
障害者・高齢者の共生社会に向けて
～障害分野と高齢分野の連携推進～

団体名 一般社団法人Ｇeny
所管課 障害者施策課、障害者生活支援課、介護保険課

協働提案事業

しょうがいしゃ ・ こうれいしゃ きょぅせいしゃかい むけて

しょうがいぶんや こうれいぶんや れんけいすいしん

だんたいめい いっぱんしゃだんほうじん じぇにー

しょかんか しょうがいしゃしさくか しょぅがいしゃせいかつしえんか かいごほけんか

きょうどうていあんじぎょう
資料1



協働提案事業とは…

▶杉並区と地域活動団体が、互いの立場を尊重して
役割を分担し、協働で地域の課題解決に取り組む
事業

1

きょうどうていあんじぎょう

すぎなみく ちいきかつどうだんたい たがい たちば そんちょう

やくわり ぶんたん きょうどう ちいき かだい かいけつ とりくむ

じぎょう



今回の事業で期待できる効果

障害・高齢両分野 理解のきっかけ作り

相互間の連携が図りやすくなる
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しょうがい ・ こうれい りょうぶんや りかい

そうごかん れんけい はかり

こんかい じぎょう きたい こうか



今回の事業で期待できる効果

3

介護保険制度や障害福祉制度についての

知識や情報量が増える

障害当事者・ご家族にとって

こんかい じぎょう きたい こうか

しょうがい とうじしゃ ・ かぞく

かいご ほけん せいど しょうがい ふくし せいど

ちしき じょうほうりょう ふ



高齢分野の課題

▶障害者に関する知識や
ニーズが把みきれない

▶障害施策に
関する知識が不十分

4

しょうがいしゃ かん ちしき

にーず つかみ

しょうがいしさく

かん ちしき ふじゅうぶん

こうれいぶんや かだい



障害・高齢分野の課題

▶６５歳の介護保険への移行の問題
①65歳を迎えると、原則、介護保険サービスに移行となるが、長年通所してき
た障害者の通所施設（生活介護等）から、介護保険サービスの通所介護
（デイサービス）に移行していないケースがある

６５歳

障害福祉サービス利用

障害者通所施設

介護保険通所施設
（デイサービス）
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障害者通所施設

移行せず継続して
障害施設を利用

6 5 さい かいごほけん いこう もんだい

しょうがい ・ こうれいぶんや かだい



障害・高齢分野の課題
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▶６５歳の介護保険への移行の問題
杉並区地域自立支援協議会が実施した地域包括支援センター(ケア24)職員に向けた
【障害福祉サービスから介護保険サービスの移行期におけるアンケート】の結果より抜粋

移行期に困ったこと

➡支援関係者の情報が少ない。
制度内容の違いがあり、理解が得られづらく説明が大変。
移行直前に相談があり移行がスムーズにできない。
関係機関との連携がうまくいかなかった。 など

移行期にどのような情報があると良いか
➡障害当事者の成育歴・障害特性・障害状況・趣味・嗜好等。

しょうがい ・ こうれいぶんや かだい

6 5 さい かいごほけん いこう もんだい

いこうき こまった

しえんかんけいしゃ じょうほう すくない



障害・高齢分野の課題

7

▶６５歳の介護保険への移行の問題
杉並区地域自立支援協議会が実施したケア24職員に向けた
【障害福祉サービスから介護保険サービスの移行期におけるアンケート】の結果より抜粋

移行期の支援をスムーズに行うために必要と考えること

①制度理解と説明
早めに連絡(情報)をもらってサービスの調整を開始したい。
障害福祉サービスの内容の理解(をしたい)
(障害当事者へ)介護保険制度の説明。
障害当事者の移行への理解(をすすめる)
障害分野の支援者への(介護保険制度の)概略説明。

②連携と情報共有
情報共有がスムーズにできるよう、連携時の情報提供方法の確認。
相談支援専門員や支援者との連携・情報共有や役割分担。
定期的に顔の見える関係づくりのための研修や交流会。

しょうがい ・ こうれいぶんや かだい

いこうき しえん すむーず おこなう ひつよう かんがえる

せいど りかい せつめい

れんけい じょうほう きょうゆう



障害・高齢分野の課題
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ケア24のみならず

障害者本人・家族・支援者も悩んでいるところでは?

そしてこれは移行期のみの課題ではない!!

しょうがい ・ こうれいぶんや かだい

けあ

しょうがいしゃほんにん ・ かぞく ・ しえんしゃ なやんで

いこうき かだい



障害・高齢分野の課題

▶両分野で相互理解や連携・情報が不足している
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利用者ニーズに充分に応えきれない

しょうがい ・ こうれいぶんや かだい

りょうぶんや そうごりかい れんけい ・ じょうほう ふそく

りようしゃ にーず じゅうぶん こたえ



障害分野と高齢分野の連携が必要

障害・高齢分野の課題
しょうがい ・ こうれいぶんや かだい

しょうがいぶんや こうれいぶんや れんけい ひつよう



事業内容

▶セミナー開催
①ケアマネジャー・ケア24向け (9/25)

②デイサービス事業所向け (11/13)

③障害者・家族・支援者向け (10/28)

▶共生型サービスの説明及び事業所開設の支援
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本日はココ

じぎょう ないよう

セミナー かいさい

しょうがいしゃ ・ かぞく ・ しえんしゃ むけ



事業内容

1) 障害者・家族の実態・ニーズの概要がわかる

2) 介護保険制度や共生型サービスの理解が進む

3) 実際行っている共生型サービスの利用状況がわかる

4) 65歳の介護保険移行に関する不安が減る

5) 変化する状況に応じて都度サービスを検討する材料が増える
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本日の目標

じぎょう ないよう

ほんじつ もくひょう

しょうがいしゃ かぞく じったい・にーず がいよう

かいごほけんせいど きょうせいがたさーびす りかい すすむ

じっさいおこなって きょうせいがたさーびす りよう じょうきょう

65さい かいごほけん いこう かんする ふあん へる

へんか じょうきょう おうじて つど さーびす けんとう ざいりょう ふえる



事業内容

1) 障害者・家族の実態・ニーズの概要がわかる

▶障害者・家族への実態ニーズ調査
20歳以上 約1500人対象
障害福祉サービスに通所している障害者とその家族 及び 通所を検討したが
現在通所できていない障害者とその家族に対して実施(2020.6月)

▶共生型(通所)サービスの後追い調査
・利用者・事業所対象(利用状況の把握)
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じぎょう ないよう

しょうがいしゃ かぞく じったい ・ にーず がいよう

しょうがいしゃ かぞく じったい にーず ちょうさ



事業内容 ⑴障害者・家族へのニーズ調査結果

障害者本人の声
(通所サービスを利用されているご本人の満足度)

○事業所までの送迎
72.2%が満足、やや満足が19.7%

○入浴支援
45.３%が満足、やや満足が32.6%

〇食事
64.0%が満足、やや満足が31.0%

〇機能訓練
44.0%が満足、やや満足が42.3%

〇建物の広さや環境
45.8%が満足、やや満足が36.9%

じぎょう ないよう

しょうがいしゃ ほんにん こえ

じぎょうしょ そうげい

しょくじ

にゅうよくしえん

きのうくんれん

たてもの ひろさ かんきょう

まんぞくど



事業内容 ⑴障害者・家族へのニーズ調査結果

障害者本人の声
(通所サービスを利用されているご本人の希望)

○事業所までの送迎を改善してほしい
・送迎ポイントまで遠いし、送迎車に乗っている時間が1時間半と長い（30～49歳）

・現在は親が送迎していて、いつこの状態が崩壊するかわからない（18～29歳）

○施設設備を充実してほしい
・建物が古くてトイレが使いづらい（30～49歳）

・移動（スペース）に余裕がないので、落ち着きがない（30～49歳）

・利用者が増えたので少し狭く感じる（18～29歳）

○プログラムを充実してほしい

・入浴ケア、機能訓練はない。レクリエーションは充実していない。
選べるほど選択肢はない。（30～49歳）

・入浴設備がない(65歳以上）

じぎょう ないよう

しょうがいしゃ ほんにん こえ

じぎょうしょ そうげい かいぜん

ぷろぐらむ じゅうじつ

しせつせつび じゅうじつ

きぼうほんにん



事業内容 ⑴障害者・家族へのニーズ調査結果

障害者本人の声
(通所サービスを利用されているご本人の希望)

(通所)サービスを選んだ時に何を大事にしたか

・「送迎」をとても大事にした・大事にした人
生活介護の利用者 84.2％
就労支援のご利用者で32.4％

・「機能訓練」をとても大事にした・大事にした人
生活介護の利用者 82.1％
就労支援の利用者 40.4％

・「作業内容」をとても大事にした・大事にした人
生活介護の利用者 82.1％
就労支援の利用者 92.3％

じぎょう ないよう

しょうがいしゃ ほんにん こえ

きぼう

なに だいじ

そうげい だいじ

きのうくんれん だいじ

さぎょうないよう だいじ



事業内容 障害者・家族のニーズ調査結果

障害者を介護するご家族の声
（通所サービスを利用されている方のご家族の介護負担）

〇介助が大変

〇リハビリが必要
・「機能訓練をうけたい。（現状うけていない）」（40歳以上65歳以下の介護者、少し介護に支障がでて
きた健康状態）

・二人で共に入浴、本人を先に洗う（自分では洗い残し有）ので、私自身ゆっくり入
浴できない。（65歳以上74歳以下の介護者、少し介護に支障がでてきた健康状態）

・重い外出用車イスを押して移動しなければならない。（40歳以上65歳以下の介護者、あまり介
護に支障がない健康状態）

〇自身の健康・体力に不安
・「体力的に年々負担感が増してゆく感じです。当事者と介護者の体格がほぼ同じな
ので」（40歳以上65歳以下の介護者、少し介護に支障がでてきた健康状態）

じぎょう ないよう

しょうがいしゃ かいご かぞく こえ

かいごふたん

かいじょ たいへん

りはびり ひつよう

じしん けんこう たいりょく ふあん



事業内容 障害者・家族のニーズ調査結果

障害者を介護するご家族の声
（通所サービスを利用されていない方のご家族の介護負担）

〇自由記述から
・全般に介護はかなりの負担です。3か所の事業所からヘルパーさんをお願いしていま

すが、長続きせず、度々指導したりで、安心して任せられないのが現状です。親が亡く
なったら・・・不安ばかりです。

・親は自然に年を取ってしまうし、子供も大きくなり負担も大きくなってしまう。

・自閉症のためこだわり、トイレで大便の際尻をふかない。入浴を嫌がり着換えをしない。

・統合失調症にかかり20年以上経過し、現在は服薬により改善してきているが時として

症状が出る。このような時、両親とも高齢化しているので、体力的にも負担が少しずつ大
きくなってきている。

じぎょう ないよう

しょうがいしゃ かいご かぞく こえ

かいごふたん

じゆうきじゅつ

じへいしょう

とうごうしっちょうしょう



事業内容 ⑴障害者・家族へのニーズ調査結果

とても負担が

ある, 43, 

26%

少し負担が

ある, 64, 

39%

あまり負担

がない, 35, 
21%

まったく負担

がない, 23, 
14%

とても困っている, 

16, 11%

少し困っている, 

59, 40%
あまり困ってい

ない, 45, 30%

全く困っていない, 
29, 19%

通所サービスを利用していない時間において、

機能訓練についての困り具合入浴についての介護
負担感（家族）

じぎょう ないよう

にゅうよく かいご

ふたんかん (かぞく)

きのうくんれん こまり ぐあい



事業内容 ⑴障害者・家族へのニーズ調査結果

障害者本人＆ご家族の声

介護保険の認知度 よく知っている
5%

少し知っている
21%

ほとんど知らない

３２．５％

まったく知らない

４１．３％

しらない

しらない

障害者を介護されているご家族に「今後介護保険制度を利用してもらいたいか」を
尋ねたところ、「知らないので判断できない」が４３．３％

じぎょう ないよう

しょうがいしゃ ほんにん かぞく こえ

かいごほけん にんちど

こんご かいご ほけん せいど りよう

しらない はんだん



障害分野の課題

▶通所事業所数が少なく定員枠が足りてない状況…

・利用者の循環が少ない

・新しい利用者が入りにくい ※現在、待機している人もいる。

・生活介護事業所を新設するには、お金や人材、時間がかかる
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しょうがいぶんや かだい

つうしょじぎょうしょすう すくなく ていいんわく たりて じょうきょう

りようしゃ じゅんかん すくない

あたらしい りようしゃ はいり

せいかつかいご じぎょうしょ しんせつ おかね じんざい じかん



今回の提案の一つ 共生型サービス

22

「地域共生社会」の実現に向けて

地域の実情に応じて制度の縦割りを超えて柔軟に

必要な支援を確保することが容易になるよう事業・報酬

の体系を見直す政策が提案された。

平成30年度より介護保険制度及び障害福祉制度に

「共生型サービス」を創設
きょうせいがた さーびす そうせつ

こんかい ていあん ひとつ きょうせいがた さーびす

せいど たてわり こえて じゅうなん

しえん かくほ



期待できる効果

▶共生型（通所）サービスの指定事業所が増える

➡通所先等サービスの選択肢が増える
➡高齢者と障害者の交流がうまれる

➡65歳の介護保険への移行がスムーズになる
23

きたい こうか

きょうせいがた (つうしょ)                        さーびす していじぎょうしょ ふえる

つうしょさきとう さーびす せんたくし ふえる

こうれいしゃ しょうがいしゃ こうりゅう

65さい かいごほけん いこう すむーず



障害・高齢分野の課題

▶高齢者通所介護事業所（デイサービス）が多く
内容の整理がしきれていない

・デイサービスの数は多い（約150か所）が、事業所の
詳細や、特色などを比較できる資料が少なく ニーズに
適した事業所の情報提供がしづらい。
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しょうがい ・ こうれいぶんや かだい

こうれいしゃ つうしょ かいご じぎょうしょ (でいさーびす)                                                        おおく

ないよう せいり

でいさーびす かず おおい (やく 150 かしょ )                               じぎょうしょ

しょうさい とくしょく ひかく しりょう すくなく にーず

てきした じぎょうしょ じょうほうていきょう



事業内容

▶デイサービス事業所への
事業内容調査

区内事業所 約１5０か所 (2020年度中に実施予定)

6) 共生型サービス事業所を含めた
デイサービス情報を整理した資料を作成

のーまらいふ杉並にも情報をアップ
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今年度末の予定

じぎょう ないよう

こんねんど まつ よてい

でいさーびす じぎょうしょ

じぎょうないよう ちょうさ

きょうせいがた さーびす じぎょうしょ ふくめた

でいさーびす じょうほう せいり しりょう さくせい

すぎなみ じょうほう あっぷ



事業内容

▶フォーラムの開催

7) 高齢者や障害者が暮らしやすい杉並 となるため、
当事者・ケアマネジャーを含む支援者・行政職員等と
ともに地域共生社会について検討します (2021年度開催予定)
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来年度の予定

じぎょう ないよう

らいねんど よてい

ふぉーらむ かいさい

こうれいしゃ しょうがいしゃ くらし すぎなみ

ちいき きょうせい しゃかい けんとう



期待できる効果

▶介護保険制度についての最初の相談場所

地域包括支援センター (ケア24)
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2) 介護保険制度の理解が進む
かいごほけん せいど りかい すすむ

かいごほけん せいど さいしょ そうだん ばしょ

ちいき ほうかつ しえん せんたー (  けあ24 )

きたい こうか
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