
事業番号

①

②

③

①

②

③

令和４年度進行管理　戦略点検シート
◎基本政策 １　子どもたちに輝く未来をつなぐ

主要課題 No. 4 子どもの発達に寄り添った支援体制の整備

０ 昨年度の施策の方向性（昨年度の点検における「４ 今後どのように進めていくか」）

　総合相談室及び児童発達支援センターの利用を希望する児童の増加について、より効果的な取組について検討していくとともに、
子どもの発達段階に応じた、重症心身障害児や医療的ケア児等の受入れに対応できる事業所開設に係る支援を進めます。
　また、保育園においては、医療的ケア児を受入れしている現場の孤立感を防ぐために定期的な状況把握と課題の早期発見に努め、
事故を未然に防止するための対策を検討していきます。
　さらに、医療面や障害福祉サービス等に精通する関係機関も含めた会議体において地域課題の把握を行うほか、受入れ体制の情報
共有を図っていきます。

●４年後の目指す姿・計画期間の方向性●
主要課題の戦略シートで設定している「4年後の目指す姿」と「計画期間の方向性」を転記してい

ます。

４年後の
目指す姿

　子どもたちの成長に寄り添った支援体制や社会資源の整備が進められ、障害児等がそれぞれの
状況に応じた必要な支援を受け、地域で安心した生活を送っている。

計画期間
の方向性

〇子どもの成長段階に応じた支援の充実

　子どもの発達や成長等に関して気軽に相談できる場や、障害の早期発見・早期療育、子どもの成長段階に
応じた適切な支援の充実を図ります。

〇医療的ケア児の支援

　保健・医療・福祉・保育・教育等の各部署による連絡会を開催し、庁内組織横断的に情報共有を図り、医
療的ケア児の支援体制の整備に努めます。

事業名称 所管課 事業の持つ役割 事業費(千円)

事業費（令和３年度）　上段：実績　下段：当初予算

1　どのような事業で・何をしたか（実績）
戦略シートの課題の解決手段として紐づけた計画事業について、「何をしたか」「何がどうなったか」

を記しています。
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総合相談室 教育センター
発達や教育に関する悩みを持つ子どもやその保護
者に、適切な相談・支援を行う。

178,448千円

(188,516千円)

主な取組実績 単位 H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

発達相談（乳幼児）実施延べ回数 回 8,745 10,007 8,743 10,276

発達相談（学齢期）実施延べ回数 回 1,818 2,004 2,166 2,538

教育相談実施延べ回数 回 5,482 5,715 4,744 5,614

児童発達支援（そよかぜ）の利用者数 人 74 73 78 86

放課後等デイサービス（ほっこり）の利用者数 人

111,260千円

(142,734千円)

主な取組実績 単位 H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

124 124 136 149

障害児相談支援 人 250 265 267 298

22

児童発達支援センターの運営 教育センター
発達や行動に関する支援が必要な子どもに、自活
に必要な知識・技能の付与又は集団生活への適応
のための訓練を行う。
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　支援体制構築に必要な視点や取組の方向性を検討するため、学識経験者に意見を伺い、医療的ケア児の現
状と課題をテーマとした職員向け講演会を２回開催しました。
　また、組織横断的な検討に向け、学識経験者も交えた庁内検討会を行うとともに、学識経験者、医療関係
者、障害福祉サービス事業所、行政機関等の関係者による会議体の設置について規定を整備しました。

R3(2021)

　令和２年度に設置を規定した文京区医療的ケア児支援連絡会を２回開催しました。３年９月の第１回連絡
会では、主に区の各部署における取組状況と課題を取り上げ、４年３月の第２回連絡会では、主に医療的ケ
ア児に関する調査の実施等について検討を行いました。

医療的ケア児支援体制の構築 障害福祉課

【保育園での受入れ】
　区立保育園では１人の医療的ケア児の保育を行うとともに私立保育園で２人の医療的ケア児を受入れまし
た。また、「文京区保育所における医療的ケア児のハンドブック」を作成しました。
【幼稚園・学校での受入れ】
　医療的ケア児ケース検討会議を開催し、令和４年度に区立小学校に入学する予定の医療的ケア児の現状把
握を行うとともに、今後の区立学校における医療的ケアの実施体制について検討しました。また、「文京区
立学校・園における医療的ケア実施方針（案）」を作成しました。
【文京総合福祉センターでの受入れ】
　未就学児の日中活動の場を開始し、２人の医療的ケア児の受入れを行いました。また、事業の利用にあた
り公共交通機関での送迎が困難な医療的ケア児の送迎タクシー費用の一部の助成制度の構築に向けて検討を
行いました。
【文京区児童発達支援センター】
　児童発達支援（そよかぜ）において、医療的ケアを必要とする児童が、個々に応じた療育を安全に受けら
れるよう、体制を整えています。

R3(2021)

【保育園での受入れ】
　令和３年度は新規申込みがなく、３人継続しました。また、年度途中に１人退園、年度末に１人卒園とな
りました。
【幼稚園・学校での受入れ】
　医療的ケア児の４年度の区立小学校新入学に向けて、看護師の配置準備を行うなど、支援体制の整備を図
りました。また、入学予定児童の受入れに当たって必要な手続き等の規定を定めました。
【育成室での受入れ】
　医療的ケア児が安全・安心に保育を受けられるよう、看護師等の派遣による人員配置について検討し、入
室予定児童の聞き取り、受入体制の整備を行いました。
【文京総合福祉センターでの受入れ】
　未就学児の日中活動の場として２人の受入れを行いました。送迎タクシー費用の助成を開始し、１人の利
用がありました。
【文京区児童発達支援センター】
　児童発達支援（そよかぜ）において医療的ケア児の受入れの体制を整えており、新たに放課後等デイサー
ビス（ほっこり）での受入れ準備を開始しました。
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各施設での医療的ケア児の受入
れ

障害福祉課
医療的ケアが必要な子どもとその家族が安
心して生活できる環境を整える。

73,591千円

(93,720千円)

主な取組実績

R1(2019)

　庁内検討会を通じ、各施設の現状や個別の支援ニーズ等について、関係部署間で情報共有を行いました。
【保育園での受入れ】
　区立保育園では２人の医療的ケア児の保育を行うとともに、私立認可保育所での受入れに向け、事業者と
の調整を進めました。
【幼稚園・学校での受入れ】
　区立学校における医療的ケア判定会議要綱（案）及び文京区立学校における医療的ケア取扱要領（案）を
検討するとともに、医療的ケア児が就学した際に必要な介助員（看護師免許取得者）の予算を確保しまし
た。(幼・小・中各１人）
【文京総合福祉センターでの受入れ】
　地域活動支援センター機能の拡充による日中活動の場について、検討・調整を行いました。
【文京区児童発達支援センター】
　児童発達支援（そよかぜ）において、医療的ケアを必要とする児童が、個々に応じた療育を安全に受けら
れるよう、人員及び設備面の体制を整備しました。

R2(2020)

(348千円)

主な取組実績

R1(2019) 　学識経験者・行政機関等の関係者による会議体の設置に向け、検討を進めました。

R2(2020)

医療的ケアが必要な子どもの、ライフス
テージに応じた支援体制を構築する。

206千円



0千円

(12,000千円)

主な取組実績

R2(2020)
　主に重症心身障害児又は医療的ケア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
整備を促進するため、新設する補助制度の規定を整備し、令和３年度から開始します。

R3(2021)

有 主要課題に関連する法改正があった（今後、法改正がある）

有 主要課題に影響を及ぼす変化等があった（今後、変化等の可能性がある）

　令和３年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、法の基本理念に則った医療的
ケア児及びその家族に対する支援が地方公共団体の責務であることが明記されました。また、同法において、医療的ケ
ア児の受入れに当たる、保育所、放課後児童健全育成事業、学校の設置者等の責務も定められました。
　都の「障害者・障害児地域生活支援プラン（令和３年度から５年度）」において、「障害児支援（主に重症心身障害
児を支援する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所）」の目標値が追加されました。

２　社会ではどのような動きがあったか

　　（社会環境等の変化）

人口の増減や、国や都の動きなど、主要課題の背景に関して「何があったか」「今後予想される」

等の社会の変化を捉えています。

チェック チェック項目

　令和３年度から開始予定だった、主に重症心身障害児又は医療的ケア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整備費等補助制度については、対象を全ての障害児通所施設とすることと
あわせ、４年度から開始します。

●特記事項（実績の補足）

84

障害者施設整備促進事業 障害福祉課 障害者施設の整備を促進する。



〇子どもの成長段階に応じた支援の充実

３　成果や課題は何か（点検・分析）
1と２に基づき、計画期間の方向性ごとに「課題解決にどのような成果があったか」「成果が出ない要因は

何か」「新たな課題が生じてないか」などを点検・分析します。

　医療的ケア児支援連絡会の発足により、支援体制の強化が図られました。連絡会においては、課題や受入れに当たっ
ての方針等を共有しました。今後も連絡会等を活用し、医療や障害福祉サービス等に精通した関係機関との連携を強化
する必要があります。また、受入れに当たって、区内在住の医療的ケア児及び家族の困り事やニーズを具体的に把握し
ていく必要があることから、ニーズ調査を実施しています。
　保育園での受入れに当たっては、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を踏まえ、今後、支援内
容について見直しを図り、安全対策等の体制を整備する必要があります。また、育成室での受入れに当たり、今後も対
象児童の具体的な状況等の聞き取りや把握を行い、受入れに当たっての手順を整理し、体制整備を図る必要がありま
す。
　児童発達支援センターでは、放課後等デイサービス（ほっこり）での受入れに向け準備を行っています。職員の育成
が重要であることから、計画的に職員研修を実施し、安全に受け入れられる体制を引き続き整えていきます。

●障害児通所サービス等の利用者数（実人数）の推移 ●総合相談室における相談・支援の延べ回数

４　今後どのように進めていくか（展開）
３を踏まえ、「何の対応が必要か」「何をどのようにしていくか」など、次年度以降の戦略としての進

め方を記しています。

　令和４年度から、障害児通所施設の整備費等補助制度を開始しました。重症心身障害児や医療的ケア児等が支援を受
けられる事業所が必要なことから、本補助制度を周知し、民間事業者による施設整備を促進していく必要があります。
　放課後等デイサービス（ほっこり）においては、利用希望者の増加に伴い、クラスを増設して、４年度からの受入人
数枠の拡大を図りました。総合相談室及び児童発達支援センターでは、障害児等の早期発見・早期療育を実施していま
すが、相談件数の増加傾向及び相談内容の多様化へのきめ細かい対応が、引き続き求められます。

〇医療的ケア児の支援

５　次年度、事業をどうするか（事業の見直し）
４を踏まえ、主要課題に紐づけられている個々の計画事業の次年度の検討の方向性を「継続」

「レベルアップ」「見直し・縮小」「事業終了」「計画変更」で記します。

事業番号 計画事業名 所管課 次年度の方向性

　子どもの成長段階に応じた支援の充実に向けて、引き続き、重症心身障害児や医療的ケア児等、子どもの発達段階に
応じた支援に対応できる事業所の整備を促進します。また、総合相談室及び児童発達支援センターの利用者や利用希望
者の増加と相談内容の多様化に対して、関係機関との連携の強化や職員の育成に向けた、より効果的な取組を検討して
いきます。
　医療的ケア児の支援については、医療や障害福祉サービス等に精通した関係機関との連携を強化し、地域における具
体的な課題を把握するとともに、令和４年度に実施しているニーズ調査の結果も踏まえ、課題解決に向けた取組を検討
します。また、各施設での受入れに当たっては、具体的なニーズを把握した上で、体制整備を図っていきます。

23 各施設での医療的ケア児の受入れ 障害福祉課 継続

24 医療的ケア児支援体制の構築 障害福祉課 継続

21 総合相談室 教育センター 継続

22 児童発達支援センターの運営 教育センター 継続

84 障害者施設整備促進事業 障害福祉課 継続
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