
平成30年3月30日公表
八王子市福祉部障害者福祉課

１　パブリックコメントの概要
（１）募集期間
（２）提出できる方

（３）閲覧場所

（４）提出方法

２　意見の集計結果

（１）提出者別

提出者数 意見の件数
個人 18 71
団体 0 0
計 18 71

（２）提出方法別

郵送 メール ファックス 持参

提出者数 0 13 4 1

市政資料室、福祉政策課、市民部事務所、市民センター、図書館、市
のホームページなど

郵送、メール、ファックス、持参

「障害者計画・第5期障害福祉計画・障害児福祉計画（素案）」への御意見について
（回答）

　この度は、市民の皆様から多くの御意見をいただき、誠にありがとうございました。
　つきましては、いただいた御意見の概要と、これに対する市の考え方を下記のとおり公表いたし
ます。なお、取りまとめの都合上、いただいた御意見は趣旨を損なわないように要約していますの
で、ご了承ください。

記

平成30年1月11日（木）から平成30年2月9日（金）まで
市内在住・在勤・在学の方、または市内に事務所・事業所を有する法
人や団体



３　意見の概要と市の考え方

分野 概要

1 移動支援 　移動支援の適用を学齢期の児童に拡充し、通所や通学に使える施策が必要である。

2 移動支援
　現在、八王子市では移動支援が15歳以上でなければ使えないが、７歳から使えるという
事を計画に盛り込んでほしい。

3 移動支援

　通常の学童は小学校入学時には一人で通学、外出が可能であるが、障害児はこの点が難
しい。一人で通学できない子への環境整備としてもっとも有用な手段が移動支援である。
日頃から移動支援で外出ができていれば、緊急時の通学時支援もスムーズにいく。月に数
回でも家族、本人との移動支援があれば、家族の急病、冠婚葬祭等で急に依頼があっても
事業所の対応はしやすい。通常の学童と同じような過ごし方ができるよう、障害児の移動
支援について明記する必要がある。

4 移動支援

　児童の移動支援について第１期の記念すべき計画に明記してほしい。通常の児童と同じ
ように、自立に向けて家族以外の人のサポートをうけて外出し、社会参加できるように行
政が支援体制を組めば家族から感謝される。小さいとき（義務教育の段階）からガイドヘ
ルプを受けていれば、パニックを起こさず環境に適応でき、行動障害等が軽減される。学
童期からの移動支援の意義を認めてほしい。

5 移動支援

　市独自でのヘルパー研修の実施を求める。特にボランティアスタッフへの研修は必要だ
が、研修費用が高く、また近場で研修をしているところもないとの意見が聞かれる。しか
し、事業者はボランティアの研修をする余力がない。そこで、市独自で研修を提供しても
らえば、これらの課題にも対応でき、ガイドヘルパーのみならず、不足している福祉人材
の安定的な確保と地域の福祉への理解にも繋がると考える。また、研修の実習協力者とし
て、当事者に関わってもらうことで、当事者の社会参加を広げる機会にもなる。

6 移動支援
地域に潜在する社会資源を十分に引き出せるよう、ガイドヘルパー養成講座費用の一部を
負担してほしい。

7 移動支援

「障害者の社会参加と充実した生活」において移動支援事業の果たす役割は大変重要であ
る。思春期を迎える前の小学生の時期から、保護者以外の支援者と信頼関係を築き、公共
の交通機関等を利用するための準備の機会として、移動支援事業の対象年齢の引き下げと
ヘルパー養成の強化をお願いしたい。

8 移動支援 　緊急時通学支援の充実のため日頃から使える児童の移動支援の実現を明記して欲しい。

No.
御意見の概要

市の考え方

　
　移動支援事業については、その利用状況を
確認し、今後の運用について検討してまいり
ます。通学への利用に関しては、全国市長
会、東京都市長会を通じて、引き続き国に要
望していきます。
　また、ガイドヘルプ研修などへの補助につ
いては、現在のところ本市として考えていま
せん。こうした研修は、事業所が提供する
サービスの質の向上に寄与するものであるた
め、基本的には事業所が研修費を負担するも
のと考えます。東京都が実施している移動支
援事業者養成研修もありますので、周知を
図っていきたいと考えます。



分野 概要
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御意見の概要
市の考え方

9 計画相談支援
　障害者の方が、サービス等利用計画を適切に作成してもらえるよう計画相談支援事業所
につながるように、広報、説明を徹底してほしい。

　各種サービスの周知については、これまで
も行ってきたところですが、必要とされてい
る方に確実に情報が届くよう、より周知を
行っていきたいと考えます。

10 計画相談支援
　計画相談支援事業所が成り立つような市の財政的支援を位置づけてほしい。このままだ
と赤字でつぶれる事業所がでてくるので、人件費、家賃補助などを実績を鑑みて検討して
ほしい。

11 計画相談支援 　計画相談を持続可能な事業にするため、家賃補助や人件費補助を検討してほしい。

12 計画相談支援
　計画相談支援事業所の給付費は少なく、必要なニーズに応えるためには、給付の見直し
も必要である。是非とも国や都への働きかけをお願いしたい。

13 計画相談支援

　障害福祉サービスを利用する当事者に対し、サービス等利用計画の周知というより、わ
かりやすい説明を実施してほしい。また計画相談の相談があった際には、各指定相談事業
所の実施状況を把握して、相談者ができるだけセルフプランとならないように調整してほ
しい。

　障害福祉サービスの利用にあたっては、制
度をよりわかりやすく御説明するよう努めま
す。また、計画相談についても、御本人の状
況等に応じ、よりきめ細かくサービス等利用
計画を作成できるよう努めます。

14 計画相談支援
　計画相談支援の目標値について、指定事業所が22事業所あって、利用者数が月140人と
いうのは少ないのではないか。

15 計画相談支援
　計画相談について、現状セルフ率が多く、適切なサービス利用をできているとはいいが
たい。現状の課題も踏まえた数字になっているのか。

16
通所施設等の

整備

　島田療育センターはちおうじの通所が満杯になっている状況と、医療的ケアを必要とす
る障害児・者の急増を考えると、医療的ケアに対応する生活介護の事業所を増やすことが
急務と考える。

　医療的ケアが必要な方にも対応できる生活
介護事業所についても、整備を促進していき
ます。

　　計画相談については、御本人の状況等に
応じ、よりきめ細かくサービス等利用計画を
作成できるよう努めます。
　また、「サービス量の見込み」について
は、近年の実績をもとに、今後３年間の必要
量を見込むものです。計画の策定段階では、
あくまで実績ベースでの伸びを予測していま
すが、この見込みを超えるサービス量となる
こともあり得ると認識しています。

　計画相談支援を行う事業所に対する給付費
の見直しについては、国の制度の中で行うべ
きものと考えており、東京都市長会を通じて
国へ働きかけるよう要望しています。
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17
通所施設等の

整備

　重度身体障害者の方で、特別支援学校等から卒業して地域の事業所に通所などを始める
うえで、卒業後、進路先として主だった場所は、①障害者雇用、②特例子会社、③工賃付
き作業あり生活介護、④療育介護中心の生活介護、などの機能を持っているが、これらは
「作業もしくは仕事」か「療育」かの2択であり、そのどちらにも当てはまらない特性や状
況をお持ちの方には行き先がない。そうした方はご家族と自宅にて過ごしており、親の高
齢化とともに施設に入所するということも少なくない。こうした状況になる方は、作業や
仕事をするほどの技能やコミュニケーションができないが、ただ介護されているだけでは
不全感を感じてしまうといった知能の高さがある利用者に多い。よって、そうした方たち
が、重度であっても社会参加を促進し、地域社会の中でひきこもらず、いち市民として暮
らしていくことを促進することを目的とした生活介護事業所の必要性を提案したい。ただ
のサロンではなく、休養と社会参加、レクリエーションとグループワークを基軸においた
社会参加プログラムを提供する生活介護事業所である。

　現時点では、御提案のような施設を市とし
て設置する計画はありません。しかし、様々
な特性をお持ちの方がいらっしゃることは認
識していますので、今後の施設整備におい
て、御意見を参考とさせていただきます。

18
通所施設等の

整備

　支援を多く必要とする方たちの学区卒業後の進路先の保障が八王子では少なく、現在、
長沼通所センター内と島田八王子メディカルセンター内にある２箇所だけである。よっ
て、現在必要としている方たち、これからの卒業生の人数を考慮した計画的な整備が必要
である。

　医療的ケアが必要な障害者や重複障害者の
卒業後の進路となる通所施設については、障
害の重度化に伴ってニーズが高まっているこ
とを認識しています。今後も利用者のニーズ
に応えられるよう、通所施設の整備を進めて
いきます。

19
通所施設等の

整備
　精神障害者の方が通いやすい生活介護の事業所を増やしてほしい。

　生活介護などの施設について、精神障害者
にも利用していただけるよう、事業所に働き
かけていきます。

20
通所施設等の

整備
　現状には精神障害者の通所施設が十分でなく社会参加の機会が少ないとあるのに、施設
内容にそれについてのレスポンスがない。

　施策内容に「通所施設等日中活動の場のさ
らなる充実を図ります」とありますが、この
「通所施設」には精神障害者が利用できる施
設も含みます。様々な障害の方にとっての日
中活動の場の充実を図っていきます。

21 計画全般

　本計画に限らず、広報において障害者アンケートの結果を連載記事として掲載するな
ど、3年に1回の計画策定時だけではなく、持続的な周知・情報公開の工夫をしてはどう
か。
　また、計画策定に参加できる機会は限られているので、定期的に市民の意見を拾うため
のしくみを設けてほしい。本市には障害者地域自立支援協議会とその部会が設置されてい
るので、計画の策定や見直しについて協議会や部会から意見を聞くようにしてほしい。

　障害者福祉に関する様々なトピックスにつ
いては、これまでも「広報はちおうじ」に特
集記事を掲載するなど周知を図ってきました
が、これからも時宜を捉えた周知を図りたい
と考えます。
　また、計画については、策定時に行うアン
ケートやパブリックコメントの手法について
改善を検討していくとともに、毎年、障害者
地域自立支援協議会で行うモニタリングの結
果を反映していきます。
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22 計画全般

　計画の所々に「ネットワークづくり」「連携をはかる」「推進する」といった言葉があ
ふれているが、具体的に「誰が・どこが」、「いつまでに」「どこまでやれるか」が不明
確である。
そのエンジン機能を担うため、具体的な人材配置をしてほしい。

　本計画は障害者福祉施策の大枠を記載する
ものですので、具体的な方策については言及
していませんが、計画を着実に実行していく
ため、市として適切な人員配置を行っていき
ます。

23 計画全般

　次期計画策定にあたってのニーズ調査について、「ソーシャルワークを目的としたニー
ズ調査」を提案したい。ソーシャルワークとは、「人間の福利の増進を目指して、社会の
変革を進め、人間間における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を促して
いく（モントリオール総会採択）」と定義されているとおり、社会的課題の解決を図るも
のであり、それによって人々が多様性の中で暮していくことができるようにすることを目
的とした活動をいう。八王子市が、自治体として社会的課題の解決を明確に目的として掲
げることの価値は高いと考える。

　今後の計画策定にあたってのニーズ調査に
ついては、できる限り様々な障害当事者とそ
の御家族の御意見を把握することを目的とし
て、その効果やデータの継続性、統計的手法
の正当性などにも留意しつつ、より良い調査
手法や調査対象の検討を続けていきたいと考
えます。

24 計画全般

　厚生労働省は、65歳を超えた利用者に対して、訓練等給付対象のサービスを受けている
場合はそれを介護保険と併用して利用することができると明示しているが、重度訪問介護
や移動支援、ガイドヘルパー等、日常生活支援に関わるサービスについては介護給付であ
るため、ケースバイケースとなっており、事業者側も行政としての答えが出るまで身動き
が取れないといった状況が起こり得る。よって、このあたりの判断基準や考え方を明確に
する必要がある。

　市としては、介護保険では賄えないサービ
スがあれば必要性に応じて障害福祉サービス
を利用していただけるよう柔軟に対応してい
ます。その際には、御意見のとおり個々の支
給内容に応じてケースバイケースで対応せざ
るを得ず、一律の基準を設けることは難しい
と考えます。

25
地域活動

支援センター

　交流の場について、２年前に東京都の障害者施策推進区市町村包括事業の選択事業の一
つとしてメニュー化された「成人期の余暇活動支援事業」を積極活用し、作業所や会社で
の仕事を終えた障害者が、児童の放課後等デイサービスのように午後４時あるいは５時以
降の余暇活動を楽しむ場の整備が望まれる。

　終業後の障害者の余暇活動については、地
域活動支援センターⅢ型の事業所で行ってい
ただいており、現在のところ市としてさらな
る事業所の設置は考えていません。

26
地域活動

支援センター
　地域活動支援センターⅢ型の数は非常に少なく、交流の場をしっかり確保できていると
はいいがたい状況である。Ⅲ型を増設する検討をしていただきたい。

27
地域活動

支援センター
　地域活動支援センターについて、八王子市は、事業所を増やす方向性を示していない
が、利用者のみ増える予測としている。事業所の増設を検討すべきである。

28
地域活動

支援センター

　障害者計画の中に、「交流の場の整備」が載っているが、障害福祉計画の中では2%程度
の増しか見込まれていない。就労した障害者（特に知的障害者）が就労と地域生活を継続
してゆくには、悩みを話したり、聞いたりしてくれる仲間との繋がりが不可欠であり、日
常的で継続的な活動の中での関わりの中から生れる関係性が重要である。その意味から
も、行きやすい場所に地域活動支援センターがあることが不可欠と考えるが、特に知的障
害者の支援をする地域活動支援センターが市に1つしかないというのは、少なすぎる。地域
ごとに地域活動支援センター（Ⅱ型かⅢ型）を整備するよう、検討してほしい。

　現在、本市には地域活動支援センターⅠ型
が１ヵ所、Ⅲ型が２ヵ所あり、現時点では市
としてこれらの施設の増設を計画に明示する
ことは考えていません。しかし、事業者から
新たに設置したいとの声があれば、個々に対
応していきます。
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29 地域移行支援
　地域移行支援の中に、「措置入院者の退院後の支援体制を整える必要がある」との記述
があるが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律（案）は成立
していないので、現時点では削除すべきではないか。

　御意見のとおりであるため、本計画からは
削除します。

30 地域移行支援
　病院から地域生活にスムーズに移行していくために、入院中から自立生活に向けて活用
できるグループホーム、一時保護施設、体験施設が少ないので、数の拡充を特に図ってほ
しい。

　本計画の中で、グループホームの整備目標
について、平成30～32年度の定員数の形で
示しています。また、グループホームへの補
助金の交付や適切な指導等を通じて、様々な
障害者がグループホームを利用しやすい環境
づくりに努めます。

31 地域移行支援 　地域移行支援について、サービスの向上の具体的な計画が不明である。

　本計画は障害者福祉施策の大枠や方向性を
記載するものですので、具体的な内容や方策
については言及していません。実際に施策を
実施していく上での体制や詳細な内容は、本
計画に基づいて検討・決定していきます。

32 地域移行支援
　地域移行支援の目標値について、これまでの実績からの数値かもしれないが、年に1名し
か増えない見込みとなっている。もっと多くしても良いのではないか。

　「サービス量の見込み」については、近年
の実績をもとに、今後３年間の必要量を見込
むものです。計画の策定段階では、あくまで
実績ベースでの伸びを予測していますが、こ
の見込みを超えるサービス量となることもあ
り得ると認識しています。

33
地域生活支援

拠点

　地域生活支援拠点等の整備について、重度心身障害者（児）をどのように考えているの
か。ショート等も毎年病棟閉鎖等があり、緊急時であっても受け入れてもらえない場合が
ある。

　重度心身障害者（児）や医療的ケアが必要
な障害者について、ショートステイやグルー
プホームなど、各種施設の整備を促進してい
くことは、「主要な取組」に掲げています。
そうした地域の社会資源を活かして、重度の
方についても日常生活を支援できるネット
ワークを運用していきたいと考えます。
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34
地域生活支援

拠点

　地域生活支援拠点について、八王子は2年前に５つの相談支援事業所と様々な機関の連携
による面的整備を行ったが、現在は各事業所が予算不足で職員確保が大変である。将来的
には面的ではなくきちんとした施設を整備し、基幹相談支援が障害福祉課と別に運営され
ることが望ましい。

　本市には、市域の広さや市内障害者支援に
係る相談支援事業者や福祉施設等の多くの資
源があります。このことを踏まえ、新たに拠
点施設を整備するのではなく、地域における
複数の障害者支援機関が分担して相談支援、
緊急時の受け入れなどさまざまな機能を担
い、ネットワーク化をすることで障害者の日
常生活を支援する、面的な体制を整備してき
ました。まずは、このネットワークを適切に
運用していきたいと考えます。

35
地域生活支援

拠点

　利用者のニーズに合った運用をするために、切れ目ない支援の円滑な運用を行うとある
が、ニーズはあるのに、それに対応する支援員の数が少なすぎるので、円滑な運用を行う
ためには支援員の数の拡充を図ってほしい。

　本計画では、具体的な体制等を示すもので
はありませんが、支援員としての役割を担え
る人材育成についても拠点の運用をおこなう
上で重要な課題と認識しています。

36
地域生活支援

拠点
　地域生活支援拠点等について、整備を行ったので運用、という流れとなっているが、整
備・運用ともに具体的な内容が不明である。

　本計画では具体的な内容には触れていませ
んが、八王子市では平成27年度から地域の社
会資源を活かして、障害者の日常生活を支援
するためのネットワーク整備とその運用を
行ってきました。今後は、より利用者のニー
ズに沿った支援を行ってまいります。

37 就労支援
　就労支援の施策項目に、就労し続けるためのしくみづくり、施策内容に、余暇支援、通
勤支援、住まい支援(通勤寮の設置)等を入れてほしい。

　就労し続けるための支援として、平成30年
度から就労定着支援のサービスが始まりま
す。また、余暇支援や通勤支援、住まい支援
については、就労の項目で触れることはしま
せんが、交流活動の促進や居住支援事業の充
実などを通して行っていきます。

38 就労支援
　企業への啓発の施策内容に、管理職だけではなく社員一人一人が、障害者の個々の障害
特性に配慮し対応していけるような学習会、研修会の実施等を入れてほしい。

　学習会や研修会等の社員教育はそれぞれの
企業が行うものと認識しています。なお、企
業からの要請があれば、障害理解に関する出
前講座等、研修に協力していきます。



分野 概要
No.

御意見の概要
市の考え方

39 就労支援

障害者施設等への優先調達について、市の広報をシルバーセンターと競合しない形での受
注をお願いしたい。また、八王子をアピールする品物を作業所で制作した場合に補助をつ
けることや、成人式等の記念品などを作業所に受注することを検討してほしい。市の施設
などの売店やコミュニティ・カフェを障害者施設に委託してほしい。

　障害者施設等への優先調達については、
「八王子市が行う障害者就労支援施設等から
の物品等の調達方針」　に基づき、障害者施
設が提供する物品・役務の調達について積極
的に推進していきます。

40 就労支援
　官公需のさらなる拡大について、八王子市役所や公的機関全体への周知を徹底していた
だきたい。民間業者からの当事業所への作業の依頼案件で、クライアントは八王子市で
あったケースがあった。

　官公需のさらなる拡大について、市役所や
関連機関、企業等への確実な周知を図ってい
きます。

41 障害児支援
　医療的ケア児のショートステイが八王子でも行われるように、小児病床を有する医療機
関への働きかけが重要である。

　医療的ケア児が利用可能なショートステイ
については、その重要性を認識しており、本
計画でもその整備促進を主要な取組に掲げて
おります。施設整備にあたっては、医療機関
への働きかけをより積極的に行っていきま
す。

42 障害児支援

　児童発達支援センターについては、八王子市の規模から考えると5か所以上は必要であ
る。また児童発達支援センターには、子どもの発達に関する専門家の配置が重要であり、
保健福祉センターとの連携のみならず協働体制は必須といえる。さらに、児童から成年期
への移行支援については、具体的な支援機関・仕組みを構築してほしい。

　児童発達支援センターについては、本計画
に記載したとおり、既存の１ヵ所に加えて、
もう１ヵ所の開設を目指しますが、現時点で
はさらなる設置については考えていません。
同センターは事業者と市が協力しながら適切
に運営するほか、幼児期から成年期への移行
に際しては、市のマイファイル事業等も活用
しながら、ライフステージに合わせた切れ目
ない支援を行っていきます。

43 障害児支援
　早期発見・早期療育のためには、児童を対象にしている相談支援事業所に保護者を繋げ
る努力を明記してほしい。

　本計画は障害者福祉施策の大枠を記載する
ものですので、具体的な方策については言及
していませんが、障害の早期発見・早期療育
のために保護者と相談支援事業所をつなげる
ことの重要性は認識しています。現在、保護
者向けに相談先の一覧を示したパンフレット
の作成を検討するなどしています。
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44 障害児支援

　障害児の生活について児童発達や放課後等デイサービスなどの幼児期・学齢期に利用出
来るサービスが充実してきたと思われる一方で本人の成長・経験を目的とした利用という
よりも、保護者のレスパイト機能のボリュームが急激に増え、本人が家庭で過ごす時間
（日数）がどんどん奪われている。その結果、本人の生活が外部施設に依存されることに
なり本人の状態が安定しないなど大きな弊害となっているケースが増えている。障害児の
生活がサービスで成り立つことにならないように、利用に際しては本人の障害特性・生活
状況についてきちんと精査した上でサービス量についての決定などがされるよう強く願っ
ている。

　障害の重度化が進んでおり、介護する御家
族の負担を少しでも軽減するため、本市でも
様々なサービスの支給を行っています。サー
ビス量の決定にあたっては、個々の御事情に
合わせ、適切な支給を行っています。

45 住まいの確保

　精神科病院の長期入院患者の地域移行先がグループホームだと一足飛びになってしま
い、結果として症状悪化を招き、再入院となるケースがある。しかし、施設では地域生活
へのチャレンジができない。こうした方の地域移行の第一歩として、施設よりも自由度が
高く、グループホームよりも施設環境がしっかりしていて、かつ人員配置も厚くできると
いったような機能を持った施設が有効ではないかと考える。

　現時点では、御提案のような施設を市とし
て設置する計画はありません。しかし、様々
な特性をお持ちの方がいらっしゃることは認
識していますので、今後の施設整備におい
て、御意見を参考とさせていただきます。

46 住まいの確保
　障害者数の増加や親の高齢化に伴い、グループホームを年度ごとに計画的に整備する必
要がある。

　本計画では、グループホーム、短期入所及
び通所施設の整備目標について、平成30～
32年度（2018～2020年度）の定員という
形で示しております。今後はこれに沿って施
設整備を促進していきたいと考えます。

47 住まいの確保
グループホームの整備に際しては、今後の障害の重度化や高齢化を踏まえて、医療的ケア
もできる体制が必要である。

48 住まいの確保
　支援を多く必要とし、グループホームでは受け入れが困難な方たちを支援する入所施設
が必要である。大規模ではなく小規模の入所支援施設も今後検討してほしい。

49 相談支援
　現在５つの相談支援事業所があるが、恩方や北八王子地域にはないので、あと２つは住
民に近いところに必要だと考える。

　相談支援事業所について、現時点では新た
に設置する考えはありませんが、環境や情勢
の変化等に応じて、適切に対応していきたい
と考えます。

50 相談支援
　相談支援事業所を増やすだけでなく、人材育成など支援力アップが望まれるが、実施体
制の充実に向けた検討の内容が具体的でない。

　本計画は障害者福祉施策の大枠や方向性を
記載するものですので、具体的な内容や方策
については言及していません。実際に施策を
実施していく上での体制や詳細な内容は、本
計画に基づいて検討・決定していきます。

　医療的ケアが必要な障害者が利用できる施
設の重要性については認識しており、事業者
に対して設置を積極的に働きかけていきま
す。
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51 相談支援 　当事者活動への支援体制の充実をどう図るのか、具体案がなく、漠然としている。

　本計画は障害者福祉施策の大枠や方向性を
記載するものですので、具体的な内容や方策
については言及していません。実際に施策を
実施していく上での体制や詳細な内容は、本
計画に基づいて検討・決定していきます。

52 短期入所
　精神障害者が登録なしですぐに使用できるショートステイを作ってほしい。計画に書い
てあるとおり、精神のショートステイは少なく、整備は急務である。

53 短期入所 精神障害者の方が利用できるショートステイ施設を市内に設置してほしい。

54 短期入所
　医療型の短期入所のニーズは急増することが予想されるため、受け入れ先をどう広げて
いくのか、検討していくことが必要である。

　医療型の短期入所については、利用者数が
増加傾向にあるため、医療機関や高齢者施設
と連携しながら、サービスの実施を促進して
いくことが必要と認識しています。

55 訪問系サービス

　精神障害者のホームヘルプサービスの支給量についてだが、認定調査の質問項目が、そ
もそも精神、知的の人のニーズや困り事に沿っていない。必要な人に必要なサービスの支
給量を確保したり、個々に配慮したサービスを支給するためには、項目では出てこない
ニーズや困り事を聞く欄を別途設ける必要があるのではないか。

　認定調査質問項目については国の基準に
沿って統一的に実施しているものであり、国
の基準が変更となる際には新たな基準に沿っ
て実施していくものと考えます。また、サー
ビス量の決定にあたっては、個々の御事情に
合わせ、適切な支給を行っています。

56 訪問系サービス

　精神障害のある方の居宅介護事業について、数年前までは一回のサービス利用時間が1.5
時間ついていたのが、この1～2年で1.5時間のサービス時間が必要と思われる方に対して
も、サービス量が1時間になっていることが増えているように感じる。今回の計画では訪問
系サービスの目標値を引き上げているが、1時間以上のサービスの利用が適正と思われる方
に対して、画一的な対応ではなく、適切なサービス量の支給決定をしてほしい。

　訪問系サービスを含め、障害福祉サービス
については、当事者及び御家族の個々の状況
を踏まえ、適切な支給決定を行っていきま
す。

57 訪問系サービス
　平成29年度における居宅介護の利用者数や時間の見込みが、前年度より減少している。
必要な方へサービスが届くように広報、説明を徹底してほしい。

　各種サービスの周知については、これまで
も行ってきたところですが、必要とされてい
る方に確実に情報が届くよう、より周知を
行っていきたいと考えます。

　精神障害者が利用可能な一時保護施設は少
ないため、既存施設に受入れ拡大を働きかけ
るほか、新たに設置を検討している事業者に
対しても、精神障害者や医療的ケアが必要な
障害者の受入れを打診していきます。
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58
福祉人材の
養成・確保

　働く人が希望をもって働ける福祉職場環境の創出について、真剣に議論する必要があ
る。そのために、①福祉事業者への職員満足度調査の実施や、②大手企業と福祉団体との
福祉的就労のためのモデル会議の開催、③市の所管を超えた社会的課題解決のための横断
的プロジェクトの立ち上げを提案したい。

59
福祉人材の
養成・確保

　ハローワーク、大学や専門学校、多摩職業訓練センターなどと提携して、福祉のワーク
ショップなどを開催し、福祉人材の確保に努めてほしい。

60
福祉人材の
養成・確保

　障害者本人が「その人らしく、あたりまえの生活を送る」ことと「支援者による虐待防
止」の二つの目的から、①自己選択・自己決定を基本とする障害への正しい理解と支援方
法の研修、②福祉サービス従事者が将来を見通すことのできる報酬と中間層リーダーの育
成の強化をお願いしたい。

　現在も、施設従事者を対象とする虐待防止
研修や事業所の連絡会等を開催しています
が、本計画で「福祉サービスの質の確保等」
を主要な取組と位置づけたことを踏まえ、さ
らに取り組んでいきます。

61
意識の

バリアフリー化
　グループホーム建設に際して地域住民からの反対があるケースが見られるため、日頃か
ら啓発事業を市が率先して行う必要がある。

市としては、グループホームのスムーズな設
置のため、地元町会・自治会などを対象とし
た出前講座の活用、例年行う障害理解に関す
るイベントの実施など、引き続き障害者への
理解を深めるための取組を進めていきます。

62
意識の

バリアフリー化

　サポーターの養成に関連して、サポーターの活動や団体の設立などを支援するコーディ
ネーターの養成も必要ではないか。また、そうした支援活動を中心的に進める機関の設置
も必要ではないか。

　コーディネーターの養成等については、将
来的に考えていく可能性もありますが、まず
は、障害者が暮らしやすい地域を作るため、
サポーターの養成について検討していきま
す。

63 権利擁護の推進
　新たな障害福祉サービスを展開するためには、人材不足と地域理解が大きな課題となっ
ています。障害理解が進むことにより、人材確保、事業所確保に関する課題の解決につな
がると考える。

　市では、差別禁止条例や差別解消法の周
知、障害者理解のためのイベント開催、出前
講座の実施、小学生向けの障害理解パンフ
レットの作成と授業での活用などを通じ、障
害者理解について様々な立場や年代の市民に
対する啓発を図っています。今後も、より効
果的な啓発を行っていきたいと考えます。

　福祉人材の確保については、本計画でも主
要な取組として掲げており、今後は市と事業
者が協力しながら推進していくべき課題の一
つと認識しています。具体的な検討はこれか
らとなりますが、その際にはいただいた御意
見を参考とさせていただきます。
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64 権利擁護の推進
　成年後見人をお願いするには多額の金銭的コストが発生し、利用しづらいという意見が
聞かれるので、利用しやすい報酬などの検討をしてほしい。

　成年後見制度を利用していただくための費
用については、今後、より利用しやすい制度
とするための検討を行っていきます。

65
基幹相談支援
センター

　障害者福祉課を基幹相談支援センターとして位置付け、専門職を配置し、相談支援事業
所と連携しながら困難ケースに対応してくれることを期待したい。

　障害者福祉課が基幹相談支援センターとし
ての役割をしっかりと担えるよう、市として
適切な人員配置を行っていきます。

66
基幹相談支援
センター

　障害者福祉課を基幹相談支援センターと位置づけ、内部の具体的な体制を示してほし
い。

　本計画では具体的な体制等を示すものでは
ありませんが、障害者福祉課が基幹相談支援
センターとしての役割をしっかりと担えるよ
う、市として適切な人員配置を行っていきま
す。

67 地域医療の充実

　都立八王子小児病院が廃止されたため、障害者は地元ではなく遠い府中市まで通院せざ
るをえない。また、地域ではまだ偏見があり、診療を拒否されることもある。特に耳鼻科
について、地元で診療が受けられるよう医師会に働きかけるとともに、障害者歯科のよう
に島田八王子メディカルセンターへの診療所設置が望まれる。

　障害者への医療サービスの提供について
は、障害者の権利擁護の観点からも、医療機
関に対して障害に対する理解を呼びかけるな
ど、診療可能な医療機関が増えるよう働きか
けていきます。

68
建築物等の

バリアフリー化

　建築物のバリアフリー化について、だれでもトイレの数を増やしてほしい。「待つ」こ
との理解が難しい方もいるので、特に利用者の多い場所について、だれでもトイレが不足
していると感じる。

　だれでもトイレについては、新たな施設の
建設や建替え等の時宜を捉え、設置していた
だけるよう積極的に働きかけていきます。

69 情報機器の活用
　「障害者の社会参加と充実した生活」のためは、情報バリアフリーと意思疎通の観点か
らICT機器等の活用が大変効果的である。情報機器の支給について、これまでの視覚障害や
肢体不自由に加え、知的障害・自閉症者にも拡充してほしい。

　情報機器の支給対象について、現時点では
拡大を考えていませんが、情勢の変化や御要
望などを踏まえ、適切に対応していきます。

70
日中活動系
サービス

　生活訓練について、知的障害者中心の記載となっているが、精神科病院からの地域移行
者や、在宅の精神障害者、引きこもりの方々などの通所先として利用されることも多い。
その実態を踏まえた数字となっているのか。

　自立訓練（生活訓練）については精神障害
者も対象として考えており、実績を踏まえて
今後のサービス量を見込んでいます。
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71 その他

　ふるさと納税などを活用し、市民の納税や福祉などへの関心を高めるしくみづくりが必
要である。ふるさと納税の使途を「障害者福祉のため」「母子家庭のため」等と指定でき
るしくみを作った自治体や、返礼品を福祉施設の製品にしている自治体もある。建物への
投資だけではなく「人」へ投資できるしくみづくりを市民が身近に感じ、より良くしてい
こうという長い目でみた街づくりが必要と考える。

　ふるさと納税について、現時点では使途の
指定等ができるような仕組みの検討は行って
いません。


