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第２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 9月 24日（木）18時 30分～20時 30分 

場  所：調布市市民プラザあくろす 3階 あくろすホール 

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

中林委員，伊藤委員，秋吉委員，愛沢委員，江頭委員，進藤委員，島田委員，内田委員，

佐藤委員，浅利委員，金子委員 

欠席委員：大光委員，丸山委員 

 

１．開 会 

 

■事務局 

 それでは，定刻になりましたので，これより第 2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。 

 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から資料 6まで。それから，参考資料の 1，2，3となっておりま

す。本日ご持参でない方には，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

にお申し付けください。大丈夫でしょうか。 

 加えて，当日配付資料として 1点，この後ご紹介させていただきますが，今回より 2名の委員の

方が交代となっております。その関係で，新たな委員名簿を皆様の机の上に置かせていただきまし

たので，ご確認ください。それぞれの資料はお手元にございますでしょうか。 

 なお，本日，2名の委員から欠席のご連絡を頂いておりますので，ご報告させていただきます。 

 また，今回も新型コロナウイルス感染拡大に注意しながらの開催ということで，こちらの会場も

常時換気システムを作動の上，休憩時間等にはドアを開けて換気をしてということで実施したいと

思います。また，ご発言の際に使用いただくマイクも，その都度拭いて消毒の上，次の方にお回し

しますので，ご協力をお願いいたします。 

 

 

２．議 事 

【（１）第１回委員会後の提出意見について】 

 

■事務局 

 それでは，ここから改めて次第の 2番，議事に入らせていただきます。以後は，委員長に進行を

お願いいたします。 

 

■委員長 

 皆さん，改めまして，こんばんは。平日の，しかも遅い時間に，今日は 8時半までの予定になっ

ておりますので，遅く始まって遅く終わる会議にご参集いただきまして，誠にありがとうございま

す。これは全部で 5回になりますので，非常に大きな仕事になるのですけれども，全部で 5回しか

ないということで，できるだけ一回一回を大切にしたいと思っておりますので，ぜひ皆様，闊達な，
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毎回あまりそこはこちらの委員会は心配しなくていいのですけれども，ぜひ皆様いろいろご専門の

お立場からご意見を賜れればと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，本日は資料が 5つございます。それぞれ事務局からご説明していただきながら，皆様

からご意見，ご質問なりを繰り返していければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは，議事次第に沿って進めさせていただきたいと思います。 

 まず，「第 1回委員会後の提出意見について」です。これは報告いただくことになります。では，

事務局からよろしくお願いします。 

 

■事務局 

 今回，最初の議題は，第 1回委員会後の提出意見についてということで，報告となります。資料

1をお手元にご準備いただけますでしょうか。 

 前回，第 1回委員会において，今後各分野，今回はこの後，訪問系サービス，日中活動系サービ

スについてとなりますが，検討を行っていくに当たり，各サービスの現状や課題，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いうポイントなどについてご意見を

頂きました。それらについて，当日，時間の関係で第 1回の委員会内でご発言いただけなかった内

容があれば，後日，事務局にお寄せくださいとお願いさせていただき，ご提出いただいたものにつ

いて，その内容と，可能な範囲で事務局からの現時点での回答と見解をまとめさせていただいたも

のが，この資料 1となります。 

 お時間の都合で全て改めてこの場でご紹介はできませんが，ご覧いただき，その上で追加のご意

見等ありましたら，この場でご発言いただければと思います。ヘルパー不足の実態ですとか，相談

支援体制のご意見，ご要望などを頂いております。相談支援に関することは，資料にも記載のとお

り，次回第 3回での議題とさせていただく予定ですので，その際にも取り上げさせていただきます。 

 このように，今後も委員会内でのご発言以外にも，事務局に後日お寄せいただいたご意見につい

ては，このように毎回委員の皆様とも共有させていただいた上で進めてまいりたいと思います。 

 事務局からは以上となります。委員長にお返しいたします。 

 

■委員長 

 いかがでしょうか。何か追加のご質問，ご意見等があれば頂ければと思うのですけれども。細か

い項目については，これから審議していくところでもありますので，その場でご質問なりを頂いて

も，後に回させていただくこともあるかもしれないですけれども，いかがでしょうか。 

 皆さん，どうぞご遠慮なく。よろしいですか，現段階では。今日は，見ていく資料が多いので，

もしないようでしたら先に進ませていただいて，またいつもどおり，最後にもし時間に余裕がある

ようであれば，初めに戻ってご意見いただければと思います。ということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。 

 

 

【（２）計画の基本理念・基本的考え方について】 

 

■委員長 

 それでは，引き続きまして，2 つ目の議題に移らせていただきたいと思います。「計画の基本理
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念・基本的考え方について」です。資料 2になります。 

 いつも申し上げるのですけれども，私，早口であったりとか，聞き取りにくいようなことがあっ

たりとか，説明が早いとか，不十分であった場合は，遠慮なく進行を止めていただいて結構ですの

で，その際はおっしゃってください。 

 では，事務局から資料 2のご説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

 それでは，議題 2番「計画の基本理念・基本的考え方について」ということでご説明させていた

だきます。資料 2，A3で 1枚のものです。お手元にご準備いただけますでしょうか。 

 こちらは，現行の，今の調布市障害者総合計画において，計画の基本理念，そして基本的考え方

として定めているものをまとめたものです。 

 まず，左側の基本理念，こちらは現行計画の策定のときに，同じく計画策定を行っておりました

調布市の地域福祉計画，それから高齢者総合計画，この 2つの計画と合わせて調布市では「福祉 3

計画」と呼んでおります。この「福祉 3計画」に共通する理念として定めたものであり，障害分野

に限らず，調布市の福祉全体を貫くものとして位置づけています。 

 まず，目指す将来像として，「みんなが 自分らしく 安心して つながりをもって 暮らし続けら

れるまち －支え合い 認め合い ともに暮らす－」という目標の下，4つの項目を定めています。 

 1つ目が，「一人ひとりが生涯にわたって，その人らしく生活していける地域社会」。一人ひとり

が個性を大切にし，そのニーズに応じた切れ目のない支援を展開しますという内容です。 

 理念の 2つ目が，「誰もが社会の一員として互いに認め合い，尊重し合う地域社会」。その人自身

だけでなく，一人ひとりが社会の一員として認め合う，尊重し合う社会を目指しますという内容で

す。 

 理念の 3つ目が，「住民全体で支え合う地域社会」。そのような地域社会実現のために，行政だけ

でなく様々な事業者や市民全体を巻き込んで，地域全体で取り組む体制をつくっていきますという

ことです。 

 最後の 4つ目が，「様々な課題を受け止める包括的な支援体制」。行政の側も専門分野のみにとら

われず，横断的な連携をもって取り組んでいきますということです。それぞれ資料には，より詳細

な文章で記載していますが，これは計画に記載しているのと同じ文言となっております。 

 以上 4点が，「福祉 3計画」の基本理念としています。 

 次に，右側は計画の基本的な考え方です。基本理念との違いというところで言いますと，資料の

上側に曲線の矢印で表していますとおり，基本理念の考え方を障害分野において実現のため，より

具体化して記載したものと位置づけております。障害分野では，上に書いてありますとおり，障害

者権利条約を大本に据えて，その実現を目指すためとして 4点掲げております。それぞれ先ほどご

説明した基本理念の（1）から（4）と 1つずつ対応しており，基本理念を障害分野に当てはめたも

のとなっております。 

 例えば，（2）では，合理的配慮の浸透による障害者差別の解消，共生社会の実現を掲げ，（3）で

は障害理解の関心を市民全体に広げていくことを目指していくというふうにしています。 

 以上が，ざっくりではありますが，「福祉 3 計画」共通の基本理念と，それを障害分野において

具体化した計画の基本的考え方の概要になります。こちらは，現行計画を策定するときに，当時の

計画策定委員会の場で委員の皆様にご意見，議論を頂き，様々な要素を盛り込んで修正を重ねつく
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っていったものとなっております。 

 今回は，第 1回でご説明しましたとおり，計画のベースとなる障害者計画，ここの部分は既に令

和 5年度までの計画を定めており，障害福祉計画と障害児福祉計画の部分の今回は計画の一部改定

として位置づけていることから，基本的にこの内容はそのまま引き継ぐということを考えておりま

す。 

 特に左側の基本理念のところは，3計画共通としているので，次の見直しは次回の「福祉 3計画」

の同時改定となる令和 5年度になるかと思われます。ただ，今回これから各分野の検討に入るに当

たり，各委員間でこれを共有させていただくために，議事として設定させていただきました。ただ

一方で，時代の変化等もあったり，そうはいってもこの要素はどうしても加えておきたいというこ

とがあれば，またこれらの理念等について共感する点であったりとか，特にこれから定める障害福

祉計画，障害児福祉計画の検討において，ここのところは特に重視して考えていきたいなという点

があれば，ご意見を頂ければと思います。 

 事務局からは以上でございます。委員長にお返しします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。前回，これをこの委員会でまあまあ苦労しながらつくっていった覚え

があります。できた感触としては，こんなことを言うと，ご意見がある方はちょっと意見しにくく

なってしまうかもしれないのですが，感触としてはいいものができたなという感触がいまだに残っ

ています。今，事務局からご説明いただいたように，A3 の左側，現行の 3 福祉計画については，

これはちょっと改定が難しいものとなっています。 

 もし変えるとしたら，右側の調布市障害者総合計画における障害者施策推進の基本的な考え方と

いうことになるのですけれども，今，事務局からもあったように，今回は計画の一部改定というこ

とになりますので，できればこのまま引き継ぎをさせていただきたいとも考えているのですが，も

しここに関してはどうしても加えておきたいとか，あるいはここはちょっと変更すべきだというよ

うなことがあれば，ぜひご意見を頂ければと思うのですけれども，いかがでしょうか。 

 

■委員Ａ 

 基本的考え方の策定は，すばらしいものができているなと見させていただいております。 

 具体的にここを変えてほしいとか，これがおかしいとかというわけではないのですけれども，私，

ある機会がありまして，鎌倉市の障害福祉課さんとお話しする機会がありました。あそこの取組と

して，障害者の 2,000人雇用を目指しているということなのですけれども，その中でどういう形で

2,000人雇用を実現していくのかというお話を聞きに行ったのですが，あそこは 7,000人ぐらいの

障害のある方が住まわれていて，そのうちの 1,500人ぐらいが福祉的雇用，我々みたいな作業所に

通うということも含めて，これを達成していると。あと 500人ぐらいをどうにかしていこうという

ところで，市の委託で 2,000人雇用センター，名称ははっきりしていないのですけれども，そのよ

うなセンターをつくって障害のある方の雇用の促進をしているというところです。（事務局注：正

式名は「鎌倉市障害者二千人雇用センター」） 

 背景としては，市長さんがぜひとも 2,000人雇用するのだということで，鶴の一声で始まったと

いうことですが，そこのセンターで，あまり私が聞いたことのないお話を頂いて，感銘を受けたと

いうかびっくりしたんですけれども，相談をしに来る人たちは誰でもいい，自分に障害があると思
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った人は，障害の手帳があろうとなかろうと私たちは相談に乗りますというお話が，このセンター

長さんからあったのは非常に驚きでした。それこそが一人ひとりのニーズに応じた生涯にわたる切

れ目ない支援とか，障害による差別や排除のないとか，この一つ一つのテーマに寄ってくるのかな

ということで，あまりまとまりはないのですけれども，そういう視点が市の計画の中にもあると，

よりすばらしい調布市になっていくのかなと思っています。当然，障害福祉課の皆さんはそういう

視点を既にお持ちだと思うのですけれども，改めてそんなことがあったので共有させていただけた

らというところです。 

 

■委員長 

 貴重なご意見をありがとうございました。障害の手帳があろうとなかろうと，診断があろうとな

かろうと，当事者ご本人が，私はちょっと障害があって，生きにくさがあるということを認めると

いう考え方は，非常に日本では珍しい取組ですよね。スウェーデンなんかは結構そうだと言います

よね。別に北欧がいいとかというわけではないのですけれども，人口に占める障害者率というのが

やっぱり全然違うわけですよね。 

 ちなみに，鎌倉市長は，私の高校の一級下の後輩です。そこがそんなすばらしい取組を今ではし

ているということで，ちょっと驚きました。ありがとうございます。 

 これに関して事務局から何かありますか。ご意見として伺っておいて，また事務局で引き取らせ

ていただいて，もし何か文言に付け加えさせていただけるようなことがあれば，ちょっと検討させ

ていただきたいと思います。あるいは，既存の書かれているものの中で，そこがそういうことを強

調しているというような部分があったら，またそれはそれでお返事としてお返しさせていただきた

いと思います。貴重なご意見をありがとうございました。 

 ほかにはいかがですか。では，よろしいでしょうか。次に進ませていただきます。これもまた後

からありましたら，ぜひご意見を頂ければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

 

【（３）調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申について】 

 

■委員長 

 続きまして，「調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申について」です。資料 3 になり

ます。こちらも事務局からご説明をいただいてよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

 それでは，調布市障害者地域自立支援協議会の事務局を担当しております調布市障害福祉課から，

協議会からの意見具申についてご説明いたします。 

 調布市障害者地域自立支援協議会では，継続的に障害のある方の暮らしに関する地域課題などに

ついて検討しています。計画策定の際は，これまでも自立支援協議会から障害のある方々の地域課

題について意見提出させていただいてまいりました。 

 自立支援協議会では，個別支援を通じて地域の問題や課題はないかということについて，ワーキ

ンググループを常設し，継続的に検討を行っております。今回の意見提出に当たりましては，これ

までのワーキンググループでの地域課題の検討を中心に，7 月 30 日に開催された自立支援協議会
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全体会と，その後に開催しました運営会議を経て，計画策定に当たってご検討いただきたい地域課

題をまとめております。 

 それでは，資料 3に沿って説明いたします。資料は，自立支援協議会でこれまで地域課題として

議論してきたことを踏まえた「1 重要課題」と「2 その他の課題（地域課題として認識しており，

今後検討すべき課題）」，そして「3 その他」の 3部構成となっています。 

 まず，重要課題の 1 つ目，ページをめくっていただきまして，課題 1，「医療的ケアの必要な障

害児・者の支援を計画的に進めることが必要です。」についてです。少し前までは，病院などの施

設で暮らすことが一般的だった医療的ケアが必要な方々が，現在では医療の発達などにより地域で

暮らすことが可能となってきています。 

 しかし一方で，地域で暮らすために必要な社会資源の基盤整備などが追いついていない状況があ

ります。このような状況を踏まえまして，課題解決の方向性として，一番下の枠ですが，医療的ケ

アを必要とする児童が通える通所施設が市内に不足しているという問題に着目し，とりわけ児童発

達支援事業所などの医療的ケア児が通える通所先を拡充する必要があると考えております。 

 次に，隣のページの課題 2，「ヘルパー事業所に向けて，障害特性や障害福祉サービスの理解を

求めるアプローチが必要です。」についてです。背景としましては，相談支援事業所がヘルパー事

業所にサービス提供依頼をしても，なかなかヘルパーが見つからないという状況がございます。 

 その理由としましては，介護保険と障害福祉サービスとの報酬上のギャップの問題，若いヘルパ

ーが定着しないなど人材不足の問題，障害福祉サービスは障害種別が多岐にわたることなどによる

事業所側の障害理解が不十分であるという問題，介護保険と障害福祉サービスの制度上の違いによ

るそれぞれの支援できること支援できないことが異なっており，場合によって両者を組み合わせる

必要があるなど，当事者にとっても事業所にとっても分かりづらいという問題，そして最後，相談

支援事業所と居宅介護支援事業所の関わりがふだんから頻繁にあるわけでない中で，事業所間でサ

ービス調整を行うに当たって，面識もなく，互いの制度に疎い者同士での話合いとなる場合が多く，

関わり方が難しいという問題などがございます。 

 これらを踏まえまして，一番下の枠，課題解決の方向性として，相談支援事業所・居宅介護支援

事業所・ヘルパー事業所の三者が，介護保険制度・障害福祉サービスの制度の双方の理解が必要で

す。その上で，これら三者の情報提供や共有ができる場の検討が必要です。また，ヘルパーの人材

育成・確保のための障害理解のカリキュラムや研修の創設が必要と考えます。 

 次のページをお願いします。3 つ目になります。「障害のある人が高齢になっても地域で住み続

けるための福祉サービスが必要です。」についてです。①の「医療との連携」から，⑦の「緊急時

も含めた相談支援体制・高齢者福祉との連携」までの 7つが課題として挙がりました。 

 これらを踏まえまして，一番下の課題解決の方向性ですが，1つ目，医療的ケアやリハビリなど

高齢化に対応できるグループホームが必要です。2つ目として，機能回復や機能維持などのプログ

ラムの充実や，定期的な入浴ができる生活介護事業所，高齢になっても働くことのできる A型事業

所など高齢化に対応できる通所施設が必要です。また，このほかにも，通所施設に作業療法士，理

学療法士，看護師を派遣できる仕組みや，通所先に通うための移動支援や，市内巡回型の送迎サー

ビスが必要です。そして，3つ目，先ほどの課題 2と関連する内容になりますが，地域包括ケアの

体制整備が必要です。 

 続きまして，4 つ目，次のページをお願いします。「相談支援事業所における災害時の取組の強

化が必要です。」についてです。①から④は，平成 30年度と令和元年度の非常時ネットワークづく
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りワーキングの検討成果で，下の枠内が，検討の結果挙げられた課題解決の方向性です。 

 抜粋しまして，まず枠内の 2つ目ですが，災害時の安否確認や避難に当たっては，通所事業所と

の連携が大切であり，ふだんから通所系事業所と相談支援事業所との連携とネットワークづくりが

必要です。 

 その下，3つ目です。避難先についてです。現在の市の防災計画上では，障害者等の要配慮者向

けの福祉避難所は，発災 3日後に設置することとなっておりますが，障害のある方が利用できるよ

うな避難先の検討が発災直後から必要ですというものです。 

 それから，一番下，災害時個別避難行動計画についてです。災害時の避難所や避難する際の持ち

物などを個人個人で行動計画としてまとめた災害時個別避難行動計画を，サービス等利用計画作成

時に併せて作成や確認ができる仕組みが必要ですというものです。実施に当たっては，サービス等

利用計画を作成する特定相談支援事業所の協力が必要となってまいります。 

 次のページをお願いします。重要課題の最後，5 番目になります。「障害理解の促進・普及啓発

を行っていく為の仕組み作りが必要です。」についてです。障害理解を促進するに当たり，身体，

知的，精神などの障害そのものに焦点を当てるだけでなく，段差があるとか音声案内がないとか，

障害者への配慮が不足しているなどの社会環境に着目した，社会モデルの考え方に立った障害理解

の普及啓発を図ることが効果的であり，必要です。併せて普及啓発できる当事者の発掘や人材育成

も必要です。 

 これらの解決に向けた方向性の 1つ目として，一般市民に向けた障害理解に関する普及啓発が必

要です。2つ目，いつも決まった人でなく，障害理解について発信できる新たな人材発掘が必要で

す。3 つ目，発掘した当事者が誰でも発信できるような育成プログラムなどが必要です。そして，

最後，育成した当事者が障害理解について発信できる機会が必要です。 

 続きまして，次のページ，「その他の課題」についてです。2つ挙げておりますが，2つとも高齢

化に関係するものとなっています。 

 課題 1のほうは，特に知的障害者に特有の認知症の特性を理解し，生育歴も含めた本人像を把握

しておくことにより，認知症発症後も当事者とのコミュニケーションが図りやすくなります。この

ため，認知症になる前の段階から，支援者が認知症に対する正しい理解の習得はもとより，幼少期

からの支援経過も含めた情報を収集しておくなどの意識が必要というものです。 

 2つ目，高齢化による身体機能低下の予防に関するものです。高齢化に備えて筋力の低下を防ぐ

ために運動の機会を保障したいが，障害者が利用できる施設や設備が少なく，高齢化による身体機

能の低下を予防できるような仕組みづくりが必要です。 

 以上，2つの課題は，先ほどの重要課題の 5つ目と似ておりますが，こちらは高齢化に備えた準

備や予防という点で異なっています。 

 そして，最後，その他としまして，計画策定過程において当事者や関係団体などの意見を聞く場

の設定を希望いたします。 

 説明は以上です。ご検討いただきますようお願いします。委員長にお返しします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 今，5 つの課題，それから，その他課題として課題 1，課題 2 ということでご説明いただきまし

た。自立支援協議会から上がってきているご意見ということですけれども，この 5つの課題，それ
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から，2つのその他課題について，何かご質問なり付け加えたい事項とか，強調してほしい事項と

か，どういったことでも結構ですので，ご意見，ご質問があれば頂ければと思うのですが，特に順

番は課題 1からというような取り方ではなくていいと思います。全部まとめて伺えればと思います

ので，いかがでしょうか。 

 

■委員Ｂ 

 65 歳問題というところで意見を述べさせていただきます。65 歳問題というのは，私たち視覚障

害者の仲間の中でも，どうなることなのかというとても不安を持っているところです。 

 介護保険サービスと障害者福祉サービスの違いがあると思いますけれども，まずは介護保険サー

ビスから優先的に使用するということが頭の中にインプットされています。65 歳になったらどう

するんだろう，私たちどうなっちゃうんだろうという不安を抱えている視覚障害者の仲間たちがい

らっしゃいます。それは，主にホームヘルプサービス事業や，通院等介助を利用している皆様方で

すが，私自身も 65歳になったらどうなるんだろうという思いの中で，今年 65歳を迎えました。実

は自分としてはこの 65 歳問題をあえて 1 年前から計画相談員の方としっかり話し合いをして，自

分がこうやっていきたいんだということを伝えながら 1年間かけてきました。 

 思いとして一番伝えたかったことは，計画相談員の方と，介護保険の担当の人と，そして自分自

身，この三者がきちんと向き合って話し合う中です。私の 65 歳を過ぎた生活が変わることなく暮

らしていきたいということをずっと伝え続けてきました。 

 その結果，スムーズに今，65 歳前と変わらない生活を送っております。自分は何一つ変わらず

に乗り越えられた 65 歳問題ですが、やっぱりほかの方からは不安だなという声はたくさん聞こえ

てきます。なので，この制度の使い方，使い分けに関しては，計画相談員の方，当事者，そして介

護保険の関係の方がしっかり向き合っていただければいいなと思っています。この意見具申を読ま

せていただいて，そのように思いました。 

 

■委員長 

 ご自身の体験からのご意見を本当にありがとうございます。確かにこの介護保険とか障害者総合

支援法の使い分けって，65 歳になったらどうなるんだろうと。もともと国は全部介護保険でやっ

てくださいというようなところから，それだけでは受け切れない，必要なサービスが受けられなく

なってしまったという声から，自治体の裁量に任せながら併用あるいは介護保険に移行しなくても

いいというような通達が，一応厚労省から出ている感じではあります。ただ，それは確かに今委員

さんがおっしゃってくださったように，当事者の皆さん全てにその情報が行っているとは限らない

ですよね。そういったところから来る不安というのはやっぱり大きいかなと，今のお話を伺って思

いました。 

 これに関してはどうしていけばよろしいですかね。どう反映していくかということですけれど

も，計画の中で反映していくということももちろん大事かもしれないし，一方で，調布市役所の障

害福祉課の皆さんとか高齢課の皆さんが，きちんと当事者の方たちに伝えていったり，今，委員さ

んがおっしゃってくださったように，計画相談員とケアマネとご本人と，あるいはご家族も含めた

三者で今後の計画を立てていくというような場といいますか，事例というのが増えていって，それ

がそういうものだということがご当事者の耳にきちんと伝わっていれば不安も小さくなっていく

かなと思ったのですけれども，いかがですか。 
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■委員Ｂ 

 そう思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。これは，今，課のほうでは何か工夫とかはされているのですか。すみま

せん，突然振ってしまいまして。もしやっているというのであれば，そのお声を頂きたかったので。 

 

■事務局 

 調布市としては，65 歳になって介護保険に移行できるサービスがある可能性のある方に対して

は，個別に連絡をして，あとは相談支援専門員，サービス等の計画をつくっている相談支援専門員

等が個別に説明に行ったりして対応しているところです。委員がおっしゃった事例のように，相談

支援専門員がちゃんとついて間に入れるということが大事だというふうに，今のお話を聞いて思い

ましたので，計画の中では特に相談支援員のまず量的確保，相談支援専門員をちゃんとこの方につ

けるということを目指すことと，あとは相談支援専門員の支援の質をしっかり高めていくという取

組をちゃんとやっていかなければいけないというような形で，計画に反映させていければなと思い

ます。 

 

■委員長 

 自立支援協議会のほうにも入っていらっしゃいますよね。そのお立場からも少しお話を伺えれば

なと思っていたので，よろしくお願いします。 

 

■委員Ｃ 

 この場面で，このタイミングで言っていいかどうか分からない内容ですけれども，相談支援事業

所における災害時の取組というのを見たときに，この自立支援協議会，ほぼ昨年度に話し合ったこ

とがここで意見具申で出てきていると思うのですけれども，そのおおむねの話し合いが終わった後

にコロナが出てきたということで，これから先 3年間とか 5年間と考えたときに，コロナというこ

とを全く考えないでいいのだろうかと私は思っています。 

 相談支援事業所は，確かに地震とか水害とかのときのための避難時プランを一緒につくってくれ

るというのはもちろん大変ありがたいのですけれども，今，知的障害，ほかの方もそうかもしれな

いですけれども，親御さんが一番心配しているのは，本人がコロナになったときに入院が果たして

できるのか。自閉の方とか多動な方，感覚過敏の方が。ということと，両親とかほかの家族が感染

して入院した場合に，本人が 1人だけ残ってしまったときにどうしたらいいかということがものす

ごく心配なわけです。そういうことが起こってからみんなで考えるというのではなくて，こういう

可能性があった場合にはこういうことができるよねということを，できれば考えておいてほしいか

なと私は思っております。 

 例えば，ショートステイに入れるのか自宅に訪問看護の方が来るのか，ヘルパーさんが来るのか，

どういう形がいいのか分からないですが，少なくとも濃厚接触者なので本人のＰＣＲ検査をする必

要があると思ったときに，感覚過敏の方に鼻に綿棒を入れるというのは大変難しいと思われるの

で，もっと簡単な検査を例えば調布市でできるのかどうかとか，そういうことを少しずつ確かめつ
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つ準備をしていただきたいなと思っております。 

 ここで皆さんと共有したくて。どこに駆け込むとかというのがちょっと分からないんですけれど

も，私たちにとってはとてもすごく緊急性もあるかなと思うようなものなので，発言したいと思い

ました。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 

■委員Ｄ 

 今，委員の言われたことは私も発言したかったことで，この時期の新型コロナ感染症についての

方針を盛り込むということは非常に大事で，コロナに限らず新型感染症対策ということで，どこか

に入れ込んでいかなければ絶対いけないと思っています。 

 それで，今，半年ぐらいたって我々いろいろな経験をしてきているわけですね。医療者として，

あるいは障害者の立場として，あるいは支援する人の立場として，それぞれコロナに関する課題，

思うことがたくさん出てきていると思うのです。そこら辺を一度ぜひ見える化して，課題を抽出し

て計画に盛り込んでいくという作業が絶対必要になってくるのではないかなと，私も，今委員が言

われたことの繰り返しで言っているだけですけれども，本当に思います。 

 ちょっと付け加えて言うのであれば，非常に医ケア児が増えてきている。在宅療養するお子さん

たちが増えている。それに対して医療のサプライが十分でない。そういうところももう少し，そも

そも障害と医療ってちょっと離れている部分があって，高齢福祉だとこうじゃないですよね。だけ

ど，障害福祉となると医療との結び付きが非常に弱い傾向があると私は思っています。そこら辺を，

この策定委員会に限らず，調布市の中でそこのつなぎをぜひこれから取り組んでいきたいと強く思

っています。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。 

 

■委員Ｅ 

 今，2 人の委員のお話で，医療的ケア児とか医療的ケアの要る障害者の方とか，今,私のところ

では，出産した後も 0歳の障害のお子様から訪問して伺っているのですけれども，その方たちも，

最初は医療を中心として行きますけれども，成長するにつれて福祉の必要性が高くなっておりま

す。 

 その中で，課題の 1の中で盛り込まれている内容があるんですけれども，スタッフの充実の中で

コーディネーターの設置，本当にこれは強く感じます。コーディネーターの方はどういう人たちを

想像して育成しているのかなと思いますけれども，あまり医療的ケア児とか障害に関して専門的な

知識を決して持っているとは限らないようなコーディネーターの方々がおられます。そこはもう少

し専門的な知識を持っていただいたコーディネーターが現れてくれるとうれしいなと思います。 

 それから，在宅レスパイトサービスの充実ですけれども，私のほうは 3市と契約しています。主

として狛江市と府中市なんですけれども，それぞれのやり方があるのですが，レスパイトの内容が
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ちょっと規制があるんです。その規制を緩和していただきたいなという感じがあります。 

 例えば留守番看護とかお母さんの外出支援とかで，子どもと 2人きりになりますよね。そうしま

すと，2時間から 4時間までの間ずっと子どもはこちらで過ごすんですけれども，例えば少し外に

出てみるということができない在宅レスパイトですね。そこを個々に相談していけば大丈夫だと思

うんですけれども，内容を制限されておりますので，そこを少し緩和の方向で行政に考えていただ

ければと思います。 

 それから，児童発達支援事業所と医療的ケア児が通える通所先の拡充です。実際に行政がどのく

らい支援してくれて，事業所が立ち上がっているのかということは，それぞれの事業所に任せられ

ておりますので，その辺をどういう形で支援していただいて拡充していくのかということがちょっ

と想像できませんので，もっと行政に力を入れていただければと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 もうお一方，手が挙がっていたように思ったのですが，ではお願いします。 

 

■委員Ａ 

 高齢化の分野ですけれども，課題 3 です。「障害のある人が高齢になっても」ですが，1 点質問

です。こちらの会の中で聴覚障害の方は委員として入られていますか。 

 

■委員長 

 いらっしゃいます。 

 

■委員Ａ 

 自立支援協議会のほうで。 

 

■事務局 

 自立支援協議会のほうにも聴覚の方は入っています。 

 

■委員Ａ 

 そうですか。では，この高齢化の中で聴覚障害の方の高齢化の問題など話し合われるのですか。 

 

■事務局 

 テーマによって委員が違うので，今，障害理解ワーキングのほうで。 

 

■委員Ａ 

 障害理解のほうにいらっしゃるんですね。 

 

■事務局 

 はい，障害理解のほうに入っていただいておりまして，ほかの部分には全体会に入っていただい

ているという状態です。 
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■委員Ａ 

 ありがとうございます。では，ちょっと意見は難しいかもしれないですけれども，うちの作業所

のほうで，やはり聴覚障害の方の高齢化というのが割と大変だなということが身にしみておりまし

て，その辺のこともこの会で話し合われていたらいいなと思ったのですけれども，そういう方がい

らっしゃらないということなので，そこら辺も含めて考えていただけるといいかなというところで

す。 

 

■委員長 

 ご意見ありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。お願いします。たくさん挙がりますね。お願いします。 

 

■委員Ｆ 

 課題 3の小児から高齢化のテーマ，そこでちょっと気になったというか，ここで聞くのが適切な

のかどうか考えていたのですが，私は以前，今の事業所に来る前は知的障害者の方の入所施設で働

いていました。そこの施設で働いていて，同様にやはり高齢化というのが施設内のテーマとして上

がって，プロジェクトが立ち上がっていた状態なのですが，今，ここで課題に上げられているのは

地域に住んでいるということで，入所施設の方を恐らく対象とされていないような形になっている

んです。それが見ていた印象で，この件に限らず入所施設に住んでいる障害者の方の支援って，す

ごく閉鎖的というか，どこともつながらないような印象を与えているように見えていたので，地域

で住み続けると書いているのであれば，入所されている人への支援，高齢化というところもぜひ記

載があればよいのかなと思います。この地域という領域で考えるとミクロな話にはなってしまうの

ですが，そういった部分を考えていくのは障害者福祉においてかなり重要だと思うので，ちょっと

ご検討いただければなと思いました。 

 

■委員長 

 貴重なご意見，ありがとうございます。 

 では，続きまして，先ほどお手が挙がっていた委員さん，お願いします。 

 

■委員Ｇ 

 先ほどの委員さんの発言にあった医療的ケア児への対応の件で，課題１に書いてあるように，調

布市では障害福祉課に医療的ケア児等コーディネーターの配置をされて，専門性のある方が配置さ

れているはずなんですね。最初の頃はあまり想定された支援対象に該当する方がいなかったように

聞いていますが，その後，実際に病院から退院して在宅生活に移ろうとしている方も支援されてい

ると思いますので，医療的ケア児コーディネーターを配置してよかったなと思うようなことがあれ

ば，実例をお聞きしてみたいなと思います。 

 私は，たまたまその方が計画相談の担当になっていて，うちは医療的ケアはないですけれども，

重症心身障害者で，とても助かっているので，病院から在宅に移る医療的ケア児や医療的ケアが必

要な方のところに力を発揮していただければなと思っています。実際にどうなっているのかを知り

たいです。 
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 それから，医療的ケアが必要な方への支援で言えば，特に強調されていたのが通所先の拡充です

が，委員が言っていた意見に賛同します。まだちょっと具体性が見えない。すごく大事なことだと

思うので，そこをもう少し，より具体化していくようなことも必要なのではないかと思います。ほ

かにもやはり外出支援，本当に通院とかも困っていらっしゃることがアンケートから伺えました。

もっとたくさん必要なことがあるのではないかと思っていて，そういったことも具体化していって

ほしいなと思っています。 

 もう一つは，先ほど聴覚の方の高齢化の課題が大きいとおっしゃってくださったので，具体的に

少し伺えればと思いました。 

 

■委員長 

 では，事務局からお願いします。 

 

■事務局 

 医療的コーディネーターは 30 年の 7 月から配置して，現地で看護職の経験がある方がしていま

す。令和元年の実績だと，相談件数は 31 人に対し，延べ件数では 344 件という形で，徐々に相談

件数が増えております。やはり一番大きいのは，転入してくる方の医療的ケアの相談が特にその方

に入ってくるので，その後のこちらでの訪問看護や訪問診療の手配であったり調整というのが，コ

ーディネーターを置いたことによって情報がそこに集まってくるようになっているので，スムーズ

になってくると思います。 

 また，庁内でも，医療的ケア児を把握する場所というのが，障害福祉課，それから健康推進課，

発達センターなどにそれぞれ保健師がいますので，そこで把握したら必ず医ケアコーディネーター

のほうに情報を集約するというふうに約束事を決めています。できる限りその方が，最初のアプロ

ーチでどこに行くか分からないので，引っ越してきた人もそうだし，病院から最初に健康推進課に

情報がいく人もいますし。なので，医ケアコーディネーターにまとまることによって情報が分散し

ない。みんなが共有できるというところが，医療的コーディネーターさんを置いて一番大きなとこ

ろだと思っております。 

 あと，訪問診療のことというのが，やはりなかなか私たちのほうでは今まで連絡が行きづらかっ

たところですけれども，訪問看護師さんから行ったりとかいうところが，すごく医療的コーディネ

ーターさんが入ってから訪問看護，訪問診療というようなところの手配であったり，大きな病院と

の連絡調整みたいなところがスムーズに行えるようになっていると思っております。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 では，お願いします。 

 

■委員Ｅ 

 調布市では，障害福祉課のほうにコーディネーターとか保健師さんがいるのは，本当に私たちも

助かっております。それ以外に大勢のお子様がいらっしゃいます。その中にコーディネーターの方

がついていなかったり，コーディネーターでケアプランをやっていたケアマネジャーさんが障害の

ほうのコーディネーターもされています。第 1種の方もいらっしゃるので，調布市の障害福祉課に
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いらっしゃる保健師さんのような方が，やはり増えていってほしいなという願いもあります。本当

に 0歳から関わらなければいけない子どもたちが今増えておりますので，そういうところが多分，

障害福祉の部分ではあまり分からない子どもたちもあるかなと思います。そこは，市のほうにいら

っしゃるコーディネーターの方が一生懸命動いてくださっているので，私たちもすごく助かってい

ます。そういった方を増やしてほしいという希望です。 

 

■委員長 

 では，今のご意見を一回事務局で引き取って，また検討させていただきたいと思います。 

 すみません，この後メインの議題が 2つありますので，大変申し訳ないですが，本当はもっとご

意見を頂きながら深めていきたいところなのですが，次の議題に移らせていただきたいと思いま

す。 

 その前に，休憩を，10分はちょっと取れないかなという感じなので，8分ぐらいですかね，申し

訳ないですけれども，40分から再開とさせていただきたいと思います。 

 たくさんのご意見をありがとうございました。 

 

（休憩） 

 

【（４）訪問系サービスについて 

   （居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者等包括支援）】 

 

■委員長 

 それでは，いろいろなところでお話が盛り上がっているようで申し訳ないですけれども，再開さ

せていただきたいと思います。 

 基本的に全ての議題に関してそうなんですけれども，ここでご意見いただき切れなかったこと，

お話しいただけなかったことは，事務局で随時受け付けております。メールが基本ですかね。 

 

■事務局 

 メールでもファックスでも何でも。 

 

■委員長 

 時間の都合上，まだご意見があったかと思うのですけれども，先に進ませていただきます。 

 引き続きまして，訪問系サービスについての話になっていきます。こちらは資料 4からになりま

す。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

 議事の 4番，「訪問系サービスについて」ご説明させていただきます。資料は A4サイズ，左上 1

か所ホチキス留めの資料 4をお手元にご準備いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 ここからは各サービス種別の具体的な検討に入ってまいります。 

 第 1回の委員会でお諮りした検討スケジュールのとおり，今回は訪問系サービスと日中活動系サ
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ービス。次回，第 3回の委員会が居住系サービスと相談支援，そして地域生活支援事業。次に，第

4回が児童通所サービスと，それぞれ取り扱っていく予定です。まず，最初はこの訪問系サービス

となります。 

 ここで訪問系サービスというのは，在宅で身体介護とか援助を行う居宅介護。それから，主に重

度障害の方の重度訪問介護。視覚障害のある方の外出支援を行う同行援護。それから，こちらも外

出支援で重度の知的障害のある方の外出支援を行う行動援護。共通するのは，ヘルパーに来てもら

ってサービスを提供するものとお考えいただければよいかと思います。 

 資料の構成としましては，最初にこれまでの検討経過として，めくっていただいて 2ページです。

第 1回の委員会でご紹介しましたニーズ調査の結果や，本日の自立支援協議会の意見具申，それか

ら，過去の委員会でのご意見などの該当部分を抜粋，整理して記載しております。例えば（2）の

意見具申の中の課題 2をここでは抜粋して記載しております。 

 3ページ以降，各サービスについて，「（1）第 5期計画期間の振り返り」，まず現行計画の振り返

りが入ります。その後，サービス提供体制の状況，現状はどうなのかと。最後に第 6期計画におけ

るサービス見込みの案ということで，そういう順番で構成しております。実際の計画書の構成や記

載もこのような順番でいくことを想定しております。 

 まず資料の構成についてのご説明をさせていただきましたが，この後も同じ形が続きますので，

最初にご了解いただければと思います。 

 内容に入ってまいります。これも初めから最後までご説明すると長くなってしまいますので，ポ

イントをかいつまんで進んでまいりたいと思います。 

 最初に，居宅介護と重度訪問介護。資料は 3ページからとなります。 

 第 5期計画期間の振り返りとして，直近 3年間の実績値から始まっております。令和 2年度の実

績に関しては，「（推計）」と示しておりますが，これは直近までの実績を年間量に換算したもので

すので，今後，実績の積み上げの修正があるかもしれないことをご承知おきください。 

 ここでは，居宅介護・重度訪問介護はあまり新型コロナウイルスの影響による減少は見られてい

ませんが，この後の同行援護や行動援護，外出支援がメインのサービスは結構大きく減少が見込ま

れてきます。表の下には，実績の数字に対する解説や市で把握している課題など，居宅介護の場合

は身体や精神の方の利用が増えていますとか，ヘルパーの育成は進んでいますが，不足によりなか

なかサービス提供に結び付かない状況が続いていますということを記載しております。 

 さらにめくって 4ページには，参考として障害種別の利用実績を 3年前との比較で表示しており

ます。 

 次に「（2）サービス提供体制の状況」として，こちらは市内の事業所数や事業所別の利用状況，

どこの事業所を利用している人が多いかというデータや，さらに 5ページにかけて，調布市の人材

育成センターで実施しております資格研修，ヘルパー育成の実績を記載しております。 

 こうして実績と現状を見た後，「（3）第 6期計画におけるサービス見込み（案）」として令和 3年

度から 3年間，第 6期計画期間中の利用量の見込み，どれくらいのサービス量が必要となるか，そ

してそのためにどういった取組を行っていくかということを，提供体制確保のための方策として，

6ページまで記載しております。 

 具体的には，ここでは福祉人材育成センターでのヘルパー養成研修や，先ほどもありました相談

支援事業所とヘルパー事業所の連携・推進，事業所へのアプローチを進めてまいりますという形に

なっております。 
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 続きまして，7 ページからは 2 番，「同行援護」です。こちらは実績を見ますと，やはり新型コ

ロナの影響により令和 2年度，今年度の利用実績は見込みを大きく落ち込んでおります。 

 一方で，福祉人材育成センターでの養成研修で資格を取られた方が，7ページの一番下の「事業

所別利用状況」で 1位となっている，調布市の社会福祉協議会の事業所での就労に比較的うまくつ

ながったりしておりまして，ヘルパー不足という状況は，過去と比較すれば一定程度改善されてい

ると考えております。引き続き人材育成などの取組を進めるとともに，第 6期の見込量につきまし

て，これは見込むことが難しいところでもありますが，8ページの下のほうです。こちらは大きく

減少が見込まれる令和 2 年度の数字ではなく，その前の令和元年度の状況をベースとして考えて，

ひとまずこのような数値として設定しております。 

 最後は 3番，9ページからの「行動援護」です。こちらも令和 2年度の見込みは，同行援護と同

様に大きく減少となる見込みでおります。また，行動援護はもともと提供できる事業所が少ないサ

ービスでしたが，その中でさらに平成 30 年度，2 年前に市内 1 か所が閉鎖となってしまったこと

も影響しているかと思われます。 

 同行援護と同様に福祉人材育成センターでのヘルパー養成研修は実施しておりまして，実際，研

修を利用して資格を取られる方も毎年一定数輩出しておりますが，同行援護と異なるのは，資格研

修の受講者が新たに福祉分野に参入してくる方というわけではなく，既にほかの事業所で働いてい

る方がスキルアップのために受講される事例が多いというような現状があります。 

 通所施設などでも行動障害の対応に専門性の高い行動援護の資格者は必要なので，既に作業所な

どの通所施設で従事している方がスキルアップのために受講することも，サービス全体の質の向上

という観点からは必要なことではあるのですが，資格を取得した方が実際に行動援護のサービス提

供の現場になかなか結び付いていないという現状があります。 

 各サービスについての資料の説明は以上となります。それぞれ事務局で，市で考えていることを

含め，利点，課題や内容の多くを記載しておりますが，これをいわゆる「たたき台」のように考え

ていただければ結構です。これで確定しているものではございませんので，こちらに記載があるこ

との追加・修正でも，あるいは記載がないことでも全く結構ですので，各委員から多くのご意見を

いただければと考えています。事務局からは以上です。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。 

 今，訪問系サービスをそれぞれまとめてといいますか，ご説明していただきました。新型コロナ

ウイルスの影響などもあって，特に外出に関する支援などはちょっと減る見込みなのではないかと

いうことで，予測も立ててくださっていますけれども，いかがでしょうか。細かい数字ももちろん

大事なのですが，それにプラスして実際の供給体制とか現場の状況とか，あるいはサービスの質や

種類とか，そういった部分について特に皆様のお立場からご意見をいただければと考えております。

いかがでしょうか。 

 

■委員Ｂ 

 同行援護のところで意見を言わせていただきます。 

 確かにコロナの影響で，外出の時間が少なくなったというよりも，ガイドヘルパーさんが自らガ

イドをしないという現状が出てきています。もう自分は多少高齢なので，介護する人がいるのでと
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いう理由で、ベテランガイドヘルパーさんが、ガイドをお引き受けしていただけないことが増えて

いるのが現実です。 

 それから，ソーシャルディスタンスを取るという新しい生活様式に、一番困難なのは視覚障害者

の歩行方法の「手引き」です。この「手引き」なくして外出できない私たちは，どうソーシャルデ

ィスタンスを取ればよいのか，悩ましい立場にあります。それを理由にガイドしていただけないと

思うと、視覚障害当時者への外出支援低下が起こるのではないかと不安になります。 

 また，事業所から，会食，長い時間はご遠慮くださいとか，もちろんカラオケは派遣は断られる

ことは分かっておりますが，施設利用に対しても参加人数をきちんと合わせて，例えば 50 人入る

ところだったら 25人に，そういうことを守ってください、といろいろと条件があります。 

 なので，先ほど事務局からお話があったとおり，今年度の実績ではなく今までの実績を考えて出

していただきたいと思っています。 

 この表の中では，社会福祉協議会には 2桁の利用者，ほかの事業所だと 8人、4人とか出ていま

すが，実はこの人たちを引き受けてくださっているガイドヘルパーさんたちはこの 3つの事業所に

登録しています。ですので，同じメンバーが私たちを支援してくださっている。今のコロナ禍の中

で支援をしてくださっている方たちの負担が，とても大きくなってきているのではないかと思いま

す。そう考えると私たち自身が依頼を出しにくい状況にあるのかなと。また，多摩地域の視覚障害

者の意見で「都心＝コロナ流行」で出たくないが多いです。そんな声を聞くと私もここの地域・場

所なら行ってもらえるかなと思ってしまいます。 

 繰り返しになりますが、コロナ禍の中で私たちがどうやって新しい生活様式にうまく付き合いな

がらというのが，私たち自身の課題でもありますが，そういうところも乗り越えた上でガイドヘル

パーさんが活動してくださるといいなと思います。また，早くワクチンや治療薬ができたら，また

ガイドさんの動きも少しはよくなってくるのかなと思うところです。以上です。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。同行援護を使う方たちが使わなくなってきているということではなく

て，ということですね。 

 

■委員Ｈ 

 同行援護については，私と問題が似ていると思うのですけれども，手話通訳者も今，調布に登録

している手話通訳者の年齢は 50 代とか，もうちょっと上の年齢の方が多いんです。それぞれ家庭

や介護の方，また，ご自身のお父さん，お母さんの介護をやられている方もいらっしゃいます。同

居されている方もいらっしゃいます。その人は本当はとても手話が堪能ですのに，私がその人に通

訳を依頼したいと思っても，今は介護の人がいるので，もしコロナに感染したら迷惑になるという

ので通訳を遠慮されてしまうので，通訳を頼みづらい状況があります。それは同行援護と似た問題

だと私は思っています。 

 幸いにも，手話通訳の場合は，頂いた資料の中にもあるのですけれども，遠隔手話通訳サービス

を導入するか検討を進めているというふうに載っています。そのように同行援護の場合にも，人の

手の代わりに何かそういった形で，例えば今はロボット技術などを使って新しい形に変わるような，

何かそういうものができたらいいなと思っています。それも含めて，どうしたらお互いに気持ちよ

くサービスを使うことができるかということを考えていくといいなと思っています。 
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■委員長 

 とても貴重なご意見をありがとうございました。 

 2人の委員さんからご当事者の立場からご意見をいただきましたが，まず決して利用が減ってい

るのではない，必ずしもご当事者たちがサービスを使わなくなってきているだけではないというこ

と。ただ一方で，サービス提供者側の問題もあるので，何かしら新しい方策も考えていかなければ

いけないというふうにご意見を頂いたと私は解釈しました。 

 非常に難しい問題ですよね。サービスを提供する側も，コロナからご自身を守りたいということ

もあるでしょうし，一方でそれでサービスが減ってきてしまうと，今までどおりの生活がなかなか

できない。今，おっしゃってくださったように，使いたいけれども遠慮してしまうというようなと

ころもあってということ。難しい問題ですが，いずれにせよサービスの利用が減ってきていること

よりも，提供自体が減ってきていて使えなくなってきているという考え方からこの数字を考えてい

ただきたいということとして受け取りました。お二人ともありがとうございました。その観点から

もう一回この数字に関しては再考させていただきたいと思います。 

 

■委員Ｉ 

 委員がおっしゃった同行援護や手話通訳派遣事業は，私の部署で行っています。現状を申します

と，ガイドヘルパーや手話通訳者はそれぞれ 40 何人登録していただいています。コロナの影響で

実際に稼働できる人が何人いるかというと，約半分の方で稼働しているという状況になっておりま

す。 

 我々が今のこのコロナも踏まえて感じているところは，一つは我々職員のコーディネート力のよ

うなものが問われていると思っていて，この少ない中でどうやって皆さんのニーズに応えられるよ

うな調整をするか。これはコーディネート事業ともいわれる事業 2つなんですけれども，そういう

部分と，もう 1つはモチベーションの問題がありまして，職員ではないので，通訳も登録ガイドヘ

ルパーという形だったりするので，その方たちが一度離れてしまうと，手話の技術やガイドヘルパ

ーの技術というものは，磨き続けていかないといけないところがありますので，そういった部分を

どういうふうにしていくかがすごく課題です。 

 当事者の委員には，近々研修で手話通訳者に対していろいろ指導をしていただいて，それも全員

が会って対面でやって，もしそれでクラスターが起きてしまったら通訳者が一気にいなくなってし

まうことになるので，今は Zoom を使ってリモートでそれぞれが画面を見て指導を受けるというこ

とを実施しています。 

 同行援護のほうは，そういう意味では一緒に対面で接触しながらという支援にはなってしまうの

ですけれども，7 ページを見ると，黒で色がついている TOMO さん，春光さん，アンサンブルさん

というのは他市なんです。調布ではない事業所から依頼を受けている人数が多くて，時間数も多い

ということなので，社会福祉協議会は確かに独占している感じにはなっていますけれども，1者だ

けですと，もしうちで受けられなくなってしまったときに，ほかで替えが利かなくなってしまいま

すので，やはり複数契約をするということは，必ず我々の事業所としても，契約を結ぶときには皆

さんに勧めてはいます。そういう意味で，近くに新しい同行援護事業所などが増えていくといいな

と思っております。 
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■委員長 

 ありがとうございました。社協さんのほうでもいろいろ工夫をしながら。ただ，やはりおっしゃ

っていただいたように，なるほどなと思ったのが，クラスターが起きてしまうと一気に提供するサ

ービス，社会資源自体がなくなってしまうことになるわけですよね。そこにも注意しながら，これ

からはどういうふうに今まで提供できていたサービスの質と量を低下させないかということも同

時に考えていかなければいけないことですね。この場で答えが出ることではないですけれども，課

題として明確に挙がったことだなと，可視化されたと思いました。 

 

■委員Ｃ 

 9ページの行動援護について，短く簡単に。 

 もちろんコロナで稼働できるヘルパーさんがものすごく減っているんです。というのは，重度の

行動障害のある人なので，体全体で止めるとか，すごく接触が近いので怖いというのもあると思い

ます。でも，それだけではなく，さっき事務局にご説明いただきましたけれども，人材センターで

行動援護の研修をやっているけれども，ヘルパーさんの増につながっていないということがあると

思います。 

 生活介護の事業所とかが行動援護の強度行動障害の東京都の研修と同じものをやっているので

すけれども，それを受けてくださることで事業所の対応がよくなったという例はいっぱい聞いてい

て，それは意味があることだと思うのですけれども，ヘルパーさん自体はとても増えているとは言

えません。今，調布市では，強度行動障害の人が利用できるようなショートステイ施設もいっぱい

で，なかなか入れない，行動援護も使えないとなると，やはりちょっと息切れしているご家族もあ

るなというのが，結構大きな課題だというふうには思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。いかがでしょうか，ほかに。 

 皆様にご意見をいただいた後，一言ずつどうしてもコメントしたくなるのですが，私がコメント

すると長くなって時間がもったいないので，素っ気ない感じになって申し訳ございません。 

 いかがでしょうか。 

 

■委員Ｅ 

 新型コロナがはやってもう結構たって，最初は緊急事態宣言等でとにかくこもれ，こもれという

話だったわけですけれども，それが半年たって，いろいろな研究が出ているわけです。高齢者に関

してはフレイルが進んでいる，認知症が進んでいるという結果が出てきています。ですから，いつ

までも引きこもっていればいいという問題ではない。もちろんクラスターをつくらない努力は必要

なのだけれども，そういう努力をしながら外に出ていく，集いの場を始めるというのが，これから

福祉の分野で非常に大事な課題になってくると思います。 

 ですが，いろいろな部分が縦割りになっていて，国から詳細な通知がものすごい数でそれぞれの

事業所に来ると思うのですけれども，それがうまく現場で統合できていないです。だから，どうし

たらいいのかよく分からない，どういう対策を講じたら出かけられるのかというところが分からな

い。そこを統合していく作業がこれからとても大事だと思います。 
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■委員長 

 ご意見ありがとうございます。 

 

■委員Ａ 

 コロナのところで，下向きがちな話の中で恐縮ですけれども，提案というか，夢物語みたいなも

のなのですけれども，この研修を受けられる方で，例えば学生さんはどのくらいいらっしゃるので

すか。 

 

■事務局 

 すみません。手元に詳細な資料を持ち合わせていないのですけれども，行動援護に関しては既に

従事されている方が大半なので，学生さんではないとは思います。 

 

■委員Ａ 

 枠組みとして学生がやるのは難しいということですか。 

 

■事務局 

 そんなことはないです。重度訪問介護とかは，割と短時間で比較的資格を取りやすい研修とかだ

と，学生さんが取って従事している例というのも結構聞きます。 

 

■委員Ａ 

 ありがとうございます 

 調布には電通大というすばらしい大学がありまして，放課後等デイサービスの事業所も一部お世

話になっていました。そういった大学の学生さんにピンポイントで受けてもらう。調布市はそこに

ちょっと補助か何かを出して，受けやすい体制をつくる。ああいう理系の人たちが福祉を知ると，

より面白いロボットができるんじゃないかと思って。将来的にも理系の人たちが，学生時代は行動

援護とかでバイトして，大人になって実際に面白いロボットをつくってもらえるみたいな，夢物語

なんですけど，先行投資じゃないですけど，そういったことも視野に入れるといいのかなと思いま

した。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。お願いします。 

 

■委員Ｊ 

 今，委員が学生がというところで，私も今，大学で看護学生の実習がなかなか医療機関の受入れ

がなくてできていない状況で，実習もリモートで教員が演じてみたり，事例で勉強してもらったり

というところでやっているのですけれども，今の話を聞いて，医療系の学校にも，こういったもの

が学生でも受けられますよという情報提供だけでもあると，興味を示す学生もあるのかなと思いま

す。 

 

■委員Ａ 



21 

 

 医療の方が福祉を学ばれるというのはすばらしいですね。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。ちなみに，私は武蔵野大学に勤めていますけれども，うちはもろに福祉

学科なので，学生にどんどん紹介したいと思いました。ありがとうございました。 

 

■委員Ａ 

 もう大学が 3つ決まりました。 

 

■委員長 

 それでは，すみません。時間，時間とばかり申していて申し訳ないのですけれども，実はもう 1

個議題がありますので，この訪問系サービスについてはまだ皆さん多分ご意見があって，私自身も

あったりしますので，これはまた事務局のほうに後日ご意見をぜひいただければと思います。こち

らの事務局は本当に優秀で，持ち上げるわけではないですけれども，私はいろいろなところの委員

をやっていますけれども，委員の皆様のご意見をきちっと資料の中に入れ込んでくれる事務局は，

実はあまりないんです。皆さんどんどん――どんどんと言うと事務局の仕事が増えてしまうのです

が，上げていただければと思います。 

 

 

【（５）日中活動系サービスについて 

   （生活介護，自立訓練，就労移行支援，就労継続支援，就労定着支援）】 

 

■委員長 

 次が，議題の 5ですが，こちらはやはり時間の関係があって，皆様からのご意見は次回，また次

回までの間にご意見を事務局にメールなりで頂ければと思います。今日は資料説明のみとさせてい

ただきたいと思います。申し訳ございません。では，事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

 なるべく少しでもご意見を，一部の方だけでも頂ければと思いますので，手短に資料説明させて

いただきます。資料 5をお手元にご準備いただけますでしょうか。 

 「日中活動系サービス」です。日中活動系サービスというのは，表紙の 1ページ目にありますと

おり，法律上の名前でいうと生活介護，自立訓練，これは機能訓練と生活訓練にさらに分かれます。

そして，一般就労を目指した訓練を行う就労移行支援。そして，作業所で工賃をもらう就労継続支

援の A 型・B 型。最後に平成 30 年度から創設された就労定着支援となります。18 歳以上の障害者

の方の通所施設，いわゆる作業所というものだと考えていただければと思います。 

 資料の基本的な構成です。第 5期の振り返り，サービス提供体制の状況，第 6期の見込み。振り

返りがあって，現状があって，将来の見込みという流れは，先ほどの訪問系サービスの資料と同じ

となっております。 

 こちらも順番にポイントをかいつまんでご説明してまいります。 

 まず 4ページ 1番の「生活介護」からです。こちらは比較的重度の方向けの通所サービスになり
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ます。利用実績も伸びており，第 5期中にも市の開設補助，開設の経費を一部補助しますという支

援を含めて事業所の数は増えていますが，内容面でも，自立支援協議会の意見具申にもあったよう

な，利用者の高齢化への対応などを求められています。 

 また，特に重度の知的障害ですとか肢体不自由と知的障害が重複する重症心身障害の方，医療的

ケアなどに対応するためには手厚い支援体制が必要となるため，特に公立施設での対応とか市の運

営支援などが必要とされる分野でもあります。 

 生活介護に限らず，通所施設は毎年特別支援学校から高等部を卒業される卒業生をはじめとして，

一定数の新規利用希望者が常に確実に出てくるという状況ですので，基本的には今ある施設はどこ

もいっぱいで，新規に卒業される方の通所先がないようにということを基本として，これまでも市

は開設にかかる費用の補助などで事業者の支援行って対応してきております。 

 続きまして 8ページ，2番の「自立訓練」です。 

 こちらは市内に 5か所の事業所がありますが，法令によって利用が 1年半または 2年までと決め

られていますので，利用者が入れ替わっていくような状況があります。ですので，見込みは今後も

横ばい程度と見込んでおります。 

 一方，市内 5か所がいずれも精神障害者向けの施設なので，知的障害の方を対象としたもの，例

えば就労移行支援とか一般就労より一歩，二歩手前の方の支援の枠組みを市内でも構築できないか

ということを，ちょうふだぞうを中心に検討できないかということを市では検討を進めております。 

 次に 10ページ，3番の就労移行支援です。 

 こちらも，自立訓練と同様に原則 2年までとなっておりますので，利用者の入れ替わりの大きい

サービスですが，第 5期の期間中に新たに 2つの施設の開設が市内で相次ぎまして，利用者も大き

く伸びております。 

 一方，従来からあった事業所では，なかなか継続的に入れ替わりに対応するだけの利用者の確保

が難しいことから，ほかのサービスに業種を変更する事例も出ています。総数としては伸びていま

す。資料の最後の 6番の成果目標にかかわってきますが，引き続き多くの方が一般就労できること

を目指して支援を行っていきます。 

 忙しくなりますが，14 ページの 4 番，就労継続支援です。名前が似ていてややこしいですけれ

ども，就労継続支援。こちらは特に利用期間の制限などはありませんので，5年，10年，長い方は

20年と同じ作業所に通って働いている方が多くいらっしゃいます。 

 こちらは最も事業所数も利用者数も多く，日中活動系で最も提供量の多いサービスとなっており

ます。第 5期中にも施設が増えてきております。 

 一方で，この就労継続支援は，利用者が日々通ってそこで働き工賃として給与を受け取ることが

サービスの大きな目的の 1 つとなっておりますので，14 ページの一番下には工賃の実績の推移を

表示しております。提供体制の確保においては，単に数を確保するだけではなく，工賃をいかに引

き上げていくかということも大きな課題となっているかと思います。 

 続きまして 17ページ，5番就労定着支援。こちらは平成 30年 4月の法改正で新たにできたサー

ビスです。これは，そこに通うというよりはほかの日中活動系サービスから一般就労，企業への就

労に移行した方のアフターフォローを引き続き通所施設が行うというものです。 

 第 5期の計画策定時には，まだサービスが始まる前の段階で見込みを立てておりましたが，実績

は大幅に上回っております。第 6期はこの結果を踏まえて見込みの設定をしております。 

 最後は 20 ページ，6 番の成果目標です。これは，個々のサービスでどうというより国が全国で
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こういうことを目標に取り組みましょうというふうに基本指針というものを出しています。その中

で，国はこういうことに対して各市町村で目標を定めてください，基本的に国はこういう考えです

ということに対して，調布市としての方向性や目標値を記載しております。 

 こちらも最初に第 5期の振り返りとして，第 5期の計画策定の際に立てた目標値とその実績を記

載しておりまして，その次に第 6 期における目標値について 22 ページからです，第 6 期での目標

値はこういうことになっていますということを記載しております。項目としては，国の基本指針も

第 5期と第 6期の間で 1部変わったりしておりますので，同じ項目について引き続き目標値を設定

しているものもあれば，新たに設定するもの，第 5期では項目があったけれども第 6期ではなくな

るものもあります。 

 22 ページの目標 1 では，一般就労で今までは作業所から一般就労に移行する人の目標が何人だ

ったんですけれども，これからは移行支援から何人，A 型から何人，B 型から何人という形で目標

値を設定するように変わったりしております。 

 それから，目標 3のように，新しくできた就労定着支援のサービスをより多くの方に利用してい

ただくためにこういう目標を立てましょうということが盛り込まれています。 

 すみません，最後に 1 点，資料の修正があります。今ご説明しました 20 ページの目標 2 の項目

名が「就労定着支援事業を利用する者の割合」と書いてありまして，目標 3と全く同じ表記になっ

ていますが，目標 2は「障害者就労支援事業」，ちょうふだぞうやライズの支援による一般就労者

数ということですので，目標 2のタイトルが間違っておりました。申し訳ございません。 

 以上，数字については新型コロナの影響で見えにくい部分もあるので，先ほど委員長がおっしゃ

ったように数字の値ほか，供給体制，現場の状況，サービスの質ということについても広くご意見

を頂ければと思っております。駆け足になりましたが，事務局からは以上です。委員長にお返しし

ます。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 今日は私の回し方がよくなく，説明を駆け足にさせてしまったのですが，これはまた次回の頭で

取り扱いますので，必要がありそうであれば，もう一回少しゆっくりめに説明していただいて，ま

たご意見を頂戴できればと思っております。 

 実際に日ごろ働いていらっしゃる中で，継続して働き続ける上で必要だと感じている支援，あっ

たらいいなと思う支援，あるいは今こんな支援を使っているけれども，これはとても使いやすいと

いうようなことをぜひご意見いただければと思います。 

 

■委員Ｋ 

 私は特別支援学校の高等部を卒業してそのまま新卒で福祉サービスの事業で働いているのです

が，そんなに理解のなくはない会社なので働きやすいほうかなとは思います。相談はちょうふだぞ

うを使っていて，職場で嫌なことがあったりすれば，そちらに愚痴のようなものをこぼしたりして

います。突発的に日曜日などにトラブルがあったときには，ちょうふだぞうが日曜日はやってない

ので，相談しやすい場所が日曜日にあればありがたいと思います。民間とかでもやっていれば，そ

ういうのを周知できるようなことをやってもらえるとありがたいです。 

 以上です。委員長に返します。 
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■委員長 

 ありがとうございました。日曜日ですよね。毎回出ているような気もします。これはなかなか，

今後の引き続きの検討事項ですね。ありがとうございます。 

 

■委員Ｌ 

 もし作業所がなかったら，家でただごろごろして，それこそ，ますますどんどん考え込んでしま

うという感じがして，たまに休みたいと電話しても，来なさいと無理やり言われるので，そのおか

げでどうにか今，普通の人並みとまではいかないけど，まあまあ，ただどうしようもなくはないな

という安心感はあります。粋交舎に行けば日曜日でも誰かしらいるので，それがとても安心感があ

ります。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。委員さんが厳しくおっしゃっているんですかね。休みたいと言ったと

きに。 

 

■委員Ｍ 

 休まないように。 

 

■委員長 

 休まないようにと。そのときは，えっと思うかもしれないけれども，長い目で見るとやはりそう

やって言ってもらえるのがいいと思っていらっしゃるということですかね。 

 どうもありがとうございました。とても重要な意見をお二人からいただきましたので，お二人か

らいただいたご意見を参考に，またこの日中活動系のサービスについても次回以降の委員会で議論

していければと思います。ありがとうございました。 

 それでは，すみません。今日は全体的に駆け足になってしまって，十分皆さんがご意見をおっし

ゃれなかったかもしれないのですが，くどいですけれども，非常に皆さんのご意見は貴重ですので，

あるようでしたらぜひ事務局のほうに頂ければと思います。 

 それでは，一応ですけれども，本日用意させていただいた議題は全て扱うことができました。ご

協力ありがとうございました。それでは，事務局にお返しします。 

 

 

３．連絡事項 

 

■事務局 

 委員の皆様，本日も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。今お配りしております連絡事項の紙をご覧ください。 

 本日，お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，方法はメールそ

のほか，何かに書いて送っていただいても，直接お電話で私に伝えていただいても，何でも結構で
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す。差し支えありませんので，一応の期限として 10月 1日（木曜日），今回，次回委員会までの期

間が短い関係でちょっと締め切りを早くさせていただいております。ご了承ください。10 月 1 日

（木曜日），1週間後までに事務局までお寄せください。 

 次回の委員会は約 20 日後，10 月 15 日（木曜日）となります。場所については，すみません，

また変わりまして，第 1 回と同じ文化会館たづくり，調布駅前のたづくりの 12 階の大会議場を予

定しております。よろしくお願いいたします。 

 

 

４．閉 会 

 

■事務局 

 以上をもちまして，第 2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

はどうも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。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 


