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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２回全体会報告書 

 

 

１ 開催日    令和元年１０月３１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１７名 事務局２０名 傍聴２名） 

 

４ 議 題 

（１） 開会の挨拶 

（２） 調布駅前広場の整備について 

（３） 平成３０年度相談支援事業所の報告について 

（４） 調布市民福祉ニーズ調査の報告について 

（５） 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中間報告 

（６） 障害者差別解消支援地域協議会    

 

５ 議事録要旨 

（１）開会の挨拶（事務局） 

令和元年度調布市障害者地域自立支援協議会第２回全体会を始めます。本日は会長が欠席のため，

司会は副会長にお願いいたします。 

○谷内副会長 

前半，街づくり事業課より駅前広場について説明があります。自立支援協議会は障害福祉課が所管

ですが１つの課でできることには限界があり，市民に関わるそれぞれの部局が参加して意見交換・情

報共有するのは大切なことだと思います。 

  

（２）調布駅前広場の整備について ※資料参照 

 ○街づくり事業課 

資料に沿って説明します。「令和元年度に実施する市民参加」は，今年度街づくり事業課が実施し

ている主な内容です。まず７月３０日～８月３日に４回オープンハウスというかたちで駅前広場にテ

ントを設け，ロータリーの整備や駅前広場の状況を説明しました。本日障害者地域自立支援協議会に

て福祉団体と意見交換を行います。 

  １０月に調布市民３，０００人（無作為抽出）に調布駅前広場に関するアンケートを送付し，１１

月に利用者団体との意見交換会も予定しています。調布駅前ひろば検討会も現在開催しており，９月

２４日に第１回を実施しました。こちらは学識経験者４名と公募市民も含めた市民委員７名と地域団

体を含めた全１５名で月１回，全４回を予定しています。このようにさまざまなかたちで市民との意

見交換を行い，１月に調布駅前広場説明会を行った上で調布駅前広場の最終案を決定する予定です。 
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  続きまして，調布駅前広場の検討経緯です。元々駅前広場は平成１２年３月に中心市街地街づくり

総合計画を作成した時点で整備を始めました。さまざまな手法を用いて市民の意見をもらい，説明会

を行いました。平成２５年７月に調布駅前広場検討図を公表し，現段階の駅前広場のイメージ図を踏

まえて検討を行っています。 

  中心市街地街づくり総合計画において，調布駅前広場は，鉄道敷地を利用した南北一体型の駅前広

場とし，バス，タクシーなどの公共交通の拠点として，必要な，交通施設を備えた交通結節機能を確

保すると共に，憩い・集い・語らうための「交流機能」，緑やモニュメントなど市の顔としての「景

観形成機能」，利用者に公共サービスを提供する「情報提供機能」，災害時に防災活動の拠点となる「防

災機能」の「４つの機能」を兼ね備えた『環境空間としての広場機能』の確保を整備の考え方として

います。 

  具体的な内容ですが，１つ目の交流機能はベンチなどを置き皆が憩えるような空間と，これまで同

様イベントができるようなにぎわい空間にします。また，歩行者動線の確保と中心市街地の回遊性の

向上を視野に置いています。 

  ２つ目，景観形成機能です。こちらは景観や日陰などに考慮した樹木の配置を行い，モニュメント，

ストリートファニチャーなどを設置して，市民や来訪者に親しまれるような空間にします。また，芝

生や噴水などを設置することで皆が憩う空間にするイメージです。 

  ３つ目，公共サービスなどの情報を提供する情報提供機能です。こちらは公共施設棟などを活用し，

市政情報や調布市の観光案内，バスの発着情報を発信し，まちの玄関口となるような拠点性を高める

機能をつけたいと思います。 

  ４つ目は防災活動の拠点となる防災機能です。災害時などの非常時に，駅前広場にて帰宅困難者の

対応ができるようマンホールトイレの設置や備蓄倉庫の確保を検討しています。 

  イメージ図の芝生は，交流機能の役割として座ったり寝転んだりできる空間と子どもが安全に遊べ

る空間の創出を，噴水は市民・来訪者に親しまれる空間の創出をイメージしています。 

  現在，調布駅北側ロータリー上屋の工事を行っています。パルコ側から順に実施し，令和３年度に

ロータリー内，令和４年度には歩行空間の整備工事に入る予定です。また，南側のロータリー周辺に

ついては来年度ロータリー上屋の詳細設計を行い，令和３年度から整備工事を行う予定です。令和６

年度にはロータリー中央部，令和７年度までには公共施設棟・大屋根の整備工事などを完了させたい

と考えています。 

  次に暫定開放の取組についてです。現在駅前広場を暫定的に開放しており，樹木ベンチを設置して

います。また路面ペイントとして，プレイサークルという青色と赤色のサークルをグリーンホール側

と再開発ビル側にそれぞれ１カ所置きます。最後は南側ロータリーの整備に関するイメージ図です。

以上です。 

○Ａ委員 

今の説明では，バスターミナルの機能を重視していると思います。もっと人間中心の温かい広場を

希望します。まず，安全な広い通路・歩道の確保をお願いします。車いすの障害者や高齢者が通りや

すい，特に南口東急方面へ行く道路に通路が必要だと思います。私の娘は車いす利用者ですが，時々

通行人と肩がぶつかって痛い思いをしています。スクランブル交差点のようなところは苦手です。近

くのコンビニやスーパーに行くときも遠回りをして段差のない歩道を探しています。精神障害者はそ

うしたことをこのような場面で発言することが非常に苦手で，親が代弁しないと生活しやすい方向に

改善することが難しいのです。しかし，代弁する場所もなかなかありません。 
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  広場についても，ベンチを置き座れるだけの場所には何の魅力もありません。今までどおり公園で

子どもたちが遊ぶ様子を眺められる木陰のベンチがあり，障害者・高齢者・子供・親が和める場所が

望まれます。また，トイレも障害者にとっては必要です。 

○街づくり事業課 

ありがとうございます。通常はバスなどのロータリーを造ることが駅前広場のイメージなのですが，

調布は昔から駅前に噴水やイベントをする広い空間がありますので，ロータリーだけでなく広い環境

空間を設けたいと考えています。当然いろいろな人が多世代を含めて使われる駅前広場なので，歩き

やすさや使いやすさも考えながら駅前広場を造りたいと考えています。また，今回だけではなく工事

中も含めて安全・安心に使ってもらえるようご意見をもらいたいと考えています。 

  公衆トイレは，将来的に駅前広場に造る予定ですがが，暫定的に男子トイレと女子トイレと誰でも

トイレを交番の南側に造っています。 

○Ｂ委員 

その中に障害者が使いやすいトイレもありますか。 

○街づくり事業課 

一応車いす利用者の方も使いやすいようにドアが軽いなどの配慮をしています。使った方から他の

公衆トイレよりは使いやすかったと聞いていますが，何分暫定的なトイレですので将来的には誰でも

トイレは自動ドアにする等，使いやすさも検討しています。そのような意見もいただきたいと思いま

す。 

 ○Ｃ委員 

プレイサークルに子どもが安全に遊べる空間の創出とあるのですが，ここは遊具があるようなイメ

ージでしょうか。もし子どもが遊べるような場所で遊具がないとボールで遊んでしまう可能性があり，

車の往来が激しい場所なので危ないと思います。子どもが遊ぶのであれば，ガードレールはしっかり

してほしい等いろいろな要望が出ると思います。親の会の子どもたちは多動で，お母さんたちがベン

チで話していてもいなくなることや飛び出すこともあり危ないので，安全なのか気になります。子ど

もの遊ぶ場所なのか，大人が使う場所なのかどちらかにしたほうがいいと思いました。 

○秋元副会長 

歩行空間はこれから整備工事ですが，どのように検討する予定ですか。今まで整備について知らな

い間に決定してしまい，変えられないことが大変多かったように思います。どの時点で障害者団体や

近隣団体に声を掛け，説明会や意見聴取を行うのでしょうか。実際の声を集めるという計画が具体的

にどこまで進んでいるのか，まだ決まっていないのか教えていただきたいです。 

○街づくり事業課 

今までもご意見は何度か伺っています。最終的な整備設計の前段階でまた情報提供し，使いやすさ

や配慮については使う方の意見も聞かないとできないと思いますので，来年度も引き続き機会を設け

たいと考えています。具体的な日程は未定ですが，意見を聞いた上で最終的な整備工事の設計図を変

えたいと考えています。 

○秋元副会長 

例えば私たち障害者団体の中で議論となるのは，視覚障害の方と車いす使用者間の点字ブロックの

位置や段差についてです。段差がないと視覚障害の方は困りますが，逆に車いす側からすると段差が

あると振動が大きくなるため，議論を重ね互いに譲り合う必要があります。その辺りの話し合いをぜ

ひこれから取り組んでもらいたいと思います。 
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〇Ｄ委員 

グリーンホールの２階に上がる外階段はこのまま残るのですか。そうなるとバス停との間の通路が

狭くなりすぎませんか。道路との隙間をわざと狭められ，人が非常に通りにくそうに思います。 

 完成してしまいどうしようもないのかもしれませんが，京王線の出入口が広場の中央に出ています。

出入口とバス停との間が狭すぎて，通ると必ず通行人同士の肩がぶつかります。北口を降りて皆あの

狭い隙間を通るので，失敗設計だと思います。あれを二度と繰り返して欲しくないと思います。 

○谷内副会長 

Ｄ委員の意見のように，失敗を繰り返さずできるだけいいものを造ってもらいたいです。秋元副会

長からの話にもありましたが，確認する際は車いすの方と目の見えない方のみで終わってしまうこと

をよく見かけます。精神障害や知的障害の方もいますし，視覚障害でも私は弱視なのですが，経験上

おしゃれな建物は視覚障害者が使いづらいことがあり，昭和のころの方が使いやすく見やすいことも

あります。完成すると変更は難しいので，どの材料で造るかを検討する前に当事者と検討する機会を

持つとさらに良いものができるのではないかと思います。 

  今後の予定についての説明がありましたが，長いスパンでの活動だと思いますので是非その都度来

てもらい，このように生の意見を聞きながら進めてもらうと非常にありがたく思います。 

 

（３）平成３０年度相談支援事業所の報告について ※資料参照 

 ○事務局（ちょうふだぞう） 

法人の概要，相談件数の中で特徴的な点だけご報告します。ちょうふだぞうは知的障害のある１８

歳以上の方の相談を受けている相談支援事業所で，実人数は知的障害の方が多く６１３人です。最近

の傾向としては発達障害，高次脳，精神障害，また就労支援で身体障害のある方の支援をしている関

係で付随して生活支援の相談に乗ることが多く，身体障害の相談件数も少しずつ上がっています。 

 ○事務局（ドルチェ） 

総合福祉センター４階にある相談支援事業所ドルチェは，主に身体障害の方の相談支援をしていま

す。身体障害といってもさまざまで，肢体不自由や視覚障害，聴覚障害，また高次脳機能障害の方の

相談支援などを主に行っています。最近相談件数は増加し，中でも高次脳機能障害の方の相談が増え

ています。また社会福祉協議会で同行援護というガイドヘルパー派遣事業を利用する方から相談につ

ながることもあります。聴覚障害の方への手話通訳派遣事業を実施する中で高齢化が問題になり，サ

ポートすることもあります。 

○事務局（希望ヶ丘） 

希望ヶ丘は主に精神障害の方の相談支援をしており，統合失調症の方が約８割です。昨年度末に施

設が新しくなりました。相談件数は全体的に増加しており，特に若い方からの相談と家族支援が増え

ています。相談事業については入退院の相談が多く，地域移行支援を徐々に増やすことも検討してい

ます。地域活動支援センターも併設していますが，今年度から当事者活動も見直しつつ基盤づくりを

進めています 

○谷内副会長 

質問等はありますか。私からちょうふだぞうに質問ですが，権利擁護に関する相談（２３８件）の

分類や傾向について教えて下さい。 

○事務局（ちょうふだぞう） 

これは後見人制度利用に関する支援を含んでいます。家族が高齢化し入院等に至る中で，こうした



 5

法的な権利を守ることが多くなっています。また，市の虐待防止センターと相談しながら対応する案

件も増えており，本人が家族のネグレクトから自立したい，家族のサポートが不十分等，本人からの

訴えも増えていることが特徴的だと思います。 

○Ａ委員 

希望ヶ丘に質問です。ピアカウンセラーがゼロということですが，ぜひ育ててもらいたいと考え

ます。そういう方向でしょうか。 

○事務局（希望ヶ丘） 

現在はいないのですが，先程説明した当事者活動でまず仲間作りから始め，その力をピアカウン

セラー育成に向けたいと考えています。確言はできませんが，その方向性で取り組む予定です。 

○Ａ委員 

現在もピア活動が進んでいますので，ぜひよろしくお願いします。 

  

（４）調布市民福祉ニーズ調査の報告について ※資料参照 

 ○事務局（障害福祉課） 

現在実施中の調布市民福祉ニーズ調査の進捗状況の報告をします。実際の調査票を配布し，前回の

会議で示した内容からの変更点を簡単に報告します。 

まず進捗状況についてです。調布市民福祉ニーズ調査は，１０月１５日に無作為抽出した一般・高

齢・障害それぞれ２，０００人ずつ計６，０００人の方へ調査票を発送しました。回答期限は今月末

ですが１人でも多く方の意見を集約できるよう，実際には，この後１１月８日を最終期限とする予定

です。ちなみに１０月２４日時点の回収率の途中経過としては，一般調査１８．２％，高齢調査３３．

３％，障害者調査２６．９％，障害児調査２１．５％です。６５歳以上の身体障害のある方の回収率

が３４．３％で，１０月２４日時点で一番高い回収率となっています。 

次に調査票の設問について，前回会議からの変更点を報告します。障害者調査の問８医療に関する

設問については，前回会議で多くの意見をもらい検討した結果，健康についての設問に医療に関する

質問を含ませて聞くこととしました。また，前回調査までは一般的な医療や医療機関に関する質問で

したが，今回調査からは障害のある方が抱えている特有の問題についての選択肢を入れています。 

次に，前回お示ししていない新しい設問について説明します。今年５月に川崎市登戸，６月に練馬

区で，中高年の引きこもりが関係した殺人事件が立て続けに発生しました。この事件により，以前に

も増して中高年の引きこもりが大きな問題として取り上げられるようになっています。市でも本ニー

ズ調査を利用して現状把握や分析につなげたいという思いで，一般調査・高齢調査の共通質問として，

計５問にわたり引きこもりについての質問を新設しています。設問数についてですが，前回平成２８

年度実施時と設問数を単純比較すると，障害者用の調査は前回より３問増加し４６問，障害児用調査

は前回同様４０問です。 

○Ｂ委員 

回収率が低いですね。今はチラシが多く全て捨ててしまう方もいると思います。個人情報もあり難

しい面もありますが，発送方法を工夫すれば回収率が上がると思います。 

 ○谷内副会長 

はがきか何かでもう一度お願いを出す予定ですか。 

○事務局（障害福祉課） 

回答のお礼と，忘れている方には出してくださいという内容を兼ねたはがきを全員に出していま
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す。 

○谷内副会長 

指摘の通り調査なのでせめて４０％は越えてほしいです。集計の第一報はいつ頃の予定ですか。 

○事務局（障害福祉課） 

最終的には３月に報告書としてまとめますが，速報値が途中で出るので機会があれば報告します。 

 

（５）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中間報告 ※資料参照 

○事務局（ちょうふだぞう） 

非常時の地域ネットワークづくりワーキングの報告です。今年度のテーマは「災害時の相談支援事

業所の役割」を中心に，焦点を絞りワーキングを進めています。ちょうふだぞう，ドルチェ，希望ヶ

丘，こころの健康支援センター，市内の相談支援事業所に加え障害福祉課とプロジェクトチームを立

ち上げ，月１回程度検討協議を重ねつつワーキングを９月に行いました。今年度はプロジェクトとワ

ーキング２回を実施予定です。 

１回目のワーキングまでに３回プロジェクト会議を開き，ワーキングのテーマを「被災時の相談支

援事業所の役割」としました。前年度，防災という大きなテーマの中で具体的なテーマを検討できな

かった反省と，被災時の相談支援事業所の役割がほぼ決まっておらず，より具体的且つ形になること

をゼロからでも行いたいという思いから，４つの重点項目を掲げ進める予定です。 

①成人を対象とした災害時安否確認リストの作成②災害時の相談支援の動き方・情報共有について

のマニュアル作成③サービス等利用計画に災害時（地震・水害等）の支援計画を盛り込む④発災時の

情報共有のシミュレーションや当事者を交えた避難訓練の実施の４つを今年度ワーキングの重点目

標として，進めていきたいと思います。 

安否確認リストでは当初地震のみ想定していたのですが，ＡＡＲという災害時に障害のある方の支

援を行っている団体から水害も検討したほうが良いと意見を頂き，実際台風１９号が来た際にはこの

リストを基に安否確認を相談支援事業所で行いました。まさに実践のような形で行うことができ，そ

れを踏まえた人づくりだとプロジェクトの中で検討しています。 

前年度に専門家が少ないという意見を受け，先程述べたＡＡＲという団体に加え，東京都社会福祉

士会の防災委員会副委員長の委員もオブザーバーで呼び，防災・ネットワークについての意見をもら

いたいと思います。次の第３回全体会で，安否確認マニュアルの完成版を報告したいと考えており，

その間に情報共有の在り方等マニュアルについて詰めていく予定です。 

さらに今回の水害時に相談支援事業所として多摩川区域の安否確認や避難誘導をした中で，実際の

動きを報告してもらい課題も見つかりました。いろいろな意見を受けながら，このワーキングを何と

か形にしていきたいと思います。 

 ○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の中間報告をします。今年

度からスタートしたワーキングですが，ヘルパーを探す際になかなか見つからず，退院時や状況が変

わったときの連携が難しいことを踏まえ，どのようにしたら良い連携が取れるか理解するために居宅

介護事業所にアンケートを取り検討していきたいと思います。 

これまでに２回ワーキングを行い，まずはいろいろな意見をそれぞれの立場から聞き，どのような

困りごとがあるのか話し合いました。その後事業所に送付するアンケート内容について検討し，でき

るだけ率直に本音を聞けるような内容にするという方針を決めました。 
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第３回は来月１１月に実施します。これまでに出た意見を基にアンケートの最終稿を検討し，１１

月中に送付したいと思います。年度内に集計し，次年度はどのような連携を図れるのか，どのような

ことを提言できるのか考えていきたいと思います。 

○事務局（希望が丘） 

障害理解促進ワーキングのテーマは「当事者が障害理解を普及していくための仕組みづくり」です。

障害理解を発信するには当事者からが一番強く伝わり有効性があると思いますが，発信できる当事者

が限られてしまいます。発信する担い手としての人材をどう育成すべきか協議することになりました。 

これまでに２回ワーキングを行い，障害理解の発信には社会モデル・環境面にきちんと目を向けて

言語化することが大切ということを確認し，障害平等研修で使われている社会モデルに障害があるの

ではないかという内容の動画を共有しました。障害について発信する場や考える場がどこにあるのか

分からない方が交流する場を作ろうと提案し，８月にみんなでトーク，９月にドルチェトークという

イベントを行いました。視覚障害・精神障害・知的障害・発達障害の方たちが講義やグループワーク

を活用しながら社会モデル含め皆で障害について考えたり，障害種別分け隔てなくそれぞれがつなが

る・交流する機会になりました。意欲的な方が多く，今後もこのような会があれば参加したいという

意見が多くありました。 

また，一般の方向けの研修として商店をバリアフリー化する際にその補助をするという市のふれ合

い商店補助事業で商工会の事業所へ説明や案内を改めて行う機会が得られましたので，座長の谷内副

会長と●●委員に講師を依頼して９月に開催しました。こちらも，今後意欲的に理解したいとの意見

を多数もらいました。この機会を通じて商工会と障害理解の活動でつながったところが一番大きく，

この経験を今後活用し，一般向けの障害理解の場を作りたいと思います。 

人材育成・発掘の成果はありますが，自分の障害を言語化することや社会モデルに置き換えて認識

することは難しく，その点をどう考えていくかが今後の課題かもしれません。皆でつながる場，障害

について皆で考える場を継続的に実施する仕組み作りを考える必要があると思います。また，障害理

解の活動に興味があるという新たな人材も含め一般の研修も今後検討予定です。 

○事務局（障害福祉課） 

サービスの在り方検討会について報告します。この検討会は，市内のサービス等利用計画を作成す

る１２の特定相談支援事業所の相談支援専門員が出席しています。目的は相談支援専門員のケアマネ

ジメント能力の向上や情報共有です。これまでに３回開催しました。資料には２回目までの内容を載

せていますが，第３回を１０月２８日に開催しました。地域生活支援拠点で地域体制強化共同支援加

算という相談支援専門員が個別支援会議を実施したときに取れる加算の中で見えてきた地域課題を

サービスの在り方検討会で報告してもらう形を作り，今回初めて加算の対象になったケースについて

地域課題を共有しました。この地域課題については，第３回全体会で報告したいと考えています。 

非常時の地域ネットワークづくりワーキングの重点課題の一つである「サービス等利用計画に災害

時の支援計画を盛り込む」という避難支援計画についてサービスの在り方検討会の相談支援専門員で

考えていくことになり，その場で先日の台風で皆が感じた課題を共有しながら，内容について検討を

行いました。今後は事例検討会や研修会の他，地域生活支援拠点連絡会を１回行い，引き続き避難支

援計画の内容について検討したいと考えています。 

○Ｅ委員 

私共の作業所は先日の台風１９号の影響で実害を受けました。先日の作業所等連絡会代表の集まり

でも災害の問題が上げられました。避難所の問題が特に大きく，避難勧告が出てもどう逃げていいの
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か理解できない・分からない，身体障害の方を含め車で移動しようと思っても避難場所が車の受け入

れをしていないというものでした。避難所の定員が既に埋まってしまい入れず困憊し，避難場所の問

題を提案したいという話もありました。被害を受けた地区に住む当事者からの直接の相談もありまし

た。障害のある方は動きが激しかったり声が大きかったりするため，一般の避難場所には入れないこ

ともあります。迷惑をかけてしまうという声もあり，そうした要望を出してほしいとの話もありまし

た。 

一般の避難場所では難しいことは３・１１の時にも現実として分かっていたのですが，その辺の問

題とこのワーキングを繋げれば，市内の事業所間でネットワークを結んで避難場所に設定する可能性

もあるのかと思います。そういったネットワークも含めて検討してもらいたいというお願いです。 

○谷内副会長 

では，今の話はぜひ次回ワーキングで検討してもらいたいと思います。 

○Ｃ委員 

Ｅ委員に付け加えてですが，台風で雨がひどくなると指定避難場所には避難できないようでどうし

たらいいかといったメール等が数多く来ました。ハザードマップの浸水地域なので，なじみのある避

難所は避難場所でないため皆行けませんでした。結局は第二小学校やたづくり，グリーンホールに行

ったようです。しかし，たづくりの館内も第三小学校も人であふれ，雨が降る中で軒下にいたという

話や精神障害の息子がいて外に出られず多摩川を見つめているというような話が多く寄せられまし

た。 

  行動障害のある方は台風の中では，外に出ただけでパニックになってしまうので雨戸を閉めて自宅

２階にいる等のラインが行き交いましたが，市のホームページに出ているようなことしか分からず困

りました。サービス等利用計画に災害時の支援計画を盛り込む等のシミュレーションがとても大事だ

ったと，実際に避難した方から話がありました。今回は重篤な怪我や命を落とした方はいませんでし

たが，着替え持参で体育館に行ったが靴もずぶぬれで裸足のまま心細い思いしたという話や，２次避

難所の地域センターが３日目に開くと聞いていたがあっという間に一般の人で埋まってしまい福祉

避難所ではなくなっていた等の話もあり，今回のことからたくさんの情報を得て実態を整理し，想定

される避難方法や避難時困ることなど，一緒に考えていきたいと思います。 

○Ａ委員 

今福祉避難所という話が出ましたが，福祉避難所が国で作るように決められているのか，調布市で

はどうなっているのか質問です。私も染地へ行った際に災害ごみや生垣が泥だらけなのを見て，調布

も例外ではないと思いショックを受けました。以前ＴＶ番組で台風１９号の際に川越市の自閉症のグ

ループホームと作業所の裏手の川が増水して避難所へ行ったが，学校が始まる等の理由で４カ所も移

動しなければならなかったと放送されており，考えなくてはならないと思いました。 

○Ｂ委員 

避難所といえばお寺です。生きる人のため，人を助けるのがお寺だと思います。災害時には利用で

きるよう交渉してほしいと私は希望します。 

○谷内副会長 

１点，福祉避難所について事務局から説明をお願いします。 

○事務局（障害福祉課） 

福祉避難所は，国ではなく調布市の地域防災計画で定められています。その中で一時避難所は小中

学校の体育館をはじめ指定があり，概ね３日後を目途に状況に応じて地域福祉センターなどの福祉避
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難所を開設することになっています。 

 ○Ｆ委員 

今回の台風で良い教訓ができたと思います。今回は，たまたま怪我人等はいませんでしたが，今後

も地震だけではなく水害も起こることが実証され，来年起こる可能性もあります。長期計画も作成済

みだと思いますが，今回のことを責任持ってきちんとまとめ，反映する必要があると思います。 

○事務局（障害福祉課） 

ご指摘のとおり，これは障害福祉だけではなく高齢も児童も含め市民全体の問題なので，第一義的

には総合防災安全課で今回の検証をすることになっています。一定程度検証はしていますが，細かい

それぞれの課題について行う予定です。ここでは障害福祉に関する，特に二次避難所・福祉避難所に

おける課題が話されていますが，その他も随時担当するセクションの中で課題の抽出を行っています。 

また，市民が感じている課題も職員が感じている課題もあります。よりスムーズに避難できる方法

や情報の分かりやすい伝え方，必要な準備もあり，併せて今回の経験を今後に生かすべく整理してい

ます。計画への盛り込みは計画修正時に必ず入ると思いますがまだ議論は進んでいませんので，意見

を基に障害福祉課から意見を上げたいと考えています。 

市の総合計画については障害福祉のパートも防災のパートもあります。計画を障害・防災のどちら

で入れるか分かりませんがいずれにしても自立支援協議会を中心に意見を聞きたいと考えています。 

○谷内副会長 

忘れた頃に災害はやってくるので，Ｃ委員のような具体的な事例をそれぞれの団体で集めて記録に

残すことは大事ではないでしょうか。大きな課題なので大変だと思いますが，ぜひワーキングの中で

も可能な範囲で取り入れながら検討してもらいたいと思います。 

 傍聴に参加している樹木あふれる調布駅前広場を作る会という団体の方から資料配布してもらい

ました。今後駅前広場についてはいろいろな角度から検討する必要があると思います。また，障害理

解促進ワーキングに絡み商工会で研修をしたので商工会の D 委員から一言お願いします。 

○Ｄ委員 

商工会の商業部会メンバー５０人程で研修会を毎年しており，今年は９月２８日に行いました。

商業部会は個人商店が中心になり，小さい店で障害者に対する配慮が不十分だったり気が付いていな

い部分が多いようで，話を聞いて知らなかったなどと皆話していました。その後商工会の事務局に聞

いたのですが，手話モードを申し込んでくれる事業所やトイレの改修，段差解消等で合わせて１７，

１８件集まったという話を聞いています。ありがとうございました。 

 

（６）障害者差別解消支援地域協議会 

○事務局（障害福祉課） 

前回から今回までに差別解消という扱いにした相談件数は２件ありました。うち１件は匿名の電

話相談で，内容が警察の聞き取り調査についてでしたので障害差別の相談とせず，窓口を紹介して終

了となりました。もう１件が盲導犬を連れて他市の病院に見舞いに行った際に，盲導犬を院内へ連れ

ていくことを止められた内容です。休日で担当した事務員も若く判断ができなかったようで，結局盲

導犬をロビーでも待たせてもらえずに，外で待つことになったという案件でした。これは誰が聞いて

も差別の対象で本人からも指導してもらいたいと希望があり，市外のため，東京都に確認し指導しま

した。 

東京都に確認した際に，病院設置市にも周知してもらいたいとのことで，こちらから連絡しました。
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これまでに何か問題のあるような病院ではないと情報を得ました。 

病院側にはすでに盲導犬協会からも同様の意見があったとのことでした。平成２７年開院の病院で

そのような取り組みが具体的に示されておらず，すぐ盲導犬協会から送られたポスターや補助犬シー

ルなども入り口に大きく貼り，今後は差別解消法について職員がよく理解するよう周知すると謝罪も

ありました。相談者本人にもその旨を伝えました。 

その他にも電話で差別に当たるかという問い合わせが１件ありましたが，パワハラ的な内容のた

め労務相談に返して終了しました。差別の相談件数には入れていません。以上です。 

○Ｂ委員 

盲導犬は案外見かけず，認識されていれば別ですが，これからの周知だと私は感じています。 

○谷内副会長 

盲導犬協会に関わる委員が欠席なので直接意見を聞けず，残念です。 

○Ｆ委員 

病院では無菌室や新生児室など配慮が必要なところも普通以上にあるのではないでしょうか。国

でそのような基準はありますか。 

○事務局（障害福祉課） 

病院内の入室に対して，補助犬として入ってはいけないということは差別に値することが示され

ていますが，その詳しい基準までは分かりません。これまでどのような対応が多かったか確認すると，

１階の外来ロビー等の広いところまでは入らせてもらえるというものでした。都立病院などではナー

スステーションの前まで一緒に行ってそこで面会等でき，時には盲導犬が大人しく待てるのであれば

そこで見てくれる病院もあるということです。病室まで行けることは滅多にないようですが，そのよ

うな対応の病院がほとんどで，入り口にさえ入れてくれないところは初めてという話でした。 

○Ｆ委員 

病院ごとの対応ではなく，国が基準を示してくれるように声を上げてもらいたいと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

東京都が来る意見交換会が今後もあるので，報告したいと思います。 

○谷内副会長 

補助犬に関しては補助犬法もあり，それぞれの協会が恐らく積極的に国に対する働きかけ等々を

しているのではないかと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

前回の会議で相談件数が調布は多いのか少ないのか，他市の相談件数等が分かれば調べてほしい

と意見がありました。他市の事務報告書等々を調べましたが，差別解消はまだ必ず都に報告しなけれ

ばいけない等の法整備はされておらず，定数がなかなか出ませんでした。 

調布市が属している１０ブロック連絡会で話し合われた内容は，資料に添付しています。今回は

三鷹市と狛江市が欠席だったため４市でした。差別解消支援地域協議会をそもそも設置しているかと

の話から始まり，まだ設置していない市もあり，調布と同様な市もありました。東京都も参加してい

るので東京都の対応を聞き，電話相談の内容や報告，平成３０年度は条例の検討が中心であったとい

う話が出ました。 

その他普及啓発イベントの周知方法について話題に上がり，各々確認しました。府中市では全体で

３，０００人が参加した土日２日間のわいわいフェスティバルでパンフレットを配布したり，差別に

関する講演会を入れたり，アール・ブリュットという障害者が作ったアートに関する講演を入れたと
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のことでした。武蔵野市は調布市と同様です。各部会主催のイベントがあり，その中でヘルプマーク

や選挙の投票方法などのイベントを行ったとの報告でした。 

また相談に関しての困りごとが話題に上がり，具体的な対応事例がない市もありました。府中市

は調布市と同じようで差別解消法の相談対応についてのやり方は，各自治体に任されている印象があ

ることや，先程のように相談を受けても施設は他市だとどちらが相談を受けるのかはっきり決まって

おらず，どちらが受けるべきなのか悩むという話がありました。 

東京都からはやはり相談を受けた市がまず事実確認を行い，必要ならば設置している市に協力を願

い，東京都は管轄している局ごとにでも受けているという話でした。 

各市の相談事案は，１０ブロックだけではなく他ブロックの議事録からも抜粋しました。１つはセ

ルフサービスのガソリンスタンドが増えていますが，そこで店員にガソリンを入れてほしいという相

談があったという内容でした。他に店員常駐のガソリンスタンドが数多くあるので合理的配慮不足と

は判断せず，他店の利用を勧めることに落ち着いたということでした。 

特別支援学級の児童が部活動を退部するように先生から言われた案件については，対象児は記憶障

害があり短時間の記憶しかできないため，先生の指示に応じられないという内容でした。これに関し

てはホワイトボードに毎回書く等の対策含め検討できるのではないかと指導しつつ，明らかに差別で

はないかと東京都に報告したという内容でした。 

最後は２３区在住の車いす利用者が他市の市民の高齢者・障害者・妊婦等を乗車対象としている福

祉バスに乗車しようとしたところ乗車を断られたという相談です。その際に車いす利用者は事前予約

が必要だと告げられたため，それは差別ではないかと申し出があったという内容でした。いろいろ議

論をしたそうですが，その市では事前予約が必要というルールになっていること，乗り降りの安全な

スペースを確保する意味で急には難しいということで，差別との判断にしなかったという内容でした。 

○谷内副会長 

せっかくの機会なので他市の現状から学ぶことも多いかと思い，今回資料をまとめてもらいまし

た。何か感じたことや，意見交換ができればと思いますがいかがですか。 

○Ｆ委員 

調布ではない場所で差別を受けた場合，受けた街なのか調布なのかどこに相談すべきでしょうか。 

○事務局（障害福祉課） 

この間も議論になりましたが，東京都として最初の相談は住んでいる市が窓口という見解でした。

事実確認まではできる限り行い，必要であれば設置している市に連携を取る考えとのことでした。た

だ，それが企業だと他市から会社に向けては少し話が違うようです。まずは働いている場合の障害者

差別なのか，障害者雇用に関することなのか判断しなければならず，注意が必要だと話がありました。 

○Ｆ委員 

最後の事例は差別ではないという結果だと思いますが，この方がもう一回行った場合に，どのよう

にすれば良いか教えることはされていないのですか。 

○事務局（障害福祉課） 

こちらは議事録から抜粋したのでそこまでの内容が読み取れませんでした。 

○Ｆ委員 

差別解消法の協議会としては今後困らないよう相談にのることも含めてかと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

差別だから罰則ではなく，改善方法を伝え促さなければいけないと東京都もからも話がありました。 
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○秋元副会長 

私は昔から差別を受けたら直接その企業に連絡してどうなっているのか確認し，その都度理解を求

めています。そのような場合，市に報告したほうがいいのでしょうか。 

○事務局（障害福祉課） 

内容にもよると思いますが，明らかに差別的な扱いがある時やなかなか話を聞いてくれないことが

あればぜひ報告してください。 

○秋元副会長 

具体的に言うと，バスは運転手によって対応の良し悪しがあり，そういう時は必ずすぐバス会社に

連絡します。何時何分のバスに乗ったらこういう対応をされたので改善してくれませんかと言うと，

今ドライブレコーダーはどこでも付いているので確認しますと返答があり，折り返し電話をもらい指

導内容や改善についてフィードバックしてもらっています。実際に起きていると調布市に連絡したほ

うがいいのかどうか聞きたいです。 

○事務局（障害福祉課） 

連絡をもらえればこちらも対応しますし，件数に入れます。 

○谷内副会長 

事例として先日，調布市は一切関係ないのですが私も差別を受けました。厚生労働省が管轄してい

る国家試験は全部で１３０あるそうです。福祉系は社会福祉士や介護福祉士ですが，私はその中の一

つの国家試験を受けようと思いエントリーしました。 

試験の運営は委託業者・委託団体がしています。そことやりとりして，合理的配慮で拡大文字をお

願いしました。通常Ａ４で配られるものをＡ３に拡大してほしいことと，他にいくつか私は眩しいと

ころは駄目なので日陰の席にして欲しいとかマークシートが見えないので記述式にして欲しいとお

願いし，ここは大丈夫だろうと思った拡大文字を駄目だと言われました。拡大文字の受験は認められ

ないという返答があり，その団体とやりとりする中で上の方が出てくるのですが，疲れると正直思い

ました。でもいい機会だと思い，いろいろな質問を投げかけてみました。すると，過去にも私と同じ

ように拡大文字を求めてきた人がいたが断ったので，今回認めると過去の方たちとの差別になるとト

ップの方がまともに返答されました。そのような思考回路で差別は生まれているのです。 

当然差別解消法についても説明しましたが，何が問題かというと厚生労働省管轄の国家試験で合理

的配慮をしないことです。疲れました。後半にやっと東京都に言えば良かったと気付きました。 

○事務局（障害福祉課） 

前回ジャパンタクシーの試乗会があると伝えたので報告します。ジャパンタクシーは国土交通省が

定めるユニバーサルデザインのタクシーの総称です。２０１７年１０月に販売され，オリンピック・

パラリンピックで１００万円の補助が出るようで，開催時には３台に１台がこのタクシーなるのでは

ないかと言われているそうです。このタクシーに１６９回乗車経験を持つ大型電動車いす利用者が乗

ったことがない方に体験してもらいたいと交通対策課に提案し実現した話で，７月２４日に行いまし

た。参加者は記載人数以外にドルチェサロン利用者もいました。横のスライドドアから乗り，スロー

プ２段を連結します。大きな電動も可能で，乗って中で９０度回転します。皆感想としては意外に乗

れる，意外に広いというものでした。 

ただ，タクシー会社からの意見として，研修を受けていても不慣れな場合は時間がかかってしまう

こともあり，スロープが２段なので高齢のドライバーだと結構重労働です。横から乗るため手を挙げ

てすぐ止まって乗れるかというと難しく，利用者がよく手を挙げる横断歩道は車が止められず，乗る
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場所が限られます。予約の際にはジャパンタクシーをお願いしますと伝えることが確実との話でした。 

○秋元副会長 

昨日全国一斉にゆうゆうタクシーに乗ろうという計画で，当方のメンバーも乗っていました。対応

してくれる運転手も以前に比べるととても増えたと言っており，われわれが使っていかないと運転手

も覚えてくれないということと，これから障害者団体として要望は出しますが，皆が乗るタクシーも

たくさんの方々から周知してもらえるといいと思います。 

○谷内副会長 

副会長の車いすも全然問題ないですか。 

○秋元副会長 

これは問題なく，あとは運転手さんの出し入れと手を挙げたときに止まってくれるかだと話してい

ました。 

○Ｆ委員 

試乗会に私も参加し，この大きな車いすが乗り感動しました。ただ，回転までは難しかったです。

問題点が２つあります。運転手の待遇ですが，公共性のあるもので歩合制なのはタクシーのみなので，

拒否につながります。奉仕よりも研修含め労働として保障すべきです。２点目はまだ開発の余地があ

り，世界のトヨタなのですから障害のある当事者の意見をもっと反映させ，一緒に考えていきたいと

いうところです。 

○事務局（ドルチェ） 

それでは，第２回自立支援協議会の全体会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 


