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平成２６年１１月７日（速報値） 

第４期東村山市障害福祉計画策定のためのヒアリング調査実施結果 

１ 調査の趣旨 

東村山市第３期障害福祉計画が平成２６年度までとなっており、次期計画の策定を行うにあたって、

市内の事業所で実施されている事業の実施状況や事業展開の意向、現場のニーズ等について把握し、基

礎資料として活用するため、東村山市において障害者福祉サービスを提供している事業所へ記名調査を

実施した。 

 

２ 調査実施概要 

（１）調査対象 

東村山市内において障害福祉サービスを提供する事業所 

 

（２）調査方法 

事業所を運営している法人へ E メールによる配布・回収 

 

（３）調査・ヒアリング実施期間 

平成２６年１０月１５日～１０月３１日 

 

（４）調査の基準月 

平成２６年９月（調査実施月の直近１カ月）の事業実施状況 

 

（５）調査事業所数 

１３４事業所（３９法人） 

 

（６）回収結果 

１３４事業所中、１１７事業所から回答を得た。 
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３ 市内における指定障害福祉サービス事業所数 

Ａ 訪問系サービス 

ア、 居宅介護：２２事業所 

イ、 重度訪問介護：２２事業所 

ウ、 同行援護：４事業所 

エ、 行動援護：２事業所 

オ、 重度障害者等包括支援：なし 

 

Ｂ 日中活動系サービス 

ア、 生活介護：７事業所 

イ-1、自立訓練（生活訓練）：なし 

イ-2、自立訓練（機能訓練）：なし 

ウ、 就労移行支援：３事業所 

エ、 就労継続支援 A型：１事業所 

オ、 就労継続支援 B型：２０事業所 

カ、 療養介護：１事業所 

キ、 短期入所：６事業所 

ク、 都認定短期入所：２事業所 

 

Ｃ 居住系サービス 

ア、 共同生活援助（GH）：１５事業所 

イ、 施設入所支援：２事業所 

 

Ｄ 相談支援 

ア、 計画相談支援：７事業所 

イ、 地域移行支援：２事業所 

ウ、 地域定着支援：２事業所 

 

Ｅ 障害児通所支援・障害児相談支援 

ア、 児童発達支援：４事業所 

イ、 放課後等デイサービス：３事業所 

ウ、 障害児相談支援：２事業所 

 

その他 

 上記以外の事業を実施する事業所（地域生活支援事業等）：７事業所 
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４ 調査結果 

Ａ 訪問系サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度訪問介護） 

（１）事業所数 

回答回収事業所：５０事業所中、３６事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：30 事業所、知的：21 事業所、精神：16 事業所、障害児：11 事業所、 

重症心身障害（児）者：19 事業所、難病：22 事業所、介護保険要介護・要支援者：15 事業所、 

その他：18 事業所、回答無：４事業所 

（３）平成２６年９月の実利用人数 

合計 268 人（内、東村山の利用者：238 人） 

回答無：1 事業所 

（４）平成２６年９月の延べ利用時間 

合計 7,498 時間（内、東村山の利用者 5,654 時間） 

（５）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：17 事業所、減っている：2 事業所、変わらない：10 事業所、回答無し：7 事業所 

（６）ニーズへの対策 

対策を考えていると回答した事業所の意見 

・訪問介護の導入や痰の吸引（特定の者対象）への資格取得への参加。福祉用具の導入。リハビリ

（PT.OT.ST)の導入。 

・介護職員の確保のための求人活動 

・訪問介護員増員。 

（７）事業に関する意見 

※事業所名称等が特定される可能性のある部分は一部修正しています。 

・居宅介護については、精神障害が増えている。 

・重度訪問介護は、たん吸引、胃ろう等の受講するための時間と場所が遠方であることと、ヘルパーへ

のリスクがたかすぎる。 

・利用者本人が直接サービス事業所の調整をするため、複数の事業所が関わっているケースでは、他事

業所との連携が取りにくく、情報の共有もなかなか出来ないことがある。情報や事業所を取りまとめる

機関の必要性を感じる。 
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Ｂ 日中活動系サービス 

ア、 生活介護 

（１）事業所数 

回答回収事業所：７事業所中、７事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：1 事業所、知的：4 事業所、精神：なし、重症心身障害者：3 事業所、難病：なし、 

介護保険要介護・要支援者：なし、回答無：1 事業所 

（３）定員数 

合計 236 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 230 人（内、東村山の利用者：94 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 4,426 日（内、東村山の利用者 1,743 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：6 事業所、減っている：なし、変わらない：1 事業所 

（７）ニーズへの対策 

定員を増やして対応したいと回答した事業所：６事業所 

 

イ-1、自立訓練（生活訓練） 

該当事業所なし 

 

イ-2、自立訓練（機能訓練） 

該当事業所なし 

 

ウ、就労移行支援 

（１）事業所数 

回答回収事業所：３事業所中、３事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：3 事業所、知的：3 事業所、精神：3 事業所、重症心身障害者：1 事業所、難病：2 事業所、 

介護保険要介護・要支援者：なし、その他：3 事業所 

（３）定員数 

合計 33 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 29 人（内、東村山の利用者：11 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 489 日（内、東村山の利用者 179 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：なし、減っている：1 事業所、変わらない：1 事業所、回答無し：1 事業所 
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（７）ニーズへの対策 

定員を減らして対応したいと回答した事業所：1事業所 

 

エ、 就労継続支援 A型 

（１）事業所数 

回答回収事業所：１事業所中、１事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：1 事業所、知的：1 事業所、精神：1 事業所、重症心身障害者：なし、難病：1 事業所、 

介護保険要介護・要支援者：なし、その他：1 事業所 

（３）定員数 

合計 15 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 10 人（内、東村山の利用者：4 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 199 日（内、東村山の利用者 82 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：なし、減っている：なし、変わらない：1 事業所 

 

オ、 就労継続支援 B型 

（１）事業所数 

回答回収事業所：２０事業所中、１７事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：7 事業所、知的：11 事業所、精神：11 事業所、重症心身障害者：1 事業所、難病：2 事業所 

介護保険要介護・要支援者：2、その他：5 事業所、回答無し：4 事業所 

（３）定員数 

合計 565 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 608 人（内、東村山の利用者：388 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 10,285 日（内、東村山の利用者 6,562 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：8 事業所、減っている：1 事業所、変わらない：3 事業所、回答無し：5 事業所 

（７）ニーズへの対策 

定員を増やして対応したいと回答した事業所：３事業所 

多機能化で対応したいと回答した事業所：１事業所 

（８）事業に関する意見 

※事業所名称等が特定される可能性のある部分は一部修正しています。 

・特別支援学校卒業後の受け入れ等のため、ニーズは増えています。 
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・他の事業所との横のつながりをもって意見交換等できる機会があればと思います（B 型同士） 

・施設で３障害関係なく受け入れることは、現状では難しいとは思いますが、各施設の職員がほかの障

害の理解ができるようになると良いと考えていますが、具体的には？です。  

・新規利用に関する条件に６５歳制限があるが、必要に応じた配慮をお願いしたい。 

・特別支援学校の学生受入れ（仮受給者証発行による利用）により、定員超過及び人員配置等の問題が

生じてくる可能性がある。この問題の解決に向けた働きかけをお願いしたい。（都や国等に対し） 

・優先調達に関する窓口の設置や情報を発信してほしい（こちら側の問題もあるが） 

・新法に移行して３障害の格差が無くなった事は、大変喜ばしく思っております。東京都の推し進める

工賃アップ偏重主義は、Ｂ型施設に於いては厳しい所があります。 

・主としてアルコール依存症者の回復施設を運営しています。「断酒を決意したての人」が断酒継続の習

慣をつけるためには、直ちに対処することが大切であり、それなりの環境と時間が必要です。「65 歳」と

いう年齢の問題ではなく、対処する時期が問題なので「65 歳以上は介護保険が優先」の規定に捉われず

「健康回復」を優先にした取扱いを特別にご配慮願います。 

 

カ、 療養介護 

（１）事業所数 

回答回収事業所：１事業所中、１事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：なし、知的：なし、精神：なし、重症心身障害者：1 事業所、難病：なし、 

介護保険要介護・要支援者：なし、その他：なし 

（３）定員数 

合計 174 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 174 人（内、東村山の利用者：131 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 5,224 日（内、東村山の利用者 3,913 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：なし、減っている：なし、変わらない：なし、回答無し：1 事業所 

 

キ、 短期入所 

（１）事業所数 

回答回収事業所：６事業所中、６事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：なし、知的：4 事業所、精神：1 事業所、障害児：2 事業所、重症心身障害者：3 事業所 

難病：1 事業所、介護保険要介護・要支援者：なし、その他：なし 

（３）定員数 

合計 23 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 
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合計 90 人（内、東村山の利用者：31 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 376 日（内、東村山の利用者 89 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：5 事業所、減っている：なし、変わらない：なし、回答無し：1 事業所 

（７）ニーズへの対策 

定員を増やして対応したいと回答した事業所：２事業所 

多機能化で対応したいと回答した事業所：１事業所 

（８）事業に関する意見 

※事業所名称等が特定される可能性のある部分は一部修正しています。 

・家族からの距離を取ったり、病状の悪化を鎮める為にショートステイはとても有効です。モデル事業

として継続している事業所への支援と、本格実施に向けた取り組みをお願いいたします。 

 

ク、 都認定短期入所 

（１）事業所数 

回答回収事業所：2 事業所中、2 事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：1 事業所、知的：2 事業所、精神：なし、障害児：2 事業所、重症心身障害者：1 事業所 

難病：なし、介護保険要介護・要支援者：1 事業所 

その他：1 事業所 

（３）平成２６年９月の実利用人数 

合計 11 人 

（４）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 34 日 

（５）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：なし、減っている：なし、変わらない：1 事業所、回答無し：1 事業所 
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Ｃ 居住系サービス 

ア、共同生活援助（GH） 

（１）事業所数 

回答回収事業所：１５事業所中、１５事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：なし、知的：12 事業所、精神：4 事業所、重症心身障害者：なし、難病：なし 

介護保険要介護・要支援者：2 事業所、その他：なし 

（３）定員数 

合計 78 名 

（４）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：8 事業所、減っている：なし、変わらない：3 事業所、回答無し：4 事業所 

（５）ニーズへの対策 

定員を増やして対応したいと回答した事業所：４事業所 

（６）事業に関する意見 

・地域での自立を目指し、利用の問い合わせが増えています。 

・施設入所支援を市内で有効に活用するために、グループホームを利用した市民と入所利用者の循環を

提案したい。そのためには市民ニーズの調査と地域移行促進を図り、加えて市内の GH の枠を増やして

いく必要性を感じる。 

・法改正もあり、精神科病院からの地域移行が進み、グループホーム利用の需要が増えている。入居定

員を 1名増やせるとありがたい。 

・親亡き後の障害者が、ずっと生活している東村山市で暮せる事が望ましいと考えていますので、グル

プホーム等を今後増やして行く事を検討していただけると助かりますので、よろしくお願いします。 

・第 3 期東京都障害福祉計画(平成 24～26 年度)では、「通所施設やグループホーム等、4,810 人分の基盤

整備を促進します。」としています。市内既存の精神障害者グループホームも、常に空きはない状態です。

専門職による手厚いケアの出来るグループホームの設置と、引き続きの基盤整備等、よろしくお願いい

たします。 

・地域での安心した生活を送るため、東村山市内に多様な個別ニーズに対応した、ＧＨの増設が急務だ

と考えている。ＧＨの中でも、日中活動と同じように自らが、選択出来るように充実させて頂きたい。

利用者の高年齢化に伴い、個々人に合ったワークライフバランスに対応できる施設の設立や、夜間の活

動支援のために柔軟な運営費を創設して頂きたい。親亡き後の利用者の処遇についても、安心して明る

い豊かな生活を送るためにも、ライフステージにあった支援体制の充実を図っていく必要があると考え

ている。 

 

イ、 施設入所支援 

（１）事業所数 

回答回収事業所：２事業所中、２事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：なし、知的：2 事業所、精神：なし、障害児：1 事業所、重症心身障害者：なし、難病：なし 
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介護保険要介護・要支援者：なし、その他：なし 

（３）定員数 

合計 256 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 190 人（内、東村山の利用者：17 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 5,429 日（内、東村山の利用者 465 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：2 事業所、減っている：なし、変わらない：なし 

（７）ニーズへの対策 

定員を増やして対応したいと回答した事業所：１事業所 
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Ｄ 相談支援 

ア、 計画相談支援 

（１）事業所数 

回答回収事業所：７事業所中、７事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：3 事業所、知的：5 事業所、精神：6 事業所、重症心身障害者：3 事業所、難病：2 事業所 

その他：2 事業所 

（３）平成２６年９月の契約者数 

合計 278 人（内、東村山：237 人） 

（４）平成２６年９月の計画作成者数 

合計 65 人（内、東村山 54 人） 

（５）事業に関する意見 

※事業所名称等が特定される可能性のある部分は一部修正しています。 

・障害を持つ当事者と家族等が周りの目を気にしないで相談できる「計画相談支援事業所」が円滑に機

能できる体制整備を期待したい。 

・相談支援事業を開始した。受け入れ準備が整い、地域で相談支援を必要とする障害者を紹介してもら

うことで、市の社会福祉に貢献したい。 

 

イ、 地域移行支援 

（１）事業所数 

回答回収事業所：２事業所中、２事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：1 事業所、知的：1 事業所、精神：2 事業所、重症心身障害者：1 事業所、難病：1 事業所 

介護保険要介護・要支援者：1 事業所、その他：なし 

（３）平成２６年９月の実利用人数 

なし 

 

ウ、 地域定着支援 

（１）事業所数 

回答回収事業所：２事業所中、２事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：1 事業所、知的：1 事業所、精神：2 事業所、重症心身障害者：1 事業所、難病：1 事業所 

介護保険要介護・要支援者：1 事業所、その他：なし 

（３）平成２６年９月の実利用人数 

なし 

  



11 

 

Ｄ 障害児通所支援、障害児相談支援 

ア、 児童発達支援 

（１）事業所数 

回答回収事業所：４事業所中、４事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：2 事業所、知的：2 事業所、精神：1 事業所、発達障害：1 事業所、重症心身障害児：2 事業所 

難病：1 事業所、その他：1 事業所、回答無し：1 事業所 

（３）定員数 

合計 25 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 48 人（内、東村山の利用者：40 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 450 日（内、東村山の利用者 392 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：2 事業所、減っている：なし、変わらない：2 事業所 

 

イ、 放課後等デイサービス 

（１）事業所数 

回答回収事業所：３事業所中、３事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 

身体：2 事業所、知的：3 事業所、精神：1 事業所、発達障害：2 事業所、重症心身障害児：2 事業所 

難病：1 事業所、その他：2 事業所 

（３）定員数 

合計 35 名 

（４）平成２６年９月の実利用人数 

合計 74 人（内、東村山の利用者：66 人） 

（５）平成２６年９月の延べ利用日数 

合計 747 日（内、東村山の利用者 682 日） 

（６）利用者ニーズの増減傾向 

増えている：2 事業所、減っている：なし、変わらない：1 事業所 

（７）ニーズへの対応 

定員を増やして対応したいと回答した事業所：1 事業所 

多機能化で対応したいと回答した事業所：1 事業所 

 

ウ、 障害児相談支援 

（１）事業所数 

回答回収事業所：２事業所中、２事業所 

（２）主な利用者（重複回答有り） 



12 

 

身体：なし、知的：1 事業所、精神：1 事業所、発達障害：1 事業所、重症心身障害者：なし 

難病：1 事業所、その他：1 事業所 

（３）平成２６年９月の契約者数 

合計 13 人（内、東村山：13 人） 

（４）平成２６年９月の計画作成者数 

合計 2 人（内、東村山 2 人） 
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５ 障害福祉サービス等に関するその他の自由記述で得られた意見・要望等 

※事業所名称等が特定される可能性のある部分は一部修正しています。 

１）利用者のニーズの把握が適切でないケースがみられる。（個々の利用者の状態に応じたサービスの質

にバラツキがある。） 

２）利用者側からばかりでなく、事業所からの情報も加味して判断してほしい。                                    

３）ニーズは増えている一方、福祉サービスを受けられる事業所が不足している。 

４）ニーズに応えようと努力しているが、短期入所事業や移動支援事業の給付が尐なく、経営が厳しい。 

５）ヘルパーやスタッフが低い賃金となっており、求人募集しても人が集まらない。紹介でスタッフを

集めている。ニーズ増に対して、新規の事業は資金面運営面で負担が非常に大きいが、増やして行かな

ければならない。利用者がサービスを選べるような状態にする必要がある。そのためにも、自治体の資

金面、人材育成、情報提供面でのサポートが必要である。 

６）居宅介護について、精神障害の方は、なんでもやってもらうことが当たり前のようになっている。 

７）事業所移転を計画検討しましたが、建築条件諸々により不可能となりました。他近隣の事業所から

も同じような問題を抱えているとの意見もあります。このように建築条件の高いハードルを考えると、

現存の諸施設の移転改築は難しく思います。施設の拡充の問題を市の障害福祉施策の一環としてぜひ取

り入れていただきたく思います。 

８）医療に関するもの アウトリーチ体制の整備の早期実現 具体的には、精神科病院と地域の診療所

が連携し多職種チームによる訪問支援体制を構築できるようにし、多摩総合精神保健福祉センター、多

摩小平保健所の事業だけではどうしても人材的に手薄な部分、未治療者や治療困難者、退院後の医療へ

繋げる為の対応の確保等の対策を講じて下さい。 

９）訪問診療・訪問看護の充実 病気の症状などから通院が困難であったり、病識がなく治療を拒否す

る精神障害者に対しての、往診や訪問治療の充実をお願いいたします。 

10）精神科救急医療体制の整備 精神科の救急医療体制は他の疾患と比較しても、早急に整備が必要で

す。24 時間 365 日対応出来るシステム作りをお願いします。一般救急と同様に身近な地域で症状に応じ

た適切な治療が受けられることが望ましく、特に、かかりつけの診療機関での救急診療が出来ればこれ

ほど安心なことはありません。東村山市は、都内区市町村の中でも比較的医療機関の規模、数に恵まれ

た地域だと認識します。各医療機関の地域連携・協力を促すことなどからぜひともお願いいたします。

特に、夜間、休日の診療体制の整備の早期実現をお願いします。 

11）相談窓口の充実 各支援センターや市役所関係所管の尽力により、昼間の相談窓口はある程度整備

されておりますが、夜間、休日の相談先となると「ひまわり」「いのちの電話」等があれど殆どつながら

ない状況で、機能を果たしているとはいえません。障害当事者、家族の立場に必要な相談窓口の充実を

是非、お願いいたします。 

12）診断書費用の助成 精神障害による各種申請手続きの必要書類に添付する診断書費用の助成をして

ください。特に、生活保護受給には至らないが、母子で高齢・障害年金のみで暮らす低所得世帯等には

大きな負担になります。 

13）既存の通所事業所が建物の老朽化や利用人数増につき、移転計画を立ち上げた際、あるいは新規障

害福祉サービス事業を立ち上げる際の要件について、何でも東京都の指導を仰ぐ型どおりなものではな

く、東村山市の地域特性を存分に生かしたものとして、市の裁量で行える事業要件部分への柔軟な対応
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をお願いします。 

14）民間賃貸住宅を借りるときに必須条件になるのが、保証人です。しかし、多くの単身障害者の場合、

保証人を立てられず入居が困難な場合が多々あります。是非とも、公的保証人制度の実施を、若しくは

やむなく民間保証会社を利用する際の保証料の補助をしていただけますようお願いいたします。 

15）公営住宅への入居の拡大 社会的入院者の退院促進等に伴い、今後ニーズが増加してきます。単身、

家族同居を含め整備戸数を増やしてください。単身障害者の優遇入居枠を設けてください。建替えの公

営住宅には、障害者向け住宅や福祉施設等と一体となった住宅の整備をしてください。 

16）自立支援協議会への支援をお願いいたします。東村山市ではようやくこれから稼働を始めるところ

ではありますが、何卒、看板だけの会議となってしまわないように、縦割りの分科会によって既存の社

会資源ネットワークが分断されてしまわないように、柔軟なコーディネートをよろしくお願いいたしま

す。地域での取り組みの事例提供や交流会開催等の支援をお願いいたします。 

17）市報や行政窓口等を利用し、障害者福祉、精神保健福祉に関する広報を積極的に行ってください。

昨年の市報での、通所事業所紹介記事のような良質な試みを継続してください。東村山市は、規模は小

さくとも有効有益な社会資源のたくさん存在する地域だと認識をしています。必要な人に必要な情報が

きちんと届けられるように、啓発活動と地域の掘り起し、活性化に必要な支援をよろしくお願いいたし

ます。 

18）2013 年に企業での精神障害者の雇用が義務付けられましたが、完全実施は 10 年後です。一日も早

い実施を東京都と国に求めてください。 

19）東村山市内には大きな企業が尐なく、障害者雇用への具体的な働きかけも他地域に比べ困難なとこ

ろはあるかも知れませんが、中小企業での成功例の紹介や、地域商工会への働きかけ等、し得ることは

あると考えます。また、公的機関での精神障害者雇用も積極的に進めていただけますようお願いいたし

ます。 

20）一般就労、福祉就労とは異なる新たな働く場・コミュニティカフェのような「社会的事業所」のモ

デル事業を実施して下さい。 

家族会のような自助グループは、半公半私的活動です。当事者の発病後すぐの家族は何をしたらよいか

わからないまま当事者と対応します。そのような際に大きな役割を果たすのは家族同士、当事者同士の

相談活動や交流活動です。当事者は、医療機関や通所事業所につながれば同じ立場の人と出会い、学ん

でゆくことも出来ますが、障害者家族の為の専門デイサービスなどは未だありません。公的サービスに

は拾えない方々の支援活動への理解と、支援を柔軟な対応で今後とも何卒お願いいたします。 

21）当事業所のサービス提供、運営において直面している問題は当施設の狭小さにすべて起因していま

す。通所する利用者に対して不自由な思いをさせ、更に利用者を増やすことにおいても将来にわたって

解決しなければならない問題だと思っています。利用者にとって快適な環境を提供する設備開拓を施策

において検討して頂ければと願います。 

22）特定支援事業所の役割についての明確化、動向。 

23）制度についての相談窓口の明確化。 


