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令和元年度 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    令和元年７月１８日（木) 午後３時から６時 

 

２ 開催場所   調布市保健センター２階予防接種室 

 

３ 出席者 （委員２０名 事務局１７名 傍聴１名） 

 

４ 議 題 

（１） 開会の挨拶 

（２） 委員の自己紹介，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） 調布市民福祉ニーズ調査について 

（６） 調布市地域生活支援拠点について 

（７） 平成３０年度相談支援事業所の報告（※時間の都合上，次回以降へ先送り） 

（８） 令和元年度調布市障害者地域自立支援協議会各ワーキングの展開について 

（９） 障害者差別解消支援地域協議会 

（１０）閉会の挨拶    

 

５ 議事録要旨 

（１）開会の挨拶（事務局） 

これより，令和元年度第１回調布市障害者地域自立支援協議会全体会を開催したいと思います。 

（委嘱状をもって，新委員への委嘱を行いました。） 

 それでは開会に当たり福祉健康部長の山本からご挨拶を申し上げます。 

○福祉健康部長山本 

本日は，本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。令和元年度の第１回ですので，

一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

  調布市の障害者地域自立支援協議会全体会，および障害者差別解消支援地域協議会を前半と後半に

分けて行うことになっております。自立支援協議会につきましては，障害者総合支援法の前身である

障害者自立支援法が成立した平成１８年に第１回の協議会を開催し，もう既に１４年目となります。 

  この自立支援協議会は，実は調布市の障害福祉行政の大きなエンジンとして機能してきたというこ

とが実態かと思います。これまでもあんしんネットや，重度重複障害者のグループホーム設置，ある

いは様々な権利擁護の仕組み，それらをこの自立支援協議会の中で施策化していきました。 

  昨年度も，重症心身障害に限りませんが医療的ケアのレスパイト事業や，医療と福祉をコーディネ

ートする職員を配置した事業をスタートさせる事ができました。また今年度からは，商店に対してバ
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リアフリー施策をした場合に補助金を出す「地域共生推進ふれあい商店等補事業」という制度をスタ

ートさせました。これは障害のある人もない人も，町の中で互いにおいしいものを食べて楽しむため

に，商店が主体となって環境を整えるものです。オリンピック・パラリンピック以降も継続してでき

る，まさに共生社会の町づくりがこの制度でスタートできるのではないかと考えています。その意味

では，皆さまの提言・提案・議論が実や形となって町の中に根付いていくと大いに期待しています。 

  一方，差別解消支援地域協議会ですが，現在わが国は地域の人が互いに支え合っていく共生社会づ

くりを目指しています。これは地域福祉の大きな課題として取り上げられがちですが，実は障害の有

無に関わらず，共に地域の生活者として互いを認め合い支え合う共生社会づくりも障害者差別解消支

援協議会が目指すべき方向性だと思います。そういう意味では，皆さまに議論を通してより一層理解

をいただき，地域の中に持ち帰って広めていただく事が大きな役割だと思っております。 

  東京都は合理的配慮の考え方について，国よりもさらに一歩進んで民間企業にも義務化しました。

東京都にあるこの調布の中で差別解消の輪が広がり，合理的配慮の考え方が定着する事を強く願って

います。今年度も基本計画の目標に沿って，障害のある方が自分らしく安心してつながりを持ちなが

ら暮らし続けられる町のために，真摯な議論をしていただきたいと思います。 

 

（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，副会長は谷内氏と秋元氏に決定。 

 

（４）調布市障害者地域自立支援協議会について 

○事務局（障害福祉課） 

調布市障害者地域自立支援協議会について説明します。まず，協議会の根拠についてです。本協議

会は障害者総合支援法第 89 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です。 

次に，協議会の所掌事項です。市の要綱で，(１)地域の障害福祉等に係る関係機関によるネットワ

ークシステム構築及び相互連携に関すること。(２)地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(３)相談支援事業の運営・評価及び今後のあり方に関すること。(４) 困難な事例への対応のあり方

に関する協議及び調整に関すること。(５)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。(６)障害者計画及び障害福祉計画の進行管理に関すること。の６項目を定めています。 

平成２８年の障害者差別解消法の施行を受け，調布市ではこの自立支援協議会の中に障害者差別解

消支援協議会を設置しました。この差別解消協議会は，全体会の後に続いて開催します。全体会の委

員の皆さまには差別解消協議会の委員も兼ねていただききたいと思いますので，よろしくお願いしま

す。また差別解消の協議会については法律で秘密保持義務の規定がございますので，協議会の中で個

人が特定できるような情報が登場した場合には，正当な理由なく情報を漏らさぬようお願いいたしま

す。 

  本年度のワーキンググループは，防災ワーキンググループ，障害理解ワーキンググループ，重心居

宅介護のワーキンググループの３つとなっております。それぞれの説明につきましては，後ほど各ワ

ーキングから説明する予定です。開催回数については，全体会は年３回，ワーキンググループはそれ

ぞれ年２回から４回を予定しております。 

  また例年講演会を開催しており，昨年度は１２月に味の素スタジアムにてパラリンピック体験とパ
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ネルディスカッションを行いました。今年度についても，秋以降に講演会を実施する予定です。 

  最後になりますが，本会議の議事要旨として，会長・副会長以外については名前を伏せた形で，市

ホームページにおいて公開する事としておりますので，ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

（５）調布市民福祉ニーズ調査について 

 ※資料参照 

 ○事務局（障害福祉課） 

それでは調布市民福祉ニーズ調査について説明いたします。この調査は３年に１回行い，地域福祉

計画，高齢者計画，障害者計画の福祉３計画の改訂や地域共生社会の実現のための基礎資料とする事

を目的としています。今年度は１０月に調査予定です。 

  ４種類の調査票があり，それぞれ対象者を分けて調査を実施します。調査１は平成２８年度まで１

８歳以上６４歳以下を対象としていましたが，今回は年齢の上限を撤廃して実施する予定です。調査

２は６５歳以上の市民を対象とする調査です。本日は障害者地域自立支援協議会ですので，調査３，

調査４を中心に意見を頂きたいと思います。調査３は１８歳以上の障害のある方，調査４は１８歳未

満の障害児への調査です。調査３は手帳ごとに内訳がありますが，１，８００人を対象に実施します。

調査４は２００人を対象に行い，合計で２，０００人を対象に行う予定です。対象者は無作為抽出し，

調査票を郵送いたします。 

  精神障害福祉手帳の方が増加しているものの回答率が低い傾向があることから，精神障害福祉手帳

の方を３００人から４００人に増やし，身体障害者手帳所持者の方を９００人から８００人へと減ら

す方向です。本日は１８歳以上の前回の調査票を用いながら，削除部分と追加部分について説明致し

ます。  

 市の基本計画が４月から新しく変わり指標も変わりましたことから，問６と問６の１は削除します。  

続きまして問１３「あなたは，過去１年間の間に，お金がないという理由で次のような経験がありま

したか」という設問は削除します。電気代・家賃を払えない事を把握しても市の施策として打ち出し

難く調査結果を生かせないのではないか，それよりも，なぜお金に困るのかという原因や困った場合

の相談先等を聞き，解析するほうが重要ではないかという意見がありました。 

  問１４「あなたは悩みや困ったことがある場合，主にどなたに相談しますか」という設問は，この

後設問を３つ足し，相談した事で悩みや困り事は解決したのか，相談の必要はないと思った理由は何

か，手助けしてほしい事・手助けできる事は何かという設問を新たに加えます。 

  問１８「仕事や普段通っている施設での活動以外に，あなたは普段の生活の中で以下のような活動

を行う，または活動に参加する機会がありますか」の中の（４）「スポーツ活動・運動など体を動か

す事」と（５）「スポーツ・運動以外の趣味・サークルなどの活動」に必要を感じていない，機会は

ないが欲しいと思うと答えた人に対して，機会がない・参加しない理由は何かを聞く設問を追加しま

す。オリ・パラを控え，市としても障害者スポーツを促進する取り組みがあるため，パラリンピック

前後にどれほど効果があったのかを測りたいという意図があります。 

「災害時の対応についておたずねします」という設問が問２１と２２にありますが，毎回同じ設問

では結果が変わらないのではとの意見があり，今回は防災訓練等に関係する設問に変更します。内容

としては４つ候補があり，地震や災害などが起きた場合に避難を助けてくれる人はいるか，災害に備

えて市民や企業などが共同で取り組むといいものは何か，防災訓練や地域の避難訓練に参加した事は

あるか，非常時の備蓄品を用意しているかです。これらの設問が今後の調布市の防災対策につながれ
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ばと思っています。 

  問２３は市の新しい基本計画で掲げた指標で，障害者が住みやすい地域だと感じている割合が昨年

度８３．８％でしたが，これを令和４年度に８５％まで上げたいという目標設定としています。この

指標を測るため，福祉サービス・バリアフリー・市民意識などを総合的に考えて住みやすい町と考え

るか，または分野別の満足度をお答えくださいという設問を予定しています。 

  次の問２７共生社会に関係する事や問３２の調布市の障害福祉サービスについての設問は削除し，

問２３でこれらについても包含した設問を検討しています。問２８，問３３は全体調整の中で削除し

ます。 

  児童の調査については，追加予定の設問の中で２つ成人と違う部分があります。１つ目は放課後等

デイサービスを使う方が増加し，保護者の目的が療育・預かり・学習補助のうち何かを明確に把握し

たいため放課後活動に求める事は何かという設問を加えます。２つ目は就労移行の調査で，我が子が

仕事をするために必要だと思う事は何かと問い，今後の施策につなげたいと思っています。以上です。 

○木下会長 

  委員の皆さまからご意見をいただければと思います。現段階で何か意見や質問のある方はいますか。 

○Ａ委員 

１８歳以上の問３３の調布市の医療をよりよくするためにという設問は削除すると聞いたのです

が，これは医療も含めた福祉に対してのニーズ調査だと思います。親の会では毎年，知的障害，発達

障害があるという理由で受診がしにくい，あるいは入院を断られるという相談が多く，今年度成人の

方の母親グループのアンケートではこれがトップでした。幼少期は小児科で受診を断られる事はほと

んどないのですが，それでも歯医者，耳鼻科，眼科は敏感なので受診しにくいです。また，救急車で

運ばれたけれども入院させてもらえなかった，手術をしたのに日帰りで帰らされたというような事例

もあります。障害があるために医療が受けにくいという実態があるのではないかと思うと，医療に関

してぜひ聞いて欲しいと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

医療の問題について，課題として浮かび上がっても市では対策が難しいとの意見があったことによ

るものですが，持ち帰って再度検討させていただきます。 

 ○Ａ委員 

確かに市での対策は難しいかもしれませんが医師会の委員もおり，こうした問題があるという事を

共有する事は自立支援協議会にとって大変大切な事だと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

検討します。 

○Ｂ委員 

Ａ委員の意見で，ニーズや現状について検討する必要があるのではないかと思いました。防災につ

いてですが，一般市民に対して防災のアンケートを行った方がいいと思います。 

○木下会長 

ありがとうございます。こちらも，検討をお願いします。他にいかがでしょうか。 

○副会長（秋元氏） 

この調査は紙だけでしょうか。今インターネットが発達し，ネットのほうが回答しやすい人も多く

いると思うのですが，検討されていますか。 

 ○事務局（障害福祉課） 
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今年度の調査は，紙の調査のみを予定しています。 

○副会長（秋元氏） 

紙のアンケートは回答したいと思っても，ちょっと面倒と思って出さない人や，ネットのほうが出

しやすい人が増えていると思います。今年度は難しくても，今後検討してもらいたいです。 

○木下会長 

私も賛成です。本当はもう少し皆さんから意見を募りたいのですが，この後の議題がまだいくつも

残っておりますので，アンケートに関してはここで終了させていただいきます。事務局では７月末ま

で意見を募っておりますので，ご意見お寄せください。 

 

（６）調布市地域生活支援拠点について 

 ※資料参照 

○事務局（障害福祉課） 

地域生活支援拠点は，国から設置を定められています。目的としては，障害者の重度化や高齢化が

進み，親亡き後に備えるのと共に地域移行を進めるためです。また重度障害者にも対応できる専門性

を持ち，障害者やその家族の緊急事態への対応を図るという目的もあります。居住支援の機能を地域

の実情に応じた工夫によって整備し，障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目

指しています。資料３に相談，緊急時の受け入れ・対応，体験の機会，専門的人材の確保・要請，地

域の体制づくりという５つの機能について提示されており，この機能を備えた拠点を作る事になりま

す。 

  資料３に２つの図があります。これまでの話からイメージするのは，多機能拠点整備型だと思いま

す。これは１つの建物や法人が５つの機能全てを備えるというものです。こちらはなかなか難しく，

ちょうど施設建設の予定がある自治体などが選択する方法だと思います。次に面的整備型です。こち

らは５つの機能を既に存在する法人や事業所で分担し，最終的に地域内で機能が揃うようにするとい

うものです。調布市で検討したところ，市内には色々なサービスが既存でそろっているため面的整備

を選ぶ事になりました。全国の状況は多機能拠点型は９％で，調布市と同じ面的整備型は８０％でし

た。また，ミックス型が１１％でした。 

  では次に，資料の裏面をご覧ください。調布市での地域生活支援拠点を図式化したものです。調布

市は要領を定め，今年度から整備します。国が指定した５つの機能は，①②相談と地域の体制づくり

は，基幹相談支援センターを中心に市内５機関の相談支援事業所が各障害特性に合わせた相談を行い，

相談支援ネットワークとして計画相談支援を各事業所で行っています。うち４機関では自立支援協議

会のワーキンググループを通じて，地域の課題抽出と検討をしています。③緊急の受け入れ体制は，

あんしんネット（夜間を含めた緊急相談の窓口）と緊急時に障害児や障害者を預かる事業が該当しま

す。④体験の場は市内にグループホームすてっぷがあり，実際に体験が可能です。⑤人材の確保・養

成は福祉人材育成センターがあり，養成後に就職する際には市内の事業所へ優先的に就職支援を行う

等の人材確保を行っています。また，福祉人材育成センターでは市民に福祉の仕事に親しみを持って

もらえるよう普及啓発も行っています。 

  今後はそれぞれの事業所に拠点としての機能を意識してもらい，連携の促進と機能向上を図るため

に連絡会を開催し，この連絡会で拠点機能の検証と地域課題の共有を図り，必要に応じて見直しや強

化を検討します。この自立支援協議会の全体会の中で連絡会の報告も行う予定です。以上です。 

 ○木下会長 
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  障害当事者のため，地域でより生活がよくなるためと思いますが，なかなか複雑ですね。 

 

（７）平成３０年度相談支援事業所の報告  

時間の都合上，次回以降へ先送り 

  

（８）令和元年度調布市障害者地域自立支援協議会各ワーキングの展開について 

 ○木下会長 

  昨年度から引き続きのものと，今年度から新しいものがあります。障害理解の促進ワーキング，非

常時の地域ネットワーク作りワーキング，相談支援事業所と居宅介護事業所の連携についての実態把

握ワーキンググループです。各ワーキングの座長から簡単に説明をお願いします。 

  まず，非常時の地域ネットワーク作りワーキングから説明します。昨年度より，災害等の非常時に

障害のある方のためのネットワーク作りについて検討しています。ゼロから始めたところで，現段階

の到達点としては，有事の際に玄関先に提示する安否確認の札を検討する事になりました。今年度は

緊急性の高い方の安否確認について，具体的な状況を想定しながら検討を重ねてマニュアルを作りた

いと思っております。 

 ○副会長（谷内氏） 

障害理解の促進ワーキングは，当事者の方々を中心にメンバー構成しています。私も視覚障害者と

いえば弱視という当事者になり，私を含めて５名の当事者と関連機関が参加しています。 

  障害理解を進めるために特に今年度取り組んでいくのは，障害理解の研修等を実施する人材の確保

です。ワーキングメンバーで取り組める事には限界があるため，まずは調布市内で障害理解研修の講

師のような役割を担う方を探す予定です。第１回目のワーキングでは委員が当事者の集まる場に出向

いて研修を実施し，障害理解の促進に協力してもらえる方を探していきたいと思っています。昨年度

から引き続きテーマとなっている障害の社会モデルをどのように研修に組み込むかを，人材発掘しつ

つ開発したいと思います。 

○事務局（ドルチェ） 

相談支援事業所と居宅介護事業所の連携についての実態把握ワーキングは今年度からのため事務

局から説明します。我々相談支援事業所がヘルパー調整をするにあたり，希望日時にサービス提供可

能な事業所が見つからない，または当事者の状況変化に即応できず情報にタイムラグが生じる等，円

滑なサービス調達ができない事がよくあります。そこで新しいサービスの効率的な導入方法や，導入

後の利用状況の変化に伴う情報共有の在り方を検討していきます。相談支援事業所と居宅介護事業所

の連携を図るため，事業所と当事者・親の会を交えて協議し，今後は実態把握のためのアンケートを

作成・実施する方針です。具体的にはメンバー内から現状を把握し，アンケート内容を検討します。

その後，調布市内の相談支援事業所，居宅介護事業者にアンケートを送付し，集計した結果から導き

出された現状の課題を考察し，最終的には提言したいと思います。 

○木下会長 

今年度の３つのワーキングについて質問や意見がありましたらお願いします。随時意見を聞き，各

委員に伝えたいと思います。 

 ○Ｂ委員 

非常時のネットワーク作りのワーキングは調布市の防災計画に，どう反映できますか。 

○木下会長 
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実は各課で対応がバラバラでした。そのため共有し，整合性を取って行う予定です。 

 ○Ｂ委員 

かなり大きな問題で，具体的に震災はいつ来るか分かりません。今どこの段階まで積み上げてきた

かということが，すぐに分かりやすく分かるよう市民に公開してほしいです。 

 ○木下会長 

座長として承ったので，意見をぜひ反映したいと思います。 

 ○事務局（事務局） 

  最後に，運営委員について説明します。今年度も全体会委員の所属団体から推薦・立候補にて運営

委員を募り，事務局である相談支援事業所や障害福祉課と共に今後のワーキングの方針やテーマにつ

いて意見をいただきたいと思います。障害者福祉に携わり現場とのつながりがある委員の皆さまから

の知識や情報を踏まえ，ワーキングテーマを考えていきたいと思います。 

○木下会長 

運営委員の立候補や推薦が無い場合は，事務局に一任します。それでは，前半の自立支援協議会を

終了したいと思います。 

 

（９）障害者差別解消支援地域協議会 

 ○事務局（障害福祉課） 

それでは後半の差別解消支援地域協議会を始めます。推薦により，会長は谷内氏に決まりました。 

 今年度の差別解消支援協議会は，昨年度のように毎回テーマを決めるのではなくある程度ルーティン

な内容にしたいと思います。報告会だけでなく，討論する時間を設けたいと思います。 

  内容としては①障害福祉課からの広報や，東京都や国から下りてきた事案等の報告②差別解消関連

の相談内容や対応・改善策についての報告・意見③各障害団体からＰＲしたい事や検討したい事につ

いての討論の３点です。 

 ○谷内会長 

まずは今の形でひとまず実施し，その都度意見を伺いたいと思います。他市の協議会の方法を調べ

ましたが，自立支援協議会全体会で実施するところもあれば，いわゆる部会形式の１つとして差別部

会を設置しているところもありました。内容は障害理解に関してなど市町村によって違いますし，設

置していないところもまだまだあります。我々も手探りで進めたいと思います。 

 ○事務局（障害福祉課） 

それでは，今年度始まった事業について状況報告します。調布市地域共生推進ふれあい商店等補助

事業ですが，市内の商店が段差を解消したりコミュニケーションボードなどの消耗品を購入した際に，

経費を補助する事業です。５月末に商工会と連携して４，５００通のチラシを送り，申し込みを１１

月２９日まで延ばしています。現在，店舗前の段差解消や階段の手すり設置工事，トイレの洋式化，

トイレドアの拡幅の内容で６件の申請が出ています。業種としては，お茶屋，床屋，飲食店，リフォ

ーム屋で，合計で約１６０万円程度の補助金に相当する申請状況です。 

○谷内会長 

今の要項，募集チラシはホームページに載っていますか。 

○事務局（障害福祉課） 

市のホームページと商工会のホームページに出ています。８月５日号の市報でも広報する予定です。 

○Ｃ委員 
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今の補助金制度の中で，視覚に障害がある人が店を探す際に店前に行ったらピンポンと鳴るような

機械は補助金の中に含まれていますか。 

○事務局（障害福祉課） 

障害のある方と店がコミュニケーションを取ったり買い物のために必要なものは，基本的に対象で

す。備品購入費として可能と考えています。 

○Ｃ委員 

ありがとうございました。 

○Ｂ委員 

この補助金を使ってスロープを付けた場合に，調布市の補助金を使ったという表示はするのですか。 

○事務局（障害福祉課） 

今のところそのような予定はありません。 

○Ｂ委員 

簡単ですし，その表示があることで理解が広がるという結果もあります。 

○事務局（障害福祉課） 

ご意見ありがとうございます。検討します。 

○谷内会長 

年度内に報告書でまとめるかもしれませんが，ぜひ写真を入れた事例集を出して欲しいです。店名

を出すかどうかは問題があるかもしれないですが，共有してもらえるといいと思いました。まだ予算

にも余裕があるようなので，ぜひ皆さまのよく出入りしている店で使い勝手が悪い部分があれば，働

き掛けてもいいと思いました。 

○Ｄ委員 

市報などで，店の紹介はするのですか。身体障害のある方に案内を渡した方がいいと思います。 

○事務局（ドルチェ） 

事務局に報告します。 

○谷内会長 

それでは，平成３０年度の調布市における差別解消支援関連相談内容・件数についてお願いします。 

○事務局（障害福祉課） 

差別に関連する相談が３件ありました。解決している２事例について説明します。まず１件は，昨

年の１０月に車椅子の方がタクシー乗車しようとしたところ，車椅子ごと乗車できるタクシーだった

のに時間がかかるという理由で乗車拒否をされたと言う内容です。当事者から福祉タクシー券が使え

る業者だったため，障害福祉課に知ってほしいという報告だったため，業者に連絡等はしていません。 

  来週ジャパンタクシーによる車椅子タクシーの体験会が開かれるため，障害福祉課のケースワーカ

ーも参加してどれほど時間がかかるのか体験し，結果を次回説明したいと思います。 

２事例目は聴覚障害者からの相談でした。ある病院に市民検診の申し込みに行った際に受付に筆談

が可能と札が立っているにも関わらず，指差ししても付箋紙のメモでさっと書かれて別部署へ促され

たそうです。しかしその部署には全く連絡が行っておらず，同様の対応をされたそうです。説明して

も面倒くさそうに口話をされ，付箋では書けないから大きな紙を持ってきてほしいとトラブルになっ

たという内容です。当事者がその足で障害福祉課へ来庁し，筆談では詳しく書いてもらわないとよく

分からないのでぜひ指導してほしいという相談でした。 

  この件はまず事実確認し，筆談についての物品等々を把握しているか指導しました。医事課が担当
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で，入院施設ではボード等を使って筆談していたのですが，外来では対応が薄く真摯に受け止めて改

善しますという返答でした。その後別の方が手話通訳者と一緒に行った際，かなり変わっていたそう

です。どこに行ってもボードがあり指差しで全てできるようになっていたり，医師も筆談ボードを使

う等，手話通訳者が不要なほどの劇的な変化で，何か研修をしたのではと思われたと手話通訳者から

報告をもらう良い事例でした。 

○谷内会長 

 タクシーの件では，国土交通省は来年度のオリパラを見越してか大変力を入れており，タクシーに

限らず鉄道を含めて研修プログラムを組んでいます。ホームページを見ると，障害を理解するための

マニュアルがたくさん載っています。業者に対しての指導もあり，タクシー会社が具体的なアクショ

ンを起こしているようです。障害平等研修を行っている人を乗車拒否し NHK に取り上げられた業者

もあります。それもあって改善していると感じました。他意見などありますか。 

 ○Ｄ委員 

関連する体験を話します。私は１２年前に脳幹梗塞で障害者になったのですが，その時は障害者で

はありませんでした。リハビリなど先生から何のアドバイスもなく，たまたま社協で椅子の体操の募

集を見つけたことをきっかけに社協に通い，現在も続いています。そこで身体障害者手帳取得のアド

バイスを受けて院長に相談したのですが，あなたは障害者ではありませんと言われました。身体障害

者にはこういう規定があり該当しませんと言われたため，セカンドオピニオン制度を利用すると伝え

て別病院で診断書を書いてもらい，手帳を取得しました。企業・医師など全般的に，身体障害者に対

する対応ができていません。一般企業や病院に対する教育が必要です。そうしなければ変わりません。

特にリーダーが変わらなければ対応は変わりません。こういう事にも力を入れて欲しいと思います。 

 ○谷内会長 

  ありがとうございます。貴重な意見です。知らないことから始まり，社員に対する研修等は実施す

る必要があると思います。タクシー業界をはじめ，オリパラで追い風が吹いていると感じています。 

 ○Ｅ委員 

私も偶然にも３月に脳幹梗塞になり，自分の事を少し思い出しながら今の話を聞いていました。２

点あります。１点目は相談の内容と件数がありますが，その後の実際の虐待・差別の認定数を今後で

きれば教えてください。もう１点は，他の自治体でも意見したのですが，近隣の他自治体と比較して

どうなのかについて知りたいです。少なければ良いものでもないと思います。虐待や差別に対する，

自治体での認識，住民の認識の低さによって相談が少ないとも捉えられます。可能であれば，もう少

し細かいデータがあると考えやすいと思いました。 

 ○事務局（障害福祉課） 

昨日１０ブロックの差別解消連絡会に参加したのですが，差別解消の協議会が設置されていない地

区もありますし，差別の相談自体がなかなかないという報告もありました。調べてみないと分からな

いと思います。 

 ○谷内会長 

認定についてはどうですか。 

 ○事務局（障害福祉課） 

コア会議をもって判断します。去年の２件は差別ではなく合理的配慮だったため，指導で終了して

います。 

○Ｅ委員 
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守秘義務もあるので難しいとは思いますが，可能であれば具体的な内容，協議，認定されたかどう

かを共有できるとなお良いと思いました。難しいとは重々承知していますが，より一歩踏み込んだ議

論ができると思います。 

○谷内会長 

ありがとうございました。では事務局で検討をお願いします。その他，いかがでしょうか。自身に

関連する経験等もあれば，併せて共有したいと思います。 

○Ｃ委員 

２点あります。１点は盲導犬入店拒否に対してです。差別解消法施行３年しましたが，盲導犬入店

拒否に関しては６０％強の入店拒否があります。調布市でもどうしても入店できないところが１店あ

ります。新しくできたイタリアンです。また，先日●●●の回転ずし店でも拒否されました。●●●で

相談したところ，●●●の中で入店拒否はなく，厳しく指導しておきますとの返答でした。 

  やはり犬だからという理由が一番多いようですが，私たち犬ユーザーも盲導犬に対して健康管理，

行動管理を義務付けられています。あるところでは「事務所に犬を預けてください」と言われました

が，犬の行動管理ができないので断りました。こちらもきちんと管理しているにも関わらず拒否され

ますが，調布では今後オリパラがあるのに犬を連れてなかなか食事に行けません。 

  もう１店は調布市ではないのですが，先月私の仲間が●●●で点字ブロックの上を歩いていた際に

ぶつかって白杖を壊されました。その白杖を拾おうとした時に「目の不自由な，目が見えないのに歩

くな」と言われ，その後太ももを蹴飛ばされました。結局ビデオで特定できず犯人は捕まりませんで

したが，よく見ると誘導ブロックの上を正眼の人が歩きスマホをしながら歩いている事が分かりまし

た。私も初めて知りました。単独で白杖を持って歩いている方々にとっては大事な道なのに，そうい

う使い方をしている人がいる事はとても大きな問題だと思います。●●●でもメディアや市長に申し

入れをしていますが，調布市でもこのような事故が起こってはならないということを，きっちり訴え

ていきたいと思います。目の不自由な者が１人で歩くなと言われた際に，やまゆり学園のことを思い

出しました。私たちが安心して自分たちの町の中を歩けるという，１人で歩くことの安心・安全を調

布の中では絶対に守って欲しいと思いました。盲導犬に関しては，商工会の方よろしくお願いします。 

○谷内会長 

１つお聞きしたいのですが，調布市内で盲導犬を連れているのはＣ委員のみですか。 

○Ｃ委員 

ユーザーは私１人ですが京王線沿線にはたくさんいますし，調布に盲導犬を連れて遊びに来る方も

たくさんいます。 

○谷内会長 

私は神社仏閣巡りが趣味なのですが，そうした事も起きるのかなと思いました。 

 ○Ｆ委員 

友人と●●●のレストランに行った際，友人がミキサー食でないと食べられないので，ミキサー持

参で入店しました。入店時に使用希望を伝えていたのですが入店すると電源がないと言われ，結局い

ろいろとメニューを見ていたにも関わらず，出ざるを得なかったことがありました。 

  今皆がスマホを使うようになり，電源も様々な場所で使用できるようになったのに貸してもらえな

いことに納得がいかず，こういった事案がまだまだたくさんあるのだと感じています。 

○Ｇ委員 

最近当会で報告が増えているのが病院の診察でバリウムの検査を断られたという事例で，複数から
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何故かバリウムを断られるという話が挙がってきています。他市に聞いてもないという回答でした。 

○谷内会長 

先ほど意見に挙がったように件数が多いか少ないかという問題ではないのですが，もう少し簡単に

市に挙げられると良いです。アポイントなどの手続きが面倒だと感じて報告しない事案がたくさんあ

るのではないかと思います。 

  先程のアンケートでもネットで回答できないかとの意見がありましたが，もしかするとそうした声

を上げやすいシステムが必要なのかもしれません。次に障害者差別解消区市町村連絡会の内容報告を

お願いします。 

 ○事務局（障害福祉課） 

障害者差別解消に関する条例やＵＤトークの紹介で，特に新しいことはありませんでした。 

  資料１は東京都の障害者権利擁護センターにおける相談受付状況です。東京都は条例ができた事で

相談件数が昨年度１１８から今年度３０７に増加し，ＰＲした結果ではないかという説明でした。そ

の他幾つか市区町村からの事例を紹介し，先生にコメントをもらいたいと思います。 

  まず，スポーツジムでの入店拒否についてです。「聴覚障害者が２４時間営業のスポーツジムに入

会しようとしたところ，夜間はスタッフ不在となり緊急事態等は警備会社から音声で伝えられる。そ

のため，『安全性が確保できない』ことを理由に断られたというものです。センターの対応としては

「センターが直接受けた事例ではないが，聴覚障害者への『安全確保ができない』事を理由に入店拒

否した事例があり，結果として国から指導が入ったものがある。よって，個別の状況を具体的に勘案

せずに，安全確保ができないといった理由だけでは法令に抵触し得る。事実確認を行った上で建設的

な対話を促し，それでも解決困難な場合は広域支援相談員に相談してほしい」という助言でした。後

日相談があった市区町村から連絡があり，「スポーツジム責任者と本人との話し合いの結果，入店を

したことを確認した」という内容でした。 

  次に，車椅子使用者から相談のあった宿泊施設での事例です。「式典参加のために都内ホテルのホ

ールを訪れた際，一般トイレを案内され利用できなかった。その後，多目的トイレを案内されたが案

内表示が少なく分かりにくかった。先方事業者には既に直接伝えているが回答に納得がいかないため，

事業者に合理的配慮の意義を伝えてほしい」というものでした。 

  ホテルへはセンターから連絡し「今回対応できなかったことはこちらの不手際。アルバイトの者も

おり行き届いていなかった可能性があるため，再度周知徹底します。案内表示について指摘通りの点

もあるため，内部で分かりやすい案内表示の検討を行っているところです」という返答でした。 

  東京都は合理的配慮に関する相談が多く，差別に値するようなことは実は少ないため話を極力聞い

てアドバイスすると解決する事例が多いという報告がありました。 

 ○谷内会長 

  その他幾つか事例も記載されておりますので一度お目通し下さい。２事例紹介していただきました

が，実はこの内容だと本当に我々が知りたいところはわかりません。例えば先ほどのスポーツジムで

す。現在２４時間営業が増え，以前私も１年程通っていました。私も驚きましたが，夜８時以降はス

タッフ不在になり朝８時か９時になると来ます。アメリカでも有名なスポーツジムのようですが，カ

メラがたくさん設置され家よりも安全というのがキャッチコピーです。このようなところは恐らく同

じではないかと思うのですが，スポーツジム責任者と本人との話し合いの結果，入会したという報告

はどういった話し合いが成されたのか，どこで折り合いを取ったのかが分からないと参考になりませ

ん。本当はそこに何か妥協点みたいなところがあり，こういう事案に対しての落としどころを参考に
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したいと感じます。 

  宿泊施設に関しても，オリパラで第１回のチケット販売が終わりました。しかし，宿泊が付いてい

ません。大会チケットは取れても近くのホテルが取れない，特に車椅子ユーザーの方たちは当然バリ

アフリールームのあるホテルを取らないといけないのですが，通常のビジネスホテルだと１部屋ある

かないかでその争奪戦です。そこまで想定せずにチケットが販売され，チケットは取れても観戦でき

ないのではないか問題が報道されていました。事例に関しては表示の問題なので，これは本当に内部

の研修が必要です。悪気がないと言えばそれまでですけれども，気付いていないわけです。 

  一時問題になったのは，コンビニにせっかく車椅子用トイレがあっても物置になっていた事です。

それが最近変わってきていると感じます。私もよく利用させてもらいますが以前に比べると整理整頓

され，使いやすくなっていると感じます。余談ですが，コンビニは子供たちの避難所のような役割を

担っている面もあり，そうした意味でコンビニも使い勝手が良くなっていくのではと思います。 

  このような企業内の研修や店の認知度・理解度を上げる際に問題になるのは，誰がやるのかという

事も非常に大きい課題かと思います。 

 調布市で対応するにも限界があります。私が今所属している障害理解ワーキングでもよく課題にな

るのは，研修を企画しても商店街やお店の方が１カ月に何人来るかも分からない障害者のことを理解

する研修に，店を閉めてまでわざわざ参加してくれるかです。 

  もう１点，合理的配慮は障害者が「こうして欲しいと言わないといけない」という前提があります。

障害のある方たちが何をどうしてもらいたいか実は分かっているようで分かっておらず，説明できな

い事もあります。精神障害や知的障害の方はもちろんですが，肢体不自由も視覚障害も一緒だと思い

ます。具体的に伝える訓練をしておかないと，合理的配慮も受けられないという問題があります。実

は合理的配慮は，障害者側にも大変な事を課しています。黙っていても空から合理的配慮は降ってこ

ないため，こちらから求めないといけません。 

  私の大学も，全教員がノートパソコンになるという大問題が降りそそぎました。今は各研究室にあ

るデスクトップパソコンを使っているのですが，この１０月から全部ノートパソコンになります。当

然私は合理的配慮を求めないといけないわけです。この答えは簡単で，私だけはデスクトップのまま

にしてくださいということを具体的に求めます。決めるのは上層部なので，障害者雇用促進法に基づ

き合理的配慮指針があってという説明をできるかどうかです。本当は上がやるべきなのですが知らな

ければ何もしてくれないので，そういったことを障害者側が準備し整えて求めていく。そのやり方を，

誰が教えてくれるのかはやはり課題だと思います。 

  差別解消法を絵に描いた餅にしないためには，少し恩着せがましい言い方をすると障害者教育も必

要です。障害者自身も合理的配慮を求めるトレーニングをしていかないと変わらないのでは，と最近

感じています。障害を持っている学生たちを見るとそう思います。彼らは大学に何を言えばいいのか，

どう言えばいいのか分からず合理的配慮を求められません。中学校高校は黙っていてもやってくれて

いました。今の時代，普通級にいれば黙っていてもやってもらえます。しかし大学に来たら自分から

それを求めないといけないのですが，そういう能力がまだまだ欠けていると感じています。 

 ○Ｂ委員 

オリンピックの申し込みはパソコンですが，パソコンができない人はどうするのかと思います。東

京都はそれを差別しているのではないかと僕は思い克服しようと思ったのですが，失敗して嫌になっ

てしまいました。現在パソコンを使えない人は人間じゃないと言えば，これは明確な差別です。 

  もう一つバリアフリーのことですが，タクシーの運転手だけは無愛想です。そういったことを改善
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しないと先程の問題は解決していかないと思いますので，どこかで挙げてもらいたいと思います。 

 ○谷内会長 

確かにデジタルデバイスは格差が生まれてしまいます。私も今言われて気付きました。その他，全

体・差別関連でしたら何でも構いません。頂いた意見を基に事務局と詰めたいと思います。 

○Ｃ委員 

これは全国的に今悩んでいるところなのですが，人手不足を解消するためにセルフレジというもの

が多くなってきています。ガイドさんと一緒にお出掛けをして買い物する私のような者は何とかなる

のですが，弱視の１人で買い物に行かれる方はセルフレジがあるとどうしても分からない，きちんと

店員さんがいるレジを残してもらいたいという意見が増えています。 

  また高齢の方をセルフレジで見かけた際，カードですか現金ですかと聞かれ，現金ですと答えても

返事はない。差別とは違うかもしれませんが，合理的配慮というところで店員を置いて欲しいです。 

 ○谷内会長 

ホームドアが普及すると駅員がいなくなるのと同じですね。人がどんどんいなくなっていきます。

先日テレビで中国のコンビニの報道を見ましたが，無人コンビニに入店すると電子マネーが反応する

のです。好きなものをカバンに入れて出れば，もう電子マネーから精算されているというものです。

すなわち，カメラが全て見ているわけです。ＡＩが管理し，商品を取って店を出ると買った事になり

ます。レジを一切通らず，これはいいなと思いました。私もセルフレジには近づきません。弱視です

から本当に怖いです。 

 ○Ｆ委員 

私も検診の案内が来ても，バリウムを飲んで検査はできないので検査自体を受けられません。他の

検査に代替してくれないかと調布市に聞いたのですが，できないとの返答でした。そうすると結局，

重度の障害者は胃の検査はできません。せっかく市の検診で検査ができても受けられず，私たちの先

輩が検査を受けずに病気が悪化することも実際見てきているため，それこそ合理的配慮で胃カメラな

どで対応するというようになればと思います。 

○Ｂ委員 

関連してですが，医師会にも参加していただいているのでどうにかならないか真剣に考えていただ

けませんか。本当にこれは大きな問題で，障害者がその障害に合った形で最低限成人検診を受けられ

るようにして欲しいです。我々が主張するだでなく，協議会か何かを作り協議して欲しいと思います。 

○Ａ委員 

それに加えてですが，重度の知的障害の方もバリウム検査はまず無理です。子宮がん検診も内診が

難しく，それ以外のエコー検査はお金が掛かってしまいます。男性の方の集団検診に母が付き添う事

ができない状況もあります。そうした理由で検診を受けずにがんで亡くなる事も多く，本当に何とか

ならないかと思います。 

○Ｈ委員 

胃がん検診はこれまで調布市はバリウムの検診のみでしたが，今年から内視鏡検診が併用になりま

す。ただ，無料でできる年齢はあります。また集団検診で受けられない方には，個別の採血や検診の

機会があると思います。障害者の特別な検診はそれぞれ違うと思いますので，健康推進課と相談して

下さい。 

 ○谷内会長 

ありがとうございました。先程の福祉ニーズ調査の意見にあったように，医療の項目は残してもら
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いたいと思います。差別解消地域支援協議会でも自立支援協議会でも，少し議論をしていけるテーマ

かと思います。医療と障害者の課題は本当に生の声だと思いますので，また別の機会で議論したいと

思います。どうもありがとうございました。 

 ○事務局（障害福祉課） 

これで第１回の自立支援協議会と差別解消支援地域協議会を終了いたします。ありがとうございま

した。 


