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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２回全体会報告書 

 

 

１ 開催日    平成３０年１０月２５日（木) 午後３時から６時 

 

２ 開催場所   総合福祉センター２階 ２０１・２０２会議室 

 

３ 出席者（委員１９名 事務局１２名 傍聴０名） 

 

４ 議 題 

（１） 開会の挨拶 

（２） 運営委員会，講演会の報告について 

（３） 平成３０年度調布市障害者地域自立支援協議会 各ワーキングの中間報告 

（４） 地域課題について意見交換 

（５） 障害者差別解消支援地域協議会 

① 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例の施行について 

② 事例の共有 

 

５ 議事録要旨 

（１）開会の挨拶（会長） 

それでは，平成３０年度調布市障害者地域自立支援協議会第２回全体会を始めたいと思います。 

 今回も報告や協議事項がいろいろとありますので，皆さまにぜひご意見を頂きたいと思います。 

 

（２）運営委員会，講演会についての報告 

 ○事務局 

運営委員は立候補者がいなかったため８月に事務局にて選ばせていただき，４名の方にお願いする

ことになりました。９月には第１回運営会議を開催し，各ワーキングからの報告をしました。また，

来年度のワーキングテーマ設定に向けての地域課題について話し合いをしました。 

講演会については，東京オリンピック・パラリンピック開催まで２年をきり市民の関心が高まる中，

地域における「障害理解の促進」「差別解消の推進」「共生社会の実現」につながることを目的とし，

講演会のタイトルは「地域でオリ・パラを迎えるということ～パラスポーツを，体験して，知って，

バリアフリーを～（仮）」を案として考えているところです。内容は２部構成で，第１部は障害者ス

ポーツ体験として車いすバスケとボッチャの体験会を行います。車いすバスケは埼玉ライオンズ所属

の篠田匡世氏，ボッチャはＣＩＬちょうふの秋元妙美氏を講師として予定しています。第２部はパネ

ルディスカッションを行い，前出の２名に加えて知的障害者フットサル元日本代表ゴールキーパーの

青沼悠士氏にも参加いただく予定です。障害とスポーツという共通項でつながった３人によるディス

カッションを副会長にコーディネートをお願いする予定です。 

２年後のパラリンピックでは車いすバスケの競技会場が調布市なので，今回の体験会には車いすバ
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スケは外せないとのこだわりを持って準備・調整を進めてきました。講師の手配にあたり会長にお力

添えいただき，お礼を申し上げるとともに委員の皆さまにお知らせいたします。今後，皆さま方の団

体様へもご周知をお願いしたいと思います。ぜひご協力をお願いいたします。＊資料参照 

 ○会長 

ありがとうございました。何かご質問やご意見のある方はいらっしゃいますか。運営員会について

は，立候補者がいない中で委員の中から３名，委員外から１名の方が快く引き受けてくださり感謝申

し上げます。ありがとうございます。講演会についても，ご意見ご質問があればどうぞ。 

 ○副会長 

質問です。講演会の参加は申し込み不要となっていますが，体験会の場合は事前に人数を把握する

必要はありませんか。また，調布市がパラリンピック車いすバスケ会場として決定していることをチ

ラシに載せてはいかがでしょうか。地域でオリ・パラをというタイトルですが，調布市と書いたほう

が市民の関心も高まるのではないかと思います。 

○事務局 

ありがとうございます。講演会では，参加者を２グループに分けて２つの種目を交互に同じ体育館

で同時に行う予定でおります。最大１００名集まっても５０名ずつのグループで対応できるように考

えています。今のところ事前申し込み無しと考えていますが，確かに大勢来た場合を考えておく必要

があると思います。またチラシへの明記も検討したいと思います。ありがとうございました。 

○Ａ委員 

チラシの配布については親の会でお便り郵送の時期が決まっていますので，今月中にはチラシがで

きると良いと思います。車での来場可と書いてありますが，車は何台来ても大丈夫ですか。 

○事務局 

体験会の参加者が極端に少ないことが無いよう気をつけたいと思います。チラシもできるだけ早期

に配布できるよう準備に取り掛かっていますので，周知をお願いできたらと思います。駐車場は５０

台確保してあり，飛田給駅からのシャトルバスもご利用いただけます。 

○Ａ委員 

障害理解の促進，共生社会の実現が目的ということですが，障害の関係者以外に参加いただくため

にどこに宣伝の予定ですか。 

○事務局 

東京都障害者差別解消条例が施行され，事業者にも合理的配慮が義務化されました。是非，商工会

の事業者やオリ・パラでボランティアを希望している方にも知ってもらいたい内容と思っています。

また，障害者と普段触れ合う機会がない方に最も参加していただきたいと考えています。 

○副会長 

ぜひ小・中・高学校にも配っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○会長 

  今までの研修や講演会で，事前申し込み制を取ったことはありますか。 

○事務局 

２年前に自閉症体験や視覚障害者のある方のサッカー等の体験型プログラムを行った時には，事前

に人数を把握した上でグループ分けをした経緯があります。今回は申し込みのハードルを下げる目的

で不要にしましたが，確実な人数を把握できる方法については今後事務局で協議していきたいと思い

ます。 

○会長 
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タイトルの「バリアフリー」という言葉が使い古された感じがしますので，後半部分はもう少しこ

なれた感じがいいかなと思いました。調布市が車いすバスケの会場になることをもっと前面に出した

ほうがいいですね。他に質問やご意見がある方はお願いします。 

○Ｂ委員 

車いすバスケの準備は大丈夫なのでしょうか。飛田給駅前からのシャトルバスは私たち歩行困難者

や大型の車いすの方もスムーズに乗れるバスですので，大変便利だと思います。また車いす用トイレ

も増設され，障害者にとって使いやすくなってきたと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 

車いすバスケ専用の車いすは，センターの備品として１４台の借用が手配済みです。 

○副会長 

サブタイトルの件ですが，第２部のテーマの後半部分を活かし「誰もが気持ちよく過ごせるまちづ

くりを」といったのではいかがでしょうか。 

○会長 

事務局で検討をお願いします。車いすバスケは一般的なバスケのルールと違い，ルールを知れば知

るほど面白くなるようです。その様な説明だけでも分かると良いと思いました。 

○事務局 

紙面の問題がありますが，可能であれば検討します。 

 

（３）平成３０年度各ワーキングの中間報告 ＊資料参照 

①非常時の地域ネットワーク作りワーキング（ちょうふだぞう） 

②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（ドルチェ） 

③障害理解の促進ワーキング（希望ヶ丘） 

④サービスの在り方検討会（障害福祉課） 

○会長 

ありがとうございました。ご質問・ご意見がありましたらお願いいたします。 

○Ｃ委員 

非常時の地域ネットワーク作りワーキングについて質問です。精神障害がある方のために緊急時に

こころの健康支援センターを利用できないかとの意見が家族会で挙がり，センターに問い合わせまし

たが「開放するといろいろな人が殺到してしまうため，緊急時の利用は不可」との返答でした。一時

的に学校等の避難所へ行った後に，どうしてもそこで過ごせないような精神障害がある方のためにセ

ンターを開放してもらえたらというのが家族の願いです。 

○事務局 

施設の開放についてはワーキングの中では決定できない事案ですが，ご意見として頂戴してワーキ

ングの中で話題を提供していきたいと思います。ありがとうございました。 

○Ａ委員 

非常時の地域ネットワーク作りワーキングの第２回の「障害者への災害時支援について」はどの団

体・障害者にとっても大変興味深く大事だと思いますので，学習された詳しい内容を是非共有してい

ただきたいです。医療的ケアワーキングについては，次年度以降に引き継いでいく関係機関連絡会が

どのようなメンバーで成立・運営していくのか，決定していたら教えてください。 

○事務局 

地域の医療・福祉・保健分野の関係機関で連絡会を作っていく方針ですが，メンバーは未確定です。 
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○Ａ委員 

やはり行政機関と訪問系事業所の連絡会という想定ですか。これまでのワーキングで医療的ケアの

必要な方のニーズが全て把握できているということであればいいのですが，関係機関連絡会に当事者

が入ることは想定されていませんか。 

○事務局 

即答返答は難しいのですが，この制度はもともと東京都が医療的ケアを必要とする方を受け入れる

短期入所等の施設増設を目的にした事業であったため，当初は保育事業所や訪問看護事業所等，医療

的ケアを必要とする方が利用できるサービスが調布市内で増えたらと考えていました。医療的ケアに

ついての理解を促して施設や職員が受け入れやすくなるよう連絡会を開く予定のため，当事者の方が

どのように関わっていくかは今後の課題になると思います。 

○Ａ委員 

現在の医療的ケアのサービス状況を見ると，障害福祉課や事業所からのニーズを探るだけでなく，

例えばスクールバスに医療的ケア児が乗る等，利用する側からのニーズ聞き取りもお願いしたいと思

います。 

○Ｄ委員 

災害時の対応はどの事業所にも共通する話題であり関心が高いところなので，もっと詳しくご報告

していきたいと思いました。ＮＰＯ法人難民を助ける会ＡＡＲジャパンは国内外で復興支援を行う大

規模な法人ですが，講師の●●氏は調布出身で子育てをしながら活動されている方でした。災害救助

は絞りがたいほど多様なテーマがあり，今回は相談支援事業所や市がそれぞれ考えている災害時対応

を整理しながら，ネットワークを組んで連携を図りたいと思います。障害のある方が安心して過ごせ

るにはどうしたら支えられるか，に焦点を当てて進めていきたいと思います。 

 

（４）地域課題についての意見交換 

○会長 

次に地域課題についての意見交換です。頂いたご意見は，取りまとめて平成３１年度以降のワーキ

ングテーマの設定のための参考とさせていただきます。障害のある方たちが調布市でより過ごしやす

く住みやすくなるための課題，あったら良いと思う福祉サービスについてご意見をお願いします。 

○Ｅ委員 

聴覚障害者も高齢化が進んでおり，高齢者が昼間に集まれる場所，とくに手話でやりとりできる場

所があると良いとの声が高まっています。２点目は以前も申し上げていますが，福祉サービス利用者

の声を反映する体制を強化してもらえたらと思います。千葉県柏市では，手話通訳を依頼する聴覚障

害者に対して担当者決定の際にアンケートも一緒に送ります。利用時に困ったことがあればアンケー

トに記して連絡できるようになっています。社会福祉協議会や市役所に出向いて直接言いにくい方も，

自分の声を届けられるような体制を作っていただけると有難いと思います。 

○会長 

貴重なご意見をいただき，ありがとうございました。ました。 

○Ｆ委員 

成年後見制度を利用する方が地域で暮らす上で必要なこととして挙がったのは，在宅の知的障害者

の方たちが役に立てる場があると良いという意見でした。障害があっても地域の役に立てる活動を探

しており，例えば高齢者のごみ出しや街のごみ拾い等，福祉関係者ではなく地域の方とのつながりを

持てると有難いというものです。他にはガイドヘルパー不足に対する意見や，相談支援事業所を増や
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して計画作成だけでなく本人支援にじっくり関わってほしいといった意見も出ました。 

今後検討してほしいサービスとしては，宿泊旅行に同行できるヘルパーがいると良いとの意見や，

知的障害・精神疾患など複数の障害があっても受け入れてくれるグループホーム等があると良いとの

意見が出ました。 

○Ｇ委員 

中途失調・難聴者の方向けに手話講習会を開催していますが，中途障害の方がコミュニケーション

手段として手話を学ぶ努力をされる中でなかなか覚えられない，覚えにくいという事実があります。

聴覚障害者の当事者団体はありますが，生活の不自由さを感じている当事者同士が集まって話せる場

があるといいです。耳が聞こえにくくなったと感じるだけで障害の認識がない方もおり，そういう場

を通じて情報共有し，生活の不便さを話し合うことで手帳取得を考える機会になるといいと思います。 

また，障害がある方の住宅確保については調布市都市整備部の居住者支援協議会で必要な措置を講

じていますが，そのアンケートからは大家や不動産業者等の貸す側に不安があることが分かります。

障害のある方が地域に住むためのハードルを下げるには，その点を解消する必要があると思います。 

総合福祉センター１階にある「住まいぬくもり相談室」で住宅確保に困っている方の相談を受けてい

ますが，高齢者に次いで障害のある方からの相談が多いと聞いていますので課題だと感じています 

  今後あると良いと思うサービスについては，高次脳機能障害の方を支援する部署からの話として，

障害を負った妻が退院後に自分で家事をしたいと思っても夫や子供を頼ってしまうことになり，現行

のヘルパーは本人以外のためには利用できないため，ジョブコーチのように自分の役割を達成するた

めのサービスがあればと思いました。 

  最後に「ここあ」という不登校や引きこもりの子供や若者のための居場所があるのですが，最近は

一般就労した軽度の知的障害の方たちの利用が増えています。仕事になじめず家に引きこもってしま

い，作業所に行けるわけでもない人たちが気楽に立ち寄れる場所があればと思います。 

○会長 

貴重なご意見をありがとうございました。 

○Ｈ委員 

  ご意見を伺うと，法改正によりさまざまな制度ができても穴が多いのだと思います。例えば高次脳

障害で介護保険のヘルパーを利用する主婦の方の場合，ヘルパーがいれば助かってもどのような思い

をしているのかを検討していく必要があるのではないかと常々思っています。 

  ２点目は防災問題についてです。調布市の消防は大変努力していると地域包括支援センターから聞

いたことがありますがまだ足りない点があることが分かり，今後重要なのは現状を明らかにすること

だと感じています。調布市がどこまで危機管理をしているのかは自身も調布市民なので不安を感じま

すし，要援護者にとっては防災の課題が明らかになることで安心できると思います。調布市が既に実

施していることや検討が必要なことを市民に分かりやすく説明して欲しいと思います。 

○副会長 

手話通訳サービス利用者の声について質問があります。手話通訳者を前に言いにくいかもしれませ

んが，例えばどういう希望や要望が出ているのか教えていただけますか。 

○Ｅ委員 

言いづらいですね。手話通訳の質に関しては，調布市だけでなく全国的に同じような状況であるこ

とを最初にお断りしておきたいと思います。まず，聴覚障害がある方にとって分かりやすい通訳が必

要なのですが，手話通訳の技術面が追いついていないことです。 

次にマナー面です。病院への同行も多く，たくさん着けているアクセサリーを外す等のマナーを学
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んでもらえると有難く思います。社会福祉協議会からも繰り返し注意を促してもらっていますが，実

際に私が病院へ行った際にアクセサリーを着けてきた方がいて嫌な思いをした経験があります。 

  ３点目はプライバシーの面です。最近は減りましたが，通訳した内容や手話通訳を利用した方のプ

ライバシー情報が漏れてしまうということが長い間続いていました。正直なことを言えば，それは手

話通訳を依頼する窓口で手話を使える方がいないからです。そのため，手話通訳者同士で相談せざる

を得ない状況になっているのだろうと思います。しかしそれを考慮しても，守秘義務というのは厳し

く守っていただきたいと思います。私の個人的な意見としては，高齢者や他の障害者と比べて聴覚障

害者の場合は，守秘義務がより厳しく求められるべき分野だと思っています。誰の手話通訳に行った

という話のレベルから厳しく求められるべきです。守秘すべき具体的な基準がこれまで示唆されてい

なかったこともあり，手話通訳者の会や社会福祉協議会の手話研修会を重ねて少しずつ改善され手応

えも感じていますが，長い間それを我慢してきた高齢の聴覚障害者の中には，やはり手話通訳は嫌だ

という方が本当に多い状況です。今から「大丈夫ですよ」と私が伝えても，守秘義務が守られずに信

頼を裏切られた過去の思いがあるので手話通訳サービスの利用につながりません。 

  どのようにしてサービスの質を上げるのかはさまざまな方法があると思いますが，やはり聴覚障害

のある方は手話で訴えることしかできないため，いろいろなアプローチで聴覚障害のある方の不満を

日常的に引き出せる仕組みがあるといいと思います。恐らく，聴覚障害者だけではなく他の障害者の

方も同じ状況だと思います。利用者の声を普段から引き出しやすくする仕組みを，調布市全体で考え

ていただけるとありがたいと思います。 

○会長 

非常に貴重なご意見をありがとうございました。時間になりましたが，地域課題に対するご意見は

まだあると思いますので次回も検討する場を設けられたらと思います。 

○Ａ委員 

事務局から配られた用紙に皆さんも意見を書いてきているようですが，提出しても良いでしょうか。 

○事務局 

今日は時間の都合上ご紹介できませんでしたが，まとめて今後の運営会議や来年度以降のワーキン

グのテーマ設定に活用させていただきたいと思います。 

○会長 

  長時間にわたり，ご協力ありがとうございました。これをもって全体会を終了いたします。 

 

（５）障害者差別解消支援地域協議会 

○副会長 

第２部の障害者差別解消支援地域協議会を始めたいと思います。東京都障害者差別解消条例が施行

されましたが，逆行するニュースとして障害者雇用の水増しの問題が発覚しました。合理的配慮の義

務を負う行政機関の認識がずれていたという残念なニュースでした。まず本日は，東京都の条例につ

いて事務局から説明をしてもらいます。その後全体の振り返りとして１０分ほど話をしてから，３名

の方に差別に関連する話題を提供してもらう予定です。よろしくお願いします。 

①東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例の施行について（事務局） 

平成３０年１０月１日に施行された東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例

については，資料の「東京都障害者差別解消法ハンドブック～みんなで支え合い，つながる社会をめ

ざして～」をご参照ください。ポイントとしましては，「合理的配慮の提供」の義務化，広域支援相

談員の設置，紛争解決の仕組みの整備，の 3点です。一つ目として障害者差別解消法では，民間事業
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者の合理的配慮は努力義務ですが，都条例では，これを義務とされています。二つ目として，不当な

差別的扱いの禁止や合理的配慮の提供などについて，新たに相談体制を設けました。三つ目として，

都条例では，広域支援相談員に相談しても，なお紛争解決されない場合の紛争解決の仕組みとして，

あっせん，勧告及び公表の手続きを設けました。 

この冊子は東京都ホームページでも閲覧できますので，ご所属の団体等で周知とご活用をお願いし

たいと思います。また，各分野の事業者に向けた差別解消の対応指針については，内閣府ホームペー

ジにて閲覧できます。※資料参照 

○副会長 

参考にしていただけたらと思います。次に，私から前回の障害平等研修についてご説明します。手

元の資料やＤＥＴ（Disability Equality Training：障害平等研修）のホームページ等をご覧ください。

前回は，障害は医学モデルではなく社会モデルだということを教材と動画等を使用して参加者の皆さ

まに理解していただきました。次に大事なのは，それを行動計画に落とし込むことです。しかし前回

は時間不足ということもあり，自分は何ができるのか，何をしなければならないのかという具体的な

行動計画を作っていくところまでは至らなかったように思います。次回は社会モデルの視点から自分

たちが感じている障害というものを議論してもらい，悪い面ばかりでなく，社会モデルの障害を取り

除いてくれる場所や人が調布市には実はたくさんあるということを当事者の方々やワーキング参加

者から発表してもらう，またはグループの中で参加者と一緒になって進めていく形の研修を行いたい

と思っています。その結果については，今年度最後の全体会で事務局から報告してもらう予定です。 

※資料参照 

②事例の報告 

○副会長 

  昨年度も委員の方に事例を提供していただきましたが，その目的はまさにお互いの障害を知ること

です。全体会やこの協議会は，障害の種別を超えて集まり議論する場ですが，他の障害のことを良く

知る機会がないという現状があります。今回も，３名の方に事例提供をお願いしました。 

◆Ｂ委員 

  障害者差別禁止法ができましたが，障害がある方がどのような弊害を被ったかということを聞いて

いただければと思っております。よろしくお願いします。 

  私たちの障害者団体は昭和３６年５月に発足しました。その頃はプライバシーの問題もなく，調布

在住で各障害者手帳を交付された方には会員になっていただくよう，全員に通知を出していました。

そんな時代もありましたが，現在は障害者差別禁止法もでき其々の立場で対応していると思います。 

  車いすを使用する方に対して「誰でもトイレ」ができたことは素晴らしいですが，そのトイレしか

利用できない車いすの方々にとっては大変な問題です。その辺りを少し考慮していただければと思っ

ております。また交通について，例えばバスに乗る場合に始発ならば何とか乗せてもらえますが，途

中乗車となると混雑等を理由に拒否される場合もあります。次に，建物についてです。段差が５セン

チある場合に手動の車いすなら訓練により乗り越えられると思いますが，電動車いすは車自体が重い

ためまず乗り越えられません。見学した一軒の家では室内が全部平らで車いすのまま移動でき，ポス

トも高くなく車いすの方でも手が届くようになっていました。これは車いすの方にとって素晴らしい

改良点だと思います。また傾斜がある場合には車いすが傾斜に沿って流れやすく，階段が１段でもあ

ると登れないというのが，車いすを利用している方々の課題です。街中ではエスカレーター使用の際

に関東では右側，関西では左側を空けることが決まりのようになっていますが，関東では半身不随に

なった方が左側はつかめないため右側に乗った場合，他の人になんだかんだと言われることになりま
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す。車いすや松葉杖を使用の場合は遠くから見ても障害者だと分かってもらえますが，内部障害や聴

覚障害，視覚障害，途中で病気のために障害を負った方々は外見からは障害者だと分かってもらえず

さまざまな差別を受けるといった意見があり，それはまた今後の課題なのではないかと思っています。 

  いろいろな所で合理的配慮が謳われていますが，本当の合理的配慮がどのようなものかは本当に難

しい問題ではないかと思っております。やはり当事者の皆さんができるだけ声を大にして言わないと，

伝わらない部分があります。周囲の皆さんも本人も気を付けていきながら共に生活していきたいと思

っておりますので，よろしくお願いします。 

○副会長 

ありがとうございました。ご質問をお願いします。 

 ○Ｃ委員 

車いす用トイレについては，恐らく一般の人が使ってしまい入れない場合があるということでしょ

うか。ネーミングが悪いのかどうか，お尋ねしたいです。 

○Ｂ委員 

ネーミングの良し悪しというより，元気な人はさっと動いてトイレへ入れますが，車いすの方の場

合は傾斜や障害のためなかなか簡単にたどり着けないところが課題だと思っています。 

○副会長 

他にいかがでしょうか。余談で恐縮ですが，私の大学にＬＧＢＴの学生たちがいます。性同一性障

害という体と心の性が一致していない等のいろいろなタイプの方がいますが，実はその学生たちは誰

でもトイレが好きなのです。男女別の表示がないため非常に使用率が高いのです。先日もある学生か

ら「使っていいのかどうか，先生の意見を聞かせてくれ」と言われ，私は「誰でもトイレなのだから

使っていいんじゃない」と答えました。ただ車いすの方がメインで使うトイレなので用を足したら一

刻も早く出るように，それほどの意気込みで入らないと駄目だと伝えました。確かにネーミングから

誰でも使っていいように思われがちですが，やはりそうではないということを感じました。ありがと

うございました。では次にお願いします。 

◆Ｆ委員 

 調布商工会はそもそも小さな会社・事業者の集まりで，従業員が何百人もいるような会社は加入し

ていないため，雇用面での事例はあまりありません。個人的には，小さな事業所は仕事量や資金面か

ら障害者雇用は難しいと思います。実際に私の会社も自分を含め社員６名のため，難しいというのが

正直な感想です。 

  商工会全体としての取り組みとしては，例えばバリアフリーでスロープ設置のための補助金の案内

や手続きに必要な書類作成のサポートもしています。また，昨年度は障害者雇用促進のための労務セ

ミナーを開催しました。就労支援センターライズやハローワークの方を講師として招き，障害につい

ての具体的な話や障害者が活躍している場所，留意点等を話してもらいました。１５事業所が参加し

たと聞いています。 

  あまり一般的な話をしてもつまらないと思いますので，ここからは私自身の経験を話させていただ

きます。車の販売や修理を行う石井自動車という会社で，私は社長兼営業を行っています。障害のあ

るお客様と接する機会がありました。お互いに何を言いたいのかコミュニケーションに苦労し，コミ

ュニケーションを取るために非常に時間がかかりました。障害のないお客様との商談の３倍ほどの時

間がかかったように感じました。会社として業務効率が悪いなどと文句を言わず，やはり地道なやり

方で障害があるお客様に対しても他のお客様と同じように情報交換し合い，納得するまで話して注文

を受け，車の登録手続きをして納車するというプロセスを取ることが大切だと思います。それが当た
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り前のことですが中にはうまくコミュニケーションが取れず，言い方はおかしいですが，せっかくお

客様が車を買いたいのに嫌になり商談を投げ出すことのないよう頑張ろうと思いました。何とか車を

買ってもらえて，よくやったと自分自身で評価しています。丁寧なコミュニケーションを取り，他の

お客様と同じように全てを伝えることが大事だと思います。この話が参考になるのか，皆さまの興味

のあるところかは自信がありませんが，事例として紹介させていただきました。 

○副会長 

ありがとうございました。ご質問やご意見はございますか。 

○Ｅ委員 

挨拶やありがとうの手話だけでも覚えてもらえると本当に気持ちの上で励みになり嬉しいと思い

ます。一点話すかどうか非常に迷ったのですが，やはり障害者への配慮ということでお話します。手

話通訳の守秘義務の話をしましたが，先ほどのお話から車を購入した方が誰なのか分かってしまいま

した。恐らくご本人はどこで車を買ったか知られたくないのではないかと思い，複雑な気持ちでお話

を伺っていました。やはり障害者の世界は非常に狭い世界なので，守秘義務が重くのしかかってくる

ということを頭の片隅に置いていただけると嬉しいです。しかしＦ委員が丁寧に対応してくださり，

私も温かい気持ちになりました。ありがとうございました。 

○Ｆ委員 

ありがとうございます。守秘義務について守っていきたいと思います。ありがとうございました。 

○副会長 

よろしくお願いします。先ほどの話のように障害者の世界はとても狭いので，良い噂が広まるのも

早いと思います。時間がかかったと聞きましたが，数年先を考えると利益も大きくなるかも知れませ

ん。また障害者雇用の勉強会の話がありましたが，毎年同じテーマなのでしょうか。 

○Ｆ委員 

偶然です。障害者雇用促進法ができ都条例も今年から施行されるので，それに備えて勉強会を開催

しました。 

○副会長 

ありがとうございます。障害者雇用促進法は４５．５人以上雇用しているかが関係しますが，それ

とは別に障害者理解や障害者差別解消法に関連した勉強会を開いていただけたら有難いと思います。

それでは，多摩南部成年後見センターについてお話をいただきたいと思います。 

◆Ｉ委員 

多摩南部成年後見センターは，調布市・日野市・狛江市・多摩市・稲城市が共同で平成１５年７月

に設立されました。主な業務は①法人として成年後見事務②地域市民対象の成年後見養成活動③法人

や市民後見人の支援対象外の方を弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職に紹介する業務です。 

  センターで支援する方は非常に複雑な事情を抱えている方が多く，成年後見の申立てを行うための

適切な人がいないというケースが多くあり，家庭裁判所に市長申立てで行うことが多いです。 

センターに寄せられる法人後見の依頼は，地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等の関係

機関から市役所を通じて相談という場合が多いです。たとえば親族からの暴力や年金使い込み等の相

談を受けて市が虐待認定を行い，本人を施設に保護して安全や財産が守られます。その際に施設契約

が必要となり市長申立てで成年後見人を付けるという事があります。或いは高齢で認知症の親と同居

する障害のある子など世帯全体の支援が必要で，それぞれに成年後見人をつけるという事もあります。

独り暮らしで身寄りの無い方が入院し，入院費支払いや手続きができないという相談等，複雑な事情

を抱えている方が多いです。 
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○副会長 

ありがとうございました。ご質問等ございますか。 

○Ｅ委員 

興味深いお話をありがとうございました。認知症や障害のある方がいるとのお話でしたが，どのよ

うな割合でしょうか。 

○Ｉ委員 

センターご利用の方で高齢者か障害者かという分類をすると，ほぼ同じ割合だと思います。 

○事務局 

障害がある方は後見制度をよく利用されますが，法人後見のメリットを教えていただけますか。 

○Ｉ委員 

法人後見を受けるメリットは，家庭状況や金銭面で複雑な問題が絡んでいる場合でも顧問の弁護士

や司法書士などの専門職に相談でき，組織全体で問題解決が図れるという点だと思います。 

○副会長 

ありがとうございました。それでは，発表者の皆さんにお礼の拍手をお願いします。（拍手） 

○事務局 

長時間にわたり，ありがとうございました。第２回全体会は終了となります。次回第３回の全体会

では，障害者総合計画の進捗状況や各ワーキングの最終報告を予定しております。次回は平成３１年

３月２２日開催です。よろしくお願いいたします。  


