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第３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 10月 15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，西田委員，岸本委員，大澤委員，木内委員，福田委員，大光委員，中

林委員，丸山委員，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：秋吉委員，朝香委員，伊藤委員 

 

１．開 会 

 

■事務局 

 これより，第 3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 9まで，それから参考資料の 1となっております。ご持参でない方は

いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。当日配付資料は本日はございません。 

 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，常時

換気システムが稼働しております。その上で休憩時間にはドアを開けての換気等を実施したいと思いま

すので，よろしくお願いいたします。 

 

 

２．議 事 

 

【（１）第２回委員会後の提出意見について】 

 

■事務局 

 それでは早速でございますが，次第に沿って議事に入らせていただきます。委員長に進行をお願いい

たします。 

 

■委員長 

 皆さん，こんばんは。お忙しい中，お集まりいただきましてありがとうございます。 

 前回とあまり間が空いていないので，つい一昨日ぐらいに感じます。2 週間ぐらいでしょうか。間が

少ないのもいいかなと。まだこの間の議論が皆さん頭に残っていらっしゃるのではないかなと思います。

ぜひ，今日もご闊達なご意見交換を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。 

 前回，私，議事進行がちょっとうまくなくて，予定していた議事を持ち越しました。ただ，この後も

かなりご議論いただかなければいけない内容がありますので，今日は予定の議事を全て終了したいと思

っております。ご意見はできるだけ皆さんから十分に頂けるお時間を取りたいと思っているのですけれ

ども，場合によっては，もうちょっと手短にお願いしますとか，そういったようなこともお願いさせて

いただくことがあることを，あらかじめご了承いただければと思います。 

 ただ，毎回そうですけれども，会議を進行する中で聞き取りにくいとか，ちょっと説明が分かりにく
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いとか，そういったことがありましたら，遠慮なく挙手を，別に挙手にはこだわらないですけれども，

お声を上げていただければと思います。 

 それでは，早速ですけれども，議事のほうに入っていきたいと思います。議事次第のほうをご覧いた

だければと思うのですけれども，まず，今日は全部で 6 つの議題を用意させていただいております。1

番目の「第 2回委員会後の提出意見について」からいきたいと思います。こちらは事務局のほうからご

説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

 今回，最初の議題「第 2回委員会後の提出意見について」ということで，こちら事務局からの報告と

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 2回の委員会において，当日，時間の関係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，その結果，後日頂いたものについて，その内容と可能

な範囲での事務局からの回答，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

の都合で改めてこの場でご紹介はできないですが，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。 

 前回の議題となっていた訪問系サービス，ヘルパー事業所への支援や人材不足への対応など，ご意見

を頂いております。これらを今後事務局で参考にさせていただき，次回，第 4回の委員会で全体の計画

案を出させていただく予定となっておりますので，そちらに反映してまいりたいと思います。今回の委

員会内でのご発言以外でも，事務局に後日お寄せいただいた意見については，このように共有させてい

ただきながら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 

 ありがとうございます。 

 今，事務局からありましたように，時間の都合上，内容を紹介するのは省略させていただきたいと思

うのですが，こういったご意見の追加といいますか，ほかに皆様から何かあれば，ここで頂きたいと思

いますけれども，いかがでしょうか。 

 今，事務局から説明ありましたように，毎回そうですけれども，この場で思いつかなかったことがあ

ったとしても，後日，またご意見が出てきた場合は事務局のほうに頂ければと思います。 

 そうしましたら，次に進めさせていただいてよろしいでしょうか。もしあるようでしたら，また後日，

メールなり電話で事務局のほうにご連絡いただければと思います。あと，ご意見くださった委員さん，

ありがとうございました。大変参考になるご意見でした。 

 

 

【（２）日中活動系サービスについて】 

 

■委員長 

 続きまして「日中活動系サービスについて」に移りたいと思います。こちらも事務局から説明をお願

いいたします。 
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■事務局 

 議事の 2 番「日中活動系サービスについて」。資料 2 をお手元にご準備いただけますでしょうか。こ

ちらは前回，第 2回の委員会の際に配付しましたものと変更はありません。内容についても，既に前回

ご説明させていただいているものですので，皆様からご意見を頂く時間をできるだけ確保するため，事

務局からの改めて繰り返しでの詳細説明は省略させていただきます。ざっと，おさらいのみということ

でご説明させていただきます。 

 こちら，日中活動系サービス，18歳以上の障害者の方の通所施設，いわゆる作業所に関するものとな

っております。例えば，生活介護では，重症心身障害者の方の通所施設である市立の「まなびや」の受

け入れの定員が上限に達しそうになっていて，新たな施設整備の必要性が生じてくる見込みですという

ことがあります。 

 そのほか，就労継続支援 B型などでも，通所施設全般ですが，毎年，特別支援学校高等部の卒業生の

方をはじめとして，一定数の新規利用者の方が常に出てきますので，今ある施設がどこもいっぱいで，

通所先が確保できないということがないように整備を図っていきたいと思います，ということで方針を

出させていただいております。 

 また，この分野では，資料でいうと最後のところですけれども，成果目標として，福祉施設に通所し

ている障害者の方が，より多く一般就労，企業での就労に移行できるよう，新規就労者数，新たに企業

に就職する方の目標値も立てていきましょうということがあります。 

 事務局から，簡単でございますが以上でございます。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。 

 先ほど申し上げたように，これは前回持ち越したものですので，前回からの続きの検討事項になりま

す。各サービスの見込み量の数字，こちらがどうしても目につきやすいと思うのですが，もちろん，こ

ちらにご意見いただいても結構です。ただ，ここだけではなくて，実際の供給の体制であったり，ある

いは現場の状況であったり，あるいはサービスの質，種類，そういったところの角度からのご意見もぜ

ひ頂ければと思います。いかがでしょうか。ちょっと分量が多いのですが，特にここというふうに定め

ないので，資料 2全体のどこか，どちらでも結構ですので，ご意見を賜れればと思います。 

 

■委員Ａ 

 資料の 5ページの一番上にあるところで，先ほど，事務局からもあえて触れてくださったのではない

かと思うのですけれども，重症心身障害者の通所の場所について，「デイセンターまなびや」は市の援助

もあって，十分な体制を取っていただいて，大変ありがたいのですけれども，非常に今はいっぱいにな

ってしまいまして，スペース的にもかなりいっぱいだし，一人ひとりが重度心身障害者なので，介助や

支援に時間がかかって，実質的な活動時間というのがだんだん短くなっているという状況です。もちろ

ん，日常生活支援自体が支援なんですけれども，充実した活動と考えると，その辺がだんだん削られて

いく感じがしますので，ぜひとも新たな施設整備を，ということをお願いしたいです。 

 関連して 4ページに調布基地跡地福祉施設（仮）について書かれていますが，割とここを当てにして

いたところがあるのですけれども，これがなかなか進まないという下では，やはり調布市の責任で，第

二の「まなびや」をつくってほしいというのを強調したいと思います。7 ページの文章だと，ちょっと

トーンが弱いかなとは思っていますので，調布基地跡地福祉施設があまり進まないという下ではどうす
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るかということを出してほしい。 

 なぜかというと，今まで「まなびや」に行けると思っていた人が，高 3になってから行けないという

ことですごく焦っているんですね。やっぱり自分がそのころのことを思うと，高 3になってから，いき

なりそういうことを聞くというのは非常にショックが大きくて，せめて，できれば高 1ぐらいから，ど

んなにおそくても高 2 のときには，必ずしも行けるわけではないからどうしようと考えておかないと，

高 3になってからそれを知ってどうするというのは，重心の人にとっては，ましてや医ケアのある人に

とっては大変なので，ぜひ強調したいと思います。 

 調布市も，基地跡地の福祉施設が順調に進まなかったという予想外のことがあるので，市の責任とば

かりは言えないのですけれども，ここをぜひともお願いしたいと思います。 

 

■委員長 

 貴重なご意見をありがとうございました。 

 前回の反省で，あまり私がコメントしたりお返ししていくと時間がなくなってしまうので，ちょっと

素っ気なく感じるかもしれないですけれども，次々に手が挙がった方を当てていきたいと思います。 

 

■委員Ｂ 

 資料の中の 10 ページの，自立訓練（生活訓練）という部分です。10 ページの一番下のところになり

ます。「知的障害の方を対象とした自立訓練（生活訓練）事業の整備について」というところですね。

こちらの部分について，私が就労支援担当なので，就労支援の切り口から，なぜ必要かというところを

お伝えできたらと思います。 

 先ほど，事務局からお話があったように，障害者の方の就労というところを目指して，目標値を設定

しているところだったと思うのですけれども，特別支援学校を卒業されて就職された方の中には，やは

りアセスメントが，ご本人の特性の理解のほうが不足をしていて，職場とのマッチングというのが不十

分な方が，割と毎年，一定数いらっしゃいます。そうした方の場合ですと，やはり就労体験の中ですご

く失敗をして落ち込んでしまったり，もう行き場所がないというような方も出てきてしまっているのが

実情です。そうした方について，改めてご本人のニーズを自分自身で理解するためにとか，どんなこと

をやってみたいのかとか，生活上どういったところを直していったらちゃんと就労して自立していける

のか，というところを学ぶ場を設ける必要がある。知的障害の方であっても，我々でいう大学に行って，

いろいろ学んでという機会，やはり設けていくべきところかなというところでの必要性がございます。 

 もう 1点ですけれども，このコロナ禍の影響で，知的障害で勤められている方の中には，会社から自

宅待機を命ぜられている方も多くいらっしゃいました。現在もまだ自宅待機ですという方はいらっしゃ

います。さすがに半年間，自宅待機を続けるというのはかなり酷なことで，やはり身体的にも精神的に

も，ちょっと限界が来ている状態の方もいらっしゃいます。ここについては，そこが生活訓練を利用す

るに値するかどうかという判断のところは，市のほうとの話し合いが必要なのかとは思いますけれども，

そうした方が一時的にでも通える場があればとてもいいなと思います。半年間自宅待機して，じゃあ明

日から仕事ねと言われて，恐らくそのまますっと入れる方はなかなかいらっしゃらないと思います。せ

っかく就労できているので，その芽をつぶさないための生活訓練という役割の部分が必要なのかなと感

じております。 

 

■委員長 
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 ありがとうございました。 

 

■委員Ｃ 

 3 ページのところの，ほかにもあるんですけれども種別のところです。知的障害，精神，難病，児童

と分かれていて，私の周りで今困っている人がすごく多いのが発達障害で，就労もできない，学校も高

校をやめてしまう，専門学校に入ってもやめてしまうとか，そこら辺の方が結構周りにいます。あと，

小学生でも不登校になった子がいます。ここの中の精神にも知的にも当てはまらない部分があって，ど

こに行けばいいか非常に困っているというところ，手探り状態で親がやっている状態なので，そちらへ

の支援というのがあるのかを伺いたかったです。 

 それで，グループホームも探しているのですが，どういうところに入ればいいかというのも探してい

るという状態なので，そこら辺も伺えたらお願いします。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは，事務局のほうからお願いします。 

 

■事務局 

 3 ページのところは調布市民福祉ニーズ調査の結果で，これは手帳ベースで抽出していますので，ど

うしても身体，知的，精神というようなくくりになってしまっています。発達障害の方でも，精神障害

手帳をお持ちの方もいらっしゃれば，手帳をお持ちでない方もいらっしゃる。なので，この精神障害と

分けた中に発達障害の方も含まれてはいるということですが，実際どれくらいいて，それを全部捕捉で

きているかといえば，そうではないのだろうと思います。 

 ただ，サービスに関しては，手帳は必須ではないので，実際には手帳を持たずに発達障害の診断を受

けて，いわゆる通所施設，作業所に通っていらっしゃる方は多くいらっしゃいますし，やはり，ここ数

年，発達障害の方を特にターゲットにした，市外も含めてですけど，就労移行支援などの施設は非常に

増えてきているなというふうには感じております。ですので，発達障害者支援法ができてからというと

ころもありますけれども，やはり発達障害という方をターゲットにした福祉サービスの提供体制という

のは，以前よりは進んできているのかなと思います。相談支援機関もこころの健康支援センターを中心

に調布市では受けておりますので，そういったところでご案内はしていけるかなと。 

 ただ，グループホームに関しては，通所施設のようにまだそんなに多くはないのかなというところは

ありますが，そこは初回の委員会で委員もおっしゃったように，よりひとり暮らしに近いタイプのグル

ープホームがある程度増えてくれば，発達障害の方でも入りやすくなるということがもしかしたらある

のかなというところは，今後考えていかなければいけないところかなと思います。委員さんからもご意

見があれば頂ければと思いますので，よろしくお願いします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 

■委員Ｄ 

 今のことと，それから，ちょうふだぞうさんからご発言してくださった自立訓練のことと関わるので
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すけれども，発達障害の方は親の会にもたくさんいらっしゃいますし，ご相談もすごく多いんですけれ

ども，発達障害の方でも，例えば，こころの健康支援センターの支援が合っているような，知的に高い，

自立度も高い方もいれば，知的ボーダーの方というのも結構いらっしゃいまして，そういう方はこころ

の健康支援センターはちょっと合わないという場合もあって，実例として何例か知っているんです。そ

うすると，知的の方を対象とした支援のほうが合っている場合もあるということを考えると，ちょうふ

だぞうさんのような施設で自立訓練ができると，よりそこを，ボーダーの人とかも含めてカバーできる

のではないかと思うのです。 

 一口に発達障害といっても，自閉症の方とそうでない方は全然実態が違ったりしますので，発達障害

というだけではくくれないのですけれども，不登校とかひきこもりの方とかも多くいらっしゃるので，

そこをいろんな施設，いろんなところがその人たちが選べるような形があるといいなと思うので，私の

実感としては，知的障害者を対象とした，例えば視覚支援とかできっちり構造化されているのがいい人

とか，こころの健康支援センターの自立訓練って多分そういう感じではないかなと。精神障害の方とか，

統合失調の方とかをイメージされているのかなと思っているんです。利用者さんからの話とかで。なの

で，そこら辺をきっちりできる，いろんな選択肢があるといいなというふうにまず思うということ。 

 それと，別のところですが，4 ページの「希望の家深大寺」で，今，調布は重度知的障害者の方を受

け入れていらっしゃいますけれども，数年後には定員に達するというふうに書いてあります。そもそも

「希望の家深大寺」というのは，区分 5と 6の方だけが入れる施設としてつくられているのですが，定

員まで 5と 6の方を入れてしまって，それで定員がいっぱいになったから次の施設をつくるということ

になると，その年度のお子さんの重度の方が全部ここに入るということになって，やはり新規の利用者

は，強度行動障害の方とかが複数いらっしゃると，その人たち同士の相性とかもすごくあるので，なか

なかうまくいかない。皆さん就園に対してすごく迷っていらっしゃるという話をよく聞きますので，定

員がいっぱいになる前に，もう 1か所つくり始めていただきたいのが率直なところです。 

 今，事業団の「そよかぜ」が，定員いっぱいになってしまって何年もたちます。ただ，対象の方がい

ると 1名募集みたいになっていますけれども，その「そよかぜ」のようなところをもう一つ考えていか

ないといけないのではないかと思うので，これはとても喫緊の課題だと私は思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 事務局からありますか。 

 

■事務局 

 「希望の家深大寺」のことに関しては，本当におっしゃるような形で私たちも考えております。まだ

具体案としてこの計画に載せられるところまではいっていませんが，方向性としてだけでも載せられれ

ばというところで，今の形ではこの状況です。 

 ただ，今後，年度末までに，調布基地跡の話もそうですけれども，これからまた話が進むことがあれ

ば，計画の完成までにそれに合わせて記載を変えていくということもあるかと思います。その都度，ま

たご報告させていただきますので，よろしくお願いします。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 
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 あとお一方ぐらい，この日中活動系サービスについてお受けできそうなのですが。もしなければ次の

議題に進ませていただこうと思いますが，よろしいでしょうか。 

 くどいのですけれども，もしまた後日あるようでしたら，事務局にご意見いただければと思います。 

 

 

【（３）精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムについて】 

 

■委員長 

 それでは引き続きまして，資料 3と 4を取り扱いたいと思います。こちらも事務局から説明をお願い

いたします。 

 

■事務局 

 それでは，議題の（3），「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムについて」ということでご説

明させていただきます。資料 3と資料 4の 2つ，お手元にご準備ください。 

 まず，資料 3からになります。これは第 5期，現行の障害福祉計画をつくるときから，国の基本指針

において，全国で精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築ということがうたわれるように

なっております。その中で，市町村レベルでまず何に取り組んでいこうかというところで，市町村レベ

ルでは，地域における基盤整備のために保健・医療・福祉関係者による協議の場というものを，まず全

国でつくっていきましょうというふうにされました。 

 2 ページにお進みください。調布市ではそこで，それまでも設置していた調布市地域精神保健福祉ネ

ットワーク連絡会，以下「精神ネット」というふうに略させていただきます，この精神ネットをこれに

位置づける活動をしていくことというふうに第 5期の計画で定めております。この「振り返り」のとこ

ろに書いてありますが，年 4 回程度開催をして，現在 41 の機関が参加しております。その一定の成果

として，今回，精神障害者の地域生活における課題ということで，自立支援協議会のときと同様に，前

回と同様に，意見具申という形で提出をされております。これについては後ほどまたご説明させていた

だきます。 

 3 ページにお進みください。次期，第 6 期の計画では，国の基本指針ではということで，地域包括ケ

アシステムの構築に当たり，都道府県レベルでは，次の 4ページに参考として載せさせていただいてお

りますが，精神障害者の入院患者数の減少や退院率の向上の目標を都道府県レベルで立ててくださいと。

それに対して，区市町村では協議の場のさらなる充実を目指して，その活動指標として具体的な開催回

数の目標，参加者数の目標，それから協議の場で定期的に目標設定や評価を実施するようにしていきま

しょう，というふうにされております。調布市でもこれに沿って，精神ネットの活動について，3 ペー

ジのとおり引き続き年 4回の開催をしていくという会議の目標設定と，年 1回，評価を実施して目標を

定めていきましょうということを案としております。 

 続いて，先ほど申し上げました資料 4，精神ネットから今回の計画策定に当たっての意見具申につい

てということで，こちらからは事務局の担当よりご説明させていただきます。 

 

■事務局 

 それでは，調布市地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申について説明いたします。資

料 4をお手元にご用意ください。 
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 調布市地域精神保健福祉ネットワーク連絡会は，市内の精神保健に関する支援機関が情報交換を行い，

相互理解を深め，連携を強化すること，それから，平成 30年度からは，精神障害者にも対応した地域包

括ケアシステムの構築を推進することを目的に追加しまして設置しています。ネットワーク連絡会では，

参加関係機関がテーマに即した属性ごとにグループに分かれ，グループワークを通じて情報交換を行っ

ており，グループワークの中で話題になった課題を積み重ねてきました。 

 今回は，ネットワーク連絡会から出た意見を地域課題としてまとめました。計画策定に当たって，ご

検討いただく材料にしていただけたらと思います。 

 ネットワーク連絡会からの重点課題は 2点です。それでは，資料を 1枚めくっていただきまして，左

上に「課題 1」と書いてある資料をご覧ください。課題 1 は，精神障害者が地域で生活していくための

サービスの充実が必要ということです。この課題が抽出された背景として，国から精神障害者にも対応

した地域包括ケアシステムの構築が打ち出されたことにより，精神障害者の地域移行として，長期入院

者が退院し，地域生活を始めたり，入院をしたとしても，一定期間で退院し，サービスを利用しながら

在宅生活に戻る方が増えてきました。精神障害者が地域で暮らしていくためには，適切な医療機関につ

ながっていることや，障害福祉サービスの利用や，困ったときに相談できること，地域住民の理解や住

居の確保などが重要であり，そのために，市には精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築

を推進し，協議の場の設置を求められており，30年度から行っております。 

 現状としましては，今までのネットワーク連絡会では，関係機関がスムーズな連携を取ることを目的

としまして，グループワークを行う中で情報を共有することや，市内施設見学を通じて顔の見える関係

づくりを中心に行ってきました。これが連携を取る上で有効であったと思います。しかし，今後，情報

交換のグループワークで終わるのではなく，個別の問題を地域課題として抽出する機能を持つことや，

地域住民の障害理解を推進するための普及啓発の活動を充実させ，精神障害者が地域の一員として，自

分らしい生活ができる地域づくりが必要であると考えています。また，直接当事者の声を聞く機会の設

定も必要だと感じています。地域移行が促進され，長期入院患者が地域で生活していくには手厚い支援

が必要となりますが，住む場所が決まっていない方の問題や，滞在型グループホームの不足の問題，ま

た，家事援助を行うヘルパーや相談支援事業所の不足の問題があります。 

 これらの現状から，具体的な方向性として 4点を挙げています。 

 1番，ヘルパーに対する障害理解の促進を図り，障害福祉分野で活躍する人材の育成が必要です。 

 2番，精神障害者向けの滞在型グループホームの増設が必要です。 

 3番，地域住民への障害理解の促進が必要です。 

 4番，地域課題を抽出するため，連絡会で出た意見を協議する場の充実が必要です。 

 次に，次のぺージの課題 2についてです。 

 ひきこもりの支援の充実を図る必要があります。ひきこもりの問題は，背景としまして，昔は若者の

問題とされてきましたけれども，現在はそれから数十年がたちまして，若者たちが 40 代，50 代になっ

ています。そのため，ひきこもりの問題は若い世代だけでなく，全世代の問題として取り扱われるよう

になってきています。調布市ではひきこもりの問題に関しまして，若者の方，中高年の方，就学期の方

とライフステージによって異なる支援機関が支援を行っていますけれども，これが切れ目なく支援を行

えるようにしていく必要があると思っております。 

 それでは，具体的方向性に進ませていただきます。具体的方向性としては 6点挙げています。 

 1番，ライフステージに応じた支援機関の情報交換や役割の相互理解を深める必要があります。 

 2番，引きこもりの予防を含め，若い世代への情報発信や周知が必要であります。 
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 3番，ひきこもりがいる世帯に届くような情報の発信，周知が必要であります。 

 4 番，ひきこもり支援は途切れやすい性質があります。専門性の確保や切れ目のない支援ができる人

材と体制が必要です。 

 5番，多職種支援によるチームでの多角的アプローチが必要です。 

 6番，当事者や家族会からの声を聴く必要があります。 

 以上，精神保健ネットワークのほうから課題としてまとめさせていただきました。これを踏まえてご

検討いただきますよう，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。 

 精神保健福祉ネットワーク連絡会からは，当会に対する意見具申，こういった内容を入れていただけ

ないかということで頂いているものです。基本的には，意見具申にこれを付け足そうとかそういったこ

とではなくて，上がってきたものに対するご質問であったり，あとはこの基本方針といいますか，上が

ってきた内容に対してこういったことを付け加えてみてはどうかとか，そういった角度からご意見を頂

ければ，あるいはご質問いただければと思うのですけれども，いかがでしょうか。 

 

■委員Ｅ 

 課題 1のところで，「地域で生活していくためのサービスの充実が必要です」ということが書いてあ

るのですけれども，ここではどちらかというと，長期入院者が退院して，退院したところの地域移行が

中心となっておりますが，現在，かささぎ会に来ている方の中では，入院して退院はするのですが，そ

の後，地域移行にいかずに，ご家族が面倒を見ているご家庭がかなりたくさんあります。結局，そのま

ま 40，50歳になって，親が 70，80歳になっていく形で，そのまま数十年間暮らしているご家庭がたく

さんあります。これですと，どちらかというと退院した直後ばかりが中心になっているのですが，そう

ではなくて，家族が抱えている当事者についてのサポートというものをもっと充実していただきたいと

思います。このお話では具体的なことがなくて。 

 あと，こころの健康支援センターさんができたおかげで，こころの健康支援センターさんに行ける方，

そこに相談できる方は，こうしたいろいろな各種福祉のサポートにつながることができて，ひとり暮ら

しとかができるのですけれども，先ほど申し上げましたような家族が抱えているお宅は，福祉につなが

ることができない方がたくさんいます。医療につながれない方の場合には，保健センターとかで未治療

の方の対応がありますけれども，病院にだけは行けて，福祉につながれないまま数十年を暮らしている

方が非常に多くて，そういう方の場合には，福祉の方のほうに訪問支援という形で，最近は訪問支援を

充実していただけるおかげで，初めはつながることができるのですけれども，それが継続できなくて，

また医療だけになる。医療のほうに関しても，医療もずっと続けられるわけではなくて，親御さんが代

わりに薬をもらって，そのまま医療を続けているお宅もたくさんあります。このように，福祉にもつな

がれない，医療にもつながれない，でも家族が面倒を見ている。こうした福祉の課題のところから抜け

落ちている家族が非常に多いものですから，その辺のところを，どうにかサポートできるような方向性

というのをつくり上げていただきたいと思います。 

 具体的にお願いしたいのが，先ほど，福祉につながれない方の場合，訪問支援ができたおかげで大変

助かっているのですけれども，訪問支援というのは，継続しないケースといたしまして，医療関係者の

方，病院の先生，それから訪問看護の方，それから相談支援の方，皆さんお仕事がそれぞれ別々なので，
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それぞれの立場で，お医者様は「入院しなくても大丈夫だよね」という方向で，訪問看護の方は「体調

は大丈夫だよね」ということをおっしゃっていて，相談支援の方は「毎日どう？」という形で聞かれて

いて，結局連続性がないので，その方の病状に応じた形での福祉のサポートであるとか，そういったこ

とがありません。そうしますと，相談員の方とかはご家族のほうに「病院の先生は何とおっしゃってい

ますか」という形で調整をお願いしているのですけれども，家族は素人ですし，そういった専門的なこ

とに対する調整を家族に任されても限界があります。 

 といわけで，できればお願いしたいのは，専門機関同士で，その当事者の病状に応じた形で福祉へつ

ながることができるようなサポート体制ができないかというお願いがあります。この辺に関しましては，

世田谷区とかでも実現されておりますアウトリーチがあると望ましいのですけれども，保健所が調布市

にはありませんので，アウトリーチは体制的に難しいということであれば，アウトリーチに代わるよう

な形での体制の整備をお願いしたいと考えております。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 そうすると，この課題 1のところで，地域生活をしていくためのサービスの充実というところに，今，

委員がおっしゃってくださったようなことを，具体的方向性とかに付加していくということでよろしい

でしょうか。 

 

■委員Ｅ 

 はい。それともう 1点，ひきこもり系の中のお話のところで，多職種支援によるチームでの多角的な

アプローチが必要ということなのですけれども，これは恐らく，ひきこもりの方の場合，精神障害の方

も一部含まれているケースがありますので，そういった形でのアプローチが必要ということであれば，

こちらのほうは，ひきこもりというところから実は精神が，というお話を見つけるパターンなのですが，

こちらの多角的なアプローチの中に，精神障害の方が福祉につながる上での，いわゆる医療と福祉を連

携させるような形でのアプローチというのを含めていただければと考えております。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 ポイントは継続ということ。要は地域生活というのはいいけれども，おしゃってくださったように，

地域移行のところが中心になっているので，地域の中で継続して生活していくためのサポートという観

点という捉え方でよろしいでしょうか。 

 

■委員Ｅ 

 地域で継続したサポートなのですが，本当は親も早く自立してほしいのにサポートがばらばらなおか

げで，なかなか自立につながらないんです。ですから，医療的な観点を踏まえた上でのサポートをして

いただけると，自立が割とスムーズにいく可能性もあると思うのですが，現在は医療と福祉の連携がな

いので，それがいっていないと。 

 

■委員長 

 分かりました，ありがとうございます。 
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■委員Ｆ 

 今のご意見，私なりにすごく共感いたしました。この問題が精神福祉の問題だけに限ったネットワー

クでなくて，地域包括ケアシステムの中の話ということですので，どうもこのメンバー構成を見ても縦

割り構造は否めないと思っています。地域移行が促進される中で，地域包括ケアシステムの中に障害の

方が入っていくという話の中で，やはり医療一つとっても，精神医療だけで太刀打ちできるものではご

ざいませんので，もうちょっと大きな枠組みでも医療に関与してもらわないといけないということをつ

くづく思います。 

 先ほど言われたようなアウトリーチのような，そういったアプローチというのは非常に難しいのだと

思いますが，そういったところも含めて。正直，私，今，医師会の代表をやっておりますが，このネッ

トワーク連絡会の存在自体，初めて知りました。精神科の先生は出ていると思うのですが，これが調布

市の医療に全然還元されていないですね。これではまずい。調布市の医療の課題としてここを捉えてい

かなければいけないので，ぜひそういったところも含めて，もう 1回，このネットワークの目的，あり

方等を考え直していただければと思いました。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 

■委員Ｄ 

 このネットワークについて，そういうものがあるんだなというのは知っているのですが，全く関係が

ない，外側にあるものと思っていました。「平成 17 年より精神障害や発達障害のある人が地域で暮ら

しやすく」なので，そういうことがあるならば，もうちょっと情報が知りたいなと今思いました。 

 それで，この精神のネットワークの関係者，連絡会に出ている方のメンバーを見ても，恐らく精神障

害の方が入院していて，地域移行するとかヘルパーさんが入るとか，そういうことがイメージされたネ

ットワークなのかなと思うのですけれども，普通に家庭で暮らしている方でも，もちろん医療との連携

の上にその人のケアを考えていかなければいけない方もいらっしゃいますし，一部分的かなという感じ

がどうしてもしてしまって，発達障害の方の専門性がある機関とか相談機関とかが，こころの健康支援

センターは多分入っていると思うのですけれども，家族会というのはどこのことなのかなと思ったりす

るので，これはこれでいいかもしれないのですけれども，もっといろんなところに広げていかないと，

医療との連携というものを，これはここだけでやるよねというのではなくて，今もご存じないというの

は，ちょっともったいないなと思うんです。せっかくこういうものをやっているのに，関係者でも一部

分の人しか知らない。 

 発達障害とひきこもりも大きな関係性が絶対あると私は思っていて，就学期のひきこもりとも書いて

ありますけれども，じゃあ，子ども発達センターとかは入っているのかなとか，学齢期のひきこもりだ

ったら教育機関は入っているのかなというふうに，どうしても私は思いたくなるんですけれども，恐ら

くそうではないのではないかと思うと，もうちょっと全体的なつながりを皆さんが持っていただけたほ

うがありがたいなと思います。 

 例えば知的障害の方でも，これはちょっと精神のテーマだと思うのですけれども，強度行動障害とか，

強迫性障害とか，本当に医療の関わりが必須な方というのはたくさんいて，そういう人たちの地域生活

を支えるということも医療との連携が必要だと思います。 
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■委員長 

 ありがとうございます。 

 医療との連携ですね。縦割りの部分があると思いますので，それを打ち破っていくということが，一

つ大きなポイントになるかなと思いながら伺っておりました。 

 あと精神疾患とか精神障害がある方が地域で生活していくに当たって，必要な支援であるとか，ある

いは重要なことというのを，今，お感じになっていることで結構ですので，ぜひ頂ければと思うのです

けれども，いかがでしょうか。 

 

■委員Ｇ 

 やっぱり，いろいろ話をする相手がいることが必要だと思うんですよ。自分ではいろいろ考えていて

も，最初はなかなかうまく伝えられないかもしれないけれども，話しているうちに伝え方もだんだんう

まくなってくることもあって。それで，とにかくこれは病気なんだとちゃんと理解してくれる人が，た

だサボっているのではなくて本人もつらいんだということが分かって，病気だと分かってくれる人，話

をしてくれる人がいるということが大事だと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。ぜひ反映していきたいと思います。 

 どうぞ，お願いします。 

 

■委員Ｈ 

 一つ，現状というか質問というか，伺えればと思うのですけれども，地域包括ケアシステムの構築の

このメインの中にも，ピアサポート活動というのがあるかと思います。ピアサポートは国の事業などで

も行われていて，育成の取組なども今注目されています。それと，多職種の中にピアサポーターを入れ

てというような活動もあるかなと思います。当事者の方同士で経験を共有したり，それと，退院支援で

もピアサポーターが入ったりというのがあります。課題のほうには「ピアサポート」というような言葉

は出てこないので，ピア活動というのは，取組として，育成とかというところも含めて，現状どのよう

に行われているのか伺えればと思いました。 

 

■委員長 

 いかがでしょうか。事務局からお答えいただいてよろしいですか。 

 お願いします。 

 

■事務局 

 ピアサポートについてですけれども，調布市では，今，直接ピアサポーターを育成していることはな

いですね。 

 調布市にある精神病院のほうから地域移行するに当たって，東京都のほうが委託している事業所があ

るのですけれども，そちらのほうから市内の病院にピアサポーターとして来てくれて，退院促進をして

くれているという実績のほうはあります。 

 市のほうではまだ育成はしていない状態なので，ご意見として伺いたいと思います。ありがとうござ
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います。 

 

■委員Ｈ 

 ありがとうございます。 

 ご本人たちも活躍できるのかなと思うので，今後，広がっていくのかなというふうに感じます。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 まだ，このテーマについてご意見はあるかと思うのですが，先に進めさせていただきます。申し訳ご

ざいません。 

 もう一回，くどいですけれども，もしあるようでしたら，また事務局のほうにご意見いただければと

思います。 

 

 

【（４）居住系サービスについて 

   （施設入所支援，療養介護，共同生活援助，自立生活援助，短期入所）】 

 

■委員長 

 引き続きまして，今度，居住系サービスで，資料 5のほうに移りたいと思います。事務局からご説明

をお願いいたします。 

 

■事務局 

 議題（4）の「居住系サービスについて」をご説明させていただきます。資料はお手元，大丈夫でしょ

うか。 

 第 1回委員会でお諮りした検討スケジュールから若干の変更となりますが，前回の議事の一部が今回

ずれ込んだことに伴いまして，今回は日中活動系サービス，居住系サービスと相談支援，そして次回に，

当初，今回に予定していた地域生活支援事業を回してやらせていただければと思っております。 

 ここで，居住系サービスというのは，入所施設ですとかグループホーム，それから平成 30 年 4 月に

新たに創設されたサービスであります自立生活援助，それからショートステイ，いわゆる短期入所です

ね，いわゆる生活の場を支えるサービスが対象となります。資料の構成としては，先ほどの日中活動系

サービスと同様になっておりますので，ご承知おきください。 

 ポイントをかいつまんで進めてまいりたいと思います。最初に 5 ページ，施設入所支援と療養介護。

これは，いわゆる比較的規模の大きい入所施設になります。この施設入所支援の利用者数，つまり入所

している方の数については，地域移行を進めて減少させていくというのが，第 1期のときから一貫して

国全体の施策の流れとなっております。調布市でも徐々に減少傾向にあります。療養介護のほうは特に

重度の肢体不自由と重度の知的障害，医療的ケアを含めた，いわゆる重症心身障害の方が入所して利用

するサービスというふうにお考えください。7 ページ記載の第 6 期の見込み量では，現状の人数を増や

さず，維持していくこととしております。 

 これに関して，成果目標にも関わりますので，順番が前後しますが，先に資料の 17 ページをご覧い

ただけますでしょうか。施設入所者の方の地域移行や削減については，市町村で目標値を定めることと
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されています。これも第 1期からずっと継続して挙げられている成果目標です。第 5期では，調布市で

は 5人の地域移行をして，入所者数は新規入所があることを踏まえて，その数を増やさないで維持する

ということを目標として定めました。第 6期では，国の基本指針では令和元年度末，今年 3月の入所者

のうち，6％以上は地域移行，そして次の 18 ページに移りますが，入所者数の数も 1.6％以上削減しま

しょうということになっております。これに対して，調布市においては引き続き，地域移行者数につい

ては期間中 5人という目標を掲げさせていただきたいと考えております。新たに入所を希望される方も

一定数いらっしゃることから，入所者数についても現状よりは増やさない，令和元年度末の 135人を据

え置きということを目標としたいと考えております。 

 以上が入所についてです。 

 8ページにお戻りください。共同生活援助，これがグループホームを指します。全国的な方針として，

入所は削減，グループホームは拡大という方向性があります。調布市のグループホームについては，こ

れまで拡大してきております。9 ページからの「②事業所一覧」では，市内のグループホームとそのタ

イプ，戸建て型とかアパート型というタイプも記載しておりますので，ご参考ください。今後は，特に

重度の障害がある方に対応したグループホームや，体験型グループホームの拡充というものを第 6期で

は予定しております。それらの取組と並行しまして，様々な障害種別，高齢化，重度化などの対応，多

様なニーズの対応を図りたいと考えております。 

 12ページから自立生活援助です。これはひとり暮らしの方を定期訪問して支援するサービスです。第

5 期の策定時点ではまだ制度が始まっておりませんでしたので，見えにくかったところもありますが，

実績は大きく上回りましたので，第 6期ではそれらの実績を基に目標を出しています。 

 続きまして，駆け足になりますが，14ページからの短期入所，ショートステイです。これは，この間

は新型コロナの感染拡大を受けまして，一時期，受け入れを停止した施設もありました。令和 2年度の

利用実績は低くなる見込みとなっておりますが，ニーズは引き続き高いものと認識しており，拡充はま

だ必要と考えております。新規開設のグループホームへのショート枠を 1個併設するなどを運営法人と

協議したり，また，単独ではなかなか運営の採算が厳しいサービスでもありますので，16ページ，提供

体制の確保に関する方策に書きましたとおり，近隣市との連携なども視野に入れた広域的な制度の検討

も必要と考えております。 

 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。 

 それでは，いかがでしょうか。ここの全体，居住系サービスについてご意見，ご質問等ある方はお願

いいたします。 

 

■委員Ｅ 

 自立生活援助は新しいシステムで，一応，独居者が対象となっているということですけれども，先ほ

ど申し上げましたように，高齢の親が当事者を抱えている家庭が非常に多いです。高齢の親はサポート

ができなくて，自分のことでいっぱいいっぱいという形で，そういう方もできれば対象にしていただき

たい。高齢の場合，介護認定が付かないとここの対象にならないようなケースがあるそうですけれども，

介護認定というのはかなり厳しくなっておりまして，介護認定は付かないけれども，介護の全体で考え

るとご家庭ではかなり厳しい状態であるという，そういう実態を踏まえた上で，自立生活援助の対象を
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もうちょっと増やしていただけると，とても 16 人では収まらないと思いますので，その辺の実質的な

対象者についての検討というのも考えていただきたいと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

■委員Ｄ 

 入所施設から地域移行へということはずっと言われていて，定員を増やさないで維持する程度にした

いというお話はとてもよく分かるのですけれども，重度の知的障害の方とか高齢になった障害者は，今

までは入所施設に入ったら大丈夫だよねと思っていたのが，そういうふうにはいかなくなっていて，な

おかつ，調布市内の重度向けのグループホームは，今まで「じょい」1 つだけで，事業団側のホームペ

ージを見ましたら，平成 20 年にしっかり事業受託したと書いてあって，それって 12 年前なんですね。

12 年間で 1 個しかないということです。今年，「調布ヶ丘じゃんぷ」で重度の人を受けるというふうに

言っていらっしゃいますけれども，10年以上たって 1個が 2個になったというだけの進み方で，なおか

つ，入所も控えましょうというと，結局，家族が抱えるようになってしまうのではないかという不安が

あります。ですので，ここは重度知的障害者向けのグループホーム，また高齢の方が対応できるグルー

プホームをつくっていくというのをすごくお願いしたいなと思います。 

 

■委員長 

 ご意見ありがとうございます。 

 

■委員Ｂ 

 私，以前，入所施設の職員だったので，その立場からの意見ということでお願いします。 

 地域移行を進めていくというふうな形になっていると思いますけれども，入所施設の側からすると，

地域移行を実現するまでのルートというか，内側の職員からは，どうやったら地域移行って実現できる

のかとか，そういった部分は何も分からなかったです。私が担当していたご利用者で，一人グループホ

ームに住みたいという方がいらっしゃったんですけれども，私が在職中，なかなかそれが実現できなく

て，すごく心残りではありました。 

 実際，地域移行していくに当たって，現場の職員レベルでどんなことができるかとか，そういった講

習的なものがあればいいかなと思います。今後，高齢化が進んでいくと，地域移行の可能性というのは

どんどん低くなっていく。かといって入所施設から追い出すわけにいかないと思うので，なるべく早い

段階で，具体的にどうやっていったらいいかというのを，現場の入所施設と一緒に話し合っていってい

ただけたらと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。実際に地域移行は，国のモデル事業として「のぞみの園」がすごくやってい

ましたけれども，最終的には高齢の入所者がやはり地域移行が難しいということで，結局残っているん

ですよね。そういったことも踏まえながら，施設のあり方というのを――国の指針としては地域移行を

進めろというのはありますけれども，必ずしもそれが実態に即していないなというのは私も思うところ
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です。 

 すみません，ちょっと余計なことを言いました。ほかにいかがでしょうか。 

 グループホームのいい点とか，あるいはこんなところが足りないというようなこと，もっとこうなれ

ばいいなというのがあれば，ぜひご意見いただければと思いますが。 

 

■委員Ｉ 

 私が利用したことがあるグループホームとしては，事業団さんが運営していました体験型グループホ

ームの「すてっぷ」，現在利用しているのはアパート型のグループホームです。 

 まず「すてっぷ」から説明しますと，使っていた感想としては，初回が 3か月で，世話人さんが遅番

と夜勤があったり，手厚い支援です。それ以外は「じゃんぷ」などの定住型のタイプとそんなに変わら

ない形です。自立訓練的な一環として，希望すればそういうスペースを使わせてもらえて，それで昼食

のお弁当をつくったりとかもさせてもらいました。 

 今，使っているアパート型ののほうでは，週 1，あるいは週 2 ぐらいで担当の方が面談に来る以外は

本当にひとり暮らしなので，家事，炊事，洗濯，掃除とかは自分でやらないと，家が散らかってきて，

セルフ・ネグレクト状態になってしまうので，毎朝捨てていますけれども，そんなにごみ屋敷になるこ

ともなく片付けられています。 

 アパートの共有スペースというような場所は，管理人さんなる人物がいて，その方がきれいに掃除し

てくれています。アパート型としては，前回話しましたが，干渉されることがないので，友人とかも普

通に招くこともできますし，そんな細かいルールもなく楽しくやっているので，自立した生活がされて

います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。楽しく自由に過ごされているということですね。 

 

■委員Ｉ 

 はい。 

 

■委員長 

 今，いい面をたくさん言っていただいたと思いますけれども，もうちょっとこうだったらいいなとい

う面がもしあれば。なければいいですけれども。 

 

■委員 U 

 いや，全然なく。体験型グループホームなんかは結構，利用したいときに利用したいと思うので，ど

こかの大型マンションの一部とかにつくってもらえると，足りないのでいいのかなと思います。 

 

■委員長 

 体験型グループホームがもっと増えればと。 

 

■委員Ｉ 

 そうですね。 
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■委員長 

 貴重なご意見をありがとうございました。 

 それでは，ほかにいかがでしょうか。入所系サービスについて，ご意見がおありの方はいらっしゃい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 そうしましたら，ちょうどここで 1時間たちましたので，10分程度の休憩を挟ませていただきたいと

思います。40分過ぎぐらいから再開させていただきたいと思いますので，それまで休息を取られてくだ

さい。 

 

（休憩） 

 

【（５）相談支援（サービス等利用計画など）について 

（計画相談支援，地域移行支援，地域定着支援，障害児相談支援）】 

 

■委員長 

 すみません，休憩が短くて大変申し訳ないですけれども，そろそろ再開をさせていただきたいと思い

ます。 

 今，事務局とも話していたのですが，本当に毎回皆さんたくさんご意見くださって，私，毎回大変勉

強になっています。いろいろなこういった自治体の会議に出ているのですけれども，この会議は毎回本

当にあっという間に過ぎてしまいます。時間の経過を忘れてしまって，前回 2つほど大きな議題を持ち

越してしまったので，ちょっと反省して，今日は少し区切る感じで進めさせていただいていますが，ご

了承いただければと思います。 

 それでは，再開させていただきたいと思います。引き続きまして，相談支援について，資料 6になり

ます。それでは事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

 それでは，議事の 5番，相談支援についてご説明させていただきます。資料 6をお手元にご準備くだ

さい。 

 議事としては，次の(6)の「調布市における相談支援体制について」と一見区分しにくいのですが，こ

こではまず，障害者総合支援法，児童福祉法に基づくサービスの種類としての相談支援，内容として主

にサービス等利用計画，介護保険でいうケアプランですけれども，サービスの利用計画の作成などが対

象とお考えください。 

 資料 6の 4ページをご覧ください。サービス等利用計画を作成するそのサービスと言っておりますの

は，計画相談支援と障害児相談支援というふうになります。かねてより，相談支援事業者が不足してお

りまして，事業所がつかず本人や家族が作成する計画，いわゆるセルフプランによるサービスを利用し

ている方がまだ多数いるということが課題となっております。第 5期計画の 3年間においても，新たに

市内で 3 か所の相談支援事業所が開設し，計画の作成数も着実に増えてきてはおりますが，それでも 4

ページの真ん中にありますように，計画相談支援では 34％，障害児相談支援では 73％の方がまだセル

フプランでサービスを利用しているという状況になっております。 

 6 ページの一番上③には，市内事業所の利用状況，特に児童では子ども発達センターがほとんどを占
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めておりますというような状況や，以前，この委員会でご要望のありました障害別の計画作成状況，セ

ルフプランの方がどれくらいいるかということを障害別にもまとめておりますので，ご覧ください。 

 相談支援に関する報酬が高くないという構造的なものもあり，なかなかこの状況をすぐに解決するこ

とができずに来ておりますが，調布市では，引き続きセルフプランから相談支援事業所による計画作成

にできるだけ早く多くの方が移行できるように取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして，8 ページから，地域移行支援・地域定着支援，これも相談支援の中のサービスの一つで

すが，この中ではとりわけ地域定着支援がこれまで伸び悩んでいたものが，先ほどの自立生活援助，こ

れの拡大に伴って，計画値には届いておりませんが増加しているという傾向があります。 

 これは自立生活援助が原則 1年間という短期集中型のサービスというふうに位置づけられておりまし

て，その自立生活援助の期間が終わったら地域定着支援での支援に移行するということが，サービスの

開設当初から国において想定されていたこともあって，自立生活援助の利用増加に伴って地域定着支援

も増加しているというような状況になっています。引き続き，相談支援事業所とも連携しながらニーズ

の把握や提供拡大に努めたいと考えております。 

 サービス種別としての相談支援，資料 5 に関する説明は以上となります。委員長にお返しいたます。 

 

■委員長 

 ご説明ありがとうございました。 

 それでは，こちらについて皆様から何かご意見，ご質問ありましたらお願いします。 

 

■委員Ｄ 

 7 ページの「サービス見込み量の考え方」というところの，第 6 期障害福祉計画（案），令和 3 年度

から 5年度という数字が出ています。目標値を見ると分かるのですが，令和 2年度からものすごく増え

ていますよね。特に児童のほうは，児童のサービス等利用計画をつくる期間が少ない中で，これだけ増

やせる根拠はあるのでしょうか。 

 

■委員長 

 いかがでしょうか。 

 

■事務局 

 お答えします。ここは，これだけ増やせる体制がすぐに整うかといいますと，なかなか難しいところ

もあると思っております。ただ，考え方をどうするかというところで皆さんからご意見があれば頂きた

いところではありますけれども，あくまでこれくらいの量が本来は必要であるということを見込むとい

うところもありまして，やはり，これくらいの方が実際にサービス等利用計画を必要とするように調布

市ではなっていくというようなことで，本来この体制を整えるようにしていかなければいけないという

趣旨で定めているところではあります。ただ，そこはもっと現実的な数で定めたほうがいいのではない

か，着実に達成できるようにしたほうがいいのではないか，というご意見もあれば頂ければと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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■委員Ａ 

 いろいろ要望した資料，データも出していただいてありがとうございます。 

 まず，質問ですけれども，6 ページの種別のセルフプラン数について，とりわけ私は児童が多いなと

思うのです。詳しくないので少し教えていただきたいのですけれども，これは，例えば通園とか児童発

達支援といいますか，それだけを利用するためにプランをつくるのか，放課後等デイサービスを利用す

るためだけにとりあえずプランをつくっている方がセルフプランになっているということなのか。実際

どういう状況なのか。本音は利用したいけれども，プラン全体は考えられないから，まずセルフプラン

に入るみたいな話なのか。状況を教えてください。 

 

■委員長 

 お願いします。 

 

■事務局 

 事務局からここもご説明させていただきます。 

 おおむねは，今おっしゃったように，例えば放課後等デイサービスだけを利用するといってもプラン

の作成は必要となってきます。ただ，そういった方は現実にはセルフプランで利用されているという方

が多くいらっしゃるという状況はあります。 

 例えば，児童でも身体は逆にセルフプラン率が低い。これはなぜかと言うと，全員が全員そうではな

いですが，やはり重心や身体のお子さんになると，通所だけではなくヘルパーも利用している方がすご

く多くなる。調布市ではこれまでも訪問系サービス，ヘルパーを利用する方を特に生活状況の変化に応

じてサービス調整が必要になることが多いので，限られた相談支援専門員の中でヘルパーを使う人をま

ず優先的に付けていこうというような形で取り組んでおりますので，どうしても児童では身体の方のほ

うがセルフプラン率が低くなっているというような形になっているとお考えいただければと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。 

 

■委員Ａ 

 ありがとうございます。それで先ほど委員も言った 7ページの表を見て，すごく増やす目標で，これ

が本来の姿だということを私も思ったのですが，それに対する具体的な計画がないと，また今期でもな

かなか伸びなかったで終わるのではないかという思いがあって，やっぱりそこの具体化をしてほしい。

目標を下げるのがいいか，どうするのがいいかというよりは，実際にはちゃんとセルフプランをなくす

ところにもっとぐっと近づけるようにしてもらいたいと思っています。 

 仕組みに詳しくないので何とも言えないのですが，実は私は前回も言いましたけれども，基幹相談支

援センターになっている障害福祉課の相談員の方がつくってくれていて，しかもヘルパーを使っている

ので，3 か月に 1 回モニタリングがあります。すごくありがたいんですけれど，そんなに丁寧に私のこ

とにという気もします。生活の変化がそんなにないけれども，毎回プランを書くのに結構時間がかかる

んですね。細かい聞き取りがあり，それを事業所に持っていって様子を聞いてという，ありがたいけれ

ども，全体にはセルフプランの人がこんなにいるのに，うちにそこまでかけなくてもいいというのが正
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直な気持ちです。まずは今セルフプランの人とか，サービスを利用していない人でも，本当にもっと困

っている人がいるかもしれないというところを，一気に把握するということも必要ではないか。より支

援が必要なところに力を傾けるということが必要ではないかと思います。 

 今，3 か月モニタリングが定期的にある人を浅くしていいのかという問題はあるのですが，その辺の

ふるいをかけて，一部の人だけ手厚くなるのではなくて，本当に必要な人が誰かを見極めるためにも，

まずみんなを俎上に載せるというような取組ができないものだろうか。それは身体にせよ知的にせよ精

神にせよ，それぞれでやってもらえないだろうかということです。 

 また，「デイセンターまなびや」の個別支援計画は大変丁寧なんです。計画相談がないときにはうち

の状況を一番把握しているのは通所の職員で，まともな通所施設とか通園だと割とそうだと思います。

利益相反とかもあるから本当は別個の相談支援事業所があったほうがいいと思うのですけれども，でも

きちんと本人に支援しているところだったら，そこの方がもうちょっとプラスアルファで，じゃあ在宅

の支援ではこういうことが必要かとか，メインの通所のところがちょっと視野を広げて計画をつくるみ

たいな仕組みには果たしてできないのかどうか。これは仕組みが分からないので，可能かどうか分から

ないのですが。 

 何かそういう形でこの人についてはここがメイン，この事業所についてはここの事業所がメインでつ

くっていくような仕組みが取れないものか。一方では，なかなかここの事業所はそこまでのスキルとか

人の余裕もないから，そこには人の配置から関わろうとか，そういう個々の対策を立てていかない限り，

目標を達成するためではないですけれども，本当に困っている人を救えないと思っているので，もう少

しそのようなことを考えてほしいと思います。 

 

■委員長 

 仕組みとしてですね。ありがとうございます。 

 

■委員Ｅ 

 地域定着支援ですけれども，計画は 8とかという形になっているんですけれども，自立生活援助のと

ころの対象をもうちょっと現状に沿う形で対象にしてほしいというお願いをしましたが，地域定着支援

も自立生活援助の延長上ですので，同様に本当に困っているご家庭を把握していただいて，これが使え

るような形にしていただきたいと思います。 

 家族が苦労して，非常に困っているんですけど，そこでどういう制度があるかというのを皆さん知り

ません。やはり相談員の方も試行的に使えないことが分かっているので，地域定着支援ではあまり紹介

していただけないようです。 

 精神障害者の場合，ここの先頭に書いてありますように，「支援がほしいが，受けていない」，「適切な

サービスがあれば利用したいが，見つからない」と回答した人が精神障害者は非常に多いのですけれど

も，やはり当事者自体も自分が何が困っているのかちゃんと理解できない病気の特性がありますし，家

族も高齢になってしまって調整するのが難しいというような状況がありますので，先ほどのご意見の中

でありましたけれども，本当に困っている方が見つけられるような，自分たちが声を上げられない当事

者あるいは家庭を救えるような，何かそうしたシステムというか，それを探す体制をつくっていただき

たいと思います。 

 

■委員長 
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 ありがとうございます。一言で言うと，アウトリーチの体制ということになりますね。 

 

■委員Ｅ 

 できたらそういうふうに。 

 

■委員長 

 できたらいいですね。 

 

■委員 E 

 ぜひお願いしたい。 

 

■委員長 

 ぜひ検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

 いかがでしょうか，ほかに。どこかでご指名しようと思っていたので，ありがとうございます。 

 

■委員Ｊ 

 この計画相談支援ですけれども，高次脳機能障害ということで，事故とか脳梗塞とかで，病院に入ら

れた後に移る施設ですけれども，基本的には，ご家族と一緒に住んでいらっしゃる方はセルフプランで

も問題ないのですが，お一人の方がセルフプランで来たりもするんです。そのときに，通所施設として

は意外と知っていたりしてつないだり，ほかのこういうところもあるよということが言えるのですけれ

ど，計画相談がないと訪看とかそのほかにつなぐのがなかなか難しくて，僕も来てから計画相談を書い

てもらう人が結構多いんです。知らないでセルフプランで来られる方が多いので，アウトリーチと言っ

ていましたけれども，もうちょっと，こういうのがあるということが分かっていらっしゃると，市の事

業の方ではなくて友人の方だったり，そういう人が手続きしてくれるケースのところから安心感は出る

のではないかなと思います。 

 

■委員長 

 貴重なご意見をありがとうございます。そうですね。 

 ふだん，サービス等利用計画を立てていらっしゃる委員さん，いかがですか。すみません，突然振っ

てしまいまして。立てていらっしゃるお立場から，今の皆様のご意見をお聞きになってどうかなと思っ

て，当てさせていただきました。 

 

■委員Ｋ 

 我々は，先日は同行援護とか手話とかの報告をしましたけれども，うちの係では計画相談を事業とし

て行っていまして，私も相談員の一人なのですが，今の現状として，ちょっと身体に限ってしまうかも

しれませんけれども，計画を受けている，契約をされている方の幅がすごく広いなと思っています。 

 1 つは，うちだったら重度の身体障害のある方で，本当にヘルパーがつなぎ目なく，ずっと継続して

本当に長い，十何時間を継続して入られている方，まさにこういう方の場合はヘルパーのサービス調整

がすごく必要になるので，また，医療や訪問看護とか，リハビリとか，入浴とかいろんなサービスを伴

ってくるので，実際にカンファレンスをすると十何人が集まるようなことが起きてしまいます。今では
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密を避けるために Zoomで実施して，現場に行ってやる人は本当に限りなく少なくして行っています。 

 そういうような方もいる中で，やはり働いていて，土日にヘルパーを使いたいという方で，3 か月に

一遍モニタリングで入っている方もいます。そういう方の場合は，限りなく，すぐには相談ニーズは高

くないけれども，万が一自分に何かあったとき，具合が悪くなったときに，お守り代わりで利用してい

きたいというような方もいらっしゃいます。 

 そういうようにすごく幅がある中で，我々の計画相談で契約を進めているという方もいらっしゃいま

すし，島田委員もおっしゃったように，やはり高次脳機能障害の方というのは，特にサポートが結構必

要なのかなと思っておりまして，中にはひとり暮らしの方もいらっしゃいます。ご家族の方は，ご家族

が疲弊されているという状況もあるので，そういう中で入っていくというのはすごく意味があるなと思

って，我々はその点にも力を入れているところです。 

 では，そのニーズの問題ということですけれども，我々もたくさんの方が入れればいいなと思ってい

るのですけれども，マンパワーの不足があります。では，何でマンパワーが不足しているのかというと，

やっぱりヘルパーが見つからないというところでの，探すということにウエイトをかけてしまっている

のかなというところがあります。 

 新しい事業所が来て，ヘルパー事業者がやっていますとなったら，そこの事業者に襲いかかるように

みんな相談するんですね。この時間どうですかとか，この重訪どうですかみたいな感じになってしまっ

て，そこはゆっくり声をかけていこうねみたいな，整理しながら進めているんですけれども，そういっ

た社会問題とか福祉の問題とリンクしている部分というのがこの相談支援制度にもあるなというとこ

ろがあって，現に自立相談支援協議会とのワーキングでは，ヘルパー事業所と相談支援事業所の連携に

ついてのワーキングということで，そこの部分がもっとよりよい連携の仕方はないか，ヘルパーを探す

ところの連携だったり，実際にご利用者さんの状態とかを共有するようないいシステムはないかとか，

そういう部分のところってすごく大事だと思って，今進めているところであります。 

 逆に，今，人材不足ということだったり障害理解の問題は，ヘルパー事業者のほうからも上がってい

るので，全部がつながっている部分がすごくあるなと思っていて，この部分はこの総合計画である程度

解決できるところがあるのではないかなと思っています。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

■委員Ｌ 

 教えていただきたいのですけれども，7 ページに，相談支援事業所の新規参入を促進すると書いてあ

りますけれども，今，現状では相談支援事業所が新規で開設するための後押しする制度とか，そういっ

たものはあるのかないのか。それがないので，今後つくっていくという感じなのでしょうか。 

 

■委員長 

 お願いします。事務局から。 

 

■事務局 

 相談支援に関しては，確かにどちらかというと，イニシャルコストがすごくかかる作業所などをつく
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るよりは，というところもあります。開設に関する支援というのは，特に市でも，あるいは都や国のほ

うでも特に設けられてはいない状況だと思います。 

 どちらかというと，やはり運営，ランニングしていくことがすごく難しいというところにあると思い

ます。ですので，市のほうでも直接そちらの支援というのは今のところ実現はしていないのですけれど

も，できる範囲でまず何かできることはないかというところで，この 3年間の中では，資料にも書かせ

ていただきましたけれども，通所施設さんが相談支援事業所を新たに設置して運営する場合に，指定の

場合に，通所施設のほうの従来から出している市の補助を傾斜，上乗せしたりして，間接的な法人全体

としての支援ができるようにということをやっております。 

 やはり計画相談支援をやっているところを聞くと，計画相談支援自体は赤だけれども，通所などの本

体事業と併せて考えることで，法人全体として何とかバランスをとっているというふうに聞くことが多

いところです。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

■委員Ａ 

 もう一点，相談支援専門員の適性ということで，前回，委員さんからも，福祉課にいらっしゃる相談

員の方は医療に詳しくてありがたいけれども，なかなかほかのところで，医ケアの人に対応している方

でも医療のことに詳しくない。もっと詳しくなっていただければというお話があったと思うのです。 

 そのことに限らず，事業所を増やすということとともに，詳しい専門員を育てるということもぜひ力

を入れてほしい。私も今大変ありがたいことに，詳しい方にやっていただいているのですが，この人が

いなくなってしまったらどうなるんだろうなという不安があって，私が知っている別の事業所のすごく

詳しいスーパーマンみたいな方いるんですけれども，その方もいなくなってしまったらどうするんだろ

うというのがあるので，やはり人を育てるということも具体的に考えてもらいたいと思います。 

 

■委員長 

 ご意見ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。貴重なご意見をたくさん賜れたと思います。今の内

容をまた事務局と相談しながら反映していきたいと思います。 

 

 

【（６）調布市における相談支援体制について】 

 

■委員長 

 そうしましたら，本日最後の議題になります。6番目の相談支援体制について，資料 7，8になります

ので，事務局からご説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

 最後の議事(6)，「調布市における相談支援体制について」をご説明させていただきます。 
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 まず，資料 7 をお手元にご準備いただけますでしょうか。こちらは先ほど(5)で対象としたサービス

としての相談支援以外の，本当に調布市としての相談支援体制全般についてが対象となっています。地

域生活支援事業として実施する障害者相談支援事業をはじめ，相談支援全般について，あらゆるサービ

スを支えるベース，基盤となるものとして計画で取り扱うことを予定しております。 

 資料の最初は，これまでの検討経過としているところは今までと同じです。 

 次に 6ページ，1の「福祉圏域」となっているところをご覧いただけますでしょうか。 

 調布市では，平成 30年度の地域福祉，高齢，そして障害のいわゆる福祉 3計画の同時改定時から，そ

れまで統一されていなかった市内の圏域，エリアの考え方を統一することとして，新たに小学校区を基

礎として調布市内を 8つの圏域に設定しております。その上でこの 8圏域に合わせまして，地域福祉の

分野で後ほど出てきます地域福祉コーディネーターというものを配置して，例えば高齢者福祉の分野で

は地域包括支援センター，それまであったものを 8か所に再編しております。 

 では障害福祉ではということは次の 7 ページです。障害福祉の分野では地域福祉や高齢者に比べて，

対象となる方の実数が相対的に少ないことなどから，例えば 8地域それぞれに，高齢の地域包括支援セ

ンターのように，今の調布だとドルチェのような機能をつくるということはどうしても現実として難し

いというところがあります。 

 そこで，まずは障害福祉課の地区担当のケースワーカーの担当区域の割り方をこの 8圏域に合わせて

地域福祉や高齢事業，教育その他の地域の活動主体と連携を図りやすくしていくということに取り組ん

でいます。 

 市全体でそういうことにどういうふうに取り組んでいるのかということで，次の 8 ページ，「相談支

援包括化への取組」となっているところへお進みください。 

 調布市では，調布市の社会福祉協議会さんに中心となっていただき，地域福祉コーディネーターを配

置しております。平成 25 年度から配置が始まりまして，当初 8 圏域中 2 圏域から始まったのですが，

令和元年度，昨年度から 8圏域全てに配置となりました。この地域福祉コーディネーターが，相談支援

包括化推進員というものを兼ねて，障害，高齢，子どもなど制度の枠にとらわれず，横断的，包括的な

支援体制や，あるいは地域住民による支え合いの仕組みづくりというものに取り組んでいます。 

 その取組の一つとして，各分野の相談支援機関による相談支援包括化推進会議というものを開催して

おります。ということでここで資料 8，A3のものをご覧いただけますでしょうか。大きな図となってお

りますが，大枠として，いわゆる本会議である推進会議というものの下に，この相談支援包括化会議が，

本会議である推進会議のもとに部会で専門部会を設置して，それぞれの役割において，分野の垣根を越

えた課題解決に取り組んでいます。現在は例えば 8050 問題に関する専門部会というものを設置して，

課題の抽出や共有，関係機関同士の連携などについて協議を行っております。 

 その中で，さらに先ほどの福祉圏域ごとの連携会議を行い，個別のケース対応についてなどの連携と

か，課題抽出，顔の見える関係づくりなどについて取り組んでいるという体制になっております。 

 すみません，あちこち行きますが，再度資料の 7，9ページのほうにお戻りいただけますでしょうか。

障害福祉分野での相談支援体制はというと，基本的にはこのような体制になっておりますというもので

す。ドルチェ，ちょうふだぞう，希望ヶ丘の 3か所の相談支援事業所が障害種別によって役割分担を行

い，そこに子ども発達センターやこころの健康支援センターを加えたネットワーク，基本的なネットワ

ークの中に，障害福祉課が基幹相談支援センターとして中核として役割を担っていくという体制として

おります。 

 これまで調布市全体で，福祉圏域というものを設定し，さらにその中で分野を超えた相談支援の包括
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化に取り組んでいます。そして障害分野ではこういう体制になっておりますというご説明をさせていた

だきました。 

 この資料については，これまでの各サービスと異なり，事務局の案というよりは，現状の取組や体制

はこのようになっていますということをまとめたものになっています。ですので，特定の方向にとらわ

れず，幅広くこの体制について今後の課題とか期待などについてご意見を頂ければと考えております。 

 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 

 ご説明ありがとうございました。 

 今，ご覧になってお分かりいただけたかと思うのですけれども，今までの出ていた資料と違って，今

までは事務局案という感じで内容が非常に具体的だったのですけれども，今回は，サービスとしての相

談支援以外の調布市の相談支援体制全般についての現状が示された資料となります。この資料の内容，

現状に対してこういったことが課題だとか，こういったことを増やしてほしいとか，あるいは別の何か

を幅広くお聞かせいただければと思っています。どういった角度からでも結構ですので，ご意見賜れれ

ばと思います。 

 

■委員Ｄ 

 9 ページの現状の図ですけれども，ドルチェ，ちょうふだぞう，希望ヶ丘さん，こころの健康支援セ

ンターさん，これは 18 歳以上の相談機関です。18 歳以下だと，障害福祉課か子ども発達センターとな

るのですが，子ども発達センターというのは確かに 18 歳までの相談機関なのですけれども，中学生以

降ぐらいだとほとんど相談している事例は少なくて，高校生年齢は多分ないと聞いております。 

 確かに幼児の方のモニタリングとかをしている中で，小学校ぐらいのことはまだ少しわかると思うの

ですけれども，その先どんな進路があるのか。そこでとっても困っているというときに，全面的に相談

に乗れるほどの人員もなければ，その専門というか，事例を知っているかどうかということに関しては，

ちょっと疑問があるなと私は思います。 

 とすると障害福祉課なのかというと，高校生で今は例えば特別支援学級に中 3まで行っていても，都

立高で内申が要らない学校，エンカレッジスクールとか，昼間定時制とか，そういうところに入ってい

たりとか，私立に行っていて，通信制とかもありますし，知的障害が軽度であっても，特別支援学校に

行かない方というのはすごく増えているんです。そうすると，進路相談できない学校，進路相談ができ

ないわけではないだろうけれども，それほどちゃんと充実していないという学校もある中で，ちょうふ

だぞうとかこころの健康支援センターに相談できるのが卒業後というふうになると，やはりそこがぽっ

かり空いてしまうという不安の声がすごく届いておりまして，高校生年代で相談できるところがないと

いうのは，これは 10 年前ぐらいから言われているのですけれども，いまだにそんなには改善されてい

ないのかなと思います。これをずっと放っておいていいとは思えないので，発言しました。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。全てのライフステージにおいて切れ目のない相談支援体制が必要だというこ

とですね。それも 10 年前からあまり改善されていないので，ぜひここで改善をというご意見を頂きま

した。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 
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■委員Ｂ 

 委員の発言にもちょっと絡むのですけれども，私，就労支援担当をしていますが，やはり知的障害と

いう部分をご家族，ご本人ともに認められずに育ってきている方も中にはいらっしゃって，そうした方

は，まず自分の障害を認識するというところからになってしまうんですね。そうするともう就労という

よりかは，まず生活とかそうした部分の支援が必要となってきてしまっている方も多くいらっしゃって，

本来べき論であれば，幼少期からある程度その障害というのを認識して，その方に合った養育というも

のを受けていくという段階を経ていくべきところを飛ばしてしまったために，大きな悲劇を起こしてし

まうというケースがあります。 

 先ほど委員さんがおっしゃったように，「子ども発達センターあゆみ」は，やはり幼少期の支援をして

いると思うのですが，小学校，中学校，高校となっていくに当たって，その過程で障害が判明する方が

多くいらっしゃると思うのです。そこの支援体制をしっかりしておかないと，行く行くの，例えば就労

のステージに上がった段階でとても大きな問題に発展したりとか，やはり大きくなってから障害を認識

するというのはご本人にもすごく負担が大きいことなので，ぜひその体制づくりというのを今のうちか

らやっていただけたらいいなと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

■委員Ｃ 

 まず，3ページのところで，多かった回答，最も多かったところでやはり相談窓口ということがある

んですけれども，私の周りにも，二十歳ぐらいからずっと精神を患っていて，もうそろそろ 30歳にな

るという，何度か入院したりしているお子さんがいるのですが，親御さんも多分福祉のお世話になる

というふうには全く思っていなくて，病院が，調布ではなくて世田谷とかの病院に入院したりしてい

たので，そうすると，調布でこれだけいろいろやってくれているという情報が全く入らない状態なの

かなと今ふと思ってしまったのですけれども，今，ここの会議に出させていただいて，これだけやっ

ているんだ，こんなにすごいんだなというのを毎回毎回感心しながら聞いているのですが，それをや

っているということを，アピールというか，お知らせ，周知するという方法がもう少しあっていいの

かなと思ったのと，あとは，私のように第三者というか，ちょっと言い方が分からないのですけれど

も，そういう人が何か手伝えることや，やれることがないのかなというふうに思っています。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。発信をきちっと，もう少しできたらいいなということですね。あとは市民

の方々がもう少し関わる役割というのがきちんと示されると，発信の中にそれが含まれるといいかな

というふうに伺っておりました。 

 

■委員Ｅ 

 今のお二方に関連するのですけれども，精神障害の場合，自分が障害だということを認識できない

と，親もどこに行ったらいいか分からず，病院にたどり着くまでに 10年かかるとか，そういう方も結
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構いるんですね。なので最近は発達障害に関しては，これが発達障害ですよというのが一般的にもか

なり周知されるようになっていて，そこで病院につながる方も増えているようですけれども，発達障

害以外にも，例えば依存症であるとか，そういった各種の精神関係の病気の場合は，なかなか知られ

ていないこともあって，相談窓口と障害理解のところ，その辺は，包括化推進会議のような全体の場

で議論をして，どこで周知する，どこでどういう内容を周知するのが一番いいのか，というようなこ

とが議論できるととてもいい内容を発信できるのではないかと思いました。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。確かに，おっしゃるように特にアディクション関係の方たちというの

は，それこそ病気というような認識は世間からまだまだされていないですよね。そういった啓発とい

うのも必要かなと思いました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

■委員Ｊ 

 先ほどの子どもの相談もそうだと思うのですけれども，私，前に児童のほうの福祉施設で働いてい

た関係で，児童のほうの施設でも，子ども家庭支援センターに相談したりと，子どもはどちらかとい

うと，グレーな子に関してはそっちのほうに相談することが多いのかなと思います。 

 ただ，子どものこころであれば，障害の子ども家庭支援センターと子ども発達センターとの連携が

あるんですけれども，例えば親が障害者で子どももグレーな人だと一本化ができないですよね。基本

的には子どものほうが窓口になったりするので，そこがどうリンクしていくのかというところの課題

もまだあるのかなと感じています。 

 

■委員長 

 ありがとうございます。貴重なご意見ですね。 

 ほかに，あとお二方ぐらい。あと 3～4分ぐらいで。 

 

■委員Ｆ 

 この A3のイメージ図ですけれども，各福祉圏域の連携会議というのがあります。ここに地域包括で

すとケアマネジャーというのが出てきますが，この地域福祉コーディネーターと地域包括支援センタ

ーの日ごろからの連携があるかどうかということを聞きたいです。それぞれ高齢と障害という縦関係

になってしまっている部分はありますが，当然，障害者の高齢化も問題になっていますし，こういっ

たことって何かあったときに会議体を持つのではなくて，日ごろからの連携が絶対必要だと思うので

すが，そこら辺と，あと，言うならば生活支援コーディネーターとの連携あるいは役割分担もどうな

っているのか，簡単に教えていただいてよろしいでしょうか。 

 

■委員長 

 では，事務局からお願いしてよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

 連携会議ですけれども，定期的に行われるものに関しましては，顔が見える連携をするために，障
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害の分野，それから地域包括，高齢の分野などが集まっていることがあります。あと個別のケース，

ここに書いてある例については個別のケースですけれども，このように具体的なことがある場合には

それに関連する方が集まるという状況ではあります。 

 日ごろからの連携ですが，障害の専門相談員，相談支援専門員と，あとは地域包括のほうの連絡会

を持っておりまして，お互いに知識の交換，情報交換などを定期的に行って，お互いのサービスを知

るという工夫をしております。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 

■委員Ｆ 

 あと，生活支援コーディネーター。 

 

■事務局 

 ケアマネジャーさんとか包括の方だと，私もケースワーカーをしていた時代だと個別に関わりがあ

って，やっぱり顔の見える関係だったかなという方も何名かいらっしゃるのですけれども，生活支援

コーディネーターとか，個別ケースで関わりがなかなか生じにくい関係だと，確かにお互いの活動を

なかなか知らなかったりというところはあると思います。そういうところは，それを個別にというの

もなかなか難しいので，そういったところを相談支援包括化会議の中で，多職種が一堂に会して，そ

の地域でお互い活動する者同士が，お互いに一度に顔が見える関係をつくっていくというような役割

をつくっていければいいのかなと思います。 

 

■委員長 

 ありがとうございました。 

 区切って申し訳ないですけれども，時間の関係で，あとお一人だけご意見を伺えそうなのですが，

いかがですか。 

 

■委員Ｍ 

 この地域福祉コーディネーターさん，すごくいいなと思っていまして，おととしのフォーラムで発

表があったのですけれども，そういう地域の課題を察知して，一緒に解決していこうというところ，

すばらしいと思います。それを私聞いたからだと思うのですけれども，近所で，あのおじさん最近お

かしいな，毎日酔っぱらってるよね，子どもとすれ違ったら怒鳴っているなという，いらっしゃると

思うのですが，そういう方たちがいたときに，大体分からないんですね，どこにどうやって連絡して

いいか。多分何かあれば警察とかになって，もちろん警察にも何回か…。そういう人がいるよという

のを相談できる場所なんだろうなと思っているんですね。 

 だけど，私，それをフォーラムに出たからすぐにピーンと来て，あそこに言っとくねというふうに

言えるんですけれども，割と，例えばお母さん方と話を聞いていても，全然どうしたらいいかわから

ないという感じなんですね。だから，さっきもっと一般の人に知られたほうがいいと。それと同じ意

見で，もっと知ってもらう何かがあるといいなと思います。 
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■委員長 

 ご意見ありがとうございます。そうですね。我々からすると，ふだん関わりがあるところなので，

知っているのが当たり前というふうになりますね。あまりふだんから関わりがない方からすると，そ

もそも制度自体が複雑ですし，いろいろな専門職の名前が出てきますし，何がどういう役割とか，

今，委員さんが言ってくださったように，何かあったときどこにつなげばいいのかというのがやはり

ちょっと分かりにくいかと思いますので，障害の理解ということの啓発にも含まれるのではないかな

と思います。法制度理解であったりとか，そういうふうに思いますので，ぜひそういったところか

ら，一般の市民の方々にもできるだけ広く周知，啓発していくような体制ができればなと思いまし

た。ありがとうございました。 

 それでは，恐らく皆さんまだご意見がおありになる方いらっしゃると思いますし，今日はすみませ

ん，私の運営の仕方が下手で，ご発言いただけなかった委員さんが中にはいらっしゃるので，ぜひ次

回はご発言いただければと思います。ご協力いただいたおかげで，本日の審議事項は時間内に全て終

えることができました。ご協力ありがとうございました。 

 それでは，本日用意させていただいていた審議事項は全て終了いたしましたので，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配付させていただいておりますが，お伝えさせていただきます。 

 毎回になりますが，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，直

接頂いても，メールで頂いても，お電話でも何でも差し支えありませんので，一応期限として 10 月 29

日（木曜日），2週間後までに事務局へお寄せください。 

 次回の委員会は，少し間が空きまして，12 月 10 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，前回，第 2 回と同じ国領の市民プラザあくろす，3 階のあくろすホールを予

定しております。お間違えのないようにご注意ください。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 3回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。 


