
■調布市福祉のまちづくり推進計画 パブリック・コメント ご意見と市の考え方 

No 該当ページ等 意 見 市の考え方 

1 2ページ 

 年の表記に西暦を追加すること 

 年の表示は、例えば平成６年（1994）というように西暦を追加すること。年を元号

表示（平成Ｘ年）するだけでは、外国人は理解するのが容易でない。また、国際化が

進み多くの日本企業でも西暦のみが使用されていて、日本人でも元号表示だけでは理

解しにくい。道路の段差解消だけがバリアフリーではない。 

御指摘のとおり，修正いたします。 

（ページの都合上，今回は第１章の本文に

追加しています） 

2 3ページ 

 国や東京都等の福祉のまちづくりに関する動向 

 図の中の矢印（社会情勢―＞国―＞都―＞調布市）のうち、「都―＞調布市」の矢印

の意味するところを、両者の関係において説明すること。バリアフリー法（平成十八

年）第５条「地方公共団体の責務」においては、都と市は同等の関係にみえる。 

御指摘のとおり，バリアフリー法第５条に

おいては地方公共団体の責務として対等な

関係にあります。矢印は，時系列として表

現していましたが，わかりにくいので矢印

は，削除しました。 

3 4ページ 

 第３節 計画の位置づけ 

 「「福祉のまちづくり」の視点」とは、２～３ページに記載されたことと理解できる

が、以下に述べることとの関係において、どういうものか説明されたい。 

 「調布市における福祉のまちづくり推進にかかわる福祉，教育，住宅，建設，交通，

安全・安心等のあらゆる分野の施策を盛り込んだ計画とします。」とあるが、「第４章 

施策の展開」において、その範囲を大きく超える事業が「恣意的に」記載されている。

それらよりも優先度や重要度が高いものがあるにもかかわらず、全く無関係でないか

らといって、バリアフリーなどに関係する部分が尐ないいくつかの事業だけを恣意的

に記載することは理解できない。節度をもって、この計画で主体的に取り組む事業と、

そうでない事業を区別することが、無駄な業務を排除するために必要である。例えば、

「スーパー堤防（高規格堤防）整備事業の促進」など理解不能である。 

掲載している事業は，福祉のまちづくりに

関連する施策体系の範囲内であると認識し

ていますが，福祉のまちづくりと各事業の

関連性を再度見直しながら精査する必要が

あるため，掲載事業についての見直しをい

たします。 

4 ４ページほか 

 「調布市バリアフリー推進協議会」などと議論の場の共有が必要だったのでは？ 

 ４ページの第３節『計画の位置づけ』には、「福祉、教育、住宅、交通、安全、・安

心等のあらゆる分野の施策を盛り込んだ計画とします」「福祉のまちづくりを推進する

うえで必要な関連施策や他の計画との整合性を図っていきます」とある。また、18ペ

ージでは「調布市交通バリアフリー基本構想」策定にあたっての市民部会で行った「ま

ちあるきワークショップ」の結果として調布市周辺の公共施設に対する意見が取り上

御指摘のとおり，福祉のまちづくりの分野

は多岐にわたるため，分野を超えた横断的

な連携が不可欠です。当計画の策定におい

ては，庁内１３部署で構成された福祉のま

ちづくり連絡会という横断的な会議体によ

り協議を重ねたことに加え，関係団体のヒ
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げられているし、21ページの基本理念でも「みんなの“からだ”と“こころ”にやさ

しい」という調布市バリアフリー基本構想での基本理念が踏襲されているが、「調布市

バリアフリー基本構想」を策定するために昨年から行われている「調布市バリアフリ

ー推進協議会」の場では、今回の「福祉のまちづくり推進計画」の内容について全く

議論されていない。 

 福祉のまちづくりを進めていくうえでは、それぞれの担当部署を超えた横断的な議

論の場や取り組みが大切である。また、調布市内の交通や建築物、道路などのバリア

フリーについて事業計画を定める「調布市バリアフリー基本構想」と福祉のまちづく

りとは密接に関係してくるものと思う。そのため今回の計画についても、策定の過程

で「調布市バリアフリー推進協議会」など、関係する委員会・協議会などとの間で情

報や議論の場の共有が必要だったのではないかと思うが、どのようにお考えだろう

か？ 

アリング等も行い，横断的な意見集約に努

めました。 

5 ６ページほか 

 実効性のある計画に！ 

 全体として今までの市の福祉のまちづくりに関係する事業や施策を整理しただけと

いう印象を受ける。６ページの第５節で「計画の推進体制」について述べられている

が、具体的にはどのような形で福祉のまちづくりを進めていくのかということが明確

になっていない。本当に実効性のある計画になるのだろうか？ 

 この計画が、本当に調布市のユニバーサルデザインをもとにした「福祉のまちづく

り」につながっていくように、もう尐し具体的にどのように計画を実のあるものにし

ていくのか教えてほしい？ 

各事業の６年後目標を掲載し，当計画の理

念・目標の下，将来像が見えるようにし，

実効性を担保します。 

6 7,8ページ 

 「第２章 福祉のまちづくりの現状」の「第１節 人口の状況」、「第２節 要援護

者の状況」は報告書でなく推進計画であるのだから、過年度の数字だけを記載するの

でなく、計画期間（Ｈ24-29）の予測数字を記載すること。計画の前提となる基礎数字

なしにまともな事業はできない。 

御指摘のとおり，人口推計を掲載します。 

7 7～21ページ 

 「第２章 福祉のまちづくりの現状」 

 福祉のまちづくりの現状について、全くといってよいほど何も書かれていない。調

布市の考え方や以降の事業の計画の開始時点である現状の位置・到達点を具体的に各

項目ごとに記載すること。それなしに、以降の事業も適切に立案、実施、評価できな

い。 

福祉のまちづくりの現状については，各グ

ラフや，各意見に現れていると認識してお

ります。 

各事業の現状・将来像については，掲載い

たします。 
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8 ９～20ページ 

 計画の策定にあたって市民参加は？ 

 今回の計画（素案）はだれが、どのような場で決めたのでだろうか？策定にあたっ

て、どのような形での市民参加があったのだろうか？当事者である障がい者や高齢者

の意見はどのように反映されたのだろうか？第２章の第３～７節（９～20ページ）で

は、ニーズ調査や、地域福祉計画など、ほかの計画に対する意見の中から福祉のまち

づくりに関する意見が集約されている。また、地域福祉計画の策定委員会の場では素

案が示されたようだが、そこではどのような議論があったのだろうか？また、それで

充分だったのだろうか？計画の目的や構成、調布市として福祉のまちづくりにどのよ

うに取り組んでいくのかといった姿勢などについて、もっと当事者を交えた場で時間

をかけて議論する必要があったのではないかと思うが、どのようにお考えなのか？何

となくいつのまにか決められてしまったという印象を持っている。 

福祉のまちづくりの分野は多岐にわたるた

め，分野を超えた横断的な連携が不可欠で

す。当計画の策定においては，福祉のまち

づくり連絡会という庁内横断的な会議体に

より協議を重ねたことに加え，関係団体の

ヒアリング等も行い，横断的な意見集約に

努めました。 

9 ９～20ページ 

 市民ニーズをもとに計画・事業が立案され、実施され、評価されるべきであるが、

９～20 ページに記載された市民のニーズがどの程度 21 ページ以降の事業に反映され

ているか、されてないのかその関係を示すこと。 

 そうでないと、たとえば市民の道路整備の要望が歩行者のための身近な生活道路の

整備であるにも関わらず、車のための幹線道路の整備を推進することになるなど、誤

った計画・事業が遂行され、いっこうに所期の目標に到達しない。 

 行政が恣意的に事業を行ってはならない。行政は仕事を自分でつくってはならない。 

市民ニーズについては，『第２章 福祉のま

ちづくりの現状』に掲載の状況を把握して

いますので，これを市で共有しており，各

事業実施課で現状として認識しています。 

10 9ページ 
 「１ 調査の概要」 

 「愛の手帳保持者」についての説明を追加されたい。 

御指摘のとおり，注釈を追加します。 

11 12ページ 

 「４ 市の保健福祉施策について」 

 「市が力を入れるべき高齢者保健福祉施策について高齢者にうかがったところ」と

あるのはお粗末な誤りで、「市が力を入れるべき保健福祉施策について市民にうかがっ

たところ」が正しくないか。グラフの記述「■市が力を入れるべき保健福祉施策につ

いて[一般調査]」と相違するし、また、13ページの文章とグラフの記述が重複してい

る。 

御指摘のとおり，修正します。 

12 12,13ページ 

 グラフがみにくいので、数値の大きい項目から小さい項目の順番にならべたものに

すること。但し、その他、特にない、わからない、不明・無回答などは最後に。 

 

グラフの表記について，精査してまいりま

す。 
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13 18ページ 

 名称は？ 

 18ページの１行目、「調布市交通バリアフリー基本構想策定に当たり、・・・・・」

は「調布市バリアフリー基本構想策定に当たり、・・・・・」ではないだろうか？ 

御指摘のとおり，修正します。 

14 18ページ 

 防災対策について 

 40 ページの『２ 防災対策の充実』では、さまざまな事業があげられている。「地

域防災計画の修正」「災害時要援護者避難支援プランの推進」「災害時要援護者台帳の

整備」「総合防災訓練・水防訓練の実施」など、これらのそれぞれの事業について「当

事者の参画」についてはまったく触れられていないが、計画や避難支援プラン・台帳

の作成や防災訓練には、必ず障がい者や高齢者などの当事者参画のもとに行う必要が

ある。「当事者の参画」について、計画の中ではっきりと位置付けてほしい。当事者を

ぬきにして当事者のことを決めないでほしい。 

 また、『基本方針』にある「地域が一体となった防災力の向上」という意味では、地

域コミュニティの中での日常的に「顔の見える関係」づくりが大切である。27ページ

にある『コミュニティづくりの推進』の中でも、災害時の対応について明記してほし

い。 

御指摘のとおり，市では当事者も含めた市

民の参加と協働が重要だと認識していま

す。市民の参加と協働については，『調布市

市民参加プログラム』に定めてあります。 

また，コミュニティにおける災害時の対策

としては，『調布市災害時要援護者避難支援

プラン』にて言及いたします。 

15 21～23ページ 

 「第３章 福祉のまちづくりの基本的方向」 

 どの計画もそうだが、この計画も美しい基本理念をおき、それとの十分な説明なし

に無前提に、恣意的に、基本目標や施策体系図が出てきて、「第４章 施策の展開」に

つながっているが、限られた予算のなかで、この計画の目的に即したものに限定すべ

きである。 

掲載する事業については，福祉のまちづく

りとの関連性を再検討しながら，精査して

まいります。 

16 22,23ページ 

 「第２節 基本目標 第３節 施策体系図」 

 「２ 誰もが安心して生活できるまちづくりの推進」の中身が、防災、交通などに

偏っていて、「バリアフリー」や「福祉のまちづくり」を口実に、従来型の土木事業主

体の公共事業推進になっている。市民意識調査をみても、仕事がない、生活苦などの

問題のほうがはるかに大きく、切実であり、そのような中身の「誰もが安心して生活

できるまちづくり」に書き換えること。 

就労・雇用対策事業については，掲載して

おります。 

17 22ページ 

 心のバリアフリーについて 

 意識向上を図る、世代間交流の具体的提案がわかりにくい。 

福祉のまちづくり条例の理念普及に努めま

す。また，社会福祉協議会の小地域交流事

業において，地域での世代間及び障がい者
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と健常者参加があり，事業をつうじて交

流・活躍の場を広げるとともに，理解し合

う心の醸成がなされると認識しておりま

す。 

18 24ページ以降 

 「第４章 施策の展開」 

 各事業の具体的内容、目標、予算を示すこと。予算なしに実現可能性や費用対効果

が評価できない。また、ＰＤＣＡサイクルを回せない。 

現状としての具体的内容及び目標について

は，掲載してまいります。 

19 24ページ以降 

 「第４章 施策の展開」 

 この計画に基本的に関係ない事業は削除すること。 

掲載する事業については，福祉のまちづく

りとの関連性を再検討しながら，精査して

まいります。 

20 24ページ以降 
 「第４章 施策の展開」 

 各事業名に本来の計画（総合交通計画、地域防災計画など）を記載すること。 

各事業は様々な計画に位置づけられている

ため、記載を控えています。 

21 24ページ以降 
 「第４章 施策の展開」 

 各事業に、継続しているもの、新規にどこかから始めるものなどを示すこと。 

各事業の現状と目標を掲載してまいりま

す。 

22 24ページ以降 

 「第４章 施策の展開」 

 すでに終了している事業は、削除すること。例えば、44ページの「旧実篤邸耐震化

の推進」。書くなら、第２章に過年度の実績として載せるなど、区別すること。 

御指摘のとおり，削除いたします。 

23 24ページ以降 

 「第４章 施策の展開」 

 尐子化対策の事業を追加すること。 

掲載する事業については，福祉のまちづく

りとの関連性を再検討しながら，精査して

まいります。 

24 26ページ 

 ミニバスの運行について 

 「引き続き、公共交通を利用しやすい環境の整備を推進する。」とあるが、何を意味

するのか。具体的にミニバスの路線を拡大するものでなければ、このような曖昧な内

容の事業は削除すること。 

「公共交通を利用しやすい環境の整備を推

進」については，総合交通計画の基本方針

に基づき，効率的な公共交通ネットワーク

の実現や公共交通利用環境の整備に向けた

取組を進めてまいります。 

25 27ページ 

 図書館のハイディキャップサービスについて 

 電子ブックの活用の検討を追加すること。 

文字からの情報を得るのが困難な人々のた

めにデジタル図書（マルチメディア DAISY）

の普及を図ってまいります。 

26 27ページ  コミュニティづくりの推進について 既存の地域福祉センター・公民館の活用や，
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 「○地域コミュニティの拠点を整備する」を追加すること。これは、調布市がもっ

とも遅れているところであり、市民ニーズも、14ページの「気軽に立ち寄れ、気軽に

帰れるサロンが身近にほしい。」「地域で井戸端会議ができる場所づくりが必要であ

る。」「世代を問わず、気軽に集まれるたまり場（機会）を増やす。」のように高い。イ

ンフラ整備なしに地域との協働などできない。尐子化による小中学校の空き教室の有

効利用など工夫すれば容易にできるはずである。 

社会福祉協議会のひだまりサロン事業の展

開等により，地域交流の活発化を図ってま

いります。 

27 28ページ 

 高齢者の社会参加について 

 表題が中身と一致していない。「高齢者の雇用の促進」、「高齢者就労支援事業」、「高

齢者雇用事業」など中身と一致した表題に改めること。あるいは、表題の「高齢者の

社会参加」にあわせるなら、ボランティア活動の支援など、多様な高齢者の多様なニ

ーズにあったものをいくつか追加すること。シルバー人材センターも立派な事業であ

るが、「社会参加」＝「シルバー人材センター」ではなかろう。 

「シルバー人材センターの運営支援」に変

更します。 

28 30ページ 

 放課後デイサービスについて 

 調布市は、無料で音楽療法を取り入れているのは、素晴らしいと思う（他の市から、

転居してきた当初は、正直驚いた）。欲を言えば、有料（低額で）負担ありでも、作業

療法の「身体の使い方」を学べる機会もあると良いと思う。 

総合福祉センターで実施しております児童

デイサービス（平成 24 年 4 月より「放課後

等デイサービス」となります。）「ぴっころ」

につきましては，引続き音楽療法を含めた障

害児支援を展開していきます。ご意見いただ

きました作業療法については，現在実施の予

定はありませんが，ご意見として賜り今後の

事業実施の中で検討させていただきたいと

考えております。なお，就学未満の障害児に

つきましては，現在も「調布市子ども発達セ

ンター」にて作業療法を実施しております。 

29 32ページ 

 障害者の雇用促進について 

 事業主への助成金だけでなく、事業主と障害のある就労者を橋渡しし、継続的な相

談にも関わってもらえる、ジョブコーチを育成してほしい。 

ご意見いただきました事業主と障害のある

就労者の橋渡しついては，「調布市障害者就

労支援事業」として，現在２か所の就労支援

センターで実施し，障害者の就労から，就労

開始後の継続支援まで一貫して支援する体

制を整えております。ジョブコーチにつきま
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しては，東京都障害者職業センターにて派遣

や育成を行っており，今後も同センターとの

連携を図りながら市としても障害者の就労

支援を展開してまいります。 

30 33ページ 

 ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進について 

 挙げられた事業をみると基本的な問題を含むものがある。十分に吟味し、「ユニバー

サルデザイン」に特化した内容にすること。 

内容を十分に吟味し，「ユニバーサルデザイ

ン」に特化した内容に変更します。 

31 33ページ 

 人と環境にやさしい道路の整備について 

 「○高齢化社会を迎えて・・・市民が安全で快適に通行できる道路づくりが求めら

れている。」とあるが、何かをするということではないのか。そうでなければ、削除す

ること。 

 「○市民が生活道路を安全に、歩行し、また、自転車で通行できるようにする。」を

追加すること。 

 「○主要幹線道路の歩道のバリアフリー化整備及び車道の低騒音排水性舗装整備を

行う。」は、次の「都市計画道路の整備」に移すこと。なお、「車道の低騒音排水性舗

装整備を行う。」ことは、この計画とどのような関係があるのか説明されたい。 

 市民の要望の大きい「道路整備」は、ベビーカーを含む歩行者や自転車運転者が自

宅と通勤や買い物に駅・商店街を往復する生活道路を安全で快適に通行するためのも

のであり、それにもかかわらず、車のための幹線道路の整備を行うので、いっこうに

市民の不満が減らない。 

歩行者が安全・安心に移動できる環境を整

備について，『生活道路の整備』事業として

掲載します。 

32 33ページ 

 都市計画道路の整備について 

 削除すること 

 第三次事業化計画は、住環境や自然環境の破壊を適切に考慮したものでなく、この

計画に基づき、都市計画道路の整備を推進することは、一概に好ましいどころか、有

害である。例えば、調布３・４・10号線延伸計画は、国分寺崖線の豊かな緑と景観を

破壊し、若葉小学校の児童に排気ガスによる健康被害を招くものであり、住宅地を横

断することによって、地域コミュニティを破壊するものであり、福祉のまちづくり推

進計画と相いれないものである。 

都市計画道路の整備，改修に合わせた空間

整備により，段差のない歩道など，人にや

さしい環境整備に寄与するものと考えてい

ます。 

33 34ページ  調布基地跡地（留保地）スポーツ・防災公園の整備について 精査した結果，掲載事業から削除しました。 
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 表題を「スポーツ・防災公園の整備」に改め、「○地域のスポーツ・防災公園の整備」

を追加すること。遠くに立派な公園があっても利用は限られている。子どもたちがボ

ール遊びもできない地域の公園事情や災害時の避難場所などの環境整備を優先すべき

である。 

34 34、35ページ 

 学校、児童館、公民館の施設整備について 

 子どもの学習環境を第一優先して、設備改修を行うのは当たり前。でも、災害時に

避難所として利用を考えていく以上は、その設備改修に、大人も利用できる設備（特

にトイレ）を１か所ずつでも、計画的に充実させていくべきである。 

調布市公共建築物維持保全計画に基づき，

改修時に整備に努めてまいります。 

35 35ページ 

 商店街活性化の推進について 

 効果のほどはわからないが、この事業概要はこの福祉のまちづくり計画にふさわし

いものである。このような節度をもった事業に絞るべきである。福祉のまちづくり計

画を予算額の大きな事業から挙げていくと、スーパー堤防の整備や都市計画道路の整

備などであろう。この計画作成を担当している福祉総務課は、どこかおかしいと思わ

ないのか。 

掲載する事業については，福祉のまちづく

りとの関連性を再検討しながら，精査して

まいります。 

36 35ページ 

 「商店街活性化の推進」 

 対象事業の中に“だれでもトイレ”の設置があるが、“だれでも”とした事によりそ

のトイレしか使用することができない障害者の利用がしづらくなっているとの問題が

起きている。また、中にはおむつ替え用のユニバーサルシート（多目的シート）が必

要な障害者もいる。 

 “だれでもトイレ”には、必ずしもこの多目的シートが設置されているわけではな

い。 

 全てのトイレに必要とは言わないが、例えば 10か所あるトイレの内、１か所でも多

目的シートが設置された“障害者・高齢者専用トイレ”の必要性を考えて頂きたい。 

福祉のまちづくり条例に沿って，整備が行

われるよう，市内事業者への周知に努めて

まいります。 

37 35ページほか 

 小規模な建築物の段差などの解消について 

 １ページの第１節『計画の目的』に「道路や建築物等における段差の解消をはじめ、

高齢者や障害者などの社会参加を困難にしているさまざまなバリアを除去することが

必要です」とあるように、建物の段差などのちょっとしたバリアが、障がい者などの

社会参加や日常生活の中では大きなバリアになっていることがある。 

 特に小規模な商店や飲食店、病院や診療所、美容院など、生活に欠かすことのでき

福祉のまちづくり条例に沿って，整備が行

われるよう，市内事業者への周知に努めて

まいります。 
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ない場所が、出入口や室内に段差があるために利用することができず、わざわざ自宅

から離れたところまで行かないといけないといった不便を強いられることも尐なくな

い。 

 今回の計画では、法律や条例の対象とならない小規模な施設については全く触れら

れていないが、だれにとっても生活しやすいユニバーサルデザインにもとづいた福祉

のまちづくりを進めていくためには、このような生活に密着した施設や建築物こそ、

積極的にバリアフリーにしていくことが大切だと思うが、どのようにお考えだろう

か？ 

 改修時の費用を助成する、35ページにあるような商店街活性化の推進の事業の中に

商店のバリアフリー化を位置付けるなど、法律や条例の対象とならない小規模な施設

の出入り口の段差の解消などのバリアフリー化についても市の事業として計画の中に

位置付けてほしい。 

38 37ページ 

 総合福祉センターの在り方について 

 駅周辺の整備計画内のため、建て替え不可であれば、教育会館のように、将来的に

は、新しい建物を考えてほしい。 

精査した結果，掲載事業から削除しました。 

39 40ページ 

 災害時要援護者避難支援プランの推進について 

 「「プラン」の推進を進める。」とあるが、まだ、計画の策定段階ではないか。 

 具体的にいつ実効あるものになるのかを示すこと。素直に状況を明らかにして、必

要なリソースを投じて、集中しないとできない課題だと思う。相手は人であるから容

易ではない。 

平成２３年度末に策定いたしました。２４

年度以降，地域組織における支援体制を整

備し，地域の組織による要援護者の個別支

援を展開できるよう，努めてまいります。 

40 41ページ 

 総合防災訓練・水防訓練の実施について 

 「平成 21年・・・実施した。」と過去の実績を書くのでなく、計画期間に実施する

事業を書くこと。 

御指摘のとおり，過去実績を削除いたしま

す。 

41 41ページ 

 「総合防災訓練・水防訓練の実施」 

 地域の避難訓練には、高齢者・障害者・その家族も参加できるようお知らせ等の工

夫を。 

 特に障害者は自身も近隣住民との交流や障害への理解をして頂く努力が必要だが、

その機会や場所があると良いと思う。 

広報の方法として，市報・ホームページ等

での告知に努めております。広報では，第

４章第２節４ 情報提供の充実として，広

報のユニバーサルデザイン化の取組につい

て掲載いたします。 

社会福祉協議会の小地域交流事業におい
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て，地域での世代間及び障がい者と健常者

参加があり，事業をつうじて交流・活躍の

場を広げるとともに，理解し合う心の醸成

がなされると認識しております。 

42 41ページ 

 知的障害者グループホームについて 

 体験型をもう一つ、増やしてほしい。 

現在市で設置している体験型グループホー

ム「すてっぷ」については，利用希望者が多

く待機期間が発生していることは承知して

おります。現在増設の予定はございません

が，体験型グループホームのニーズは引続き

大きいものと認識しており，できるだけ多く

の方にご利用いただけるよう努めてまいり

ます。 

43 41ページ 

 防災備蓄品の確保・充実 

 「備蓄物資・数量の見直し」 

東日本大震災を踏まえて，防災備蓄品の確

保・充実に努めるとともに，当事者の意見

を伺いながら検討してまいります。 

44 42ページ 

 障害者地域移行促進事業について 

 ショートステイからミドルステイ、週末だけ利用など、柔軟な自立生活体験のでき

る場所があると、無理のない見通しができる。 

 市営住宅、一般賃貸住宅を市が、一棟借りして、ユニット型を運営もしくは民間事

業者に協力依頼するような仕組み作りはできないだろうか。 

施設入所者の地域移行につきましては，現在

体験型グループホーム「すてっぷ」を都営住

宅の一角に配置し，平成 15年 11月から地域

移行の試行を目的として事業を実施してい

ます。利用形態や，施設の在り方については，

いただいたご意見を踏まえ，今後の事業実施

の中で検討させていただきたいと考えてお

ります。 

45 42ページ 

 スーパー堤防整備事業の促進について 

 削除すること。 

 それ以上に優先度の高いゲリラ豪雤などによる都市型洪水の被害が、平成 17年だけ

でなく、平成 23年にも起きている。そちらの対策を載せるべきである。 

精査した結果，掲載事業から削除しました。 

46 46ページ 
 防災備蓄品の確保・充実について 

 簡易トイレの数を増やし、備蓄完了で終わってないか不安。簡易トイレは、車いす

東日本大震災を踏まえて，防災備蓄品の確

保・充実に努めるとともに，当事者の意見
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を利用しないと移動できない大人でも一時しのぎになる形なのか、改めて検証をやり

直してほしい。 

 常時おむつ利用者には、簡易ベッドが必要。保健室のベッドでなくても、ベンチ型

のソファーに、防水カバーをつければ利用できるのかなど、利用当事者の意見を取り

入れて、災害時に応用できる対応策と利用方法を学校側の職員に指導してほしい。 

を伺いながら検討してまいります。 

47 50ページ 

 登下校時の安全確保について 

 不審者対策だけでなく、一部の悪さしすぎる児童・生徒にも、注意の目があると良

い。（例：いたずらで、道路や住宅にゴミや物などを投げる。）物も悪いが、人を道路

に突き出し、押し出し、危うく交通事故の体験がある。 

 巡回車が近くを通っていても、通り過ぎて終わり（子どもの喧嘩、ふざけてると判

断か）。 

 学校に相談・指導依頼しても、「校門を出たら、学校の責任でないからできない。」

「そんなに心配なら、保護者が見守り、送迎してください。」と言われて終わり。 

 「世間や現実は、障害があっても、自分の身は、自分で守れるようにならないとよ

くない。」「いつまでも親が守っていられるわけない。」「自覚が親子で足りない。」とで

終わり。 

 正しいような、責任放棄のような。交通安全や道徳をもっとリアルに（スタントマ

ンで再現する）実地してほしい。 

子どもたちの 登下校時安全確保に努める

とともに，マナーについて指導してまいり

ます。また，交通ルールの普及につながる

よう，自転車交通安全教室を，自転車によ

る交通事敀の割合が高い中学生を対象とし

て，スタントマンを活用して市立中学校で

開催し，意識向上を図っております。 

48 51ページ 

 「大気汚染等の調査監視と啓発」の項目に、平成 25年４月本格稼働の新ごみ焼却場

から発生する汚染対策への言及がない。「福祉のまちづくり」の視点から、今後の取組

みと考え方についてコメントをお願いしたい。 

新ごみ処理施設については，新ごみ処理施

設整備基本計画に基づき，国等で定める環

境・安全基準を厳守し，環境負荷の低減や

施設周辺の生活環境の保全に努めておりま

す。 

49 53ページ 

 「障害者福祉のしおり」の作成 

 毎年何部作成し、何部配布されているのだろうか。窓口配布だけでなく、市役所に

行けないもしくは行く事が尐ない人への配慮が必要だと思う。手帳所有者に郵送等は

難しいことだろうか。 

 毎年発行しているが、「しおり」を活用している人は尐ないと感じる。 

適正部数の作成に心掛け，必要な方に配布

できるよう工夫してまいります。 

50 53ページほか  情報提供について 情報提供の方法ですが，素案の内容につい
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 市が主催する市民向けの説明会や委員会・協議会などでの視覚障がいや聴覚障がい

の方たちに対する情報保障は充分とはいえない。53ページで『４ 情報提供の充実』

があげられているが、そうした場での情報保障については触れられていない。 

 たとえば今回のパブリックコメントについても素案の内容についてはホームページ

でテキスト版が公表されているが、点字版や音声コード付きのものは用意されたのだ

ろうか？手話通訳や要約筆記、点字や音声コード付きの資料を用意するなどの情報保

障については、同じ市主催のものでも担当する部署によって様々で、統一した「基準」

のようなものがないのではないだろうか。 

 この計画の目的が「高齢者や障害者も・・・さまざまな活動に参加できる環境づく

り（１ページ）」にあるのだとすれば、そのための情報保障は欠かせないものである。

調布市として市が主催する会議や説明会などの場での、手話通訳や要約筆記、点字や

音声コード付きの資料を用意するなどの情報保障については、ガイドライン・指針を

定める必要があると思うが、どのようにお考えだろうか？ 

 そうしたいわゆる「ソフト面」も含めて「福祉のまちづくり」を進めていく必要が

あると思う。今回の計画の中にも市の事業として、市が主催する会議や説明会などの

場での、手話通訳や要約筆記、点字や音声コード付きの資料を用意するなどの情報保

障について記載してほしい。 

てはホームページでテキスト版の公表及び

計画（案）の概要版について，点字版の作

成を行いました。 

御指摘のとおり，同じ市主催のものでも担

当する部署によって様々という現状を変え

ることが望ましいと考えます。ソフト面で

の情報のバリアフリーを進めることは重要

であります。今後は，ガイドラインなど検

討してまいります。 

51 54ページ 

 放置自転車について 

 撤去だけでなく、罰金もありでも良いと思う。罰金は、整備費用にしたら良いと思

う。 

放置自転車の対応として，平成２２年４月

１日から保管期間を６０日から３０日に短

縮するとともに，保管期間を過ぎた自転車

の売却を行っております。 

52 その他 

 「小・中学校施設の整備」 

 市内の小・中学校が災害時の一次避難所となることから、バリアフリー化は必要で

ある。特に仮設トイレが使用できない高齢者や障害者の為に、１校に１ヶ所は車椅子

用トイレの設置を考えて頂きたい。 

 体育館等の施設利用の場合にもだれもが利用できるように整備をお願いしたい。 

東日本大震災を踏まえて又福祉のまちづく

り条例に沿って，整備が行われるよう努め

てまいります。 

53 その他 

 調布駅前の再開発にあたって、駅前に、17時以降や土日に開いている総合相談窓口

（高齢者も子どもも障害者もとにかく何でも）をつくってほしい。「思い立ったときに

気軽に立ち寄れる」ことが追いつめられる前に相談をするという、ハードルを下げる

調布市社会福祉協議会は，駅前であり，窓

口として受付けておりますが，午後５時以

降や土日の開庁についての御意見は行政効
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ことにつながると思う。 率の観点から，難しく，今後の課題として

まいります。 

54 その他 
 障害当事者が働いていて立ち寄りやすく（相談コーナー併設とか）、高齢者もちょっ

と休憩できるような屋根のある場所を各駅前につくっていただけるとよいと思う。 

行政効率の観点から，難しく，今後の課題

としてまいります。 

55 その他 

 子ども発達センターでの相談は 18歳までになっていると思う。16歳・17歳・18歳

あたりで相談が来た場合、スムーズに次の相談機関につながるように支援をお願いし

たい（場合によっては、同行して引き継ぐなど）。 

 また、18歳以上対象の相談機関では、16・17・18歳あたりで相談に来た場合には、

「その後」を考えて、子ども発達センターにまわすことなく、相談に応じてほしいと

思う。 

状況に応じて対応してまいります。 

56 その他 

 乳幼児健診の実施について 

 栃木県大田原市で実施しているような５歳児健診を取り入れてほしい。 

これも障害児の早期発見だけでなく、「小１プロブレム」の減尐に有効だと思う。 

 http://admin7.aiiku.or.jp/aiiku/syuppan/boshi63/boshi63_9.pdf 

 この大田原方式は、まず、幼稚園保育園を訪問してこども全員を集団の中で観察す

るのが特徴である。 

 私はこの「集団の中でみる」というところが、大事かと思う。また、保護者の同意

があってもなくても「本人への支援」は進めていくことができる。これも重要なこと

だと思う。 

発達センターでは幼稚園・保育園巡回事業

によって、配慮の必要なお子さんの発見や

支援に取り組んでいるところであります。

健康推進課では、今年度から１歳半健診、3

歳健診後の臨床心理士による相談の回数を

増やし、より丁寧な支援を始めています。

５歳児健診の実施につきましては、実施し

ている自治体の状況を研究し、就学前に適

切な援助が出来るように、その体制につい

て今後も課題と捉えております。 

57 その他 

 母親学級両親学級の中に「障害のある赤ちゃんが生まれたときには」という項目を

入れ、テキストには「大丈夫です。支援してくれるところはたくさんあります。親ど

うし支えあう会もいろいろあります」ということを書いてほしい。 

母子手帳交付時や、母親学級などで、病気

や障がいのお子さんの相談先について「調

布市母子保健サービスガイド」を活用して、

よりわかりやすく説明するように努めてま

いります。 
58 その他 

 母子手帳に、「こんな心配があったら」と相談先リストがあるとよいと思う。 

59 
 

その他 

 保育園での障害児受け入れについて 

 全園での実施を望む。一番、全園での実施を望む理由は、「発達障害児がいることで、

保育士の技量があがり、他の『尐し傾向がある複数の子どもたち』にも有用な配慮が

及ぶようになるから」である。そして、保育士の技量があがることは、全園児に対し

現在，保育園では，障害をお持ちのお子さ

まをお預かりする障害児枠を３歳児から設

けております。ただし，毎年，各園の状況

において，障害や偏りのある児童を保育で

http://admin7.aiiku.or.jp/aiiku/syuppan/boshi63/boshi63_9.pdf
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てよい影響が及ぶはずだからである。 

 自閉症もＡＤＨＤも、「その傾向がうんと薄い人から濃い人までいるけれども、全人

類がどこかに位置づく。濃い人には障害名がつくが、診断がつかなくても傾向を持っ

ている人はたくさんいる」という、連続体（スペクトラム）の考え方になっている。

そこから考えると、まずは「発達障害がある子が全くいない園」というのは存在しな

いわけである（診断名がついていなくても、傾向がある子は必ず全園に複数いる）。 

きるクラスや人数は，変動しています。 

また，「保育士の技量」に関しましては，知

識を有する専門員等からの指導・助言や，

市内全保育園の保育士を対象とする定期的

な保育研修を実施することで，市内保育園

における保育の質の向上を図っているとこ

ろです。 

今後も，子ども発達センターとも連携し，

保育園における障害児の受け入れを推進し

ていきたいと考えております。 

60 その他 

 就学支援シートの活用 

 就学支援シートは、数年前から導入されているが、現在は「いわゆる障害児や、支

援が必要な子」の保護者に配布され、保護者の意向で提出するしないが分かれている。 

 また、提出したことによって「スムーズに小学校で支援を受けられた」という人が

いる一方で、「学校に持っていったら、シートを提出するような子は支援学級に行って

ください」と言わんばかりだった、という声もきく。これは、限定的に配布している

から起きている問題だと思う。 

 八王子市では、すでに就学時健診のお知らせと一緒に全員に「就学支援シートをつ

かってみませんか？」というお知らせを郵送しているそうである。 

 是非とも調布市でも全員に告知し、ハードルを低くして利用を促進するようにして

ほしい。「小１プロブレム」の減尐に対して有効だと思う。 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/fukushi/kosodate_oshirase/8278/006052.html 

一層の告知を図るとともに，教職員への研

修も充実させてまいります。 

61 その他 

 「個別記録票 ｉファイル」 

 特別な配慮を必要とする子どもの保護者だけでなく、「希望する保護者」に配布する

ようにすれば、記入のハードルが低くなると思う。「ｉファイルを書くような子どもで

あることが悲しい」と感じるような保護者がいなくなり、多くの保護者が書きたいと

思えるようになるとよいと思う。 

 これも「小１プロブレム」の減尐に対して有効だと思う。 

改定版の作成とともに，一層の周知を図っ

てまいります。 

62 その他  成年後見制度利用支援事業にかかる予算が尐ないと思う。 ニーズを把握し，応えながら，効果的な事

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/fukushi/kosodate_oshirase/8278/006052.html
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 多摩南部成年後見センターでは、年度ごとの枠が各市で決まっていて、よほどの状

態の方でもなかなか利用の対象にならないと聞いた。なので、調布市独自で利用支援

事業の予算をとっていただけることは朗報である。しかし予算額が尐なすぎると思う。 

 また、「利用サポート相談」に一度行ってみたが、「なるべく成年後見制度をつかわ

ないで家族でなんとかしてはどうか」と言われてしまった。これは国全体の方向とは、

ずれていると思う。相談員の研修等、力量のアップをのぞむ。 

業展開をしてまいります。 

相談員は，研修など制度の理解を深め，市

民の方にわかりやすく丁寧な説明に努めて

まいります。 

63 その他 

 市のホームページがとても見にくい。たどっていってもほしい情報のところに行き

つかない。 

 また、「検索」にキーワードを入れても、議事録のようなものばかり出てきてしまい、

ほしい説明にいきつかない。改善をのぞむ。 

市のホームページが重要な情報源であるこ

とを再認識し，所管部署を含め，見やすい

作成を検討していきます。 

64 その他 

 本来の計画にふさわしい本来の事業に絞るべきである。 掲載する事業については，福祉のまちづく

りとの関連性を再検討しながら，精査して

まいります。 

65 その他 

ひとつ残念なのは図書館の利用が不便なことです。たづくりの図書館は 6F にあるので、

エレベーターは車椅子の方が利用するとすぐ満員になります。バリアフリーは結構なので

すが、せめて 2F に図書館があれば、エスカレーターでも階段でも、私は利用できます。

DVD や CD などは、この図書館にしかないし、国領住いの私は不便です。福祉のまちづ

くり計画で検討して下さい。お願い致します。 

たづくりは，バリアフリーになっており，

エレベーターも４基設置しておりますこと

から，御理解いただきますようお願いしま

す。また，本はもちろん，ＤＶＤやＣＤな

どもインターネットから申し込み，ボラン

ティアの協力により宅配サービスを実施し

ております。 

66 その他 

「障害者の権利に関する条約」で差別の禁止というのがあります。飲食店を含みますが店

に入ると「どこから来たの」という顔をされます。つまり見下されます。同じ調布に住ん

でいるのにこのような店が調布にあるということ、また湯浅誠さんが日本に貧困があるこ

とさえ知らない学生がいるということをいっていました。よって以上のことから学校で人

権教育をしているのですがうまくいっていません。ですから調布市は人権教育を店・企業

等にもしっかり行ってください。日本弁護士会の宇都宮健二さんは人権のことに詳しいの

で店・企業等に対し講演をしてくれるようにたのんでみてください。 

福祉のまちづくり条例の理念普及に努めて

まいります。 

67 その他 
孤独死の問題ですが 3月 8日のニュースで立川市役所に様子がおかしいと連絡があったん

ですが 5 日間もほったらかされた。このような感覚ですと何をやってもだめですので上記

孤立死には，様々な要因が複雑に絡んでい

ます。行政内部，関係機関との情報共有と
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でも書きましたが日本に貧困があることさえ知らない写真が育ってますのでそのような

学生が育たないまわりの環境をいかにつくっていくか上記にも書いたが学校だけでは無

理ですので市の広報活動を活発にする。われわれ市民に対してだけではなく、市の職員に

対してもやっていくこと。上記にも書いたが宇都宮健二さんにも手伝ってもらったらどう

ですか。 

連携を図るとともに，孤立死に対する調布

市，社会福祉協議会の取組の現状と課題を

整理，検討してまいります。 

 

 

 


