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平成３０年度 調布市障害者地域自立支援協議会 

第１回全体会報告書 

 

 

１ 開催日    平成３０年７月１２日（木) 午後３時から６時 

 

２ 開催場所   グリーンホール 小ホール 

 

３ 出席者（委員１９名 事務局１２名 傍聴３名） 

 

４ 議 題 

（１） 開会の挨拶 

（２） 委員の方々の自己紹介，事務局の紹介 

（３） 会長，副会長の選出 

（４） 調布市障害者地域自立支援協議会について 

（５） 調布市障害総合計画策定の報告 

（６） 平成２９年度調布市障害者地域自立支援協議会の報告及び平成３０年度のワーキングの展開

について 

（７） 障害者差別解消支援地域協議会 

（８） 閉会の挨拶    

 

５ 議事録要旨 

（１）開会の挨拶（事務局） 

これより，平成３０年度第１回調布市障害者地域自立支援協議会全体会を始めたいと思います。 

  （委嘱状をもって，新委員への委嘱を行いました。） 

 

（２）委員の方々の自己紹介，事務局の紹介（省略） 

 

（３） 会長，副会長の選出 

推薦により，会長は木下氏，副会長は谷内氏と佐々木氏に決まりました。 

 

（４）調布市障害者地域自立支援協議会について 

○事務局 

調布市障害者地域自立支援協議会についてご説明いたします。本協議会は，障害者総合支援法第８

９条の３第１項で規定されている協議会に位置付けられるものとして，市の要綱に基づき設置してい

ます。本協議会の所掌事項のうち「障害理解の促進及び障害を理由とする差別の解消に関すること」

については，平成２８年の障害者差別解消法の施行を受け，昨年度から本協議会の中に障害者差別解

消支援地域協議会を設置しており，相談事例や合理的配慮の好事例を共有することで，市全体として

差別解消に向けて前進していきたいと考えているところです。この差別解消協議会は，全体会の後に
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続いて開催しており，全大会の委員の皆様には差別解消協議会の委員も兼ねていただいております。 

会議は，全体会が年３回，ワーキンググループが年４回を予定しており，全体会委員については，

学識経験者や障害者団体などから２２名の方にお願いさせていただいております。 

全体会の下には，調査等を行うワーキンググループ，全体会及びワーキンググループの運営に関す

る検討を行う運営委員会やサービスのあり方検討会などを設置しており，ニーズや課題の把握が全体

会やワーキンググループにフィードバックされる仕組みとなっています。 

ワーキンググループでの検討内容が全体会での検討を経て自立支援協議会としての提言に結び付き，

これまで，ヘルプカードの作成や普及啓発，障害者余暇活動支援事業（ほりで～ぷらん），高齢者に配

慮した精神障害者の生活介護事業所，重度障害者向けのグループホーム，そして福祉人材センターの開

所，さらに今年度の医療的ケア関連３事業などが生まれ，多くの成果を残しています。今年度のワーキ

ンググループについては「障害理解の促進」「医療的ケアを必要とする重度障害児・者の地域生活」を

昨年度に引き続き検討し，今年度から新規で「非常時の地域ネットワーク作り」が始まりました。それ

ぞれのワーキング事務局を３カ所の相談支援事業所が共同で担い，障害種別の偏りをなくすよう取り組

みを進めていきます。 

また毎年，講演会を開催しており，昨年度は「合理的配慮のリアリティー」と題して開催しました。

今年度も秋以降に実施する予定としており，今後，会長と相談しながら決めさせていただき，事務局

において進めさせていただきます。 

 

（５）調布市障害総合計画策定の報告 

○事務局 

  今年３月に策定した平成３０年度以降の調布市障害者総合計画の概要について説明。 

○会長 

調布市障害者総合計画について，何かご質問やご意見があれば，ぜひお願いいたします。 

○Ａ委員 

「コミュニケーション支援の充実」というのは，視覚障害者に対する代読や代筆等も含まれている

のでしょうか。 

○事務局 

これは手話通訳や要約筆記の派遣事業を示していますが，代読や代筆はどうでも良いというわけで

はありません。障害理解や合理的配慮の下に行われるべきもので，図書館ではハンディキャップサー

ビスとして読み上げ支援を行っています。都道府県の計画に挙がっていない事項でも不十分な点があ

れば，意見を出していただけると次の計画にもつながっていくことになると思います。 

○Ｂ委員 

福祉サービスの見込み量について，計画相談支援や障害児相談支援のサービス等利用計画作成の見

込み量が記載されているのですが，双方ともに３年間でかなり増えるとの計画ですね。相談支援事業

所が増える，又は相談支援専門員が増える見込みがあるのでしょうか。 

○事務局 

相談支援事業所・相談支援専門員とも具体的に増える見込みがあるわけではありません。しかしな

がらサービス等利用計画は障害福祉サービスを利用する全員に作る必要があるため，調布市としては

当然その数字を目指して取り組まなければいけないということで定めています。他方で地道な作業に

なりますが，過去の事業者への説明や事業所開設の提案，あるいは今後のサービスのあり方検討会の

議題として，計画やモニタリングの質を維持向上させつつも相談支援専門員１人当たりの負担を軽減



 3 

しながら，より効率的に多くの数をこなせるようにならないか検討していきます。 

○Ｂ委員 

目標を立てていただき有難いと思います。事業所が増えるのが一番良いですが，今の制度上では増

えない理由もさまざまだと思います。これは意見ですが，やはり相談支援事業所の職員を増やすとい

う方法もあると思いますので予算等についてもご検討いただきたいと思います。 

○会長 

ありがとうございます。頂戴したご意見は，事務局での検討課題にさせていただきたいと思います。 

○Ｃ委員 

１３ページのサービスの放課後デイサービスについてです。ここまでの３年間で，非常に伸びてい

る事業だと思います。問題点がいろいろあり，事業所の運営を正すために厚生労働省が新しいサービ

ス体系を発表しました。 

厚生労働省が事業所の区分を区分１と２の種類に分けたようです。私が聞きたいのは，どのような

判定をしたのか，どういう背景で今このようなことをしているのか。具体的な話を聞いてもよろしい

でしょうか。 

○事務局 

放課後等デイサービスについては４月に報酬改定がありました。これまでの３年間は放課後等デイ

サービスはやり方により利益率がいいサービスと言われ，新規参入が激しくなりました。５・６年前

に調布市内で１２カ所だった事業所が，現在は２１カ所にまで増えています。その一方で，サービス

の質についてどうかと思われる事業所も全国的に増えているとの指摘があります。Ｃ委員のご指摘の

ように今回の改定では内容が厳しく問われるようになり，全事業所一律だったのが２段階に分けられ

ました。重度の児童が少ない事業所は報酬が低くなりました。それこそ２割ほどの減収になるほどの

規模で下がりました。 

  調布市の対応については，通っている児童の状態像によって区分が決まるため，放課後等デイサー

ビス利用中の３００名以上の児童全員の状況の再調査を行っています。高い区分に該当する児童がど

れほど通っているかにより，事業所の区分が変わってきます。国にとっては１万のうち１００カ所の

事業所がつぶれても痛くないかもしれませんが，我々にとっては２０のうち１カ所の事業所がつぶれ

ると大変なことだと思います。しかし，国が決めた報酬を変えることはできません。できることとし

ては，再調査の中で支援が必要な状況について一人ひとり丁寧に聞き取って判定をし，その調査結果

をしっかりと反映させていきました。調布市内の事業所２１カ所のうち３割から４割の事業所は高い

方の報酬が取れるようになっています。さらに新設された重度の児童向けの加算も加わるので，恐ら

く放課後等デイサービスの新規参入は今までよりかなり厳しくなってくると予想しております。 

○Ｂ委員 

放課後等デイサービスの運営法人の理事，また活動の支援委員としての立場から，少し補足させて

下さい。児童にも区分ができましたが，成人のように判定審査会で決定されるのでなく調査の時点で

区分が決まってしまいます。親御さんの答え方や事業所によっても判定が異なり，公平性があるのか

という点が議論されています。そして区分１という比較的軽度の児童が事業所内に５０％以上いれば

その事業所は１の事業所になり，４９％ではそうなりません。しかし個別対応が必要な児童は一定数

は必ずいますので，現場では大変困っています。 

  また必ずしも愛の手帳の度数で決まるわけではなく，知的軽度の児童は手がかからないかというと

むしろ危険なことをしてしまう場合もあります。事業所によっては人が減らされても現場は大変なこ

ともあります。そういった点も考慮した公平な判定や対応が今後議論されていくべきだと思います。 
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（６）平成２９年度調布市障害者地域自立支援協議会の報告及び平成３０年度のワーキングの展開につ

いて 

○会長 

平成２９年度の調布市障害者地域自立支援協議会の報告と，平成３０年度のワーキングの展開につ

いて事務局から報告をお願いします。 

①平成２９年度の◆高齢障害者の支援ワーキング報告 

「高齢になっても住み慣れた町で暮らし続けるためには」というテーマで２年間協議・検討しまし

た。７つの課題に絞り議論を重ね，高齢化に対応した日中活動やグループホーム等の住環境，また高

齢者福祉との連携，相談支援体制等についての課題が出ました。それについて最終的にどのように調

布市で進めてけるかを４回目のワーキングで議論し，障害福祉課からご報告いただいたような総合計

画でのグループホームの補助や相談支援体制等を絡めて，調布市でも課題について進めていくことを

確認して終了しました。 

②平成３０年度の◆非常時の地域ネットワーク作りワーキング 

目的としては，震災時に自身での移動やヘルプの声を上げるのが難しい障害のある方々に対して，

支援のネットワークをどう作っていくかというものです。年間４回開催のうち１回目が終了しました。

まずはどういう資源があり，どの様につながっているのか又はつながっていないのかを全部出しあっ

て確認しました。その中で見えてきたことがあります。災害時の要支援者台帳があると確認できたも

のの，それをどう活用していくか具体的な話し合いがまだできていないということでした。これを実

際に有事の際にどうやって具体的で実行性のあるものにしていくか，残りの３回で話しあっていきま

す。メンバーの一員であるＤ委員から，熊本市で震災があった時の情報提供もありました。ネットワ

ークについて話しあいもなされ有事の際にはきちんと機動するとの想定までできていたのですが，実

際に大きな震災があった時には動かなかったこともあったそうです。紙面上だけのネットワークでは

なく，実際にシミュレーションまで行わないと有事に稼働しないというお話でした。残りの協議の中

で，出来る限り具体的で実行性のあるものにしていきたいと考えています。 

③平成２９年度及び平成３０年度の各ワーキング報告 

◆障害理解ワーキング 

昨年は，調布市作成のバリアフリーハンドブックに当事者の声を反映させるため，１年間関わらせ

て頂きました。こちらにあるのがそのハンドブックです。ワーキングメンバーはほぼ全員が障害当事

者の方で占めており，他地区で見られるような行政と請負業者で簡単に作成したようなハンドブック

にはなっていないという自負はあります。特にさまざまな店舗の情報については，どのお店のバリア

フリーをチェックするか等それぞれの当事者ネットワークを使い「あの店をぜひ載せてもらいたい，

この店がいいですよ」と意見をもらったりコラム作成にも関わる等しました。 

  今年度につきましては，この後の障害者差別解消支援地域協議会で行う障害平等研修を第１回目の

ワーキングでも体験してもらう予定になっており，障害の社会モデルを中心テーマとして取り組んで

いく予定です。 

◆医療的ケアを必要とする重度障害児・者の地域生活ワーキング 

目的・背景は手元の資料をご覧ください。ＮＩＣＵというのは新生児の集中治療室の略ですが，わ

が国の新生児の死亡率は世界最低になっています。従来であれば早く亡くなるようなお子さんも，現

在は医療の発展により人工呼吸器や経管栄養をしながら自宅に戻るような時代になっています。ただ，

在宅で医療的ケアを受けているお子さん方の教育・福祉等の制度利用については，受け入れ側の体制
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整備がまだ十分になされていません。このワーキングではまず，医療的ケアの必要な児童の生活現状

を把握し，必要な支援・体制の整備の検討を行いました。経過については報告書（Ｐ５２）に載って

いますが，成果としては幾つかの事業が開始される事になりました。 

  今年度は昨年度の継続でありますけれども，アンケート等の調査により患者様のニーズ等を把握し，

さらに今後，検討するべき事項について検討していく予定となっております。アンケート調査方法等

につきましては，またワーキングの中で検討していく予定となっております。以上です。 

○会長 

ワーキングについてのご意見やご質問があればお願いいたします。またご要望もぜひ事務局にお伝

えいただければと思います。 

○Ｃ委員 

「非常時の地域ネットワークつくり」は大変良いと思います。計画と実際とは違うと思います。障

害者計画での防災と防災計画での障害者対応が，うまくリンクしているのかが気になります。個別で

の避難計画書を作るくらいの気持ちが必要だと思います。 

○会長 

ご意見ありがとうございます。おっしゃる通り，委員会やワーキングの中でも計画と実際は違うと

の意見が出ていました。ですから，いかに実際の状況を想定しながら実行性のあるものを作っていく

か。それが今までのワーキングの各委員の中で共通認識になりましたので，今後はそこに向かって協

議したいと思います。まだ整理できていない部分もあり，これはどこが役割を担っているのか，どち

らが優先されるのかという話も出ました。そうした内容を整理しながら取り組んでいきたいと考えて

おります。また何かありましたら，ぜひご意見・ご要望を頂きたいと思います。 

○事務局 

ここで，運営委員の案内をさせて頂きます。ワーキングのテーマの透明性や公平性を保つため，前

年度より全体会の委員の皆さまが所属する団体から運営委員を募り，運営委員会にてワーキングテー

マや自立支援協議会の運営を担って頂いております。前年度は４名にご参加頂きました。今年度も７

月２７日までに，各所属団体から立候補される方がいましたら事務局にお声掛け頂きたいと思います。

何とぞよろしくお願いいたします。 

○会長 

ありがとうございます。毎年４名ほどの運営委員立候補者を募っているということですが，もしご

興味のある方がいれば事務局のほうに問い合わせして頂きご検討願いたく存じます。もし立候補者が

いない場合は事務局から打診させて頂くという事で皆さんよろしいでしょうか。ありがとうございま

す。それでは事務局からお声掛けがあった際にはぜひ前向きにご検討頂きたいと思います。 

 

（７）障害者差別解消支援地域協議会 

○事務局 

それでは調布市障害者差別解消支援地域協議会を始めたいと思います。今年度第１回目ですので，

委員互選により会長を決めたいと思います。ぜひやりたいという方はいらっしゃいますか。事務局推

薦としまして，昨年度の本協議会会長であり障害平等研修の講師でもある桜美林大学の谷内先生に今

年もお願いしたいと思いますが，皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。それでは今年度

の会長として一言ご挨拶をお願いします。 

○会長 

会長に選ばれなかったら，どうしようと思っていました。よろしくお願いいたします。この挨拶と
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今日のグループワークの説明を兼ねさせて頂きます。本日はこのようなグループワークを初回から行

ってしまい申し訳ない気持ちですが，目的は２点あります。 

まず一点目は，初回初めて参加の方もいらっしゃると思いますので，それぞれのグループのメンバ

ーに限られますが，ぜひグループの中で交流をして頂きたいと思います。 

２点目は，障害平等研修です。この研修を行うにはファシリテーターといわれる役割が必要で，障

害当事者では駄目なのです。障害平等研修を進めているＮＰＯ法人があり，元々イギリスのプログラ

ムを日本風にアレンジしながら行っています。研修費をかけ約半年間でファシリテーターの養成をし

ています。私も昨年度参加させてもらい，結構な数のレポート提出と実習や演習も取り組みましたが，

レポートでは自分の専門分野に指摘も受けて悲しい思いをしながら半年間頑張りました。今年度から

はチューターということで，後輩の養成に携わらせてもらっています。調布からも何人か受講生とし

てエントリーしてくださっていますので，来年度は私に代わり別の方がこのような形で調布市で障害

平等研修をしていただければ嬉しいです。今日はその紹介も兼ねて，実施させて頂きたいと思います。 

 紹介が遅れましたが，今日は助手も同行しております。自己紹介をお願いいます。 

 ○助手 

桜美林大学４年の●●です。本日はよろしくお願いいたします。 

○会長 

最初にお断りしておきます。今日のプログラムは本当は３時間の内容なのですが約１時間１０分に

圧縮して行いますので，作業がタイトになってしまう点をおわびいたします。あくまで研修を紹介す

るためのグループワークだと思って頂き，気楽に参加していただければと思います。 

  お手元に資料の中の付箋を１人３枚ずつ取って頂けますか。用紙はグループ毎に使用し，こちらか

らお伝えいたします。 

  まず，障害平等研修では必ず目標を立てます。例えば今回は調布市が主催だとすると，調布市の担

当者とファシリテーターがどういう目標にするかを本来は話しあうのですが，今日は私が一方的に作

ってまいりました。本日の目標は「研修終了後，私は」私というのは皆さんです。「私は調布市が障

害のある方にとって差別のない，より生活しやすくするための改善を行う」という目標を立てさせて

もらいました。そのために何をするのか，障害について考えて頂き，絵やビデオを使い分析をしても

らいます。それに対して今度はどうするか，演習をしながら具体的にどういう行動を起こすのかとい

うことを一緒に考えて頂きたいと思います。 

  まず１つ目は「障害って何だろう」という演習です。皆さんのお手元に「障害とは」と書かれた紙

が１枚ずつあります。用紙の上半分を使ってもらい，各テーブル毎に皆さんが考える「障害とは○○

である」を自由に書いてください。特に正解があるわけではありません。 

＜作業＞ 

○会長 

記入したらグループ内で共有するため，１人ずつ「なぜそれを書いたのか」話をしてください。 

＜グループワーク＞ 

○会長 

時間が足りず申し訳ありません。「障害とは○○である」と皆さんに書いてもらいました。ここが

今日の研修の出発点になります。ひとまずこの用紙は大切に横に置いて下さい。言い忘れましたが，

今日の成果は回収して集計を取ったり研修を実施したという報告を主催者側に送る必要があるため，

記名はしないで下さい。 

２つ目の演習に入ります。スライドに「障害って何だろう」という言葉が画面に出ています。次に，
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車椅子に乗った女性の絵が画面の左半分に出ています。ここで障害とは何だろう，と考えて頂きたい

のです。障害とは何なのか。次のスライドで，車いすに乗った女性の前に階段が現れます。３段ほど

の上り階段が出てきて左側にお店が描かれています。「障害はどこにあるの」と画面上にタイトルが

出ています。この絵を見ながら，障害があると思われる部分に先ほどの付箋を貼って下さい。同じ部

分に貼っても構いません。特に正解がないので，ここが障害だと思うところに貼ってください。 

＜作業＞ 

○会長 

それでは，自分がどういった理由でそこに付箋を貼ったのか，グループ内で共有して下さい。 

＜グループワーク＞ 

○会長 

幾つか意見が出ていると思います。本当は各グループから１つ，２つ発表してもらい全体で共有し

たいところですが，時間がありませんので今回はグループ内だけで終わらせて頂きます。 

  障害はどこにあるか。パワーポイントをご覧ください。階段の部分や障害のある体の部分，車椅子

の押す所等，例えば介助者や店員がいれば良いのではないか等，いろいろあります。店の中が非常に

混雑しているという部分に付箋を貼った方もいるかもしれません。学生の中には，呼び出しのインタ

ーホンがあれば店の人が飛んでくるかもしれない，場合により持ち上げてくれるかもしれないと考え

た人もいました。店の裏に本当はスロープがあるのではないかと考え「スロープはこちら」という指

示やサインが貼ってあれば良い等さまざまな意見が出ました。 

  それでは，次に「障害って何だろう」３つ目に入ります。（※資料「トークビデオ分析」参照） 

１０分間のドラマ仕立ての教材を見てもらいます。副音声が入っていますので視覚障害の方に配慮

した構成ですが，展開が結構速いので１度では話が良く分からないかもしれません。 

  いろいろな問題を発見できると思いますので，忘れないようにメモを残してください。 

 ＜動画＞ 

○会長 

ここで一度動画を止めます。主人公に問題が起きて女性が話し掛けてくれるのですが，手話で話し

掛けてきますので，主人公は困ってしまいます。そのため最初に「女性」と書かれています。次の場

面では空車のタクシーが来ましたが，手を挙げても止まってくれませんでした。なぜなら「障害者専

用」と書いたタクシーでした。主人公はいわゆる健常者になりますので，どのタクシーも乗せてくれ

ません。そこで２つ目には「タクシー」と書いていただければ良いです。このように主人公はこれか

らいろいろな事に困ります。 

＜動画＞ 

○会長 

どうでしょう。幾つ書けましたか。用紙には１４番まで書いてありますが，全部発見できた方も半

分ほどしか見つからなかった方もいると思います。グループ内で「あの場面はこうだった」と発見し

たことを共有化してもらえますか。 

＜グループワーク＞ 

○会長 

用紙の上半分に書いてもらった「障害とは○○である」ですが，今度は下半分に同じように「障害

とは○○である」という文章を完成させて頂きたいと思います。これまでの研修の内容も踏まえても

良いです。ご自由にお書きください。 

＜作業＞ 
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○会長 

またグループ内で下半分に書いた内容を共有してください。 

＜グループワーク＞ 

○会長 

スライド画面には国連の障害者権利条約の訳が載っています。障害の項目には「機能障害を有する

者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって」という説明があります。

これが障害です。当然，権利条約は社会問題を基につくられております。皆さん，本当にベテラン中

のベテランの方にお集まり頂いていますが，この研修自体は障害の社会問題を理解してもらうもので

す。解説は省きますが，障害は何だろうということ，障害というのはどこにあるのかということを図

や動画を見て考えてもらいました。 

  ここから後半に入ります。障害は何か，障害はどこにあるのかに一つの区切りを付けた上で，我々

はどうするのかが後半の議論になっていきます。 

  スライド画面には箱と星が描かれています。この箱に星を入れる方法を考えてください。箱や星の

材質はこちらから一切提示しません。自由な発想で，どうしたらこの星を少し小さめの穴に通して箱

に入れられるのか考えてみてください。そして，またグループ内で共有してもらえますか。 

＜グループワーク＞ 

○会長 

楽しい意見がたくさん出ていますが，鋭い方は何を尋ねられているのか恐らくもう気付いていると

思います。箱を社会，星が障害者だと例えると，社会の中に障害者を入れると考える場合，星の形を

変えて箱に入れる。一方でこの箱のほうを変えようと考えて少し大きな穴にすれば，星はそのままの

形でスポンと箱に入ります。障害者を変えるのか，社会を変えるのかという違いになると思います。

これもどちらが正解というものではありません。 

  しかし社会について考えると，やはり障害者が変わることに対しての期待が大きいと思います。一

番分かりやすいのはリハビリテーションです。障害者自身がいわゆる健常者社会に合わせるように，

一生懸命に訓練をして歩けるようになりなさい，階段を上れるようになりなさいというものです。当

然そこには限界があり，その限界を超えられなかった障害者は社会に組み込まれないといった現状が

多かれ少なかれあるのが私たちの社会ではないかという事を考えて頂くセッションになります。 

  ここに２枚の写真があります。体育館の観覧席です。１枚目は車椅子席の前にも観覧席があり，ゴ

ールが入ると皆が立ち上がり車椅子席の方は何も見えなくなってしまうという体育館です。２枚目は

車椅子席が元々低い位置の最前列につくられており，お客さんが立ち上がってもゲームを見続けるこ

とができる体育館です。 

  車椅子席をつくること自体はとても良いのですが，何かが少し足りないのです。何が足りなかった

のかというのが，ここでの質問です。障害者と社会のどちらを変えるのかという時に，やはり当事者

の意見をしっかり聞いてから社会を変えていこうとしないと，健常者中心に車椅子ユーザーではない

方が一生懸命車椅子席のことを議論して，結局あのような失敗を招いてしまうという事を考えてもら

います。 

  さらに，社会を変える行動です。ここには幾つかの合理的配慮の写真が出ています。例えば電車に

乗るときのスロープや点字ブロック。皆さんはもうご存じでしょうから省略します。 

冒頭で私が申し上げたとおり，今日の研修では「私は」は皆さんです。「調布市が障害のある方に

とって差別のない，より生活しやすくなるための改善を行う」という目標を立てています。 

 最後のワークに入っていきます。 
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資料の左側には現状や課題，右側はそのための解決法，皆さん自身が何をするのかという具体的な

ものを求められています。例えば，ある企業は業務マニュアルを印刷媒体だけ準備しています。その

企業の社員がこの研修を受け，業務マニュアルの現状に対して，マニュアルを自身の実力で電子化で

きますと解決の行動を取ったとします。これは誰かが電子化するのではなくて，あくまで私が何をで

きるかということです。また，例えばビルのエレベーターに点字や音声ガイドがない。これを私の解

決の行動としては，ビルの関連施設のアクセシビリティーの確認を障害者職員に依頼し実施します。

これもあくまで例ですが，私はこういうことができるよと，今まで気付かなかったけれど具体的な行

動を起こそうというリストを書きます。行動リストの次に続いているのが，組織を変える私の行動で

す。この組織というのは，先ほど申し上げたような，それぞれのお勤め先の部署や関わっている団体

の事業です。障害者にとって生きづらいのではないかと思う現状と，それに対して私はこういう改善

策が提供できるということをまとめていただけますか。 

＜作業＞ 

○会長 

今書いていただいた行動リストが，この研修の成果になります。具体的に何を自分は行えるのかと

いうことを導く研修内容になっています。その出発点が「障害とは○○である」で書いてもらった上

の部分です。恐らく医学モデルに近い「障害とは」の定義を書いている方が多いのではないかと思わ

れますが，研修により「障害はどこに」のどこが変わってくるわけです。これはどちらが正解かとい

う話ではなく，ＩＣＦでもいわゆる統合モデルで実施しているので両方必要なのです。しかし残念な

がら，日本においては医学モデルに重きを置いてしまいがちです。医療関係者，福祉関係者が環境の

ほうに目を向けていけば，また新たな支援方法や必要な支援が，われわれ障害者や福祉従事者に発見

できるのではないかと思います。最後に，ＤＴフォーラムという団体と障害平等研修の紹介のパンフ

レット配らせていただいています。 

  冒頭で話しましたが，今回のこの障害平等研修を「障害理解促進」ワーキングでメンバーの方に体

験してもらい，社会モデル的な新たな視点から障害理解の方法についてメンバーと話しあっていける

と良いと思います。去年バリアフリーハンドブックを作らせてもらった時に，さまざまな課題が抽出

されました。障害理解を進める上で，今度はそれを基に研修プログラムで何か開発できれば良いなと

期待しながら，今年度のワーキングを進めていけたらと思っています。お知恵等を頂ければ幸いに思

います。今日の資料は私が全てデータ化してフォーラムに送り，また今日の記録として事務局にお渡

ししようと思います。どのように活用していただくかは置いておき，皆さんの書いていただいた生の

声を情報としてお返ししようと思っています。以上でこの障害平等研修を終わります。どうもお疲れ

様でした。ありがとうございました。 

 

（８）閉会の挨拶（事務局）  

ありがとうございました。これで差別支援地域協議会を閉会させていただきます。今後の内容につ

いては未定ですが，会長と相談しながら進めていきたいと考えております。今後に向けて，皆さまの

お力添えのもと実りある協議会に発展させていきたいと思いますので，ご協力よろしくお願いいたし

ます。次回は１０月２５日開催の予定です。 


