数 

 

平成 28 年度の「自立支援医療（精神通院医療）」の申請者は 6,331人で、増加の傾

向にあります（精神障害者保健福祉手帳所持は要件ではありません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）保健予防課：各年度とも 3 月 31 日現在 
  

（人） 



10 

（3）本区の総人口と障害者（手帳所持者）数の推移 

 

平成 28 年の時点における区の総人口は 506,511 人であり、毎年増加傾向にありま

す。障害者（手帳所持者）の総数も平成 26 年は 21,350人、平成 27年は 21,736 人、

平成 28 年は 22,075 人であり、同様に増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害者数：（資料）障害者支援課（身体障害・知的障害）                各年とも 12 月 31 日現在  保健予防課 （精神障害）  各年度とも 3 月 31 日現在 総人口：（資料：住民基本台帳） 各年とも翌 1 月 1 日現在 
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（4）本区の総人口に占める障害者（手帳所持者）数の割合 

 

平成 28 年時点での区の総人口に占める障害者（手帳所持者）数の割合は 4.36％と

なっており、割合は横ばいとなっております。これは、人口増と同様に障害者手帳所

持者数が増えたためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：（身体障害・知的障害） 各年とも 12 月 31 日現在     保健予防課：（精神障害） 各年度とも 3 月 31 日現在 
  

（％） 
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本区の身体障害者の状況本区の身体障害者の状況本区の身体障害者の状況本区の身体障害者の状況    

 

（1）身体障害者の障害内容別人数の推移 

 

平成 28 年の時点における身体障害者手帳所持者の障害内容別人数をみると、「視覚

障害」は 1,145 人、「聴覚・言語等障害」は 1,584人、「肢体不自由」は 8,235 人、「内

部障害」は 4,758 人です。内部障害が増加傾向になっていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

2222    

（人） 
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（2）身体障害者の障害等級別人数の推移 

 

平成 28年の時点における身体障害者手帳所持者の障害等級別人数をみると、「1級」

が 5,081人と最も多く、「2級」は 2,451人、「3級」は 2,623人、「4級」は 3,631人、

「5 級」は 1,043人、「6 級」は 893人です。特に「1級」に増加の傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

（人） 
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（3）年齢別身体障害者数の推移 

 

平成 28年の時点における身体障害者手帳所持者の年齢別人数をみると、「65 歳以上」

が 10,326 人と最も多く、「18～64歳」は 5,088 人、「18歳未満」は、308 人となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

（人） 
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本区の知的障害者の状況本区の知的障害者の状況本区の知的障害者の状況本区の知的障害者の状況    

 

（1）知的障害者の障害程度別人数の推移 

 

平成 28 年の時点における愛の手帳所持者の障害程度別人数をみると、「1 度（最重

度）」は 89人、「2度（重度）」は 788 人、「3度（中度）」は 671人、「4度（軽度）」は

1,459人であり、「4度（軽度）」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

3333    

（人） 
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（2）年齢別知的障害者数の推移 

平成 28 年の時点における愛の手帳所持者の年齢を見ると、「65 歳以上」は 199 人、

「18～64歳」2,072人、「18歳未満」736 人です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

（人） 
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本区の精神障害者の状況本区の精神障害者の状況本区の精神障害者の状況本区の精神障害者の状況    

 

（1）精神障害者（手帳所持者）の障害等級別人数の推移 

 

平成 28 年度における精神障害者保健福祉手帳所持者の障害等級別人数をみると、「1

級」は 178 人、「2級」は 1,655 人、「3級」は 1,513人です。2級・3級に増加の傾向

が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）保健予防課：各年度とも 3 月 31 日現在 
  

4444    

（人） 
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（2）年齢別精神障害者（手帳所持者）数の推移 

 

平成 28 年度における精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢別人数をみると、「18歳

未満」は 37人、「18～64歳」2,928 人、「65歳以上」381人であり、「18～64歳」が最

も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）保健予防課：各年度とも 3 月 31 日現在 
  

（人） 
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本区の難病患者の状況本区の難病患者の状況本区の難病患者の状況本区の難病患者の状況    

 

（1）難病患者数の推移 

 

平成 28 年度における特殊疾病医療費助成申請受付数は、5,360人であり、年々増加

傾向になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）保健予防課：各年度とも 3 月 31 日現在 
※上記の人数は、特殊疾病医療費助成申請受付数の総数であり、障害者総合支援法に

おける対象疾病とは異なります。 

 

【参考】上記表における対象疾病数の推移（資料：保健予防課） 

 26 年度 27年度 28 年度 

特殊医療費助成対象疾病 2疾病 2疾病 2疾病 

特定疾患治療研究事業等対象疾病（国） 4疾病 4疾病 4疾病 

東京都単独助成疾病 15疾病 8疾病 8疾病 

指定難病（国） 110疾病 306疾病 306疾病 

  

5555    

（人） 
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障害者施策の現状障害者施策の現状障害者施策の現状障害者施策の現状    

 

（1）障害者に対する様々な支援施策 

 

障害者に対する支援（行政の施策）は、下表のとおり多岐にわたっています。 

 分野 支援の施策 
相談窓口 区の障害者支援課、保健所・保健相談所、子ども家庭支援センター 民生・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員 東京都心身障害者福祉センター、児童相談所、 東京都発達障害者支援センター（TOSCA）、東京都難病相談･支援センター （教育関係）都立の特別支援学校、区立の特別支援学級 （就労関係）江東区障害者就労・生活支援センター、公共職業安定所 （介護保険）長寿サポートセンター 手帳交付 身体障害者手帳：障害の程度によって 1 級～6 級 愛の手帳（知的障害者）：障害の程度によって１度～4 度 精神障害者保健福祉手帳：障害の程度によって１級～3 級 経済支援 手当 心身障害者（難病）福祉手当、特別障害者手当など 年金 障害基礎年金、障害厚生年金など 運賃 鉄道やバスの運賃の割引、タクシー運賃の割引など 公共料金 NHK 受信料の減免、上下水道の減免など 税金 所得税や住民税などの障害者控除、自動車税の軽減など 福祉・介護 福祉 サービス 居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護など 補装具費の支給 成年後見制度、日常生活自立支援事業、ふれあいサービス、入浴サービス、点訳サービス、手話通訳者派遣など 保健・医療 医療費助成 心身障害者（児）医療費助成、特殊疾病医療費助成など 医療費負担 自立支援医療 相談・訓練 配慮を必要とするこどもの早期発見・療育、機能回復訓練など 教育 特別支援 教育 小学校や中学校における特別支援学級、江東特別支援学校、墨東特別支援学校、城東特別支援学校、大塚ろう学校城東分教室 就学相談 義務教育の就学相談、特別支援学級就学奨励など 雇用･就業 相談 公共職業安定所での相談・求職受付など 訓練 公益財団法人「東京しごと財団」における障害者就業支援事業、公共職業安定所での障害者職場適応訓練など 住宅 都営住宅抽せん優遇制度、住宅あっせんなど 

6666    
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（2）障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスのしくみ 

 

① サービスの全体像 

障害者総合支援法に基づくサービスは、障害のある方々の標準的な支援の度合いや

勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状況）を踏まえ、個別に支給決定が行

われる「障害福祉サービス」と、区市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に

応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービス」

は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練

等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際の手順が異なります。サービスには、

原則として利用期限が設定されますが、必要に応じて更新・延長が行われます。 

なお、障害がある児童（18 歳未満）については、児童福祉法の「障害児通所支援」

及び障害者総合支援法の「居宅介護」や「短期入所」等の障害福祉サービスが利用で

きます。また、介護保険給付の対象者については原則として介護保険給付が優先とな

りますが、心身の状況やサービス利用を必要とする理由等を踏まえ、介護保険担当課

や居宅介護支援事業者と連携して対応しています。 
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■ 総合支援法及び児童福祉法による支援システムの全体像 
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② 利用者負担 

利用者負担は、サービス量と所得に基づく負担の仕組み（1 割の定率負担と所得に

応じた負担上限月額の設定）となっています。定率負担・実費負担それぞれに、低所

得の方に配慮した軽減策が講じられています。 

 

〔利用者負担の負担上限月額設定〕 

 

障害福祉サービスの利用者負担は、障害のある方とその配偶者（※）の所得に応じ

て、次の 4区分の負担上限月額が設定されています。 

※ただし、障害児（18歳未満。なお施設に入所する 18、19 歳を含む。）の場合、保護

者の属する住民基本台帳上の世帯を単位に所得を判断します。 

 

所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 0 円 

低所得 区市町村民税非課税世帯 0 円 

一般 1 

区市町村民税所得割 16 万円

未満（障害児は 28万円未満） 

施設等入所者以外 障害者 9,300 円 

 障害児 4,600 円 

20歳未満の施設入所者 9,300 円 

一般 2 

上記以外の区市町村民税課

税世帯 

37,200 円 

 

 

○「一般」のうち入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム利用者の場合「一

般 2」となります。 

○所得区分が「一般 1」に属する保護者に係る複数の障害児が障害児通所支援又

は障害児入所支援を受けている場合の負担上限月額は、該当する負担上限月額

のうち最も高い額となります。なお、複数の条項に基づくサービスを受けてい

る場合は、それぞれのサービスにおいて負担上限月額が決定されます（この場

合、高額障害福祉サービス等給付費等における「障害児の特例」が適用されま

す）。 

○障害児通所支援を利用する小学校就学前の障害児又は幼稚園、保育所等に通う

小学校就学前の児童が二人以上いる保護者に係る負担上限月額は、以下の①～

③までの額を合算した額と元来の障害児通所給付費に係る所得区分に応じた負

担上限月額のいずれか低い額となります（多子軽減措置）。 
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 障害児 算定額 

① 

小学校就学後の障害児小学校就学前

児童のうち最年長者 

厚生労働大臣が定める基準により算

定した額の 10/100 

② 

①を除く小学校就学前児童のうち最

年長者 

厚生労働大臣が定める基準により算

定した額の 5/100 

③ ①及び②以外の障害児 0 

 

 

③ 利用者負担軽減策 

 

〔補足給付〕 

補足給付は、食費・光熱水費・家賃の実費負担に対する軽減措置です。 

 

 入所施設（20歳以上） 

施設での 1か月あたりの食費・光熱水費の基準額を設定し、福祉サービス費の定率

負担相当額と、食費・光熱水費の定費負担をしても、少なくとも手元に 25,000 円が残

るように補足給付が支給されます。 

 

 入所施設（20歳未満） 

20歳未満の場合は、地域でこどもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給

付が行われます。さらに、18歳未満の場合は、教育費相当分が加算されます。 

 

 グループホーム 

グループホーム居住者の低所得者に係る家賃の実費負担を軽減するため、補足給付

1万円（家賃の額が 1万円を下回る場合は、当該家賃の額）が支給されます。 

 

〔高額障害福祉サービス等給付費〕 

同じ世帯で複数の方がサービスを利用する場合や、介護保険も併せて利用する場合、

減免措置が受けられます。 

 

 障害者 

障害福祉サービス（補装具及び介護保険も併せて利用している場合は、補装具及び

介護保険の負担額も含む）の合算額が基準額を超えている場合は、高額障害福祉サー

ビス費が支給されます。（償還払いの方法によります。） 

 

 障害児 

障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負
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担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分については、高額障害福祉サ

ービス費等が支給されます。（償還払いの方法によります。） 

 

〔医療型個別減免〕 

療養介護等を利用する場合、減免制度があります。医療型施設に入所する方や療養

介護を利用する方は、定率負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限

額が設定され、それ以上は減免されます。 

 

 20歳以上の場合 

低所得の方は少なくとも 25,000 円が手元に残るように、利用者負担が減免されます。 

 

 20歳未満の場合 

所得要件はありません。地域でこどもを養育する世帯と同様の負担（具体的には、

生活費 2.5万円を含めて所得区分に応じ 5万円から 7.9 万円）となるよう、上限額の

設定を行います。さらに 18歳未満の場合にはその他生活費に教育費相当分を加えます。 

 

〔生活保護移行防止〕 

負担軽減策を講じても、利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合

には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費・光熱水費の

実費負担を引き下げます。 
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■ 利用者負担に関する軽減措置 

 

    

入所施設入所施設入所施設入所施設    

利用者利用者利用者利用者    

(20(20(20(20歳以上歳以上歳以上歳以上))))    

グループグループグループグループ    

ホームホームホームホーム    

利用者利用者利用者利用者    

通所施設通所施設通所施設通所施設    

（事業）（事業）（事業）（事業）    

利用者利用者利用者利用者    

ホームホームホームホーム    

ヘルプヘルプヘルプヘルプ    

利用者利用者利用者利用者    

入所施設入所施設入所施設入所施設    

利用者利用者利用者利用者    

(20(20(20(20歳未満歳未満歳未満歳未満))))    

医療型施設医療型施設医療型施設医療型施設

利用者利用者利用者利用者    

障
害
福
祉

障
害
福
祉

障
害
福
祉

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
定
率
負
担

定
率
負
担

定
率
負
担

定
率
負
担
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

食
費

食
費

食
費

食
費
・・ ・・
光
熱
水
費

光
熱
水
費

光
熱
水
費

光
熱
水
費
・・ ・・
家
賃

家
賃

家
賃

家
賃
    

 

 

 

 

 

 

     

 

  

利用者の負担上限月額設定（所得段階別） 

生活保護への移行防止（負担上限額を下げる） 

高額障害福祉サービス等給付費等 

医療型 

個別減免 ※ 医 療 、     食事療養費と合わせ、上 限 額 を   設定 
補足給付 （食費・ 光熱水費） 

補足給付 （家賃助成） 
補足給付 （食費・ 光熱水費） 食費負担 軽減 通所施設を利用した場合には、食費負担軽減が受けられます。 (経過措置) 
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（3）江東区内にある施設の状況 

 

江東区内の障害者総合支援法及び児童福祉法の対象施設は、区立及び民間を含めて

次の表の通りです。 

 平成 29 年 4 月 1 日現在 
施設の種別 施設数 備   考 

障害者通所支援施設 

 生活介護 13 3施設は「就労継続支援（Ｂ型）」との併設 

1施設は「就労移行支援」「就労継続支援（Ｂ型）」

との併設 

就労継続支援（Ａ型） 5  

就労継続支援（Ｂ型） 29 3施設は「生活介護」との併設 

4施設は「就労移行支援」との併設 

1施設は「生活介護」「就労移行支援」との併設 

就労移行支援 10 4施設は「就労継続支援（Ｂ型）」との併設 

1 施設は「生活介護」「就労継続支援（Ｂ型）」と

の併設 

障害児通所支援施設 

 児童発達支援 15 11施設は「放課後等デイサービス」との併設 

放課後等デイサービス 33 11施設は「児童発達支援」との併設 

医療型児童発達支援 1  

地域活動支援センター 

 地域活動支援センター

（Ｉ型） 

3 精神保健福祉士等を配置し、医療・福祉・地域の

社会基盤との連携強化のための調整、相談支援事

業を実施 

地域活動支援センター

（Ⅱ型） 

1 機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス事業

を実施 

居住系施設 

 共同生活援助 41 知的障害者：34か所精神障害者：7か所 

宿泊型自立訓練 1 知的障害者 

※複数の機能を併設している施設については、それぞれに施設数を記載。 
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基本理念基本理念基本理念基本理念    

 

障害者基本法第 1 条の目的規定を受け、次の 3つを掲げます。 

なお、基本理念の実現のためには、「社会的障壁」（注）の除去につき、合理的な配

慮がなされること（障害者基本法第 4 条第 2 項）が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
 

社会的障壁社会的障壁社会的障壁社会的障壁    

障害がある人にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物・制度・慣行・観念その他一切のものを指します。 

 

基本理念、基本目標基本理念、基本目標基本理念、基本目標基本理念、基本目標    第第第第    章章章章3 

1111    

共生社会の実現共生社会の実現共生社会の実現共生社会の実現    

    

障害のある人もない人も、誰障害のある人もない人も、誰障害のある人もない人も、誰障害のある人もない人も、誰

もが地域社会の一員として人もが地域社会の一員として人もが地域社会の一員として人もが地域社会の一員として人

格と個性を尊重し、お互いに助格と個性を尊重し、お互いに助格と個性を尊重し、お互いに助格と個性を尊重し、お互いに助

け合うことによって、安心してけ合うことによって、安心してけ合うことによって、安心してけ合うことによって、安心して

暮らすことができる共生社会暮らすことができる共生社会暮らすことができる共生社会暮らすことができる共生社会

を目指します。を目指します。を目指します。を目指します。    

生活の質の向上生活の質の向上生活の質の向上生活の質の向上    

    

障害のある人もない人も、健障害のある人もない人も、健障害のある人もない人も、健障害のある人もない人も、健

康で豊かな生活を送ることが康で豊かな生活を送ることが康で豊かな生活を送ることが康で豊かな生活を送ることが

できるように、生活の質（クオできるように、生活の質（クオできるように、生活の質（クオできるように、生活の質（クオ

リティ・オブ・ライフ）の向上リティ・オブ・ライフ）の向上リティ・オブ・ライフ）の向上リティ・オブ・ライフ）の向上

を図ります。を図ります。を図ります。を図ります。    

障害者の自立支援障害者の自立支援障害者の自立支援障害者の自立支援    

    

障害のある人が、社会の構成障害のある人が、社会の構成障害のある人が、社会の構成障害のある人が、社会の構成

員としてその尊厳が重んぜら員としてその尊厳が重んぜら員としてその尊厳が重んぜら員としてその尊厳が重んぜら

れ、あらゆる活動に参加・参画れ、あらゆる活動に参加・参画れ、あらゆる活動に参加・参画れ、あらゆる活動に参加・参画

し、社会の一員として責任を分し、社会の一員として責任を分し、社会の一員として責任を分し、社会の一員として責任を分

かち合えるよう支援します。かち合えるよう支援します。かち合えるよう支援します。かち合えるよう支援します。    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    

 

基本理念を実現するために、次の 4つの基本目標を掲げます。 

 

 

障害者の地域生活の確立 

障害者が自己の意思決定に基づいて地域で自立して生活していけるよ

うに、地域における相談支援・情報提供体制やコミュニケーション及び移

動に関わる支援を充実するとともに、経済的な基盤や在宅サービス等を整

備します。 

また、健康維持を図るための保健・医療サービスを充実し、安心 

して地域で暮らせる仕組みの確立を目指します。 

 

 

 

障害者の社会参加・参画の推進 

障害者の社会参加・参画を推進するため、障害者の働く場と様々な社会

活動に参加できる機会の拡充を図ります。そのために、交通機関・公共施

設のバリアフリー化など生活環境の整備を図るとともに、スポーツ・芸

術・文化活動など、地域における多様な活動を広げていきます。 

 

 

 

共に支えあう地域社会の構築 

障害及び障害者に対する区民の理解と共感を醸成し、ボランティア活動

などを展開する中から、障害のある人もない人も、共に生き共に支えあう

地域社会の構築をめざします。また、防災や災害時の障害のある人への対

応の充実を図ります。 

 

 

 

配慮を必要とするこどもの 

支援体制の充実 

障害のあるこども一人ひとりに適した教育や支援が提供できる体制の

充実を図ります。また、医療的ケアや発達障害の支援を必要とするこども

への、地域における支援体制を強化していきます。 

  

2222    

基本目標①基本目標①基本目標①基本目標①    

基本目標基本目標基本目標基本目標②②②②    

基本目標基本目標基本目標基本目標③③③③    

基本目標基本目標基本目標基本目標④④④④    
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施策の体系施策の体系施策の体系施策の体系    

 

基本理念・基本目標を受けて、次の 9つの施策の柱により、障害者の保健福祉施策

を総合的に推進していきます。 

 

 

《基本理念→基本目標→施策の柱》 

 

基本理念 基本目標 施策の柱 

共生社会の実現 

 

障害者の自立支援 

 

生活の質の向上 

障害者の 

地域生活の確立 

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 

２ 自立生活の支援 

３ 健康を守る保健・医療の充実 

障害者の 

社会参加・参画の推進 

４ ユニバーサルデザインの視点

による生活環境の改善 

５ 雇用・就労の拡大 

６ 地域活動の支援 

共に支えあう 

地域社会の構築 

７ 区民の理解と共感の醸成 

８ 安全・安心な 

  地域生活環境の整備 

配慮を必要とする 

こどもの支援体制の充実 

９ 配慮を必要とするこどものた

めの教育・療育等の充実 

 

  

3333    
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《施策の柱→施策》 

 

施策の柱 施策 

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) 相談支援及び権利擁護体制の充実 

(2) 情報バリアフリー化の推進 

(3) コミュニケーション支援の充実 

２ 自立生活の支援 

(1) 訪問系サービス等の充実 

(2) 日中活動及び居住支援の充実 

(3) 移動支援及び福祉用具の利用支援 

(4) 福祉サービスの質の向上 

(5) 経済的自立の支援 

(6) 新たな地域生活支援拠点の整備 

(7) 家族・介護者への支援 

３ 健康を守る保健・医療の充実 

(1) 保健サービスの充実 

(2) 医療サービスの充実 

４ ユニバーサルデザインの 

  視点による生活環境の改善 

(1) やさしいまちづくりの推進 

(2) 住宅改修・バリアフリー化 

５ 雇用・就労の拡大 

(1) 就労支援の充実 

(2) 雇用・就労の場の確保 

６ 地域活動の支援 

(1) 生涯学習・文化活動の支援 

(2) スポーツ活動の支援 

(3) 行政と区民との協働（区政への参画） 

７ 区民の理解と共感の醸成 

(1) 啓発・広報活動の推進 

(2) 福祉教育の推進 

８ 安全・安心な 

  地域生活環境の整備 

(1) 防災・防犯対策の推進 

(2) 地域の支えあいの推進 

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) 乳幼児や就学前児童などに対する健診及び 

相談の充実 

(2) 療育・保育・就学前教育の充実 

(3) 特別支援教育体制の充実 

(4) 放課後対策の充実 
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相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援    

 

 

【施策】 

（1）相談支援及び権利擁護体制の充実 

（2）情報バリアフリー化の推進 

（3）コミュニケーション支援の充実 

 

《施策の方向性》 

障害者が地域で自立して生活していくためには、障害福祉サービスの確保とともに、

サービスの適切な利用を支え、気軽に相談できる支援体制の整備が重要です。 

障害者の福祉のサービスや情報は多岐にわたることから、相談窓口も、区役所の障

害者支援課、民生・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、保健所・保健

相談所、児童相談所など様々なものがあります。各相談窓口では、利用者本位の考え

方に立ち、個人個人のニーズに即したものとなるよう、相談支援の充実を図っていま

すが、今まで以上にわかりやすく、気軽に相談できる支援体制による、さらなる利便

性の向上を図っていきます。 

また、障害者やその家族等が地域で安心して生活していくために、成年後見制度や

日常生活自立支援事業の利用を促進していきます。 

障害者が必要かつ適切なサービスを利用するには、福祉に関する制度やサービスの

内容等が十分に周知されている必要があり、視覚障害や聴覚障害など障害特性に対応

した情報の提供体制を充実することが大切です。聴覚障害者が参加する会議等への手

話通訳者や要約筆記者の派遣、視覚障害者への音声による表現や、点字への翻訳など

のほか、パソコン、携帯端末（スマートフォン・携帯電話）などのⅠＴの活用により、

障害者の情報発信と情報受信の能力の開発・向上を図ることで、障害者の自立と社会

参加を支援し、コミュニケーションの円滑化を図っていきます。 

  

施策の方向と展開施策の方向と展開施策の方向と展開施策の方向と展開    第第第第    章章章章4 

1111    
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）相談支援及び権利擁護体制の充実 

 

① 身近な相談支援の充実 

障害者の地域での自立生活を支援するため、地域における相談支援体制の充実を図

ります。また、日々の相談業務の中から明らかとなってきた課題等について、地域自

立支援協議会において検討し、課題解決に向けた支援ネットワークの形成や施策提案

を行うことで、障害者の地域生活を支援していきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 相談支援  障害者支援課や、身体障害者相談員、知的障害者相談員が行う相談支援活動。  平成 28 年度は、身体障害者相談員 16 人、知的障害者相談員 7 人。 継続 障害者支援課 
精神保健相談  保健相談所で一般精神、思春期、酒害、高齢期に分けて実施。  平成 28 年度の実績は   一般精神：83 回 延べ 159 人   思春期：60 回 延べ 136 人   酒害：96 回 延べ 313 人   高齢精神：28 回 延べ 48 人 継続 保健予防課 保健相談所 
難病療養相談  難病で治療中または疑いをもって心配している方及びその家族を対象に、患者・家族の療養環境の整備改善のために、専門医、医師会医師、理学療法士、保健師等が医療相談を保健相談所で実施。  平成 28 年度の実績は、42 回 延べ 72 人。 継続 保健予防課 保健相談所 

障害者虐待防止センター  障害者虐待防止センターを設置し、障害者への虐待に関する通報・届出を受け付けています。 継続 障害者支援課 障害を理由とする差別の相談  障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別に関する相談を実施。 継続 障害者支援課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 地域自立支援 協議会  障害児・者が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、相談支援体制をはじめとする福祉サービスの連携や支援の体制に関して協議する場。 充実 障害者支援課 
障害者差別解消 支援地域協議会  相談体制や紛争解決体制の整備など、関連する様々な取り組みを総合的に展開するために協議する場。 継続 障害者支援課 
基幹相談支援 センター整備  地域において気軽に相談できる総合窓口として、困難事例の解決に関係機関と連携して取り組むといった、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関の整備を推進。 充実 障害者支援課 
 ※ 継続：現行と、ほぼ同様の内容で事業を続けること。 ※ 充実：現行よりも質的または量的に向上させる方向で事業を進めること。 
 

 

② 権利擁護体制の充実 

障害のある人が、障害のない人と等しく基本的人権を有するかけがえのない個人と

して尊重され、住み慣れた地域で安心して日常生活を送ることができるよう、障害者

の意思決定の支援に配慮しつつ、権利擁護体制の充実を図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
成年後見制度 利用支援 

 知的障害者、精神障害者、認知症高齢者などで判断能力が十分でない方を保護する制度の利用に対する助成。同制度を希望する低所得者を対象として、申立てに要する費用や後見人報酬を助成。  平成 28 年度の実績は、認知症高齢者 8 件、精神障害者 3 件。 継続 地域ケア 推進課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 
権利擁護センター 「あんしん江東」 

 日常生活に不安のある高齢者や障害者などが、住みなれた地域で安心して暮らせるように、福祉サービスの利用手続きや財産管理の援助、悪質商法などの法律行為についての相談・助言、成年後見制度の利用などを支援。  平成 28 年度の利用実績は、  一般相談 9,112 件 （認知症 7,848 件、知的障害 369 件、精神障害 717 件、その他 178 件）  専門相談 55 回 136 件  日常生活自立支援事業 契約事業 94 件（認知症 69 件、知的障害 10 件、精神障害 10 件、その他 5 件） 
継続 地域ケア 推進課 

市民後見人養成  親族や専門職（弁護士等）以外で、後見業務を担う「市民後見人」の候補者を、区・権利擁護センターが共同して養成。 平成 28年度は、独自の市民後見人養成講座を開催し、修了者 43 人、選考通過者 6 人。 継続 地域ケア 推進課  
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（2）情報バリアフリー化の推進 

 

① 情報提供の充実 

視覚障害者のための点字広報、聴覚障害者のための文字情報など、それぞれの障害

特性に配慮した情報提供手段を充実していきます。 

 

《視覚障害者対象サービス》 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
点字広報と 声の広報 

 区報の点字版、デイジー版（注）、ＣＤ、カセットテープを作成するほか、音声データをホームページで公開。  毎月 1・11・21 日及び特集号発行。  平成 28 年度の実績  38号（通常号 36号、特集号 2号）  点字版各 44部  声の広報各 99部 継続 広報広聴課 
声の 区議会だより 

 区議会だよりのデイジー版、ＣＤ、カセットテープを作成するほか、音声データをホームページで公開。  平成 28 年度の実績  デイジー版 定例号 1部×4 回        臨時・新年号 1部×2 回  ＣＤ・カセット        定例号 2部×4 回        臨時・新年号 1部×2 回 
継続 区議会事務局 

点字・音訳に よる選挙の お知らせ 
 視覚障害者で希望される方へ点字、音訳による「選挙のお知らせ」や点字シールを貼った「投票所入場整理券」を郵送。 平成 28 年 7月執行  参議院議員選挙・東京都知事選挙  点字版 37 人  音訳版 75 人  点字シール付投票所入場整理券 36 人 継続 選挙管理委員会事務局 

点訳等サービス  日常生活上必要とする情報の点訳、墨訳（点字を文字に訳す）または対面朗読のサービス。  平成 28 年度の実績は、48 件。 継続 障害者支援課 点訳サービス  視覚障害者を対象に資料を点訳。  平成 28 年度の実績（点字資料受入件数）は、28 件。 継続 江東図書館 
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事業名 事業内容 目標 担当課 対面朗読 サービス  活字で書かれた資料を読むことが困難な方たちのために、図書館から依頼した音訳者が対面で資料を読むサービス。  平成 28 年度の利用実績は、延べ 529 人1,714時間。 継続 江東図書館 
録音図書の作成  図書等の墨字資料を、CDやカセットテープに録音して録音図書を作成。  平成 28 年度の実績は、46 タイトル。 継続 江東図書館 
録音図書等の 貸出  録音図書・点字図書・市販ＣＤ・カセットテープを、郵送にて貸出。  平成 28 年度の貸出総合計は、4,156点（デイジー含む）。 継続 江東図書館 
声の新刊案内  図書館で新たに購入した図書・ＣＤ・カセットテープ、全国の図書館で新しく作成した録音・点字図書の案内を録音し、郵送してお知らせ。  平成 28 年度の実績は、4種類 計 22 回発行。 継続 江東図書館 

点字図書の給付  点字図書を一般図書価格相当額で給付。  平成 28 年度の実績は、8 件。 継続 障害者支援課 大活字本の貸出  視力障害者や高齢者のために、一般より大きめの活字で印刷された図書を貸出し。  平成 28 年度の実績は、13,530冊。 継続 江東図書館 

 

 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
 

デイジーデイジーデイジーデイジー    ＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹ    

                                    〔〔〔〔DigitalAccessibleInformationSystemDigitalAccessibleInformationSystemDigitalAccessibleInformationSystemDigitalAccessibleInformationSystem〕〕〕〕    

 

視覚障害者や弱視者のために、印刷物をデジタル化して録音し、デジタル録音図書

を作成するためのシステム。 

 



38 

《聴覚障害者対象サービス》 

 事業名 事業内容 目標 担当課 手話通訳者・ 要約筆記者の 派遣  区が主催する説明会等で手話通訳者・要約筆記者を配置し、聴覚障害者へ情報を伝達。 継続 障害者支援課 図書館 予約資料到着の メール・ファクスによる通知  図書館資料をインターネット予約した方に、メールやファクスで、予約資料の取置きについて通知。 継続 江東図書館 字幕付ビデオ・ ＤＶＤの貸出  図書館にて、日本語字幕付の邦画ビデオ、字幕表示機能付ＤＶＤを貸出し。 継続 江東図書館 こうとう 安全安心 メール  携帯電話またはパソコンから事前登録していただき、江東区内の不審者情報や、ひったくり、空き巣、振り込め詐欺等の各種防犯対策情報や、地震等の災害、各種気象警報、区からの防災情報等をメールにて配信。 継続 危機管理課 

 

  



39 

② 情報通信機器の活用促進 

スマートフォンやパソコンなどのＩＴ（情報通信技術）を活用して、障害者が様々

な情報を受信し、さらに障害者からの情報発信を促進するため、研修会や講習会の開

催により、情報活用能力の開発、障害者向け情報通信機器の普及などを進めます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 障害者向け 情報通信機器の 取得への助成  日常生活用具として、福祉電話の貸与、ファクス・視覚障害者用ポータブルレコーダーを給付。  平成 28 年度の実績は、福祉電話貸与：34件、ファクス：12台、視覚障害者用ポータブルレコーダー：14台。 継続 障害者支援課 
障害者向け パソコン講習会  障害者向けのパソコン講習会を開催。  平成 28 年度の開催実績は、  障害者福祉センター   年 32 回 延べ 164 人  地域活動支援センター   年 83 回 延べ 208 人 継続 障害者支援課 

拡大読書機・ 音声拡大読書機 の設置  通常の活字資料の利用が困難な方に、文字を拡大する機器、文字を音声で読み上げる機器を図書館内に設置し、資料の利用を促進。 継続 江東図書館 
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（3）コミュニケーション支援の充実 

 

聴覚または音声言語機能に障害のある人が参加する会議等への手話通訳者や要約

筆記者の派遣、視覚障害者への音声による表現、点字への翻訳など、障害のある人と

ない人との相互のコミュニケーションの充実を図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 手話通訳者派遣 （再掲）  聴覚障害者または言語障害者、身体障害者団体に手話通訳者を派遣。  平成28年度の実績は、社会福祉協議会1,788件、東京手話通訳等派遣センター197件。 継続 障害者支援課 
要約筆記者派遣 （再掲）  聴覚障害者等に要約筆記者を派遣。  平成 28 年度の実績は、東京手話通訳等派遣センター88 件（広域派遣除く）。 継続 障害者支援課 手話通訳者の 窓口配置  区役所に手話通訳者を配置。  月～金曜 2 人配置。 継続 障害者支援課 手話通訳者・ 協力員養成  手話通訳者及び協力員を養成。  平成 28 年度の実績は、通訳者 55 人、協力員登録者 181 人。 充実 障害者支援課 公衆ファクスの 設置  障害者福祉センターに、公衆ファクスを設置。 継続 障害者支援課 同行援護  視覚障害により移動に著しい困難を有する方の外出時に同行し、代筆・代読など外出先で必要な視覚的情報の支援等を実施。 継続 障害者支援課 
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自立生活の支援自立生活の支援自立生活の支援自立生活の支援    

 

【施策】 

（1） 訪問系サービス等の充実 

（2） 日中活動及び居住支援の充実 

（3） 移動支援及び福祉用具の利用支援 

（4） 福祉サービスの質の向上 

（5） 経済的自立の支援 

（6） 新たな地域生活支援拠点の整備 

（7） 家族・介護者への支援 

 

《施策の方向性》 

 

今日、ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）の理念のもと、入所施設から地

域へ、入院医療中心から地域生活中心へと、生活の場を移行していくことが課題とな

っており、地域で障害者を受け入れ、障害者の生活を支える体制づくりが求められて

います。 

障害のある人が、地域で生活を営むためには、居住、移動、日中活動など、生活の

各場面に対応した様々な障害福祉サービスを充実していくことが必要です。地域生活

の移行、継続の支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者の生活

を地域全体で支えるシステムを実現するため、新たな地域生活支援の拠点を整備する

などして、障害者の地域生活の継続を支援していく機能を強化するとともに、障害者

を介護する家族等への支援も充実していきます。 

また、高齢者と障害のある人が同一の事業所でサービスを受けやすくするため介護

保険と障害福祉の両制度に「共生型サービス」が位置付けられました。区では、各事

業所の動向等に留意しつつ、障害福祉サービスと介護保険サービスの円滑な接続を図

ります。 

  

2222    
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）訪問系サービス等の充実 

 

障害者の地域生活を支援するため、障害者総合支援法の訪問系サービス（居宅介護、

重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護、行動援護）や、その他の生活支援・

介護サービスの充実を図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 居宅介護 (ホームヘルプ)  ホームヘルパーによる介護や家事など日常生活の支援。 継続 障害者支援課 
重度訪問介護  重度の肢体不自由者や重度の知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を要する方に、自宅で介助や外出時の移動支援を総合的に提供。 充実 障害者支援課 重度障害者等 包括支援  常時介護が必要な重度の方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。 継続 障害者支援課 重度障害者等在宅リハビリテーション支援事業  在宅の重度障害者等に自宅でできるリハビリを実施してもらい、日常生活の保持、活動の増進を図る。 継続 障害者支援課 

同行援護 （再掲）  視覚障害により移動に著しい困難を有する方の外出時に同行し、代筆・代読など外出先で必要な視覚的情報の支援のほか、排せつ・食事の介護など外出する際に必要となる援助を行う。 継続 障害者支援課 
行動援護  知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する方に、介助や外出時の移動中の介護などを行う。 継続 障害者支援課 

重度脳性麻痺者 介護  20歳以上の身体障害1級の脳性麻痺者で単独で屋外活動が困難な方に、家族を介護人とした支援を行う。  平成 28 年度の実績は、29 人。 継続 障害者支援課 
在宅難病患者 訪問相談事業  在宅難病患者及びその家族が抱える療養上の問題に対し、理学療法士による訪問リハビリを行っている。また、保健相談所の保健師等が訪問し、相談指導を実施。 継続 保健予防課 保健相談所 
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事業名 事業内容 目標 担当課 出張調髪 サービス  重度の障害者で店舗での調髪ができない方に、調髪サービスを提供。  平成 28 年度の実績は、265 人（延べ回数1,015 回）。 継続 障害者支援課 
寝具乾燥消毒・ 水洗い  重度の障害者で寝たきり、または常時失禁状態で布団を思うように干せない方に、乾燥消毒は年 10 回、汚れ落とし及び水洗いは年 1回を行う。  平成 28 年度の実績は、32 人。 継続 障害者支援課 

ごみ出し サポート事業  障害者や高齢者等で、ごみを集積所まで持ち出すことが困難で、身近な人の協力を得ることができない世帯を対象に戸別収集を実施。  平成 28 年度の実績は、643 件。 継続 清掃事務所 
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（2）日中活動及び居住支援の充実 

 

施設サービス利用者や事業者の意向を尊重しつつ、現在のサービス水準の維持・向

上に努めるとともに、未だ障害者総合支援法の枠内へ移行していない事業所について

は、円滑な法内移行を促進します。 

 

① 日中活動系サービスの充実 

 

障害者総合支援法で定められた介護給付（生活介護、療養介護）や、通所支援施設

による訓練等給付（自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）の充実を図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 生活介護  常時介護が必要な方に、入浴、排せつ、食事の介護や創作活動の機会を提供。 充実 障害者支援課 療養介護  医療及び常時介護が必要な方で、病院等への入院による医学的管理の下、機能訓練や療養上の管理、看護、介護を提供。 継続 障害者支援課 自立訓練  通所による生活訓練や機能訓練の機会を提供。 充実 障害者支援課 地域活動 支援センター  創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設。  平成 29 年 4月現在、区内に 4か所設置。 継続 障害者支援課 
障害者 通所支援施設 管理運営事業 

 在宅の障害者及び特別支援学校の卒業生のための、社会的自立の促進を目的とした施設（区立）の管理運営。  生活訓練などを通じて日常生活能力の向上を図る「生活介護」の施設が 3か所（塩浜福祉園、東砂福祉園、亀戸福祉園）、企業就労に向けた支援を行う「就労継続支援（Ｂ型）」が 1 か所（あすなろ作業所）、「生活介護」と「就労継続支援（Ｂ型）」を併せ持った施設が 1か所（第二あすなろ作業所）。 
継続 障害者支援課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 障害者 日中活動系 サービス 推進事業 
 良質な施設サービスの提供を確保するため、障害者総合支援法に定められた生活介護、自立訓練や就労移行・就労継続支援の障害福祉サービスを提供する社会福祉法人等に事業の運営費の一部を補助。  平成 28 年度の助成対象施設は、30 施設。 継続 障害者支援課 

障害福祉 サービス事業 運営費助成  障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業を区内で運営する社会福祉法人等に対し、区で独自に運営費の一部を助成することにより、良質な施設サービスの提供と施設の安定的な運営を確保。 継続 障害者支援課 
心身障害者 入所措置 

 18歳以上の障害者で、やむを得ない事由により介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認めるとき、障害者支援施設等に入所させて、その更生援護を行う。  平成 28 年度の実績は、   身体障害者 延べ 6 人   知的障害者 延べ 0 人   精神障害者 延べ 0 人 継続 障害者支援課 
生活指導教室 （デイケア）  精神障害者がレクリエーション、スポーツ等を通して集団生活のルールを学び、生活リズムの確立を図り、社会参加の動機づけを行う。保健相談所で実施。  平成 28 年度の実績は、   精神障害者：200 回 1,065 人   酒害：95 回 251 人 継続 保健予防課保健相談所 
精神障害者 地域生活支援 センター事業  専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を実施。  平成 28 年度利用者数は、延べ 33,368 人。 継続 障害者支援課 
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② 居住系サービスの充実 

障害者総合支援法で居住支援として位置付けられている共同生活援助（グループ

ホーム）の開設を促進し、障害の種別や特性に関わらず、障害のある方が地域で自立

した生活を安心して送れるように支援していきます。 

なお、障害者世帯等の安定した居住の支援については、区・都・ＵＲ都市機構・公

社等で構成する「江東区居住支援協議会」を通じて検討していきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 共同生活援助 （グループ ホーム）  就労や作業所等を利用している身体・知的・精神障害者で、地域で共同生活を営む方に、夜間や休日に相談や日常生活の援助を行う。 充実 障害者支援課 
施設入所支援  施設入所者を対象とした入浴、排せつ、食事等の介護、生活に関する相談、助言等日常生活上の支援を行う。 継続 障害者支援課 精神障害者 グループホーム等への助成  精神障害者グループホームへ運営費を助成。  平成 28 年度の実績は、5 施設利用者数 35人（延べ 35 人）。 継続 障害者支援課 
知的障害者 グループホーム等援護  知的障害者グループホームの利用委託及び家賃助成。  平成 28 年度の実績は、   家賃助成：延べ 875 件   運営費助成：延べ 24 件 継続 障害者支援課 

リバーハウス 東砂  社会的自立意欲のある障害者に対して、生活の場を提供し、地域社会において自立した生活ができるよう支援することを目的とした施設。  グループホーム定員 7 人、利用期間 3 年。 充実 障害者支援課 
心身障害者 生活寮 運営費助成  心身障害者の生活寮（グループホーム）運営費の助成。  平成 28 年度の助成施設は、2か所。  法外施設のため、新体系への移行を促進します。 継続 障害者支援課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 自立生活援助  施設入所支援や共同生活援助を受けていた障害者の居宅における自立した日常生活を営むうえでのさまざまな課題に対応するため、巡回訪問や相談を実施。 充実 障害者支援課 

住宅あっせん  相談窓口を設置し、高齢者や障害者等に対する住宅のあっせん、契約金及び家賃債務保証に係る保証料の一部等を助成。 継続 住宅課 
居住サポート 支援  単身生活を希望する障害者に対して、安心して自立した生活ができるように入居支援員を配置し、民間賃貸住宅等への入居支援及び定着支援を実施。 充実 障害者支援課 

 

 

（3）移動支援及び福祉用具の利用支援 

 

① 移動に関わる支援 

障害者が、日常生活を自立して営むために、また、社会参加への前提として、移動

の手段が確保されていることが必要です。障害者の自立と社会参加の一層の促進のた

め、移動に関わる支援を充実し、生活の質の向上を図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 移動支援  屋外での移動が著しく困難な障害のある方に、外出のための支援を行う。 充実 障害者支援課 
同行援護 （再掲）  視覚障害により移動に著しい困難を有する方の外出時に同行し、代筆・代読など外出先で必要な視覚的情報の支援や、排せつ・食事の介護など外出する際に必要となる援助を行う。 継続 障害者支援課 

身体障害者 補助犬の給付 （都制度）  視覚障害者、肢体不自由者及び聴覚障害者の自立と社会参加を促進するため、補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を給付。 継続 障害者支援課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 自動車改造費 助成  重度肢体不自由者が就労等に伴い自動車を購入する場合に、自動車の改造費として133,900円を限度に助成。  平成 28 年度の実績は、6 人。 継続 障害者支援課 
自動車運転 教習費助成  障害者が自動車運転免許を取得する場合に、教習費の一部を助成。  平成 28 年度の実績は、2 人。 継続 障害者支援課 

リフト付福祉 タクシー運行 
 一般の交通手段を利用することが困難な重度障害者等のため、車いすやストレッチャーに乗りながら乗降できるリフト付タクシーを運行。  平成 28 年度の実績は、   登録者 1,285 人   （障害者 300 人、高齢者 985 人）   利用延人数 6,800 人   （障害者 1,788 人、高齢者 5,012 人） 

継続 障害者支援課 
福祉タクシー 利用支援  身体障害者手帳 1 級または視覚障害 1・2級、下肢・体幹機能障害 1～3級、愛の手帳 1・2 度の方に、タクシー利用券を配付。  平成 28 年度の利用者は、6,552 人。 継続 障害者支援課 
自動車燃料費 助成  身体障害者手帳 1 級または視覚障害 1・2級、下肢・体幹機能障害 1～3級、愛の手帳 1・2 度の方の日常生活に供される自動車に必要な燃料費の一部を助成。福祉タクシー利用券との重複不可。  平成 28 年度の助成実績は、570 人。 継続 障害者支援課 
都営交通 無料乗車券の 発行 （都制度）  身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナーの無料乗車券を発行。 継続 障害者支援課保健予防課 
有料道路 障害者割引制度 （国制度）  身体障害者手帳を持つ方が自ら運転する場合、または重度の身体障害者・知的障害者を乗せて介護者が運転する場合に、有料道路を通行する際に利用する料金の割引を受け、移動の利便性を図る。 継続 障害者支援課 

 



49 

  



50 

② 福祉用具の利用支援 

障害者の日常生活・社会生活の質の向上を図るため、福祉用具（補装具や日常生活

用具など）の普及を促進するとともに、利用する人に対して給付や助成を行います。

また、制度改正に柔軟かつ迅速に対応していきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 補装具費の支給  身体障害者に補装具費を支給。  平成 28 年度の実績は、1,080 件。 充実 障害者支援課 心身障害者 日常生活 用具給付等  身体障害者・知的障害者・難病患者に日常生活用具を給付または貸与。  平成 28 年度の給付実績は、314 件。 継続 障害者支援課保健予防課保健相談所 人工肛門用 装具等購入費 助成  人工肛門・ぼうこうを造設し身体障害者手帳を申請した方に手帳が交付されるまでの間、ストーマ装具購入費を助成。  平成 28 年度の実績は、20 人。 継続 障害者支援課 
紙おむつの支給  身体障害者1・2級、愛の手帳 1・2度で寝たきりまたは失禁状態の方に紙おむつを支給。  平成 28 年度の実績は、現物助成 399 人、現金助成（病院指定のおむつの場合）50 人。 継続 障害者支援課 
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（4）福祉サービスの質の向上 

 

第三者評価機関等による客観的なサービス評価（第三者評価）については、施設運

営者に、適切な受審を促していくほか、各種連絡会・協議会においても、サービスの

質の向上を目指して、課題の検討を行っていきます。 

また、精神障害者や医療的ケアが必要なこどもへの支援が課題であることから、保

健、医療、福祉関係者の協議の場を設けて支援体制を強化していきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 第三者評価事業 の実施  サービスの質の向上を図るため、第三者評価事業を実施。  平成 28 年度実績公設民営障害児通所支援施設 1か所民設民営障害者通所支援施設 9か所民設民営障害児通所支援施設 2か所 継続 障害者支援課 
難病対策地域 協議会  専門医、医師会、訪問看護ステーション等の関係機関及び関係者との連携を図り、難病患者のより良い療養環境づくりのために開催。  平成 28 年度より難病地域ケア連絡会が難病対策地域協議会へ移行。 継続 保健予防課 
障害者計画・ 障害福祉計画 推進協議会 

 障害者計画等の進行管理等を行うための協議会を設置し、必要なサービスを効果的・効率的に提供するための施策の推進や障害福祉サービスの向上を目指す。  平成 28 年度は 3 回開催し、次期計画策定のために「地域生活に関する調査（障害者実態調査）」を実施。 継続 障害者支援課 
地域自立支援 協議会 （再掲） 

 障害児・者が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、相談支援体制をはじめとする福祉サービスの連携や支援体制に関して協議する協議会で、全体会と 5つの専門部会で構成されている。  今後の福祉施策の展開に対応し、機能拡充していく。 充実 障害者支援課 
精神障害者支援のための協議の場の設置  保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、精神障害者への支援の充実を図る。 充実 障害者支援課 保健予防課 医療的ケア児 支援のための 協議の場の設置  保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置し、医療的ケア児への支援の充実を図る。 充実 障害者支援課 健康推進課 保健相談所 
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（5）経済的自立の支援 

 

障害者の自立を経済的にも支えるため、各種手当や年金の支給により、地域での自

立した生活を支援します。 

 

《各種手当》 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
心身障害者 (難病)福祉手当 （区制度） 

 身体障害者手帳 1・2級、愛の手帳 1～3 度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方は月額 15,500円、身体障害者手帳 3級・愛の手帳 4 度の方は月額 7,750円、難病（医療費助成対象者）の方は月額 15,500 円。施設に入所の方や所得制限を超える方等は受給できない。  平成 28 年度の支給実績は、   重 度（15,500円）4,430 人   中軽度（7,750円）1,986 人   難 病（15,500円）1,973 人 
継続 障害者支援課 

特別障害者手当 (20 歳以上の方) （国制度） 
 身体障害者手帳 1・2級、愛の手帳 1・2 度でかつ障害が重複している方、これと同程度の疾病、精神障害の方（診断書により判定）。月額 26,830円（平成 29 年度は 26,810円）。施設に入所の方や所得制限を超える方等は受給できない。  平成 28 年度の受給者数は、497 人。 継続 障害者支援課 

障害児福祉手当 (20 歳未満の方) （国制度） 
 身体障害者手帳 1・2 級程度の方、愛の手帳 1・2 度程度の方、これと同程度の精神障害、疾病の方（診断書等により判定）。月額14,600円（平成 29 年 4月からは 14,580円）。施設に入所の方や所得制限を超える方は受給できない。  平成 28 年度の受給者数は、183 人。 継続 障害者支援課 

重度心身障害者 手当 （都制度） 
 愛の手帳 1・2 度程度で著しい精神症状または障害者手帳 2級程度以上の方、重度の肢体不自由であって、かつ座っていることが困難な方。月額 60,000円。施設入所、病院に 3か月以上入院の方、所得制限を超える方は受給できない。  平成 28 年度の受給者数は、354 人。 継続 障害者支援課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 特別児童扶養 手当 （20 歳未満の 児童を養育している方） （国制度） 
 身体障害者手帳 1～3級、愛の手帳 1～3 度、長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童を養育している方に支給。月額：重度 51,500円、中度 34,300 円。児童が施設に入所している方、児童が障害の年金を受けている方や所得制限を超える方は受給できない。  平成 28 年度の支給対象 406世帯。 継続 子育て支援課 

児童扶養手当 (養育者へ支給) （国制度） 
 18 歳に達した年度の末日までの児童（20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む）を養育しているひとり親（父、母または養育者）に支給する手当。父または母に重度の障害がある場合は、ひとり親に準じて対象になる。第一子で月額 42,330円～9,990円、第二子で 10,000 円～5,000 円、第三子で6,000 円～3,000 円の加算。手当額は所得に応じて変動。所得制限あり。  平成 28 年度の支給対象 2,963世帯。 

継続 子育て支援課 
障害手当 （区制度）  身体障害手帳 1・2 級程度、愛の手帳 1～3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童を養育している方に支給。1 人につき障害手当（月額 15,500 円）を支給。児童が施設に入所している方、一定以上の所得がある方は受けられない。  平成 28 年度の支給対象児童数は、473 人。 継続 子育て支援課 
育成手当 （区制度）  18 歳に達した年度末日までの児童を養育するひとり親（母、父または養育者）に支給する手当。父または母に重度の障害がある場合は、ひとり親に準拠して対象となる。児童1 人につき額 13,500円。所得制限あり。  平成 28 年度の支給対象児童数 6,227 人。 継続 子育て支援課 
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《年金》 事業名 事業内容 目標 担当課 障害基礎年金  原則として、国民年金の被保険者期間中や、20歳前の病気やけがで、国民年金法で定められた 1 級・2 級の障害状態になったときに支給（納付要件あり）。 継続 区民課 
特別障害給付金  国民年金任意加入対象者であった学生及び被用者等の配偶者が、国民年金に加入していなかった期間に障害の原因になった傷病の初診日があるため、障害年金を受けられない無年金者に支給。 継続 区民課 
 

 

《その他》 事業名 事業内容 目標 担当課 
高額障害福祉 サービス費 給付事業 

 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合、または、障害福祉サービスを利用している人が、補装具や介護保険サービス、障害児通所支援サービスを利用している場合は、利用者負担を軽減するため、基準額を超えて支払った負担額を給付費として支給。  平成 28 年度の実績は、延べ 430 人。 継続 障害者支援課 
東京都 心身障害者 扶養共済 （都制度）  心身障害者を扶養している保護者が掛金を納めて、保護者に万一のことがあったときに、心身障害者へ終身一定額の年金を給付する任意加入の制度。 継続 障害者支援課 

 

  



55 

（6）新たな地域生活支援拠点の整備 

 

障害者が日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援する日中活動

の場も併設した障害者多機能型入所施設の整備を予定していることを踏まえて、地域

における支援体制の構築に向けて検討を進めていきます。また、障害者グループホー

ム等の整備も推進します。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
多機能型 入所施設の整備  グループホームのバックアップ機能を持ち、区内の地域支援ネットワークの要として、障害者が日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援する、短期入所、日中活動の場も併設した障害者多機能型入所施設の整備を推進。 充実 障害者支援課 長寿応援課 
障害者 グループホーム 等整備事業  障害者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるように、共同生活を営む住居で日常生活支援を行う障害者グループホームの整備を推進。 充実 障害者支援課 
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（7）家族・介護者への支援 

 

障害者を介護する家族等を支援するため、障害者総合支援法に基づく短期入所

（ショートステイ）を充実し、区内施設等を活用した緊急一時保護やミドルステイ等

を実施していきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 短期入所 （ショート ステイ）  障害者を自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設において入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 充実 障害者支援課 
緊急一時保護 （施設利用）  「リバーハウス東砂」で実施。  障害者を介護している家族等が、病気、事故、出産、冠婚葬祭等で介護できないときに、障害者を一時保護。  利用は 1 回につき 2泊 3 日以内  平成 28 年度の利用実績は、       延べ 338 人、延べ 794 日 充実 障害者支援課 

緊急一時保護 （区制度） 
 障害者を介護している家族等が、病気、事故、出産、冠婚葬祭等で介護できないときに、障害者を一時保護。  一時保護の方法 ①区が委託する障害者団体での保護 （日帰り、宿泊） ②区が委託するホームヘルパーを派遣 （日帰り、宿泊）  平成 28 年度の利用実績は、   ①団体委託：延べ 482 日   ②ヘルパー派遣：0 日 

継続 障害者支援課 
在宅難病患者 一時入院事業 （都制度）  在宅の難病患者を介護する方が、病気、事故等により、一時的に介護困難になった場合、難病患者が一時入院するため、都内の病院に病床を確保。保健相談所で対応。 継続 保健予防課保健相談所 知的障害者 ショートステイ 推進事業  家庭での介護が困難になった知的障害者を一定期間保護するため、入所施設の短期入所枠を確保。  平成 28 年度の実績は、延べ 142 日（4 人）。 継続 障害者支援課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 ミドルステイ  家庭における介護が困難となった心身障害者を施設に一定期間保護。  平成 28 年度の実績は、延べ 199 日（2 人）。 継続 障害者支援課 重症心身障害児 (者)レスパイト 支援事業  家族等の介護負担を軽減するため、日常的に医療ケアが必要な重症心身障害児（者）の自宅に看護師を派遣し、一定時間の医療的ケア及び療養上の介助を行う。 充実 障害者支援課 
障害児（者）の親のための講座  障害児・者の発達、成長、自立のための学習について支援し、地域における子育て支援のネットワークづくりを推進するための課題別講座を開催。全 5 回。  平成 28 年度は、「より良い地域生活を送るために」のテーマで実施し、延べ157 人が参加。 継続 障害者支援課 
裁判員制度 参加支援事業  障害者本人または障害者を介護するご家族の方が、裁判員として裁判に参加している期間中に利用する、在宅の障害福祉サービスにかかる利用者負担相当額を助成。 継続 障害者支援課    
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健康を守る保健・医療の充実健康を守る保健・医療の充実健康を守る保健・医療の充実健康を守る保健・医療の充実    

 

 

【施策】 

（1）保健サービスの充実 

（2） 医療サービスの充実 

 

《施策の方向性》 

食習慣や運動習慣などが疾病の発症に深く関わっている生活習慣病の予防は、高齢

化が進む障害者の健康維持にも重要で、様々な疾患が原因で内部障害（腎臓機能障害

など）となる例も多いことから、障害の原因となる疾病の予防、早期発見、治療の充

実が大きな課題です。 

また、平成 25 年 4 月から難病患者が新たに障害福祉サービスの対象となり、現在、

358 疾病が指定されています。医療費の助成の対象となる疾病数は 330 疾病となって

おり、医療の確立・普及と医療費の負担軽減を図っています。さらに、東京都では、

単独で難病医療費助成事業を行っており、8疾患（平成 29年度）を指定しています。 

こどものみならず、成人期における対応が必要な発達障害の方への支援充実や事故、

病気などにより脳に損傷を受けて、高次脳機能障害となった方などの社会復帰に向け

た支援の充実も求められています。 

こうした社会状況を踏まえ、地域の医療機関とも連携しながら、障害の要因となる

疾病の予防や早期発見に関わる保健サービス、障害者の健康維持のための医療サービ

ス等の充実を図ります。 

  

3333    
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）保健サービスの充実 

 

障害のある人もない人も、区民のライフステージに応じた健康の維持・増進を図る

ため、障害の原因となる疾病等の予防や障害の早期発見・早期対応など、保健サービ

スの充実を進めます。 

 

① 障害者の健康に関する相談及び機能訓練の充実 

障害者のための健康相談や機能回復訓練を充実していくことで、生活の質の向上を

図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 心身障害者施設等健康相談  区内の施設を利用する心身障害者等を対象に、医師による診察と血液検査、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、健康相談などを実施。  平成 28 年度の実績は、67 回延べ 857 人。 継続 保健予防課 
機能回復 訓練事業  障害者福祉センターで、理学療法士、言語聴覚士による機能訓練を実施。  平成 28 年度の実績は、432 回  延べ 2,067 人。 継続 障害者支援課 

高次脳機能障害者支援促進事業  高次脳機能障害者及びその家族等からの相談に応じ、関係機関との連携を図り、適切な支援を提供し、支援を促進。  平成 28 年度の相談実績は 393 件。  他に、講演会：2 回、リハビリ事業：24 回、連絡会 4 回を開催。 継続 障害者支援課 
難病療養相談 （再掲）  難病で治療中または難病の疑いをもって心配している方及びその家族を対象に、患者・家族の療養環境の整備改善のために、専門医、医師会医師、理学療法士、保健師等が医療相談を保健相談所で行っている。  平成 28 年度実績は、42 回延べ 72 人。 継続 保健予防課保健相談所 
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事業名 事業内容 目標 担当課 難病医療相談室  難病等特定疾患で治療中の方、病気の心配をされている方とその家族を対象に、毎月 1回、専門医を中心とした医療相談を行う（江東区医師会に委託）。 継続 保健予防課 
精神保健相談 （再掲）  保健相談所で一般精神、思春期、酒害、高齢期に分けて実施。  平成 28 年度の実績   一般精神：83 回 延べ 159 人   思春期：60 回 延べ 136 人   酒害：96 回 延べ 313 人   高齢精神：28 回 延べ 48 人 継続 保健予防課保健相談所 

 

 

② 中高年者に対する予防健診などの充実 

障害の原因となる生活習慣病の予防などのため、中高年者に対する相談や健診など

予防活動の充実を図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
健康診査  がんや心臓病、脳血管疾患と関わりの深い生活習慣病の早期発見、早期治療を目的として、40歳以上の国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者及び生活保護受給者を対象に実施。 継続 健康推進課 
がん検診  胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がんの早期発見、早期治療を目的として、各検診対象年齢の区民に実施。 継続 健康推進課 生活習慣病 予防健診  保健相談所で 30歳から 39歳の区民を対象に、尿検査、血圧測定、血液検査などを行い、保健指導、栄養指導及び医師の指導を実施。 継続 保健予防課保健相談所 
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（2）医療サービスの充実 

 

① 自立支援医療の実施 

障害者総合支援法に基づく自立支援医療（平成 18 年 4 月に身体障害者福祉法に基

づく更生医療、児童福祉法に基づく育成医療、精神保健福祉法に基づく精神通院医療

が一元化）を実施し、医療費の負担軽減を図ります。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
自立支援医療 （更生医療） （育成医療） (精神通院医療) 

 障害者総合支援法第 6条に規定された自立支援給付の一つで、従来の身体障害者の更生医療、障害児の育成医療、精神障害者の精神通院医療が統合されて共通の制度になった医療給付。  平成 28 年度の実績   更生医療：延べ 4,277 件 実 497 人   （生活保護人工透析分：延べ 1,797 件  実 182 人分を含む）   育成医療：13 件   精神通院医療：6,331 人 
継続 障害者支援課 保健予防課 保健相談所 

 

② 療養介護医療費給付の実施 

 障害者総合支援法に基づく療養介護医療費給付（※）を実施しています。 

※ 障害者総合支援法のもとでの療養介護サービスのうち医療に係る部分。 

 療養介護とは、主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の

管理、看護、介護及び日常生活上の世話などをいいます（18歳未満は児童福祉法

に基づく施設給付の対象となります）。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 療養介護 医療費給付 (進行性筋萎縮症 療養等給付) 
 障害者総合支援法第 6条に規定された自立支援給付の一つで、療養介護のうち医療に係る部分（療養介護医療）の給付。  進行性筋萎縮症の方に対し、療養とあわせて必要な訓練を行う。  平成 28 年度の実績は、延べ 744 人。 継続 障害者支援課 
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③ その他の医療サービスの充実 

 

①②の他に、従来から実施してきた医療費 

の一部を助成する制度なども含めて、保健・医療サービスを実施していきます。 事業名 事業内容 目標 担当課 
心身障害者(児)医療費助成  身体障害者手帳 1・2 級（内部障害は 3 級まで）、愛の手帳 1・2 度の方が健康保険証を使って診療・投薬を受けたときの医療費の自己負担分の一部を助成。一定以上の所得のある方は助成制限あり。  平成28年度の医療証受給者数は、4,178人。 継続 障害者支援課 
小児慢性疾患の 医療費助成 （都制度）  18歳未満の方が、がんやぜんそくなど慢性疾患で医療を受けたときに、各種保険の自己負担分の一部を助成。  平成 28 年度の実績は、313 人。 継続 保健予防課保健相談所 特殊疾病(難病)の医療費助成 （都制度）  ベーチェット病などの難病の治療を受けている方に、医療費を助成。  平成 28 年度の実績は、5,360 人。 継続 保健予防課保健相談所 在宅難病患者 医療機器貸与 （都制度）  在宅難病患者が必要とする医療機器の貸与を行っている。 継続 保健予防課保健相談所 医療機器貸与者 に対する 訪問看護事業 （都制度）  難病患者の在宅療養に必要な医療機器の貸与に伴う訪問看護師の派遣。 継続 保健予防課保健相談所 
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ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善    

 

 

【施策】 

（1）やさしいまちづくりの推進 

（2）住宅改修・バリアフリー化 

 

《施策の方向性》 

江東区では、障害のある人もない人も、誰もが安全で快適に生活するために、ユニ

バーサルデザインの視点から、生活環境の改善を進めています。障害者が安全・快適

に外出できるよう、建築物、公共交通機関、歩行空間など、生活空間のバリアフリー

化を推進し、社会参加を後押しします。 

また、障害のある人が日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる偏見や慣行など

を取り除くことも重要で、「こころのバリアフリー」の涵養により、ハード、ソフトの

両面からバリアフリーを推進していきます。 

  

4444    
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）やさしいまちづくりの推進 

 

ユニバーサルデザインの視点により、安心で安全な環境をつくるため、円滑な移動

と空間の確保に向け、区と区民及び事業者が協働で、ソフトとハード両面にわたるや

さしいまちづくりを推進します。 

道路の無電柱化や、道路改修時にセミフラット型歩道を整備することなどにより、

移動空間のバリアフリー化を図っていきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
ユニバーサル デザイン 推進事業 

 江東区長期計画に位置づけられた、ユニバーサルデザインの視点により、年齢・性別・国籍の違いや、障害の有無等にかかわらず誰もが公平かつ快適に生活できるようにするため、区と区民及び事業者が協働でまちづくりを推進する。  区民・区職員が参加をしたユニバーサルデザインまちづくりワークショップを開催するとともに、こどもたちへの意識向上を図るため、こども向けユニバーサルデザインハンドブックを活用して小学校での出前講座を開催。 
継続 まちづくり推進課 

選挙における 投票所 仮設スロープ等  選挙における投票所に仮設スロープ及び全投票所に車いすを設置。 仮設スロープ設置  平成 28 年 7月執行  参議院議員選挙・東京都知事選挙  57投票所のうち 48か所 継続 選挙管理委員会事務局 
だれでもトイレ 整備事業  老朽化が進んだ公衆便所の改修に合わせ、障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備する。 継続 施設保全課 
無電柱化事業  電線類の地中化を図り、交通安全や防災機能の向上、町並みの景観形成を図り、安全・安心なまちづくりを進める。 継続 道路課 道路改修事業  道路改修時に、歩道をセミフラット型にすることで、バリアフリー化を進める。 継続 道路課 
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（2）住宅改修・バリアフリー化 

 

障害者が安全かつ快適に暮らせるように、建築物のバリアフリー化を促進します。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 身体障害者 住宅設備 改善給付  日常生活の利便を図るため、その障害者が居住する住宅の設備改善に要する費用を給付。  平成 28 年度の実績は、32 件。 継続 障害者支援課 
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雇用・就労の拡大雇用・就労の拡大雇用・就労の拡大雇用・就労の拡大    

 

 

【施策】 

（1）就労支援の充実 

（2）雇用・就労の場の確保 

 

《施策の方向性》 

働く意欲のある障害者に就労の場を確保することが、大きな課題となっています。 

そのため、特別支援学校や公共職業安定所などの関係機関とも連携しつつ、就労移

行支援や就労継続支援などの各種事業を通じて、一般就労への移行促進、就労機会の

拡大を図っていくほか、就労後の定着を支援していきます。 

区では、庁内実習生の受入れや庁内常設販売コーナー「るーくる」の運営支援など、

障害者の一般就労に向けた取り組みを進めているところです。 

また、江東区障害者就労・生活支援センターにおいても、就労前の支援、求職活動

から就職までの支援、就職後の定着支援等を行っています。今後さらに企業への理解

促進に向けた周知啓発に取り組むことで、障害者の雇用・就労の場の拡大に努め、障

害者の自立に向けた取り組みを進めていきます。 

 

  

5555    
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）就労支援の充実 

 

① 障害福祉サービスによる支援 

 

《就労移行支援》 

 一般企業への雇用を希望する障害者に対して、厚生労働省令で定める期間にわたり、

生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のため

に必要な訓練その他を行う事業です。具体的には、こうした事業を実施する施設の確

保・充実に努めるとともに、江東区障害者就労・生活支援センターが施設と連携し、

一般企業への就労移行を進めます。 

 

《就労継続支援》 

 一般の事業所に就労することが困難な障害者に対して、就労の機会を提供するとと

もに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力向上

のために必要な訓練等を行う事業です。こうした活動を展開する施設の確保と充実を

図ります。 

 

《就労定着支援》 

 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化に

より生活面に課題が生じている方に、生活リズムや体調の管理など必要な連絡調整や

指導・助言等の支援を行います。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 就労移行支援  一般就労に向けて必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う。 充実 障害者支援課 
就労継続支援  一般の事業所で就労することが困難な障害者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う。 充実 障害者支援課 
就労定着支援  就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行う。 充実 障害者支援課 
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② 区独自の取り組み 

江東区では、「るーくる」の運営支援をはじめとした実践型の就労支援を行ってい

ます。 

また、勤労障害者の意欲をさらに高めるため、毎年、成績良好な人を表彰しています。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 勤労障害者表彰  就業成績が良好な勤労障害者に対して賞状を授与し、勤労意欲の高揚と障害者の就労促進を図る。  平成 28 年度は 10 人を表彰。 継続 障害者支援課 
障害者就労支援 庁内実習事業  就労を希望する障害者に対し、区役所及び区の施設において就業体験の機会を提供。  平成 28 年度は、実施日数 86 日、参加延べ人数 98 人。うち、就職者数は 2 人。 継続 障害者支援課 
障害者常設販売 コーナー 庁内出店事業 「るーくる」 

 区役所 2階区民ホール及び総合区民センター2 階を利用して、区内障害者通所施設による自主生産品等常設販売コーナーを開設し、複数の施設の共同による自主的な取り組み・活動に対して区が支援する。  障害者施設自主生産品のＰＲと販路拡大により工賃アップを図るとともに、接客及び販売業務を実地訓練することで、企業への就労に結びつくよう支援。 
継続 障害者支援課 

更生訓練費 給付事業  就労移行支援事業または自立訓練事業利用者及び身体障害者更生援護施設（身体障害者療護施設を除く）に入所している利用者に対し、更生訓練費を支給し、社会復帰を促進。 継続 障害者支援課 
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（2）雇用・就労の場の確保 

 

 次の事業の展開により、障害者の雇用・就労を拡大します。 

 

《障害者雇用率制度などを通じた企業の理解促進》 

 障害者雇用促進法で定められている雇用率は、平成 30年度から民間企業では 2.2％、

国・地方公共団体は 2.5％となっていますが、平成 33年度にはさらに 0.1％引き上げ

られることとなっています。現状で、法定雇用率を満たしていない企業も多いため、

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いきます。 

 

《職場適応訓練やジョブコーチ支援の拡大》 

 職場適応訓練とは、一般企業に障害者の職場適応訓練を委託し（委託事業主には委

託費を、訓練生に対しては訓練手当を支給）、訓練終了後に引き続き雇用していただく

事業です。また、ジョブコーチ支援とは、ジョブコーチが職場に出向いて、障害者の

職場適応の援助や職場の理解の促進の援助を行う事業です。 

 公共職業安定所や東京障害者職業センターが行うこれらの事業を、活用していきま

す。 

 

《江東区障害者就労・生活支援センターの充実》 

 江東区障害者就労・生活支援センターでは、就労に関する相談・助言、職業準備訓

練・職場実習あっせん、関係機関との連絡調整など、就労前から就職・就職後までの

支援を行っています。こうした活動について、様々な障害への対応の充実を図り、障

害者の就労を促進します。 

 

《関係機関との連携強化》 

 公共職業安定所や福祉関係機関、特別支援学校などの教育関係機関など障害者の就

労に関係する各種機関の連携を強化し、障害者の雇用・就労の拡大を図るとともに、

就職後のミスマッチによる離職を防ぐため、職場定着支援を行っていきます。 
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 事業名 事業内容 目標 担当課 障害者雇用に 関する 企業の理解促進  障害者の雇用拡大について企業にＰＲして理解を促進するとともに、企業に法定雇用率の達成を促す。 充実 障害者支援課 障害者雇用 納付金制度の 活用による 雇用拡大  障害者雇用納付金制度（注）をＰＲして障害者雇用の拡大に努める。 充実 障害者支援課 職場適応訓練の 推進  職場適応訓練制度の活用を宣伝し、訓練終了後の雇用を進める。 充実 障害者支援課 ジョブコーチ 支援  ジョブコーチによる支援を受け入れる企業の拡大に努める。 充実 障害者支援課 江東区障害者 就労・生活 支援センター  企業への就労支援、社会生活を築くための定着・生活支援の提供。 充実 障害者支援課 
区職員として の採用  毎年、特別区人事委員会では、身体障害者を対象とした職員採用試験を行っている。  選考合格後、各区で面接を行い、採用を決定する。 充実 職員課 
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障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度    

障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用率未達成の企業から納付金を徴収し、

雇用率を超えて雇用する企業に対して障害者雇用調整金や報奨金を支給する制度

です。 

（障害者雇用促進法） 
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地域活動の支援地域活動の支援地域活動の支援地域活動の支援    

 

 

【施策】 

（1）生涯学習・文化活動の支援 

（2）スポーツ活動の支援 

（3）行政と区民との協働（区政への参画） 

 

《施策の方向性》 

障害者基本法では、「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化

その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」を旨として、共生社会

の実現を図っていくことが定められています（第 3 条第 1号）。 

創作芸術活動やレクリエーションを通じた交流は、人の心を豊かにし、互いを理解

する第一歩になることから、障害のあるなしに関わらず、交流を深める文化活動やス

ポーツ・レクリエーション活動の場を提供し、すべての障害者の生活をより充実した

ものにしていきます。 

また、平成 32年には、本区でも多くの競技が行われる東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会が開催されます。障害のある方が積極的にスポーツなどの地

域活動に参加することにより、気運醸成を図り、パラリンピックを成功させることは、

障害に対する意識改革の恰好の機会となりえます。開催後に、施設などのハード面で

のレガシーとともに、こころのレガシーも残せるよう取り組んでいきます。 

今後も障害のある人が、慣れ親しんだ地域で社会生活を営むことを支援していくた

め、地域自立支援協議会など様々な協議の場で当事者の要望や意見を聴取し、積極的

に区の施策に反映していくことで、区民協働による共生社会を実現していきます。 
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）生涯学習・文化活動の支援 

 

障害のある人でも参加・利用できる制度の充実を図り、気軽に文化芸術活動に親し

める環境づくりに努めます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 知的障害者 学習支援事業 「エンジョイ ・クラブ」  学校教育を終了した軽度の知的障害のある就労者を対象として、余暇活動に必要な一般教養、スポーツ、レクリエーション等を実施し、学習活動を支援。 継続 障害者支援課 
障害者福祉大会 の開催  障害者とその家族に芸能等の催しで慰安するとともに、地域住民との交流を図る。年1 回開催。 継続 障害者支援課 通所施設での イベントの開催  通所施設において、区民へのＰＲや地域との交流の場として、まつりなどのイベントを開催。 継続 障害者支援課 

施設での 「おはなし会」 の開催  図書館と障害児等の施設が連携した、施設への出張おはなし会の開催等によるこどもたちへの読書支援を行うほか、大塚ろう学校城東分教室の聴覚障害児を対象とした「絵本の読み聞かせ」を行っている（城東図書館）。 充実 江東図書館 
図書館資料の 団体貸出  団体貸出登録をした障害者施設等に、図書の貸出を行う（貸出期間は 1か月）。  また、特別支援学級向けにテーマ別の団体貸出セットの貸出を行う（貸出期間は 1 か月）。必要に応じて、配本車による配送も行っている（要予約）。 充実 江東図書館 
図書館資料の 宅配サービス  身体障害などの理由により、一人で図書館に来館することが困難な方を対象に、宅配による図書館資料の貸出・返却サービスを無料で行う。  平成 28 年度の登録者実績は、18 人。 継続 江東図書館 
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事業名 事業内容 目標 担当課 
コミュニティ 活動情報 発信事業 (ことこみゅネット) 

 地域で活動する市民団体のイベント情報や活動情報を、インターネットを活用して一元的に発信するポータルサイト「江東区コミュニティ活動支援サイト・ことこみゅネット」を活用し、コミュニティ活動への関心を高め、誰もが活動に参加できる環境の整備を図る。  また、市民団体の活動情報の発信を充実することにより、団体の活動活性化と人材確保を支援する。 
継続 区民協働 推進担当 
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（2）スポーツ活動の支援 

 

障害のある人でも参加・利用できるメニューの拡充を図り、障害がある人も気軽に

スポーツに参加できる環境づくりに努めます。 

また、障害者に対する意識改革に資する東京２０２０パラリンピックの成功に向け

て、障害者スポーツの啓発に努めます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 知的障害者 学習支援事業 「エンジョイ ・クラブ」 （再掲）  学校教育を終了した軽度の知的障害のある就労者を対象として、余暇活動に必要な一般教養、スポーツ、レクリエーション等を実施し、学習活動を支援。 継続 障害者支援課 
障害者水泳教室  おおむね 3歳以上の愛の手帳または身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、水慣れや水泳の初歩を指導する。  指導員 26 人、医務員 1 人を配置し、スポーツ会館にて年 6 回実施。  28 年度は、延参加者数 133 人。 継続 スポーツ 振興課 

障害者 カヌー教室  身体障害者手帳所持者で、肢体不自由（下肢）障害の方で座位を保つことができ、1 人で車椅子の操作ができる方を対象にカヌー教室を開催。  28 年度は、参加者数 3 人。 継続 スポーツ 振興課 
障害者スポーツ フェスタ  障害者のスポーツ活動への参加を促進し、障害者スポーツへの理解を深め、東京 2020パラリンピック開催に向けた気運醸成を図る。年 1 回開催。  28 年度は、延参加者数 2,034 人。 継続 スポーツ 振興課 
初級障がい者 スポーツ指導員の養成  スポーツを通じて健康の維持・増進や社会参加を推進するため、専門的な知識や技能を身につけた指導者の養成と資質、指導力の向上を図る。  28 年度は、修了者数 28 人。 継続 スポーツ 振興課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 
スポーツ体験会 の開催  障害のある方がスポーツに気軽に取り組めるように、各種スポーツ講座や体験イベントの充実を図る。  28 年度は、車いすバスケットボール、ブラインドスイミング、車いすバドミントン、ボッチャ等を実施。 継続 スポーツ 振興課 
  
 

 

（3）行政と区民との協働（区政への参画） 

 

 施策の立案には、関係当事者の意見等が欠かせません。 

 地域自立支援協議会や障害者計画・障害福祉計画推進協議会への当事者参画を進め、

福祉サービスの向上のために、障害当事者と共に考え、協働体制を構築していきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 地域自立支援 協議会 （再掲）  地域の相談支援ネットワークづくり等について検討する協議会。福祉関係機関や障害当事者がメンバーとなり、地域の課題解決に向けた支援方策を考えていく。 充実 障害者支援課 
障害者計画・ 障害福祉計画 推進協議会 （再掲）  障害者関係の各種事業を効率的・効果的に実施するため、障害者計画等の策定・進行管理等を行う協議会。福祉関係機関や障害当事者がメンバーとなり、福祉サービスの向上を目指した協議を行っている。 継続 障害者支援課 
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区民の理解と共感の醸成区民の理解と共感の醸成区民の理解と共感の醸成区民の理解と共感の醸成    

 

 

 

【施策】 

（1）啓発・広報活動の推進 

（2）福祉教育の推進 

 

《施策の方向性》 

障害者に関わる様々な施策を展開していくためには、広く区民が、障害それぞれの

特性や当事者が抱える問題等についての理解を深め、それに基づく協力・支援を実践

していくことが必要です。 

障害のある人もない人も、すべての人は、基本的人権を有する個人として、その人

格と個性が尊重されます。平成 28 年 4 月には、障害者への不当な差別的取り扱いや合

理的配慮の不提供を禁じた障害者差別解消法が施行されました。 

引き続き、障害理解に関する啓発・広報活動や福祉教育をさらに推し進め、「ここ

ろのバリアフリー」を推進し、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合

う共生社会の実現に向けて取り組んでいきます。 
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）啓発・広報活動の推進 

 

障害に関する理解を深めるため、「障害者週間」（12 月 3日～9日）、「障害者雇用促

進月間」（9月）、「人権週間」（12 月 4日～10日）、「精神保健普及運動」（10 月）など、

国のスケジュールに合わせて区における啓発・広報活動を推進します。また、平成 28

年 4 月に施行された「障害者差別解消法」の周知を図り、障害のある人もない人も安

心して暮らせるまちの実現を目指します。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 区報・ ホームページ による 実施事業の紹介  区報や区のホームページに、障害者施策として行っている事業などを掲載。 充実 障害者支援課 障害者福祉の てびきの発行  障害者が利用できるサービスを広くまとめた冊子を作成・発行。 継続 障害者支援課 障害者週間等による啓発・広報活動の推進  障害に対する理解を深めるため、「障害者週間」（12 月 3 日～9 日）、「障害者雇用促進月間」、「人権週間」、「精神保健福祉普及運動」などに合わせて、啓発・広報活動を推進。 継続 障害者支援課 障害者福祉大会 の開催 （再掲）  障害者とその家族に芸能等の催しで慰安するとともに、地域住民との交流を図る。年1 回開催。 継続 障害者支援課 精神保健講演会  精神保健についての正しい知識と精神障害者への理解を得る啓発活動の一環として、精神保健講演会を保健相談所で実施。 継続 保健予防課保健相談所 難病講演会  難病患者及び家族を対象に、病気に対する正しい知識、療養のあり方などの理解を深めてもらうため、専門医による講演会を保健相談所で実施。 継続 保健予防課保健相談所 障害者の虐待防止や啓発・広報活動の推進  障害者の尊厳を害し、自立と社会参加を妨げる虐待の未然防止と早期発見のため、障害者虐待防止センターを中心に啓発・広報活動を推進。 継続 障害者支援課 障害者差別解消法の啓発・広報活動の推進  誰もが住みやすいまちづくりを実現するため、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を定めた障害者差別解消法の啓発・広報活動を推進。 充実 障害者支援課 
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（2）福祉教育の推進 

 

福祉の心を醸成し、福祉活動を活発にするため、学校教育、生涯学習の場で福祉に

関わるテーマの学習会等を開催するなど、福祉教育を推進します。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 福祉教育の推進  福祉の心を醸成し、福祉活動を活発にするため、学校教育や生涯学習の場で、福祉に関わるテーマでの学習会や福祉施設等での職場体験を実施。 継続 障害者支援課 指導室 区職員に対する 福祉施設 体験学習  区職員の研修メニューの中に、福祉施設での体験学習を取り入れている。 継続 職員課 
家庭教育 学級事業  こどもの成長・発達、親の対応を学ぶ講座。幼児から中高校生のこどもを持つ保護者を対象とし、それぞれの発達段階ごとに展開する。幼児の親の家庭教育学級、小学生の親の家庭教育学級などがある。 継続 庶務課 

ユニバーサル デザイン 推進事業 （再掲） 
 江東区長期計画に位置づけられた、ユニバーサルデザインの視点により、年齢・性別・国籍の違いや、障害の有無等にかかわらず誰もが公平かつ快適に生活できるようにするため、区と区民及び事業者が協働でまちづくりを推進する。  区民・区職員が参加をしたユニバーサルデザインまちづくりワークショップを開催するとともに、こどもたちへの意識向上を図るため、こども向けユニバーサルデザインハンドブックを活用して小学校での出前講座を開催。 

継続 まちづくり 

推進課 
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安全・安心な地域生活環境の整備安全・安心な地域生活環境の整備安全・安心な地域生活環境の整備安全・安心な地域生活環境の整備    

 

 

【施策】 

（1）防災・防犯対策の推進 

（2）地域の支えあいの推進 

 

《施策の方向性》 

災害はいつどこで起こるかわかりません。そのため防災対策や災害への備えは重要

です。障害のある人が安全に避難できるように、日頃から地域と防災関係・福祉関係

機関との連携を強化し、災害時要援護者対策などの防災対策の充実を図ります。 

また、地域の中で障害者が孤立せず、安心して生活ができるよう、近隣住民との日

常的な交流を進めるとともに、ボランティアの育成を促進し、地域で支えあう仕組み

の構築に努めます。 

  

8888    



80 

《施策の展開・事業計画》 

 

（1）防災・防犯対策の推進 

 

地域の中で、安全かつ安心して日常生活を過ごすことができるよう、平常時より、

家具転倒防止器具の取付けや、防犯・防災に関する情報を配信するなどして、災害や

犯罪被害の発生・拡大の防止を図っていきます。 

また、災害時に避難することが困難な方を掲載した「避難行動要支援者名簿」を作

成し、避難支援を行う体制づくりのほか、障害特性に応じた避難所の運営体制などの

課題解決に取り組んでいきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 心身障害者 家具転倒 防止器具取付  重度の心身障害者の世帯に対し、家具転倒防止器具の取り付けをする（1世帯 3点まで）。  平成 28 年度の実績は 4 件。 継続 障害者支援課 
避難行動要支援 者名簿の作成 及び個別計画の 作成・更新 

 拠点避難所や消防署などに配備された避難行動要支援者名簿を活用して名簿登録者の安否確認や避難支援を行う。  また、外部提供同意書に同意した避難行動要支援者の具体的な安否確認や避難支援の方法を検討して避難行動要支援者調査票（個別計画）の作成・更新を行うことで、災害時だけでなく、平常時からの防災啓発等を行う。 
継続 福祉課防災課 

こうとう安全 安心メール （再掲）  携帯電話またはパソコンから事前登録していただき、江東区内の不審者情報や、ひったくり、空き巣、振り込め詐欺等の各種防犯対策情報や、地震等の災害、各種気象警報、区からの防災情報等をメールにて配信。 継続 危機管理課 
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（2）地域の支えあいの推進 

 

① 地域の支えあい 

 ひとり暮らしの障害者が自宅で緊急事態に陥っても、地域の協力員の支援を通じて

速やかな救命・救助活動がなされるよう、緊急通報システムの設置を継続します。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 緊急通報 システム設置  ひとり暮らし等の障害者世帯（難病世帯も含む）が、緊急事態に陥ったときに、手元のペンダントを押すだけで直接東京消防庁に通報できる機器を設置。  平成 28 年度の実績は、41 件。 継続 障害者支援課 
ファクシミリ 緊急通報  聴覚または音声機能に障害があるため、電話による 110 番、119 番通報が困難な人に対して、ファクシミリによる緊急通報に用いる専用の用紙（緊急通報カード）を無料で配布。 継続 障害者支援課 
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② ボランティアの養成・活動の促進 

「江東ボランティア・センター」を中心として、区民のボランティア活動を促進し、

あわせて障害と障害者に対する理解と共感をさらに深めていきます。 

また、手話通訳のできる人、要約筆記のできる人、点字訳や対面朗読のできる人な

ど、障害者の生活の様々な場面で支援を行うことができる各種ボランティアの養成・

人材確保及び活動促進に努めていきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 江東 ボランティア・ センターの運営  江東ボランティア・センターでは、ボランティア活動の相談、コーディネイト、ボランティア登録、ボランティア養成等を実施しています。 継続 長寿応援課 手話通訳者・ 協力員の養成 （再掲）  聴覚障害者のために手話通訳のできる方を養成。 充実 障害者支援課 
音訳者養成講座  視覚障害などのため、通常の活字資料の利用が困難な方に、図書館資料を音声化するサービスを行う「音訳者」を養成するため、前期・後期 2 年間の連続講座を開催し、講座修了後は図書館に登録し、音訳者として活動。  また、音訳者に登録した後も、音訳者としての技術をレベルアップさせるため上級講座を開催。 

継続 江東図書館 
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配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実    

 

 

【施策】 

（1）乳幼児や就学前児童などに対する健診及び相談の充実 

（2）療育・保育・就学前教育の充実 

（3）特別支援教育体制の充実 

（4）放課後対策の充実 

 

《施策の方向性》 

こどもの可能性を伸ばし、将来、社会の中で自立した生活を送る上で必要となる力

を培っていくためには、ライフステージや一人ひとりのニーズに応じた、切れ目のな

い計画的、適切な支援を保障していく必要があります。 

近年では、ＬＤ（学習障害）、ＡＤ/ＨＤ（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症

などの発達障害への対応も課題となっており、その現れ方や時期が多様で個別的であ

るため、早期に発見して適切な支援を行っていくことが大切です。そのため、乳幼児

健康診査などの保健領域、幼稚園や保育園など、こどもが日ごろ関わる機関、こども

発達センターＣoＣoなどの支援機関が緊密に連携し、こどもと関わる職員の発達障害

への気づきを高めていくとともに、保護者や区民へ発達障害に関する知識を広め、地

域社会全体での理解と継続的な支援につなげていきます。 

また、重度心身障害児などの著しく外出が困難な障害児に対する居宅訪問による発

達支援の実施や医療等の連携を強化するための協議の場を設置し、医療的ケアが必要

なこどもに対する支援の充実に取り組みます。 
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《施策の展開・事業計画》 

 

（1）乳幼児や就学前児童などに対する健診及び相談の充実 

 

乳幼児健康診査などの健診、こどもの発達相談などの相談活動の充実を図るととも

に、特に近年増加の傾向がみられる発達障害など、配慮を必要とするこどもやその家

庭に対し、早期からの支援を進めていきます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 乳幼児健康診査  乳幼児期の各期における健康診査（乳児健診、経過観察健診、1歳 6か月・3歳児健診、発達相談）を行い、心身障害児の早期発見、早期療育のための相談指導を保健相談所で実施。 継続 保健予防課 保健相談所 
新生児・ 産婦訪問指導  保健師・助産師が家庭を訪問し、新生児の養育に関する相談・指導、健康チェック、産婦の健康や育児の悩み等の相談を行う。保健相談所で実施。 継続 保健予防課 保健相談所 発達相談 （運動発達）  乳児健診で運動発達に問題が認められた乳児に対し、専門医の診察・相談と理学療法士による指導を行う。保健相談所で実施。  平成28年度の相談実績は、72回延べ715人。 継続 保健予防課 保健相談所 1 歳半経過 観察心理相談 (ことばの相談)  1 歳 6 か月を過ぎた幼児のことばの発達に関する相談を行う。保健相談所で実施。  平成 28 年度の相談実績は、延べ 996 人。 継続 保健予防課 保健相談所 3 歳児心理相談  3 歳児の気になる行動や子育ての問題に関する相談を行う。保健相談所で実施。  平成 28 年度の相談実績は、延べ 601 人。 継続 保健予防課 保健相談所 
こころの 発達相談  各種健診及び相談から必要と認められる児童について、心理相談を行う。保健相談所で実施。  平成 28 年度の実績は、   個別相談：53 回延べ 324 人   集団指導：71 回延べ 542 人 継続 保健予防課 保健相談所 

子ども家庭支援センターの専門相談  区内 5か所にある子ども家庭支援センターにおいて、こどもの発育やことばの悩み、親子関係について等、専門家による相談を定期的に実施。 継続 子育て支援課 
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（2）療育・保育・就学前教育の充実 

 

就学前のこどもの運動やことばの発達についての相談を行うとともに、一人ひとり

のこどもの発達に応じた生活指導・集団指導・個別指導を実施します。 

障害のある幼児を保育園等に受け入れる際には、適切な保育ができるよう、人材育

成などにより保育内容の充実を図るとともに、こどもの療育・保育・教育に関わる施

設と、保健・医療に関わる施設の連携を強化します。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 
障害児 発達支援事業 

 就学前のこどもの発達について、専門的な相談や療育を行う。  江東区こども発達センター「ＣoＣo」で実施している。 ・こども発達センター         （塩浜福祉プラザ内） ・こども発達扇橋センター         （障害者福祉センター内）  通園事業 1 日定員      塩浜 44 人 扇橋 41 人  相談事業 延べ 6,563 人（平成 28 年度） 
充実 障害者支援課 

障害児保育の 充実 
 区では、要支援児保育審査会を設置し、障害児の入園の可否及び処遇を審査し、適切な障害児保育を実施。  平成 28 年度の公立保育園巡回指導対象児は 111 人（うち要支援認定児 13 人）。認可保育施設要支援認定児は 58 人、認可外保育施設要支援認定児は 3 人。  発達障害児の巡回指導のために、私立保育園及び認証保育所等への臨床心理士等の派遣補助を実施。平成 28 年度は、40 施設、251人に対して実施。  また、平成 29 年度より重症心身障害児・医療的ケア児等を対象とした居宅訪問型保育事業を開始。 

充実 保育計画課保育課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 幼稚園の障害児 受け入れ  幼稚園で、障害児を受け入れて幼稚園教育を実施。  平成 28 年度の就園相談における対象人数は、37 人。 充実 学校支援課 
児童発達支援  障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応訓練を受ける。 充実 障害者支援課 居宅訪問型 児童発達支援  通所支援を利用するための外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能を身につけるための支援を実施。 充実 障害者支援課 

障害児相談支援  発達状況に応じた専門的な相談、心のケア相談による親子支援を行い、適切な療育を促す。 充実 障害者支援課 児童発達支援 センターの充実  身近な地域における通所機能のほか、保育所等訪問や相談支援などの地域支援を行う児童発達支援センターの整備を推進。 充実 障害者支援課 長寿応援課 保育所等 訪問支援  児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を実施。 充実 障害者支援課 

 

  



87 

（3）特別支援教育体制の充実 

 

「教育推進プラン・江東」に基づき、すべてのこどもたちが、その持てる力を高め、

一人ひとりの能力・特性等を最大限に伸長できるよう、特別支援教育（※）を推進し

ていきます。 

 

※ 特別支援教育とは 

『特別支援教育とは、障害のある幼児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、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズ

を把握し、その持てる力を高め、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うものです。』 

（文部科学省 学校教育法） 

 事業名 事業内容 目標 担当課 義務教育の 就学相談  教育委員会では、障害の種類・程度によって適切な教育を保障するための就学相談を実施。平成 28 年度の実績は 358 件。 充実 学校支援課 

特別支援学級の 設置 
 平成 28 年度は小学校 6 校に特別支援教室を開設。今後の特別支援教育のニーズや地区要素を踏まえ、特別支援学級の計画的な配置を行う。  平成 28 年度の実績  ・小学校の固定学級   （知的障害）12校 30 学級 187 人   （聴覚障害）1校 1 学級 6 人   （言語障害）1校 3 学級 47 人   （情緒障害）4校 16 学級 148 人  ・小学校の特別支援教室 6校 22 人  ・中学校の固定学級   （知的障害）6校 18 学級 120 人  ・中学校の通級指導学級   （情緒障害）1校 6 学級 52 人 

充実 学校支援課 
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事業名 事業内容 目標 担当課 
学習支援事業 

 通常学級に在籍する特別な教育的配慮を必要とする幼児・児童・生徒に対し、区独自に学習支援員を配置し、個別学習支援を行うとともに、円滑な学級運営に寄与する。学習支援員は、主としてＬＤ（学習障害）ＡＤ/ＨＤ（注意欠陥/多動性障害）・高機能自閉症等の発達障害を有する児童・生徒を対象として学習支援を行う。  平成 28 年度の実績   学習支援員    小学校 45校 中学校 16校 
充実 学校支援課 

心身障害児等 介助 
 区立小中学校「特別支援学級」及び幼稚園に対し、児童・生徒の安全確保等のため介助員を配置。また、通常学級に在籍する身体等に障害を有する児童・生徒の生活介助を行うため、認定就学者等介助員を配置している。  平成 28 年度の実績   介助員    小学校 62 人 中学校 27 人    幼稚園 56 人   認定就学者等介助員    小学校 19 人 中学校 1 人 

充実 学校支援課 
小中学校 就学奨励事業  特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品購入費等を支給する。 継続 学務課 
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（4）放課後対策の充実 

 

学童クラブ等での障害児受入れを増やし、障害児の放課後活動の場を確保・拡大し

ていきます。また、「放課後等デイサービス」の拡充を図るとともに、提供されるサー

ビスの質の向上に努めます。 

 事業名 事業内容 目標 担当課 学童クラブに おける障害児の受け入れ  学童クラブに障害児を受け入れる場合、巡回指導員による指導や、私立学童クラブに対して障害児を受け入れる場合に補助対象指導員分として補助金の加算を行う。  平成 28 年度に障害児を受け入れた学童クラブは、16か所 36 人。 継続 放課後支援課 

放課後 子どもプラン 
 小学校施設などを活用して、放課後や夏休みなどに、児童が安心安全に過ごせる居場所を提供する。自主的な学びの場・遊びの場を提供するＡ登録と、学童クラブと同様に就労世帯向け等に生活の場を提供するＢ登録の二つを設置している。  Ａ登録は、1 年生から 6 年生を対象。Ｂ登録は、1 年生から 3 年生までと、障害のある4 年生から 6 年生（特別支援学級・特別支援教室・通級指導学級と特別支援学校に在籍）が対象。  平成 28 年度で、障害児を受け入れたＡ登録は 33か所 192 人、Ｂ登録は 23か所 51 人。 

継続 放課後支援課 

放課後等 デイサービス  学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進。 充実 障害者支援課 
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障害者福祉に関する行政等の体制の整備障害者福祉に関する行政等の体制の整備障害者福祉に関する行政等の体制の整備障害者福祉に関する行政等の体制の整備    

 

 障害者福祉施策の総合的な推進のために、保健・福祉・教育・雇用・まちづくりな

ど、関係部署はもちろん、区役所以外の雇用関係機関や教育関係機関、福祉関係機関

等との連携を強化します。 

 

 

区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化    

 

（1）障害者団体等との連携強化、参加・参画の推進 

 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定及び実施にあたって、障害者

団体や関係団体との連携を強化するとともに、障害者団体等の参加・参画を進めま

す。 

 

（2）ボランティア団体、サービス提供事業者、区民等との連携強化 

 本計画の基本理念の一つである共生社会の実現に向けて、区民の理解を醸成する

とともに、ボランティア団体、サービス提供事業者、区民等との連携の強化を図り

ます。 

 

（3）地域自立支援協議会の機能強化 

 地域自立支援協議会において把握された地域の課題やニーズ等を踏まえ、相互に

協力・連携し、障害者福祉施策を推進します。 

 

 

計画の進行管理と評価計画の進行管理と評価計画の進行管理と評価計画の進行管理と評価    

 

 本計画の実施に当たっては、江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会において、

計画の進行管理や点検・評価を行っていきます。 

 

（1）計画の評価 

 障害者関係団体との意見交換、利用者等へのニーズ調査などにより、施策・事業

計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて    第第第第    章章章章5 

1111    

2222    

3333    
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の有効性について検証を行い、効果的かつ適切な施策・事業の実施に努めます。 

 

（2）計画の進行管理と見直し 

 本計画の進捗状況を定期的に点検するとともに、障害者のニーズ、国の動向や社

会経済状況の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直します。 
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平成平成平成平成32323232年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進    

 

国の指針では、「第 5 期障害福祉計画」策定に関しては、精神障害への対応や、一

般就労への移行に関する成果目標が見直し、拡充されました。また、障害児支援の提

供体制の整備等の成果目標を定めることとしたことから、第 7章において「第 1 期障

害児福祉計画」を策定することとしました。 

第 5期障害福祉計画では、以下の（1）～（4）の 4 項目について成果目標を設定し

ます。 

 

（1）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

平成 28 年度末時点における施設入所者のうち、平成 32年度末までに地域生活へ移

行している人の数値目標を設定します。 

国の指針では、平成 32 年度末時点で、平成 28 年度末時点での施設入所者数の 9％

以上が地域生活へ移行すること、施設入所者の 2％以上の削減を基本に、地域の実情

に応じて目標を設定することとなっています。 

 

【国（厚生労働省）の指針】 

基準時点：平成 28 年度末 

終了時点：平成 32年度末（第 5期計画終了日） 項  目 第５期計画の数値目標の基本となる数値と考え方 備  考 
地域生活移行者数 9％以上 直近3年間の増加率で推移した場合の32年度末の移行者数を1.1万人、施設入所者数を13万人とし、地域移行率を8.4％と推計する。 →地域移行者の割合を9％以上と設定 

※現計画で設定されている平成29年度末までの数値目標が達成されていない場合、未達成割合を加えたものを目標値とする。 ※障害児入所施設への入所者のうち18歳以上になっている者については、施設入所者の算定の対象外とする。 入所者数の削減数 2％以上 直近3年間の削減率0.3％ →同率で推移した場合の4年間の地域移行者の割合を2％以上と設定 
 （資料）厚生労働省 

第第第第    章章章章6 
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【施設入所者の地域生活への移行実績】 

 

項   目 数値 説      明 地域生活移行者の実績数 3 人 平成 25 年度末から平成 28 年度末までの、施設入所者の地域移行者数 地域生活移行者の見込み数 4 人 29年度末見込み数 
 

 平成 28 年度末現在、施設からの地域生活移行者数は 3人となっていることから、平

成 29年度末現在の見込み数としては 4人となり、平成 25 年度末現在の施設入所者数

（289人）の 1.4％に相当します。第4期障害福祉計画における目標数は 29人（10.0％）

であり、目標達成は難しい状況です。 

 平成 28 年度末時点における施設入所者は 307人で、本計画においては、国の指針に

基づき地域生活への移行者を施設入所者数の 9％にあたる 28 人とします。また、今な

お入所待機者がいることから、施設入所者数の減は見込まないこととします。 

 

 

【施設入所者の地域生活への移行目標】 

 

項   目 数値 区 の 考 え 方 施設入所者数 307人 平成 28年度末現在での施設入所者数 平成 32 年度入所者数 307人 平成 32 年度末時点での施設入所者数の見込み 施設入所者削減の見込み 0人 平成 32 年度末までに、平成 28 年度末と比較して、施設入所者数の減少は見込まない。 地域生活移行者の目標数 28人 平成 32 年度末までに、平成 28 年度末時点での施設入所者数の 9％に相当する人が、地域生活へ移行する。 
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（2）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 国の指針によれば、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す新

たな政策理念を踏まえ、保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況、精神病

床における 1年以上の長期入院患者数、早期退院率に関する目標を設定することとな

っています。 

 

【国（厚生労働省）の指針】 

 ① 平成 32 年度末までに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置 ② 平成 32 年度末の精神病床における 1 年以上の長期入院患者数を設定  （65 歳以上、65 歳未満）※東京都が設定 ③ 平成 32 年度末の精神病床における早期退院率を設定  （入院後 3か月時点の退院率、入院後 6か月時点の退院率、入院後 1 年時点の退院率）   ※東京都が設定 
 

 

【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築目標】 

 

項   目 区 の 考 え 方 保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置 平成 32 年度末までに協議の場を設置 
 

 

 

（3）地域生活支援拠点等の整備 

 

 国の基本指針にあっては、障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・

場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約等を行う拠点等につ

いて、平成 32年度末までに各区市町村又は各圏域に少なくとも 1つの拠点等を整備す

ることとされています。 

 区では、長期計画において多機能型入所施設の整備を予定していることを踏まえ、

障害者が地域で安心して暮らせることができるよう、地域における支援体制の構築に

向けて検討を進めていきます。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 

 就労支援事業の数値目標の考え方は、以下のとおり、国が示す計画の考え方を基本

として、今までの実績や地域の実情を踏まえて設定します。 

 

【国（厚生労働省）の指針】 

 ① 福祉施設から一般就労への移行は、平成 28年度実績の 1.5 倍以上 ② 就労移行支援事業の利用者は、平成 28年度末の利用者から 2 割以上増加 ③ 就労移行支援事業の利用者のうち就労移行率が 3 割以上の事業所を全体の 5割以上 ④ 就労定着支援開始 1 年後の職場定着率を 8割以上 （資料）厚生労働省 
 

 区では、平成 17年度に「江東区障害者就労・生活支援センター」を設置し、関係機

関との連携を密にして、就労支援の充実に努めています。また、障害者優先調達推進

法に基づく調達方針を定め、障害者就労支援施設、障害者を多数雇用する企業等の受

注拡大を図ることで障害者の自立を促進し、就労に結びつけていきます。 

 

【福祉施設等から一般就労への移行実績】 

 

項   目 数値 説      明 江東区障害者就労・生活支援センター利用者の一般就労移行者実績数 80人 平成 28年度において、江東区障害者就労・生活支援センターの支援を受けて一般就労した人の数（福祉施設からの移行者数を含む） 福祉施設からの一般就労移行者数 27人 平成 28年度において、福祉施設利用者のうち一般就労した人の数 
 

 平成 32年度における一般就労移行の成果目標は、過去の実績、就労環境の状況を鑑

みて、平成 28 年度と同数を目指します。また、一般就労 1年後の職場定着率を 8 割以

上という新たな目標については、国の指針に基づき 8 割とします。 
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【福祉施設等から一般就労への移行目標】 

 

項   目 数値 区 の 考 え 方 平成 32 年度の障害者就労・生活支援センター利用者の一般就労移行者目標数 80人 平成 28年度移行実績の同数を目標とする。 平成 32 年度の福祉施設からの一般就労移行者目標数 27人 平成 28年度移行実績の同数を目標とする。 平成 32 年度の障害者就労・生活支援センター利用者の一般就労 1年後の職場定着率 8割 国の指針に基づき 8割を目標とする。 
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サービス必要量の見込みと確保のための方策サービス必要量の見込みと確保のための方策サービス必要量の見込みと確保のための方策サービス必要量の見込みと確保のための方策    

 

 本章で掲げた目標を達成するため、障害福祉サービスの種類ごとの必要となるサー

ビス量について、平成 30年度から平成 32年度までの各年度における見込みを設定し

ます。 

 

（1）訪問系サービス 

 訪問系サービスとは、サービス提供事業者が居宅に訪問して行うサービスであり、

以下の 5 種類があります。 

①居宅介護   ②重度訪問介護   ③同行援護   ④行動援護 

⑤重度障害者等包括支援 

 

① 居宅介護 

 居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等

に関する相談、助言、生活全般にわたる援助を行います。 

 

② 重度訪問介護 

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有

する障害者で、常時介護を必要とする方に、居宅において、入浴・排せつ・食事等

の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、生活全般にわた

る援助、外出時における移動中の介護を総合的に行います。また、日常的に重度訪

問介護を利用している最重度の障害者で、医療機関に入院した方が適切な介護を受

けられるよう、ヘルパーが医療従事者に情報伝達を行うなどの支援を実施します。 

 

③ 同行援護 

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方につき、外出時に同行し、移動に

必要な情報を提供するとともに、移動の援護等、その方が外出する際の必要な援助

を行います。 

 

④ 行動援護 

 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する方に、

その方が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における

移動中の介護・排せつ・食事等の介護その他の、その方が行動する際の必要な援助

を行います。 

 

2222    
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⑤ 重度障害者等包括支援 

 常時介護が必要で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻

痺及び寝たきりの状態にある方、知的障害また精神障害により行動上著しい困難が

ある方について、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期

入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を包括的に提供します。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問系サ－ビス 

サ－ビス量 19,714 時間分 20,506 時間分 21,239 時間分 

利用者数 743 人 768 人 810 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

 それぞれのサービス別の利用実績より、1人当たりの月の平均利用時間を求めると

ともに、障害者の増加傾向をもとに今後の利用者数を推計し、難病の対象疾病増によ

る利用者増、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に訪問系サービスの利用

が見込まれる方の数を勘案してサービスの見込量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問系サ－ビス 

サ－ビス量 22,364 時間分 22,840 時間分 23,652 時間分 

利用者数 847 人 881 人 921 人 

 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
 

サービス見込量の単位サービス見込量の単位サービス見込量の単位サービス見込量の単位    「時間分」と「人日分」「時間分」と「人日分」「時間分」と「人日分」「時間分」と「人日分」    

 

「時間分」「時間分」「時間分」「時間分」とは、「月間の利用人数」に、「1人 1か月当たりの平均利用時間」

を乗じて得られた数値です。 

「人日分」「人日分」「人日分」「人日分」とは、「月間の利用人数」に、「1人 1か月当たりの平均利用日数」

を乗じて得られた数値です。 

 例えば、1か月の間に 5 人の利用者が平均 20日のサービスの提供を受けたとき

は、5 人×20日＝100人日となります。 

  



99 

（2）日中活動系サ－ビス 

 

 日中活動系サービスとは、昼間に入所または通所により訓練、介護等を提供するサー

ビスで、以下の 7種類があります。 

①生活介護  ②自立訓練  ③就労移行支援  ④就労継続支援  

⑤就労定着支援  ⑥療養介護  ⑦短期入所 

 

① 生活介護 

 主として昼間、障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することが

できる施設において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生

活等に関する相談・助言、その他必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の

機会の提供、その他の身体機能・生活機能の向上のために必要な援助を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

生活介護 

サ－ビス量 12,474 人日分 12,769 人日分 13,109 人日分 

利用者数 649 人 665 人 682 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

 利用実績より、1人当たりの月平均利用日数を求めるとともに、障害者の増加傾向、

特別支援学校卒業者数の状況等を勘案して利用者数を見込み、サービス見込量を算定

します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

生活介護 

サ－ビス量 13,452 人日分 13,927 人日分 14,421 人日分 

利用者数 708 人 733 人 759 人 
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② 自立訓練 

 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能

力の向上のため必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練の 2種類があります。 

 

ア）自立訓練（機能訓練） 

 身体障害のある方・難病等の対象となる方について、通所先の障害者支援施設

もしくは障害福祉サービス事業所において、またはその方の居宅を訪問して、理

学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談・助言

その他の必要な支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

サ－ビス量 62 人日分 46 人日分 62 人日分 

利用者数 4 人 3 人 4 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

 利用実績より、利用者数及び 1人当たりの平均利用日数を求め、サービス見込量

を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

サ－ビス量 64 人日分 64 人日分 64 人日分 

利用者数 4 人 4 人 4 人 
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イ）自立訓練（生活訓練） 

 知的障害または精神障害のある方について、通所先の障害者支援施設もしくは

障害福祉サービス作業所において、またはその方の居宅を訪問して、入浴・排せ

つ・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する

相談及び助言その他の必要な支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

サ－ビス量 721 人日分 669 人日分 715 人日分 

利用者数 30 人 37 人 40 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績より 1人当たりの月平均利用日数を求めるとともに、障害者の増加傾向、

入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練（生活訓練）の利用が見

込まれる方の数を勘案して利用者を見込み、利用期間は上限 2年間を想定して、サ

ービス見込量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

サ－ビス量 810 人日分 900 人日分 1,026 人日分 

利用者数 45 人 50 人 57 人 
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③ 就労移行支援 

65歳未満の就労希望者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に

ついて、生産活動・職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、

就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

就労移行支援 

サ－ビス量 2,173 人日分 2,349 人日分 2,427 人日分 

利用者数 140 人 150 人 155 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績より、1 人当たりの月の平均利用日数を求めるとともに、障害者の増加

傾向、入所及び通所施設の利用者数、特別支援学校卒業者数の状況を勘案して利用

者数を見込み、利用期間は上限 2年間を想定して、サービス見込量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労移行支援 

サ－ビス量 2,656 人日分 2,864 人日分 3,088 人日分 

利用者数 166 人 179 人 193 人 
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④ 就労継続支援 

通常の事業所に雇用されることが困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行います。Ａ型とＢ型の 2種類があります。 

 

ア）就労継続支援（Ａ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な方のうち適切な支援によって雇用契約

等に基づき就労する方について、生産活動その他の活動の機会の提供等、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

就労継続支援 

（Ａ型） 

サ－ビス量 963 人日分 1,360 人日分 1,965 人日分 

利用者数 56 人 80 人 104 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績より、1 人当たりの平均利用日数を求めるとともに、障害者の増加傾向

を勘案して利用者数を見込み、サービス見込量を算定します。 

 

≪見込量の設定（月間）≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労継続支援 

（Ａ型） 

サ－ビス量 1,980 人日分 2,088 人日分 2,214 人日分 

利用者数 110 人 116 人 123 人 
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イ）就労継続支援（Ｂ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な方のうち、通常の事業所に雇用されて

いたものの年齢・心身の状態等の事情により引き続きその事業所に雇用されるこ

とが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至ら

なかった方等、通常の事業所に雇用されることが困難な方について、生産活動そ

の他の活動の機会の提供等、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練

その他の必要な支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

サ－ビス量 10,976 人日分 11,339 人日分 11,745 人日分 

利用者数 728 人 751 人 764 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績より、1 人当たりの月平均利用日数を求めるとともに、障害者の増加傾

向、特別支援学校の卒業者数の状況、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行

後に利用が見込まれる方の数を勘案して利用者数を見込み、サービス見込量を算定

します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

サ－ビス量 11,895 人日分 12,210 人日分 12,555 人日分 

利用者数 793 人 814 人 837 人 
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⑤ 就労定着支援 

就労移行支援の利用等を経て一般就労へ移行した障害者のうち、就労に伴う環境変

化により、生活面の課題が生じている方に対して、企業・自宅等への訪問や障害者の

来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な

連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

就労移行支援の利用者数の見込み踏まえて、利用者数を見込みます。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労定着支援 49 人 52 人 56 人 

 

⑥ 療養介護 

主として昼間、病院において、機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の下に

おける介護・日常生活の世話を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

療養介護 59 人 61 人 61 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

 

利用実績を踏まえて利用者数を見込みます。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

療養介護 61 人 61 人 61 人 
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⑦ 短期入所 

居宅において介護を行う方の病気等の理由により、障害者支援施設・児童福祉施設

等への短期間の入所が必要となった方について、当該施設において、入浴・排せつ・

食事の介護等を行います。障害者支援施設等において実施する福祉型と、病院・診療

所・介護老人保健施設において実施する医療型があります。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

短期入所 

（福祉型） 

サ－ビス量 1,168 人日分 1,361 人日分 1,742 人日分 

利用者数 57 人 67 人 85 人 

短期入所 

（医療型） 

サ－ビス量 67 人日分 53 人日分 67 人日分 

利用者数 10 人 10 人 12 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

 

利用実績より、1 人当たりの月平均利用日数を求めるとともに、障害者の増加傾

向を勘案して利用者数を見込み、サービス見込量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

短期入所 

（福祉型） 

サ－ビス量 1,932 人日分 2,016 人日分 2,142 人日分 

利用者数 92 人 96 人 102 人 

短期入所 

（医療型） 

サ－ビス量 72 人日分 72 人日分 72 人日分 

利用者数 12 人 12 人 12 人 

 

  



107 

（3）居住系サ－ビス 

 

居住系サービスとは、共同生活を行う住居や施設において訓練等給付または介護給

付を提供するサービスです。①自立生活援助が新たなサービスとして開始されるほか、

②共同生活援助 ③施設入所支援の 3種類があります。 

 

① 自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望す

る方について、定期的に利用者宅を訪問し、食事や掃除などに課題がないか、地域住

民との関係は良好かなどについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整

を行うほか、利用者からの相談、要請があった際には、訪問、電話等による随時の対

応を行います。 

地域定着支援の利用者を踏まえて、利用者数を見込みます。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立生活援助 5 人 6 人 7 人 
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② 共同生活援助（グループホーム） 

主として夜間に、共同生活を営む住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護等、

日常生活上の援助を行います。 

なお、平成 25 年度までは介護や家事の援助を行う「共同生活介護」とこれらを行

わない「共同生活援助」がありましたが、平成 26 年 4 月から現制度に一元化されまし

た。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

共同生活援助 332 人 347 人 345 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績を踏まえて、障害者の増加傾向、新たなグループホームの開所見込み、

入所施設からの地域移行、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生

活援助の利用が見込まれる方の数等を勘案し、利用者数を見込みます。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

共同生活援助 379 人 409 人 449 人 

 

③ 施設入所支援 

施設に入所する方に、主として夜間において、入浴や排せつ、食事の介護等を提供

します。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

施設入所支援 299 人 302 人 307 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

施設入所者の地域生活への移行、入所待機者の状況を踏まえ、利用者数を見込み

ます。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

施設入所支援 307 人 307 人 307 人 
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（4）相談支援 

 

障害者自立支援法（現：障害者総合支援法）の改正により「相談支援の充実」が図

られることとなったことから、以下のサービスが平成 24年 4 月から開始しました。 

①計画相談支援 

②地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 

 

① 計画相談支援 

障害福祉サービスを申請した障害者について、サービス等利用計画の作成及び支給

決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行うことにより、障害者の

自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケ

アマネジメントによりきめ細かく支援を行うものです。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

計画相談支援 165 人 211 人 231 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

受給者数の実績及び見込みに基づき、その伸び率を勘案し、サービス量を見込み

ます（モニタリング含む）。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

計画相談支援 253 人 276 人 302 人 
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② 地域相談支援 

ア）地域移行支援 

障害者支援施設や精神科病院に入所等をしている障害者に対し、住居の確保、

地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための外出への同行支援、地域に

おける生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域移行支援 3 人 3 人 5 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移

行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数を見込みま

す。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域移行支援 6 人 7 人 8 人 

 

イ）地域定着支援 

居宅で単身生活をしている障害者等に対し、夜間も含む緊急時における連絡、

相談等の支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域定着支援 3 人 3 人 4 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移

行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数を見込みま

す。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域定着支援 5 人 6 人 7 人 
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（5）障害福祉サービス等の種類ごとの見込量確保のための方策 

 

① 訪問系サービス 

障害のある人の自己決定を尊重し、障害の種別を問わず、利用者のニーズにあった

訪問系サービスが提供されるよう、見込量を確保します。 

平成 28 年度に実施した「地域生活に関する調査（障害者実態調査）」では、将来希

望する暮らし方として「親や親族のもとでの生活」を希望する割合が高く、サービス

についても、「居宅介護」が利用したいという希望が多いことから、在宅での生活に対

するニーズが高いことがうかがえます。 

しかしながら、一方では障害のある人に対応できる事業者が限られていることから、

利用者のニーズに応じた十分なサービス提供が必ずしも行われていないという現状が

あります。そのため、研修や情報交換の機会を設けるなどして、サービス提供事業者

の育成を図るとともに、事業者の確保に努めます。 

 

② 日中活動系サービス 

障害のある人が地域で安心して生活できるために、日中活動の場の充実を図ります。 

平成 29 年 4 月 1 日現在、区内で日中活動系サービスを提供する施設は、生活介護

が 13か所、就労継続支援Ａ型が 5 か所、就労継続支援Ｂ型が 29か所、就労移行支援

が 10か所となっています（分室含む。複数のサービスを提供する施設はそれぞれに計

上）。 

今後も、利用者の状況を勘案しつつ、特別支援学校卒業生を含む利用希望者への

ニーズに対応していきます。 

 

③ 居住系サービス 

障害のある人の地域移行を促進するためには、グループホームを中心とした住まい

の場を確保することが重要です。区内には、多くのグループホームが整備されていま

すが、入所施設からの地域生活への移行の受け皿として、また、障害のある人やその

親の高齢化が進んでいる現状を踏まえ、親なき後の自立を支援する受け皿として、引

き続きグループホームの運営を支援していくとともに、整備促進に向けた支援策の検

討を行います。 

さらに、家族や在宅サービス、グループホームでは対応が困難であるなど、真に入

所が必要な方などに対しては、長期計画において予定している多機能型入所施設の整

備等、施設入所支援サービスの提供施設確保を推進していきます。 

 

④ 相談支援 

障害のある人が地域で自立した生活を営むためには、その人の障害特性やニーズを

十分に把握した上で、様々な福祉サービスを組み合わせることで、トータルで切れ目
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のない支援を行うことが必要です。 

障害福祉サービスの支給決定にあたり作成されるサービス等利用計画案について、

区と事業者が連携して円滑なサービス提供が行えるよう努めるとともに、一般相談支

援と特定相談支援が相互に連携してきめ細やかな相談支援が実施できるよう、地域に

おける相談体制を強化します。 

さらに、地域自立支援協議会や今後の整備を目指している基幹相談支援センターを

通じ、相談支援の質の向上や、地域の事業者・関係機関との連携をさらに深め、ケア

マネジメント体制の強化を図ります。 

 

 

（6）障害福祉サービス等の事業を行う者の確保について 

 

本計画のサービスを提供する主体については、利用者が、より多くの選択肢の中か

ら自分にあったサービスを選べるよう、民間の活力導入を基本とし、人口増に伴う利

用者数の増、特別支援学校卒業生の見込み数、施設・病院等からの地域移行者の状況

等によるニーズの増、地域間のバランス、官民の役割分担等を考慮して、区内全域で

障害のあるすべての方が必要とされる適切な福祉サービスを受けられるよう、多様な

事業者の参入を促すとともに、事業者等との調整を図ります。とりわけ臨海部におけ

る施設不足は深刻な状況にあることから、官民あげて必要な施設の整備に取り組みま

す。 

さらに、サービスを提供する者またはこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成

するため、東京都が実施している各種研修の機会等を有効活用し、人材の確保、育成

を図るほか、地域自立支援協議会等においても、障害者福祉推進に関する協議や連絡

調整を適切に行い、すべてのサービス事業者が高水準の福祉サービスを提供できるよ

う、サービス事業者の養成とサービスの質の確保を図ります。 
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地域生活支援事業に関する事項地域生活支援事業に関する事項地域生活支援事業に関する事項地域生活支援事業に関する事項    

 

 

（1）実施する事業の内容 

 

区では、障害者総合支援法第 77 条に定められている、区（市町村）が実施する地

域生活支援事業を行っていくほか、既存の事業や必要に応じて行う新規事業等を効果

的に組み合わせて、障害者の地域生活を支援します。 

 

① 理解促進研修・啓発事業 

理解促進研修・啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社

会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住

民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とした事業

です。 

区では、障害者福祉大会を年 1 回開催し、障害者と地域住民の交流の機会を設けて

います。 

 

≪平成 28 年度・平成 29 年度の実施状況≫ 

理解促進研修・啓発事業 平成 28 年度 平成 29 年度 

実施の有無 有 有 

 

 

≪見込量の設定≫ 

理解促進研修・啓発事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 有 有 有 

 

 

② 自発的活動支援事業 

自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことがで

きるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを

支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とした事業です。 

区では知的障害者学習支援事業を実施し、軽度知的障害のある 18 歳以上の就労者

に対し学習活動、学習支援活動を行っています。 

  

3333    
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≪平成 28 年度・平成 29 年度の実施状況≫ 

自発的活動支援事業 平成 28 年度 平成 29 年度 

実施の有無 有 有 

 

 

≪見込量の設定≫ 

自発的活動支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 有 有 有 

 

 

③ 相談支援事業 

相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うほ

か、権利擁護のために必要な援助を行う事業です。 

 

ア）障害者相談支援事業 

 この事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談

に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必

要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連

携調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助（相談支援事業）を行う

ものです。 

 

イ）基幹相談支援センター等機能強化事業 

 この事業は、区市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、

一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を

配置することや、地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、

情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施するものです。

区では、障害者支援課に保健師を配置して、支援強化を図っています。今後は、

基幹相談支援センターの整備などにより、さらなる相談支援体制の強化を図りま

す。 

 

ウ）住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

 この事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がい

ない等の理由により入居が困難な方に対して、入居に必要な調整等に係る支援を

行うとともに、家主等への相談・助言を通して障害のある方の地域生活を支援す

るものです。区では、他部署や関係機関との連携により、支援体制の充実を図り

ます。 
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≪平成 27 年度から平成 29 年度の実施状況（年間）≫ 

相談支援事業 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

ア 障害者相談支援事業 9 か所 9 か所 9 か所 

イ 基幹相談支援センター等 

  機能強化事業 

有 有 有 

ウ 住宅入居等支援事業 無 無 無 

 

≪見込量（年間）の設定≫ 

相談支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

ア 障害者相談支援事業 9 か所 9 か所 9 か所 

イ 基幹相談支援センター等 

  機能強化事業 

有 有 有 

ウ 住宅入居等支援事業 有 有 有 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

この事業は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が必要と

認められる知的障害者または精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援すること

により、障害者の権利擁護に資することを目的としています。区では、制度利用を希

望する低所得者に対して、家庭裁判所への申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費

用など）及び後見人等の報酬の全部または一部を助成します。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度の実施状況（年間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用者数（助成対象者数） 1 人 3 人 1 人 

（注）平成 29 年度は見込みの数値です。 

 

≪見込量（年間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数（助成対象者数） 2 人 2 人 2 人 
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⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

この事業は、成年後見制度において親族や専門職（弁護士等）の後見人が得られな

い場合に、法人後見及び社会貢献型後見人の法人後見監督を受任することにより、障

害者の権利擁護を図ることを目的とした制度です。区では社会福祉協議会に対し、法

人後見等事業に係る諸経費を補助しています。 

 

≪平成 28 年度・平成 29 年度の実施状況≫ 

成年後見制度法人後見支援事業 平成 28 年度 平成 29 年度 

実施の有無 有 有 

 

≪見込量の設定≫ 

成年後見制度法人後見支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 有 有 有 

 

⑥ 意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある

方に、手話通訳者・要約筆記者の派遣、窓口への手話通訳者設置を行います。 実績

数値を基に、聴覚・言語機能障害での身体障害者手帳所持者数の平均増加率を用いて、

サービス量を算定します。 

 

≪手話通訳者・要約筆記者派遣、手話通訳者設置数の推移（年間）≫ 

意思疎通支援事業 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

①手話通訳者派遣 実利用者数 184 人 160 人 172 人 

②要約筆記者派遣 実利用者数 7 人 8 人 8 人 

③手話通訳者設置事業 設置者数 2 人 2 人 2 人 （注１）平成 29 年度は見込みの数値です。 （注２）「手話通訳者」には、「手話通訳士」（国の手話通訳技能認定試験に合格し登録を受けた者）、「手話通訳者」（都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において登録を受けた者）、「手話奉仕員」（区市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者）を含みます。 （注３）「要約筆記者」には、「要約筆記者」（区市町村及び都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において登録された者）、「要約筆記奉仕員」（区市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者）を含みます。 
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≪聴覚等に障害のある方の推移≫ 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

身体障害者手帳所持者数 

（聴覚・言語・音声機能障害） 

1,578 人 1,574 人 1,584 人 1,577 人 

 伸び率  △ 0.25％ 0.64％ △ 0.44％ 

（注）各年度とも 12 月 31 日現在。ただし、平成 29 年度は見込みの数字です。 

 

上記より、聴覚・言語・音声機能に障害のある方の推移に基づき、手話通訳者の派

遣利用者についても、横ばいで推移する見込みとなります。 

 

≪見込量（年間）の設定≫ 

意思疎通支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

①手話通訳者派遣 実利用者数 172 人 172 人 172 人 

②要約筆記者派遣 実利用者数 8 人 8 人 8 人 

③手話通訳者設置事業 設置者数 2 人 2 人 2 人 

 

⑦ 日常生活用具給付等事業 

障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与することに

よって日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする事業です。 

サービス見込みは、品目を大きく 3つに区分し、実績値より利用件数を算定します。 

 

≪支給件数等の実績（年間）≫ 

日常生活用具給付等事業 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

①日常生活用具（件数） 242 件 314 件 343 件 

②排せつ管理支援用具（件数） 7,897 件 8,376 件 8,885 件 

③居宅生活動作補助用具 

 （住宅改修）（件数） 

11 件 14 件 18 件 

（注）平成 29 年度は見込みの数値です。 

 

≪見込量（年間）の設定≫ 

日常生活用具給付等事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

①日常生活用具（件数） 346 件 349 件 352 件 

②排せつ管理支援用具（件数） 9,025 件 9,167 件 9,311 件 

③居宅生活動作補助用具 

 （住宅改修）（件数） 

18 件 18 件 18 件 
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⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者の養成

によって、意思疎通を図ることに支障がある障害者の自立した日常生活、社会生活を

営むことができるようにすることを目的とした事業です。 

区では社会福祉協議会に委託して実施しています。 

実績数値を基にサービス量を算定します。 

 

≪講習修了者数の推移（年間）≫ 

手話奉仕員養成研修事業 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

協力員登録者数 191 人 181 人 181 人 

（注）平成 29 年度は見込みの数値です。 

 

≪見込量（年間）の設定≫ 

手話奉仕員養成研修事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

協力員登録者数 184 人 184 人 184 人 

 

⑨ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地

域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業です。 

実利用者数の伸び率と 1人当たりの月平均利用時間数から、サービス量を設定します。 

 

≪利用者数と利用時間の推移（月間）≫ 

移動支援事業 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用者数 443 人 490 人 513 人 

 伸び率  10.61％ 4.69％ 

延べ利用時間 5,045 時間 5,739 時間 6,023 時間 

一人当たりの平均利用時間 11.39 時間 11.71 時間 11.74 時間 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

移動支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数 552 人 594 人 639 人 

 伸び率 7.60％ 7.61％ 7.58％ 

延べ利用見込時間 6,624 時間 7,128 時間 7,668 時間 

一人当たりの平均利用時間 12 時間 12 時間 12 時間 
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⑩ 地域活動支援センター機能強化事業 

この事業は、地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会と

の交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的と

したものです。 

利用者に対し、創作活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行

う基礎的事業を実施しています。加えて、精神保健福祉士等を配置して医療・福祉・

地域の社会基盤との連携強化のための調整、相談支援事業等を行うⅠ型、機能訓練、

社会適応訓練、入浴等のサービス等の事業を実施するⅡ型が区内に整備されています。 

平成 29 年 4 月現在、区内にある地域活動支援センターは 4 か所です。それぞれの

実施箇所数及び利用人数（基礎的事業分も含む）を見込みます。 

 

≪設置箇所数と利用人数の推移（年間）≫ 

地域活動支援センター 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

Ⅰ型 

実施箇所数 3 か所 3 か所 3 か所 

利用者数 1,028 人 1,241 人 1,270 人 

Ⅱ型 

実施箇所数 1 か所 1 か所 1 か所 

利用者数 112 人 139 人 140 人 

合計 

実施箇所数 4 か所 4 か所 4 か所 

利用者数 1,140 人 1,380 人 1,410 人 

（注）平成 29 年度は見込みの数値です。 

 

≪見込量（年間）の設定≫ 

地域活動支援センター 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

Ⅰ型 

実施箇所数 3 か所 3 か所 3 か所 

利用者数 1,280 人 1,290 人 1,300 人 

Ⅱ型 

実施箇所数 1 か所 1 か所 1 か所 

利用者数 140 人 140 人 140 人 

合計 

実施箇所数 4 か所 4 か所 4 か所 

利用者数 1,420 人 1,430 人 1,440 人 
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⑪ その他の事業 

上記事業以外の、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業として、

区では次の事業を実施します。 

 

ア）訪問入浴サービス事業 

障害者福祉センター浴室を利用できない方に、専門業者による巡回入浴車を自

宅に派遣して入浴を行います。 

 

イ）更生訓練費給付事業 

就労移行支援事業または自立訓練事業利用者及び身体障害者更生援護施設（身

体障害者療護施設を除く）に入所している利用者に対し、更生訓練費を支給し、

社会復帰を促進します。 

 

ウ）点字・声の広報等発行事業 

視覚障害者のために、「こうとう区報」点字版や、声の広報を製作・発行します。 

 

エ）自動車運転教習費助成事業 

障害者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図るため、自動車運転免許の取得

に要する費用の一部を助成します。 

 

オ）自動車改造費助成事業 

重度身体障害者の社会参加の促進を図るため、就労等に伴い自動車を取得する

場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。 

 

≪各事業の実績（年間）≫ 

サ－ビス名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

ア 訪問入浴サ－ビス事業（実利用人数） 25 人 27 人 28 人 

イ 更生訓練費給付事業（実利用人数） 17 人 26 人 19 人 

ウ 点字版広報製作部数（製作部数） 45 部 44 部 45 部 

   声の広報製作部数（製作部数） 100 部 99 部 96 部 

エ 自動車運転教習費助成事業 

 （実利用人数） 

4 人 2 人 1 人 

オ 自動車改造費助成事業（実利用人数） 6 人 6 人 7 人 

（注）平成 29 年度は見込みの数値です。 
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≪見込量（年間）の設定≫ 

サ－ビス名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

ア 訪問入浴サ－ビス事業（実利用人数） 27 人 27 人 27 人 

イ 更生訓練費給付事業（実利用人数） 21 人 21 人 21 人 

ウ 点字版広報製作部数（製作部数） 45 部 45 部 45 部 

   声の広報製作部数（製作部数） 96 部 96 部 96 部 

エ 自動車運転教習費助成事業 

 （実利用人数） 

2 人 2 人 2 人 

オ 自動車改造費助成事業（実利用人数） 6 人 6 人 6 人 

 

 

（2）各事業の見込量確保のための方策 

 

今後の地域共生社会の実現に向けて、地域住民の障害理解がより一層深まっていか

なければなりません。そのために、障害福祉サービス事業所のイベントの周知、障害

者団体と地域住民の交流ができる場の充実に努めていくとともに、障害者差別解消法

の周知を継続的に行い、差別のない誰もが安心して生活できるまちの実現を目指しま

す。 

また、障害者の社会参加をさらに促進するため、障害者個々のニーズを勘案しなが

ら、移動支援事業の充実を図るほか、権利擁護のための成年後見制度については、成

年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨等を踏まえ、利用促進に向けて迅速に対

応していきます。 

障害者が地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、効率

的・効果的な事業展開により、障害特性に応じて必要なサービスが提供できるよう、

仕組みづくりを行います。 
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平成平成平成平成 32323232 年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進    

 

◆障害児支援の提供体制の整備等 

 

障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について障害児の障

害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるよう第 1期計画では以

下の目標を設定します。 

 

【国（厚生労働省）の指針】 ① 平成 32 年度末までに児童発達支援センターを 1か所以上設置 ② 平成 32 年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 ③ 平成 32 年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を 1か所以上確保 ④ 平成 30 年度末までに保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けること （資料）厚生労働省 
 

【障害児支援の提供体制の整備等 実績】 項   目 数 値 児童発達支援センターの設置 2か所 保育所等訪問支援が利用できる体制 実施 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 児童発達支援事業所 1か所 放課後等デイサービス事業所 2か所 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 未設置 
 

児童発達支援センターや重症心身障害児を支援する事業所は、区内に一定程度確保

されています。そのため、32年度の目標としては、現状維持に努めるほか、その時点

での状況により、新規の設置について検討していきます。 

また、医療的ケアが必要なこどもへの支援のための、保健、医療、障害福祉等の関

係機関の協議の場については、平成 30年度末までに設置します。 

第第第第    章章章章7 

1111    
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【障害児支援の提供体制の整備等 目標】 項   目 目 標 児童発達支援センターの設置 2か所 ＊現状維持に努めるとともに、状況を鑑み検討していきます。 保育所等訪問支援が利用できる体制 継続実施 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 児童発達支援事業所 1か所 放課後等デイサービス事業所 2か所 ＊現状維持に努めるとともに、状況を鑑み検討していきます。 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 平成 30 年度末までに設置 
 

 

 

 

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

 

 

（1）障害児通所支援 

児童通所系サービスは、児童福祉法に基づく事業として位置づけられ、以下の 5 事

業で提供されています。 

 

①児童発達支援 

②医療型児童発達支援 

③放課後等デイサービス 

④保育所等訪問支援 

⑤居宅訪問型児童発達支援 

 

また、障害児通所支援の利用にあたっては障害児支援利用計画を作成し、見直しを

図ることにより、障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けたケアマネ

ジメントを行うこととなっています（障害児相談支援）。 

  

2222    



124 

① 児童発達支援 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障

害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応

訓練等の支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

児童発達支援 

サ－ビス量 2,473 人日分 2,576 人日分 2,981 人日分 

利用者数 482 人 485 人 518 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績に加え、本区の増加傾向にある児童数の推移、新規事業所の開設見込み

を勘案して利用者数を見込み、今後のサービス見込量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

児童発達支援 

サ－ビス量 3,234 人日分 3,342 人日分 3,450 人日分 

利用者数 539 人 557 人 575 人 

 

② 医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要である

と認められる障害児を対象に、児童発達支援に加えて治療を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

医療型児童 

発達支援 

サ－ビス量 8 人日分 11 人日分 19 人日分 

利用者数 2 人 4 人 5 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績に基づき利用者数を見込み、今後のサービス見込量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

医療型児童 

発達支援 

サ－ビス量 20 人日分 20 人日分 20 人日分 

利用者数 5 人 5 人 5 人 
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③ 放課後等デイサービス 

学校教育法第 1条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く）に就学しており、授業

の終了後または休業日に支援が必要と認められる障害児に、生活能力の向上のために

必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

放課後等 

デイサービス 

サ－ビス量 4,364 人日分 5,617 人日分 6,529 人日分 

利用者数 397 人 507 人 567 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績に加え、本区の増加傾向にある児童数の推移、新規事業所の開設見込み

を勘案して利用者数を見込み、今後のサービス見込量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

放課後等 

デイサービス 

サ－ビス量 7,332 人日分 7,872 人日分 8,292 人日分 

利用者数 611 人 656 人 691 人 
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④ 保育所等訪問支援 

保育所等（※）の施設に通っており、当該施設を訪問して専門的な支援を行うこと

が必要と認められた障害児について、障害児以外の児童との集団生活への適応のため

の専門的な支援等を提供します。 

※保育所、幼稚園、小学校等のほか、その他児童が集団生活を営む施設として、地

方自治体が認めるものが対象です。30年度から乳児院や児童養護施設も対象とな

ります。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

保育所等 

訪問支援 

サ－ビス量 46 人日分 57 人日分 61 人日分 

利用者数 35 人 47 人 50 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績に加え、増加傾向にあるサービス利用決定者数を見込み、今後のサービ

ス量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

保育所等 

訪問支援 

サ－ビス量 83 人日分 90 人日分 98 人日分 

利用者数 55 人 60 人 65 人 
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⑤ 居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障害児など重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を利用す

るために外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本

的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。 

平成 29年度現在の相談実数により、今後のサービス量を算定します。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅訪問型 

児童発達支援 

サ－ビス量 12 人日分 12 人日分 12 人日分 

利用者数 3 人 3 人 3 人 

 

 

⑥ 障害児相談支援 

障害児通所支援を申請した障害児について、障害児支援利用計画の作成、見直し（モ

ニタリング）を行います。 

 

≪平成 27 年度から平成 29 年度利用実績と見込み（月間）≫ 

種   類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

障害児相談支援 110 人 123 人 134 人 

（注）平成 29 年度は利用見込みの数値です。 

 

利用実績に加え、各サービスの利用者数を見込み、サービス量を見込みます（モ

ニタリング含む）。 

 

≪見込量（月間）の設定≫ 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

障害児相談支援 141 人 148 人 153 人 
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（2）障害児通所支援の見込量確保のための方策 

 

児童発達支援センターを地域における中核的支援施設として位置づけ、児童発達支

援施設とも連携しつつ、乳幼児から学校卒業まで、身近な場所での一貫して効果的な

支援を行います。 

平成 29年 4 月 1日現在、区内で児童発達支援を提供する施設は 15 か所、放課後等

デイサービスを提供する施設は 33か所、指定障害児相談支援事業所は 16 か所となっ

ています（分室含む。複数のサービスを提供する施設はそれぞれに計上）。 

児童数の増に伴い、本区における障害児数は今後も増加するものと予想されます。

今後も、子ども・子育て支援法の基本理念を踏まえ、江東区こども・子育て支援事業

計画に定める子育て支援施策との連携を図り、医療的ケアが必要なこどもなど、全て

の障害児への良質かつ適切な専門的支援ができるよう、地域における支援体制を確立

していきます。 
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【【【【    資資資資    料料料料    】】】】    
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計画の策定体制計画の策定体制計画の策定体制計画の策定体制    

 

 

本計画の策定にあたっては、江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会において、

内容の検討を行い、策定作業を進めてきました。 

この協議会は、本区の障害者計画及び障害福祉計画の推進に関して、必要な事項を

調査し、検討することを目的として設置された会議体です。学識経験者、医療･福祉等

に従事する専門家、障害者団体が推薦する方、企業、公共職業安定所、福祉サービス

事業所、地域代表及び公募区民の 24名の委員で構成されています。なお、協議会を補

佐するため、区役所内部に庁内計画推進委員及び同幹事会を設置し、検討を行ってき

ました。 

また、計画策定の過程においては、江東区地域自立支援協議会への意見聴取も行い

ました。 

 

（1）江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会 審議経過 

 開催日 審議内容 第 1 回 平成 29年 7月 26 日 ①江東区障害者計画の進捗状況及び江東区障害福祉計画の実績報告について ②江東区障害者実態調査の結果及び課題の整理について ③江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（骨子案）に ついて ④今後の計画策定スケジュール（案）について 第 2 回 平成 29年 11 月 1 日 ①団体説明会の報告について ②団体説明会・自立支援協議会から出された意見について ③障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（素案）について ④計画素案に対するパブリックコメントの実施について 第 3 回 平成 30年 1 月 24 日 ①パブリックコメントの実施状況について ②江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（案）について 第 4 回 平成 30年 2 月 14 日 ①江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（案）について 
 

  

1111    
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（2）庁内計画推進委員・幹事会 審議経過 

 開催日 審議内容 第 1 回 平成 29年 7月 19日 ①江東区障害者実態調査の結果及び課題の整理について ②江東区における障害者施策の課題について ③江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（骨子案）に ついて ④今後の計画策定スケジュール（案）について 第 2 回 平成 29年 7月 26 日 ①江東区障害者計画の進捗状況及び江東区障害福祉計画の実績報告について ②江東区障害者実態調査の結果及び課題の整理について ③江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（骨子案）に ついて ④今後の計画策定スケジュール（案）について 第 3 回 平成 29年 10月 25日 ①団体説明会の報告について ②団体説明会・自立支援協議会でいただいた意見について ③障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（素案）について ④計画素案に対するパブリックコメントの実施について 第 4 回 平成 29年 11 月 1 日 ①団体説明会の報告について ②団体説明会・自立支援協議会から出された意見について ③障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（素案）について ④計画素案に対するパブリックコメントの実施について 第 5回 平成 30年 1 月 24 日 ①パブリックコメントの実施状況について ②江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（案）について 第 6 回 平成 30年 2 月 14 日 ①江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（案）について 
 ※ 第 2 回・第 4 回・第 5回・第 6 回については、江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会との合同開催。 
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（3）江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会 委員名簿 

 分野（人数） 氏  名 現    職 備考 学識経験者 新 田   收 首都大学東京 教授 会 長 医  師 野木村 一 郎 江東区医師会 理事 副会長 
団体代表 （６名） 

髙 橋 久 子 江東区身体障害者福祉団体連合会 会長  中 山 利恵子 江東区視覚障害者福祉協会 推進担当  郷  芳 昭 江東区聴覚障害者協会 総務部長  会 田 久 雄 江東区手をつなぐ親の会 会長  平 松 謙 一 おあしす福祉会 理事長  前 田   元 江東区難病団体連絡会 副会長  町会連合会 鈴 木 邦 夫 富岡地区連合町会 会長  民生・児童委員 槙   徳 子 障がい福祉部会 会長  ボランティア 西 村 淑 子 江東ボランティア連絡会 副会長  社会福祉協議会 谷 口 昭 生 江東区社会福祉協議会 事務局長  ホームヘルプ 事業者（２名） 佐々木 ひとみ 有限会社サン介護センター サービス提供責任者  小 串 雅 史 ツクイ江東北砂 サービス提供責任者  施設事業者 （４名） 萩 田 秋 雄 ゆめグループ福祉会 理事長  田 中 洋 二 江東区東砂福祉園 園長  須 原 忠 彦 のびのび福祉会 理事  夏 梅 照 子 江東楓の会 顧問  障害児施設事業者 田 村 満 子 こどもの発達療育研究所 理事長  就労支援 戸 嶋 容 子 木場公共職業安定所 統括職業指導官  企  業 （２名） 大 内 草一郎 株式会社メトロフルール 取締役  松 風 幸 二 ＡＬＳＯＫビジネスサポート株式会社 代表取締役  区民委員 （２名） 小 川 郷太郎 公募区民  三 戸 安 弥 公募区民  
 

計 ２４名 
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江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会設置要綱 

 

 

平成１９年１０月１日 

１９江保障第１４３７号 

 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づき策

定した江東区障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条の規定に基づき策定した江東区障害福

祉計画に関する総合的な施策の推進を図るため、江東区障害者計画・障害福祉計画推

進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 推進協議会は、次に掲げる事項を調査し、検討するものとする。 

（1）江東区障害者計画及び江東区障害福祉計画の推進に関し必要な事項 

（2）その他区長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員２４人以内を

もって組織する。 

（1）学識経験者 

（2）医療、教育又は福祉等に従事する専門家 

（3）障害者団体が推薦する者 

（4）事業主及び地域代表 

（5）公募区民 

（6）その他区長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度末までとし、再

任を妨げない。ただし、委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。２ 会長

は、推進協議会を代表し、会務を総理する。３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事

故あるときは、その職務を代理する。 
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４ 会長及び副会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を

代理する。 

 

（運営) 

第６条 推進協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることがで

きる。 

 

（部会） 

第７条 第２条の所掌事項について、具体的かつ専門的な検討を行うために、推進協

議会に部会を置くことができる。 

２ 部会の座長及び委員は、第３条に定める委員のうちから会長が指名する。 

３ 部会は、座長が招集する。 

 

（庁内計画推進委員会） 

第８条 推進協議会を補佐するため、庁内計画推進委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

２ 委員会の委員長は、福祉推進担当部長をもって充てる。 

３ 委員会の委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 委員長は委員会を招集し、会務を総理する。 

 

（庁内計画推進委員会幹事会） 

第９条 委員会を補佐するため、庁内計画推進委員会幹事会（以下「幹事会」という。）

を置く。 

２ 幹事会の幹事長は、福祉部障害者支援課長をもって充てる。 

３ 幹事会の幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 幹事会は、幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させること

ができる。 

５ 幹事長は幹事会を招集し、会務を総理する。 

６ 幹事会は、必要に応じて専門分野別に会議を開くことができる。 

 

（庶務） 

第１０条 推進協議会、部会、委員会及び幹事会の庶務は、福祉部障害者支援課にお

いて処理する。 

 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 
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別表第１（第８条関係） 

政策経営部長 

総務部長 

地域振興部長 

福祉部長 

保健所長 

こども未来部長 

都市整備部長 

土木部長 

教育委員会事務局次長 

 

別表第２（第９条関係） 

政策経営部企画課長 

政策経営部計画推進担当課長 

政策経営部財政課長 

総務部防災課長 

地域振興部スポーツ振興課長 

福祉部福祉課長 

福祉部長寿応援課長 

福祉部地域ケア推進課長 

福祉部介護保険課長 

福祉部塩浜福祉園長 

保健所健康推進課長 

保健所保健予防課長 

こども未来部子育て支援課長 

こども未来部保育計画課長 

こども未来部保育課長 

都市整備部まちづくり推進課長 

土木部交通対策課長 

教育委員会事務局学校支援課長 
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パブリックコメント及び区民説明会の実施結果パブリックコメント及び区民説明会の実施結果パブリックコメント及び区民説明会の実施結果パブリックコメント及び区民説明会の実施結果    

 

 

本計画の策定にあたっては、平成 29年 12 月に、計画素案についてのパブリックコ

メント及び区民説明会を開催し、広く区民の方々からご意見をいただきました。 

 

（1）パブリックコメント 

 ご意見の 募集期間 平成 29 年 12月 1 日（金）～22 日（金） 
周知方法 ①区報 12月１日特集号に概要を掲載 ②ホームページに計画素案（全文）を掲載 ③障害者支援課窓口、こうとう情報ステーション、保健所・保健相談所、出張所、図書館、区内障害者施設に、計画素案（全文）の冊子を備え置き、閲覧に供しました ご意見の 提出方法 ①郵送（区報掲載のハガキ等） ②ファクス ③区ホームページ・メールからの提出 ④障害者支援課窓口への提出 提出人数 66 人 提出意見数 108 件 

 

 

（2）区民説明会 

 実施概要計 5 回開催  参加者 64 人 
開催日程・ 場所・参加者   

①平成 29 年 12月 7 日（木） 19：00～21：00  区役所 7階第 71～73 会議室  参加者：14 人 ②平成 29 年 12月 8 日（金） 14：00～16：00  豊洲文化センター 8階第 2研修室  参加者：9 人 ③平成 29 年 12月 13 日（水）14：00～16：00  総合区民センター 7階第 4・5 会議室  参加者：23 人 ④平成 29 年 12月 15 日（金）10：00～12：00  砂町区民館 3階タウンホール  参加者：7 人 ⑤平成 29 年 12月 15 日（金）14：00～16：00  区役所 7階第 71～73 会議室  参加者：11 人 

2222    
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「江東区地域生活に関する調査」（平成「江東区地域生活に関する調査」（平成「江東区地域生活に関する調査」（平成「江東区地域生活に関する調査」（平成 28282828 年度実施）の概要年度実施）の概要年度実施）の概要年度実施）の概要    

 

 

（1）調査の目的 

障害者の地域生活の課題を把握･整理して「江東区障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画」策定の基礎資料とするとともに、今後の施策のあり方を検討す

るため、平成 28 年度に区内障害者の生活実態等に関する調査を行った。 

 

（2）調査対象 

①障害者（児）本人 

身体障害、知的障害、精神障害、重症心身障害、高次脳機能障害、発達障害、

難病 

②サービス提供事業所 

③障害者団体 

 

（3）調査方法 

①調査票を郵送ないし関係施設等を通じて配付し、郵送回収。 

②障害者団体には、ヒアリング調査も実施した。 

 

（4）調査期間 

①障害者（児）本人    平成 28 年 10 月 17日～11 月 14日 

②サービス提供事業所   平成 28 年 10 月 11日～10 月 31日 

③障害者団体（調査票）  平成 28 年 10 月 11日～10 月 31日 

④障害者団体ヒアリング  平成 28 年 11 月 1日～11 月 16 日 

 

（5）調査項目 

①あなたについて 

②お仕事や学校生活について 

③社会参加やコミュニケーションについて 

④福祉に関する情報、相談先について 

⑤福祉サービスの利用について 

⑥暮らしについて 

⑦災害時の支援について 

⑧障害者施策について 

⑨障害者スポーツについて 

3333    
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⑩共生社会の実現について 

⑪介護者について 

 

（6）アンケート調査の配布状況・回収状況 

 

種別 配付数 回収数 回収率（％） 

身体障害 1,165 619 53.1 

知的障害 1,072 585 54.6 

精神障害 1,041 472 45.3 

重症心身障害 136 89 65.4 

高次脳機能障害 89 49 55.1 

発達障害 500 253 50.6 

難病 674 377 55.9 

小 計 4,677 2,444 52.3 

サービス提供事業所 155 121 78.1 

障害者団体 36 36 100.0 

合 計 4,868 2,601 53.4 

 

 

（7）障害者団体ヒアリングの実施状況 

平成 28 年 11 月 1日～11 月 16 日の間、1 回 1 時間程度で計 29回にわたり、単

独またはグループで計 36団体からヒアリングを実施した。 
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（8）調査結果の概要 

 

《障害者本人》 

 

 

 

○年齢構成は、「18歳未満」が約 2割、「18～29 歳」が約 1割、「30～49 歳」が

約 3割、「50～64歳」が約 3割、「65歳以上」が約 1割であった。 

○性別の比率は「男性」が約 6 割、「女性」が約 4割となっている。 

 

 

 

 

 

○障害者手帳は、約 7割の方が持っており、約 1割の方が障害者手帳も医療証

もなしとなっている。 

○日常生活全般で介助や支援を要する方は約 1割で、介助や支援がほとんど必

要ない方は約 2割であった。 

 

 

 

 

 

○仕事をする上での困りごとや悩みは、身体障害では「通勤距離・時間、通勤

時の混雑が負担に感じる」、知的障害では「上司・同僚とのコミュニケーショ

ンが難しい」、難病では「定期的な通院や健康管理との両立が難しい」など、

障害により内容が異なる。 

○仕事をしていくために必要なことは、身体障害、難病では「上司や同僚の理

解と協力があること」を望んでいる。 

○学校生活での困りごとは、「先生や友達などに、とても気をつかう」、「学習環

境が障害に対応していない」ことが多く、発達障害では「授業に集中できな

い」、「友達ができにくい」ことに悩んでいる。 

 

  

①回答者 

②調査の対象者 

③日中活動（就学・就労状況など） 
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○社会参加や余暇活動で外出時に困ることについては、障害の種別に係わらず

「交通機関が利用しづらい」、「障害・難病に対する理解が不十分」であるこ

とに悩んでいる。 

○情報入手・コミュニケーションで困ることについては、聴覚障害では「緊急・

非常時の情報が入りにくい」、視覚障害では「パソコンやスマートフォン、携

帯電話の使い方が分らない」との回答があった。 

○発達障害では「自分が思っていることをうまく相手に伝えられない」ことに

悩んでいて、コミュニケ―ションをとる時に相手に配慮してほしいことは、

「同時に複数のことは言わないでほしい」であった。 

 

 

 

 

 

○福祉に関する情報の入手先で多かったのは、「区報、区ホームページ」約 2

割、「学校・施設・医療機関」約 1割、「障害者福祉のてびき」約 1割となって

いる。 

○福祉サービスの利用で困った時の相談先は、「区役所」が約 3割、「家族・親

族」約 2割、「学校・施設」約 1割となっている。なお、精神障害では「医療

機関」、発達障害では「友人・知人」が主な相談先となっている。 

 

 

 

 

 

○現在、利用している福祉サービスとしては、「居宅介護（ホームヘルプ）」、「介

護保険サービス」がほぼ全障害で利用されており、利用しているサービスの

満足度については、「満足・ほぼ満足」が約 6 割と多い一方で、「不満・やや

不満」が約 2割ある。また、予約が取れない等の理由でサービスの利用を控

えたことが約 1割、発達障害では約 8 割であった。利用を控えたサービスで

は、「児童発達支援」、「短期入所」などがある。 

 

  

④社会参加やコミュニケーション 

⑤福祉に関する情報・相談先 

⑥福祉サービスの利用 
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○住まいの状況については、「持ち家」約 5 割で最も多く、知的障害では「グルー

プホーム、生活寮」との回答もある。住まいに関して必要とする支援は、「家賃

の補助」、「家具転倒防止や耐震化・不燃化などの災害対策」が挙げられる。 

○現在の家計の状況については、約 4割の方が「苦しい・やや苦しい」と感じ

ている。難病の方は治療のため、「区外（都内）の医療機関まで通院している」

が約 5 割で、主な交通手段は「電車・バス」を利用している。 

○困っていることの上位に「交通費がかさむ」が挙げられる。 

 

 

 

 

○地域（町会・自治会）の防災訓練には、「参加したい」が約 3割、「参加した

くない」が約 4割、「参加は難しいが見学したい」が約 3割であった。 

○災害時に求める支援は、「落ち着ける場所の提供」、「安全な場所への誘導・移

動の支援」、「避難所等における誰でもトイレの設置」を求める声が多かった。

重症心身障害では「障害に応じた物資の確保（ミキサー食等）」、高次脳機能

障害では「介護（介助）者やカウンセラーの配置」、難病では「避難所におけ

る保健師・看護師の配置」であった。 

 

 

 

 

 

○平成 27年 4 月から障害福祉サービスや障害児通所支援の利用申請にあたり、

サービス等利用計画の作成が必要になったことを約 7割の方が「知らなかっ

た」と回答した。さらに、平成 28 年 4 月に「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行されたことを約 7割の方が「知

らなかった」と回答した。 

○江東区の福祉サービスは 3 年前と比べて良くなっているかについては、約 2

割の方が「少し良くなった」と感じている。 

 

  

⑦暮らし 

⑧災害時の支援 

⑨障害者施策 
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○障害者を対象としたスポーツを、約 1割の方が「やったことがある」と回答

し、知的障害では約 2割だった。また、約 3割の方がスポーツを「やってみ

たい」と回答し、発達障害では約 6 割であった。 

○東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定し、区内

でもいくつかの競技が行われることを、約 6 割の方が「知っており、興味が

ある」と回答し、発達障害では約 7割であった。 

 

 

 

 

 

○近所付き合いは、「道で会えば、あいさつする程度の人ならいる」、「ほとんど

近所付き合いはない」との回答が多かった。また、地域（近隣住民、町会・

自治会）に望むことは、「障害に対する理解や配慮」、「見守りや声かけ」とな

っている。 

○外出先で困った時に知らない方から手助けをしてもらった経験が「ある」方

は約 4割、重症心身障害では約 6 割と多い。自分から知らない方に手助けを

お願いすることができるかについては、「お願いすることができない」約 4

割、重症心身障害では約 7割だった。 

 

 

 

 

 

○介護者は「母」が約 5 割、「配偶者」が約 2割、「父」が約 1割だった。介護

者の年齢層は「65歳以上」、「50～64歳以上」が多い。 

○１日の平均的な介護時間は、「4 時間未満」が多いが、重症心身障害では「4

時間以上」となっている。介護に関する悩みや不安は、「ストレスや緊張感な

ど精神的負担が大きい」が、重症心身障害では「睡眠不足や疲労など、身体

的負担が大きい」との回答が多かった。 

 

  

⑫介護（介助・支援）者 

⑪共生社会の実現 

⑩障害者スポーツ 



143 

《サービス提供事業所》 

 

 

 

○事業所の経営主体は、社会福祉法人が約 3割、ＮＰＯ法人が約 2割、株式会

社が約 5 割となっている。 

○職員数は常勤・非常勤共に「10人未満」の事業所が最も多くなっている。 

指定を受けているサービスは「居宅介護」・「重度訪問介護」が多い。 

また、約 4割の事業所が「介護保険サービス」の指定も受けている。 

 

 

 

 

○「提供可能な量」が「実際の提供量」を上回るサービスは「居宅介護」、「同

行援護」などで、下回るサービスは「重度訪問介護」、「地域相談支援」など

である。 

 

 

 

 

○事業所を経営していく上での主な課題は、「スタッフの確保」、「スタッフの資

質向上」である。 

○平成 28 年度の収支見込みとして、約 2割の事業所が「赤字」と回答している。

なお、収支の向上や改善についての考え方として、約 6 割の事業所が「現在

の事業体制を維持しつつ、業務効率化を図っていく」と回答している。 

 

 

 

 

○平成 27 年度の処遇改善加算（国制度）を申請した事業所は、約 7割であった。

約 2割の事業所は申請していないが、その理由としては、「手続きが煩雑」・「支

給要件に該当していない」となっている。 

 

  

①事業所について 

②サービスの提供状況 

③事業所運営 

④福祉・介護人材の処遇改善加算 
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《障害者団体》 

 

障害のある方が地域生活を送っていく際の課題等を把握するため、区内の障害者団

体へのアンケート調査に加え、ヒアリングにより調査内容の補足等を行った。 

調査項目は次の 10 項目である。 

 

①住まい              ②福祉サービス 

③就労               ④保健・医療 

⑤保育・教育            ⑥生活環境（バリアフリーなど） 

⑦経済的状況（利用者負担など）   ⑧理解と交流 

⑨相談支援・情報提供体制      ⑩その他（区への要望） 

 

 

 

○グループホーム、短期入所施設の設置、整備が不十分である。 

民間法人だけでの設立は困難なため、公有地、建物等の貸与や区独自の補助

等の実施を望む。 

○公営住宅の優先的な入居、特に 1階への入居の配慮をしてほしい。 

 

 

 

 

○サービスの周知・手当等手続きの簡素化を希望する。 

○慢性的なヘルパー不足を解消するため、報酬の見直し、人材育成や研修制度

の充実を図り、人材確保につなげてほしい。 

○外国籍の保護者との「言葉の壁」によるコミュニケーション不足や説明不足

への対応策を取ってほしい。 

 

 

 

 

○就労・生活支援センターの充実、機能強化を図ってほしい。 

○障害者優先調達推進法に基づき、区役所の仕事を作業所等に積極的に回して

ほしい。 

 

  

②福祉サービス 

③就労 

①住まい 
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○集団健康診断の継続、病院等の診察時の障害理解への促進を図ってほしい。 

 

 

 

○保育園、幼稚園、特別支援学校等の教育機関、保護者、施設等の連携づくり

の必要性と支援の強化を望む。 

 

 

 

○だれでもトイレに「ユニバーサルベッド」の設置が不十分のため、公共施設

への設置を望む。 

 

 

 

○配偶者の収入により、障害福祉サービス利用時に自己負担が発生することへ

の対応策を図ってほしい。 

 

 

 

○災害の際に助け合うためにも、地域住民とのコミュニケーションの確立を図

ってほしい。 

○子どもの頃から障害に対する理解促進のため、交流する機会を作り、「こころ

のバリアフリー」を目指す。 

 

 

 

○基幹相談支援センターを早急に設立してほしい。 

○相談内容が多岐に渡り、専門性が求められる中で、中核的立場での助言や指

導が必要となっている。区独自の加算措置を含め、報酬単価の見直しをして

ほしい。 

 

 

 

○施設等への家賃補助の継続、拡大支援を望む。 

○地域自立支援協議会の各部会を拡大・拡充してほしい。 

④保健・医療 

⑤保育・教育 

⑥生活環境（バリアフリーなど） 

⑦経済的状況（利用者負担など） 

⑩その他（区への要望） 

⑧理解と交流 

⑨相談支援・情報提供体制 
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