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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３回全体会報告書 

 

 

１ 開催日    平成３１年３月２２日（金) 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１８名 事務局１５名 傍聴１名） 

 

４ 議 題 

（１） 開会の挨拶 

（２） 調布市障害者総合計画の進捗状況報告及び平成３１年度調布市の事業について 

（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等の報告 

（４） 障害者差別解消支援地域協議会 

（５） 閉会の挨拶 

 

５ 議事録要旨 

（１）開会の挨拶（木下会長） 

これより，平成３０年度調布市障害者地域自立支援協議会第３回全体会を始めます。

次年度に引き継いでいくものもありますので，ぜひ闊達なご意見を頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。さっそく調布市障害者総合計画の進捗状況報告および平成

３１年度調布市の事業について，事務局から報告をお願いします。 

 

（２）調布市障害者総合計画の進捗状況報告及び平成３１年度調布市の事業について 

 ○事務局（障害福祉課） 

資料をご覧ください。調布市障害者総合計画のうち，３年ごとに都道府県・市町村が

作成する第５期障害福祉計画と第１期障害児福祉計画についてのサービス量見込み量に

対して，利用実績はどの程度かをまとめたものです。＊資料参照 

① 訪問系サービス【居宅介護，重度訪問介護，行動援護，同行援護】 

利用実績が伸びる中で重度訪問介護は若干下がっています。利用実績の多かった方の

市外転出が背景にあると思われます。 

② 作業所など日中活動系サービス 

一部の就労継続支援Ｂ型が生活介護に変更した影響で生活介護が比較的伸びたほか，
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就労移行支援の利用者が見込み以上に大きく伸びています。自立訓練・機能訓練は市内

に事業所がなく１年半までと利用期間が決まっているため，利用実績は安定せず計画値

を下回る状況が以前から続いています。今年度の法改正で創設された就労定着支援は，

市内３カ所の就労移行支援事業所で事業開始され，見込みを大幅に超えて２８名の実績

があります。 

③ 居住系サービス 

施設入所は入退所の推移はあるものの実績は変わらず，グループホームについては２

か所新規開設があったため利用が伸びています。今年度から創設された自立生活援助は，

三鷹市に本拠を置くグループホームが単身生活へ移行した方を対象に事業を開始したた

め，計画値を上回る１０名の利用がありました。 

④ 計画相談【サービス等利用計画の作成】 

市内の事業所の空きが少なく，福祉サービス利用者全員に計画を作成するという前提

からは大きく遅れている状況が続いています。一応暫定的に簡易なセルフプランでサー

ビス利用を継続する形を取っていますが，主に１８歳以上で約６割，障害児相談支援で

４分の１に留まっているのが現状です。 

⑤ 児童通所サービス 

放課後等デイサービスがここ数年伸びていますが，今年度は報酬改定もあり増加幅は

以前より鈍くなっています。 

⑥ 地域生活支援事業 

区市町村独自の事業で，移動支援や手話通訳派遣は前年度実績から伸びています。要

約筆記派遣は，利用していた方の転出により実績が減っています。 

⑦ 事業所数の推移 

今年度は１８歳以上の障害者通所施設が，知的障害対象２か所，精神障害対象２か所

開設された他，高次脳機能障害対象の調布ドリームが移転して定員を拡大する予定です。

グループホーム２か所，児童向けの通所サービスも２か所開設しましたが，一方で３か

所が事業終了になりました。簡単ですが，報告は以上です。 

 

（３）質疑応答 

○事務局 

ありがとうございました。ご意見やご質問がある方はいらっしゃいますか。  

 ○Ａ委員 

  閉鎖された事業所の利用者フォローはどうなっていますか。 

○障害福祉課 

基本的には，閉鎖する事業所にも責任を持って探してもらっています。放課後等デイ

では他事業所で受け入れてもらったり，一部は日中一時支援等の別事業に切り替える等

しています。個別のご相談も受けながら対応している所です。 
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○Ｂ委員 

訪問系サービスの重度訪問介護や行動援護は計画比が１００％に至っていませんが，

これは需要に対して供給量は十分ある中で利用者が転出して減ったという事なのか，ニ

ーズがあっても供給が十分出来ずに計画値に達成しなかったのか教えてください。 

 ○障害福祉課 

  ニーズをもとに必要量を見込んで定めていますので，提供体制がそこまで追い付かな

かったという事と考えています。重度訪問介護に関しては利用者の転出の影響かと思い

ますが，行動援護に関しては統計や調査は実施していないものの，支給決定されてもそ

の時間数上限までは利用出来ないとの話を聞いています。 

○Ｃ委員 

計画相談と障害児相談支援は５年前と比べると大幅に増えている印象ですが，相談支

援事業所自体が増えていないという意味でしょうか。 

○障害福祉課 

相談支援事業所が増えていない訳ではありませんが，大きくは増えていません。しか

し今春から開設する事業所もあると聞いている他，障害福祉課でも計画相談支援の提供

体制強化を次年度の新規事業として掲げています。後で説明させて頂きます。 

○谷内副会長 

就労定着支援は新規事業ですが，事業所は元々ある事業所になるのでしょうか。 

○障害福祉課 

そうです。既存の就労移行支援事業所が新たに定着支援事業も開設したという事です。

○木下会長 

私からも１点よろしいでしょうか。事業所閉所の理由に「支援員が集まらないため」

とありました。たまたまなのか，調布市全体で人材不足の傾向があるのか，把握されて

いれば教えて頂きたいと思います。 

○障害福祉課 

人材不足は一昔前より顕著になっていると思われます。特にサービス管理責任者や児

童発達支援管理責任者等の中心的役割を担う職員は実務経験プラス研修受講して資格を

得る必要がありますが，そうした職員が抜けると代わりが見つからないとの話は聞きま

す。また最低賃金の上昇もあるかと思いますが，５年ほど前に比べて放課後等デイの非

常勤支援員等も時給を上げても集まらないという話もあるようです。放課後等デイや児

童発達支援等の児童部門のサービスに関しては，報酬改定と合わせて特に資格要件が求

められるようになりました。補充する際にも非常に厳しいのではないかと思います。 

○木下会長 

恐らく全国的な傾向にあるという事ですね。注視していきたいところでもあります。

続きまして，平成３１年度の調布市事業についてのご報告をお願いします。 

 ○障害福祉課 
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  ２０１９年，２０２０年とラグビーワールドカップ，オリンピック・パラリンピック

を迎えるに当たり，特にパラリンピックのレガシーとするべく踏み出している事業もあ

ります。障害理解ワーキングでバリアフリーマップ作成に協力を頂いた所に始まり，平

成３１年度には市内の商店に対してバリアフリーのための段差解消備品購入費や点字メ

ニューの作成費等の補助を行うという新事業を始める事になりました。 

  医療的ケアワーキングからの平成３０年度新規事業も，実質的には平成３１年度が実

績を伴う初年度と思いますので確実に進めていきたいと考えています。 

  また計画相談の相談支援専門員についても事業所で対応が厳しい事情もあり，基幹相

談支援事業所である障害福祉課に１名配置する事になりました。 

  このように，自立支援協議会でのご意見の中から事業に繋がったものが今までにも数

多くあります。来年度についても，皆さまの闊達なご議論の中から良いものが生まれれ

ばと考えております。以上です。 

 ○木下会長 

  質問等はございますか。 

 ○Ｄ委員 

  計画相談の専門員が１名増員になるとの話を聞き嬉しく思いますが，基幹型として他

事業所でなかなか応対が難しい方についてご相談を受けるという形になるのか，お伺い

したいと思います。 

○障害福祉課 

その通りです。これまでは基幹型として受け入れる姿勢でいましたが，職員がケース

ワーク業務をやりながらではなかなか計画作成が進まなかった現状がありました。今後

はどうぞご相談ください。 

○木下会長 

それでは各ワーキングの報告に移ります。 

 

（４）各ワーキングや委員会の年間報告 

① 障害理解ワーキング報告（希望ヶ丘）＊資料参照 

 ○谷内副会長 

  ２年間座長として携わらせて頂き研修も実施しましたが，やはり福祉関係者に留まっ

てしまいます。高齢分野や児童分野からの参加もあり拡大した面もありますが，福祉か

ら飛び出してはいません。その点が，前回のワーキングからも引き継いでいる課題では

あります。新規事業で商店への補助というのは，大きなきっかけになると思います。や

はり商売をする方はうまみが無いとダメだと思います。改修のために研修に参加しても

らう等，啓発のための仕掛けづくりは具体的に展開出来るのではないかと思います。次

年度の事は具体的に決まっていませんが，そうした明るさを感じつつ引き続き取り組め

たらと思っています。 
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○木下会長 

  どなたかご質問はありませんか。それでは私からよろしいでしょうか。板橋区自立支

援協議会にも関わっていますが，障害理解の推進や都条例で合理的配慮が義務化した事

を知ってもらおうと講演会を開催しても，福祉関係者に留まってしまうという課題があ

ります。何か得策やアイデア等があれば教えて頂きたいです。 

○谷内副会長 

私は直接関わっておらず恐縮ですが，アースデーという代々木公園でのイベントでは

一昨年まで車イストイレが準備されていませんでした。数万人規模のイベントに，車イ

スの方は限られた時間しか滞在できないという事に，実は誰も疑問を抱いてこなかった

訳です。そこに，今回この障害平等研修に関わっているメンバーが実行委員会で加わり

ました。そうすると実行委員会の人が研修を受け，周囲にどれだけバリアがあるかとい

う事に気づくわけですね。そして車イス用トイレがない事自体がおかしい，と気付く訳

です。では目の見えない人はどうする，耳の聞こえない人はどうすると，ここ数年実行

委員会を中心に改善されています。 

  何を言いたいのかと言うと，福祉から働き掛けるよりもその中に入り込むしかない，

と思うのです。例えば数年前にも調布市商工会主催のイベントに実行委員会から加わり，

障害理解を進めていきました。恐らくそうしていかないと，向こうも別に敬遠している

訳ではなく，どうしたいいか分からないですし疑問も抱いていない訳です。ですから，

調布市においてのイベント時期や実行委員会についての情報を今後利用していく必要が

あると思います。 

○木下会長 

非常に有効そうですね。待っていても変わらないでしょうし，イベントに入り込んで

訴えたり関心を持ってもらうのは非常に良いと思います。他には何かありますか。 

○Ａ委員 

私は３年前に国際パラリンピック基準というのを始めて知り，委員に応募してテープ

カットをやりました。例えば，サッカー場には全体の０．５％の車椅子席を会場内のあ

らゆる場所・階層に置かないといけません。最前列で見たい人，ゴールネットの裏で見

たい人，２階席で全体の動きを見たい人等それぞれ違う訳です。ゴールすると周囲も立

ち上がるので，前の人が立ち上がっても見られるようにしないといけないのです。一つ

ひとつ新しい試みをやっていく事が，パラリンピックの成果ではないかと思います。ま

た，男女それぞれのトイレの間に共用のトイレも作るようにしました。普通のトイレで

男女共用を作り知的障害の方も高齢者も一緒に使えるようにしたら，性同一性障害の方

が非常に喜んでくれたという事がありました。パラリンピックで日本選手が幾つ金メダ

ルを取るかという事だけでなく，質的に変えていく必要があると思うのです。２０２０

年に向けて質的な面を考えて文化を広げていく事により障害者理解が広がっていくので

はないかと思っています。 
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② 非常時における地域のネットワーク作りワーキング（ちょうふだぞう）＊資料参照 

○Ｃ委員 

  まだ１年目で詳細は決まっていない事は承知しつつ，これからについてお聞きします。

このネットワークイメージ図を見ると作業所や相談支援事業所等，対象が成人というイ

メージがあり，高校生以下はどこが担当するのでしょうか。このワーキングや自立支援

協議会に参加している方々だけで役割分担をすると児童が抜け落ちる様に思います。学

校か子ども発達センターか療育相談所なのか分かりませんが，来年度に向けて全ての人

が網羅出来るのかも含めて考えてもらえたらと思います。 

○事務局 

ありがとうございます。そうしたご意見を踏まえ，来年度，プロジェクトで可能かど

うかを含めて検討していきたいと思います。 

○木下会長 

座長として，正直１年目はマイナスからのスタートというイメージでしたが，委員や

事務局の皆さんのご努力のおかげで少し形になってきた印象です。しかし初動時の役割

を整理する事や安否確認・ネットワークの在り方を決めていく必要があるという話し合

いに留まっている段階なので，まだ見落としている点もあると思います。全ての方の安

否確認は難しいと思いますが，他の自治体で「大丈夫」「ヘルプが欲しい」という玄関先

に出す様なカードがありましたが，そうした事も一案という話も出ています。ぜひこん

な事も取り組んで欲しいという様なご意見を頂ければ幸いです。 

 ○Ａ委員 

  私は，調布市は福祉総務課に要支援者支援的なものを取り入れている点が良いと思い

ます。総合的にどう進んで行くか一歩ずつ取り組まないと，災害はいつ起きるか分かり

ません。そういう意味では町内の連携が重要で，私自身も自治会の役員になり「大丈夫

です」の掲示板等は自分の地区で取り組んでいました。それぞれの地域で，今どの段階

まで出来ているのかをきちんと捉える必要があると思います。なかなか難しいと思いま

すが，４月の最終土曜日に調布市防災教育の日があります。去年は北の台小学校で自分

たちの意見を取り入れて実施してもらった経過はありますが，やはり防災教育について

は調布市が今どこまで対策が出来ているのかを示してもらい，来年の議論に繋げてもら

うと良いと思います。 

  ついでに言うと，私は３．１１の日は港区の三田にいました。自宅に帰るまで７時間

半もかかりましたし，知人の車イスの人は八王子のビルの中にいたと聞きました。外に

いる人の確認をどうするかという事も，頭に入れておいて頂ければと思います。 

○木下会長 

ありがとうございました。時間の関係上締め切りにさせて頂きますが，ワーキングは

来年度も続いていきますのでぜひご意見を頂ければと思います。引き続きよろしくお願

いいたします。 
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 ③ 医療的ケアワーキング（ドルチェ）＊資料参照 

 ○佐々木副会長 

  ワーキングではさまざまな立場の方々からご意見を頂き，私にとっても大変有意義な

会でした。ありがとうございました。 

 ④サービスのあり方検討会（障害福祉課） ＊資料参照 

 ⑤運営委員会と講演会の報告（障害福祉課） ＊資料参照 

 

（５）閉会の挨拶（木下会長） 

最後が駆け足になってしまい申し訳ありませんでした。皆さん，本当に一年間ご協力

頂きありがとうございました。 

 

（６）差別解消支援協議会 

○事務局 

それでは，第２部に入らせて頂きます。冒頭に，前回の多摩成年後見センターからの

報告について訂正がございます。宜しくお願いします。 

○Ｅ委員 

前回の当センター利用者の割合についてご質問を頂いた際の回答が不十分だったため，

補足させて頂きます。１月末現在で法人後見を利用している方が９１名ですが，年齢は

３０代から９０代まで，認知症，知的障害，精神障害や複合的な疾患がある方もいます。

約半分が認知症の方，知的障害と精神障害・精神疾患の方がそれぞれ４分の１ずつです。

約７割の方が６５歳以上です。以上です。 

○谷内会長 

それでは始めたいと思いますが，まず市内社会福祉法人に届いた不審郵便物について

ご報告をいたします。 

○事務局（障害福祉課） ＊資料参照 

○谷内会長 

ありがとうございます。何かご意見・ご質問ございますか。 

○Ｃ委員 

この内容は親の会にすぐお知らせ頂きましたが，調布特別支援学校が一番先に単身通

学中の生徒保護者全員に「明日から親御さん付き添いで登校して欲しい」と連絡を入れ，

安心安全メール等も出た様でした。調布市の公立小中学校の安心安全メールでも翌日に

同内容で流れていました。作業所に通わせている親御さんからも，親の会に相談や事実

確認の連絡が入りました。仕事をしている親は送迎が必要と言われ，大変だったと思い

ます。放課後等デイでも外出活動を自粛したり，その後スタッフを増やして外出する等

影響が大きかったという事をご報告させて頂きます。 

○谷内会長 
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ありがとうございます。影響が大きかったのですね。少し本筋から外れますが，福祉

の世界は防犯に関しては大変弱いですね。１カ月ほど前の新聞に，教員養成のカリキュ

ラムに防犯の授業も入れるようにという記事がありました。教育は学生時代から安全・

防犯のカリキュラムを入れていくのですが，福祉の分野では防犯を学ぶ機会も無いわけ

です。こうした出来事を機に，少し考え方を改めていく必要があると改めて認識しまし

た。 

 ○Ａ委員 

津久井やまゆり園の事もありましたし，それも踏まえて対策を練っていく必要があり

ます。逆に，怖がらないで市民的にはどうしていけば良いのかを考えていかないといけ

ないと思います。具体的なものがないのですが，皆さんと考えていく必要があると思い

ます。 

○Ｄ委員 

事業団では最初に各施設長にこの文面が送られ，情報に過度に惑わされる事なく落ち

着いて対応するようにと各職員にも通知しました。そして一定期間見守りを実施したり，

職員が通勤中も気を配る等しました。防犯に対して各施設で考えるいい機会にもなり，

今後も検討していきたいと思います。 

○谷内会長 

それでは議題を変えたいと思います。今年度の講演会におけるパネルディスカッショ

ンについて，もう一度皆さんと振り返りが出来たらと思っています。因みに，当日参加

した委員の方はどれほどいらっしゃいますか。３分の１ほどでしょうか。当日はパネル

ディスカッションの司会進行をしましたが，イベントに多くの方が参加して頂き良かっ

たという事と，これを打ち上げ花火のイベントではなく障害理解にどう繋げていくか，

様々な議論の仕方があると思います。誤解を恐れずに言うと，私自身も成功だったのか

という疑問を抱いていている立場です。 

  自分の中の結論からいくと，恐らくパラスポーツと障害理解というのはそう簡単には

繋がらないのではないかと思っています。皆さんがどうお考えになるかは後でご意見下

さい。例えば，オリンピック陸上競技の１００ｍ走で黒人選手がいい記録を出してきま

すよね。我々も盛り上がりますが，ではその時に黒人の方たちが抱えている黒人差別の

問題や貧困な国から参加している方の貧困問題を果たして視聴者が考えるかという事で

す。スポーツとしては非常に楽しんでハラハラドキドキしながら，その背景にある選手

のそうした理解を果たして考えるでしょうか。同様に，パラスポーツやパラリンピック

の選手を見て「車イスバスケはすごい，カッコいい」と思う事と，車イスの方の日常生

活の問題では主催側の思いと一般の方の見方・見え方というのは恐らく違うと思うので

す。一部理解する方もいると思いますが，もう一つ何か仕掛けみたいなものが必要では

ないでしょうか。 

  パラリンピックで予算が付き街中のバリアフリーが進むのは非常にありがたいですし，
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小中学生がパラリンピック種目のボッチャを楽しむのも喜ばしい事ですが，少し冷静に

障害理解かと考えた場合に果たしてどちらに向かっていけばいいのかなという事を，世

間の盛り上がりとは別次元で考えてみる必要が今こそ必要ではと思います。確かにホー

ムドアはたくさん付いたけれど，終わったら何も残らなかったでは困ります。そうした

視点からもご覧いただけたらと思います。それでは映像をご覧ください。 

 ○障害福祉課からパネリストの紹介（ビデオ上映／約２０分） 

・篠田匡世さん（車椅子バスケ） 

・秋元妙美さん（ボッチャ） 

・青沼悠土さん（フットサル） 

 ○谷内会長 

後半は確か日常生活についていわゆる合理的配慮を受けて良かった事を質問し，篠田

さんはドイツの空港で荷物を運んでくれたという話，秋元さん飲食店に入ると何も言わ

ずにストローを出してくれた話，青沼さんはレジスタッフがゆっくりお金を出すのを待

ってくれたエピソードを話してくれていました。時間の関係でそこは割愛します。 

 これを障害理解に繋げていきたいのですが，恐らく障害理解は色々な入口があり，今

回はパラスポーツ・パラリンピックや障害者スポーツというところから障害理解を促そ

うというイベントだったと思います。前回は仕事を通じての障害理解でした。飲食店も，

障害者アートのアール・ブリュットも入口こそ違っても障害理解を促すかということだ

と思います。どうでしょうか。ご覧頂いた率直な感想等ございますか。 

○Ｇ委員 

イベントに参加した方は前向きに物事を考え，自分の障害をきちんと乗り越え，言い

たい事をきちんと言えるというところがまず前提にあります。私も目が見えなくなって

から生け花を始め１７年になりますが「見えないのにどうやって生け花を生けるの」と

言われます。先生が目の見えない人でも生けられるように方法を考えて下さったのです

が，何かやると「すごいね」「偉いね」と言われます。それぞれ皆さん障害を持っている

方々は努力をしていますが，それは障害を持っていない人も努力していると思いますの

で，障害があるのにこんなに頑張っていて偉いねと言われるのは私は嫌なんです。もち

ろん障害を持っており自分のキラキラした部分を見いだせない方たちもまだまだいると

思いますので，いいところを引き出していくのは私たち当事者でもありますし，偉いね

やすごいねという言葉でなく違う言葉でいいところを褒めてもらえたら少しは自信がつ

くのではないかと思いました。私はスポーツがあまり好きでないため，スポーツをテー

マにしたイベントで「私，知らない」と言ってしまいひんしゅくを買った事があります。

私みたいなひねくれ者もいればスポーツ大好きという人もいますし，パラリンピックも

障害を持った人たちが自然に社会に出ていくという切り口の一つではないかと思います。 

  私は障害者になった時に車イスの友人とよくこんな話をしていました。１人で出かけ

るのに，駅まではＡさんが連れていってくれ，電車に乗る際には同じ方向に行くＢさん
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が一緒に行ってくれて，段差があって困ったら先ほどの外国のようにいろいろな人の手

が伸びてくる，そういう事を望んでいました。自動ドアやエレベーターが出来ようが，

それが本当の障害を理解する，共に暮らすことなのだろうと思います。障害を持ってい

ない方がいろんなことを尋ねてくれれば障害を持っている人がきっと答えてくれると思

いますので，積極的に何がしたいのか，どうしたらいいのか聞いてもらえると一番いい

と思いました。以上です。 

○谷内会長 

ありがとうございました。他はいかがでしょう。 

○Ｈ委員 

商工会を代表して参加しています。商業者という視点で以前話をさせて頂きましたが，

障害者で困った方を町で見かけたら手をサッと出せるか，そこに行き着けるかだと思い

ます。例が悪いかも知れませんが，オリンピック・パラリンピックと騒ぎながらも外国

からの旅行者が街角で道が分からなくて困っている時に「May I help you?」とか言える

かどうか。なかなか普通の日本人は言えないですね。それと同じような事かも知れませ

ん。つまり普段の教育から少しでもそのような気持ちを持っていれば，英語も勉強しよ

うという気持ちが出てきます。同様に，障害者の方に触れる機会を普段いかに地域や団

体や学校の中で作り，配慮について勉強していく事が必要だと感じました。 

  またバリアフリーも話題になっていますが，先ほどビデオの中で配慮のある店をネッ

トで探して訪ねるという話がありました。商売の目で見ると，店側の温かさ等を宣伝す

るというプラスに作用します。できるだけ商工会の中でもそういう話を広めながら，皆

で対応しよう，商売に跳ね返ってくるしお客さんがたくさん来るよと話していけたら良

いと感じました。以上です。 

○谷内会長 

ありがとうございました。他はよろしいですか。もう時間も無いのですが，今回のシ

ンポジウムの質問をもう少しスポーツと差別を絡めたものにすると良かったのかと今更

ながら反省も含めて思っています。ゼミの学生が発表した資料で私も知ったのですが，

金メダルを取ってもパラリンピックとオリンピックは国から出るお金の桁が違うそうで

す。これは差別ではないでしょうか。これもありがちですが，練習する場所や環境整備

の問題ですね。特に障害者は，まだ残念ながら介助者がいないと成り立たない事もあり

ます。一番分かりやすい視覚障害者のマラソンでは，当然一緒に走ってくれる方が必要

です。障害者スポーツを楽しみたくても環境が整っていないが故に出来ない事があると

いう事を，一般社会に理解してもらうのが大事だったかも知れないと思います。スポー

ツを介して障害理解という，そうした方向性に持っていければ良かったと今思います。

確かに日常生活の合理的配慮も大事ですが，やはりスポーツという切り口でせっかく話

をしたので，私の力不足の反省です。他によろしいでしょうか。それでは時間も近づい

ておりますので，この障害理解については次年度も引き続き皆さまからご意見を頂きな
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がらワーキングの中で進めさせて頂きたいと思います。 

 

（７）閉会の挨拶 

○事務局（障害福祉課） 

それでは今年度最終回ということで，事務局を代表して福祉健康部長の山本からご挨

拶を申し上げます。 

○福祉健康部長 

調布市障害者地域自立支援協議会，差別解消支援地域協議会と続けてのご参加ありが

とうございました。また，日頃より市の福祉行政に多大なるご尽力を頂き深く感謝申し

上げます。今年度は木下会長という新たな会長を迎えましたが，この協議会は当事者参

加の中で皆さまのニーズをいろいろ議論しながら形にしていくという役割もあろうかと

思っております。 

  昨年度は，医療的ケアワーキングの中から医療的ケアコーディネーターや在宅レスパ

イト事業，あるいは医療的ケアの研修等が立ち上がり，今年度は通年事業として定着し

ています。また，先ほど案内のありました地域共生ふれあい商店等補助金という制度に

より，店舗も補助金を使いながら障害のある方を集客し定着してもらう事が可能になり

ます。例えばメニューを点字メニューだけでなく写真化してもらえれば，指さしでの注

文も可能になっていくと思います。そうした意味で，自立支援協議会を長く続けていく

事が制度の定着・発展に繋がると考えております。 

  差別解消協議会は設置から２年目を迎え，本日ビデオ上映の講演会をはじめ差別解消

あるいは合理的な配慮の理解，それを地域の中でどう広めていくか，多くのご助言を頂

いたものと考えています。東京都でも合理的配慮の提供を民間事業者でも行うという条

例になりました。条例の条文だけでなく地域の中でどう具体化をしていくのか，一人ひ

とりの当事者の方が「そうだよね」と笑顔でいられる様な街づくりを考える事はオリ・

パラの契機になりますので，より一層進めていきたいと思います。 

  来年度はこの両協議会が軸となり，調布市が皆さんが自分らしく安心して繋がりを持

って暮らせる街となるよう，市の計画目標に向かって有意義な議論が出来れば良いと思

っております。来年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

○事務局 

この会議をもちまして今年度の協議会は終わりになりますが，年間報告書を作成させ

て頂きますので，ご了承頂きます様よろしくお願いいたします。これにて今年度の自立

支援協議会を終わります。どうもありがとうございました。 

 


