平成２ ７年度 第１回東 久留米市地域 自立支援 協議会
平成２７年 ７ 月２８日

【地域支援係 長 】

定刻になりま したので 、おそろいの ようなの で始めさせ

ていただきま す。
皆さん、こ んにちは 。本日はお忙 しい中、 そしてお暑い 中、お集 まりいただ
きましてあり がとうご ざいます。ま ず、自立 支援協議会を 始めさせ ていただく
前に、人事異 動などに より委員の交 代があり ました関係で 、委員へ の委嘱状交
付式から始め させてい ただきます。 本日は、 市長は別の公 務がござ いまして、
副市長より委 嘱状の交 付をさせてい ただきた いと思います 。よろし くお願い 致
します。それ では、呼 ばれた方は前 に来てい ただいて委嘱 状を お受 け取り下さ
い。
（委嘱状交付 ）
【地域支援係 長 】

委員就任、あ りがとう ございました 。本日、 多摩小平保

健所の日高委 員はご欠 席なので、委 嘱状は後 日お渡しいた します。
続いて、副 市長より ご挨拶をいた だきたい と思います。 副市長、 よろしくお
願いします。
【副市長】

改めま して、皆さん こんにち は。ただいま ご紹介い ただきまし

た副市長の永 田でござ います。
司会のほう からもあ りましたよう に、本来 でございまし たら並木 市長が参り
まして、新し い委員の 皆様に直接委 嘱状の交 付をいたしま してご挨 拶を申し上
げるべきとこ ろでござ いますけれど も、ほか の公務がござ いました ので参れま
せん。私が代 理して参 りました。並 木市長か らは、皆様に はくれぐ れもよろし
くお伝えくだ さいとの ことでござい ましたの で、どうぞよ ろしくお 願いいたし
ます。
新たに委員 をお願い いたしました 皆様には 、快くお引き 受けをい ただきまし
たことに心か ら感謝を 申し上げます 。ほんと うにありがと うござい ました。
東久留米市 では、平 成２４年１０ 月に東久 留米市地域自 立支援協 議会を設置
いたしまして 、障害福 祉関係者の皆 様により ます相 互連携 、地域に おける情報
共有、支援体 制の整備 についてご協 議いただ いております 。昨年度 は、皆様か
らいただいた ご意見、 ご指摘により まして、 大変充実した 内容の東 久留米市障
害者計画・第 ４期障害 福祉計画をつ くり上げ ることができ ました。 重ねて心か
ら御礼を申し 上げます 。
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今年度は、 次第にも ございますが 、第３期 障害者福祉計 画の評価 を初め障害
者差別解消法 や障害者 虐待防止法に ついてな ど、時期を捉 えた話題 、課題につ
きましてもご 協議いた だくことにな るのでは ないかという ふうに思 っておりま
す。
最後になり ますが、 障害者福祉施 策の実 施 に欠かせない 協議会と して、障害
をお持ちの方 やその関 係者、そして 地域の皆 様のさまざま なご意見 などをご検
討いただき、 活発なご 議論をお願い いたしま して、ご挨拶 とさせて いただきま
す。どうぞよ ろしくお 願いいたしま す。
【地域支援係 長】

永田副市長、 ありがと うございまし た。副市 長は公務が

ございますの で中座さ せていただき ます。
【副市長】

すみま せん、どうぞ よろしく お願いいたし ます。

【地域支援係 長】

次に、福祉保 健部長と 障害福祉課長 が人事異 動により変

わりましたの で、ご紹 介させていた だきます 。鹿島部 長の後任 の内 野 部長です。
【福祉保健部 長 】

内野でござい ます。本 日はよろしく お願いい たします。

【地域支援係 長】

続いて、秋山 課長の後 任の後藤課長 です。

【障害福祉課 長 】

後藤でござい ます。よ ろしくお願い いたしま す。

【地域支援係 長】

それでは早速 ですが、 平成２７年度 第１回東 久留米市地

域自立支援協 議会を始 めさせていた だきます 。
最初に、資 料の確認 をお願いいた します。 お手数ですが 、資料番 号を各自ご
記入いただき たいと思 います。今回 は第１回 目の自立支援 協議会に なりますの
で、まず表紙 の次第の 右上に１－１ とご記入 ください 。次 に、第３ 期東久留米
市障害福祉計 画、平成 ２４年度から 平成２６ 年度ＰＤＣＡ 表という ものに１－
２とご記載く ださい。 次に、障害者 虐待防止 法というリー フレット の右上に１
－３とご記載 ください 。次に、平成 ２７年度 障害者虐待防 止に関す る研修につ
いての右上に １－４と ご記載くださ い。最後 に、平成２７ 年度第１ 回東久留米
市地域自立支 援協議会 席次表という ものに１ －５とご記載 ください 。
それと別に 、東久留 米市障害者計 画・第４ 期障害福祉計 画を本日 お持ちでな
い方はお渡し します。
（資料配付）
【地域支援係 長】

大丈夫ですか 。配付資 料は以上にな ります。 もし不足等

がございまし たら挙手 をお願いいた します。 大丈夫ですね 。
本日、日高 委員、池 田委員は欠席 との連絡 がございまし た。
それでは、 委員長、 よろしくお願 いいたし ます。
【委員長】

平成２ ７年度第１回 の地域自 立支援協議会 を始めま す 。２期の

２年目ですが 、人事異 動等がござい ましたの で、最初に、 簡単にで すが自己紹
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介から始めた い という ふうに 思って おります 。
ご発言のと きは皆さ んに聞こえる ような形 でご発言いた だけると 助かります 。
また、手 話でコミ ュニ ケーションを とられる 委員の方がい らっしゃ いま すので 、
手話通訳に配 慮しなが らご発言いた だけると 助かります。
それから、 音声 を録 音 しますので 、 ご発言 の際はお名前 をおっし ゃってから
ご発言くださ い 。それ ではこちらか ら 反時計 回りでお願い いたしま す 。
【委員】

さいわい 福祉センター 所長の水 谷と申します 。どうぞ よろしくお

願いいたしま す。
事務局も兼 ねており まして、開催 通知です とか会議録の 校正等で いろいろご
協力をいただ いており ます。今後と もどうぞ よろしくお願 いいたし ます。
【委員】

東久 留米 市地域生活支 援センタ ーめるくまー るの 馬場 と申します 。

まだまだ未 熟 ではご ざいますが、 地域福祉 に貢献できた らと思い ますので、
どうぞよろし くお願い いたします。
【委員】

社会福祉 法人イリアン ソスのぞ みの家の磯部 です。

住みよいま ちづくり 部会 の部会長 をさせて いただいてい ます。よ ろしくお願
いします。
【委員】

ＮＰＯ法 人武蔵野の里 ぶどうの 郷という 作業 所で施設 長をやって

います高原で す。
ずっとこち らの自立 支援協議会の ほうに参 加させていた だいてお りますけれ
ども、こちら の協議会 のほうが 、今 後とも活 発になりまし て、いろ いろ地域の
難しい問題、 困った問 題、そういっ たものを 有効に解決し ていける ような活動
ができればい いなとい うふうに思っ ておりま す。よろしく お願いし ます。
【委員】

ＮＰＯ法 人在宅支援グ ループ優 友の有馬と申 します。

市内で居宅 介護、移 動支援、あと 放課後等 デイサービス の事業を 展開してい
ます。どうぞ よろしく お願いします 。
【委員】

東久留米 市手をつなぐ 親の会（ 知的障害のあ る子ども の親の会）

の長田です。
どうぞよろ しくお願 いいたします 。
【委員】

ろうあ協 会の平山と申 します。

私たちの団 体は、耳 の聞こえない 方たちで 組織して、 今 年は一応 代表になり
ました。皆さ んよろし くお願 いしま す。
【委員】

高次 脳機 能障害者の会 の及川と 申します 。よろし くお 願いします。

高次脳は、 見た目は 普通の人なの で、理解 されるという ことがな かなか難し
いのですが、 皆さんの ご支援をよろ しくお願 いいたします 。失礼し ます。
【委員】

東久留米 市身体障害者 福祉協会 の会長を今や っており ます。皆さ
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んの活発なご 意見をお 願いいたしま す。河野 と申します。 よろしく お願いしま
す。
【委員】

ピープル ファースト 代 表の小田 島です。よろ しくお願 いします。

【委員】

東京都立 清瀬特別支援 学校高等 部で進路担当 をしてお ります吉澤

と申します。 よろしく お願いいたし ます。
昨年まで本 校の野村 のほうが担当 させてい ただいたかと 思います が、今年度
から吉澤が担 当させて いただきます 。お世話 になります。 よろしく お願いしま
す。
【委員】

こんにち は。ハローワ ーク三鷹 で障害をお持 ちの方の 就労 に向け

ての相談、紹 介を担当 しております 藤岡と申 します。よろ しくお願 いいたしま
す。
４月１日、 ハローワ ーク三鷹に着 任いたし まして、毎日 相談窓口 のほうには
就労をご希望 の方、障 害をお持ちの 方が見え ております。 １人 でも 多くの方が
就労、就職で きるよう に取り組んで おります が、今日この 協議会の ほうで少し
でもお力にな れればと いうふうに思 っており ます。どうぞ よろしく お願いいた
します。
【委員】

４月に異 動で前任の岡 野から相 談支援担当の 主査にな りました大

櫛と申します 。これま では高齢者の ほうの仕 事をしており ましたが 、現在は成
年後見、地域 福祉権利 擁護事業、そ れから生 活福祉資金と いう貸し 付け業務な
どを担当して おります 。
障害者の分 野に関し ては、これま でも行っ たり来たりし ておりま したが、ま
たちょっと間 があいた ところで、勉 強させて いただきなが ら ご一緒 させていた
だければと思 っており ます。ど うぞ よろしく お願いします 。
【委員長】

最後に なります が、 この協議 会 長の奥住と 申します 。 本会が立

ち上がり４年 目ですけ れども、その 間、会長 をさせていた だいてお ります。 仕
事は学芸大学 の教員 で す。昨年は少 し重い仕 事 が終わり少 し肩の荷 がおりた感
じです。どう ぞよろし くお願いいた します。
この協議会 には２つ の部会が あり ます 。１ つは、住 みよいま ちづ くり部会で、
磯部委員が部 会長をさ れています。 もう一つ は、相談部会 で、高原 委員が部会
長をされてい ます。部 会は 協議会と 連動しつ つ、 独立して 年に 数回 、 定期的に
行われていま す。
新しい委員 の方々に つきましては 、期の途 中 ですので、 昨年度の 委員が所属
されていた部 会にその まま継続して 入ってい ただければと 思ってお ります。 馬
場委員、吉澤 委員 、 藤 岡委員 、大櫛 委員 が相 談部会 、日高 委員がま ちづくり部
会だと思いま す 。
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それでは議 題にいき たいと思いま す 。本日 の議題は １つ です。資 料１－２を
ごらんくださ い。 ２６ 年度障害福祉 計画 です 。ほぼ確定的 な数字が 出てきてお
りますので、 それに基 づいて 、計画 値、実績 値の関係、あ るいは３ 年間の変動
の関係等を見 ながら 評 価をいただく ことをし ていきます 。 実質は、 昨年度の計
画を策定する に当たっ て、第３期の 数値 も議 論ましたが、 本日改め て 評価をし
たいと思って おります 。
それでは、 資料１－ ２を ご覧くだ さい 。事 業量の 見込み と 実績値 が 示されて
います。幾つ か に分け て 事務局から 内容の説 明をいただい て議論 す るという 方
法をとってい きたいと 思います。
それでは事 務局、ご 説明いただけ ますでし ょうか。
【管理係長】

着席 にてご説明さ せていた だきたいと思 っていま す。

まず、１枚 めくって いただいて、 英数字Ⅰ 番、施設入所 者の地域 生活への移
行をごらんく ださい。 こちらの表は ＰＤＣＡ の形をとって おりまし て、目 標と
実績、内容の 部分が計 画から実施と いうとこ ろで、皆様か らご意見 をいただい
て、評価、改 善をして いただくとこ ろがＣと Ａという形に なってお ります。
まず、地域 移行のと ころなんです が、目標 値については 、平成１ ７年度１０
月１日時点で ８６名入 所されている 方がいら っしゃったん ですが、 この方が何
名地域移行さ れたかと いう実績の数 字を出し ております。 目標値と しては、３
年間で１４名 の方が地 域移行すると いう数値 を設定してお ります。
２６年度に ついては 、５名の方が 地域移行 され、内訳と しては、 施設入所か
らグループホ ームに入 られた 方が３ 名、精神 科の病院に入 院されて いた方でグ
ループホーム に入られ た方が１名、 民間アパ ートに移られ た方が１ 名となって
おります。精 神科病院 については、 ６カ月以 上入院してい た方を対 象としてお
ります。
続きまして 、英数字 Ⅱ番、福祉施 設から一 般就労への移 行という ページをご
らんください 。この場 合、福祉施設 とは、就 労移行支援、 就労継続 支援Ａ型、
Ｂ型を利用さ れている 方が何名一般 就労に結 びついたかと いうもの が目標値に
なっておりま す。１７ 年度の実績値 の４倍を ３年間の目標 値として おりまして 、
１７年度、６ 名の方が 一般就労され たと いう ことで、２４ 名の方が ３年間で一
般就労すると いうのを 目標と設定し ておりま す。
２６年度の 実績とし ては、１ ４名の方 が一 般就労に結び ついたと いうことで 、
内訳としては 、就労移 行支援を使っ ている方 から１０名、 就労継続 Ｂ型を使っ
ている方が４ 名という 形になってお ります。
とりあえず 、Ⅰ番、 Ⅱ番の説明は 以上にな ります。
【委員長】

Ⅰの施 設入所者の地 域生活へ の移行 です。 ２４年度 ８ 名、２５
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年度６名、２６年度 ５ 名で、第３ 期の全体 と して目標が１ ４人 、実 績 １９人で、
目標値は達成 してい ま す。一方で、 年々人数 は減ってきて い ます。 内訳として
は、施設から グループ ホームが３ 名 で、精神 科病院からグ ループホ ームやアパ
ートが２名で す。
【委員】

これ、ケ アホームとか 、グルー プホームとか という記 述なんです

が、これは市 内のケア ホームなのか 、市外の ケアホームな のかと か って わかる
んですか。
【福祉支援係 長】

市内グループ におりま すけれども、 市外のグ ループホー

ムの方も、両 方入って おります。
【委員】

人数的に はわからない ？

【福祉支援係 長】

人数的には、 ２６年度 については市 内が２ 名 で市外が１

名です。２名 の方が東 久留米市で、 もう１名 の方が都内 の 他の市の 方が１名お
ります。
【委員】
そうすると 、８６名 というのは知 的障害と いうことなの かな。 そ ういう意味
ではないのか 。精神も 含まれてとい うこと な んですね。
８６名の目 標。
【委員長】

この８ ６名の内訳と いうのは 、大体わかる のでしょ うか。

【管理係長】

８６ 名については 、１７年 当時にリスト をつくっ たようなん

ですね。身体 の方も知 的の方 も入っ ていると いうことで、 精神の方 、病院に入
院されている 方は、す みません、カ ウントさ れていないと いうふう に自分は認
識しておりま す。
【委員長】

そうす ると、施設を 利用され ている方です かね。

【管理係長】

そう です。

【委員】

そうす ると、この方 たちが地 域に戻ってく るという 中では、市

内に戻ってく る人もい るし、市外に 行く人も いるというふ うに予想 できるとい
うことでいい のでしょ うか。
【委員長】

３名の うち２名が市 内で、 市 外の人１名は 市内に住 みたかった

けれども、そ れがかな わず市外にな ったのか 、市外を希望 されて外 に出たのか
はわからない というこ とでしょうか 。
【委員】

そうです ね。

【委員長】

市内に 戻りたいとき に戻れる 数のグループ ホーム が 必要だとい

うことですね 。
【委員】

そうです 。

【福祉支援係 長】

そうですね。 ただ、１ つ言えること があるん ですけれど
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も、市部でも 西寄り の ほうでグルー プホーム の建設が 多い ようです 。この 近辺
で空きがない 場合、西 のほうの市部 のグルー プホームに入 る方とい うのは、こ
このところ増 えている という事実は あります 。
それから、 基本的に は１７年１０ 月１日の 施設からの地 域移行な んですけれ
ども、それ以 降に施設 に入った方が 、ここに 数字はあらわ れません けれども、
１７年１０月 といいま すと、もう１ ０年前か ら施設ですの で、それ 以降に施設
に入っている 方が 、実 際の ところ 、２６ 年度 はこの数字に は出ませ んけれども、
２名おります 。
【委員】

西のほう というのは。

【福祉支援係 長】

八王子とか、 日野とか 、非常に向こ うのほう に今グルー

プホームが増 えている のは事実です 。
【委員】

ありがと うございます 。

【委員】

この年度 別を見ますと 、２４年 度は４人で、 ２５ 年１ 人、２６年

度が２人とい う形にな っていまして 、だんだ ん人数が少な くなって いますけれ
ども、このあ たりは何 か理由といい ますか、 そんなことが あるのか なというこ
とをお聞きで きればと 思いますけれ ども。
【管理係長】

担当 は 精神担当主 査になる んですけれど も、この 資料をつく

るに当たって 、ちょっ と話をもらっ ていて、 １７年時点の 方々は、 施設入所の
方が対象とい うことで 、同じことが 言えるの ですが、病院 からの移 行について
も、比較的地 域移行が しやすい方は 、当然そ の方から病院 も調整し ていくとい
うことで、２ ４年には ある程度の結 果が出た んだろうと。 ただ、そ れ以降はな
かなかうまく いかない 。課題がある 程度ある 方が調整の中 で地域移 行していっ
たというとこ ろもあっ て、数字とし てはだん だん落ちてき たという ところはあ
るんじゃない のかとい うことでした 。
【委員】

これは地 域移行支援を 使って退 院した方で、 これを使 わないで退

院された方は 、ここの 数の中には入 っていな いということ で。
【管理係長】

そう ですね。障害 のサービ スをまるで使 わないで 、例えば民

間アパート、 ご自宅に 帰られた場合 、うちで 把握できない ものが非 常にあるだ
ろうというこ とで、実 態としては、 もう少し 多くの方が病 院から地 域に戻られ
ているという ことはあ ると思います 。
【委員】
【委員長】

はい、あ りがとうござ いました 。
ほか、 何かございま すか。 精 神科病院につ いても 基 本的には地

域に出ている という 評 価はできるか と思うん ですが いかが でしょう か 。
【委員】

そうです ね。私ども、 ６人定員 のグループホ ームがあ りまして、

この制度を使 ってグル ープホームの ほうに出 てこられる方 もあるん ですけれど
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も、順調に行 って、病 院からグルー プホーム に来て、それ で３年間 グループホ
ームで訓練を しまして 、一般のアパ ートに行 って生活でき る方もあ りますし、
中には、やはりグ ルー プホームでも 難しくて 、またも う一度病 院に 入院をして、
それでまた再 チャレン ジという方も あります し、中には病 院でもな かなか見通
しが立たなく て 再チャ レンジも出来 ず、 ちょ っと困ってし まっ てい るという方
もおられます から、そ ういう点では 、移行支 援を使ってグ ループホ ームに入っ
たりして 、その後 また いろいろ課題 が出てく るということ が結構あ りますので 、
その辺を、や っぱり地 域での支援の 力を身に つけたりとか 、しっか り受けとめ
られるような 形をとっ ていかないと いけない のかなという ふうに思 って いると
ころです。
【委員】

うちもグ ループホーム をやった ときに、入所 施設から 何人か受け

入れたんです けれども 、特に都外施 設の人を 受け入れたと きには、 人間関係と
いうか、信頼 をとるの が かなり難し くて、５ 年ぐらい落ち つくまで にか かった
かと思うので 、地域移 行の表として は、住ま いの場所が表 記されて いるんだけ
れども、住ま いの場所 だけじゃなく て、 通う 場所がないと なかなか 障害の重い
人たちは帰っ てこ ら れ ないと思うの で、そこ と居宅のサー ビスがど れだけ使え
るかというと ころが多 分大きなネッ クになっ ていくと思う ので、委 員長が言っ
たように、こ れから障 害の重い人た ちがどう 帰れるかとい うふうな 課題を考え
たときに、そ ういった 住まいの場と 、通う場 と、生活を支 えるシス テムという
視点で地域移 行の評価 をできるとい いのかな というふうに は思って います。
【委員長】
【委員】
【委員長】

通う場 というのは、 日中の場 ということで すか。
そうです ね。
今あっ た ように、暮 らす場 と 日中の場は不 可分の問 題で、両方

セットにしな がら考え ていくことが 、とりわ け障害が重い 方が地域 移行してい
くには大事に なるとい うことでしょ う。
委員、施設 から地域 へということ について の何かお考え があれば 、いかがで
しょうか。
【委員】

施設から 地域に出すと いうのは 、本人がその 気でやっ てくれない

と出られない ようなこ とが多くて、 ピープル でもこの間あ ちこちの 施設に行っ
て探そうかな という話 もしたんです けど、今 、 支援不足で 、行くと ころがまだ
はっきり決ま っていな いので、 これ から僕た ちもあちこち の施設を やっていか
なければいけ ないなと いうところは あって。
【委員】

施設回り をやっていか ないと、 支援に出すの に、どの ぐらいの時

間で来るのか もわから ないし、施設 の中の職 員との打ち合 わせがう まくいかな
いときがあっ て、１ 人 出したときに 、こい つ 暴れるんだけ ど、ど う する んだと、
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職員からいろ いろ文句 を言われたと きがあっ て、僕も 行っ たんだけ ど、 そこが
ほんとうに難 しいとこ ろなんで 。だ から、こ れからどうい うふうに 出すかとい
うことは、ピ ープルジ ャパンのほう で今考え ています。こ の間もそ の話を僕た
ちはやってき たんです けど、地域へ 行くとい う道までたど り 着かな い 人が多く
て困ると僕は 思います 。
【委員長】

基本的 には 数値目標 を達成し ているという ことは評 価 でき記ま

すが、日中活 動とつな げ ながら、安 心して地 域に出られる 仕組み や 制度が今後
まだ必要だと いう こと だと思います 。
【委員】
【委員長】

そうです 。
ありが とうございま した。 続 きまして、福 祉施設 （ 移行支援Ａ

型、Ｂ型）か ら一般就 労への移行 で す。第３ 期中が２４年 １１ 名、 ２５年１４
名、２６年１ ４ 名、合 計３９名 です 。３年間 の目標は２４ ですので 、 数値とし
ては超えてい ますが、 いかがでしょ うか。
【委員】

数字的に は横ばいです よね。こ のところ、離 職をされ て、それで

もう一度利用 されてト ライをしてい くという 方々も増えて いくのか なという感
じです。就労 支援室の 登録が１００ 名ぐらい になっている んですね 。その方の
８割は働いて いらっし ゃるんですが 、２割が 求職活動をな さってい たりとかし
ていますし、 長く勤め られていた方 が、何か の事情で 、就 労移行支 援のところ
で時間をかけ て再トラ イするという 形になっ てきているの で、多い か少ないか
という評価は ちょっと できないです けれども 、少しずつ 伸 びが見込 まれるので
はないかとい う気がし ています。
あと、就労 移行支援 事業所自体が 、就職を する力をどう いうふう に指導して
いけるかとい うアセス メント力 を高 めたり 、いろいろな機 材を活用 したりとか 、
そういうこと がこれか ら求められて いくのか と思います。
あとは、東 久留米市 の中において は、市内 の移行支援事 業所の横 のつながり
ということで 、ネット ワークを、年 ２回ぐら いなんですけ ど、少し ずつできつ
つあるので、 そういう のも含めて少 し基礎固 めをつくって きつつあ るのかと思
っています。
【委員】

一般就 労の実質的な 勤めてい る期間という のは平均 どのぐらい

になるのです か。
【委員】

平均は言 えないですけ れど、長 くて１０年と いう方は 、表彰した

りとかしてい るんです ね。３年、５ 年、１０ 年という方が いらっし ゃるので、
定着支援を小 まめに丁 寧にやってい けばその 期間というの は長くな りますけれ
ど、就職を、 送り出し てそのまんま というふ うになってく ると離職 率というの
は高くなって くると思 います。
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【委員】

３ 年間の 目標が２４に 対して実 績は３９とい うことで 、１ .５倍ぐ

らいというこ となので 、この数字は 評価でき る と思うんで すが、ハ ローワーク
での就職とい うところ でまずお話し させてい ただくと、毎 年就職の 目標数とい
うのは掲げて 、それを 最低クリアす るように はしている の ですが、 ハローワー
クの窓口ご利 用の方の 就職の件数と いうのは 、毎年右肩上 がりで、 下がってい
る年はなくて 、２５年 度から２６年 度の１４ から１４とい うような 横ばいがあ
りますけれど も、こう いう形はなく 、全部右 肩上がりで、 利用者も 増えており
まして、就職 支援も 上 がっていると いうとこ ろはあります 。私ども の窓口から
の比較で言え ば、窓口 の利用者は 増 えていま すので、そう すると 、 ２５から２
６はもう少し 伸 び代 増 加の数があっ てもよか ったのかなと いうのは 感じます。
ただ、私ど もハロー ワークのほう は、５つ の市を担当し ておりま すので、そ
の合計の数字 ですので 、東久留米市 さんがそ のうちどれく らいとい うのは、残
念ながらそこ までの 数 値は出ており ませんの で、そこのと ころでど うかなとい
うところはあ りますけ れども、全体 でこの数 字は評価して いい数字 だと思いま
す。
【委員】

私どもの 法人でも就労 継続Ｂ型 と移行支援が ありまし て、その中

で毎年就労さ れる方も あるんですけ れども 、スタッフのほ うから見 ていまして 、
いいなと思う 人と、ち ょっとこれは 問題があ る就労ではな いかとい う人もおら
れまして、い いという 方は、最初に 作業所に 通うのも厳し いぐらい で、なかな
か通えなかっ た人が、 だんだんいろ いろなこ とがありなが らも通え てきて、そ
れで伸びてこ られた方 が、またある 程度して 就職のほうも 挑戦して いかれると
いう方もあり ますし、 もう一つは、 ちょっと 厳しいけれど も、就職 しないとい
けないので、 周りから 言われたりし て就職し てしまったけ れども、 そこで体調
を崩してしま って入院 しないといけ なくなっ てしまったり とか、そ ういう形も
ありますので 、そうい うところ で、 やっぱり その人それぞ れにいろ いろな状況
がありますの で、それ に応じた支援 をしてい く必要がある のかなと いうふうに
今思っており ます。そ んな状況です 。
【委員長】

今のご 意見を聞いて いると、 数字自体は評 価できる けれども、

更にこの数字 が上がっ て いく必要が あるとい う ことでしょ う 。とり わけ就労移
行支援の数値 が横ばい なのが 課題だ と思いま す 。
続きまして 、障害福 祉サービス に 移ります 。
【管理係長 】

ま ず 、（１）訪問系サ ービ スをごらんく ださい 。訪問系サービ

スでは、居宅 介護、重 度訪問介護、 同行援護 、行動援護、 あと、当 市 では利用
がないんです が、重度 障害者等包括 支援のサ ービスについ て目標値 を設定して
おります。
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訪問系の２ ６年度の 実績の特徴と しては、 居宅介護の利 用者数が ３年連続し
て減少してい る。その 中で、重度訪 問介護の 利用者につい ては３年 連続で増え
ているという ところが 大きな特徴と なってお ります。
訪問系サー ビス全体 の合算が目標 値という 形で設定して いるんで すが、合計
の数値として は、２６ 年度、利用者 としては 、昨年度より は減少し たというこ
とでございま す。ただ 、利用時間に ついては 、昨年度、２ ４年度よ りは増加し
たという実績 となりま す 。
次のページ 、（ ２）日中活動系サ ービスを ごらんくださ い。日中 活動系サービ
スについては 、各サー ビスについて 計画値、 目標値を設定 しており ます。ほと
んどのサービ スについ ては、おおむ ね利用者 数、利用時間 が増加し ています。
生活介護に ついては 、毎年利用実 績が伸び ているという ことなん ですが、市
内に生活介護 をやる事 業所が増えた んですけ れども、定員 の中で何 とか利用さ
れている方を 吸収でき ているのかと いうとこ ろでございま す。
先ほど皆様 からご意 見いただいた 就労移行 支援について は、２５ 年度から２
６年度につい ては２８ から２ ９の実 績が出た ということで 、少し利 用者数の伸
びは悪くなっ たのかな というところ でござい ます。
就労継続Ｂ について は、２４年度 が２７２ 名、２５年度 が２６４ 名、２６年
度が２７３名 というこ とで、ある程 度数値と しては落ちつ いてきた のかと思っ
ております。
短期入所に ついては 、３月時点の 実績を載 せているので 、そのと きにご家庭
の事情とかで ほぼ１カ 月利用される 方がいた 場合には、ぼ ーんと数 字が伸びて
いってしまう 部分もあ るので何とも 言えない んですが、３ ９という 比較的３年
間の中では高 い数字が 出ております 。
めくってい ただいて 、居住系サー ビスをご らんください 。２６年 度よりケア
ホーム（共同 生活介護 ）とグループ ホーム（ 共同生活援助 ）が一元 化されたた
め、実績値は 一まとま りになってお ります。 ２５年度は１ ０１名の 方が利用さ
れたのに対し て、２６ 年度は１０４ 名という ことで、３名 の方が新 たに利用さ
れたというこ とでござ います。
施設入所支 援につい ては、地域移 行という こともありま して、減 少していく
のがいいとい う形で目 標値を設定し ておりま す。２５年は ９９名の 方が利用さ
れていたので すが、２ ６年度、今年 ３月時点 では９５名の 方が利用 されていた
ということで 、４名の 減少というこ とになっ ております。
続きまして 、（ ４）相談支援をご らんくだ さい。相談 支援につ き ましては、２
５年度より当 市では取 り組みを始め て、計画 相談の利用者 は、今年 ３月の時点
で５１３名と なってお ります。計画 値の７５ ６というのは 、計画を 設けた時点
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での障害福祉 サービス の利用者とい うことで 、全員の方に 計画が行 き渡るよう
に、計画が立 つように ということで 目標を設 定したわけで すが、現 時点では２
００名ちょっ との方が まだ計画が立 っていな いという状態 でござい ます。
地域移行支 援と地域 定着支援につ いては、 ３月時点内 の 実績とい うことにな
りますとゼロ 名になる んですが、年 間を通し て見ますと、 地域移行 については
１名の方が利 用されて いた。地域定 着につい ては、２６年 度の利用 者はいなか
ったというこ とになり ます。
障害福祉サ ービスに ついては以上 になりま す。
【委員長】

まず訪 問系サービス です。全 体としての目 標値には 実績が届い

ていません。 特徴とし ては、重度訪 問介護が 若干ですが 増 えてきて い ます。
【委員】

居宅介 護が減ってい るのは、 ヘルパーの不 足で、居 宅の中から

重度訪問介護 に移行さ れている方も いるかも しれないんで すけど、 実際、ヘ ル
パーが派遣で きないと いうことが、 少なくと もうちの事業 所の中で はお断りを
しているとい うことは あります。
あと、同行 援護と行 動 援護に関し ても、資 格が、２６年 度までは 経過措置と
いうのでちょ っと曖昧 だったのが、 今後、資 格が厳しくな ってくる ので、ヘル
パー不足とい うのがす ごく懸念され て、この 数字がどんど ん減って いくのかな
という心配は あると思 います。
どうしまし ょう。も うヘルパー不 足はどこ の事業所も皆 さん訴え ていること
だと思います 。
あと、同行 援護と行 動援護はヘル パーの資 格が、今まで はヘルパ ー の２級と
経験があれば というの だった のです けど、講 習を受けなく てはいけ ないという
ふうになって きている ので、都なり 市なりで そういう講習 を考えて いただけれ
ば、それなり に金額も 、一般の講習 や学校で 受ければかな りの金額 ですけど、
そういうのが あればあ りがたいなと は思いま す。
【委員長】

はい、 ありがとうご ざいます 。

居宅介護の 減少 につ いて、 ヘルパ ーが足り ない可能性が 背景にあ るだろうと
いうことです 。
また、同行 援護と行 動援護は 将来 的にその 資格が厳しく なるので 、利用が難
しくなるので はないか という危惧が あるため 、 少しでも研 修が市に あればと い
うことでしょ うか。
全般的には 、基本的 には、重い人 の利用が 増えていると いうこと は評価 され
ますが、居宅 介護等の 減少はヘルパ ー不足な どが原因と推 測される ので、 増や
す手だてが必 要になっ てくる とまと めたいと 思います 。
次に日中活 動です。 全般的に見る と、実績 値は計画値を 下回って いますが、
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各年度で増え ていると 読み取れ ます 。また、 就労移行支援 の計画 値 と実績の乖
離が少し大き い ことも 読み取れます 。
【委員】

計画値と 実績値の就労 移行支援 の乖離という ところも あるかと思

うんですが 、計画 値を 立てられると きに 、高 等部で進路担 当をして おりますと、
各市の居住の 保護者の 方から、こう いうサー ビスを利用し たいけれ ども、東久
留米市だけと は申しま せんが、 当該 市の定員 が 今いっぱい になって いて、なか
なか選べない 状況であ るとか、隣の 市の状況 ですが、生活 介護につ いては、市
内がいっぱい なので、 また別の市を 選ばなけ ればいけない とか、そ んな話もち
らほら出てき ているん ですね。
だからどう しろとい うことではな いんです けれども、こ の計画値 を把握され
るときに、例 えば新卒 、高等部を出 られる方 ですと、毎年 一定数の 卒業生がい
るという状況 。地域の 特別支援学校 の状況を 見 ると、年々 卒業生が 増えている
という状況を 考えたと きに、いわゆ る計画値 のところに、 自然に 増 えて いくで
あろうという 人たちの 行き場である とか、そ ういったとこ ろを東久 留米市とし
てどうお考え になって いるのか。そ ういった ところは 、学 校にいる 身分として
はとても気に なるとこ ろですので、 ぜひ計画 値に反映させ ていただ きたいと思
いますし、今 どのよう に把握をされ ているの かというとこ ろをお伺 いさせてい
ただければと 思います 。
【委員長】

昨年度 の議論では、計 画値 １ ,０００が高過ぎ たと いうのがこの

会としての考 え だった と思います。 そこで 、 現実に応じた 数値目標 を 昨年度は
立てました。 実際、就 労支援移行 は 、事業所 数も関係する と思いま す 。
【委員】

就労移行 のほうは、ほ かの継続 支援と違いま して年数 の制限があ

りまして、３ 年以内と いうところが ありまし て、そういう ところで なかなか難
しいし、特に 精神障害 の方は、ある 程度長く かかわって信 頼関係を 築いていく
ということも 必要にな りますので、 そういっ た点で、ちょ っと難し くて、最初
から移行より はＢ型の ほうがいいと いう、そ んな方もおら れますの で、実績が
少ないという 一つの理 由もあるのか なという ふうに思って おります 。
【委員長】

間違っ ていたら申し わけない んです が、精 神の方も 、これから

使う場合、就 労移行を 挟んでいくと いう こと でしょうか 。
【委員】

一応そう いうふうには 言われて いるんですけ れども、 ただ、５０

歳以上の方の 場合には 、すぐＢでも いいとか というのもあ りまして 。
【委員長】

増えて いくというこ とは、資 源がないと大 変だと い うことでし

ょうか。
【委員】

そうです ね。ここを利 用せざる を得ないとい うところ は出てくる

感じはありま す。
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【委員長】

高等部 卒業後、 就労 移行を挟 む ということ で、 事業 所 の数が本

当に大事にな ると 思い ます。精神で もしそう いうことが当 たり前に なってくる
と、さらに資 源不足が 課題になると 思 います が 、見通しと しては い かがで しょ
うか。
【委員】

実際その ようになって みないと 何ともわから ない。そ うなるのか

なと思っては いるんで す けど、今の ところ利 用のほうがか なり定員 割れをして
いる状況でし て。
【委員】

さっきの 委員の方の 計 画数値と 実績値という 乖離は、 就労移行支

援事業所その ものが、市内の事業所 は、知的 で言えば三、四 個。比 較的少ない。
他市等の就 労移行支 援事業所にお いては、 パソコンをや って、一 般就労に向
けたトレーニ ングをき ちっと行うよ うな民間 の就労移行支 援事業所 があったり
とか、市内の 事業所も 、継続Ｂか特 例子会社 かというとこ ろで 利用 されている
方の就労移行 もあった りとか、就労 移行の支 援の中身がそ れぞれの 事業所によ
って違い、そ れを利用 者さんがある 程度選ん でいくという ふうな、 いい面での
就労移行の使 い方もあ る。一方で、 本当に就 職したくて、 がんがん トレーニン
グをしていく というの が市内には少 ないとい うのも伸びて いかない 一つの理由
かもしれない と思った りもします。
あともう一 つは、さ っき言われた 、継続Ｂ を利用するた めの暫定 支給に よっ
て就労移行支 援の数字 が伸びるとい う可能性 はあるかもし れないん ですけれど 、
それが就職に 結びつく ような支援の 内容にな るのか、単に アセスメ ントだけに
なるのかとい ういろい ろな問題もあ るので、 ちょっと流動 的ですよ ね。そこに
この数で追い つくとい うのも、つな げていい のかどうかと いうのが 、ちょっと
不明かなと思 います。
【委員】

２点なん ですけれども 、就労移 行支援の乖離 というと ころでは、

今お答えいた だいた中 で、 そこにか かわって いると、卒業 後すぐ就 労継続支援
Ｂ型を利用す るための 就労移行支援 事業所で のアセスメン ト、直Ｂ を可 能にす
るためのとい うところ では、恐らく 東久留米 市様も、近隣 の市と歩 調を合わせ
られるのかな と思うん ですけど、在 学中にア セスメントの ための実 習を暫定支
給等でやって いくとい う形をとらざ るを得な いんだろうな と思いま すし、動き
始めていらっ しゃる部 分が昨年度例 で聞いて おりますので 、実質的 なこちらで
出されている 計画値に かかわるよう な形とい うのは、多分 少ない の だろうなと
いうふうに思 っていま す。
もう１点、 継続支援 Ｂ型ですとか 生活介護 を使われる方 というの を、高等部
にいる立場か らすると 、的確にこの ぐらいの 卒業生 が出る よねとい うところで
の把握という の が進め られていくと 、この計 画値と実績値 のところ 、または必
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要な資源をど う準備し ていくかとい う前向き な話にもつな がるのか と思うので 、
そういったと ころは、 ぜひ今後検討 していけ るといいのか なという ふうには思
っております 。
以上です。
【委員】

こちらの 日中活動系サ ービス、 いろいろなメ ニューが あるんです

けれども、私 どもの作 業所に利用し たいとい うことで来ら れても、 断らざるを
得ない方です とか、あ と、利用して いるんだ けれども、施 設として はかなり厳
しくて、職員 の指導と いいますか、 そういっ たものに対 し て、大分 反発される
方とか、いろ いろ難し い方がおられ まして。
あと、もう 一方には 、家に引きこ もってい て、ご両親と しては何 とか作業所
に通ったりと かして や っていてほし いけれど も、本人がな かなか出 ないし、作
業所のほうで も、何回 も足を運んで 信頼関係 をつくってと いうとこ ろまではと
ても余裕がな いという ところがあり まして、 そういうふう に日中活 動系サービ
スの利用がな かなか難 しい。必要は あるけれ ども、難しい という方 がある程度
おられると思 いまして 、そういうと ころの支 援というのを 、今後 少 し できてい
くといいのか な という ふうに 思って おります 。
【委員長】

日中活 動に出られな い方に対 する支援をど ういうふ うにするか

ということで しょうか 。
【委員】
【委員長】
【委員】

そうです 。
現状は どのような形 で進めら れているんで すか。
１つには 、病院のデイ ケアを勧 めたりもする んですけ れども、 そ

れも嫌ですと いうこと とか、本人が 行かない とか、病院で もなかな か受け入れ
られないとか 、そうい ったことで、 宙に浮い ているような 感じの方 がある程度
いらっしゃる ような 感 じがするんで すけれど も。
馬場さんは 、いろい ろ見られてい て ご存じ かと思います けど。
【委員】

そうです ね、実際に就 労Ｂに行 ったとしても 、なかな か行けなく

なってしまう 方も 非常 に 精神の方は 多いので 、定着すると いうのは 非常に難し
いのかなと思 っていま す。
今年、ちょ っと レア なケースでは 、半年間 に就労移行、 就労Ａ、 就労Ｂ、３
つの計画をつ くり直し た方とかもい るので、 対応というの が非常に 難しい方も
いるのは事実 だと思い ます。
【委員長】
【委員】

何か今 後の方向性 に ついてで すが 。
そうです ね。できれば もう少し 時間をかけて 、お一人 お一人とし

っかり、じっ くり寄り 添えたらいい のかなと 思いますけれ ども、次 のところに
計画相談の数 値が出て おりますけれ ども、か なり数値をこ なすので 必死になっ

- 15 -

てしまってい るのが現 状かなと思っ ておりま す。
【委員長】

ここの 数値は 計画相 談と連動 しているとこ ろもある ので、関係

して検討しな ければい けないことだ とは思 い ます 。
【委員】

総合支援 法の見直しの 中で、短 期入所のあり 方みたい なものがか

なり批判の的 になって いる状況があ ると思う んです けど、 当市の場 合の短期 入
所の使い方と 、実際問 題、どういう ふうにニ ーズとしてあ るのか。 ニーズの把
握というのも 、もし出 せるようだっ たら、こ こでも確認で きたらい いのかなと
思っています 。
【委員長】
【委員】

実際そ ういうデータ は あるの でしょうか 。
グループ ホームとか入 所施設に 入れなくて、 繰り返し 使っている

ことに対する 批判みた いな感じで、 総合支援 法の見直しで は、正規 の短期入所
の使い方をさ れていな いというのも あったん ですけど、 で も、そこ は、見て い
て、資源がな い中で、 いたし方ない のかなと 思うんですけ れども、 そういうの
が数値にあら われてい るのかなとい うふうに 思っておりま すが、現 状はどうな
のかなという ことで 。
【委員長】

事務局 、何かデータ を お持ち でしょうか。

【福祉支援係 長 】

確かに、委員 が先ほど おっしゃいま したけど 、本来の使

い方がなされ ているか というのは大 きな課題 であろう。実 際あると 思います。
短期入所と言 いながら も、結局、施 設を待ち ながら、ある 程度中期 的なロング
の短期入所の 方もいら っしゃいます 。そうす ると、人数よ り時間数 のほうが上
がってくる年 というの が、多分中長 期的な短 期入所の方が 多い年は 、結果とし
てはそこの時 間数に確 実にあらわれ てく ると 考えています 。
【委員】

もし必要 ならば、 何か そういう チェックも少 ししたほ うがいいの

でしょうか。
この後の数 値のこと も関連するの で、ニー ズはあるんだ けれども 、受けとめ
る施設がない と 。先ほ どの地域移行 も含めて 、ほんとうに どのぐら いのグルー
プホームや暮 らしの場 が必要なのか という検 討の一つの材 料なのか なというふ
うに思ってい ます。
【委員】

現在、息 子は短期入所 を利用し ています。年 々兄弟関 係等難しく

なってまいり まして、 以前からグル ープホー ムを切望して いました が、そう簡
単には入るこ とができ ない現実を痛 感しま し たので、自分 でつくる ことにしま
した。そのた めに膨大 な時間とエネ ルギーを 要することに なりまし た。短期入
所の本来の使 い方云々 というのもご ざいます が、現状を認 識し、議 論だけに留
まることなく 、具現化 できる方策を ご一緒に 考えることが 大切と考 えます。
【委員長 】

働 く場 は働く場 、住むと ころ は住むところ と単独で 見ていくと、
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数値の意味が わからな くなるところ もあるの で、できるだ け関連さ せながら見
ていきながら 、ほ んと うに必要なサ ービス を 確認するのは 大事かな と思います 。
【委員】

先ほど直 Ｂ問題の話が ありまし たが、東久留 米 として の取り扱い

について教え てくださ い。
【委員長】
【委員】
【委員長】
【委員】

アセス メントという ことです か。
はい。当 事者にとって みれば、 夏休みに入り ましたし 。
もうそ ろそろや らね ばならな い ということ ですね。
はい、ご 本人、ご家族 にとって は、特に高等 部３年生 の方はご心

配ではないで しょうか 。
昨年も自立 支援協議 会で質問させ ていただ いております 。
【福祉支援係 長】
【委員】
【委員長】

高卒者のでい いんです か。

新卒です 。
現在 高 等部でＢ 型を 希望され ている方 につ いて アセ スメント等

をどうしてい くかです 。
【福祉支援係 長】

済みません。 直接就Ｂ というのは、 経過措置 までですの

で、今年度の ４月から は、就労移行 支援を経 て、アセスメ ントをや って就Ｂに
行くというの は決定で すので、うち の市でも それはやって いくとい う考えが今
あります。就 労移行の 事業所がどう しても市 内で少ないと いうのが ありますの
で、市内の就 労移行、 比較的大きな ところに なると、やっ ぱりさい わいさんと
いうことがあ りますの で、一応さい わいさん と連携をとり ながらそ の辺は進め
て、みんなが 就労移行 に行って就労 継続Ｂ型 に進むという 形はとり たいと思っ
ております。
【委員】

それは周 知してくださ っていて いますか。

【福祉支援係 長】

保護者のほう にはそれ は説明してお ります。

【委員】

わかりま した。

【委員】

これから 具体的なこと は詰めて いくというこ とだと思 いますし、

単にうちだけ かどうか というのはま だです。
市内の事業 者さんと 連携しながら というこ とになるかと 思います 。
【委員】

今年度か ら本則適用と いう解釈 でいいんです よね。

【福祉支援係 長 】
【委員】

そうです。

そうする と、精神の人 たちは中 途で入ってく る場合が あるんだけ

ど、そこは。
【福祉支援係 長】

そこがちょっ とまだあ れなんです。 自分で考 えているの

は、新卒者の 知的のほ うの方を今考 えていま すけど、当然 精神の方 もそういう
問題が出てく ると思い ますので、そ れも含め てうちのほう で何らか の答えを出
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さないととは 思ってお ります。
【委員】

じゃ、今 はもう直Ｂで 精神の方 は行けている というこ と。

【福祉支援係 長】
【委員長】

今は。はい。

精神の 方の問題と、 来年の４ 月からＢ型を 利用され る高等部の

方の問題は、 早くにや るべき事柄だ と思いま す。
では次に居 住系サー ビスに行きた いと思い ます。数値と しては漸 増して いる
というふうに 見てとれ ます。計画数 値よりは 若干足りない というこ とですけれ
ども。
【委員】

関わって いる法人でつ くってい ます。

【委員】

年金とか でやって いて も、施設 から地域 にと いうこと になると、

年金とかあれ が減って いくんですよ ね。もら っているお金 が。そこ のところで、
どういうふう にやりく りができるの かという のを区役所の 者へお願 いしたんで
すけど、年金 と、生活 保護と、その やりくり が全然やりに くくて今 困っている
んですけど、 サービス が全然ないと いうこと があるんです けど。
【委員長】
【委員】
【委員長】

すみま せん、その意 見 は後程 でよろしいで しょうか 。
すみませ ん 。
恐れ入 ります。今、 グループ ホーム のこと を検討し たいと思い

ます。
【委員】

今の、 間 違えました。

【委員】

これは２ ６年度の振り 返りとい うことなので 対象には ならないん

ですけれども 、今 年度、市内の事業所 さんがグ ループホーム を建てた のですが、
給付対象にな らないと いうことで聞 かされて いるんですけ れども、 手続上の問
題があったの かどうな のかというと ころを少 し明らかにし ていかな いと、今 後、
グループホー ムをつく っていく中で 、どうい う手続を踏ん でいくこ とが大 事な
のかというそ この確認 と、 先の事業 所 さんの グループホー ムについ ては、話を
聞くと、２名 ぐらい入 居される予定 になって いて、 実際に その方の 給付費がお
りないわけだ から、負 担がかなり利 用者にい くのかな。家 賃 をかな り高くせざ
るを得ないと いう話も 聞いているの で、いつ になったら給 付を受け られる事業
所となるのか というの も、具体的な 日時とか 見通しを持た ないと、 やっぱり利
用者さんの不 利益にな るのかと思う ので、そ こら辺、今年 度の話な んだけれど
も、大きな話 なので確 認できたらい いかなと 思っています 。
【委員長】

事務局 、何かござい ますでし ょうか。

【障害福祉課 長】

今年度、既に 開所とい うか、スター トしてい るグループ

ホームが、市 のほうで の支援という のがない 状況の中で、 今後、ど ういうふう
に市として考 えていく のかというご 質問かと 思います。
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市といたし ましては 、共同生活へ の援助と いうことにな りますの で、予算的
なところが一 番引っか かってくると ころかと 思います。必 要性につ いては、こ
れまで同様感 じてはい るものの、計 画的な実 施ということ を一つ念 頭に置き、
２７年３月に この協議 会でお示しい ただきま した計画をも とに、増 やしていく
というのが今 のところ の 見解です。
さまざまな 形で必要 とする方々が いらっし ゃいますが、 経常的な 形で支出し
ていく金額と いうのは 、きちんと庁 内で議論 していかない といけな いので、一
つのよりどこ ろとして は、今回の共 同生活援 助の部分のグ ループホ ームの実利
用者数という ところで 数字を出して いただい ております。 これをも とに考えて
まいるという スタンス でございます 。
【委員】

数値とい うことですけ れども、 ２７年度は１ ２５の計 画値になっ

ているので 、その １２ ５を現在まだ クリアで きていないと 思うんで すけれども 、
範囲内であれ ば 先の事 業所さん のも オーケー な のかなとい うふうに 思うんです
が、数値だけ という部 分 は。
【管理係長】

そう ですね。数字 的なもの なんですけれ ども、グ ループホー

ムの３月の実 績、請求 が上がってく るのが４ 月になって、 支払いが 確定して数
字が出るのが ５月にな るんですね。 全ての事 業所がきっち り請求し てもらえた
ら数字はその 時点です ぐ出せるんで すけれど も、今年の３ 月の実績 ということ
で、まだ幾つ かの請求 は上がってき てない状 況があるので 、実態と しては、こ
れプラス何名 かぐらい は利用はある というこ となんですね 。
【委員】

この１０ ４プラス何名 か という ことね 。

【管理係長】

そう ですね。ただ 、１０人 いるかと言っ たら、そ んなにはい

ないので、二 、三名と かだとは思う んですけ れども。
【委員】

数値だけ で言うと、多 分この二 、三の分もク リアでき るんじゃな

いのかなとい うふうに 思うんですね 。
【管理係長】

そう ですね。あと 、第４期 の障害福祉計 画でも、 ２７年度の

実績が変わら ず１２５ というふうに 提出して あるんですけ れども、 この時点で
市内で計画が あった３ ユニットの分 の人数を 入れているん ですね。 最終的にそ
のグループホ ームに市 内の人が何名 入るかと いうところも あると思 うんですが 、
例えば新しい グループ ホームに、ほ ぼ市内の 方が入った場 合の一応 数字を見て
この数字が出 ているん ですけど。
【委員】

全員入っ た場合には何 人になる んですか。

【管理係長】
【委員】

１２ ０ 何名だった かな。
３ユニッ トで定員は。

【障害福祉課 長】

６部屋掛ける ３なんで １８。
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【委員】

７６６。

計画値は、 これは当 初目安という ところで 立てていたよ うに我々 は思ってい
て、実際ニー ズがあれ ば、その数値 は上がっ ていくだろう というふ うに思って
いるんですね 。先ほど 来の施設から の地域移 行とか、あと 短期入所 で 、やっぱ
りニーズが高 いという 状況の中で、 その１２ ５が、多分３ ユニット 建てると 、
もうぎりぎり な数字に なったときに 、 じゃあ 、市外の八王 子とか、 そこら辺の
グループホー ムに入り たいという利 用者のと ころの要求が 数字的に 受けとめら
れなくなって しまうと 、 やっぱり利 用者にと ってはふぐあ いになっ てしまうの
で、そこら辺 は一定程 度市のほうと しても努 力していただ かないと 、地域移行
という流れが 逆行して しまうような 気がする ので、そこら 辺は庁内 でもしっか
り議論してい ただきた い と思うんで すけれど も、いかがで しょうか 。
【障害福祉課 長】

市といたしま して も 、そういった数 字を追い かけながら、

あきのスポッ トのとこ ろをうまく年 度の中で 対応できれば いいなと いうふうに
は思っており ますし、 予算のかかる ことでは ございますが 、そこに ついても庁
内で努力でき るような 形で当課とし てはお話 をしてまいり たいと、 現状は今そ
ういうところ でござい ます。
【委員】

そうする と、さっきお 願いした 事業所さんの 利用者さ んの対応と

いうのは、今 時点では はっきり出な いという ことになって しまう の ですか。
【障害福祉課 長 】

今の時点では 、生活寮 としてスター トすると いうところ

でございます ので、何 らかの形 で考 えていか なければいけ ないとい うのは市と
して十分認識 しており ますが、この 計画がス タートした現 時点とし ては、自主
的な生活寮と しての運 営という形で お願いを したいという ところで ございます 。
【委員】
【委員長】

あんまり よくないです ね。
どうい う形でできた かという のは 私はわか らないと ころもあり

ますが、せっ かくでき て、そこで生 活される 方がもしいる のであれ ば、 制度の
基盤にのせて いったほ うが、そこを 利用され ている方も、 当たり前 ですけど、
暮らしやすく なってい く と思います 。手続上 難しいところ があるの かもしれ ま
せんが、そう いう方向 でに向けてい くことが 大事 だと私は 聞いてい て思いまし
た。今、委員 がグルー プホームをつ くられて いるというこ と につい ても、 任意
のものではな くて、制 度のものとし てつくっ ていけるよう にしてい ったほうが
よいと思いま す 。
【委員】

数値目標 数に入れてい ただいて います。

【委員】

入ってい るところと入 っていな いところが出 てき ちゃ ったから困

っているんで す。
【委員長 】

出 来る 限り 入る方向 に考えて いくことが大 事と思い ます けれど 、
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よろしいでし ょうか。
【委員】

意見とし ては、利用者 を守る意 味でも、しっ かりと給 付対象にし

てほしいと。
【委員長】
【委員】

そう だ と思います 。
あと、相 談支援のほう なんです けれども、相 談支援の ほう へ行っ

ていいんだっ け。
【委員長】

もう少 しお待ちくだ さい。 居 住系について は、数値 が上がって

いるというこ とはある けれども、給 付がおり ずに利用され ている方 もいらっし
ゃるので、そ の不利益 がなくなる方 向を考え ていかなけれ ばいけな いというこ
とでよろしい でしょう か。
それでは相 談支援に 移ります。
【委員】

他の地域 と情報交換し た ときに 、事業所 の利 用されて いる相談支

援のほうはす ごく進ん でいるん です けれども 、在宅の方で 居宅のみ を利用され
ている方の相 談支援が なかなか進ん で いない と聞いている んですけ ど、東久留
米市の場合は どうなの かなと思って 、実態を 教えていただ けるとあ りがたい な
と思います。
【委員長】

データ はありますで しょうか 。

【福祉支援係 長】

２７年４月か らはサー ビスの更新に 合わせて 計画を入れ

なければいけ ないとい うのがありま すので、 在宅の人で、 なかなか 事業所のほ
うで計画相談 がつくれ ない場合は、 セルフプ ランとして。
【委員】

セルフプ ランね。

【福祉支援係 長】

ですから、全 体の実績 値の中で 、２ ０から３ ０はセルフ

プランが入っ ている数 字です。
【委員】

２０％と いうこと。

【福祉支援係 長】
【委員】

いや、２０人 から３０ 人。

それはこ の実績値の中 にですか 。

【福祉支援係 長】

はい。その中 のセルフ プランだけじ ゃなくて 、介護のケ

アプランのほ うで計画 相談をやって いる方も 一緒に入って います。
【委員】

おおむね 在宅の方に対 する計画 相談を。

【福祉支援係 長】

精神系の在宅 の方で、 なかなか事業 所とのア セスメント

等ができなく て計画案 ができない場 合は、サ ービス更新の ときに、 市のケース
ワーカーのほ うが かわ りにセルフプ ランをつ くって、それ をつくら ないとサー
ビス更新がで きません から、それは セルフプ ランで対応し ておりま す。
【委員】

じゃあ 、 こぼれている ところは 少ないだろう というこ と。

【福祉支援係 長】

そうですね。 最初のほ うは、うちは 近隣市に 比べてちょ
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っと数字が悪 かったん ですけれども 、２７年 ６月ぐらいの 数字でい くと、うち
が近隣５市で は１番の 上位になって おります 。特に児童系 が、うち は事業所が
非常に協力的 なので、 児童の方の計 画相談率 が９５％いっ ています 。
【委員長】

セルフ プランの方も 含まれて いる数値であ るけれど も、多くな

いということ です。実 際上、計画相 談をつく る専門の方の 数は 足り ているので
しょうか。
【委員】

計画相談 をやっていま すけど、 うちの事業所 は、放課 後で居宅に

かかわってい る方は、 まだうちは児 童しかと っていないの で、そん なに件数は
多くないので 特に問題 はないですけ ど、手続 がすごく、親 と事業所 と市とのや
りとりが、３ 回、４回 って同じ書類 、案をと った、とらな いとか、 内容は同じ
であってもと いうので 、もうちょっ と簡素化 ができないの かなとい うのは感じ
ていますけど 、大丈夫 です。
【委員】

私の福祉 事業所では私 が やって いるんですけ れども、 計画相談を

やる資格を得 るまでの 経験年数です とか研修 が、結構ハー ドルが高 いものです
から、それを クリアし た人じゃない とできな いというとこ ろがあっ て、やれる
人が限られて しまうも のですから、 私がほか の仕事と兼ね ながらや っていると
いうような状 況で、大 分頑張らない とこなせ ないかなとい うところ で、そのあ
たり、制度上 の問題で はありますけ れども。
【委員長】

もう少 し 相談支援専 門員にな りやすいシス テム や、 もう少し手

続が簡素化さ れながら 計画相談でき る 仕組み が必要という ことでし ょう 。市だ
けで単独で進 めるの は 難しいこと な ので全般 的な制度の問 題でしょ うか。
【委員】

うちもや っているんで すけど、 自立支援法が 施行され てから、な

かなか家庭を 訪問する ことがなかっ たんです ね。この間、 相談支援 を通して家
庭訪問したと ころ、家 庭が思ったよ りも介護 度が落ちてい たりとか 、ごみ屋敷
になりつつあ る家とか あって、相談 支援って すごい大事 だ なという か、家庭状
況をしっかり 把握しな がら事業所の 支援は考 えていかなけ ればいけ ないなとい
うのを改めて 感じたか なと。確かに 給付費も 少ないし、や っている 人間も大変
なんですけれ ども、訪 問する家庭を 把握し て いくというこ との大切 というのは
改めて感じた かなとい うふうに思っ ています 。
【委員長】

給付費 が高くないと いう課題 があるので難 しいとこ ろもある け

れども、本来 であれば 、丁寧にこれ をやるこ とで適切な支 援につな がって いく
ということで すよね。 給付費も市だ けの問題 ではありませ ん が、単 価 を上げる
必要がありま すね 。
それではこ こで 休憩 にしたいと思 います。
（

休

憩
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）

【委員長】
【管理係長】

それで は後半を開始 します。 事務局、お願 いします 。
ＰＤ ＣＡ表の一番 後ろのペ ージ、参考資 料という ことで、放

課後デイサー ビスの３ 年間の実績を 入れさせ ていただきま した。児 童系サービ
スについては 、第３期 の障害福祉計 画には載 っていなかっ たんです けれども、
第４期からは 数値の見 込み値等を載 せている ので、今回、 参考資料 として扱わ
せていただき ました。
東久留米市 では、２ ５年から放課 後デイサ ービスを開始 したとい うことで、
２４年度の実 績、２名 の方について は、前倒 しで始められ た、たし か清瀬市の
利用者が２名 いたとい うことで、そ の実績が 出ています。
２５年度か ら２６年 度がスタート してから の実績になる んですが 、年度当初
から８６名の 方が利用 されてい て、 利用日数 も８３８日と いうこと で、結構多
くの方が初年 度から使 われていたと いう状況 です。
２６年度に ついては 、９５名、９ ６５日と いうことで、 周知が行 き届いたと
いうこともあ って数字 は伸びていっ ているの かなというよ うな状況 です。
では、ちょ っとペー ジに戻ってい ただきま して、英数字 Ⅳ、自立 支援医療の
ページをごら んくださ い。済みませ ん、ペー ジ数が入って いなくて 。こちらの
ほうには、自 立支援医 療、更生医療 、育成医 療、精神通院 医療の実 績値、３つ
の医療費助成 の実績を 載せさせてい ただいて おります。
更生医療に ついては 、 ７９の実績 というこ とで、３年間 の推移を 見ると、特
に２５から２ ６に対し ては１名の増 というこ とで、ある程 度数字は 落ちついて
いるのかなと 。
育成医療に ついては 、１０名 の利用が あっ たということ で、こち らのほうも、
３年間で見て みますと 、ある程度落 ちついた 数字になって いるとい うことでご
ざいます。
精神通院医 療につい ては１ ,７９３、こ れ は手帳を持っ ている方 でなく、医療
費助成を受け ている方 ということな んですが 、こちらのほ うも昨年 に比べると
３名減という ことで、 更新の手続の 関係もあ って、結構月 によって 数字が変わ
ってくるんで すけれど も、右肩上が りでなく 、こちらもあ る程度落 ちついてき
ているのかな という状 況でございま す。
次のページ を見てい ただきまして 、補装具 のところでご ざいます 。補装具に
つきましては 、２６年 度、実績とし て２４５ 件ということ で、昨年 の２２１に
比べて２４件 増えてい るという状況 でござい ます。こちら のほうも 、市のほう
で申請、相談 があった 部分を断って いるケー スは特にない ので、相 談があった
ものに対して はお出し できたのかな という状 況でございま す。
めくってい ただいて 、地域生 活支援事 業の 相談支援事業 の部分で ございます 。
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障害者相談支 援事業、 こちらのほう はさいわ い福祉センタ ーとめる くまーるの
ほうでやって いただい ている委託相 談支援事 業の部分でご ざいます 。
その下の自 立支援協 議会の実績に ついては 、２６年度は 、本会が ６回、各部
会で、相談支 援部会は ４回、住みよ いまちづ くり部会は２ 回の開催 となってお
ります。
住宅入居支 援事業に ついては 、当市で は制 度がないので 実績もご ざいません 。
成年後見に ついては 、２６年度の 利用はご ざいませんで した。
続きまして 、コミュ ニケーション 支援事業 でございます 。手話通 訳の派遣と
要約筆記派遣 の実績値 と計画値に な ります。
手話通訳に 関しては 、２５年度が ２０９件 に対して、２ ６年度が ２４１件と
いうことで、 ３年間を 見ましても、 ２４年度 が１４２件と いうこと で、３年間
で大きく実績 としては 増えている状 況でござ います。
要約筆記に ついては 、２４年度が ６４件に 対して、年々 利用は減 っているよ
うな状況で、 ２６年度 については４ ５件の実 績があったと いうこと でございま
す。
とりあえず 、ここま でということ で、説明 を繰り合わせ ていただ きます。
【委員長】

最後の 参考資料 につ いて 少し ご意見いただ きま す。 第４期をつ

くるに当たっ て検討し たも のでもご ざいます ので、児童デ イと児童 発達支援 で
す。
【委員】

放課後デ イを事業所は やってい まして、計画 相談の中 でも、高校

３年生までの ほとんど の児童の方は 放課後デ イを利用され ています 。就労保障
というわけで はないで すけど、この 放課後デ イを利用する ことによ って、お母
さんが就労に 入るとい うことも多く なってい るのでありが たい制度 なんですけ
ど、月曜から 土曜まで で、それも３ カ所ぐら いの施設を使 って土曜 とか日曜は
移動支援、も しくは 日 中一時 という 方もかな り多く見られ て、これ がほんとう
にいいのかな というの は事業をやっ ている私 たちもすごく 疑問に思 って、多分
学校もいろい ろ考える ところはある んじゃな いかなと思う んですけ ど、市とし
て、事業 所の認可 とい うか、こ れは都が 認可 するものなの であれな んですけど、
どういうふう にお考え になっている のか。東 久留米になけ れば、結 局、清瀬と
か西東京の施 設に皆さ んどんどん行 かれてい るので、じゃ あ、東久 留米は制限
しますよとい うのがい いわけではな いのだと 思うんですけ ど、市と して、放課
後デイの伸び をどうい うふうにお考 えなのか なというのは お聞きし たいところ
です。
【福祉支援係 長】

今、委員のほ うで出ま したあれなん ですけど 、自治体本

来の使い方と いう形に なると、非常 に問題の ある使い方の 方も決し ていないと
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いうことでは ないと思 います。市のほう にも、事業所をつく りたいと いう形で、
一応各事業所 さん、営 業には来るん ですけれ ども、まず基 本的には 、計画相談
が絶対必要だ よという 話をしますと 、計画相 談のことすら 知らない 事業所さん
が、安易にこ の放課後 デイをつくっ ている事 業所さんも見 られます ので、市外
のほうから事 業所が来 た場合は、う ちのほう は必ず計画相 談の指定 をとって、
それとセット でという ことができま すかとい うことをまず 事業所さ んにお聞き
します。
最近、市内 の事業所 で、放課後デ イサービ スをつくりた いという のは、今は
ほとんどない んですけ れども、その 分、市外 の各事業所さ んのほう でいろいろ
つくっており まして、 この間のブロ ックの会 議でも、清瀬 、東村山 、西東京、
２６年度、２ ７年度中 に放課後等の デイサー ビスの事業所 が幾つか できるのだ
というお話は まだされ ていましたの で、市外 の事業所さん は増えて いる傾向に
あると思いま す。
基本的に、 放課後等 デイサービス 、どうい う内容という ことを必 ずしも精査
してうちのほ うで支給 決定はしてい ませんの で、利用した いと言わ れた場 合、
週６日まで、 月２３日 の支給決定は どうして も出さざるを 得ないと いうのが実
態であります 。
最近多いの は、東村 山のある病院 さんで、 発達系の通院 をしてい る方がいる
んですけれど も、そこ の病院の中で 放課後教 室というのを 設けてい まして、放
課後等デイサ ービスの 認可を取って 始めたと ころがありま す。通院 の方の保護
者さんに、発 達系だか らこういう教 室に通う といいよとか 、どうい う言い方を
しているのか わからな いんですけれ ども、病 院の利用者さ んが今、 急に東久留
米のほうでそ の利用申 請が増えてい るという 実態がありま す。
【委員長】

数字 が 伸びているこ と自体は 評価するべき だと思い ますけれど

も、その内容 が子ども の発達にとっ てほんと うに必要なも のである か を確認し
ながら進めて いくこと が大事 だとい うことで す 。
【委員】

以前、こ の件で、成人 期の部分 も保障できな いかとい う提案がか

るがもさんの ほうから あったりして いますよ ね。先ほど有 馬委員か らも、親の
就労保障的な 部分を担 ってきている というふ うな お話があ って、こ の放課後 等
デイは１８歳 まで とい うことで 限ら れていて 、 それ以降ど うするの かというと
ころの施策を 、多分利 用されている 親の方々 からは 、やっ ぱり 行政 に働きかけ
てくるのだろ うなと思 いますので、 そこら辺 の対応と、今 、成人期 で、通所事
業所は帰宅が ５時ぐら いになって、 ちょうど あくんですよ ね 、親御 さんの帰っ
てくる時間帯 で。今あ る制度の中だ と、グル ープホームを 活用する しかそこら
辺は穴埋めが できない 。かるがもさ んの提案 のあった成人 期の放課 後等 デイみ
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たいなのがで きればま た別なんです けれども 、この放課後 等デイを 利用するこ
とによって、 親の就労 保障の一助に なってい るので、 親が 仕事をし 続けるため
にはどうする かという のは、とても 大きな問 題として今後 起きてく る のではな
いかというふ うに思い ますので、そ こら辺も 、行政だけで は解決で きないと思
うので、都や 国に働き かけていかな ければい けない部分で もあるの かなと思い
ますので 、ちょっ と そ こら辺を考え ていただ きたいという ことと 、障害福祉は、
先ほどグルー プホーム が結構必要な 、こ れか らの大きな親 なき後の 施策として 、
柱としてある のかと思 うので、政策 のバラン スも、市とし ても責任 を持ってと
っていただけ るとあり がたいなとい うふうに 思います。
【委員長】

これも 昨年議論 いた しました し、 公開のと きに も出 されたと思

いますが、１ ８歳で 「 放課後」支援 がなくな るという 課題 です 。何 か 変えてい
く必要がある というこ とです 。働く 場所、暮 らす場所と、 さらに余 暇の場所が
あって、地域 で暮らす ことが保障さ れる とい うことでしょ う 。
次に、自立 支援医療 、舗装具 です 。
【委員】

精神通院 医療のほうは 、数値が 毎年安定して いるかと 思うので、

これは制度と してはよ く使われて 、割合 とい い状況にある のか なと 思うんです 。
ただ、ぐあい が悪くな ったりとか、 自分は病 気ではないと いうふう な認識を持
たれるときが ありまし て、そういう ときに、 病院に通わな くなって 、作業所と
も縁を切って 、全く孤 立無援的にな っている 人も おられま して、そ ういう人は
非常に心配だ なと。ど うやって医療 につなげ るのかという ところが 課題になっ
たり、病院を しょっち ゅう変える方 もおられ まして、そう いう課題 に今後は取
り組んでいけ るといい のかなと思っ ておりま す。
【委員長】

数値と しては、ほぼ 横ばいで 安定している というふ うに見るこ

とができると いうこと だとは思 いま す。
補装具につ いては、 これも計画 値 には届い ていない が、 基本的に は、申請が
あったものに ついては 断らず受け付 けている ということで す 。大き な問題 なし
としたいと思 います 。
地域生活支 援事業 に ついてです が 、時間が 無くなったの で、次回 に回したい
と思います。
【管理係長】
【委員長】

はい 。
最後に 、私、１回、 委員の意 見を遮ってい ますので 、ご意見 よ

ろしくお願い します 。
【委員】

障害年金 と、それから 生活保護 だけではほん とうに食 っていかれ

ない。さっき もそこを お話ししたん ですけど 、何でかとい うと、施 設から地域
というと、い ろいろ物 を買ったりな んかして 、施設のお金 も積んで いるんだけ
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ど、地域に出 すと半分 ぐらい減っち ゃうでし ょう、布団と かいろい ろなのを買
って。そうす ると、あ と生保で取る と言った って、ちょっ と無理が か かるんじ
ゃないかなと 思うとこ ろがあって。
それで、自 分もそう だったんだけ ど、お金 がそんなにも らえなく て、今度は
デイに行って からのお 金が１ ,０００円 とか ２ ,０００円とか 分け てもらうのも
いいんだけど 、それで もわからない 人だと一 日で使ってし まうので 、次の日は
どうやったら いいのか ということを 、朝まで 、職員が来る までお金 をもらえな
いというとこ ろがあっ て、そこが一 番つらい とみんなが言 っている ので。
それから、 精神障害 者だけじゃな くて、精 神障害者も病 院から地 域というこ
とになってい たんだけ ど、病院から 地域に出 るのも、や っ ぱり同じ ようなこと
がかかるんじ ゃないか なと思うわけ なんです 。
それで、今 の問題は 、病院に介護 を入れろ という話を今 とっても やっている
んで。何でか というと 、知っている 介護 士が 病院にいない と、何し ろ自分でや
ってもらうこ とができ なくなって、 あれを欲 しいんだ、こ れを欲し いんだと病
院の看護師さ んに言っ たって買って もらえな い。そう いう問題 が山 ほどあって 、
やっぱり困っ ているこ とが随分挙が ってきて いるよね、今 。
だから、自 分たちも どうやって暮 らしてい くのかがよく わからな いので、病
気にならない のが一番 いいんだけど 、病気に なっちゃう場 合に、看 護師さんに
買ってもらう ものと、 大事にしてい る本とか 、そういうよ うなもの を病院へ持
ってこないで ください と断られるの もつらい と言う人もい る。正規 の人がそう
言っているん ですけど 、そういうこ とも区役 所として、も っと介護 料を出して
ほしいなとい うところ もあって 、そのあ たり はどうでしょ うか 。お 願いします。
【委員長】
【委員】

年金等 のお金のこと です ね。
いろいろ 、病院 にかか ることや ら。 入院中の 介護費を 出して欲し

いということ とか。
【委員長】
【委員】
【委員長】
【委員】
【委員長】

医療費 とかも含めて ですか。
医療費と かそ ういうの も。
何か事 務局ございま すでしょ うか。
それ、今 、厚生労働省 に文句を 言っているん ですけど 。
生活を つくるため の 収入が保 障されて いな いという ことですの

で、こういう ところで 取り上げなが ら、しか るべきときに は検討し ていかなけ
ればいけない と思って います。 本日 の議論を 見れば 、地域 の中で暮 らすために
は何が必要か という マ クロな 視点、 住むとこ ろ、働く とこ ろ、余暇 のところ、
そしてそれを 支える 収 入保障 、所得 保障 です 。
【委員】

全然出て ないので、区 役所と厚 生労働省はど う考えて い るのかな
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と。
【管理係長】

手当 の関係の事務 担当にな っているんで すけれど も、施設に

入所している 方にお出 しできない手 当という のが、市の手 当であっ たり都の手
当であるんで すね。な ので、施設に 入所され ている方が地 域に戻っ てこられた
際に、今まで 年金だけ だったけれど も、それ に対して手当 が新たに もらえると
いうことは 、多少 なん ですけれども 、金 額は そんな大きく ないんで すけれども、
あるので、そ ういった 情報をある程 度施設に 入られている 方にも伝 えてあげた
ら、委員が心 配されて いるような、 地域に戻 りたいけど、 お金がな という方の
不安を多少は 取り除く ことになるの かなと担 当としては思 っており ます。済み
ません、ちょ っと答え になっていな いのかも しれないんで すけれど も。
【委員】

そうじゃ なくて、地域 に出て、 ショートステ イ のとき もあるでし

ょう。一時、 病院から 出てきて、そ のときに もお金がない じゃない ですか。だ
から、そうい うお金も 区のほうで出 してほし いなというの も１つあ って、そう
いうことなん で、やり 方がね。それ で、 施設 から 出たとき に、年金 と 生活保護
では生活がや りづらい というところ が山ほど 出てくるんじ ゃないか なと思うん
ですけど。
【委員長】

国とし て、しっかり 保障する ところに対し ては何か を考えてい

かなければい けない で しょう 。市と しても 、 どこまでそれ がつくれ るかという
のは現実の問 題として あるにしても 、当事者 の方 の声に耳 を傾ける ことは 大事
でしょう。所 得保障が あれば 地域で 暮らした いという話と つながっ ていると思
います。
それでは、 そろそろ 時間になりま した 。ま だ十分議論で きていな いところも
ありますが、 地域生活 支援事業まで は、とり あえず評価と 意見と改 善の 方向が
一定出せたか と思って います。
【委員】

今の地域 生活支援事業 の中で、 自立支援協議 会のとこ ろも項目と

してあります けれども 、ちょっと こ れは個人 的な意見なん ですけれ ども、大分
回を重ねてき ていまし て、相談支援 部会も昨 年度４回とい うことで 、頑張って
やったんです けれども 、 １つ思いま すのは、 内容的に、で きるだけ 実質的なと
ころで、いろ いろ問題 とかそういう のを解決 できるような 形になっ ていくとい
いなというの と、あと 、こちらの委 員だけで はなくて、各 作業所と かそういう
ところで実際 にやられ ていますので 、そうい うところとの 組織化と いうか、つ
ながっていく ような、 年に１回公開 の会議を やられていま すからい い機会だと
思うんですけ れども、 それ 以外にも いろいろ 地域の課題と かそうい ったものを
出してきてや っていけ るような自立 支援協議 会を目指して いけると いいかなと
思っておりま すので、 個人的な意見 なんです けれども、よ ろし くお 願いしたい
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と思います。
【委員長】

今年度 はあと３回予 定されて いますが、今 のような ことも議論

できればと思 います 。
それでは、 協議事項 はこれでおし まい です 。 その他、報 告事項が 事務局から
ありますので 、よろし くお願いしま す。
【地域支援係 長】

（３）その他 で、平成 ２７年度障害 者虐待防 止に関する

研修会につい て、精神 担当主査から 説明して い きます。
【精神担当主 査】

済みません、 よろしく お願いします 。

２５年度か らやらせ ていただいて いる障害 者虐待防止に 関する研 修なんです
けど、今年は 発達障害 をテーマに取 り上げて 、障害者虐待 防止の啓 発を図って
いこうという ことで企 画をしており ます。
対象の方は 、３障害 の施設職員を 対象とし ておりまして 、施設以 外のほかの
機関も今まで のように 参加可能とし ておりま す。
会場は、市 役所１階 プラザホール で、会場 の定員１００ 名となっ ております
ので、まず最 初に障害 者関連の機関 の皆様に 周知をして申 し込みを いただき、
定員に余裕が ある場合 は学童や保育 関係者、 学校関係者様 にもお声 がけをさせ
ていただこう と思って おります。
日時が、今 年の１１ 月１８日水曜 日、時間 が午後５時半 から７時 半までで、
講師を東京都 立小児総 合医療センタ ー副医院 長の田中哲先 生にご依 頼をいたし
ました。
内容に関し ましては 、発達障害に 関する田 中先生の講演 がメイン です。その
後で事業所の 情報交換 、また講演会 に関する 質疑応答を３ ０分ほど で行う形で
おります。
資料１－４ をご参照 ください。
講演部分で は、発達 障害はどうい う障害な のかというこ とや 、発 達障害者（児）
の特徴、また は発達障 害者（児）と 障害者虐 待との関連性 や、あと 、施設従事
者の方を対象 とした 、そういった発 達障害を 持つ方へのか かわり方 、よい対 応、
好ましくない 対応とか 、そういった ものをお 話しいただい て、ひい ては発達障
害について学 んだ上で 、障害者虐待 を防ぐ取 り組みについ てお話し いただこう
と思っており ます。
続きまして 、資料の 一番下の部分 を見てい ただきたいん ですけど 、今回の研
修の位置づけ は、去年 度とその前は 障害福祉 課と東久留米 市地域自 立支援協議
会共催の形で 実施させ ていただいて おりまし たが、今年か ら年２回 予定で、東
久留米市地域 自立支援 協議会主催研 修を行う こととなった ことから 、今年はう
ち１回を本研 修で実施 させていただ く形とし て、皆様の了 解が得ら れれば東久
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留米市地域自 立支援協 議会主催研修 として実 施させていた だければ と考えてお
ります。
説明は以上 になりま す。どうもあ りがとう ございました 。
【委員長】

発達障 害の研修 をこ この主催 で 実施できる かどうか ということ

ですけど、特 に問題な ければそれで そうした いと思います 。
次回は１０ 月１３日 火曜日 、この 会場 で開 催です 。
それでは、 時間です ので、 第１回 自立 支援 協議会をこれ でおしま いにしたい
と思います。 委員の皆 様、どうもあ りがとう ございました 。
――
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了

――

