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令和２年度 調布市障害者地域自立支援協議会 

第１回全体会報告書 

 

 

１ 開催日    令和２年７月３０日（木) 午後２時３０分から５時３０分 

 

２ 開催場所   調布市文化会館たづくり１２階 大会議場 

 

３ 出席者 （委員１７名 事務局１８名 傍聴１名） 

 

４ 議 題 

（１） 開会の挨拶 

（２） 自己紹介,事務局の紹介 

（３） 会長，副会長の選出 

（４） 調布市障害者地域自立支援協議会について 

（５） 調布市障害福祉計画・調布市障害児福祉計画への意見具申 

（６） 令和２年度調布市障害者地域自立支援協議会の各ワーキングの展開について 

（７） 障害者差別解消支援地域協議会 

（８） 閉会の挨拶 

 

５ 議事録要旨 

（１）開会の挨拶（事務局） 

定刻になりましたので，令和２年度調布市障害者地域自立支援協議会第１回全体会を開催したいと思

います。本日はお忙しい中，またコロナ禍の中，お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

開催に当たり，事務局から新型コロナウイルス感染対策についてお話させていただきます。 

 

○事務局（障害福祉課） 

本日の全体会開催においては，新型コロナウイルスが流行っておりますので，皆さまには会場入口

での検温と会議が終わるまでマスクの着用をお願いいたします。そして，例年と違い座席の間隔を空

け，お向かいの席とも距離を取らせていただいております。換気について，窓はございませんが空調

システムによって外気と空気の入れ換えを行っております。また，ご発言の際のマイク使用について

は，マイクにペーパータオルを巻いた状態でお話しいただきます。お話される方が代わる度に，ペー

パーを取り替えることで感染防止を図っていきたいと思いますので，いつもと違いますが，ご理解，

ご協力をよろしくお願いいたします。 

○事務局 

ありがとうございました。（依頼状をもって新委員への依頼を行いました。） 

 それでは開会に当たり福祉健康部長の野澤からご挨拶を申し上げます。 

○福祉健康部長野澤 
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皆さま，こんにちは。本日は大変お忙しいところご出席いただきまして，誠にありがとうございま

す。改めまして皆さまには日ごろから市の障害福祉施策にご尽力を賜りまして，この場をお借りしま

して厚く御礼を申し上げます。 

  私は今年３月までの２年間，子ども生活部長をしておりまして，この４月に福祉健康部長に着任い

たしました。その１週間後には新型コロナウイルス対策の担当部長を併任し対応させていただいてお

ります。 

既にご案内のとおりですが，先ほどの報道では本日の東京都の新規感染者数は３６７名ということ

で過去最多という状況です。調布市におきましても，昨日時点では市内の新規感染者数が７４名と多

い状況が続いております。市としても，皆さまにはさまざまなご負担をおかけしているところであり

ますが，国や東京都の取り組みと連動しながら必要な対策を講じてまいりたいと考えています。 

  本日の全体会開催についても，担当部長として直前まで開催を迷ったところではありますが，本協

議会は障害者やその家族の方にとって，今の生活がどのようにしたら暮らしやすくなるかを話し合う

大切な場であります。前回はやむを得ず中止となったということもあり，今回は開催させていただき

ました。 

  感染防止対策として，通常より大きい会場を用意し，できる限り正面や隣席の方との距離を取らせ

ていただいておりますので，聞きづらさや話しづらさを感じることもあると思いますが，何卒ご理解

いただきますようお願い申し上げます。 

  さて，今年度は，市の障害福祉計画と障害児福祉計画を策定する年度となっています。具体的な内

容は本協議会とは別の策定委員会において検討していくことになりますが，本日の議題には本協議会

から策定委員会に対する意見提出をはじめ，ワーキンググループの今年度の活動方針なども含まれて

おりますので，ぜひ忌憚のないご意見を頂戴できましたら幸甚に存じます。 

  また，障害者差別の解消に向けて，障害者差別解消法や一昨年に施行されました東京都の障害者差

別解消に関する条例に基づき，障害を理由とした差別の解消や共生社会の実現に向けて相談事例や合

理的配慮の好事例について委員の皆さまで共有していただき，それを拡げていくことで市全体として

の差別解消に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

  最後になりますが，私どもにとって自立支援協議会はさまざまな立場の方の思いや考えを聞かせて

いただく場であり，普段の支援の在り方について改めて見つめ直し勉強させていただく場でもあると

認識しております。これまでも皆さんの議論が市の施策形成につながっており，今後も自立支援協議

会を通じて当事者の方からのさまざまなニーズを受け止めながら，障害福祉施策を推進してまいりた

いと考えております。 

今年度も，市の福祉３計画の理念として掲げている，障害のある方が自分らしく安心してつながり

を持って暮らし続けられるまちづくりの実現について皆さんと一緒に議論し，考えていきたいと思い

ますので，皆さま方のお力添えを賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 

○事務局 

それでは議事次第に沿って進行してまいりたいと思います。 

 

（２）自己紹介,事務局の紹介  

（省略） 

 

（３）会長，副会長の選出 
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  推薦により，会長は木下氏，副会長は谷内氏，秋元氏に決まりました。 

（４）調布市障害者地域自立支援協議会について 

○事務局（障害福祉課） 

それでは本年度第１回目ということと，初めての委員の方々もいらっしゃいますので，改めて障害

者地域自立支援協議会についてご説明いたします。 

本協議会は障害者総合支援法で規定されている協議会に位置づけられ，平成２８年の障害者差別解

消法の施行を受け，調布市ではこの自立支援協議会の中に，障害者差別解消支援地域協議会を設置し

ております。相談事例や合理的配慮の好事例を共有することで差別解消に向けて取り組んでいくこと

としております。この障害者差別解消支援地域協議会ですが，毎回この全体会の後に続けて開催して

おります。法律で秘密保持義務の規定がございますので，協議会の中で個人情報や個人が特定できる

ような情報が登場した場合は，正当な理由なく情報を漏らさぬようお願いいたします。 

調布市の障害者地域自立支援協議会の最大の特徴は，地域の課題をワーキンググループで調査検討

することです。これまでもワーキンググループの検討がきっかけとなって事業や施設が生まれており

ます。 

今年度のワーキンググループですが，防災ワーキンググループ，障害理解ワーキンググループ，相

談支援事業所と居宅介護事業所の連携についての実態把握ワーキンググループの３つを予定してお

ります。全体会は年３回，ワーキンググループが年４回程度を予定しております。そして，自立支援

協議会では，これらワーキンググループや全体会の他に，講演会を毎年開催しており，昨年度は３月

に企画しておりましたが，新型コロナウイルスの影響により直前になって中止となっております。本

年度の講演会についても，まだ見通しが立たない状況となっております。 

  最後になりますが，本会議の議事録は議事要旨として，会長・副会長以外については名前を伏せ，

個人や店舗等の名称については特定されないよう加工し，市ホームページで公開させていただきます

ので，ご理解いただきますようお願いします。 

 

（５）調布市障害福祉計画・調布市障害児福祉計画への意見具申 

○事務局（障害福祉課） 

具体的な意見具申に入る前に，調布市障害福祉計画・調布市障害児福祉計画について簡単に説明さ

せていただきます。市町村において定める障害者福祉に関する計画は，障害者計画，障害福祉計画，

障害児福祉計画があり，それぞれ異なる法律に基づいており，計画期間が３年となっている後者の２

つが今年度策定の対象となり，来年度以降の計画を策定いたします。計画の検討体制については，計

画策定委員会を立ち上げ，１年をかけて検討し策定する流れとなっており，昨年度実施した調布市民

福祉ニーズ調査や，調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申が検討の材料となります。意見

具申については，ワーキンググループで検討し浮かび上がった地域課題を中心に自立支援協議会とし

て具申いたします。５つの課題と具体的方向性としてまとめさせていただきましたので，各ワーキン

ググループから順に発表をお願いします。 

○事務局（ドルチェ） 

課題１と２について報告させていただきます。まずは，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。 

ここでいう医療的ケアとは，呼吸器や痰の吸引，経管栄養などのさまざまな医療的なケアを必要と

する方々を言います。平成２９年から２年間，ドルチェを中心とするワーキンググループでは，医療



 

 4

的ケアを必要とする重度障害児・者の地域生活をテーマとして検討し，医師や保健師等の専門職，さ

まざまな立場の方々の支援の課題を共有いたしました。こうした医療的ケアや重度障害のある児童の

在宅生活については，個別性が非常に高い医療や福祉サービスや，介護者であるご家族に対する支援

の整備が必要であることを確認しました。支援策を検討するためにアンケート調査を行い，その考察

から５つの課題が挙がりました。①外出支援の不足，②在宅医療リハビリの不足，③通い先の問題，

④地域での孤立化の問題，⑤経済面での困難という課題です。 

そして，「医療的ケア児に関する総合的な相談に対応できるコーディネーターの設置」および「介

護者が休養できるためのレスパイトサービスの充実」を緊急提言し，平成３０年３月に策定された障

害者総合計画に明示されました。これにより令和元年度から，市の障害福祉課内に医療的ケア児等の

コーディネーターが配置され，契約を結んだ訪問看護事業所において在宅レスパイト事業が開始され

ております。 

  地域課題③については，児童発達支援事業所で医療的ケアを必要とする児童や重症心身障害のある

児童の通所先が不足しているという問題があります。特に，３歳以上で一部の医療的ケアを必要とす

る児童は調布市子ども発達センターで受け入れが開始されていますが，３歳以下や特殊な医療的ケア

を必要とする児童に関しては他市に頼っており，新しい施設の開設や，計画的に基盤整備を行う必要

があるという状況になっております。設置を予定している医療的ケア児の協議の場で，支援を検討す

る際には，この地域課題③をはじめ，抽出された項目を生かして継続的に検討していく必要があると

考えております。具体的方向性としては，児童発達支援事業所等の医療的ケア児が通える通所先の拡

充を意見具申として報告いたします。 

  続きまして，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」についてご報告します。昨年度からドルチェを中心とするワーキンググループでは，

「相談支援事業所と居宅介護事業所の連携についての実態把握ワーキング」をテーマとしております。

ここでいう相談支援事業所とは，サービス等利用計画，いわゆる障害福祉サービスを使う方のケアマ

ネジメントを行う相談事業所のことです。居宅介護や重度訪問介護などのヘルパー派遣を行う事業所

との連携について検討しております。相談支援事業所がサービスの提供依頼を行っても，なかなかヘ

ルパーが見つからないなど円滑なサービスが調達できないことや，サービス導入後の利用状況の変化

に応じた事業所間の情報共有のあり方について，当事者や事業所を交えて協議いたしました。このワ

ーキンググループにおいてもアンケート調査を行い，浮き彫りとなった居宅介護事業所における５つ

の課題について意見交換を行いました。１つ目は，介護保険と違って時間帯別に付加される加算がな

いために，事業所の運営が難しくなるという課題。２つ目は，経験の少ないヘルパーが定着しないな

どの人材不足や，ヘルパーの孤立防止を図るために，ヘルパーや事業所同士の交流や研修の機会が必

要だという課題。３つ目は，現行の障害福祉サービスでは支援内容などヘルパーの利用の仕方が利用

者自身に理解が難しい場合があることや，介護保険制度よりも障害種別が多いために，事業所の障害

理解が求められるという課題。４つ目は，６５歳を超え，障害福祉サービスと介護保険制度の組み合

わせが必要になる利用者にとっては仕組みが理解しにくいという課題。例えば，同行援護といった視

覚障害者のガイドヘルパーなどの介護保険制度にはないサービスは，障害福祉サービスとして継続し

て使い続けることができるといった仕組みは，利用者にとって分かりづらいものです。最後の５つ目

は，相談支援事業所と介護保険制度における訪問介護事業所との関わり作りが難しいという課題です。

情報や悩み事の共有など日頃から小まめに連携をはかり，互いに顔の見える関係をつくるということ

が大切だという意見でまとまりました。 
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  今後の具体的な方向性としては，各事業所が介護保険制度や障害福祉サービスの双方の理解が必要

であるため，情報提供や共有できる場を検討していきます。また，ヘルパーの人材育成・確保のため

に，フォローアップ研修の創設やヘルパー資格取得時などのカリキュラムに障害理解の内容を充実さ

せることなどを意見具申として報告いたします。以上です。 

○事務局（ちょうふだぞう） 

課題３と４についてご報告いたします。まずは課題３「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」についてご報告いたします。 

ちょうふだぞうが中心となって行っていたワーキンググループでは，平成２８年度から２年にわた

り，高齢化した障害のある人が地域生活を継続するために必要な支援について協議いたしました。検

討した結果，①医療との連携，②高齢化に対応した通所施設，③外出の支援，④高齢化に対応できる

グループホーム，⑤高齢化に対応した住環境の整備，⑥長期的に利用できる短期入所，⑦緊急時も含

めた相談支援体制・高齢者福祉との連携，以上の７つの焦点が挙がりました。 

  地域課題①から④については，加齢により身体能力や意欲の低下などから起こってくる諸問題や，

症状の悪化や日常生活動作の低下などを要因に既存のサービスが利用できなくなることから起こる

問題でした。そして，問題の質が異なる地域課題⑥は，主に知的障害のある方の課題として挙がって

います。介護者である家族は本人よりも高齢化しており，本人の介護ができなくなる，入院してしま

うといった事態において，短期入所を利用することで急場をしのぐ目的で長期的に利用できる短期入

所が必要ではないかという意見が挙がっておりました。現行の法律上，長期の短期入所利用は難しい

ために，その必要性が挙げられていました。最後の地域課題⑦は，先ほど課題２の報告にもありまし

たが，６５歳を超えた時の介護保険制度との連携や併用という点で挙がってまいりました。６５歳に

なった場合，介護保険制度が優先になりますが，利用していたサービスと同様のものが介護保険制度

にあれば利用できますが，介護保険制度にないサービスの場合は障害福祉サービスを利用することに

なります。６５歳まで利用できたサービスが利用できなくなったり，同じヘルパーや家事援助のサー

ビスであっても介護保険制度では利用できないニーズであったり，きめ細やかな個別の対応が必要に

なっており，高齢者福祉との連携が必要ではないかという意見が挙がりました。 

  今後の具体的方向性としては，３点挙がっております。１つ目は高齢化に対応できるグループホー

ムが必要という点です。日中支援型グループホームというのは，一般的なアパートで５～６名の利用

者が集団生活を行い，日中も支援が可能なグループホームのことです。本人が高齢化して身体能力や

意欲が低下して通所が困難になった場合に，日中もグループホームで支援ができるのではないかとい

う意見が挙がっております。その必要性の高さから既に制度化はされていますが，職員配置や夜勤体

制を整えることが難しく，開設数がなかなか増えない状況です。 

  ２つ目は，高齢化に対応した通所施設の拡充という点です。低下した身体機能の回復・維持するプ

ログラムを行える通所施設や，定期的な入浴ができる生活介護事業所の必要性が挙がり，また，今ま

で企業就労していた障害のある人が高齢になっても働きたいというニーズに対して，高齢の方に対応

した就労継続支援 A 型事業所など働きがいがある通所先が必要ではないかといった課題が挙がって

おりました。 

  最後の３つ目は，地域包括ケアの体制整備という点です。高齢者福祉と障害福祉のどちらも熟知し

ているケアマネジャーや相談支援専門員はやはり少なく，両方の制度を踏まえた上で本人主体のケア

マネジメント体制が必要という課題が挙がっております。課題３については以上とさせていただきま

す。 
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  次に課題４「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。 

平成３０年度から２年にわたり協議を行い，木下氏を座長としてワーキンググループを開きました。

「非常時の地域ネットワーク作り」をテーマとし，焦点を絞って災害発生直後の初動における相談支

援事業所の動き方，特に行政との連携を中心に協議してまいりました。障害福祉課と市内にある４つ

の相談支援事業所で構成したプロジェクトチームで検討を重ね，その内容をもとにワーキンググルー

プで意見交換を行い，その成果として次の４点が挙がりました。 

１つ目は，非常時の安否確認者リストの作成です。災害などの非常時にどのような方法で安否確認

をするかが話し合われ，個人情報保護も課題となり，相談支援事業所が関わっている利用者を対象に

緊急時の優先度合を上げてリストを作成し，障害福祉課がまとめました。２つ目，非常時における初

動フローチャートの作成。初動時に障害福祉課と相談支援事業所がどのように連携して動くかを分か

りやすいシンプルなフローチャートにまとめました。３つ目，iQube というネット上で情報共有がで

きるシステムを活用した相談支援事業所と行政の連絡体制づくり。地震や水害などの災害時，安否確

認者リストの共有や，安否確認状況と共に災害の状況についてリアルタイムで共有できるかなど，試

用段階ですが情報共有の在り方を検討しました。４つ目，災害時個別避難行動計画の作成です。年間

報告書のワーキング報告の後に付いていますが，「サービス等利用計画」という計画書を，障害のあ

る方はサービスを利用する際に立てることになっていますが，そのサービス等利用計画を立てる際に，

災害時の個別避難行動の計画も立てられたらいいという意見が挙がりました。連絡先や避難先を一目

で確認でき，避難所の地図をつけた計画書を希望する方に作成していくことになりました。 

  具体的方向性については６点あります。１点目の「災害時の相談支援体制の充実」は，災害時は生

活が非常に混乱しますので，相談支援体制の充実やネットワークの構築等が望まれます。２点目の「通

所系事業所との連携とネットワーク作り」ですが，就労移行支援事業所や就労支援 B 型作業所などの

通所系作業所あるいは児童福祉サービス事業所との連携が今後必要ではないかという意見が挙がっ

ておりました。３点目の「障害のある方が利用できる災害時避難先の検討」については，第２次避難

所の開設が遅れてしまう場合などを含めて，避難所のスムーズな利用が難しいという意見をいただい

ており，通所系事業所との連携がとれる調布市独自の自立的な避難所の検討が必要とされています。

そして，４点目の「安否確認対象者リストの定期的な更新」も必要とされており，安否確認の対象と

なる利用者の状況や緊急時の優先度合の変化に応じて，安否確認対象者リストを毎年更新していくこ

とが必要と考えます。５点目の「安否確認を行う事業所の拡充」については，昨年時点では障害福祉

課と相談支援事業所が安否確認を行うことになっていますが，幅広い範囲で安否確認を行うためには，

広範囲の事業所の協力が必要とされます。最後の６点目「サービス等利用計画と災害時個別避難計画

の連動」は，今年度からサービスの在り方検討会においても検討してまいりますが，サービス等利用

計画と連動して災害時の個別支援計画を立てていきたいと考えております。以上，課題３と４につい

てご報告いたしました。 

○事務局（希望が丘） 

課題５「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。」について説明させ

ていただきます。 

平成２９年度から令和元年度まで，障害理解の促進ワーキングにおいて協議し，障害理解を進めて

いく上での課題や今後取り組むべきことについて報告させていただきます。 

  ワーキンググループの８割程は障害当事者の方で，日常的に感じている生活のしづらさや必要な合

理的配慮について障害種別を超えて意見交換してきました。その中で，当事者を含めた市民の方が，
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障害を医学的なモデルで捉えて機能障害があるから困っているという認識を持っている方が多いこ

とが確認できました。課題①は当事者の生活のしづらさの解決には，社会環境にも目を向けた障害理

解への取組みが必要であるというものです。課題②は，課題①の視点を取り入れ，今後は障害理解を

発信する当事者の人材を発掘して育成していく必要があると考えます。新たな人材を探すにあたって

は，調布市内の事業所等において障害理解の発信に意欲があるのではないかと思われる当事者に声を

かけて交流会を開き，当事者が発信するということが重要であると考えます。意欲がある人材を一定

数確認できたのですが，どのように言語化して発信するかが難しく，訓練や学びの場が必要ではない

かという意見も出ました。その点を踏まえ，具体的方向性として４つの項目を意見具申いたします。

１つ目が一般市民に向けた障害理解に関する普及啓発，２つ目が障害理解を発信する新たな人材を発

掘する体制づくり，３つ目が障害種別にかかわらず当事者が発信力を身につけるための育成プログラ

ム等の情報収集および開発，最後に４つ目として，当事者自身が障害理解について発信できる機会の

確保，これらを今回意見具申として挙げさせていただきたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

○会長 

ありがとうございました。それでは時間も押しているので，今の５つの課題について何かご質問が

ある方，ご意見のある方はぜひお願いいたします。 

○Ａ委員 

  質問というよりも６５歳問題に関して意見を述べさせていただきます。２年前から自分自身の６５

歳をどう迎えていくかを考え，障害者の相談専門支援員と地域包括支援センターの支援員とで話し合

い，全て今までどおり６５歳以前の支援を受けるという結果になりました。今はその方がいらっしゃ

らなくなってしまい，とても残念に思っているのですが，利用者の目線に立ち，６５歳問題で変わる

不安を持たないで過ごしてもらえるように，利用者の生活が良いほうにと思ってくださる相談員，行

政，いろんな立場の方の力が組み合わさって安心して暮らしていけるのだと思います。意見具申案を

障害計画に出していただくのは本当にいいことだなと思うのと，言葉だけではなく支援をしてくださ

る方や，支援施策等をしっかりとやっていっていただきたいと思います。 

○会長 

はい，ありがとうございました。安心できた面がある一方で，その方がいらっしゃらなくなったの

で，言ってみれば質の均一化ということになりますかね。これは具体的方向性の一つとして包括ケア

の体制整備のところに挙げられています。ぜひ計画に反映できたらと思います。 

○Ｂ委員 

日本は建前行政なのか，手続きが非常に分かりにくい。親の心情というのは，障害がある子を持つ

と親が死んだらどうやって生きていくのかと，こう思うわけです。相談窓口が一本化し，あらゆる機

関で介護など全てをやってくれるという形にならないかなと思います。日本は申請社会ですから，制

度ができても申請して通らないことには適用されません。自分が障害を持つようになって，目が不自

由な人や耳が悪い人はこういうことが不満だろうな，こういうことをやってくれると嬉しいだろうな

と思うようになりました。自立支援について，個人的には，車椅子に乗り１人暮らしをしているよう

な人に体験発表をしてもらったほうがいいと思う。 

○会長 

貴重な熱い意見をありがとうございます。縦割り社会もだいぶ緩和されてきて，ワンストップとい

う考え方も行政の中で出てきております。課題の中には出てきていませんが，計画の策定委員の方に
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も，今のご意見を伝えていきたいと思います。他にいかがですか。 

○Ｃ委員 

課題３の地域課題⑥について，説明にあったのは知的障害者の利用が主だと思うのですが，短期入

所には期限はあるのでしょうか。 

○事務局（ちょうふだぞう） 

障害福祉サービスの短期入所は，調布市の場合は７日間程度になりますが，知的障害のある方の中

には特殊な例で１か月，３か月使っている方もゼロではありません。厚生労働省からは長期間にわた

る短期入所ではなく，地域移行や地域の社会資源を使うよう指導がありましたので，先ほどのような

説明になりました。もちろん精神障害がある方も，自立のために短期入所を使う場合や，グループホ

ームに入るまで自立訓練の目的で使われる場合もあります。 

○Ｃ委員 

分かりました。家族会としては親の問題が一番の関心事なので，例えば一人きりになった障害者を

短期間少し入所させてくれるかどうかが課題になると思います。ありがとうございます。 

○会長 

ありがとうございました。この意見具申はいつ上げていくことになりますか。 

○事務局（ちょうふだぞう） 

第２回策定委員会が９月２４日にございます。その日に障害者地域自立支援協議会からの意見を提

出させていただく予定です。したがいまして，本日は概ねのご承認をいただき，事務局あるいは運営

会議のほうで最終調整後，会長に報告させていただきまして，先ほど申し上げました第２回の策定委

員会に意見提出するつもりでおります。 

○会長 

ありがとうございます。この後，各ワーキングのご承認を頂くスケジュールになっていると思いま

すので，５つの課題についてご質問やご意見のある方は，事務局にメールあるいは電話でも結構です

ので，ぜひご連絡いただければと思います。 

 

（６）令和元年度相談支援事業所の報告 

〇会長 

令和元年度相談支援事業所の報告については急いで審議する内容のものではなく報告ですので，申

し訳ございませんが次回に回させていただきたいと思います。 

 

（７）令和２年度調布市障害者地域自立支援協議会の各ワーキングの展開について 

 〇会長 

令和２年度調布市障害者地域支援協議会の各ワーキングの展開について，昨年度まで行われていた

内容を各座長から一言ずついただいた上で，今後の展開について事務局からご説明していただきたい

と思います。 

  それではまず１番目，非常時の地域ネットワークづくりワーキングの報告ですが，座長を務めさせ

ていただきました私から説明させていただきます。課題４の意見具申とつながっていますが，４点に

まとめられております。ワーキングプロジェクトにおける成果として先ほどのご説明と重複しますが，

非常時の安否確認者リストの作成，非常時における初動フローチャートの作成，iQube を活用した相

談支援事業所と行政の連絡体制づくり，それから災害時の個別避難行動計画の作成をいたしました。



 

 9

始まったばかりで，正直何から手を付けていいのか分からない状態でしたが，障害がある方の災害時

支援を専門としている NPO 団体の方をお招きし，お話を伺う中で自分たちのやるべきことが見えて

きて，２年間の成果としては少ないなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが，ひとまずこの

４つを成果として挙げさせていただきました。 

  それでは続きまして，障害理解の促進ワーキングです。座長の谷内副会長から説明をお願いします。 

○谷内副会長 

先ほどご説明があった意見具申と重複しますので最低限をお話しします。まず，メンバー１０名の

うち，私も加えて５名がいわゆる障害当事者ということで障害理解について深めていきたいと思って

います。 

  本年度は大きく２点のことをしていきます。１点は全国規模での情報収集。私個人的には，当事者

研修を行っている市町村と意見交換ができればと思っております。その後，学習プログラムを含めた

教材を検討していかれたらいいかなと思っております。意気揚々来週からスタートさせたいと思って

おりますので，また機会があるごとにご意見伺えればと思います。以上です。 

○会長 

ありがとうございました。それでは最後に相談支援事業所と居宅介護支援事業所の連携についての

実態把握ワーキングについてご説明をお願いいたします。 

○事務局（ドルチェ） 

大まかな内容については先ほどのご説明の通りです。サービス調整等が困難な場合が多いことから，

居宅介護支援事業所の現状を把握するために去年１２月にアンケートを実施し，その結果から浮かび

上がった課題について，よりよい支援を行っていくためにはどうしたらいいのかを今年度は検討して

いきたいと思っています。 

  大きく挙げて，ヘルパーの人材不足や，障害理解や障害特性をヘルパー自身が理解できていない現

状がアンケートから分かってきましたので，障害理解や特性を把握してもらえる研修や人材育成をど

うやったら広めていけるのかという点，そして，もう１点は相談支援事業所が障害特性を知らないと

いうところから，円滑な連携をはかっていくための関係性を作るにはどうしたらいいかを検討してい

きたいと思っています。ワーキングの中で目標等が出てきましたら随時更新していく予定になってい

ます。 

○会長 

ありがとうございました。私の説明した非常時の地域ネットワークづくりワーキングについて補足

させてください。通所系施設と行政の連携が難しいということが課題として挙がっていますので，こ

の１年間は具体的な方法論について議論していきたいと思っています。 

  それでは，障害福祉計画に対しての意見具申，５つの課題を挙げていただきましたが，今申し上げ

た３つのワーキングの基本的な方向性についてご承認をいただきたいと思います。 

（拍手をもって承認を得る） 

○会長 

ありがとうございます。ご意見ご質問がある場合は，ぜひ事務局にいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○事務局（ちょうふだぞう） 

最後に運営委員についてご説明いたします。全体会委員の所属団体から推薦・立候補にて委員を募

ります。相談支援事業所や障害福祉課とともにワーキングのテーマや方針についてご意見をいただき
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ながら，運営委員の皆さまと協議会を運営していくものでございます。 

○会長 

ありがとうございました。運営委員の立候補や推薦がある場合は，８月７日までに事務局にご連絡

ください。毎年４名の方を募っておりますが，もし定員に満たない場合は事務局に一任されます。ま

だ少し時間がありますので，全体を通してこれは伝えておきたいことがある方はいらっしゃいますか。 

○Ｄ委員 

本日は全体会１回目で，障害福祉計画の意見具申もあり，説明がとても多くなるとは思いますが，

障害者団体の当事者の方がたくさんいらしている機会なので，その方たちの思いや困っていることを

聞き取れる時間を毎回作っていだたきたいと思います。 

○会長 

私も同様に感じています。皆さまお忙しい中，大変恐縮ですが，次回から事前に配布した資料をご

覧になっていただけると，ご意見にあった時間が取れるのではないかと思います。また，事務局側で

も読んでもらいたいポイントや審議の中心になるポイントをまとめ，資料に添えていただけると大変

ありがたいと思います。 

  それでは，これで令和２年度調布市障害者地域自立支援協議会第１回の全体会を終了させていただ

きたいと思います。 

 

（８）障害者差別解消支援地域協議会 

○事務局（障害福祉課） 

後半の差別解消支援地域協議会を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日は第 1 回目ですので，まず，差別解消支援協議会の概要を説明いたします。平成２８年に障害

者差別解消法が施行され，その後，自立支援協議会の中に差別解消地域支援協議会が設置されました。

差別解消法は，障害の有無に関わらず互いに尊重し合う共生社会を実現するために，あくまで差別を

解消することを目的としていており罰則規定等は設けていない法律となっております。平成３０年１

０月には東京都における条例により，全ての公共施設や民間企業において不当な差別的取り扱いは禁

止とされ，合理的配慮は義務となりました。 

  差別解消支援地域協議会の目的としては，趣旨の周知と障害当事者に対しての必要な配慮や合理的

配慮についての事例共有，そして，それぞれ委員が属する団体で周知していただくことで障害に対す

る理解や必要な配慮の認識を浸透させていただくことができればと考えております。２９年から勉強

会やグループワークを開催し，テーマを決めて協議してきましたが，昨年度からは合理的配慮の相談

事例の共有や法律改正などの情報提供，また各団体からの情報提供を行ってきました。 

  それでは，今回は第１回目となりますので，委員の互選により会長を決めさせていただきます。立

候補はいらっしゃいますか。（事務局に一任される）ありがとうございます。昨年度に引き続き，本

協議会の会長を桜美林大学の谷内先生にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか（拍手をもっ

て決議される）それでは谷内会長，ごあいさつと進行をお願いいたします。 

○会長 

よろしくお願いいたします。障害者差別は非常に難しいテーマだと思います。数日前の午後２時半

頃，視覚障害の方が阿佐ヶ谷駅のホームに転落し亡くなられたのですが，実は私と同じ同郷で同じ小

学校時代，盲学校で過ごした方です。駅にホームドアはなく，転落してホーム上に這い上がるところ

に電車が入ってきたという状況です。コロナ禍の午後２時半で，恐らくホームで待つ利用客も少なか
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ったと思います。この場合，合理的配慮の問題もあると思いますが，鉄道会社も早々にホームドア設

置ができないため，過重な負担として免除されると思います。法律に従っても，差別にならないとい

うことに非常に複雑な心境で今を迎えています。最近は，盲学校の教員や歩行訓練の方々とネット会

議での意見交換を考えていて，ホームから落ちない練習はしていると思うのですが，上手に落ちる練

習，落ちた時の行動演習もしたほうがいいと考え，現状を踏まえながら私なりに答えを模索していま

す。法律があっても本当の差別解消について難しく感じていますが，皆さんのご意見を伺えればと思

っています。 

  本日は主に調布市からの情報提供になります。その後，可能な限り皆さんからのご意見をいただき

たいと思っております。本日の内容以外にも自由にご発言していただければと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

  明らかに差別解消法に関連する相談となるものは，令和２年になってから２件あり，その事例につ

いてご紹介と情報提供していきたいと思います。 

  まず事例１番，差別的扱いではないかと相談があった事例です。身体障害者で男性７０代（手帳あ

り）の方で，介護保険で支給されたシニアカーを使用しています。相談者曰く，Ａバス会社だけがシ

ニアカーを見るだけで乗車を拒否し，他のバス会社は拒否せず介助してくれて，障害者差別として行

政から指導できないかというご相談でした。相談者はコンパクトなシニアカーを使用しており，車椅

子スペースに十分収まるというお話でした。市の対応としては，まずバス乗車の規定について東京都

交通局に問い合わせました。シニアカーについてではなく，車椅子という大きなくくりで規定されて

おり，バス内で反転，転回ができて固定できる場所が確保できれば乗車可能となっていましたが，バ

スの規格によっては固定場所の確保や乗り降りが困難なものがあり，運用についても各バス会社に任

されているため，乗車させないというだけでは差別にあたらないという回答でした。次に，都内にあ

るＢバス会社に確認したところ，シニアカー使用を理由に乗車可否を決めるものではなく，通勤・通

学や時間帯によって必ず使用する場合であれば相談に応じるが，満員のバスは危険があるため断るこ

ともあるという回答でした。 また，Ａバス会社ではバス会社側で実況検分を行った結果，転回や昇

降時の場所確保ができないと判断したため，シニアカーでの乗車は断っており，今のところ個別対応

は行っていないという回答でした。そして，Ｃバス会社では基本的にシニアカーは断っているが，車

内が空いていてシニアカーが小型で転回可能な場合，運転手の判断で乗せている時もあるという回答

でした。これら全てを相談者に回答すると，相談者は定期的にバス利用していたのではなく，通院時

に乗れたらいいが仕方ないと話されていました。ただ，鉄道においては乗車可能な規定が明確にされ

ており，一つの鉄道会社で乗車可能であればシールをもらい，そのシールが貼られていれば他の鉄道

会社でも乗車可能となっているので，バスにおいても使用しているシニアカーが乗車可能だという規

定を国などが決めてくれるとありがたいと話されていました。調べた所，相談者の話の通り，国土交

通省においてハンドル型電動車椅子を使用した鉄道利用について，全長や回転機能などの規格が明示

されていました。そして，バス会社のホームページを調べると，Ｃバス会社ではハンドル型車椅子は

安全確保のため，バス内でベルトによる固定および回転ができない場合は乗車できないと明記があり

ましたが，他バス会社は何も触れられていませんでした。１例目は以上です。 

○会長 

この事例について，似たような経験や関連する情報をお持ちの方はいらっしゃいますか。 

○Ｂ委員 

会社によりますが，非常に評判が悪いバス会社はあるけれども，運転手さんによって，また違うた
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め，各バス会社で身障者に対する教育を徹底させてほしい。 

○Ｅ委員 

  自分が大きめのシニアカーを使用しているため共感していますが，やはりバス利用は難しいと感じ

ています。国土交通省が音頭を取り，乗車可能な基準を作っていってほしいです。高齢化社会で今後

必要なテーマだと思います。そして，ご覧いただいたとおりシニアカーが大型車椅子とあまり変わら

ないため，基準に問題があるのであれば，むしろバスの規格を変えてほしい。１０年，１５年前は車

椅子も駄目でしたが技術開発で可能になってきているので，そういうことも可能になっていくと思い

ます。 

一方で，電車は細やかに配慮してくれ，乗り換えなど全て要望どおりに対応してくれますが，車両

の車椅子スペースの場所を把握していない駅員が多く，違うドアから乗ってしまった時もありました。

また，ステッカーですが，自分も実際に貼って利用しています。どこかの福祉財団が配布しています

が，国土交通省などが行ってくれるといいと思います。今はまだ発展段階ですが，どう発展させてい

くかが大切だと思います。 

○会長 

ありがとうございます。オリンピック・パラリンピックは延期になってしまいましたが，海外から

来られる車椅子の方や障害のある方が電車やバスに乗れるのかということが私はすごく気になって

いました。対策があるのかも知れませんが，車椅子を使われている方はよくお分かりのように，待ち

時間は長く，乗車人数も限られている中，権利を主張する大勢の海外の方の対応をどうするのか。今

回のような意見が起爆剤となり，鉄道会社やバス会社に浸透していくことを期待しています。 

○Ａ委員 

昨日開催されたバリアフリー推進協議会で，高齢者を対象とした電動車椅子２種類の社会実験を 10

月から行うという話があり，あるバス会社からは明確な規定がないのに乗車させることはできないと

いう意見が出ていましたが，まずは，試験的に多摩川住宅地域で 3 週間しっかり安全に使えるかどう

か確認し，次に公共機関を利用していく必要があるという話になりました。まさに，Ｅ委員の話のよ

うに，新たな展開を迎えていると思いました。以上です。 

○会長 

ありがとうございました。追加のご意見はまた最後にお願いします。２件目の相談事例について，

事務局からお願いします。 

○事務局（障害福祉課） 

２件目はメール相談です。聴覚障害の男性の方で聴導犬の入店拒否があり，補助犬手帳を見せても

理解してもらえず，市外在住の方でしたが店が調布市だったため相談が入りました。店舗に状況確認

を行うと，夫婦で来店し聴導犬の申し出がありましたが，小型犬で待機中に声をあげたり，他の利用

客の子どもに吠えながら寄っていく行動が見られ，店員は本社に問合せ，テラス席での利用をお願い

したという話でした。相談者の希望で聴導犬協会にも問合わせましたが，休日だったため対応時間外

で，相談者は聴導犬の手帳を提示した上での店の対応に納得がいかず，一度退店されましたが，留守

録を入れていた聴導犬協会が店に連絡して説明したことで，最終的には店内で食事ができました。相

談者からは店側に指導してほしいといった要望もあり，東京都に確認したところ，聴導犬は訓練を受

けていることが前提で，外出時も連れて歩くことは一般的ですが，ユーザー側の責務もあり，聴導犬

が仕事中であるという明示がされていること，仕事中に他人に近寄ったり吠えたりする場合はきちん

と注意することが必要だという回答でした。入店拒否などの補助犬法の相談については，東京都福祉
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保健局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当が窓口になります。相談者にはメールで全て報告し，

店舗にも説明し周知を行いました。店側からは系列店にも周知を徹底していきますとお答えいただき

ました。 

  今回の相談の中で，補助犬というとハーネスがついた盲導犬が想像され，小さい犬が本当に聴導犬

なのか想像がつかなかったという話を聞き，改めて調べたものが参照資料になります。聴導犬協会ホ

ームページの紹介には，聴導犬は音が鳴ったら教えてくれ，仕事中の目印としてオレンジ色のケープ

をしていますが，資料の写真にある通り小型の犬種もいます。最近は同じような服を着て散歩してい

る小型犬も多く，一見すると見分けにくいこともあり，皆さんに周知させていただきました。 

○会長 

ありがとうございます。資料を添付していただいて理解できました。 

○Ｂ委員 

補助犬というのは大型犬というイメージでした。写真を見ると可愛い小型犬もいてペットと間違え

やすい。スーパーなどの店では，盲導犬を知らない小さい子供に驚かれてしまうかもしれませんが，

盲導犬の周知や子供との盲導犬の交流の機会を作ることで福祉への意識が高まってほしいと思いま

す。 

○会長 

ありがとうございます。もし吠えてしまった場合などの責任についてはどうなっているのでしょう

か。 

○Ａ委員 

現在はコロナ禍で盲導犬の活動が減っているのですが，去年４月時点で全国の盲導犬は９２８頭程

います。聴導犬も介助犬も，身体障害者補助犬法に基づいた手帳を所持して，犬を貸与されています。

盲導犬だから吠えないとは言い切れず，私の盲導犬はデビューしたての頃，上野駅の周囲の声が響く

場所で怖くて思わず吠えてしまい，前の盲導犬では吠えたことがなかったので，私がまずパニックに

なりました。すぐに協会のユーザーホットラインに問合せると，私を落ち着かせるために，犬だから

吠えますよと助言をもらいました。今は寂しがって鳴く時がありますが，基本的には吠えません。一

方で聴導犬は，吠えて教えてくれるのだと思うのですが，やはり周りの人にとって怖いと思わせてし

まうので，聴導犬だと分かるように犬用の服とは区別できるような工夫が必要だと思います。私も入

店拒否された経験はたくさんありますが，この店は入らないと割り切っています。ただ，私たちユー

ザーにも補助犬の健康管理や行動管理という補助犬法で定められた義務があることを覚えておいて

ください。例えば，電車内で補助犬が一人で他の乗客のところに行ってしまう時は，ユーザーの傍で

きちんと管理してくださいと言っていいんです。特に単独で歩いている方は自分の犬がどうなってい

るか分からないこともあります。小さな聴導犬については難しい点もあるとは思いますが，法律に基

づいて貸与されている犬に関しては店側の合理的配慮だけが義務じゃなく，ユーザーにも義務があり，

店の対応だけでなく，ユーザー自身も考えていく必要があると思いました。 

○会長 

ありがとうございます。２つめの情報提供を事務局からお願いします。 

○事務局（障害福祉課） 

最後の資料をご覧ください。市役所１階と神代出張所に新しい証明書発行機が設置されましたが，

マルチコピー機能のほか視覚障害者用の音声ガイダンス機能も付きました。日本で初めての取り組み

で，基本的にマイナンバーカードと暗証番号がない方は使えませんが，住民票の写しや印鑑登録，課
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税証明書などの発行ができます。現在のところ，音声ガイダンスが利用できるのは住民票の写しと印

鑑登録証明書の発行のみとなっています。白杖の置き場所や点字案内等の工夫がされていますので，

ご活用いただきたいと思います。以上，情報提供でした。 

○会長 

ありがとうございます。この機械が設置される背景が何かあったのですか。 

○事務局（障害福祉課） 

もともとの証明書自動交付機が古くなり，メンテナンスができなくなったため新しい機械を入れる

ことになり，この機械を導入しました。 

○会長 

ぜひ皆さん，使ってみてください。まずマイナンバーカードを作らないといけないですね。それで

は，皆さまから何か情報提供やご意見等ございますか。 

○Ｆ委員 

他の地域の障害者差別解消支援地域協議会の様子と比べ，行政側は特に何もしない地域もあるよう

で，調布市はきちんと対応してくださっていて改めて感謝しております。ただ，一つ確認したいこと

は，調布市で障害者差別専用の相談受付窓口をつくる予定があるかどうかをお聞きしたいです。どこ

に窓口があるのか明示されておらず，障害福祉課の中に窓口があると分かるようにすることはとても

大事だと思います。 

○会長 

恐らく障害者虐待防止法との違いにも触れていただくような窓口の設置とは違いますよね。 

○事務局（障害福祉課） 

虐待防止法の場合，障害者福祉課内に虐待防止センターがありますが，障害者差別解消法に関する

相談は，様々な場面で生じているため障害福祉課だけでなく，医療のことであれば健康推進課，環境

のことであったら環境政策課など，相談内容に応じて情報共有しています。 

○Ｆ委員 

  なぜ専用窓口があればいいと思ったかというと，聴覚障害がある方がバリウム検査を断られるとい

う事例が増えているという話があり，健康推進課にバリウム検査が可能な病院リストを欲しいと要望

を出したけれども断られ，当事者が障害福祉課に相談に行ったそうですが，差別解消事例の一つとし

てカウントに上がっていないと思いました。意思をきちんと酌んでもらえているのか，差別解消事例

になるかどうかの線引きがどのように行われているのか，誰が見ても分かりやすくしていただきたい

と思っております。 

○会長 

ありがとうございます。とても大事なご指摘です。手続きやフローチャート，共通の基準などがあ

るのでしょうか。 

○事務局（障害福祉課） 

基本的な流れは虐待防止法の窓口と同様の流れになっています。差別に値するかどうかは情報収集

をして協議を行い，相談者に返しています。 

○会長 

私も正直よく分からないので，初回相談時や手続きの流れを本会で発表していただくことは可能で

しょうか。 

○事務局（障害福祉課） 
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フローチャートはできるのですが，事例検討の中で相談が解決してしまう場合もあります。事例に

カウントされていないというご意見を聞いて，確かにその可能性もあると思いました。今回取り上げ

た事例は，障害福祉課にあった相談の中で，明らかに相談者の訴えが差別にあたるものを挙げていま

す。 

○会長 

Ｆ委員，次回までに持ち越しでよろしいでしょうか。 

○Ｆ委員 

ありがとうございます。 

○会長 

健康診断の件については明らかに差別だと思いますので，再度担当者に相談したほうがいいと思い

ます。その他いかがですか。 

○Ｂ委員 

障害を持つようになるまで，身体障害者になったら手帳は自動的にもらえるものだと思っていまし

た。医師や市役所，社会福祉協議会からの助言のおかげでもらうことができました。そういった観点

から，手伝いたいと思っている健常者もたくさんいるのですが，どのように手を差し伸べたらいいの

か分からない。当事者からも心根を社会に発信すべきだと思っています。健常者と障害者が理解し合

える言葉，感謝の気持ちが通じれば嬉しいと思います。以上です。 

○会長 

分かりました。ありがとうございました。 

○Ｅ委員 

  東京都の条例で差別解消法の窓口も設ける規定になっているのではないでしょうか。そして，盲導

犬は知っている人はいるけれども，他の補助犬について一般に周知させるために，テレビ広告などを

利用して，どこかが声を上げる必要があるのではないでしょうか。私は東京都オリンピック委員をし

ていますが，全観覧席の０．５％は車椅子席を設けなくてはいけないことになっており，５００席は

用意されていますが，８時に開場してその人数の車椅子の方が殺到した場合，最後の車椅子の方が最

寄り駅から降りるのは朝４時までかかる計算になり，まだまだ課題がたくさんあります。 

○Ｄ委員 

バリウム検査を拒否された話は，知的障害の方が断られる場合も多いように思います。恐らく聴覚

障害の方も検査中の指示が伝えられないからではないかと想像したのですが，もしそうであれば，や

はり今後は公的配慮を促進させていく話になっていってほしいです。差別だから注意するということ

ではなく，障害福祉課が病院に聞き取り調査等をして，この場で報告していただきたい事例だと思い

ます。 

  そして，相談者にとっては差別だと力強く言えるほど自信を持てないということもあり，ただ困っ

ているので，検査が可能な病院を知りたくて相談にみえたと思うのですが，もし検査してくれる病院

がたくさんあるならば，それを伝えるだけで解決できるかもしれません。ただ，Ｆ委員の話はそうで

はないように思われ，解決できないとしても意見として上げていく方がいいのではないかと思いまし

た。 

○会長 

ありがとうございました。時間の都合で話し合うことができず，また時間があるときにＤ委員のご

意見伺えればと思いますが，ニーズ調査の報告書の中に障害者差別についての質問項目が立てられて
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おり，私が意外だと思ったのは，障害児を持つ保護者自身が差別を受けたと意識されている方が非常

に多いのです。地域差がある等の資料もあり，今後また議論する機会を持ちたいと思いながら，本日

の協議会を終わりにさせていただきたいと思います。 

○事務局 

それでは，これで差別協議会も含めて，第１回目の自立支援協議会を終了させていただきます。ど

うもありがとうございました。 


