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第１回 調布市障害者総合計画策定委員会 議事録 

 

開 催 日：令和 2年 7月 30日（木）18時 30分～20時 30分 

場  所：調布市文化会館たづくり 12階 大会議場 

出席委員：木下委員，青木委員，岸本委員，大澤委員，朝香委員，木内委員，福田委員，大光委員，中

林委員，伊藤委員，丸山委員，秋吉委員，愛沢委員，進藤委員，木村委員，内田委員，佐藤

委員，浅利委員，金子委員 

欠席委員：西田委員，田中委員 

 

１．開会 

 

■事務局 

 これより第 1回の調布市障害者総合計画策定委員会を開催させていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 初めに，お手元の資料を確認させていただきたいと思います。事前に委員の皆様に送付いたしました

資料が，本日の次第と資料 1から 6まで，それから参考資料の 1から 3となっております。本日ご持参

でない方がいらっしゃいましたら，事務局で予備をご用意しておりますので，お近くの事務局スタッフ

にお申しつけください。挙手いただければ伺いますので，よろしくお願いいたします。 

 加えて，当日配付資料として 2 点，参考資料の 4 と 5，番号を振っていませんが，少し分厚い黄色の

冊子になりますが，令和元年度調布市民福祉ニーズ調査報告書と，その概要版を机の上に置かせていた

だいております。また，本計画の策定支援業務等を市より委託しておりますランドブレイン株式会社か

らの委嘱状も机の上に置かせていただきましたので，併せてご確認ください。 

 それぞれの資料，冊子，委嘱状等，お手元にございますでしょうか。何か不足があるという方，いら

っしゃいますか。大丈夫ですか。ありがとうございます。 

 この委員会が検討過程についても広く市民の方に公表し，より開かれた形での計画の策定を進めてい

くため，まだ本日はいらっしゃいませんが，傍聴者の受入れと議事録の公開を行いたいと考えておりま

す。最初にその旨をお伝えして，ご了承いただければと思います。よろしいでしょうか。 

 

２．福祉健康部長あいさつ 

 

■事務局 

 それでは，次第に沿って進めさせていただきます。 

 2 番になりますが，開会に当たりまして，調布市福祉健康部長・野澤よりご挨拶をさせていただきま

す。 

 

■野澤福祉健康部長 

 皆さん，こんばんは。福祉健康部長の野澤でございます。今年の 4 月に着任をいたしました。3 月ま

では子ども生活部長を 2 年間務めておりまして，4 月以降，福祉健康部長と併せて新型コロナウイルス

感染症の対策担当部長ということで勤務をしている状況でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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 第 1回委員会の開会に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては，大変お忙しい中，本策定委員会の委員にご就任をいただきまして，誠

にありがとうございます。市では，障害者基本法に基づく障害者計画と障害者総合支援法に基づく第 5

期障害福祉計画，そして児童福祉法に基づく第 1期障害児福祉計画の 3つの計画を一体として，平成 30

年 3月に策定しました調布市障害者総合計画のうち，第 5期障害福祉計画及び第 1期障害児福祉計画に

相当する部分が，今年度，令和 2年度末で終了となります。本日から年度末までの約 9か月間となりま

すが，令和 3年度以降の新たな計画を策定するため，本委員会を発足させていただきました。 

 今回の委員会も，学識経験者の方，保健，医療，福祉の各分野・団体でご活躍されていらっしゃる方，

また，当事者の方やそのご家族の方まで，幅広い分野からご出席いただくことができました。改めて感

謝を申し上げます。皆様の日頃のご活躍や自らの体験などから幅広いご意見を頂きながら，より利用者

の方のニーズを適切に計画に反映してまいりたいと考えております。 

 現行の障害福祉サービスの仕組みがほぼ定められた障害者自立支援法，現在の障害者総合支援法にな

りますが，平成 18 年に施行されて以降，15 年が経過いたします。今回策定する計画は，主にその障害

福祉サービスの分野について，今後，調布市でどのように充実を図っていくかということを定めるもの

となります。 

 今般の新型コロナウイルスの影響により，各種のサービス等をご利用の方，また事業者の方，皆様に

様々なご負担をおかけしていることと存じます。特にサービスを提供する事業者の方には，感染リスク

のある中で，地域で暮らす障害のある方，ご家族の生活維持のため，様々な形での事業運営の継続にご

尽力いただいておりますことに，改めて深く感謝を申し上げます。 

 本日の委員会は，感染防止策としまして通常より大きい会場を用意いたしました。できる限り正面の

方，またお隣同士の方の距離を取らせていただいておりますため，聞きづらさ，話しづらさを感じるこ

ともあるかと存じますが，何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

■事務局 

 野澤部長，ありがとうございます。なお，野澤部長につきましては，所用のためここで退席させてい

ただきます。ご了承ください。 

 

３．委員あいさつ（自己紹介） 

 

■事務局 

 次に，次第の 3番でございますが，第 1回の委員会ということで，今回策定委員にご就任いただきま

した皆様に，一言ずつご挨拶を兼ねて自己紹介と，併せて一言ご発言を順番にお願いいたします。大変

恐縮ではありますが，議事スケジュールの都合もありまして，目安としてお一人様 1分以内程度をめど

にお願いできればと思います。 

では，資料 1の名簿をご覧いただけますでしょうか。 

 

（省略。各委員自己紹介） 

 

■事務局 

 委員の皆様，ありがとうございました。 
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 続きまして，簡単にではございますが，事務局からも自己紹介をさせていただきます。 

 

（省略。各事務局職員自己紹介） 

 

 以上，事務局からの自己紹介です。 

 なお，この委員会の事務局は，市では障害福祉課と子ども発達センターの 2つの部署で務めさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

４．委員長・副委員長選出 

 

■事務局 

 それでは，自己紹介が終わりまして，次第に戻りまして 4番，委員長・副委員長の選出に進みたいと

思います。 

 本計画の策定の市の実施要領では，委員長と副委員長は委員の皆様の互選によるものとされておりま

す。本来であれば，委員の皆様から立候補やご推薦をいただくところではございますが，本日初めてお

顔をお合わせになる方も多くいらっしゃるかと思いますので，事務局では委員長に前回の計画策定委員

会でも委員長を務めていただきました木下先生を，副委員長に調布市では障害支援区分判定審査会の委

員としてもご協力をいただいております青木先生を，もしよろしければ推薦させていただきたいと考え

ております。本事務局案についてのご意見や，またほかに皆様から立候補，ご推薦等があれば，ご発言

をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

■事務局 

 よろしいですか。それでは，事務局案のとおり，委員長に木下先生，副委員長に青木先生にそれぞれ

ご就任いただくということで，ご異議のない方は拍手をお願いいたします。 

 

（拍手） 

 

■事務局 

 ありがとうございます。 

 それでは，改めて委員長の木下先生から一言ご挨拶を頂けますでしょうか。 

 

■木下委員長 

 着座のままでよろしいでしょうか。マイクが外れますね。では，初めぐらいは。 

 皆さん，改めましてこんばんは。ただいまご紹介にあずかりました，あと自分でも自己紹介しました

けれども，武蔵野大学の木下と申します。よろしくお願いいたします。 

 実は，調布市さんとはいろいろ仕事をやらせていただいていまして，今日，自立支援協議会の打合せ

ということで 2時からここにおります。何期前から，1期前からですかね。前回は障害者計画でしたか。 
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■事務局 

 障害者計画ということで，28年度と 29年度の 2年間でした。 

 

■木下委員長 

 そうでした。やらせていただいております。いろいろな自治体の障害福祉計画や障害者計画に携わら

せていただいているのですが，調布市は，皆さん私よりよくご存じだと思うのですけれども，事務局が

非常に優秀です。どう優秀かというと，具体的な名称，自治体の名前は挙げないですけれども，結構多

くの自治体がしゃんしゃんで終わらせたがるんですね。一言一句全部議事録が決まっていて，「異議な

し」と書いていたりするんです。ふざけるなと思ったりするんですけれども。ただ，調布市さんは，本

当に委員の皆さんのご意見を最大限に生かそうとされて，実際にそれが計画に反映されていきます。で

すので，そういった意味で非常に事務局が優秀だと思っています。 

 今申し上げたように，当たり前ですけれども，ここの委員会での皆様のご発言というのは，大なり小

なりダイレクトにこの計画の中に反映されていきます。ですので，向こう 3年の調布市の障害のサービ

スの目標値を決める重要な計画になりますので，ぜひ皆さん，忌憚のないご意見，日頃皆様のお立場か

ら思っていらっしゃることをこの場で全て出していただければと思っておりますので，ぜひご協力をお

願いいたします。 

 先ほど委員さんがおっしゃっていたように，わくわくするような，計画自体もそうですし，あと計画

をつくるプロセス，これもぜひ皆さんで，今日はこういう大きな場なので，何かちょっとご発言しにく

いような雰囲気もあるかもしれないですが，こういった大きな会場の雰囲気に負けずに，思うこと，あ

るいは疑問に思うこと，何でも結構ですので，ぜひどんどんご意見を頂ければと思います。 

 全部で何回になるのですか。5 回ですね。たった 5 回なのか，5 回もあるのか，皆様の感じ方は違う

かもしれないですが，ぜひ 5回の会議が有効な時間になるように，改めましてご協力を，闊達なご議論

を頂ければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

■青木副委員長 

 改めまして，聖路加国際大学の青木と申します。よろしくお願いいたします。。私は審査会でお世話

になっておりまして，今回初めてこちらにもお世話になることになりました。 

 今，委員長の木下先生のお話で，すごく皆さん議論がいつも活発で，それが計画に生かされていくと

いうのを伺いましたので，とても楽しみになったところです。私も勉強させていただきながらというと

ころではありますが，頑張ってまいりたいと存じますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

■事務局 

 ありがとうございます。それでは改めまして，ここから次第の 5番，議事に入りたいと思います。以

後，委員長の木下先生に進行をお願いいたします。 

 

５．議 事 

【（１）第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画について】 

【（２）検討スケジュールについて】 
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■委員長 

 では，ここから司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず，全ての会議に先立ちまして，2つ 3つ私からお願いをさせていただきたいと思っています。 

 まず 1つは，できるだけ多くの方からご発言を頂きたいと思っております。ですので，場合によって

は，あまりないですけれども，時々「ちょっと短めにしていただけますか」というようなことで，途中

でご意見を遮るようなこともあるかもしれません。それはあらかじめご了承いただければと思います。 

 あとは，私自身がちょっと早口ということもあったりとか，あるいはコロナ禍の中で皆さんマスクを

している中での議論になりますので，会議の進行が早かったり，分かりにくかったり，理解しづらい部

分があったりした場合は，遠慮なくおっしゃってください。挙手でも何でも結構です。そこは本当に遠

慮するところではないので，おっしゃってください。お願いというのはその 2つです。 

 あと，事務局に 1つ確認したいのが，先ほど議事録の話が出ましたけれども，これは市民の方に公開

だというふうにおっしゃっていました。これの名前はどうなりますか。 

 

■事務局 

 先ほどちょっとご説明不足で申し訳ございません。議事録を作成し，市のホームページ上で公開させ

ていただきますが，各委員の発言に関して，各委員の名前は伏せた状態で，どの委員からのご発言かと

いうのは特定されない状況で掲載いたします。また，ご発言の中でご自身の体験談等で個人情報に関わ

るところに関しましては，こちらの判断でそこは削除した上で公開させていただきますので，その点ご

了承ください。よろしくお願いいたします。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。ということですので，恐らく会長，副会長の部分は出ると思うのですけれど

も，それ以外の委員の皆様のご発言に関しては，繰り返しになりますけれども，名前は伏せられた状態

で公開されますのでご安心ください。 

 あと，今もあったように，ここでみんなで共有したいけれども，外にはあまり出したくないようなお

話の場合は，その旨おっしゃっていただければ伏せるようにいたしますので，その点についても遠慮な

くおっしゃってください。 

 もう 1つお願いがありました。今，議事録にお名前は掲載しないと申し上げたのですが，議事録を作

成していく上で，便宜上お名前が必要になります。公開はしないですけれども，議事録を整理していく

中でです。ですので，大変恐縮ですけれども，ご発言いただく前にお名前をおっしゃっていただけると

助かります。委員間の中では把握できていると思います。名簿があったりしますので。ただ，録音して

後からテープ起こしをする都合上，どうしても必要になるので，お忘れになっていない範囲までで結構

ですので，できるだけご発言の前にはお名前をおっしゃっていただけると助かります。 

 それでは，早速ですが，議事に入っていきたいと思います。皆様のお手元に議事次第があると思うの

ですけれども，5 番のところからです。本日は 4 つ議事がございます。闊達なご議論というふうに私は

さっきご挨拶のときに申し上げたのですが，今日は 1回目ということもあって，どちらかというと皆様

からご意見を頂くというよりも，事務局からの資料のご説明が中心になるかと思いますので，それもあ

らかじめご了承いただければと思います。 

 それでは，早速 1 つ目の議事に移らせていただきたいと思います。「第 6 期障害福祉計画・第 2 期障

害児福祉計画について」，事務局からお願いいたします。 
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■事務局 

 それでは，事務局より説明させていただきます。 

 今回，最初の議題は「第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画」とさせていただいております。

また，議事（2）の検討スケジュールについても，一緒にまとめてご説明させていただければと思いま

す。資料 2と資料 3をお手元にご準備いただけますでしょうか。 

 まずは資料 2からご覧ください。「計画の位置づけ・検討体制について」とあります。ここではまず，

今回この委員会で検討していく計画がどのようなものであるかということについて皆様にご説明し，共

通理解を持っていただくことを念頭に置いております。 

 「（1）計画の位置づけ」からになります。市町村で定める障害者福祉に関する計画は，法律上 3つご

ざいます。ちょっと名前が似ておりますが，障害者計画，障害福祉計画，障害児福祉計画の 3つです。

それぞれに根拠となる法律がありまして，異なっており，計画で定める内容も異なります。障害者計画

が扱う範囲は，福祉サービスだけではなく，教育，防災，まちづくりなど，障害のある方の地域生活に

関わるほぼ全ての分野について市の施策の方向性を定める，どちらかというと幅広い計画となります。 

 これに対し，今回対象となる障害福祉計画と障害児福祉計画は，ヘルパーのご利用や，作業所，放課

後等デイサービスなどの通所施設，グループホームなどの住まい，それからショートステイなど，いわ

ゆる障害福祉サービスの分野にある程度特化をしまして，これを調布市でどのように充実させて，その

提供体制を確保していくかということに焦点を当てた計画となります。 

 障害福祉と障害児福祉の 2つに分かれているのは，サービスの規定が障害者総合支援法と児童福祉法

の 2つに分かれていることによるものですが，計画の大まかな内容は，この 2つはほぼ同じと考えてい

ただいても結構かと思います。 

 今の調布市障害者総合計画はこの 3つの計画を一体として策定していますが，計画期間については，

障害者計画は 6年，障害福祉計画と障害児福祉計画はそれぞれ 3年と異なっています。資料 2の 1ペー

ジ目の下の表にありますとおり，障害者計画部分については令和 5年度まで 6年間の計画を既に定めて

おります。今回は，下 2つの障害福祉計画と障害児福祉計画が今年度，令和 2年度末で終了となること

から，新たな計画を，それぞれ第 6期，第 2期と名前がついていますが，定めることとなります。 

 資料をめくっていただきまして，裏面，2 ページ目です。障害者総合計画は，市の上位計画である調

布市の基本計画，それから高齢福祉，地域福祉，健康などの関連計画，さらには東京都も障害者計画，

障害福祉計画をつくりますが，それらと関連を持ち，時に整合性を図りつつ策定を進めてまいりますと

いうことをここでは示しております。 

 進んでいただき，3ページ目，「（3）計画の検討体制」についてです。次期計画，第 6期，第 2期の計

画は，もちろんこの計画策定委員会をメインとして検討していくわけですが，これから出てきます検討

の材料として 2点ご紹介させていただきます。 

 1 つ目は，令和元年度調布市民福祉ニーズ調査で，これは調布市が 3 年ごとに実施しているアンケー

ト調査です。昨年度，令和元年度に実施しておりまして，結果については本日のこの後の議事（3）で

またご説明させていただきます。 

 2 つ目は，調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申です。この委員会とは別途に，委員を兼

務している方もいらっしゃいますが，調布市で設置している障害者地域自立支援協議会から，そちらの

協議会で検討している地域課題について，計画への提言を頂くことも予定しております。これは次回以

降になります。 
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 資料 2，「計画の位置づけ・検討体制について」のご説明は以上となりますが，まずは今回検討する計

画の位置づけ，今回は特にいわゆる障害福祉サービスの内容に特化した計画であるということ，そして

こういう検討体制で臨んでまいりたいということについて，委員の皆様にご理解，ご了承をいただけれ

ばと思います。 

 ご説明が続いてしまいますが，今度は資料 3，「令和 2 年度検討スケジュール（案）」をご覧いただけ

ますでしょうか。資料 3になります。本計画は令和 3 年 3 月までの，これから 8 か月，9か月をかけて

検討を行うこととしております。合計 5回の委員会の開催を予定しており，次回以降は各サービス分野

にそれぞれ焦点を当てて検討してまいりたいと考えております。 

 例えば，第 2回ではヘルパーなどの訪問系サービスや成人の障害に関わる方の通所先，作業所などの

日中活動系サービス，第 3回の委員会ではグループホームなどの居住系サービス，そのほかに相談支援

の体制，12月の第 4回では放課後等デイサービスなどの児童通所サービスという予定でおります。 

 12月の第 4回までで一旦の計画案をまとめまして，その計画案を市民に公表し，意見を一般の方から

募集するパブリック・コメントというものを年末年始頃にと考えております。 

 そして，来年 2月の第 5回，最後の委員会で最終的な計画案の内容を確定するというような 1年間の

スケジュールで考えております。 

 2 月に計画案の内容が確定しましたら，その後，市で印刷・製本等の作業を行いまして，3 月末には

計画を冊子としても発行するという予定でおります。以上が資料 3，委員会のスケジュールに関するご

説明でございます。 

 今回，委員の皆様には，計画の位置づけ・検討体制と，事務局でひとまず作成しましたスケジュール

や進め方の案について，今の時点でご質問，ご意見等があればお伺いしたいと思いますので，よろしく

お願いします。 

 では，事務局からの説明は以上とさせていただき，委員長にお返しいたします。 

 

■委員長 

 ご説明ありがとうございました。 

 たった今，資料 2で，この計画がどういったところに位置づけられているのかということ，それから

資料 3では今後のスケジュールのことが事務局からご説明がありました。特にここの意見だけというこ

とでは当然ないですが，これまでの蓄積でありますこういったサービスを，これだけ目標値を立ててこ

れだけつくってきた，あるいはこれだけは目標に達しなかったというような資料がこれから出てくると

思います。そういったものをご覧いただきながら，特にこれまで達成できなかったこと，あるいは市民

の皆さんから求められていることだけれども十分ではないことというのが何で，それをどうすれば解決

できるのかというような具体的なご意見，そういったものをこれからの委員会の中で委員の皆様から頂

ければと思っておりますので，ぜひよろしくお願いいたします。 

 まず，ちょっと分けましょうか。資料 3に関してはあまりご質問はないかもしれません。もちろんあ

っても結構です。 

 まず資料 2 について，「計画の位置づけ・検討体制について」ですが，何かご質問あるいはご意見の

ある方，いらっしゃいますでしょうか。皆さん遠慮なさらずにぜひ，こんな基本的なことを聞いたらよ

くないかなと思う必要は全くございません。分からないことがあったらぜひご質問いただければと思い

ますが，いかがでしょうか。 
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■Ａ委員 

 検討スケジュール案，資料 3のプロセスについてですけれども，12月の第 4回で多分 10月から 12月

までの間に計画案の素案ができてきていて，それを拝見して意見を言うというような感じかなと思うの

ですが，児童通所サービスについてこの同じ 12 月の委員会で検討する予定になっていますが，素案が

できてしまっているということについては，これはその後，ここの部分は変えていただけるという理解

でよろしいですか。 

 

■委員長 

 ご質問ありがとうございます。 

 では，事務局からお願いします。 

 

■事務局 

 そうですね。ちょっと時間の配分の関係上，児童サービスが第 4回の中に入っておりますが，今おっ

しゃったように，ここでもう計画案ができてしまうならここで内容が決まってしまっているのかという

と，もちろんそんなことはございませんので，ここでの計画案は第 3回までのものを反映した案と，一

応全体の形として一旦つくりたいというような形をお見せすることになろうかと思います。児童通所に

関する記載も，恐らく第 4回で皆様にご提示させていただく市の考え方みたいなものを含めたものにな

るかと思いますが，もちろんそれはパブリック・コメント前に第 4回の委員会のご意見を踏まえた修正

をさせていただくこともできますし，あるいはパブリック・コメントの後でもまた修正をしていくこと

は可能でございますので，そういうこととしてご了承いただければと思います。 

 

■Ａ委員 

 もう 1ついいですか。 

 

■委員長 

 はい，どうぞお願いします。 

 

■Ａ委員 

 前にもこの委員会に参加したことがあるのですが，この支給量の増減について，見込み量とかについ

て意見を言うというふうに考えると，初めて参加された方は特に，数字のことだけしか話さないのかな

と思われると思うのですけれども，現在の実態とか困っていることとか，こういうふうになったらいい

なみたいなことも含めて発言していいわけですか。 

 

■委員長 

 はい，もちろんです。それは私の説明がよくなかったのですけれども，最終的に目標値というのを決

めていかなければいけないので，どうしても目標値，数字というキーワードが出てきてしまうのですが，

そこにはこだわっていただかなくてもちろん結構です。皆さんの日頃の，当事者の方であったら当事者

の方のご経験の中から，こういうふうになったらよりいいなというようなことであったり，こういうこ

とで困っているというふうなこと，あるいは支援者の方は，支援をふだんなさっている中でこういう供

給体制が足りないとか，こういうサービスが足りないんだというような具体的なご経験をぜひお話しい
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ただきたいと思っております。それを踏まえた上で，目標値などを定めていきたいと思っております。 

 

■Ａ委員 

 ありがとうございます。 

 

■委員長 

 事務局から何か補足はありますか。 

 

■事務局 

 現行の計画でも，もちろんこの計画はどうしても数字というものはある程度出さざるを得ないのです

が，この数字を達成すればいいだけではなく，今委員長がおっしゃいましたように，具体的サービスの

内容ですね。サービスの質というような言い方をすることもありますけれども，そういったものもどう

やって充実させていくかとか，あるいは単にこのサービス，その量があっても，その中には障害種別で

あったり，あるいはその中に軽度の方向け，重度の方向けというような違いもあったりしますので，量

だけにとらわれず，ここでは重度の方向けが特に不足しているようだ，こういう障害種別の方向けがも

っと必要だと思うというようなお話も含めて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 会議の進行の仕方と早さと，それから内容といいますか，こういう感じで皆さん大丈夫でしょうか。

よろしいですか。ありがとうございます。 

 ちょっと独り言っぽい話になるのですけれども，実は目標値という数字を具体的に出していく難しさ

というのを感じておりまして，例えば高齢化の中で介護保険に移っていかれる方なんかもいらっしゃい

ます。その中で利用量が極端に減っているようなサービスもあったりして，それが一概に減っているか

らよくないという評価をしていいのかとか，そういった問題といいますか，背景もありますので，一つ

一つのサービスを見ていくときに，その増減の背景とか，そういったことを事務局から少し丁寧にご説

明いただけると大変ありがたいと思っていますので，よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。どんなことでも結構です。やっぱり会場が広いと何かちょっとかしこまっ

た感じになりますけれども，いつもはもうちょっと狭い会場で，もうちょっと膝を突き合わせる感じで

すので，結構皆さんからたくさんご意見を頂けるのですが，1 回目ということもありますので。どうぞ

遠慮なく，いかがでしょうか。 

 では，この 2番と 3番についてはよろしいでしょうか。お願いします。 

 

■Ｂ委員 

 その目標にトライするということの目標値ですね。数字に到達させるさせ方，方法。去年と今とコロ

ナの問題で大きく社会情勢が変わっておりますよね。去年と同じというふうな形で比較はできないので

はなかろうかと思いますが，社会の情勢が今変わっている状況の中で，コロナで家に籠もらなければい

けないという状況になったときに，リモート等のいろいろな技術が逆にサービスの面でも活用できるの

ではないだろうかと思っています。 

 改めて，今の社会情勢に合わせながら，どんなサービスができるだろうか。コロナの問題も起きてい



10 

 

ますので，それについて新しいサービスの考え方も，今までどおり残したほうがいいサービスもあるだ

ろうし，新しく考えていかなければいけないこともあるだろうし，それについて話し合えたらよろしい

かなと思っております。そういうことについて話し合うことも大事だと思っております。 

 

■委員長 

 貴重なご意見，ありがとうございます。本当にそうですね。おっしゃるとおりだと思います。 

 まず，コロナ禍の中での状況と，それからそうではなかったときの状況は単純に比較でき得ないとい

うこと，それを踏まえた上で検討していければというご意見でした。あと，ＩＣＴの活用というのもほ

かの自治体でも結構活発に上がっていますので，ぜひ調布市のこの会議の中でもそういったことが検討

できればと思っております。貴重なご意見，ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

■Ｃ委員 

 今，Ｂ委員からやはり今のコロナ禍の話が出たので，私も関連して思っていることを述べたいと思い

ます。説明は後ほどあるのですけれども，いろんなサービスに対する目標とか実績が出ているのですが，

今後どうやって決めていくかというのは非常に難しいなということを感じています。私は重度の重症心

身障害者の親なのですが，身体介護で入浴サービスを受けていて，コロナ禍でどうするか迷いながら，

それは継続しているのですが，一方でそういうことの下でサービスを遠慮したり，また，利用したいけ

れども来てもらえなかったりとか，いろんなことがあるので，この計画を今までと同じような感じで検

討するというよりは，こういう下でどんなふうに目標や数値を出していくのかということも考えながら

やっていただければと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。事務局で案をつくるときもそういうことを加味しながら作成していただきた

いと思いますし，ぜひ委員の皆様も，当然コロナのことを加味して考える部分と，加味して考えなくて

もいい部分もあると思いますので，それが，何が加味して何が加味しなくていいのかというのはまだち

ょっとよく分からない状況ですが，それもこの委員会の中で議論いただきながら整理していければと思

っております。貴重なご意見をありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 今日冒頭に申し上げなくて申し訳なかったのですけれども，一応 8時半までを予定しております。ち

ょうど 1 時間たちましたので，ここで 10 分程度休憩を取らせていただきたいと思います。そちらの時

計で，どうしましょう，45 分でよろしいですか。45 分ちょっと前ぐらいに再開させていただきたいと

思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

【（３）令和元年度調布市民福祉ニーズ調査結果について】 

 

■委員長 

 時間の都合もありますので，再開させていただきます。よろしくお願いいたします。 
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 先ほどの資料 2と 3についてはいかがでしょうか。もうよろしいでしょうか。もちろん今日，最後に

また時間があれば全体についてのご質問の時間とか，あるいは今日でなくても，次回のときにまた戻っ

てご質問していただいても構いません。これがこの 2と 3の資料について最後の機会ではないので，そ

こはご安心いただきたいのですが，ひとまず先に進めさせていただいてよろしいでしょうか。ありがと

うございます。 

 それでは，引き続きまして，「令和元年度調布市民福祉ニーズ調査結果について」，資料 4に移らせて

いただきたいと思います。こちらもご説明を事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

 それでは，議題の 3番「令和元年度調布市民福祉ニーズ調査結果について」，ご説明させていただき

ます。資料 4，少々枚数が多いですが，左上ホチキス留めのものをお手元にご準備いただけますでしょ

うか。本日，当日配付資料としてお配りさせていただきました参考資料の 4と 5が，それぞれ調査全体

の報告書とその概要版となっております。黄色い冊子ですが，こちらを使って説明するには量が膨大と

なってしまいますので，事務局である程度絞らせていただきまして，ざっくりまとめましたものが資料

4となります。本日はこの資料 4を用いて主にご説明させていただきます。 

 1 ページ目，調査の概要です。調査の目的は，「調査により計画改定の基礎資料とすること」となっ

ております。 

 調査方法は郵送での配布によるアンケート方式，調査の時期は昨年，令和元年 10 月に実施いたしま

した。 

 そして，（3）調査の一覧に今回の各アンケート調査の回収率が出ております。障害のある方につき

ましては，おおむね 50～60％程度となっております。調査対象で身体，知的，精神，難病，児童と分け

ておりますが，身体障害の方のみ，さらに 65歳以上と 64歳以下の方で分けさせていただいております。

身体の方の場合，手帳をお持ちの方の 7 割が 65 歳以上という現状があります。そのまま分けずに実施

すると，年齢層に偏りが出てしまうことが予想されます。また，今回の計画の対象となる障害福祉サー

ビスですと，主に 65 歳以上になると介護保険サービスの利用ができるようになりますので，ある程度

高年齢層以外の方の回答も押さえたいということで，これは 3年ごとに実施しておりますが，前回 3年

前の平成 28年度の調査より，このように 65歳以上と 64歳以下を分けて抽出しております。 

 めくっていただきまして，2 ページ目です。ここからは具体的な質問と，その回答の内容を掲載して

おります。（1）から（17）までありますが，時間の都合もありますので，いくつかピックアップして

ご紹介させていただきます。 

 例えば，2ページ目の最初の同居家族の状況では，18歳以上の知的障害のある方の 70％以上は母親と

同居しており，一方，精神障害者の 40％はひとり暮らしという結果になっております。なお，隣の 3ペ

ージに「（4）主な介護者の状況」というのがありまして，こちらでは主にご本人を介護している方の

続柄と平均年齢をまとめております。例えば，知的障害のある方を日常主に介護している親御さんの平

均年齢は，既に 64.7 歳になっているという結果となっております。（1）と（4）は，いずれも前回ま

での調査と傾向は同様に続いております。 

 一旦 2 ページ目に戻ります。「（2）今後の居住意向」としてここでピックアップしていますのは，

将来的にグループホームでの生活を希望されているという知的障害者の方は 20.9％，5人に 1人となっ

ております。また，18 歳未満の児童，これは保護者の方の回答となりますが，希望としては 27.8％と

なっておりまして，こちらも上昇傾向にあります。 
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 なお，それぞれの表の中で「児童」と書いてありますのは，お子様の状況について保護者の方にご回

答いただいた内容というふうにお考えください。 

 少し飛びまして，7ページをご覧いただけますでしょうか。7ページの（9）では，調布のまちの住み

やすさについて尋ねております。住みやすいと思うか，思わないか，加えて分野別の満足度についても

聞いております。障害種別の回答で見ますと，身体，難病の方は公共施設・道路などのバリアフリー，

知的，精神の方は障害や障害者への市民意識などについて，「不満」「やや不満」の回答が多くなって

おります。ひっくり返せば，この辺の分野への取組が特に求められているということになるかと思いま

す。 

 めくっていただきまして，8ページをご覧ください。こちらは平成 28年 4月に施行されました障害者

差別解消法の認知度について尋ねております。これは，障害に限らず全市民を対象として毎年実施して

います調布市市民意識調査でも同じ内容を聞いております。「障害者差別解消法をあなたは知っていま

すか，内容も知っていますか」ということです。「法律の内容も含めて知っている」が前回の 3年前の

調査結果と比較して若干増加している一方，「全く知らない」とした方も半数以上で，こちらも増えて

いるという厳しい結果となっております。これについては，また今後の大きな一つの課題になるだろう

と思います。 

 また進んでいただきまして，10 ページをご覧ください。10 ページは，調布市の相談窓口の認知状況

についての回答結果となっております。それぞれ太い四角で囲っているところが主な対象としている障

害種別の方の回答になります。知的の方のちょうふだぞう，精神の方のこころの健康支援センターなど

は，特に高い認知度となっております。下に行きますと，児童では子ども発達センターの認知度が前回

より上昇し，保護者の方に対しては 90％以上となっております。 

 進みまして，11 ページの下の（14）以降は 18 歳未満の方のみの質問項目となっております。（14）

の一番下，最後の「・」のところ，文章で書いておりますが，放課後等デイサービスを利用していると

いう小学校 1 年生以上のお子様は 70.7％で，10 人に 7 人のお子様が放課後等デイサービスを利用して

いるとなっております。前々回では 44.3％で 50％を切る状況でしたので，6年間で大きく増えていると

いうことになります。 

 めくっていただきまして，次の 12 ページ（15）では，保護者の方に，「放課後等デイサービスにど

のようなことを求めますか」ということを聞いております。これは先ほどもお話のあったサービスの量

だけではなく，内容ということにも関わってくるかと思いますが，最も多かったのが「人との交流」，

続いて「コミュニケーションの力をつける」「体を動かす」となっております。 

 その次の（16）（17）に関しては，（16）では保護者の方の不安として，スポーツも含めた余暇活動

の機会の少なさや，保護者自身の就労が制限されているということが挙げられています。（17）は，調

布市で作成，配布している i-ファイルの認知度，使用状況にも向上が見られる結果になっています。 

 ざっくりではございますが，以上で，駆け足ではありますが，一旦終わらせていただきます。なお，

これらの結果については，次回，第 2回以降の委員会におきましても，各回の検討テーマに関連したも

のは再度ピックアップして取り上げてまいりたいと考えております。 

 事務局からは以上でございます。委員長にお返しいたします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 事務局からも冒頭ご説明があったように，こちらの非常に分厚い黄色の「調布市民福祉ニーズ調査報
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告書」，これは全部で多分 200～300ページあると思いますが，これの主なところを抜粋してご説明いた

だいたようになります。このご説明に対して，何かしらご質問，ご意見があれば頂ければと思うのです

が，いかがでしょうか。 

 これについてはこちらのほうを，非常に分厚いですけれども，ゆっくり見ていただいて，ニーズ調査

を 3年に 1回やっているというようなご説明が先ほどありましたけれども，こういった項目などもこれ

から必要なのではないかというような観点からご覧いただければと思います。 

 私が事務局の説明を伺いながら思ったことなのですけれども，例えば 8ページの障害者差別解消法の

認知度，これを全く知らないという当事者の方が約半数を占めていて，多いです。こういったところの

理由，背景，つまり何でこうなのだろうということを事務局から情報をいただいたり，あるいはここで

考えたりしながら，それがどうやったら解消されるのかというようなことを，そういった観点から皆様

からご意見を頂きたいと思っております。 

 さっき委員からご質問がありましたけれども，数値というものを最終的に計画では出さなければいけ

ないのですが，委員の皆様においては数値云々ということよりも，繰り返しになるのですけれども，こ

の部分はなぜそうなのだろう，どうすれば解消するのかということを皆様の経験等から頂ければと思っ

ております。 

 

■Ｃ委員 

 質問というか確認したいところが 2点あります。資料 4の 5ページの一番上，多分これは設問を書き

間違えていると思うのですけれども，「障害者施設（作業所以外）仕事をしている」というよりは，恐

らく「勤務先に自分の仕事について」ではなく，「自分の今持っている障害や病気などについて伝えて

いる」ということなのかなと思うので，正確に直してほしいのと，もう 1 個 8 ページの（10）ですが，

表の障害者差別解消法の認知度「③全く知らない」の難病のところで，前年度回答がここだけ上になっ

ているのは変だなと思ったので，その 2点について正しい内容で教えてください。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。では，事務局，お願いします。 

 

■事務局 

 すみません，これは私が作った資料の不備でございまして，申し訳ございません。 

 1 点目に関しまして，5 ページのところは設問の書き方がご指摘のとおり間違っておりました。質問

は，仕事をしている人のうち障害者施設以外で，要するに企業で働いている人に聞いたものです。企業

で働いている方たちに，自分の仕事ではなくて自分の障害，私はこういう障害やこういう病気がありま

すということについてちゃんと勤務先に伝えていらっしゃいますかという質問をして，「伝えている」

と回答した人がこの数ということでございます。 

 いわゆる就労に関して，自分の障害や病気，それに対してどういう配慮が欲しいかということを伝え

るか伝えないかというのは一つ大きな判断がありまして，それによって定着率，その後どれぐらい仕事

を続けていけるかということにも関わってきますけれども，そこに観点を置いた質問ということでござ

います。 

 それから，8 ページのところに関しましては，括弧のつけ間違いでございました。本来下にあるべき

括弧が上に来てしまったものというふうに誤っておりましたので，そのようにお考えください。申し訳
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ございません。 

 

■委員長 

 ご指摘ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

■Ｄ委員 

 すごく初歩的なことを質問してしまうのですけれども，11ページの子どもの日中の過ごし方の一番最

後，放課後等デイサービスが前々回 44.3％から 70.7％に非常に増えています。これはこういう通所サ

ービスが増えているということなのかという質問とともに，単純に私の考えでは，これはもしかすると

親御さんに金銭的な負担が結構あるのかなということを思いまして，そういう補助的なこと，金銭的な

面も含めての補助はあるのですかということを伺いたいです。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。なぜ急激な増加をしているのか，その背景と，それから親の負担というのが

どれぐらいあるのか，あとはそれに対して何か金銭的な補助があるのかということで，事務局からお願

いいたします。 

 

■事務局 

 事務局よりご説明させていただきます。 

 ご質問の 1点目は放課後等デイサービスが増えている理由ということでございますが，これはご指摘

のとおり，まず事業者数がかなり大幅に増えております。この放課後等デイサービスは，制度ができた

のが平成 24年度なのですが，その時点から比べますと，現在市内に 22か所あり，倍増以上となってお

ります。これに伴って利用者も，後ほど資料 5で説明させていただきますが，かなり増えている状況と

なっております。 

 もちろん受ける施設が増えたので，それに伴って認知度も増えて，従来はあまりこういうサービスを

利用していなかった軽度の方や，あるいは発達障害というものの認知度が世間的にも広がったことによ

って利用が増えているのかなということも実感としてはございます。 

 それに伴う 2つ目のご質問，利用料に関してでございますが，こちらは福祉サービス全般に関しまし

ては，介護保険と同様に 1割の負担が原則となっております。ただ，ご本人の所得などから判定をしま

して，市民税が非課税である方については負担がありませんということになっております。大体障害福

祉サービス全体の 80％以上ぐらいの方が，この制度により負担額は 0円でご利用できています。 

 ただ，お子さんの場合は親御さんの所得で判定していますので，大体 1割の負担というのが出てきて

しまうのですけれども，それでも所得が一定以下の場合には月の上限額が 4,600円と決められておりま

すので，放課後等デイサービスを 1 日利用すると自己負担が 800 円とか 1,000 円ぐらい出るのですが，

20日利用しても 2万円にはならず，4,600円で止まるという方もいらっしゃいます。これを安いと見る

か高いと見るかはそれぞれご事情があると思うのですけれども，制度としてはそのようになっておりま

す。 

 以上でございます。 
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■委員長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

■Ｄ委員 

 はい。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 これについては，繰り返しになるのですけれども，これから使っていく資料になりますので，さっき

事務局からもあったように，今後の分野別の検討の際に使っていきますので，そのときにまた改めて不

明点などがありましたらご質問いただければと思います。 

 これはこれから分野別で使っていくということなのですが，毎回これを持ってくる感じですか。それ

ともピンポイントの資料をお作りいただけるということですか。 

 

■事務局 

 こちらで資料は作りますので，基本的には皆様にお持ちいただかなくても大丈夫なようにしたいと思

っております。 

 

■委員長 

 これはなかなかいい筋トレになりますよね。 

 では，よろしいでしょうか。お願いします。 

 

■Ｅ委員 

 7 ページの調布のまちの住みやすさの調査結果の下のほう，身体や知的や精神の方はバリアフリーや

市民の意識という感想ですけれども，児童だけサービスの利用しやすさ，サービスの問題なのがちょっ

と気になるなと思いまして，それはサービスの量とか選択肢の問題なのか，手続き的な問題なのか，そ

れとも利用したいときに利用できないとかそういう使い勝手の問題なのか，どういうことなのかなと思

いました。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 事務局，お願いします。 

 

■事務局 

 一応事務局なりの分析ですので，必ずこれが正しいという確証があるわけではございませんが，ご説

明させていただきます。 

 このショートステイやヘルパーなどの選択肢は，身体，知的，精神，難病の方にも同様に用意してお

りました。その中でも特に児童，保護者の方のご回答にこれが多かったということでございます。調布

ではなごみで知的障害のある方のショートステイをやっていますけれども，予約状況が多いので，利用
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調整もありますが，なかなか思うように利用できないというお声もあります。 

 ヘルパーに関しましては，お子さんでも大きくなったら一人で外出を経験させていきたいけれども，

ガイドヘルパーなどがなかなか使えないというお声をよく頂いております。この辺が，どちらかという

とサービスのことが親御さんにとってはより切実なのかなと。それは先ほどご紹介させていただきまし

た日常生活の不安の中で，保護者の就労がどうしても制限されるというようなことともリンクしてくる

のかなと思っております。そういった生活への切実さというところから，この辺が特に上位に出てきて

いるのかなと思っております。 

 

■Ｅ委員 

 ありがとうございます。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

 いかがでしょうか。 

 では，繰り返しになるのですけれども，これの内容についてまた質問なり意見なりをいただく機会と

いうのはまだございますので，ひとまずここでこのテーマは終わりにさせていただいて，次に移らせて

いただいてよろしいでしょうか。 

 

【（４）障害福祉サービス等の提供実績について】 

 

■委員長 

 本日最後の議事になります。「障害福祉サービス等の提供実績について」，資料 5になります。 

 これも事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

 それでは，続きまして議題（4）「障害福祉サービス等の提供実績について」，ご説明させていただき

ます。 

 資料は，A3サイズの資料5をお手元にご準備いただけますでしょうか。カラーになっているものです。 

 この資料では，今回検討する計画の主な対象となる各サービスについて，これまでの実績と，また現

在進行中の第 5期障害福祉計画，第 1期障害児福祉計画で定めている計画値に対する実績の状況につい

てまとめております。 

 表の構成は，左端から各サービスの名称，そして順に平成 24年度から 26年度までの 3年間の第 3期，

27 から 29年度までの 3年間の第 4 期の実績，そして第 5期の計画値とそれに対する実績の数字を右側

に順に記載しております。右端の備考欄には主な増減要因などについて補足として記しております。 

 一つ一つのサービス名などの用語についてはなじみがなくよく分からないという委員の方もいらっ

しゃるかもしれないのですが，本日の参考資料 1として用語集をご用意して，ここで各サービスの具体

的内容などについて説明を記載しております。本日はお時間の関係でご説明はできませんが，お手元で

必要時にご活用いただければと思います。 

 資料 5を進めさせていただきます。 

 初めに 1番，青い帯のところで「障害福祉サービス等」となっております。これは，障害者総合支援



17 

 

法や児童福祉法に基づいて，国が全国同一のサービスの基準，施設の広さとか設備，従事する職員の方

の資格，事業者などの報酬を定めて全国で統一的に実施していくサービスとなっております。 

 初めの訪問系サービスですが，これは居宅介護，重度訪問介護，行動援護，同行援護などがあります。

これは主にヘルパーを利用するサービスを総称しております。例えば，この訪問系サービスでは，R1年

度と書かせていただいておりますが，令和元年度を見ますと，居宅介護や同行援護については 30 年度

の実績と比較して伸びており，計画値も上回っております。逆に重度訪問介護，行動援護の利用実績は

下がっており，昨年度よりマイナスとなっております。備考欄に書いてありますように，もともと重度

訪問介護は利用者一人当たりの利用量が大きいサービスとなっております。今回は第 4期までの実績で，

そのときに利用量が多かった利用者が市外に転出したりということがありまして，この影響で比較的大

きなマイナスとなっているということを備考欄に書いております。 

 お時間の関係で一つ一つ全てここで見ていくことはできませんが，真ん中ほどの作業所などの日中活

動系サービスでは，例えば就労移行支援というのがあります。日中活動系サービスの上から 4つ目です。

ここでは備考欄に記載のとおり市内 2か所で新たに開設があったこともあって，令和元年度は利用実績

が計画比，前年度比でも大きく上回っております。 

 日中活動系の一番下のちょっと狭い，細いところに書いてありますが，就労定着支援は一般就労した，

企業に就労された利用者の方を就労移行支援などの通所の施設がアフターフォローを行う，引き続き支

援を行うという，平成 30年 4月，2年ちょっと前の法改正で創設されました新しいサービスになります。

ですので，29年度までは斜線で実績なしとなっております。これについては，既に市内 4か所で事業所

が実施しており，利用者も見込みの 3倍以上となりました。 

 同じく増加が多いサービスでいいますと，下に行きまして居住系サービスの共同生活援助，これはグ

ループホームのことでございます。法律上の名称ではこのように言うことになりますので，そこに書い

てありますが，グループホームの利用者も大きく伸びております。令和元年度だけでも市内 4か所に新

たに開設し，定員にして 15人分増加しております。 

 逆に，居住系サービスの 1つ下の相談支援では，計画相談支援，障害児相談支援など，これはサービ

ス等利用計画，介護保険でいうケアプランに相当するものを作成するサービスですが，こちらは本来，

何らか 1つのサービスでも利用する方全員に行き渡ることが本来望ましいのですが，まだその水準に達

していないという現状があります。 

 表の一番下，児童通所サービスでは，放課後等デイサービスが先ほどのお話にもありましたとおり大

きく伸びていること，それから居宅訪問型児童発達支援，ちょっと長いですがそういう名称になりまし

て，これは支援員の方がお子様の自宅を訪問して通所と同じような療育を提供するというサービスで，

平成 30 年 4 月の法改正で新たにつくられました。まだ事業所が少なく，調布市の利用実績も市外施設

のみでまだ少なくなっておりますが，令和 2年度中に調布市の子ども発達センターでこちらの事業を開

始する予定もあり，準備を進めております。 

 このように，サービスを拡大しているもの，計画策定時の見込みほどには拡大できていないものなど

がそれぞれある状況でございます。 

 裏面に移ります。資料の裏面をご覧ください。 

 2 番の「地域生活支援事業」です。先ほどの 1 番の障害福祉サービスとの違いとしては，先ほどの障

害福祉サービスは全国で国が定めて統一的にやりましょうと。それに対してこちらの地域生活支援事業

は，各自治体で独自にやり方や基準を決めてやってくださいというふうになっているサービスとなりま

す。 
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 主には，例えば知的障害のある方の外出支援を行う移動支援や日中一時支援，訪問入浴，聴覚障害の

ある方のための手話通訳の派遣や養成などもこの地域生活支援事業に含まれています。 

 移動支援は長期的には増加傾向にありますが，先ほどお話にもありましたように，この 3月はコロナ

ウイルスの影響で外出自体が全国でがくっと減ったので移動支援の利用も減って，結果的に前年度より

減となっているという状況もあります。 

 このような地域生活支援事業というものもあります。 

 それから 3 番，「成果目標」です。これは各サービス以外に，国が全国でこういうことを目標に全自

治体で取り組みましょうというものを，国が計画の基本指針というものを出しています。今回の国の基

本指針の概要を参考資料 3でお示ししております。今回一応つけておりますが，まだご覧いただかなく

ても大丈夫ですので，ご承知おきください。 

 成果目標で，国が全国の各自治体にこれについて目標を定めてくださいと言っているものはいろいろ

あるのですが，例えば福祉施設の入所施設で暮らす人数を削減して，グループホームなどの地域での生

活に移行できるようにしましょうとか，あるいは企業などで働く障害者を増やしましょう，そのための

サービス利用者を増やしていきましょうとか，あるいは地域生活支援拠点，これは地域生活に必要な

様々な機能を集約した拠点や児童発達支援センターという地域での障害児の支援の拠点となるセンタ

ー，それぞれそういうものを全国の市町村につくりましょうなどということが第 5期では目標に掲げら

れていまして，今全国で取り組んでいるところでございます。 

 これらの項目は，今回の第 6期，第 2期の計画で新たな基本指針が出ておりまして，次期計画でも引

き続き定めるものもあれば，内容が変わったり，新たに加わるものもあります。これは今後の第 2回以

降の委員会で，また改めて取り扱いさせていただきます。 

 それぞれのサービスや成果目標につきましては，先ほどの検討スケジュールにお示しさせていただき

ましたとおり，次回以降の委員会で改めて個別に今回よりも詳しく取り上げていきたいと思っておりま

す。その中で，事務局，調布市としての考え方，案もお示ししていく予定でございます。まずここでは

このような基本目標，そして現状があって，今回はこの先をどうしていくかということをつくっていく

のだと，数字だけではなくて，どうやってその分の提供体制を確保していくのかということについて定

めていくのが今回の計画なのだという全体のイメージをつかんでいただければと思います。 

 また，次回以降の検討を進めていくに当たって，まず今回，委員の皆様からのご意見として，現在の

各サービスの現状や課題，あるいは特に今後の検討で取り上げてほしいと思う内容，ここは重点的に検

討すべきとかそういうポイント，特にここは充実させてほしいと思うなど，現時点での各委員の方々の

経験や実際の生活などからもご意見があれば伺えればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 今，かなり詳細にご説明をいただきました。難しいですね。事務局の意図としては，細かいこともも

ちろんご理解いただきたいというのもあるのですけれども，それよりもこういうものをつくっていくの

だというイメージをまずつかんでいただきたいということです。ただ，これは何回も申し上げているよ

うに，ここで前回何パーセントで計画比で何パーセントだったから今回何パーセントでどれぐらい，例

えばショートステイを増やしてというような具体的な数字を挙げられたらいいのですけれども，それは

なかなか難しいと思うのです。もちろん，それを挙げていただくということも一つ目標にあるのですが，

あくまでも皆様のご経験の中から具体策を提供していただく，具体策を考えて提供していっていただく
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ということがこの委員会の一番の役割かなと思っております。 

 いろいろなサービスがある中で，一つの取っかかりとして，せっかく当事者の方がお越しくださって

いますので，どんなサービスを利用されているか，その良いところとか，利用していて良かったなと思

っていらっしゃることなどを少しお話しいただければと思うのですけれども，よろしいでしょうか。 

 

■Ｆ委員 

 使っている福祉サービスは，体験型のグループホームで調布市社会福祉事業団のすてっぷを利用しま

した。すてっぷは設備が結構整っていて広くて清潔感もあり，家電も一通り，テレビもあって，ほかの

利用者さんと生活することも学びました。家ではないので，結構いろいろなルールがあったりして何で

もできるわけではないのですけれども，とても楽しい 3か月間でした。 

 今利用しているグループホームは，完全な一人暮らし対応となっていて，世話人さんというか支援相

談する方が 1週間に 1回とか 2週間に 1回安否確認みたいな形で来るので，完全に一人暮らしというん

ですかね。すてっぷと違って，あまり支援員さんに干渉されたくない人には，こちらのほうがいいと思

います。 

 あまりこういうタイプのグループホームがないので，たまたまタイミングよく入れたのですけれども，

こういう普通のアパートを借り上げたホームが増えたらうれしいと思います。 

 1Kとかの間取りなので部屋のスペースがなくて，いろいろ工夫しないと難しかったりもするのですけ

れども，それも支援員さんと相談していろいろ工夫してうまいこと生活しております。 

 何か質問とかがあれば，どうぞお願いします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 今は自由度が高いグループホーム。 

 ご家族と生活しているのとは違う体験ができて，将来的に一人暮らしをしてみようかなとか，したい

なというふうな気持ちに……。 

 

■Ｆ委員 

 もうほぼ一人暮らしです。 

 

■委員長 

 そうですか。ありがとうございます。 

 何かご質問があればということですけれども，現段階ではよろしいですか。 

 ありがとうございました。またぜひいろいろ体験とかを教えていただけると大変助かります。どうい

ったことが使ってよかったとか，あるいはもっとこうなるといいなというようなことも，今後委員会が

進んでいく中でぜひご意見を頂ければと思います。ありがとうございました。 

 

■Ｆ委員 

 ありがとうございました。 

 

■委員長 



20 

 

 では，次に，お願いします。 

 

■Ｇ委員 

 若い頃はひきこもりがちで家でずっとぶらぶらしていて，自分でもすごくいけないなと思っていたの

ですが，どうしても外に出るのが苦しかったのですけれども，やっと働ける場所が見つかって横のつな

がりができてすごくうれしかったです。 

 あとはグループホームでもサテライトという形で，夜はアパートへ帰るのですけれども，朝と夕食だ

けは食べに出て，昼もグループホームに行っていて，都でも初めての形みたいですけれども，そこに行

けば一人ではなくなり寂しさも大分しのげるので，それがとてもいいところだと思います。 

 何か質問があればお願いします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。今までおうちにいがちだったけれども，この状況はあまりよくないと思っ

ていたのが働く場ができて，さらにその働く場がご自身の居場所になって，その居場所の中で人とのつ

ながり，コミュニケーションがあって孤独ではないなと。いいことばかりですね。 

 

■Ｇ委員 

 そうです。かなりいいことばかりを知った感じがします。 

 

■委員長 

 同じような思いをされている方などにも，ぜひこういった場がより増えていくといいなというふうに

今思っていらっしゃるということですかね。 

 

■Ｇ委員 

 本当にそれは思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。さっきも言ったのですけれども，ぜひ今後も使っていていいところ，よか

ったこと，あるいは，繰り返しになりますけれども，もっとこうなると調布市がより良くなるなという

ご意見もまた今後ぜひ頂ければと思います。 

 ありがとうございました。 

 

■Ｇ委員 

 ありがとうございました。 

 

■委員長 

 こういった形で皆様，保護者のお立場もおありでしょうし，支援者としてのお立場もおありでしょう

し，具体的なご意見をこれからたくさん頂ければと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 先ほど事務局からもあったのですけれども，資料 5の説明を受けて，今後検討で取り上げてほしいポ

イントがあれば，今この場ですぐというのは難しいかもしれないですが，もしあれば，この場で頂きた
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いのと，もし，この場ですぐにというのが難しいようでしたら，また次回以降，ご負担になって申し訳

ないのですが，宿題という形でお考えいただいてきてもいいかなと思っております。 

 

■Ａ委員 

 今すぐお答えをということではないのですけれども，この数値目標などを考えるに当たって，例えば

共同生活援助，グループホームでも対象者の障害種とか，グループホームのタイプとか，今のサテライ

ト型みたいなものもあれば重度向けのグループホームもあると思うのですが，どういうタイプのものが

いくつ市内にあるかということを次回までに伺いたいと思っているのが一つです。 

 それから，ちょっと似ているのですが，訪問系サービスの例えば行動援護で，コロナの影響もあると

は思うのですけれども，利用したい人は恐らくいるのだろうけれども事業所が減っている，やるのをや

めてしまった事業所があったりするので，市内の人が使っている事業所の数が増えているのか，減って

いるのかというようなことがあると，使いたいのに使えないのか，それとも使いたい人が少なくなって

いるのかが分かるかなと思うので，その辺の参考になるような数値があれば，次回お聞きしたいと思い

ます。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。これは事務局の宿題ということでよろしいですね。 

 

■事務局 

 承ります。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 お願いします。 

 

■Ｈ委員 

 訪問系サービスの中の同行援護の時間が増えてきていると思います。ここは国が半分お金を出すとこ

ろなので入っていないのか，同行援護従事者の研修の数値はあえて出していないのか。地域生活支援の

ほうの意思疎通支援事業の手話通訳者の養成研修は出ているのですけれども，これはあえて出してない

のかを確認させていただきたいことと，それから地域支援事業の中で，手話通訳のことだけなのですが，

点訳や翻訳，甘んじて今はそれしか言いませんが，これは出ていないということは，点訳・翻訳はどこ

のサービスに入るのか。 

 もう 1ついいですか。 

 甘んじて言わないと言っておきながら言わせていただきます。本当は，点訳・翻訳だけではなくて，

私たち視覚障害者には代読を意思疎通支援事業の中でやっていただきたいという要望があります。ガイ

ドヘルパー，外では同行援護従事者の方，家の中でもホームヘルパーさんがやってくださるという現状

ですけれども，代読というのは非常に資質を問われるということをつくづく感じています。今日の資料

を今日来て読んでくださいと言われて，「えーと……」と始まってしまうと，どうしても「ああ，いい

です」ということになってしまう。また，私たち当事者の中でも，読める人，読めない人というところ

で，今日は読めない人に当たってしまったからこれは無理だろうねとか，とても読んでもらいたい情報
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提供が結局やめてしまう，投げ出してしまうところが多々出てきています。 

 先ほどの自己紹介のときに，私が今日委員会に出てきたというところで，これはすぐお願いしますと

いうわけにはいかないけれども，点訳・翻訳をしっかりここに入れていただきたい。プラス代読という

こともちょっと考えていただければと思って，今回委員に手を挙げさせていただきました。この 3つで

す。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 事務局からお願いします。 

 

■事務局 

 事務局から，時間の関係で簡易な要素だけ，ご説明させていただきます。 

 研修修了者に関しては，地域生活支援事業の中で手話通訳の養成者数は国の指針で市町村で見込み量

を定めてくださいとなっているのですけれども，同行援護従事者の方はここでは入っていないというの

が，まず形式的な説明になります。 

 ただ，市の福祉人材育成センターでも同行援護や行動援護の研修というのをやっておりますので，そ

こでの修了者数が何人いらっしゃるということは今後資料でお出しできると思いますので，そのように

させていただければと思います。 

 2 点目，点訳・翻訳に関しましては，地域生活支援事業は市町村でやるものと都道府県でやるものに

分かれていて，これは都道府県でやるもののほうに入っております。一応，これは区分としてそうなっ

ているのは事実なのですが，やや専門性の高いものに関しましては都道府県の地域生活支援事業でやっ

ていきましょうということで，そちらでの養成ということで，東京都で定めることになっております。

例えば，意思疎通であっても手話通訳は市町村で，失語症の方向けの意思疎通支援事業は都道府県でや

りましょうというふうに書かれていたりしております。 

 3 点目の代読のことですが，確かに今，代読に関しましては同行援護や家事援助の中で対応させてい

ただくというような制度の仕組みになっているかと思います。こちらのほうでなかなか，その制度のと

ころで実際に当事者の方がどう動いていらっしゃるかというところを必ずしも把握し切れないところ

もあると思うのですが，今のお話を参考にさせていただきながら，今後検討させていただきたいと思い

ます。 

 

■Ｈ委員 

 ありがとうございました。 

 

■委員長 

 すみません。せっかく場が温まってきてこれからというところなのですが，時間を少し超過してしま

いました。まだ皆さん，いろいろな委員さんからご意見が出ている中で，これもあった，あれもあった

といろいろ思うところ，ご発言されたいことがあったかと思います。ぜひ次回までにそれを取っておい

ていただいて，次回以降にご発言いただければと思います。 

 ちょっと強制的に閉じてしまう感じで大変申し訳ないのですけれども，時間となりましたので，本日

はこれで議事を終了させていただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。それでは，事務
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局にお返しいたします。 

 

６．連絡事項 

 

■事務局 

 委員の皆様，本日はありがとうございました。閉会の前に事務局からの連絡事項をお伝えさせていた

だきます。 

 本日，時間の都合で十分にご発言いただけなかったご意見等がありましたら，方法は直接言っていた

だいても，メールでいただいても，ファクスでいただいても何でも差し支えありませんので，一応の期

限として，今お配りしている紙に書いております 8 月 13 日木曜までに事務局にお寄せください。特に

次回以降の検討について，先ほどおっしゃっていただいたような，こういう資料が欲しいというものが

ありましたら，当日その場でおっしゃっていただいても，申し訳ございませんがお答えできかねること

もありますので，この機会に思いついたところをおっしゃっておいていただけると，こちらとしても非

常に助かります。よろしくお願いいたします。 

 次回の委員会に関しましては，およそ 2 か月後の 9 月 24 日を予定しております。今回と同様に，木

曜日の夜となります。場所については変わります。できるだけ広い場所を確保するという都合上，今回

と変わりまして，国領駅の前の調布市民プラザあくろすの 2 階，あくろすホールを予定しております。

よろしくお願いいたします。 

 最後にもう 1点です。本日，当日資料としてお配りしました調布市民福祉ニーズ調査の報告書を既に

お持ちであるとか，ちょっと持ち帰りが難しいという方は，机の上に置いたままお帰りいただいて結構

です。帰って読みたいというご希望があれば，おっしゃっていただければ後日事務局からご自宅に郵送

いたしますので，持ち帰りが難しい方は置いていっていただいて送ってほしいということを，お近くの

事務局の職員に一声かけてお帰りいただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

７．閉会 

 

■事務局 

 以上をもちまして，第 1回の調布市障害者総合計画策定委員会を閉会させていただきます。本日はあ

りがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 


