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調布市福祉のまちづくり推進計画 提出されたご意見一覧 

 

ご 意 見 

●素案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。 

●素案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。 

●素案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。 

●素案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」とあります。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げられています

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ますが、「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ません。 

 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す。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



 2 

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います。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いますが、どのようにお考えでしょうか？ 

●素案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

印象を受けます。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ますが、

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

いません。本当に実効性のある計画になるのでしょうか？ 

 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

教えていただけませんか？ 

●素案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。 

●素案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。 

●素案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しょうか？策定にあたって、

どのような形での市民参加があったのでしょうか？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でしょうか？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ます。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

うですが、そこではどのような議論があったのでしょうか？また、それで充分だったので

しょうか？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いますが、どのようにお考えですか？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ます。 

●素案９～20 ページほか 

 市民の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。 
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 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。 

●素案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。 

●素案 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と重複している。 

●素案 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。 

●素案 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、・・・・・」ではないでしょうか？  

●素案 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ます。「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ませんが、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ります。「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ください。当事者をぬきにして当事者

のことを決めないでください。 

 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」づくりが大切です。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ください。 

●素案 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。 

●素案 22～23 ページ 

 「第２節 基本目標 第３節 施策体系図」 
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 「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。 

●素案 22 ページ 

 心のバリアフリー 

 意識向上をはかる、世代間交流の具体的提案がわかりにくい。 

●素案 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。 

 この計画に基本的に関係ない事業は削除すること。 

 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。 

 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。 

 尐子化対策の事業を追加すること。 

●素案 26 ページ 

 ミニバスの運行 

 「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。 

●素案 27 ページ 

 図書館のハイディキャップサービス 

 電子ブックの活用の検討を追加すること。 

●素案 27 ページ 

 コミュニティづくりの推進 

 「○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。 

●素案 28 ページ 

 高齢者の社会参加 

 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



 5 

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。 

●素案 30 ページ 

 放課後デイサービス 

 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、正直驚きました）。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。 

●素案 32 ページ 

 障害者の雇用促進 

 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。 

●素案 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 

 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。 

●素案 33 ページ 

 公共建築物の整備 

 「○調布市議会本会議を車いす利用者が傍聴できるように整備する。」を追加すること。 

●素案 33 ページ 

 人と環境にやさしい道路の整備 

 「○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。 

●素案 33 ページ 

 都市計画道路の整備 

 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
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ある。 

●素案 34 ページ 

 調布基地跡地（留保地）スポーツ・防災公園の整備 

 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。 

●素案 34～35 ページ 

 学校、児童館、公民館の施設整備 

 子供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。 

●素案 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

ます。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

もいます。 

 “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ありま

せん。 

 全てのトイレに必要とは言いませんが、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。 

●素案 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ります。 

 とく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ありません。 

 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

ませんが、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いますが、どのようにお考えでしょうか？ 

 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く

ださい。 

●素案 35 ページ 
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 商店街活性化の推進 

 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いませんか。 

●素案 37 ページ 

 総合福祉センターの在り方 

 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。 

●素案 40 ページ 

 災害時要援護者避難支援プランの推進 

 「「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います。相手は人ですから容易では

ない。 

●素案 41 ページ 

 総合防災訓練・水防訓練の実施 

 「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。 

●素案 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ですが、そ

の機会や場所があると良いと思います。 

●素案 41 ページ 

 知的障害者グループホーム 

 体験型をもう一つ、増やしてほしい 

●素案 41 ページ 

 防災備蓄品の確保・充実 

 「備蓄物資・数量の見直し」 

●素案 42 ページ 

 障害者地域移行促進事業 

 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でしょうか。 

●素案 42 ページ 

 スーパー堤防整備事業の促進 

 削除すること。 
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 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。 

●素案 46 ページ 

 防災備蓄品の確保・充実 

 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。 

●素案 50 ページ 

 登下校時の安全確保 

 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

す、押しだし、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（子供の喧嘩、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、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。 

●素案 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ありません。「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致します。 

●素案 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でしょうか。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います。手帳所有者に郵送等は難

しい事でしょうか。 

 毎年発行していますが「しおり」を活用している人は尐ないと感じます。 

●素案 53 ページほか 

 情報提供について 

 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ません。53ページで『４ 情報提供の充実』があげ

られていますが、そうした場での情報保障については触れられていません。 

 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ますが、点字版や音声コード付きのものは用意されたのでしょう
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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でしょうか。 

 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す。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

いますが、どのようにお考えでしょうか？ 

 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

と思います。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

て記載してください。 

●素案 54 ページ 

 放置自転車 

 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。 

●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事から、バリアフリー化は必要です。 

 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ます。 

●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もかく何でも）をつくってほしいです。「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、ハードルを下げることにつ

ながると思います。 

●その他 

 障害当事者が働いていて立ち寄りやすい（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います。 

●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います。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ます

（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います。 

●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ください。 

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います。 
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 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

が特徴です。 

 私はこの「集団の中でみる」というところが、大事かと思います。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ます。これも重要なことだ

と思います。 

●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です。 

●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います。 

●その他 

 保育園での障害児受け入れについて 

 全園での実施を望みます。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」です。そして保育士の技量があがることは、全園児に対してよい影響が

及ぶはずだからです。 

 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ます。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す（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）。 

●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ますが、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ます。 

 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、という声もききます。これは、限定的に配布しているから起きて

いる問題だと思います。 

 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す。 

 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

いです。「小１プロブレム」の減尐に対して有効だと思います。 

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

●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

http://admin7.aiiku.or.jp/aiiku/syuppan/boshi63/boshi63_9.pdf
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/fukushi/kosodate_oshirase/8278/006052.html
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すれば、記入のハードルが低くなると思います。「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

になるとよいと思います。 

 これも「小１プロブレム」の減尐に対して有効だとおもいます。 

●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います。 

 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きました。ですので、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す。しかし予算額が尐なすぎると思います。 

 また、「利用サポート相談」に一度行ってみましたが、「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」と言われてしまいました。これは国全体の方向とは、

ずれていると思います。相談員の研修等、力量のアップをのぞみます。 

●その他 

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

つかないです。 

 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

しい説明にいきつきません。改善をのぞみます。 

●その他 

 それ以外にもあるが、時間の都合で省略するが、本来の計画にふさわしい本来の事業に

絞るべきである。 

●その他 

 私は調布市在住の図書愛好者です。文化都市を目指す、調布市の行政に敬意を表してい

ます。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、国領住まいの私は不便です。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。 

●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言っていました。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児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頼んでみてください。 

●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

たのですが、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、上記でも書きましたが、日本に貧困があることさえ知らない学生が育ってますので、
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そのような学生が育たないよう、まわりの環境をいかにつくっていくか、上記にも書きま

し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。上記にも書きましたが、宇都宮健児さ

んにも手伝ってもらったらどうですか。 

 


