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資料４ 

 

令和元年度 調布市障害者地域自立支援協議会 

 非常時の地域ネットワーク作りワーキング  

 

テーマ：災害時の相談支援事業所の役割を中心に  

 
メンバー 

 

座長 木下 大生     （武蔵野大学人間科学部社会福祉学科 准教授） 

高木 裕子     （ＮＰＯ法人調布心身障害児・者親の会 理事） 

亀田 良一郎   （社会福祉法人調布を耕す会しごと場大好き 施設長） 

秋元 妙美     （ＮＰＯ法人ＣＩＬちょうふ 代表） 

野際 紗綾子   （認定ＮＰＯ法人難民を助ける会ＡＡＲＪａｐａｎ プログラムマネージャー） 

伊藤 巧       （社会福祉法人調布市社会福祉事業団ちょうふだぞう 主任） 

新井 敦子     （社会福祉法人調布市社会福祉協議会相談支援事業所ドルチェ 主事） 

栗城 耕平     （社会福祉法人新樹会地域生活支援センター希望ヶ丘 施設長） 

遠藤 嘉浩     （社会福祉法人調布市社会福祉協議会調布市こころの健康支援センター 主任） 
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第 1 回ワーキング  

   日時：令和元年 9 月１７日（火）１５～１７時 

  場所：調布市総合福祉センター２階 団体室 

  参加者：委員８名 事務局７名  

小テーマ 「昨年度のテーマから今年度取り組む課題を抽出し，検討事項をまとめる」 

   内容 ： 昨年度より災害をテーマに検討を重ねたが，様々なテーマに話題が広がり，結果としてワー

キングでの具体的な取り組みを焦点化する事が難しかった。そのため，今年度取り組む事項を

「災害時の安否確認者リストの作成」「災害時の障害福祉課と相談支援事業所のネットワーク

の構築」等に絞った。 

今年度は実務的な動きが求められるため，障害福祉課と一般相談支援事業所 4 カ所でプロ

ジェクトチームを作り，安否確認者リストやネットワークについて検討を重ね，ワーキングで

意見交換しながら形作っていく事にした。ワーキングの目標を①成人を対象とした災害時安否

確認者リストの作成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重点目標とした。 

５月からプロジェクトで検討した「安否確認者リスト」「災害時における初動の連絡体制」

について委員に報告した上で，意見をもらった。＊資料参照 

    【オブザーバーである東京社会福祉士会山本氏に日の出町の取り組みや防災ネットワークにつ 

     いて報告頂く予定だったが，今回参加出来なかったため後日資料を添付する予定】 

質問や意見 

  ・安否確認者リストや，誰がいつまでに確認するか等は事前に準備しておく方が良いと思う。 

  ・そのリスト以外の人の安否確認には，作業所や外部団体の支援も必要になってくると思う。今

後調布市福祉作業所等連絡会等で提案していきたいが，どの程度協力を得られるかは不明。 

・作業所が安否情報を他機関とやりとりすることは，個人情報の問題もあり作業所主体で決める

ことは難しい面があるため，保護者から提案することで作業所が動きやすくなることが考えら

れる。 

・豪雨等の災害では直前に連絡して避難を勧めることが有効（ＡＡＲ野際氏の助言）だが，災害

発生してから訪問することは難しい。「個別の避難行動計画」を今後検討してサービス等利用計

画と連動して準備できると良いと思う。 

・児童は保護者がいるという理由でまだ対象になっていないが，保護者だけでは厳しい家庭もあ

る。学齢期の相談支援事業所の体制が十分整っていない課題もあり，連動して広がって欲しい。 

・初動の連絡手段としてラインワークス等のツールは有効と思われるが，行政も足並みを揃えら

れるのか。⇒まだ検討が必要だが，何らかの連絡手段の必要性は感じている。 

  まとめ  

   緊急時の安否確認者リストの作成については，必要性が認められた。今後は連絡手段や個別の

避難行動計画の内容等を検討し，避難訓練も実施する予定。次回ワーキングで報告する。また協

力団体との連携の在り方も話し合う予定。 
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これまでの到達点 

 

・ワーキングの前にプロジェクトを 3 回行い，安否確認者リストの内容の検討を行った。また水

害についても視野に入れ震災版，水害版の対応を検討していくことになった。具体的にはサー

ビス等利用計画対象者に個別の避難計画をたてていくことを目標にし，同協議会内の部会の

「サービスのあり方検討会」で様式や方法を協議していく予定となった。 

 ワーキングでは，プロジェクトの進捗を報告し，災害時安否確認者リストの作成については同

意を得たので，災害時の連絡手段やマニュアルについても意見を受けプロジェクトでまた精査

していく。 

 

 

今後の展望と課題 

を 

・今年度は①成人を対象とした災害時安否確認者リストの作成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重点目標としてプロジ

ェクト，ワーキングにて達成できるよう協議していく。 
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令和元年度 調布市障害者地域自立支援協議会 

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  

  
メンバー（職名・敬称略） 

 

座長  秋元 妙美（NPO 法人全国重度障害者相談支援狭隘 CIL ちょうふ 代表） 

幹事  中島 悦子（社会福祉法人調布市社会福祉事業団デイセンターまなびや 施設長） 

幹事  山本 琢司（合同カイシャサンシャイン サンシャインケアセンター センター長） 

藤本 愛子（株式会社ケア 21 ケア 21 つつじが丘 管理者） 

山﨑 真 （公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 訪問介護係 係長） 

臼井由紀子（アースサポート株式会社 アースサポート調布 管理者） 

進藤 美左（調布市心身障害児・者親の会 会長） 

原田 公明（当事者） 

高杉 加奈（調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう） 

関根 愛華（新樹会 地域生活支援センター 希望ヶ丘） 
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第１回ワーキング   

日時：令和元年 7 月３０日（火）１8 時～２0 時 

場所：総合福祉センター ４階 視聴覚室 

参加：委員 9 名、事務局 8 名 

 

小テーマ「今年度のワーキングの概要について」「各委員より自己紹介」「意見交換」 

内容：今年度から開始するワーキングのため、最初に本ワーキングの概要と主旨を説明。

各委員から自己紹介とそれぞれの立場で感じておられることや、ご意見を自由にお話

し頂いた。その後意見交換を行い、事業所ごとの実態や制度上の問題等の現状把握を

行った。この意見をもとに次回アンケート項目について具体的に話し合うこととなっ

た。 

主な意見 

 ・身体障害者は在宅ヘルパーの希望が多く、場合によっては何十社依頼しても見つからず。入退院時

に即対応できず円滑に進められなかったため良い方法かないかとこのテーマになった。 

 ・ヘルパー・当事者では感じることが異なると思われ、日々の思いをワーキングで聞き、アンケート

項目にも役立てたい。最終的には形付けしたい。 

・重度訪問介護で事業所が見つからない反面、訪問介護事業所から営業もあるため、空き状況など一

括で共有できるとよい。 

・訪問介護事業所は高齢者が短時間利用のため、時間調整の都合で短時間が主流。 

 ・重度訪問介護は長時間ヘルパーと過ごすため、相性・スキルが重要。関係性ができないと互いに負

担がかかる。うまくいかない場合には事業所が抱え込まないよう相談支援事業所が間に入るべき。 

 ・ヘルパーとしては単価の良い仕事をしたい。短時間であまりに重労働だと受けにくい。 

・複数の障害に対する知識が少なく、現場で発生するケースに対応できる人が少ない。学ぶ場があれ

ば対応できるヘルパーも増えるのでは。 

 ・事業所として、特性（障害・高齢どちらかを得意としているなど）がある。分野・種別や、障害・

介護にしばられずに相談ができると可能性が広がる。   

 ・ヘルパーの想いを伝えることも必要。時間内であればなんでもやってもらえると考えている当事

者もいるが、あまりに重労働な場合もあり実情を伝えることも必要。 

 ・障害は支援会議が少なく、担当者や支援者が見えにくい。支援者が多いと不安が軽減される。 

 まとめ  

  初回で沢山意見が出たことでいろいろと共有できた。今回の意見交換でお互いを知らないことから

受けられない、受けてもうまく回らないことがあるとわかった。まずは“お互いを知る”ことが大

切。事業所・当事者の不安を話し合う場が作れるとよい。そこからどうつなげていくかはこのワー

キングで決めていきたい。次回はアンケートの具体的項目について話し合う予定。 
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第２回ワーキング   

日時：令和元年 9 月２５日（水）１8 時～２0 時 

場所：総合福祉センター ４階 視聴覚室 

参加：委員 10 名、事務局 8 名 

 

小テーマ「前回のワーキング概要」「アンケート内容について」「アンケート実施スケジュ

ール」 

内容：前回のワーキングを振り返ったのち、各委員からアンケート設問へのご意見を頂き、

挙がった設問を元にアンケートの原案を固めていった。その内容やボリューム、発

送及び集計時期や方法、本ワーキングのスケジュールやアンケートをどう反映して

いくかについて話し合った。 

主な意見 

・ヘルパー資格取得のカリキュラムはテキストもほぼ高齢者の事例。障害の事例がないとヘルパーに

なる人の入り口が無い。また，宣伝の場もない。 

・高齢は法改正ごとに市から説明があるが，障害は詳細がわからず指摘を受けながらやっている状態。 

・障害はマッチングが難しい。利用者とヘルパー，空き情報の共有など。 

・当日キャンセルが続くと受けにくいが，精神の方は調子に波があり，キャンセルが続く覚悟も必要。 

・世田谷区では半年に一度，ヘルパー事業所・相談支援事業所・区が集まりグループワークをしてお

り事業所の顔がみえていた。 

・障害は長期間の支援となるため安定して収入がある反面、いつまで続くのかという不安もある。 

・障害をなぜ受けていないのか，受けられない理由を聞きたい。また、その理由をランク付けしたい。 

・アンケートはフローチャート式がよいのではないか。まず事業所のプロフィール（職員数，男女比，

件数，研修状況，障害種別等）を聞きたい。 

・以下の大項目を質問に反映させたい。 

 ヘルパー事業所が相談支援事業所に求める見解（事業所を知っているか，リストがあるか） 

 介護保険と障害サービスの比較（重度訪問介護を知っているか，計画相談について） 

 重度訪問介護，身体介護，家事援助の制度としての課題点 

 ヘルパーの質の向上について（研修の機会が内外にあるか，研修が出来ない理由） 

 障害種別における困難さ 

 カリキュラム（現在高齢中心），人材について 

まとめ  

 大項目から質問を肉付けし，障害をどのようにしたら受けられるかアンケートを作成する。 

 アンケートの詳細は幹事会で作成し，次回たたき台を確認。 

 各事業所が答えてくれることで形ができるため，各事業所に答えてもらえるアンケートが必要。 

 このアンケートでより良くなっていけると思えるものを作成していきたい。 

  アンケートの発送は回答しやすい時期がよいため、１１月中発送を目標に作成をしていく。 
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これまでの到達点 

 

・第 1 回では、居宅介護事業所、相談支援事業所、当事者それぞれの立場の考えや思い、

困りごと等を共有。相互理解を図り、事業所ごとの実態や制度上の問題等の現状把握を

行った。 

 ・第２回では、各委員から具体的なアンケート項目を挙げて頂き、アンケートの原案を固

めていった。また発送や集計時期などについても意見を頂き、集計結果を次年度に反映

できるよう、11 月発送、今年度内に集計を目指すこととした。 

 

今後の展望 

・ワーキング、幹事会での意見を踏まえてアンケート案を作成。各委員に送付し、第 3 回ワ

ーキングにて意見を頂く。 

・各委員からの意見を元にアンケートを作成し、11 月下旬に居宅介護事業所に発送する。 

・今年度のアンケート集計を目指し、回答から居宅介護事業所のニーズ分析を行い、意見を

挙げられるようにする。 
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令和元年度 調布市障害者地域自立支援協議会 

障害理解の促進ワーキング  

～当事者が障害理解を普及啓発していく為の仕組み作り～ 

 

テーマ：障害理解の促進を考える 

   
メンバー（職名・敬称略） 

 

 

谷内 孝行  （座長：桜美林大学 健康福祉学群 准教授） 

髙江洲 幸男 （当事者） 

道口 由美子 (当事者) 

小山 百合  (当事者) 

井村 茂樹  (当事者) 

大沢 宏章 （NPO 法人羽ばたく会めじろ作業所 施設長） 

和泉 怜実 （社会福祉法人調布市社会福祉協議会調布市こころの健康支援センター 主事） 

木内  洋 （社会福祉法人調布市社会福祉協議会障がい者支援係 係長）      

吉野  強 （社会福祉法人調布市社会福祉事業団ちょうふだぞう 主事） 

石﨑 篤史  （事務局 ： 議事進行  地域生活支援センター希望ヶ丘） 

姜  旻廷  （事務局 ： 地域生活支援センター希望ヶ丘) 

関根 愛華  （事務局 ： 地域生活支援センター希望ヶ丘) 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回ワーキング   

日  時：令和元年 7 月 8 日（月）１８時～２０時 

  場  所：総合福祉センター 2 階 201-203 

  参加者：委員 9 名 事務局 5 名  

 

小テーマ「 ～ 当事者の人材育成について ～ 」 

内容： 

① 障害理解の促進ワーキングの目的について 

今年度の障害理解の促進ワーキングの進め方や方針について、各委員に説明した。 

今年度取り組む事として、新たな当事者を発掘し、育成する機会を作る事と、一般市民向

けの研修を開くことを提案した。 

② 当事者向けの研修について 

今年度取り組む予定である当事者向けの研修について各委員より、その内容や開催の仕方

について意見交換を行う。 

  主な意見 

・当事者が声を伝え、届けられるようになることで障害理解が促進される。自分の障害を理解し、

相手に合わせて伝えるには当事者自身に能力と技術が必要だと思う。 

  ・障害平等研修のＤＶＤを見て、障害は環境だと気づく人が多いがそうでない人もいる。 

・障害を医学モデルで考えてしまうと意見が出にくいのもあるので、当事者自身が日頃の生活で不

便を感じている日常を「言語化」して伝える必要がある。そのためには一定のトレーニングが必

要である。 

・障害理解促進のためには、若い世代が障害を理解する必要がある。そのためには当事者の若年層 

を集めることが大切。 

  ・当事者が関わりを深めながら仲間を増やし、「調布市ブランド」を作っていけると良いと思う。 

  ・ドルチェや希望ヶ丘で交流会を実施し、サポーターになれる当事者を見つけたい。 

  ・当事者向けの交流会は、「次も来たい！」と思わせる楽しい企画をした方が良いのではないか。 

  ・当事者同士の助け合いを通し、自分が役に立っているという経験をしてもらう取り組みがあると

当事者同士の交流にもつながる。 

  まとめ 

   当事者が社会に向けて障害理解を発信していく事は重要であるが、その発信していく内容が個人 

 の問題で終わってしまうと社会環境が変わっていく事は無い。その為、障害理解を発信していく人 

材（当事者）も社会を変えていくための手段や方法を考えられる方、言語化出来る方を増やしてい 

く事が重要である。今後はその点も踏まえた上で当事者の育成や新たな人材の発掘の仕組み作りに 

ついて協議をしていく必要性が確認された。 
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第 2 回ワーキング   

日  時：令和元年 9 月 30 日（月）１８時～２０時 

  場  所：総合福祉センター 2 階 201-203 

   参加者：委員 9 名 事務局 7 名 傍聴 1 名 

 

小テーマ 

「～～当事者向け研修及び交流会の報告と振り返り・今後の人材（当事者）育成について～～」 

 

内容： 

① 8/31、9/21 に開催した、当事者向け研修及び交流会について報告し、今後の取り組み

について意見交換を行った。 

② 9/２８に開催した商工会研修の内容を報告し、今後の一般市民に向けた障害理解の取り組

みについて、意見交換を行った。 

 

主な意見 

    ・希望ヶ丘での障害平等研修プログラムは展開が早い部分もあり、社会モデルの理解が難しい面

があった。その一方、障害の社会モデルの視点に触れられたことは良かった。 

・障害平等研修の DVD の中では、精神障害に関する例が出てこなかったので、精神障害の方の

例があると精神障害者の捉え方も変わってくるのではないかと思われる。 

・お互いの悩みを話しあい、その気持ちを展開し、前向きな考え方にしていく。こうした障害者

同士が集まって話せる場が非常に大切であると感じた。 

・障害者同士が集まって話し合うという企画は、普段、日常生活の中で開催するのは難しい。定

期的に集まる場を設ける事が、障害者自身も新たな気づきの場になると思った。 

・当事者向けプログラムを行うことで、それぞれの障害を発信・理解する場が持てたことは有意

義であった。既存の集まりに当事者向けプログラムを組み込むには限界があるため、新たに学

び合う第 3 の場所を作る必要がある。 

・商工会向けに開催した障害理解研修は非常に好評であった。一方、受講者からは、「普段、障

害がある方に接する機会がなく、どのように接すれば良いのか、イメージが湧かず、具体的に

どのような対応が良いのか？」といった意見が多数、聞かれた。 

 

  まとめ 

  当事者向けの研修及び交流会を開催することにより、参加者が障害理解という共通テーマを元に

出会い、語りあい、新たな繋がりを作る事が出来た。今後は語る場、繋がる場を超え、様々な障

害種別の方やその支援者が、社会にある問題（障害）について共通項を探し、より具体的なプロ

グラムを提案していく必要がある。 
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これまでの到達点 

 

第 1 回では、昨年度のワーキングで取り組んできた内容を踏まえ、新たな当事者を発掘し、育成する機

会を作る事と、一般市民向けの研修を開くことを提案し、共有した。 

また、障害平等研修で活用されている DVD を視聴し、委員間で障害の社会モデルの視点を持つ事の重

要性について確認した。その上で、社会に向けて発信する当事者は社会モデルの視点で社会を変えていく

ための手段や方法を考え、言語化出来る方を増やしていく事が重要であることを確認した。このような人

材を発掘する為の取り組みとして当事者向けの研修及び交流会を企画し、開催する事を提案した。 

 

第２回では、当事者の人材発掘の取り組みとして開催された当事者向けの研修及び交流会の報告と商工

会での研修の状況を報告し、意見交換を行った。普段、関わりの少ない当事者同士の交流を通して、自身

の生活の中にある「障害」を共通項として、相互に理解し、繋がれた事や障害理解の普及活動に意欲的な

人材（当事者）を新たに確認できた事は大きな成果であった。今後も障害理解という共通のテーマで集い、

議論する場を作る事が重要である事を確認した。 

商工会研修については、日頃から障害に関わりの少ない方々に、障害当事者が地域でどのようなことに

困っているのか、その実情を具体例を交え伝える事が出来た。また、アンケート結果からは、障害理解に

関して、意欲的な意見も多数確認できた。今後はこうした研修を通じて築いた商工会との繋がりを活用し、

障害を伝えていく場、理解を広げていく場を共に作っていくことを目指したいと考えている。 

 

今後の展望と課題 

 

今回の当事者交流及び研修会を行った成果や課題を踏まえ、今後は社会に向けて障害理解を発信する人

材を育成するプログラムや、それらを継続的に実施するための仕組みを具体的に議論していく必要がある。

また、人材育成については、障害特性により障害を言語化する事が困難な方もいる、そうした方に対する

人材育成のあり方等も協議をして進めていく。 

 一方、商工会にむけた研修の様に、今後も一般市民の方を対象とした障害理解を伝える機会を広げてい

くと共に、新たな人材（当事者）が自らを発信出来る機会を作っていく必要ある。その為の手段について

の協議も進めていきたい。 
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みんな de トーーーク 報告書 

１．日時・場所： 令和元年 8 月 31 日（土） 13 時 30 分～16 時 

２．場所：空と大地と 

３．参加人数：10 名（精神障害者 6 名，発達障害者 2名，知的障害者 2名），見学者 

４．目的 

①障害平等研修を通じて，困りごとや障害を社会モデルの視点で捉え，改めて障害の伝

え方について考えて，学ぶ。 

②当事者同士で各々の困りごとについて語り合い，知り合い，今後も障害理解というテ

ーマにおいて繋がれる機会を作る。 

５．プログラム内容と様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流れ 内容 担当講師 

① 自己紹介 
名前，所属，趣味，今の気分を話し合い，

ウォーミングアップを行う。 
髙江洲委員 

②障害とは？を考え

る 

障害とは何かという事について障害平等研

修を活用しながらグループで考え，意見を

出し合う。 

髙江洲委員 

休息 

③生活の中にある困

りごと，その原因，

解決方法 

生活の中にある困りごと，その原因，解決

方法について社会モデルの視点から意見を

出し合い，またその内容を共有する。 

谷内先生 
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６．生活の中にある困りごと・その原因・解決方法について，意見だし（一部抜粋） 

Ａさん 

困ったこと：パニック症の症状が出てしまう。 

なぜ困ってしまうのか：何も出来なくなり，考えもまとまらない。 

どうすれば解決するか：障害の事を理解してもらう。周りに同じパニック障害の人がいると

嬉しい。 

 

Ｂさん 

困ったこと：体力が無くて疲れやすい。 

なぜ困ってしまうのか：予定している事が出来ない。 

どうすれば解決するか：自分のペースで出来る事をする。短期入所を使う。 

 

７．アンケート結果（一部抜粋） 

①この会に参加した感想を教えて下さい。（難しかった，また参加してみたい等） 

・みんなの姿や発言にとても共感したし励まされました。相手の中に自分を見ている気がし

て，それが自分自身を知る良いきっかけになりました。 

・色々な意見を聞けて参考になった。また，企画してほしい。 

 

②今後も障害理解について話し合い，集う機会があるとしたら，どのようなことをしたい

ですか。 

・精神障害者が社会で受ける偏見から来る問題点をあげてみたい。社会モデルと医学モデル

について希望ヶ丘で学べる機会があれば良いと思う。 

・特に精神疾患は周りからわかりづらいので，その生きづらさの共通点を見出して伝え方の

工夫を討論したい。 

 

８．まとめ 

 今回の研修では，周囲の人から「見えづらい障害」の当事者同士が交流を通し，「障害」

について話し合い，お互いを理解し，繋がる機会を作ることが出来た。また，障害理解を促

進する取り組みについて意欲的な人材も発見する事が出来た。そして普段病的要因で困りご

との多い方が社会モデルという新たな視点から困り事，「障害」を考える機会を持つことが

出来た。 

しかし今回の研修を通して，精神障害，知的障害の方々は自身の「障害」を社会モデルの

視点から捉えることの難しさが感じられた。精神障害の方は自身の「障害」の焦点が病気や

その症状の改善に向けられる事が多く，社会環境に目を向けづらい現状があった。その為，

今後も継続性をもって当事者同士で関わる機会を持ちながら，社会モデルの視点で「障害」

を捉えなおす場やその仕掛けを作る事が重要である。 
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ドルチェトーーーク 報告書 

１． 日時：令和元年 9月 21 日（土）13 時 30 分～16 時 

２．場所：総合福祉センター 5 階ぴっころ１ 

３．参加人数：12 名（肢体不自由 4 名，視覚障害者 3 名，聴覚障害者 1 名，内部障害者 1

名，精神障害者１名，高次脳障害者 1名，知的障害者１名），見学者 

４．目的 

  日頃から関わりの無い障害当事者が集まり，交流を通して繋がり合い，それぞれの障 

害特性によって起こる生活上での困りごとや工夫している事等を語り合い，お互いを 

理解する。 

５．プログラム内容と様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流れ 内容 ファシリテーター 

① 自己紹介 
名前，所属，趣味，今の気分を話し合い，ウォ

ーミングアップを行う。 

髙江洲委員 

道口委員 

② みんなで 

アロマ体験 
参加者による２つのアロマの香りを体験・説明 ドルチェメンバー 

③ スムージーづくり 

各グループで用意されている食材で何を使うか

話し合い，当事者，スタッフ，学生で協働作業

を行い，交流を深める。 

グループ参加者全員 

休息 

④ 生活の中にある困

りこと，それに対

する取り組みと解

決方法 

方法 サイコロトーク 

それぞれの目の内容：①外出②情報③コミュニ

ケーション④買い物⑤フリー⑥障がい 

出た目に沿って各参加者より①困っているこ

と，②自分で取り組んだこと，③こうなったら

いいなと思うことについて意見を出し合って交

流する。 

髙江洲委員 

道口委員 
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６．生活の中にある困りごと・その原因・こんな風になれば良いな 意見だし（一部抜粋） 

Ａさん 

困りごと すれ違う人に「がんばってね。治るからね。」と声をかけられる。否定するのも

違う気がするし，どうすればいいか分からないことがある。 

ご自身で取り組んだこと 自分の障害について積極的に話す。 

こうなったらいいなと思うこと 障害者同士の交流はだけでなく，もっと広く交流，障害理

解があるといいと思う。 

Ｂさん 

困りごと 道が分からない。車いすで移動出来る道かが分からない。 

ご自身で取り組んだこと 使い勝手の良いアプリやサイトを見つけて利用している。音声入

力の性能があがってきている。自分で出来ることが増えた。 

こうなったらいいなと思うこと 電動車いすも声で動かせたらいい。最近は Bluetooth と連

動しているものも増えてきているので，増えて欲しい。 

７．アンケート結果（一部抜粋） 

①この企画に参加した感想を教えて下さい。（難しかった，また参加してみたい等） 

・様々な障害のある方と様々なお話や体験ができ，私のコミュニティーが広がって良い企画

に参加できました。また参加したいです。 

・話していないこともまだまだあったので，またこのような機会があれば参加したい。 

・自分のとは違う見方，考え方に触れると自分の思考の分母が格段に増加する間隔が有りま

した。そう簡単に受容できないことのほうが多いのかもしれませんが，「そうだったんだ」

と自然に理解できた時とても嬉しいとかんじます。また機会がありましたら，参加したい

と思います。 

②今後も障害理解について話し合い，集う機会があるとしたら，どのようなことをしたい

ですか。 

・生活していく上での工夫等を知りたいです。 

・後半のようなさいころを活用した話をしたいです。調布でこのような場があるので行かせ

ていただけて嬉しいです。 

・障害者同士で集まるスポーツ大会のような企画があればよいなと思います。 

８．まとめ 

今回の研修は，日頃関わる事も少なく，障害特性も異なる当事者同士が，お互いに必要な

配慮等を知り合いながら楽しく交流し，繋がる事が出来た。 

また，生活の中にある困りごとについて語る場においては，障害特性の異なるメンバーで

はあったが話し合いを通して，自身の「障害」に対しての考え方や気づき，対処の仕方等の

ヒントになる事も多く，有意義であったとの声も多く聞かれた。 

今後も継続的に障害理解という共通のテーマにおいて集い，社会に向けて発信すべき「障

害」等，更に踏み込んだテーマで話し合う場やプログラムを作り，その上で人材（当事者）

育成についても進めていく事が重要である。 
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商工会研修 報告書 

１．日時：令和元年 9 月 28 日（土）18 時 00 分～19 時 00 分 

２．場所：調布クレストンホテル 8階ホール 

３．参加人数：約 50 名 

４．目的：普段より，「障害」と関わりの少ない商工会の事業者の方に社会モデルの観点か

ら障害理解の研修を行う。そこで今の社会の仕組みの中に障害があり，改めて障害のある

方にとって何が問題になっているのかを知ってもらう。その上で，事業者の方に障害を理

解することについて，少なからず関心や目を向けてもらい，繋がりを持つことで，今後の

取り組みに発展させていく。 

５．プログラム内容と様子 

流れ 詳細 担当講師 

①開会 本日の流れの説明。 ミス調布 

②ワーキングの説明・紹

介 

 

障害理解の促進ワーキングの説明。 大澤委員 

③障害平等研修・差別解

消法の解説 

①障害平等研修のショート版 

・「障害とは○○である」を各自で取り組む。 

・肢体不自由の方のイラストを活用して，障害がどこにあ

るか考える。 

・障害平等研修の動画を活用し改めて，障害は何かという

ことを考えてもらう。 

②お店を利用する際に便利なことや不便なことについて，

具体的な体験談を紹介。 

③差別解消法と東京都の障害者差別禁止条例の解説。 

髙江洲委員 

谷内先生 

④補助金制度の説明 地域共生推進ふれあい商店等補助事業についての説明。 

 

商工会 
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６．アンケート結果（一部抜粋） 

回答数：18 名 

①今回の研修について感想や障害について改めて気づいたこと等があれば，お書き下さい。 

・今まであまり意識していなかった「障害」について理解を深めることができました。あり

がとうございました。 

・今まで考えたこともなかったので，ショックを受けました。 

・自店内が狭くて反省させられた。 

 

②今までに障害のある方と接する際，配慮すべきこと等がわからず，迷ったり，困ってし

まった経験がありますか。 

・どうしたら相手に不快な思いをさせずにコミュニケーションがとれるのか，困ってしまう

ときがあります。 

・手をさしのべた方が良いのか迷うことがありました。 

・知的障害者への部屋のあっせん。 

 

③今後もこのような「障害について理解を深めるセミナー」が開催される場合，どのよう

な内容を希望されますか，教えて下さい。 

・私たちが改善しなければならないことを具体的に教えていただきたいです。 

・事業者に対してこのような条例があることを伝えること並びに今回のような研修の機会を

もっと頻繁に設ける必要があると思います。 

・障害者の配慮すべきこととコストの関係のことが知りたい。 

 

④その他ご意見ご要望をご自由にお書き下さい。 

・店への配慮も必要。アイテムを減らしてまでは広さは作れない。お互いの気づきを強くす

ること。 

 

７．まとめ 

今回の研修では，商工会の事業者の方々に障害のある方が地域でどのような困りごとや困

難があるのかを社会モデルの観点から考えてもらう機会となった。また，アンケート結果を

通してではあるが，そもそも「障害」ということに関わりの少ない方達から，障害理解に対

して意欲的な声が少なからず出たことは一定の成果があった。この研修を契機に，今後も商

工会の事業者の方々と繋がりを持ち，障害を伝えていく場，理解を広げていく場をともに作

っていくことが重要である。 
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令和元年度 専門部会 「サービスのあり方検討会」中間報告 

 

１ 目的 

市内の特定相談支援事業所の相談支援専門員は，権利擁護の視点を大切にし，個別支援

の実践とともに社会環境の調整を行い，地域課題に関する利用者の意思を決定するための

支援をするとともにニーズをアセスメントし代弁する役割がある。相談支援専門員のケア

マネジメント能力の向上と均質化，調布市におけるサービスの支給決定の考え方の共有，

情報交換等を図り，ひとりひとりの尊厳のある暮らしが満たされる社会を構築することを

めざし，よって障害者福祉の増進に資することを目的とする。 

 

２ 出席者  

調布市内の指定特定相談支援事業所（１２事業所）の相談支援専門員  

(１) NPO 法人 NPO 銀河福祉会 銀河ケアサービス (知的・障害児） 

(２) 社会福祉法人新樹会 地域生活支援センター希望ヶ丘 (主に精神）  

(３) 社会福祉法人調布市社会福祉協議会相談支援事業所 ドルチェ (主に身体，障害児) 

(４) 社会福祉法人調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう (主に知的） 

(５) 調布市福祉健康部障害福祉課 (身体・知的・精神・障害児） 

(６) 調布市子ども発達センター (主に障害児） 

(７) NPO 法人全国重度障害者相談支援協会 ＣＩＬちょうふ (主に身体） 

(８) 社会福祉法人調布市社会福祉協議会相談支援事業所 調布市こころの健康支援センター (主に精

神） 

(９) 社会福祉法人新の会 プラントシード (主に知的) 

(10) 株式会社ケア２１調布 （身体・知的・精神・障害児） 

(11) 合同会社マーレ相談支援事務所（主に知的・精神） 

(12) 株式会社シエル相談支援センター（身体・知的・精神・障害児） 

 

３ 開催実績（各回２時間程度） 

 (１)  日時：令和元年６月２４日（出席者１５人） 

     内容：「地域生活支援拠点について，モニタリングのサインについて」 

        地域生活支援拠点等の整備，またそれに伴う加算算定について，自立支援

係からの説明と質疑応答を行った。「地域生活支援拠点連絡会」をこのサー

ビスのあり方検討会に位置付け，今後実施する予定となった。 

        また，昨年度から引き続き検討課題となっていたモニタリング報告書記載

の必須事項について，意見交換を行った。 

 (２)  日時：令和元年８月２６日（出席者９人） 

     内容：「障害者福祉制度・障害者総合支援法の基本について，相談支援専門員の研

修制度について，「障害者避難支援計画（仮）」について」 
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        介護保険との比較や併用，上乗せや横づけサービスなどについて，介護支

援専門員連絡協議会にて介護保険ケアマネージャーを対象に実施した資料

を基に，障害福祉課から説明を行った。 

        相談支援専門員の研修は次年度以降大幅変更されるので確認するよう依

頼。 

        地域自立支援協議会の防災ワーキングでの検討の中で計画相談と連動し

て避難行動支援計画を作成することを検討している。次回以降検討していく。 

 

(３)  日時：令和元年１０月２８日 

     内容：「「障害者避難支援計画（仮）」について，地域生活支援拠点における地域体

制強化共同支援加算の記録について」 

 

４ 今後について 

  第３回は令和元年１０月２８日(月)上記内容で実施予定。 

第４回及び第５回については，事例検討会や研修会の実施を予定している。 

 

 


