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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２回全体会報告書 

 

 

１ 開催日    令和２年１０月２９日（木) 午後３時から６時 

 

２ 開催場所   調布市グリーンホール小ホール 

 

３ 出席者 （委員１８名 事務局１６名 傍聴１名） 

 

４ 議 題 

（１） 開会の挨拶 

（２） 令和元年度相談支援事業所の報告について 

（３） 令和２年度調布市障害者地域自立支援協議会各ワーキングの中間報告について 

（４） 地域課題について 

（５） 障害者差別解消支援地域協議会 

・調布駅前広場の整備について 

・差別解消支援関連の相談件数・内容について，情報提供 

 

５ 議事録要旨 

（１）開会の挨拶（障害福祉課） 

 本会においては，新型コロナウイルス感染拡大への防止面から座席の間隔を空けさせて

いただき，皆さまにはマスクの着用，出入り口での検温をお願いさせていただきました。

こちらの会場は，常時換気システム作動の上，出入り口のドアを開口させたまま開催いた

します。マイクについても発言の都度カバーを交換し，柄も都度アルコール消毒させてい

ただきたいと思います。 

 本日の議題に地域課題について予定されています。開催通知で該当の方は記入と持参を

お願いしていましたが，会議終了後に発言された方もそうでない方も全て回収させていた

だきたいので提出についてご協力をお願いいたします。 

 また，事前送付にはなかった案件が１件追加となっております。後半の差別解消協議会

の中で，市の街づくり事業課から調布駅前広場の整備について皆さまの意見を聞きたいと

要望があり，１番目の議題に入れさせていただきました。 

 それでは次第に沿って議事に入ります。ここからは木下会長に進行をお願いいたします。 

○会長 
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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。この自立支援協議会は，

本日で第２回目となります。ぜひまたご闊達な意見を賜りたいと思います。 

 前回の反省として，皆さまから意見を頂いた中で用意した議題が先送りになってしまい

ました。そのため，本日は発言の途中で要約や手短にお願いすることがあるかもしれませ

ん。それも議題を全て進行するためであることをあらかじめご承知おきください。 

 

（２）令和元年度相談支援事業所の報告について ※資料参照 

○事務局（ちょうふだぞう） 

ちょうふだぞうの概要と実績について報告いたします。施設の概要については，資料参

照という形で省略し，相談件数について報告します。当事業所は知的障害のある方を中心

に相談を受けており，総計５３５人です。その他身体，精神の方と続きますが，就労支援

センターもあり，身体・精神・高次脳の方の数が徐々に伸びています。 

○事務局（希望ヶ丘） 

地域生活支援センター希望ヶ丘の支援状況を報告いたします。事業内容，相談件数に大

きな変更はありません。実際の活動としては，ピア活動が昨年度から再始動し，参加して

いる当事者と共に会の内容や運営方法を検討して，基盤づくりの年となりました。 

昨今増加傾向にあるのは，家族関連の問題や２０代から３０代前後の相談です。 

○事務局（ドルチェ） 

ドルチェは社会福祉協議会の部署の一つで，障害者支援係の中にあります。相談事業の

ほか，サロンやデイサービス，作業体験デイサービスなど様々な事業があります。 

 当事業所は，主に身体障害のある方の相談支援です。身体障害は，車椅子や杖など肢体

不自由の方と，視覚障害や聴覚障害，内臓疾患，そして高次脳機能障害のある方などです。 

○会長 

何か質問や意見のある方はいますでしょうか。私から１件，ちょうふだぞうの健康・医

療に関する支援の相談実績は，やはりコロナの影響でしょうか。 

○事務局（ちょうふだぞう） 

この時点ではそこまで反映されていないという認識です。４月以降，仕事が休みになり

生活リズムが崩れたという相談はありました。 

○谷内副会長 

コロナ禍の影響で３月までと今年度４月以降で，何か気付いた点がありますか。 

○事務局（ちょうふだぞう） 

利用者からコロナの影響で生活が逼迫したという相談もありますが，就労している方は

休業補償されている方がほとんどなので，収入の面での相談は少ない印象です。  

 

（３）令和２年度調布市障害者地域自立支援協議会各ワーキングの中間報告について 

※資料参照 
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○事務局（ちょうふだぞう） 

今年度のテーマは「災害時の通所系事業所と相談支援の連携について」です。今回はワ

ーキングが１０月１５日に行われたため，プロジェクトの内容を記した報告書となってお

ります。 

 今回のワーキングは，実務的・実践的な部分も話し合う必要があるため，プロジェクト

という形をとりました。全体会のメンバーでもある３名を含めプロジェクトメンバーとし

て年に４回から５回プロジェクトを行い，ワーキングを年に２回行って承認や意見を頂く

予定です。 

 プロジェクトは２回目が終了しました。前年度の「非常時の地域ネットワーク作りワー

キング」では，災害時の３相談支援事業所と行政との連携について話し合いました。今年

度は「通所系事業所との連携とネットワーク作り」を焦点に「調布市独自の災害時の自主

的な避難所のあり方についての検討」も加えて話し合いました。 

 今回は成人だけではなく児童も対象とし，放課後等デイサービスを運営している方をプ

ロジェクトメンバーに招きました。今後ネットワークづくりのため，情報提供や集約，共

有をどのようにしていくかが，大きなテーマとなっています。 

 このワーキングでは「役割分担と災害時フローチャートの作成」，「連絡ツールの決定と

利用の習熟」，「災害時シミュレーションの作成後の訓練」などを目標としております。 

「調布市独自の災害時の自主的な避難所のあり方」では，「避難所モデルの実現可能な要件」

や「避難所のモデル運営」などを成果目標として考えています。 

 水害時には調布市でも独自の避難所が立ち上がりますが，障害を持つ方が一般の避難所

には行きにくいという声も，アンケートなどで聞かれています。作業所や通所系の事業所

が独自に避難所を開けないかという意見からこのワーキングを開いたので，その辺も検討

しています。 

 災害当日に人材を派遣できるか，物資の融通が利くかどうかが大きな課題ではあります。

ワーキングの中で，先駆的に防災ネットワークを立ち上げた「ひので福祉ネットワーク」

の方をお呼びして話を伺い，参考にしながら進めたいと考えています。 

 まだ色々な課題が多く，見通しがつかない部分もありますが，災害に注目が集まってい

るので，成果を上げたいと思います。 

○事務局（希望ヶ丘） 

障害理解の促進ワーキングのテーマは「当事者が障害理解を普及啓発していくための仕

組み作り」です。今年度は当事者が障害理解を発信する，当事者の育成について焦点を当

てて協議を始め，学習プログラムの開発を検討するという大きな目標を掲げています。こ

れまでワーキングは２回行われましたが，２回目は先週開催したばかりのため，資料は第

１回ワーキングまでとなっています。 

 第１回目は今年度のワーキングの目的，取り組みを委員と共有し，今後育成に向けた学

習プログラムを作る上で，障害当事者がどのような事柄を発信し，どのような伝え方が良
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いのかを改めて協議・検討しました。 

 障害当事者が研修で自分の困っていることを一方的に話すのでは一般の方には伝わりに

くいので，まず当事者自身の活動や住まいなどを紹介しながら日常生活を知ってもらい，

人柄を理解した上で障害を伝える機会を作ってはどうかという意見も出ました。 

 一方で，そもそも育成すべき当事者のモデルについてもっと検討すべきという意見もあ

り，学習プログラムを作る上で改めて協議する事柄を確認しました。 

 第２回目は，他の団体や自治体では当事者の育成についてどのように実践的な取り組み

をしているのか情報収集を行いました。 

 札幌市で当事者講習の講師としても広く活躍し，当事者育成の取り組みについても詳し

い方にリモートで参加してもらい，札幌市社会福祉協議会において行っている「障がい者

講師養成講座カリキュラム」の内容や受講人数，その後の活躍などを伺いました。講義は

全１０回あり，終了後講師登録をする流れになっています。カリキュラムの中でも，自分

の思いを相手に伝えることがとても大事で伝え方を学ぶ機会を作っていると聞きました。 

 また，この講座を修了した方が，有志で集まり講師登録している当事者講師の会「すぷ

りんぐ」についても伺いました。この団体には，身体・知的・精神と，それぞれ障害特性

の異なる方々が所属しており，共に障害理解を促進していくための学び合いや，講演会で

も一緒に壇上に立ち，広く障害について伝える活動をしているとのことでした。 

 その他にも仙台市の取り組みとして，学習プログラムもあります。それを踏まえて今後

は調布市として，どのような当事者講師が良いか検討していくとともに，障害理解の発信

の目的，学習プログラムの全体像について協議していきたいと考えています。 

○事務局（ドルチェ） 

 昨年度からの「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」

では，居宅介護等のサービス調整が困難，新規相談ができないという話があり，ヘルパー

事業所の実情を知るためにアンケートを実施しました。 

 その結果から，人材不足や対応できるスキルを持ったヘルパーの不足，障害特性を理解

していないことが判明したので，今年度は人材育成や，確保のための研修・カリキュラム

の機会の充実，日頃からの関係性構築について進めることになりました。 

 第１回のワーキングは，テーマよりも新型コロナウイルスの感染状況下における相談支

援事業所やヘルパー事業所の報告が主に挙がりました。その中でも特に多かったのは，未

知のウイルスのため事業所の不安やヘルパーが支援に入ることが怖いということです。情

報量が少なくヘルパーがパニックになってしまい，支援が停止した事業所もありました。 

 その他に感染リスクを予防するために Zoom や LINE などを使用して情報共有を行う事

業所もありました。メリットとして移動時間が短縮できるので，新たなオンライン機器を

使用した交流や連携等について検討してはという意見が挙がりました。 

 また，研修等を深めることも大切という意見もありましたが，その前に定期的に支援機

関と顔を合わせる機会の多い介護保険制度と異なり，障害福祉サービスでは問題発生時や
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３カ月，半年に１度のモニタリングしか行わず顔を合わせる機会が少ないので，関係性を

作ることがそもそも難しいのではという，制度上の課題も挙げられました。 

 今後の展望としては新型コロナウイルスの感染リスク等を踏まえた，相互理解の方法を

オンライン機器使用も考慮しながら，日頃から顔が見える関係性づくりについて検討した

いと思っています。 

○会長 

皆さま，質問や意見はありませんか。私からよろしいですか。障害理解の促進ワーキン

グに関して，講師を育成した後にどういった方に対して障害理解を発信していくのか，ど

のように想定しているのか伺いたいです。 

○事務局（希望ヶ丘） 

目的によって対象者も変わるため，それも含めて検討していかなくてはと思います。副

会長，いかがでしょうか。 

○谷内副会長 

社会福祉協議会の出前講座で当事者を小中学校に派遣していると思います。私のイメー

ジでは，登録の上依頼があったら派遣という形がいいと思います。ただ，既存で動いてい

るシステムがあるので，そちらとの併用も検討が必要だと思います。 

○会長 

ありがとうございます。既存の制度との整合性ですね。市民講座など，障害理解の研修

会を開催しても，残念ながら自発的に参加する市民は少ないと思います。そのため，人が

集まる仕掛けをどう作るかが，一つの課題なのかと思いました。 

 先駆的にやっているこのカリキュラムで当事者が自身の障害について語れる，発信でき

るようになることはとてもいい取り組みで，ぜひ続けてもらいたいと思います。 

○A 委員 

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について質問で

す。事業所の大きさによって対応能力や情報量に差があります。たくさんの意見を分類し

て事業所の特性に合った支援をプランニングできるようになると，方向性が見えると思い

ました。 

 私たちも事業所にアンケートを取っていますが，小規模な事業所は情報が非常に少なく，

それによる不安が大きいという調査結果がありました。まとめるのであれば，そういう視

点からも考えてはどうかと思いました。 

○事務局（ドルチェ） 

事務局では意識していなかった部分なので，検討したいと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

サービスのあり方検討会について，報告します。今年度は１３事業所の相談支援専門員

をメンバーとして，開催しています。今日までに２回実施し，１回目は８月２４日に開催

しました。内容は「地域生活支援拠点について」と「新型コロナウイルス感染症における
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各事業所の対応」についてでした。 

 地域生活支援拠点等の整備，またはそれに伴う加算算定について，サービス支援係から

の説明と質疑応答を行いました。地域生活支援拠点連絡会をこのサービスのあり方検討会

に位置付け，昨年度より実施しています。また，新型コロナウイルスにおける各事業所で

の対応について意見交換・協議しました。 

 第２回目は１０月２６日に行いました。障害者避難支援計画について各事業所に事前に

作成してもらい，共有しながら活用方法について検討しました。今後，第３回と第４回を

予定し事前検討会などを行う予定です。 

 

（４）地域課題について 

○秋元副会長 

CIL ちょうふで先日研修会を行った際，調布市の同じ駅でも，駅員によって全く対応が

違うという意見がありました。駅員の対応を均一化するため，調布市と CIL ちょうふで研

修会を提供できるような仕組みを考えられないのかということが１点。 

 あと，もう１点は私の希望です。東京都で差別解消条例ができましたが，市の独自の条

例がまだありません。せっかく協議会が機能しているので，条例作りの基盤を検討するワ

ーキングができたらいいと思いました。 

○会長 

公共交通機関の駅員の対応の均一ということこそ，障害理解の対象になると個人的には

思いました。 

 あと一つ，市として差別解消に関する条例を検討してほしいと意見がありました。これ

に関して何か意見や実現に向けた提案などもどうでしょうか。 

○B 委員 

医療に関しての困りことがあるといろいろなところで聞き，ワーキングのテーマとして

毎年提案しています。医療機関を受診しにくい，がん検診などを受けにくいということは，

市が介入できないと聞いていますが，そうではなく地域で暮らしていくために医療と福祉

の連携が必要ということだと思います。例えば，重度の方でも福祉サービスを工夫するこ

とで入院できるのではないか。また，強度行動障害の方などは，医療と通所・入所施設と

の連携が必要なケースもあることが保護者の話からわかっています。いろいろな切り口が

あるとわかったので，医療に関する困り事アンケートを親の会ではとっています。その結

果もまとまってきているので，このような場での共有や，ワーキングのテーマなど，何か

できることはないか探っていきたいと思います。 

○会長 

これも障害理解にかかるところです。障害のある方，特に知的の方は医療機関を受診し

にくいと全国的に問題となっているので，ぜひ調布市から何かいいシステムを作って，解

消に向けて動けると良いと思いました。 
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○C 委員 

B 委員から医療について出ましたが，私もこの地域課題はとても悩みました。案内の中に

「調布市への要望ではない」とあり，何を書くか本当に考えました。私たちは同行援護や

ホームヘルパーを利用しており，調布市への要望になるかと実は悩んでおりました。 

 今，上部団体が医療関係の悩みを陳情しているところです。その１つは，救急車で運ば

れて手術をしなければならない際，承諾書を誰が書くのかという問題です。今，手術が必

要な時に目が見える家族がいたとしても，その場で書くのか，後から書くのか。また，夫

妻ともに視覚障害者の場合はどうしたらよいのか，親戚が遠過ぎて，来てもらえない時な

どです。まずこの問題が，医療的には問題になっており，報告しました。 

 ２つ目としては，入院しても見えないので動けません。ベッドから勝手に離れても怒ら

れます。トイレに行くにも，一番ドアに近いベッドを依頼し，手術前にトイレまでの歩行

訓練をして白杖で行けるようにするなど，本当に大変な思いをしました。 

 ですので，看護師等にも障害特性を理解してもらい，入院生活が安心して送れるように

して欲しいと考えました。 

○会長 

私は成年後見人をしていましたが，権利がないので，インフルエンザの注射１本打つに

もどうするのかよく老健ともめた覚えがあります。大事な提案をありがとうございます。 

○D 委員 

精神障害者もやはり怪我や急病で他科を受診しようとすると受け入れ先が見つからない

という問題があります。救急車でも同様です。医師会の力を借り，調布市近辺の受け入れ

先を紹介してもらいたいです。 

 また私たちの困り事として，同居している家族が急に入院したり亡くなって１人になっ

てしまった精神障害者はどこに助けを求めたらよいかという問題です。知的障害者対象で

は，この協議会で取り上げられ「あんしんネット」がちょうふだぞうで立ち上がっていま

すが，同じような仕組みが精神障害者にも必要です。家族が安心して入院できるように，

また近所や兄弟とのトラブルや事件・事故・火災予防にもつながると思います。精神障害

者は急な変化に対して混乱し，不安がとても大きくなります。相談先を事前に伝え，連絡

先・電話番号・ステッカーのようなものを分かりやすい場所に貼れば，安心だと思います。

そこからヘルパーなどのサービスにつながるとありがたいです。 

○会長 

やはり医療の問題が一つ大きな壁となっています。事務局に質問ですが，精神障害のあ

る方が急きょ一人になる状況となったときに，調布市だとどこが相談窓口になりますか。 

○事務局（希望ヶ丘） 

親亡き後や将来の心配に関しては，地域生活支援センター希望ヶ丘にまず一度相談くだ

さい。将来のことや入院・法事の際家を外せないということに関しては，柴崎駅近くに粋

交舎というグループホームがあり，そこで短期入所を利用できます。前もって見学や練習
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を勧めているので，ぜひご活用ください。 

○事務局（障害福祉課） 

今の質問に対して，既存のサービスを一つ紹介します。 

「救急キット」を障害福祉課で配布しています。救急キットは，自分の障害について詳細

に記入して，対処方法や緊急連絡先などを包んで必ず冷蔵庫に入れておくというシステム

です。冷蔵庫に入っていることを示すために，玄関ドアなど分かりやすいところにステッ

カーを貼ります。何かあったときには，その救急キットのステッカーを見た救急隊が，冷

蔵庫を開けてくれるというシステムもありますので，一つ何かの助けになればと思います。 

○会長 

情報提供，ありがとうございました。そちらもよろしければ，活用ください。 

○E 委員 

２点あります。就労を希望していても，就労移行のように一気に就労を目指すところは

ハードルが高く，理解力が高いと作業所は希望しないという方が増えています。そのため，

緩やかに自分と合う方向性を一緒に探していける場があると良いと思います。 

 あともう１点は，触法等破天荒な生活ぶりで既存の福祉サービスの枠組みや地域生活の

枠組みに全く当てはまらない方も増えており，入居できる場所が全くないことが課題にな

っています。そのため，そのような方が生き生きと生活できて，働ける場があったら良い

という希望です。会長の専門でもありますがので，挙げさせてもらいました。 

○会長 

よく知られていますが，１日元受刑者を受け入れると７千円加算が付きますが，それで

も受け入れ先はないですか。 

○E 委員 

刺激が少ない，地方の自然豊かな農業といったところに行くことが多いです。 

○会長 

なるほど。そういった方が増加しているということですか。 

○F 委員 

今回のテーマを職員に見てもらい，記入したものを読み上げます。 

１つ目は，１人暮らしするときにはヘルパーを利用して生活が営めると思います。ただ，

受診同行などをヘルパーに依頼すると，長時間であることや人員不足などを理由に断られ

ることが多いです。担う人を増やす，働きやすさを担保するような仕組みがあると良いと

思います。 

 ２点目が，昨今，障害のあるなしにかかわらず，全ての人がスマホを持ち，インターネ

ットを利用するようになり，それに関する課題・弊害が増えているように思います。イン

ターネット詐欺や，収入に対してスマホの支出が大きいといったことです。そういった課

題や弊害に対して，なりすましメール等のインターネット詐欺を未然に防ぐ講習などがあ

ると良いと思います。また，講習に出掛けるのが困難な方向けに，訪問してレクチャーや
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相談などができるサービスがあると良いと思います。また，支援者が疎い場合もあるため，

支援者向けの講習なども必要です。 

 ３点目は，インターネットなどの利用により，さまざまな人とつながれるメリットがあ

る半面，詐欺や性的搾取，被害に遭う方も増えています。成人してから障害認定を受けた

方はその知識が薄い，または誤った知識を持っている印象を受けます。例えば，障害があ

るので異性に触れても大丈夫，障害者は妊娠しないので大丈夫，障害者は結婚してはいけ

ない，障害者は年金がたくさんある，他人とカラオケに行くだけでお金がもらえるという

認識です。一般的な知識として触れる機会が少ないです。話題自体がタブーなので，知識

を身につけるため定期的に講習を受けられるなど，サポートが得られると良いと思います。 

 ４点目は，一般の方や関係者から成年後見制度の利用について相談がある場合がありま

す。そのときに，６５歳未満の若年の方が成年後見制度を利用する際の相談先は普段は福

祉総務課を案内していますが，障害福祉課なのか質問です。 

○事務局（障害福祉課） 

福祉総務課では成年後見人に関する相談を直接相談員が受けていますので，そちらでも

いいと思います。障害福祉課の場合には，詳しい事情を伺って課題を整理させてもらうか，

福祉総務課に紹介します。 

○会長 

ヘルパーの人材不足はコロナの影響で，活動自粛しているヘルパーも多くなり，さらに

人員確保が難しいという声も聞いています。 

 また，性教育は最近包括的性教育という内容もあり，はやってきています。ですから，

ネットで性被害に遭う方が増えてきている中で，ネットの研修に加えてそういったことが

あっても良いと考えました。 

○G 委員 

主に３点ほどあります。まず，１番目。障害者全体について考えたときに，地域で自立

生活をする際，例えば自治会や民生委員との関係がうまく保てない状況があると思います。 

 例えば，地域の中で防災訓練をする際，私たちが参加しても互いに誰か分からないまま

終わってしまうことが多いです。１年または数年の間に，調布市としてそれぞれの地域で

ブロックを作り，ブロックごとに生活している障害者や民生委員，自治会の方が互いに顔

を合わせ，情報共有を行う防災訓練など顔が理解できるような場があればいいと思います。 

 ２つ目は，聴覚障害者に限るのですが，市役所や社協，あるいはたづくりや教育会館の

ような場で，いつでも手話通訳してもらえるように遠隔手話通訳サービスという，モニタ

ーでつないでいつでも通訳を受けられるシステムがあればいいと考えています。 

 ３つ目は，毎回上がっていることなのですが，とても広くなった駅前広場に渋谷のスク

ランブル交差点にあるような大きな映像があるといいと思います。その映像で例えば，市

議会の中継や，調布市のイベントについての情報を集約して紹介し，そこで字幕や手話通

訳者がワイプで手話をするという，聞こえない人も見てわかる情報があれば良いと思いま
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す。 

○会長 

重要な発言・提案をありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

○H 委員 

今は個人情報があり，情報共有ができません。近隣の事など知りたいこともつかめない

ことが大きな課題だと思います。 

○会長 

確かに今は個人情報保護があり，なかなかネットワークがつくれないという問題も大き

くあります。これはあくまでも個人的な意見ですが，特に民生委員や市長など，公的な役

割を担っている方とネットワークを通じてつながるような関係性ができたらと良いと思い

ました。 

 顔の見える関係をつくる必要があるという意見はこちらで受け止めたいと思います。 

○秋元副会長 

障害の状態が変化し，住宅改修をする際に家の状況なり身体の状態を見てアドバイスを

もらえる形があると良いと思います。 

 私が個人的に家の環境を変えたいと思ったときに，普段受けているリハビリでは家に来

てもらうことができず，訪問リハを受けている人でもリハビリ中に環境改善を言う時間が

ありません。住宅改修に限らず，身体障害に限らず知的障害の方も高齢化が早いと言われ

ていますので，家の中でできる何かを気軽に教えてくれるものがあると良いと思います。 

○会長 

こういったことは，住環境コーディネーターが専門です。本日は時間の関係上締めます

が，ここで発言できずシートに記入いただいた方は事務局に提出をお願いします。 

 非常に広い意見を頂き，今後検討事項がまだまだ多いと実感しました。傾向としてはや

はり医療の確保に少し偏りがあったと感じました。ここは全国的な課題になっているので，

重点的に緩和・解決していく取り組みが検討会であってもいいと個人的には思いました。 

 

（５）障害者差別解消支援地域協議会 

○事務局（障害福祉課） 

 それではここから第２回調布市差別解消支援地域協議会に移ります。ここからは会長が

谷内先生となります。よろしくお願いいたします。まず初めに駅前広場の件についてです。 

 

・調布駅前広場の整備について ※資料参照 

○街づくり事業課 

調布駅前広場について，昨年度までに実施したさまざまな市民参加や社会情勢の変化を

踏まえ，南側ロータリーの一部を修繕することにしました。このロータリーの一部修繕に

ついては，市と交通管理者と協議を行っています。今回は南側ロータリーの一部修正した
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案を基に配置した視覚障害者用誘導ブロックの配置について説明し，意見を頂きたいと思

います。誘導用ブロックの検討については，専門家から意見をもらいながら作成しました。 

 まず，オレンジの線が誘導ブロックの箇所となります。まず調布駅集合口からサウスゲ

ートビルの間に東西の動線をつくります。また，広場口を出て南北のロータリーをつない

だ部分を，南北の動線としています。 

 また，バス停は北側と南側ロータリーの上屋に添って点字ブロックを引いています。バ

ス停の乗降場については点字ブロックを引き，降車場については下りた先の動線となるた

め引いておりません。なお，タクシーの乗降場については，点字ブロックを引く予定です。 

 ロータリーには，障害者用の乗降場を調布駅前広場の東側の側道，交番付近に設置予定

です。そちらにも点字ブロックを引き，調布駅に行けるよう配置を検討しています。 

 現在作成した案については，触地図を作成しており，社会福祉協議会に展示してもらえ

るよう現在調整しています。展示後はぜひ見ていただき，意見をお願いします。 

 最後に今後の市民参加についてです。今年度はロータリー以外の歩行空間に関して市民

参加を予定しています。時期はコロナ禍の状況も踏まえ，対策等を考えながら準備を進め

ているところです。詳しい日程は，市報に掲載しますので確認をお願いいたします。 

○H 委員 

社会福祉協議会を京王多摩川に移転することは反対です。障害者から話を聞いていると

言っても実際は皆が反対です。駅前に建ててほしいという要望です。調布駅前に社会福祉

協議会ができたら，調布市は福祉にとても力を入れているとイメージが上がると思います。 

○A 委員 

点字ブロックができることは非常に良いと思いますが，中央口と広場口にある南北の動

線は両方とも人が多く通る所で，視覚障害の方が歩く安全性は検討されましたか。 

○街づくり事業課 

歩行者動線は確認をしていますが，人通りがとても多いことは把握しています。 

安全性に関しても，現在考案中なので今の意見も踏まえて考えたいと思います。 

○C 委員 

１０月２７日にこの提案を頂き，視覚障害者福祉協会の役員４名でいろいろと検討しま

した。課題は幾つか残っていますが，本協会としては賛成しています。 

点字ブロックや街づくり，バリアフリー等のことにとても詳しい方が３名いるのでとて

も心強く思っています。その中で皆さんの意見を沢山聞きながら，私たち視覚障害者が安

心して歩け，車椅子やバギー，松葉杖の方にも迷惑が掛からない設置をお願いしています。 

 昨日，東急前の歩道で点字ブロックにつまずき転んでしまった婦人がいました。怪我が

なくてほっとしておりますが，私たちにとって大事な点字ブロックは足が上がらない人に

とっては邪魔だと把握しています。共存していくために，皆さまの意見を聞きながら街づ

くり事業課と協力していきたいと思います。 

○会長  
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単純な疑問ですが，グリーンホールとサウスゲートビルの前に引かれていないのはどう

してでしょうか。 

○街づくり事業課 

グリーンホールは今後，改修予定ですので，それを踏まえてからになると思います。 

○会長 

ビックカメラとパルコの前も引いていない理由がありますか。 

○街づくり事業課 

歩きやすい点字ブロックの配置を想定した結果で引いておりません。もしないと困ると

いう意見を頂ければ，それを参考にしたいと思います。 

○会長 

実際，当事者に聞いて決めると思いますが，ないと不便ではないかと単純に思いました。 

○街づくり事業課 

社協に触地図を展示する予定なので実際に触って意見があれば頂きたいです。 

○事務局（障害福祉課） 

皆さんに地図を見てもらい，街づくり事業課に今後も意見があれば伝えてください。 

 

・差別解消支援関連の相談件数・内容について，情報提供 

○事務局（障害福祉課） 

前回から今回にかけて差別という相談はありませんでしたが，市の施設をより良く使え

ないかという相談がありましたので，一つ紹介します。高速道路の下に道路や横断歩道が

再現され，交通ルールを学びながら自転車で自由に走れる子ども交通教室公園があります。 

 放課後デイサービスの子どもが５人職員付き添いで行き，最後に挨拶したところ，事務

所の人より「５人で来るなら予約してくれ」と言われたということでした。１，２回一方

通行の道を間違えたようですが，職員がほぼマンツーマンできちんと誘導していました。 

 せっかく皆で「ありがとうございました」と挨拶したのに子どももシュンとしてしまい

ました。他に一般で使用していた方は，お母さんたちがおしゃべりしていて，ルールは守

っていなかったそうです。あえて最後にきちんと挨拶したところそのようなことを言われ

てしまいこれはどうなのかという相談でした。 

 この公園は交通対策課が管轄のため，放課後デイサービスから相談したところ，言い方

が良くなかったことについて謝罪はありましたが，なんとなくうやむやに終了した部分が

ありました。今後も気持ち良く利用するため，表示をわかりやすくする・障害のあるなし

で予約が必要とならないよう，全体としてもう少し改善できないか障害福祉課に相談があ

りました。交通対策課に意見を伝え，誰が見てもわかりやすいものは使いやすいのではな

いかと話をしました。その後，双方の話し合いを行い，以前から一方通行がわかりにくい

という意見もあり改善すること，全体図を作成するという返答がありました。 

ただ，１度障害のある方が大勢来た際に支援者が少なく，危ないことがあったというこ
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とでした。他事業所でも利用して構わないが，安全を確保できる人が付いてほしい，大勢

の場合は半面の貸し切りなど相談に応じるので何かあれば交通対策課へという双方にとっ

て良い方向になったという経緯でした。 

○会長 

予約してもらわないと困るという話は，予約をしたら何をしてくれたのでしょうか。貸

し切りにできたという，いい意味もあったのでしょうか。 

○事務局（障害福祉課） 

その時の言い方は分かりませんでした。交通対策課に確認したところ，ここは定期的に

交通対策教室もやっています。その時間に重なっていなければ，団体の場合は貸し切りが

あり，保育園や幼稚園の遠足でも使用しているそうです。 

○会長 

そういう意味だと良いのですが，そうとられなかったのですね。 

○事務局（障害福祉課） 

皆で出掛けるのであれば予約の方がいい面もあると思います。 

○会長 

似たようなケースはたくさんあります。賃貸も同じ論理です。障害者の方がつつましく

生きていて迷惑を掛けないことも多いと思います。まさに差別という差別です。 

 これが１０年前だと「感じ悪い」で終わってしまうところが，差別解消法があり皆で共

有していい方向に前進できることは，本当に良いと思いました。 

 次に情報提供です。 

○事務局（障害福祉課） 

前回，差別解消法に関連した相談をフローチャートで示すと分かりやすいという意見が

あり，作成しました。 

 差別解消法の中で民間企業に関することと，市の事業に関することでは流れが異なるた

め区別しました。民間企業関連の場合はお客さま相談窓口などの相談体制があり，話し合

いを持ちます。それでも解決できない場合は，民間企業がある所在地または居住地の障害

福祉課が窓口となります。東京都では平成３０年に条例ができ，広域支援相談員が置かれ

ており，そちらでも障害福祉課でも良いことになっています。 

 事実確認後担当課で関係者会議を行い，聞いた情報から差別に値することや，差別には

値しないけれども改善してほしいことがあれば，その事業所に指導や改善策の依頼，その

後差別解消法の周知をする形の流れとなります。 

 これで対応できない場合は調整委員会という部署がさらに強くあっせん・勧告・公表で

きる紛争解決の仕組みが東京都は出来ています。 

 調布市の事業の場合は，事業担当課が相談を受けます。そこで解決できず，もう少し話

し合いをしたい場合には，今回のように障害福祉課で構いません。 

 前回もありましたが，障害によりうまく担当課に伝えることが難しい場合は，即障害福
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祉課に来てもらい，事実を聞いて改めて担当課に取り次ぎ・あっせんをして改善策の依頼

や障害者差別解消法の周知をする流れになっています。 

○Ｈ委員 

民間事業者はどこを指しますか。 

○事務局（障害福祉課） 

調布市の事業に関係しないところです。例えば，前回の病院などです。 

○Ｈ委員 

そういったときは具体的にどこに相談すればよいのですか。 

○事務局（障害福祉課） 

病院で何かあれば，まず病院が窓口です。バスの件であればバス会社に必ず相談窓口やお

客さまセンターがあります。 

○会長 

例えばバス会社で，バスに乗せてもらえず差別を受けたと思っている人は，その状態で

市役所に相談に行っては駄目なのでしょうか。 

○事務局（障害福祉課） 

それでも大丈夫です。 

○会長 

私が関わっている別の行政でも同じような説明でしたが，そういった認識が多いと思い

ます。例えば，バス会社で解決すれば良いですが世の中はそううまくいかず，怖い思いや

とても気分を害されるようなことをされると，電話はできないと思います。そうなると，

多くの方は泣き寝入りしてしまうので，市役所でも大丈夫だとわかると良いと思います。 

あと，解決・未解決が共に下向きになっていますが，解決ならここで終了と分かる表記

に工夫しても良かったと思います。 

見える化すると，分かっているようで実は分かっていないところが，互いに確認できて

良いです。できたら，調布の障害者福祉のしおりにも入れると良いと思います。 

○副会長 

このフローチャートはどう周知するのでしょうか。障害を持たない方でも現場を見て，

これは差別ではないかと思ったときに，相談する場所を知らないとそのままになってしま

い，改善がないと思います。 

○事務局（障害福祉課） 

どのように示せるかは検討します。 

○F 委員 

東京都障害者権利擁護センター広域支援相談員は障害者差別に関することだけですか。

職場で障害者の虐待の相談をできるところがないかと思うのですが，そういったことも相

談しても良いのかもしわかれば教えていただきたいです。 

○事務局（障害福祉課） 
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広域支援相談員は，基本的には障害者差別に関することです。障害者虐待は，調布市の

障害者虐待防止センターが障害福祉課となるので，まず連絡いただきたいです。ただ，市

が判断に迷うときには東京都の権利擁護担当という部署に相談します。 

○F 委員 

他市の方で行政と見解が違うときに，客観的な相談など何かできたら良いと思うことが

あります。そのため，市の担当以外で相談できるとしたらどこかお聞きしたいです。 

○事務局（障害福祉課） 

その場合は，東京都の権利擁護担当となります。 

○H 委員 

質問ですが，虐待の相談はどこから寄せられることが多いのでしょうか。家族からは考

えにくく，第三者では個人情報があるので，実態を知りたいです。 

○C 委員 

実体験ですが，隣の方が引っ越してきたときに，お母さんが子どもをこちらが怖くなる

ほど叱り，子どもがうちに逃げてくることがありました。本人も大きい声なのは分かって

いると話しており，どうしようか悩みましたが，まず障害福祉課に電話しました。障害福

祉課からすこやかにつながり，対応してもらいました。 

 また，自分自身も家族との関係の中でそれは虐待かもしれないということもありました。

それも計画相談員を通し，障害福祉課も含めいろいろな支援者をつくってもらいながら，

自分の生活をしています。 

○事務局（障害福祉課） 

虐待に関しては虐待防止法で皆さんに通報義務があります。気になる際は障害者虐待な

らば調布市の虐待防止センターに，子どものことは子ども家庭支援センターすこやかが窓

口になっています。 

 家族間では，ヘルパーや訪問看護師から情報が入ることが多いです。子どもの場合は学

校や通所先，保育園から入ります。あとは泣き声や大声があれば通報が入る形です。 

○会長 

では，情報提供の２つ目「障害のある方の胃バリウム検査について」です。 

○事務局（障害福祉課） 

前回，聴覚に障害がある方の胃バリウム検査が受けられなかったことがあり，その方が

病院の一覧表を求めたけれども実現せず，経緯を聞き健康推進課にも確認した結果です。 

 結論としては，病院を一覧表にすることは難しいということでした。理由としてバリウ

ム検査は他の検査に比べアレルギー反応が出る可能性や，転落事故の可能性もあり，技師

や受ける方の協力が大変必要な特殊な検査です。どのような方も安全に受診できるよう事

前に介助する人の増員や，検査時間を十分に取るようにしており，スタッフ状況が日々変

わる中，できる／できないという一覧表は難しいということでした。 

 ただ，健康推進課としては相談があれば受診できる病院の紹介など仲介をしています。
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相談は電話だけでなく，ファックスでもメールでも受け付けます。例えば，いつも受けて

いる病院で受けられないと言われたら，健康推進課に相談してもらえれば必ずどこか受け

られる病院を紹介したいという返答でした。 

○G 委員 

一つ確認ですが，その病院は調布市内でしょうか。市内では無料で検査できるところが

あると思います。もし市外の病院の場合，自己負担でその検査料を払うのでしょうか，そ

れとも市からの助成をお願いできるのでしょうか。 

○事務局（障害福祉課） 

調布市のバリウム検査は胃がん検診の場合，誕生日の５歳刻みで６０歳より前の方は受

けられます。一覧表でバリウム検査・胃カメラができる病院に印がしてあります。受ける

病院で，案内に付いているチケットを提示すれば無料です。 

○Ａ委員 

調布市の胃がんなどの検診に関しては，委託事業で調布市医師会が受けているので，リ

スト以外では実施できないと理解して良いと思います。あともう一点，補足です。 

 バリウム検診は幾つか問題があり，完全な検査ではないです。例えば，ボードで右左を

向いてくださいとやっていると，どうしても時間がかかります。時間をかけると，バリウ

ムが全部胃から腸にどんどん流れてしまいます。そうなると小腸は胃の前側にあるので恐

らく胃の３分の１か，半分ぐらいはバリウムで隠れ，その部分の診断ができなくなってし

まいます。でも，胃がんはちょうど隠れる部分に多く発生します。高齢になっていくと上

のほうにだんだん上がるのですが，５０歳代まではほぼ胃の中心から十二指腸の入口のち

ょうど隠れる部分にかかってきます。 

 あともう一つ，体が不自由でよく動けない方々は，飲んだバリウムが胃の壁に付着しま

せん。付着しないところは診断ができず結局，見落としの原因になります。そういった理

由で条件が整わない方には勧めません。もしくは嚥下障害のある方に関しては，誤嚥して

肺に入り，重大な事故になる可能性があるためできないと説明しています。 

 ですから，仮にできたとしても，より良い検査となるかに対する担保はできないことが

バリウム検診の限界なのでそこを理解して，受診先を探すと良いと思います。 

○B 委員 

知的の方もバリウムでげっぷを出さないことはとても難しいので，ほぼ不可能だと思い

ます。市でそういった方に対して胃カメラを同じ無料の枠でやることはないのでしょうか。 

○Ａ委員 

実は，内視鏡検査も胃が膨らんでいないとできません。げっぷしてしまうと，ひだとひ

だがくっついて，ひだの間の病変が見られなくなってしまいます。もちろん私たちもげっ

ぷしないように，喉仏を押さえたり，体位を変えたり，いろいろと工夫はしますがそれで

も出てしまうと仕方ないという検査になってしまうこともあります。 

 そこはやはり検査の不完全な部分で，苦しくなく膨らんでいるのが一番良いのですが，
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なかなかそこがうまくいかないです。 

○会長 

麻酔をして行う検査はいかがですか。開業医でもしていますよね。 

○Ａ委員 

私は基本的に麻酔を勧めています。最初にとても辛い思いをすると，今度も同じ思いを

するのではないか，嫌だと思い喉に力が入ります。そうなると内視鏡が入りにくいです。

痛いとますます力が入るので，少なくとも最初の時は楽にしてはどうかと話をしています。 

 ただ，麻酔をすると食道と胃のつなぎ目がきれいに広がらないことが多く，そこの病変

が見えにくくなるというデメリットはあります。大概の方は麻酔を使ってほしいと言うこ

とが多いです。 

○会長 

貴重な情報を頂きありがとうございました。では，結論から言うとまずは健康推進課に

電話をすれば，中継ぎをして必ず検診を受けられるところを紹介もらえるということで，

安心しました。 

それでは皆さんから何か普段感じていることや，疑問に思っていることがあれば，共有

したいと思いますがいかがでしょうか。ないようでしたら，事務局に戻します。 

○事務局（障害福祉課） 

それでは，本日頂いた宿題を事務局で検討し，また次回説明できるようにしたいと思い

ます。それでは第２回調布市差別解消支援地域協議会と自立支援協議会を，これで終了と

いたします。今日はありがとうございました。 

 


