平成２７年度 第２回東 久留米市地域 自立支援 協議会
平成２７年１ ０月１３ 日

【地域支援係 長 】

それでは定刻 になりま したので、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、 お集まりいた だきまし てありがと
うございます 。平成２ ７年度第２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。
早速ですが 、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２回の 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、２－ 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２ ４年度～ 平成２６年度 というも のに、２－
２とご記入く ださい。 次に、東久留 米市地域 自立支援協議 会平成２ ７年度第１
回相談支援部 会報告に 、２－３。平 成２７年 度第１回住み よいまち づくり部会
報告に、２－ ４ですね 。平成２７年 度東久留 米市地域自立 支援協議 会主催研修
というものに 、２－５ 。最後に、平 成２７年 度第２回東久 留米市地 域自立支援
協議会席次表 に、２－ ６とご記入く ださい。
全てあるか ご確認下 さい。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 すか。
本日、藤岡 委員は欠 席との連絡が ありまし た。及川委員 は遅れる そうです。
それでは委 員長、よ ろしくお願い します。
【委員長】

それで は 第２回東久 留米市地 域自立支援協 議会 を始 めます 。

今日の流れ です が、 前半が第３期 の計画の 評価の続きで 、 数値確 認と意見交
換をしたいと 思います 。資料で言う と２－２ です。
休憩を挟み まして 、後半ですけれ ども 、
「３

報告事項 」で 、各 部会からの 報

告を行いたい と思いま す。
ご発言のと きはお名 前を最初にお っしゃっ ていただき、 マイクで 拾いやすい
ようにご発言 いただけ ればと思いま す 。また 、手話でコミ ュニケー ションされ
る委員の方が いらっし ゃいますので 、適切な 速度でお話し いただけ ればと思い
ます。
最初に、本 日、市の 社会福祉協議 会から実 習生 の参加希 望があり ます。 守秘
義務について は既に同 意書をもらっ ていると いうことで、 参加とい うことで よ
ろしいでしょ うか。特 に問題 なさそ うですの で、 オブザー バーとし て参加させ
ていただきま す。
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では前半の 議題 で す 。第３期障害 者福祉計 画の 評価の残 りです。 事務局、よ
ろしくお願い します。
【管理係長】

資料 の２－２のＰ ＤＣＡ表 をごらんくだ さい。前 回までお話

をしていただ いた続き になります。
（１）相談支 援事業と いうページを ごらんく ださい。
こちらは、 地域生活 支援事業につ いての計 画と実施状況 について 記載をして
おります 。中段の とこ ろをごらんく ださい 。障害者相談支 援事業と いうことで、
当市には主に 身体と知 的を主とした「 さいわ い福祉センタ ー」、精 神を主とした
「めるくまー る」とい う事業所がご ざいます 。こちらが委 託相談支 援事業とい
うことでござ いますが 、そのほかに 、２６年 度中の法内の 相談支援 事業、計画
相談をやって いるとこ ろは、２６年 度終わっ た時点で、児 童と成人 合わせて１
５の計画相談 支援がで きる事業所が できたと いうことでご ざいます 。
地域自立支 援協議会 についてなん ですが、 こちらの協議 会になり ます。２６
年度の開催実 績は６回 。部会のほう は、相談 支援部会が４ 回、住み よいまちづ
くり部会が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 市には制 度がございま せんので 、実績の項
目もなしとい うことに なります。
成年後見制 度につい ては、制度は ２４年か ら設置をして おります が、２６年
度の利用実績 はなしと いうことにな っており ます。
続けてペー ジをめく っていただい て、（２）コミュニケー ション 支 援事業の部
分になります 。こちら には、手話通 訳派遣事 業と要約筆記 派遣事業 の実績を載
せてあります 。平成２ ６年度の手話 通訳派遣 事業の実績、 派遣件数 は、２４１
件。要約筆記 の派遣件 数は、４５件 となって おります。要 約筆記に つきまして
は、計画 値が９５ とい うことで 、実 績は 半分 近くという形 になって おりますが、
基本的に、手 話もそう ですが、その 年その年 の利用される 方の状況 によって、
大きく数字が 変わって くる部分がご ざいます 。手話派遣に つきまし ては２４、
２５、２６と 、年々利 用が増えてい る状況で すが、要約筆 記につい ては６４、
４９、４５と 、数字で 言えばちょっ と利用が 減っていると いう状況 でございま
す。
めくってい ただいて 、（３）移 動支援事 業 をごらんくだ さい。移 動支援事業に
つきましても ２６年度 の実績値が記 載されて おります。実 利用者数 としては２
６８名と、前 年２５年 度の２７２名 に対して 若干名減って いる状況 でございま
す。また、利 用時間に ついても２ ,４５ ３時 間と、２５年 度の実績 の２ ,４６６
時間に対して 若干減っ ているという 状況でご ざ います。計 画値と比 べますと、
数値としては ちょっと 少ない形にな ります。 過去３年間の 数値を見 ていただき
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ますと、ある 程度数値 としては落ち ついてき ている状況な ので、制 度の周知や
利用状況とも に、ある 程度、該当さ れる方に ついては利用 していた だいている
状況にあるの かなと考 えております 。
次のページ 、（ ４）日常生活用具 給付事業 をごらんくだ さい。こ ちらにつきま
しては、日常 生活用具 の分野別に支 給の実績 を載せており ます。こ ちらにつき
ましても、前 回ご意見 をいただきま した 補装 具と同様に、 特に制度 の中でお断
りするような 形はなく 支給している もので、 件数的にも、 細かな住 宅改修の部
分であったり 、数値が 少ないとどう しても変 動は大きく見 えるんで すが、全体
としては２５ 年度ほぼ 同様の件数の 支給がで きているとい う状況で ございます 。
めくってい ただいて 、（５ ）地域 生活支援セ ンター機能強 化事業を ごらんくだ
さい。センタ ー機能事 業につきまし ては、Ⅰ 型、Ⅱ型とい うものが ございまし
て、Ⅰ型につ いてはめ るくまーる、 Ⅱ型につ いてはさいわ い福祉セ ンターのこ
とになってお ります。 それぞれ年間 の実績と して、利用者 数を記載 させていた
だいておりま す。こち らも基本的に はある程 度、数字は落 ちついて きていると
いう状況でご ざいます 。
最後に 、（６）その 他事業をごら んくださ い。こちら には、日 中 一時支 援の実
績、手話講習 会の実績 、自動車運転 免許の助 成、自動車の 改造の助 成の実績を
載せておりま す。日中 一時支援につ きまして は、２４年か ら２５年 と、利用者
は大きく伸び たのです が、２６年に ついては ２１３件と、 １０名の 増になって
おります。ま た、利用 の実績、日数 の記載は ないんですが 、放課後 デイサービ
スができた関 係もあり まして、利用され てい る方の人数は 増えてい るんですが 、
利用の実績、 日数とし ては、放課後 デイサー ビスにある程 度移行し ているとい
う状況がござ います。
ざっとです が、資料 の説明は以上 になりま す。
【委員長】

それで は、一つ一つ 確認をし ていきたいと 思います 。地域生活

支援事業のう ち、まず （１） 相談支 援事業で す 。
【委員】

相談支援 事業ですね。 ２６年度 が、一般相談 の件数は １６５件、

全部記録に落 としてい るわけではな かったの で、数的には 少ないで すが、知的
が７０％以上 という感 じです。サー ビス利用 計画は７０か ８０件ぐ らいという
感じだと思い ます。計 画相談の作成 に少しず つなれてきた という感 じです。た
だ実際には、 アセスメ ントをし、計 画をつく り、関係者会 議をして 、モニタリ
ングをしてと いう一連 のスタンダー ドな流れ になかなかな り切れて い なくて、
まだ支給決定 が先で、 後から計画相 談を作成 するとか、関 係者会議 がほんとう
は必要なんで すけれど も、お電話で 状況確認 をして、モニ タリング とか合意を
図ったりとか というこ とで、今進め ていると ころです。
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ただ、いろ いろな形 で利用者の方 には周知 がされてきて いるので 、もう少し
したらある程 度、形が きちっとなっ ていくの かなと思いま す。ただ 、前回もお
伝えしました けれども 、社会資源と か使える サービスとい うのは至 って限定的
なので、現行 のあるサ ービスを組み 立ててい るという形に とどまっ ているのが
課題かなと思 っていま す。
以上です。
【委員】

相談支援 事業所では、 毎月大体 ５００件ぐら いの電話 相談、面接

での相談、同 行支援等 々しておりま す。その 主な仕事の中 で、今計 画相談で、
さいわい福祉 センター もおっしゃっ ていたよ うな相談支援 の仕事が 入っており
まして、今月 末までで １４５件ほど になりま す。同じよう に、ケー ス会議まで
たどり着けず に 、マネ ジメントまで できてい るというより は、書類 ありきとい
う形の計画が 多いかな というところ が課題か なと思ってい ます。
精神専門と いうこと なんですが、 重複障害 の方で聴覚障 害の方、 また車椅子
の方が、少数 ではあり ます けれども いらっし ゃることがあ り、一緒 にアパート
を探したりと 、手話通 訳さんとかも お願いし ながら、させ ていただ いているよ
うな状況です 。
大体以上で す。
【委員長】

計画相 談の数が増え てきて、 流れになりつ つあると はいえ、ま

だサービスの 利用と計 画が逆になっ たりとか 、まだ機械的 な相談、 計画になり
得ることもあ る という 意見が出され ました。
【委員】

私どもも 計画相談を、 特定相談 事業というこ とでやら せていただ

いていますけ れども、 とにかく手続 が滞りな く進めるため にやって いるという
状況もありま して、実 際の相談の充 実という ことをやって 、連携を 図っていか
ないといけな いという 課題は持って いるんで すけれども、 まだなか なかそこま
でたどり着け ていない という状況で 、今後努 力していかな いといけ ないなと思
っております 。
【委員長】

事業所 数１５という 数はいか がでしょうか 。今後こ の１５の事

業所が、今後 増える可 能性というの はある の ですか。
【管理係長】

現時 点でお話は出 ていな い と。むしろ１ 事業所か ら、人的な

関係で一時中 断したい というお話を 、今いた だいている状 況です。
【委員長】
【委員】

という ことは １５よ り減る可 能性があると いうこと ですか。
児童の相 談支援をやっ ているん ですけれども 、児童は 放課後デイ

を使うのに必 要なので 、利用される 方が多く て、ただ、放 課後デイ を使うため
の計画なので 、手帳を 申請するため の、受給 者証の申請の ための契 約みたいに
なっていて、 今日も 、 お母さんが体 調悪くな ったの で放課 後デイを １カ所増や
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しましたと、 そこの事 業所に契約し た後に、 その事業所か ら、その 方がうちと
契約するよう になった ので、 上限が どうのこ うのという情 報が来た りと、親か
ら来るのでは ないとい うのがあった りして、 計画相談をや らなくち ゃいけない
ということは 浸透して いても 、計画 相談の本 来の流れと意 味という のは、まだ
まだ浸透でき ていない のかなと思う と、ご家 庭に連絡して 、何かあ ったらご相
談くださいね というの は、すぐご連 絡したん ですけれども 、こちら も力不足だ
ったし、もう ちょっと やり方をきち んと説明 しなくちゃい けなかっ たのかなと
反省はしてい ます。
【委員長】

相談が 、ニーズのた めの相談 ではなくて、 受給者証 を出すため

の相談になっ てしまう ということで しょうか 。確かにそれ は本来の あり方では
ないですよね 。
【委員】

確かにケ ースの中には 、違う事 業所さんのサ ービスを 使っている

けれども、計 画相談は 例えばうちだ ったりと かしたときに 、何かが あったとき
に相談をかけ られると いうのは、増 えてきて いると思いま す。それ で、じゃ、
具体的により よいサー ビスにつなげ られるの かというと、 なかなか そうじゃな
いんですけれ ども、た だ、相談窓口 として機 能していくと いうこと や保護者の
中にも少し相 談をかけ てみたいとい う思いが 出てきていら っしゃる というのも
あるかなと。
だから、本 来あるべ き方向に双方 が向かっ ていくように 、情報提 供なり対応
するのが必要 だし、こ の間、１件の 方の事業 所が今休止さ れている のは、小さ
な事業所さん だと、相 談支援専門員 を複数置 くということ が無理な ので、兼務
ができないで すしね。 だから、そう いう制度 の問題とか、 お金の問 題とかとい
うのも絡んで 、１５が 適切かどうか というの は判断できな いですけ れども、何
かもうちょっ と手当て をしないと、 機能がで きないのかな と思うと ころもあり
ます。
【委員】

今出た児 童デイのとこ ろで、サ ービスを受け るための 相談になっ

ちゃっている というと ころについて は、市と しての姿勢も しっかり 示していか
ないと、後で ちょっと 知りたいんで すけれど も、放課後等 デイの予 算の伸び率
というのは、 かなりの 伸び率がある と 思うん ですよね。そ こら辺と 、障害福祉
全体の課題に 対する予 算配分という のも、し っかり考えて いかない といけない
のかなという のと、後 で言おうと思 ったんで すが、これま での放課 後等デイの
東久留米の姿 勢という のは、良質な 事業所を 育てていくん だと、前 課長がここ
ではっきり言 っておっ たんですけれ ども、こ の間、結構新 しい事業 所ができて
きているんで すね。そ こら辺の行政 側の考え 方 というのも しっかり と伝えても
らわないと、 こういう 評価ができな いかなと 思うので、そ こら辺の ところを教
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えていただけ るとあり がたいなと。
【委員長】

放課後 デ イにかかわ る 予算と 、全般的な予 算との関 係 でしょう

か。
【委員】

そうです ね。

【委員長】

あるい は、放課後等 デイに基 本的には参画 しても、 質のいい放

課後をきちん と提供で きているかと いうこと との関係です ね。
【委員】

我々相談 支援事業所も 、相談っ て、 学齢期だ けを切り 取るわけじ

ゃないので、 その人の 一生を見てい くという 中で、相談の あり方み たいなのを
考えていかな きゃいけ ないので、サ ービスを 受けるためだ けの相談 ではまずい
んじゃないか な。結局 はそこで予算 がとられ てしまって、 ほかの障 害福祉の予
算に影響を及 ぼしてい ると いうこと があるん じゃないかな と思うの で、そこら
辺もしっかり と情報提 供していただ けると、 相談支援従事 者の方た ちにとって
も、何が大事 なのかと いうのが理解 できるん じゃないかな と思いま す。
【委員長】

今のよ うなことに対 して、何 か情報等ござ いますで しょうか。

今すぐという わけにい かないところ もあると 思いますけれ ども。
【管理係長】

お配 りしたＰＤＣ Ａ表の最 後の参考資料 の部分を もう一回、

前回見ていた だいた部 分なんですけ れども、 利用日数とい うのがあ る意味その
まま、どれぐ らいの給 付費になって いるのか というところ とリンク してくる部
分なので、見 ていただ きたいんです けれども 、実績値、２ ５年始ま って、２６
年が８３８か ら９６５ ということで 、２７年 度については 、まだ半 年しかたっ
ていないんで すけれど も、ほぼ同じ ぐらい増 えていくのか なと現時 点では予測
しております 。
委員のおっ しゃると おり、市のほ うにも、 近隣の放課後 デイサー ビスができ
たときにはご 挨拶にい らっしゃる事 業所もあ るので、清瀬 であった り、西東京
であったり、 ちょっと 遠いと所沢と かという ところもご挨 拶にいら っしゃって
いて、利用状 況を見る と、かなり市 内に限ら ず市外の放課 後デイサ ービス を使
われている方 が増えて きている状況 が、一応 実績としては 出てきて います。
【委員長】

放課後 の問題は 本会 議でもず っと議論して い ます。 その 数が増

えることは大 事だけれ ども、 障害の ある人の 発達に必要な 放課後 活 動 について
は、必ずしも 十分考え られていない 事業所も できている の ではない かというこ
とが、昨年来 の議論で す 。また、放 課後をた だ使いたいた めだけの 計画相談 で
はなくて、そ の人の発 達に必要な計 画相談と いう 視点が必 要なの だ ろう と思い
ます。
【委員】

今後とも 新しい事業所 は市内に 入れていくん ですかね 。八幡町に

できましたよ ね。
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【福祉支援係 長】

市内に放デイ の事業者 の参加という のは、２ ６年度中か

ら結構営業に 来たケー スがあります 。私が対 応したときは 必ず、計 画相談とい
うのはご存じ ですよね と、その事業 者さんに 聞くようにし ています 。事業者さ
んによっては 、それっ て何ですかと 、逆にそ ういう計画相 談云々を 全く知らな
いところが市 内に参入 をという話が ありまし たので、必ず 私が窓口 で対応した
ときにはその 辺も含め て、将来の自 立のため に、計画に基 づいた 放 デイという
形になるので 、その辺 をしっかり理 解しても らわないと 、 その辺は 必ず理解 を
してください と いうふ うに、私から はお願い していました 。
今回、２７年度 にも 八幡町に１件 できたん ですけれども 、他 市で は何カ所か、
清瀬とか西東 京とか、 結構できてい るという 話はあるんで すけれど も、私のと
ころに来たケ ースにつ いては、その 辺も含め て一応事業者 さんにお 話をして、
理解をした上 でという 形 にしていま すので、 ここのところ はそんな に私のほう
には、営業と いう形で 放課後等デイ サービス の事業所を市 につくり たいという
お話は、最 近は少な く はなっており ます。た だ、どうし ても市外 に できますと、
新しい事業所 さんにつ きましては送 迎つきと いう形 のＰＲ をしてい ますので、
どうしても市 外の事業 所さんの利用 というの が増えてきて いるのは 確かだと思
いますね。
【委員】

一応、そ こは見に行っ ていただ いた？

【福祉支援係 長】
【委員】

私はまだ行っ ていない 。

そうです か。ぜひ。

【福祉支援係 長】

一部には東京 都のほう が 、その辺の 事業所の 放デイのあ

り方というの が、ちょ っと心配はし ていると いうあれはあ りますけ どね。あま
りにも野放し に近いよ うな状態にな っちゃっ ているので、 というの は、東京都
の方も話はし たのを聞 いてはおりま す。
【委員長】

繰り返 しになります が 、数が 増えることは 大事 です が、質と内

容を伴わない 事業所 の 参画は、市民 にとって マイナスにな りえます ので、そこ
のところは我 々も注意 深く 確認する ことが大 切だろう と思 います。 特に東久留
米は、古くか ら 放課後 活動の発達的 な意味を しっかり 意識 して行っ ている事業
所もあり、こ の市の特 徴でもあった と思いま す 。改めて東 久留米の 放課後 活動
をしっかり考 えていく 必要はあると 思います 。
改善点です が、 軌道 に乗せていく とともに 、本質的な人 の発達を 支える相談
を目指してい くという ことでよろし いでしょ うか。
【委員】

私は 直接 経験がないも の ですか ら、お聞 きしたい んで すけれども、

放課後デイサ ービスと 作業所の利用 なんかは 、併用するこ とはでき るのか、あ
るいは併用す るような 場合というの はあるも のなんでしょ うか。
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【委員長】
【委員】

私の知 る限りでは、 多分でき ないと思いま す 。
いや、で きない。

【委員長】

放課後 デイは子供で 切れ てし まう ので、成 人期の「 放課後」い

わばアフター ５のよう な 制度が本来 は必要な のだと思いま す 。
【委員】

放課後等 デイで１８歳 までは 放 課後 利用でき るんです が、１８歳

で切れると利 用できな いんですね。 今、放課 後等デイはわ りと就 労 保障的な感
じで、お母さ んが働く ような形にな っちゃっ ているんだけ れども、 １８歳以降
の制度ができ ていない から、せっか くお母さ んが働けてい るのに、 そこがぽっ
とあいてしま うという ところがあっ て、そこ ら辺の制度の 展開が国 から示され
ていないので 、なかな か厳しい、ど うなのか なとは思って おります けれども。
だから、放 課後等デ イを使って作 業所に行 くというのは ないんで すね。学校
へ行って放課 後等デイ はあるんです けれども 。
【委員長】

これも 昨年度から議 論してい ます が、大人 の人のア フターファ

イブ、余暇を 支える制 度 がない中で 、その制 度を今後作る ことが必 要な のだと
思います。
【委員】

自立 支援 協議会のとこ ろで個人 的に思ったこ となんで すが、現 在、

相談支援部会 と住みよ いまちづくり 部会とい うことで、２ 部会でや られている
んですけれど も、分野 としては就労 支援なん かとか、ほか の課題な んかもあり
ますので、今 すぐとい うわけではな いんです けれども、将 来的には そのあたり
のことも検討 していけ るといいのか なと思っ ておりますけ れども、 いかがなも
のでしょうか 。
【委員長】

今日、 後半に少し部 会の現状 や方向性を議 論したい なと思って

いるので、今 の委員の ご提案 は、少 し就労に 特化した部会 も必要な んじゃない
かというご提 案だと思 います。それ も少し含 めて、後半議 論すると いうことで
いかがでしょ うか。
【委員】
【委員長】

はい、 結 構です。
それで は （２）のコ ミュニケ ーション支援 事業に移 りたいと思

います。
【委員】

私ははっ きり把握して いるわけ ではないんで すけれど も、聞こえ

ない人が通訳 を申請し たけれども、 通訳がい なくて断られ たという ケースはな
いみたいです 。全部、 通訳を派遣し てもらっ ていると思い ますけれ ども、この
資料を見ると 、市が計 画した数より も実際に 通訳を申請す る人が 多 いんですけ
れども、この 辺の数は どういうふう になって いるんでしょ う ね。例 えば２７年
度とか、ます ます増え る可能性もあ ると思う んですけれど も、計画 と実績に差
があり過ぎる ので、そ の辺をお聞き したいと 思います。
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【委員長】

ありが とうございま す。 ２６ 年度、各年度 そうなん ですけれど

も、計画値よ りも実績 値が上回って いますの で、このこと を踏まえ て第４期が
どうだったか というこ とですけれど も、事務 局、何かござ いますで しょうか。
大丈夫ですか 。
【福祉支援係 長】

第４期の障害 福祉計画 なんですけれ ども、一 応見込みと

しましては、 ２７年は 大体、手話通 訳で２０ ０件、それか ら２８年 度、２９年
度につきまし て、一応 ２１０件とい う 形で数 字は増やして おります 。その数字
からしても、 今の実績 はそれ以上の 数字にな っているんで すけれど も、第３期
の障害計画に 基づいて やる第４期と いう形に なりますので 、それま での計画の
数字が１５０ ぐらいで すので、一気 に２５０ 、３００とい う形の障 害計画 は難
しいという判 断をしま して、一応２ ００ぐら いに計画値は 増やして おります。
【委員】
【委員長】

毎年少し ずつですね。
第４期 については大 体２００ から２１０ぐ らいの計 画値 です。

２６年度は２ ４１もあ るので 既に足 りない計 画に見えます が、２０ ０を超える
形では計画を している ということだ と思いま す。 断られた ケースは 過去にない
ということで す 。
【委員】
【委員長】

はい。
コミュ ニケーション 支援 の評 価としては、 年々実績 が上がって

いるので 、実情に 見合 った派遣を行 っていく ということで よろしい でしょうか 。
それでは、 続きまし て、移動支援 に行き ま す。特にはよ ろしいで すか。計画
値を少し下回 る実績値 で す。
【委員】

毎回言っ ているんです けれども 、この実績値 というの は、ヘルパ

ー不足で断っ ていると いうのがかな りあると いうことと 、利用 者さ んの中には 、
成人の場合、 １カ月２ ０時間、３カ 月で６０ 時間ですけれ ども、も ちろん、月
２０時間使わ ない方も いますが、ニ ーズがど うしても必要 な人があ って、２０
時間を超えて いる方も いるんですね 。一律２ ０時間という のがほん とうにいい
のかどうかと いう、計 画値に いって いないわ けですから、 その人の ニーズに合
った支給とい うことも 考えていただ きたいな と思っていま す。
【委員】

いいでし ょうか。学齢 のころの 方の話もさせ てもらう と、新たに

ヘルパーを利 用したい と希望された ときに、 もう利用され ている方 でヘルパー
の数が、委員 から言っ ていただいた ように、 ヘルパーがい ないので 受けられま
せんという形 で、時間 は持っている けれども 使えないとい う潜在の 方もいらっ
しゃると思う んですね 。 で、先ほど 事務局か ら説明があっ た、 数値 が安定して
きているので 満たして いるだろうと いうのは 、見方として は一面的 かなという
気が私もして いました 。
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【委員長】

つまり 、使いたくて も使えな い状況がある というこ とでしょう

か。
【委員】
【委員長】

いらっし ゃると思いま す。
ヘルパ ーが足りない 、あるい は２０時間を 超えて 使 いたいとい

うことでしょ うか 。
【委員】

それ、一 番あるよね、 どこ行っ ても。ヘルパ ーとあれ が全然足り

ないんで、ほ んとうに 今、俺たちも 困ってい るところがあ って、帰 りなんかに
しても人がい ないから 、何でも 後回 しになっ ちゃうんだよ ね。だか ら、そこが
ほんとうにネ ックがあ って、どこ行 っても、 介護でも今、 入ってく る人がいな
いというから 、そこの ところがほん とうに、 どこ行っても 人が足り ない、人が
足りないとい うんで、 そこを何とか したいと いったって、 無理じゃ ないかなと
思うところも あって。
だから、潰 れていく ところが多い よね、増 えるより。全 国で 俺た ちやってい
るけれども、 できない って、職員が いないし 、そこの人で 、どこに 行ったらい
いのかという 問題がす ごくあるらし いんだよ ね、地方なん か。
【委員長】
【委員】

使いた くても使えな い状況 と いうことです ね 。
うん。俺 たちは使いた いんだけ れども、使え ない。

状態が多い ですね。 で、お金がな い。区役 所もお金を出 してくれ ない。その
２つが重なっ ちゃって いるから、う まくいか ない。
【委員長】

数値と して安定して いるよう に見えるけれ ども、ヘ ルパー自体

を増やしてい く取り組 み が必要とい うことで しょうか 。
【委員】

それをど んどん増やし てくれれ ばいいんだけ れども、 今は グッド

でも大分やめ た人もい るし、入って くる人が なかなかいな いという 状態ですよ
ね。
【委員長】

ヘルパ ー自体の数を 増やす取 り組み、 ある いは利用 時間の 上限

を高めること が 今後必 要だろうと い うことで す 。今のご意 見 をうか がって いる
ますと、ヘル パー がや められてしま うことも 課題でしょう か 。
【委員】

そう。長 くいてもらい たいんだ けれども、い なくて、 やめちゃう

人が多くて、 いつもそ うだよね。
【委員】

移動支援 の事業所側と しては、 移動支援の単 価が、移 動支援が始

まったときか ら全く変 わっていない んです。 毎年最低賃金 は上がっ ていく中、
単価が全く上 がってい ないというの は、全部 事業所の負担 で何とか ぎりぎりや
っているとい うところ で、委員が潰 れると言 うのもわかる 気はしま す。
【委員長】

単価を どのように上 げるかは 今後の課題で すが、 ヘ ルパー で働

く人が金銭的 に 保障さ れて 安心して 働ける環 境づくりは、 考えてい かな ければ
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ならないでし ょう 。 地 域で暮らすこ とを考え れば、ヘルパ ーがある ことが必要
不可欠で、そ のなり手 をどのように 増やすか を考えていか な ければ ならないと
いうことです 。
【委員】
【委員長】

どうや っ たら増えるか というの が全然考えら れないよ ね 、今の。
何かい いアイデア は ございま すか 。

【委員】

究極に言 えば、 やっぱ りお金だ と思いますけ れども。

【委員】

お金だよ ね。お金がな いからこ そ、やめてい くのが多 いんだよ。

だから、俺 たちの時 間もすごく少 ないから 、それじゃだ めだって 言われるわ
けよ。区役所 がもうち ょっと考えて ほしいと いうのは、そ こなんだ よね。
【委員長】

ヘルパ ーとして働い て、賃金 を きちんと保 障すると いうこと。

１年、２年の 単位では 実現しないか もしれな い けれども、 これから の目標で し
ょう。
【委員】

その ヘル パーの数を 、この 協議 会でもある程 度把握し ていくとか、

あと年齢層と か、そう いう実質的な ことをや っていかない と、呼び かけるにし
ても、具体的 なことを 通していかな いといけ ないのかなと 思うので 、ぜひ自立
支援協議会で も 、そう いったデータ 集めみた いなものがで きるとい いのかなと
思います。
【委員】

僕のとこ ろにも 介護が 入ってい るんだけれど も、１７ 歳の人が入

っていて。
【委員】

１７歳？

【委員】

１５歳 の 人も入ってい るし、ほ んとにヘルパ ーなんて 、ほんとに

子供で、自由 にさせて くれなんて俺 の ところ へ来て、やっ てもらう のはいっぱ
いあるんだけ どと言う んだけれども 、そうい う 人じゃない とほんと に来ない。
という世の中 らしい。
【委員長】

ご提案 あったように 、この会 でも、ヘルパ ー 実態調 査 の実施を

来年度以降の 課題の１ つにする必要 があると 思います 。改 善策とし て、ヘルパ
ー実態調査を 入れてお き たいと思い ます 。
それでは（ ４）日常 生活用具給付 事業 に移 ります 。これ も計画値 と実績値で
多少のずれが あ るもの の 、申請があ ったもの については断 ったケー スはないと
いうことです 。今後も 従来どおり 申 請があっ たものについ ては、基 本的 には認
めていくとい う 評価に したいと思い ます 。
次に（５） 地域生活 支援センター 機能の強 化事業 です。 めるくま ーる、さい
わい福祉セン ターと あ ります 。
【委員】

なかなか 計画値を毎年 ５人ずつ 上げていって も、そう 簡単に人数

が増えるもの でもない なというのが 正直なと ころです。来 る方、来 ない方、非
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常に波も、１ 年の中で も非常に波も あります し、 なかなか 。 １つは 、めるくま
ーるが周知徹 底されて いないという のも１つ の課題かなと は、市民 の中にまだ
まだ広めてい かなけれ ばいけないと いうとこ ろが課題かな とは思っ ております 。
ただ、１つ 幸いなこ とに、計画相 談という 形でかかわら せていた だく中で、
めるくまーる を紹介し 、まためるく まーるへ つながってく るという 方が、ぽつ
りぽつりと今 、見えて きております ので、そ ういう形でも 場を提供 できていけ
ればいいかな と思って おります。
【委員】

さいわい センターにつ いては、 そもそもの地 域生活支 援センター

が通所訓練事 業を母体 としてきたと いうこと で、今、生活 介護の事 業 等に卒業
生の方が直接 に行かれ るという流れ になって いるので、数 字的には 下回ってき
ています。こ れからの Ⅱ型として、 どういう 人たちを 対象 にしてサ ービス提供
していくのか というの を考えていか なきゃい けない時期に 来ている と思ってい
ます。
今、通所訓 練の方々 と、あとは入 浴サービ スですとか、 機能訓練 ですとか、
いろいろな各 種講座と かをやってい るので、 そういう方々 を実績数 値として入
れ込めば、も うちょっ と上がるとい う気はす るんですけれ ども、ほ んとうに、
例えばですけ れども、 中途障害でな かなか職 を失って、だ けれども 家から出る
手段がなくて 、在宅に なっていらっ しゃる方 も中にはいら っしゃる んですね。
そういう方々 のデイサ ービス的な部 分という のを、もしか したら担 っていくと
いう方向性も 考え てい かなきゃいけ ないのか なと思ってい るところ です。それ
なので、見直 しの時期 に来ていると 考えてい ます。
【委員長】

Ⅱ型は 実践の内容も 含めて、 見直していく というこ とでしょう

か。
【委員】

はい。

【委員】

いつまで に？

【委員】

そんな早 くできないで す。条例 の問題もある から。

【委員】

はい。

【委員長】
【委員】

評価 は いかがでしょ うか。
実態、何 をやっている のかわか らないという 施設なの かなという

ところと、ほ んとうに 場を提供する 場なので 、成人の方な ので、非 常に来たり
来なかったり 、なかな か定着と いう のが、作 業所さんもで すけれど も、非常に
難しい方が多 いので、 なかなかお一 人お一人 、目を向けて というと ころは、難
しいかなと思 ってはお ります。ほん とうに場 を提供してい るという ところが一
番大きいかな と思って おります。
と同時に 、今月め る くまーるは 、実は引 っ 越しをいたし まして 、場にしても、
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少し充実がで きればい いかなと思っ ておりま す。
【委員】

小金井街 道？

【委員】

小金井街 道ではなくて 、 就労支 援室あおぞら のすぐ近 くの、ＪＡ

の反対側ぐら いのとこ ろに、幸町３ 丁目ぐら いでしょうか 。中央町 地区センタ
ーの道路を挟 ん だ反対 側に。
【委員】

じゃ、ご 近所ですね。

【委員】

はい、近 々。

【委員長】

精神障 害のある方 に ついては 、まずは場の 提供 のよ うな ことが

大事というこ とでしょ う 。
それでは、 最後 にな りますが 、そ の他事業 で、主に日中 一時と手 話講習会修
了者がここの 主な論点 です。まず 日 中一時 で すが、 計画値 をかなり 超えた実績
値、２１３で す 。４期 は大体２１０ ぐらいの 数値を計画に 見込んで います。
【委員】

発達障害 の子供たちが 多いとい うことで、一 応うちの 事業所にも

結構、不登校 の方たち が、家にずっ といるよ りはというこ とで来て い るので、
そういう日中 一時みた いなのは必要 とされて いるんだろう なという 感じはしま
すね。
【委員長】

増えて いる 意味はそ ういう方 が増えている から だと いうことで

すね。
【委員】
【委員長】
【委員】
【委員長】
【委員】
【委員長】

そうです ね。
そうす ると、学齢期 ですか。
そうです ね。うちの場 合は学齢 期かな。
平成２ ４年度の実績 値と比べ ると、結構増 えて いま すが 。
そうです ね。
増加が 発達障害関係 とすれば 、その支援に しっかり 視点を当て

ていくという ことが、 これからの課 題でしょ う。
【委員】

そうです ね。

日中一時じ ゃなくて もいい？
【委員長】

それで は、 日中一時 は一旦と めて、手話講 習会修了 者に行きま

す。
【委員】

手話講習 会は４年コー スなので 、４年間続け ていくの も大変で、

数の変動もあ ると思う んですけどね 。
【委員長】
【委員】

少しず つ実績値は伸 びている という印象 は いかがで しょう。
計画値よ りも実績は下 がるとい う意味は、ど ういう意 味にとった

らいいのかわ からない です。
【委員長】

計画値 より低いのは 、少し計 画の見積 もり を誤った 可能性が高
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いとも考えら れます 。
【委員】
【委員長】
【委員】
【委員長】

人の数と いう意味です か 。開く 数ですか、ど うですか 。
実績値 は修了者です 。
卒業した 人の数？
人数が 年々増えてい ることは 大切なのです が、 計画 値に満たな

いことは課題 だと思い ます 。
【委員】

数値の状 況が、サービ スの状況 によっては計 画値より も実績値が

増えていたり 、計画値 よりも少なか ったりと か、今のとこ ろ計画値 に対する軸
というよりは 、今のお 話を聞いてい ると、ニ ーズに沿った 形で数字 が増えてい
るような感じ がするん ですけれども 、前回の ときにも お願 いしたん ですが、 コ
イノニアさん のグルー プホームがグ ループ ホ ームとして認 められな いというこ
とが、前回の 説明では 数値の中に入 っていな かったという こと で、 行政側の方
はおっしゃっ ていたん ですけれども 、そこら 辺、引き継ぎ の事項で もあるみた
いな形で、ち ょっと曖 昧な状況だっ たんです が、今後グル ープホー ムというの
はほんとうに 重要な施 策になってく ると思い ますので、コ イノニア さんの開設
は何をもって 給付対象 の事業所にな れるのか というのを、 きちっと 伝えていた
だきたいなと 思うんで すね。そうし ないと、 利用者が困っ てしまう 。事業所の
ほうもあるか もしれな いけれども、 それを使 う利用者が、 負担がす ごく大きく
なってしまう ので、そ ういう意味で は 、コイ ノニアとして 不足があ ったのであ
れば、それは それで 、 コイノニアに も我々は かかわりもあ るので、 諮らせても
らうんですが 、何をも ってすれば、 総合支援 法の事業所と してのグ ループホー
ムになれるの か。
今回の評価 でも、わ りとニーズを 中心に数 値が動いてい るという ふうに認識
は持っている し、特に 放課後等デイ なんかも 、現在でもも う去年の 数値に行っ
て、倍になる という状 況があるわけ だから、 じゃあグルー プホーム だけ、その
数値にかさが かかって いるというこ とは 、我 々としては今 後のこと を考 えると 、
大きな危惧か なと思い ますので、そ こら辺は 明らかにして いただけ るとありが
たいなと思い ます。
【管理係長】

まず 、計画の部分 というこ とでのことな んですけ れども、前

回の繰り返し になって しまうんです が、作成 当時のときに 、まだお 話をいただ
いていなかっ たという こともあって 、その数 字が加味され ていない という状況
は、前回ご説 明したと おりになりま す。
個々の事業 所の部分 については、 この場で お話しするの はあれな んですけれ
ども、基本 的に、それ はグループホ ームに限 らず、新し い事業所 を つくられる、
または定員を 増やされ る場 合には、 必ず市に ご連絡、ご相 談くださ いというふ
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うに、一応お 願いをし ている次第で ございま す。過去に反 対運動の あった事業
所もございま すし、い ろいろなとこ ろからお 問い合わせを いただい たときに、
何も伺ってい ないとい う状況は、市 としては 困るというこ とで、ま ずは必ず説
明を市のほう にしてい ただきたいと お願いし ている次第で ございま す。 お話し
いただいてい たら、計 画の見直しの タイミン グにもなると は思うん ですけれど
も、こういっ たものに 盛り込んでい くという ことができる のかなと 思っており
ます。
計画の部分 について ということで 、私か ら 先にご説明を させてい ただきまし
た。
【委員】

特にグル ープホームに 関しては 、近隣住民と のことも 日常生活の

部分でいろい ろあると いうことで、 事前に伝 えてもらうと いうこと が条件で、
数の増につい ては原則 認めていくと いうこと になるのかな 。事前に きちっと伝
えていくとい うことで 。
【管理係長】
【委員】

事業 所の認定につ いては、 基本的には東 京都が。
そうだよ ね。

【管理係長】

窓口 になっている ので、直 接事業所、例 えば施設 基準とか、

そういったも のが問題 になってくる と思うん ですけれども 、そこの 部分は東京
都の所管なの で、市が いいとか悪い とかとい うふうには、 基本的に はそういう
言い方はでき ないです ね、事業所に ついて。
【委員】

でも、 市 のほうで 一筆 書くよね 。

【管理係長】
【委員】

例え ば補助金とか を国から 受けるとか。
そうか、 建設費。

【管理係長】
【委員】

そう いった場合に は……。
書くけれ ども。

【管理係長】

地域 の理解は得ら れている のかとか、そ ういった ことを行政

として、意見 書みたい な形で一緒に あわせて 補助金の申請 をしてい ただくとい
うのはありま す。
【委員】

わかりま した。そうす ると、コ イノニアさん の場合は そこが漏れ

ていたという ことで、 現時点では認 められな いけれども、 いつにな ったら認め
られるのかと いうのを 。そうしない と、利用 者の方が困る よね。
そこは答え られなけ れば、また考 えていた だいて、利用 者が安心 して住める
グループホー ムであっ てほしいなと 思います ので、また、 これから もグループ
ホームについ ては各事 業所、一応 、 通所事業 所では全ての ところが グループホ
ームを持つよ うな形に なったと思い ますので 、それでもま だ足りな いという状
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況もあります ので、こ の計画にどう のっける かというとこ ろは、お 互いに見通
しを持ってや り たいな と思いますの で、ぜひ コイノニアさ ん、どう したら認め
られるかとい うところ も同時に考え ていただ けるとありが たいなと 思います。
よろしくお願 いします 。
【委員長】

どうい う経緯で 認め られなか ったという こ とについ てはいくつ

か要因がある の かもし れませんが、 実際にそ れを利用され る方が い らっしゃる
のは事実です ので、で きるだけ早く 、もちろ ん 手続上問題 があって はまずいで
すけれども、 制度に の せていく こと が必要な のだと思いま す 。あわ せて、これ
から先もホー ムが立ち 上がるにあた って、 制 度の範囲の中 で 進めて いくように
していかない と、利用 者の不利益に なってし まいます。 利 用される 方が最 優先
になるような 形で進め ていくことが 大切だと 思います。
【委員】

言い忘れ たところで、 本日の最 初の地域生活 支援事業 の（１）相

談支援事業の 成年後見 制度のところ なんです けれども、他 市のケー スで、かな
り成年後見の 問題が 、 日中活動の事 業所に通 われている高 齢の方の 今後をどう
するか、親も 高齢化し ていてという ところの 問題が、かな り出てき ていると聞
いていまして 、ただ、 今回のこの東 久留米の 資料だけを見 ると、２ ４年度から
支援制度があ り、２６ 年度の利用実 績はなし というところ だけで結 果が進んで
いくと、特に ニーズが ないんだとか 、必要で はないんだと いうこと になってし
まうのかなと 思うんで すけれども、 おそらく かかわってい らっしゃ る日中活動
の事業所さん なんかに 聞けば、必要 なケース というのは多 々、今出 てきている
んじゃないか なという 気がするんで すけれど も、この点、 東久留米 の実情がわ
からないので 、どうで すかね。聞く としたら 、 委員さんに 聞いたほ うがいいの
かなと思った りはした んですけれど も。
【委員】

社協じ ゃ ない？

【委員】

社会福祉 協議会がとい う話は、 市の委託で 成 年後見推 進事業とい

うものを受託 している というところ からのお 話かとは思い ます。現 状、成年後
見に関しての 東久留米 市の実情とい うのを、 私からお答え してもあ れなんです
けれども、正 直なとこ ろ、高齢者利 用に関し て、まず力が 入ってい るところか
なという感じ がいたし ます。
ようやく現 在、担い 手となる 親族 後見、そ れが弁護士さ んや司法 書士さんな
ど担い手の方 が、専門 家による担い 手がよう やく増えてき まして、 むしろ逆転
しているよう な状況が 成年後見には あるんで すが、まだま だ担い手 は、先ほど
のお話と同じ ように 不 足していると ころも ご ざいます。ま してや 知 的障害の方
や精神障害を お持ちの 方の支援にか かわる後 見人となりま すと、ど うしても法
律上の知識だ けではな くて、福祉や 障害に関 しての理解な ども、ど うしても必
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要となってく るところ で、特に他市 からもお くれていると ころはあ るのかなと
思っておりま す。
本日の委員 さんの中 にも何人か い らっしゃ いますが、成 年後見の 運営委員と
いうものもご ざいまし て、そちらで も１つ、 今後の課題と して提案 されている
ところではあ りますが 、障害者分野 に関して の成年後見利 用に関し て、まだま
だ準備をして いるよう なところでご ざいます ので、現状で は実績は もちろんの
こと、相談や 、それか ら紹介などは もちろん できるところ ではあり ますが、じ
ゃあ実際、担 い手とな るような方や 、具体的 な支援に関し ての方向 性というの
が示されてい ないよう な状態にござ いますの で、 もう少し 時間をか けて、そち
らの受け入れ 態勢も進 めていくよう な段階に 今ございます ので、そ こら辺もま
た皆さんのご 意見など もお伺いさせ ていただ きながら、１ 例目、２ 例目と進め
ていければと 考えてい るところでは あります 。
以上です。
【委員】

うちのほ うでは、グル ープホー ムで生活され ている方 で、１名が

成年後見をも う使って いらっ しゃる 。それは いとこの方が なってい るという形
で、もう一つ が、今 弁 護士と話をし てい て、 お父様が亡く なられて 、お母様も
高齢だという ことで、 誰に後見 につ いてもら おうかという ことで、 今調整をし
ている段階で 、 ほんと うにこれから かなと思 っております 。
【委員長】
【委員】

成年後 見の運営委員 会という の があるので しょうか 。
成年後見 制度推進機関 というも のの中に、成 年後見制 度の推進を

見守るような 委員会と いたしまして 、弁護士 さん、司法書 士さん、 それから社
会福祉士の方 、そして 行政の各部署 の方、 そ して 市内の施 設の方、 高齢者施設
の方といった 方々、１ ２名の方に入 っていた だきまして、 なかなか 成年後見と
いうのが内部 理解も、 それから 、利 用の具体 的な 方向が見 えてきた ところでは
ありますけれ ども、障 害者の分野に 関しても そうですが、 まだまだ 不十分なと
ころがあると いうとこ ろを、ＰＲを 進めたり させていただ きながら 、先ほどの
担い手など、 地域の身 近なところで 担い手が できるような 仕組みも 、ご意見を
いただくよう な機会と して、運営委 員会とい うのを設けさ せていた だいており
ます。
【委員】

成年 後見 で一番考えな きゃいけ ないのは 、親御さ んが 支えていて、

それをグルー プホーム で受けとめて きたとい う流れがある んだけれ ども、そこ
へ変わったと きに、親 御さんの思い がつなが っていないと 、かなり 厳しい状況
になってしま うだろう なという意味 で、グル ープホームの 機能をも うちょっと
専門家を入れ ながらつ くっていかな いと、そ の人の生活の 判断みた いなのが、
お互いにきち っと議論 できるような 形にしな いと難しいん じゃない か。特にう
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ちなんかは言 葉のない 人たちが多い ので、そ ういう意味で は、とて もそこを仕
掛けていきな がら成年 後見に向 かっ ていかな いと、引き続 きなった 方が全然考
え方が違って しまうと 、グループホ ームもい られなくなる ことにな るので。
ただ、うち の１件の 方は、行事に も参加し てもらったり とかして 、すごく交
流していただ けるので 、そういうの が守られ るんだけれど も、そう いうケース
がこれから、 いろいろ なケースが地 域の中で 出てきて、い ろいろな 問題を整理
しながらつく り上げて いくことにな るんじゃ ないかなと。 そういう 意味でも、
事業所のあり 方みたい な、親の支え じゃなく て、自分たち 職員集団 がどう 支え
るかというと ころ、専 門とつながっ て支える かというと こ ろに、し っかりと置
いていかない といけな いのかなとい うのが実 感としてはあ ります。
【委員】

成年 後見 じゃなくて 、また 日中 一時のほうに 戻るんで すけれども、

第４期をつく るときに 、 成年の余暇 というと ころで、日中 一時での 対応という
のが４期の計 画で出て いたと思うん ですけれ ども、グルー プ支援と かそういう
方向で検討す るために も、日中一時 支援事業 の事業所の連 絡会みた いなのが、
去年はなかっ たんです けれども一昨 年までは あったので、 まずそこ からスター
トしていかな いと、３ 年はあっとい う間に過 ぎてしまうの で、動き をやってい
ただきたいな と思って います。
【委員長】

一昨年 まで 日中一時 のグルー プ連絡会 のよ うなもの があったと

いうことでし ょうか 。
【委員】
【委員長】
【委員】
【委員長】
【委員】

ありまし た。
それが なくなった の ですか。
去年は１ 回も開かれて いなかっ たので。
それは どのような形 式で 置か れてい たので すか。
役所が、 福祉課が声を かけてい ただいて。

で、事業所 ４、今５ 事業所ですけ れども、 ５事業所が集 まって情 報交換とい
うことを、し ていまし た。
【委員長】

それは 、ぜひ復活す る方向で 検討いただけ ないでし ょうか 。

【地域支援係 長】
【委員長】

ご意見は伺い ました。

去年か ら、 成人期の 仕事終了 後をどうする か につい て、その活

用の一つに日 中一時 の 活用はあり得 るだろう という議論を しました 。大事な問
題だと思いま す 。
【委員】

もう一つ 。日中一時支 援ですけ れども、２５ 年度、２ ６年度で多

少増えてきて いますが 、今、成年も あるんで すけれども、 実際に児 童デイを使
えない人たち の、学齢 期前の子供た ちのニー ズというのが 高くなっ て きていま
す。特にセン ターは、 緊急を優先に していま す。
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幼児の方々 、保護者 の方のレスパ イトとか 、緊急保護的 な部分 で のサービス
がほかにはな いので、 日中一時を使 わざるを 得ないという 状況もあ る。で、こ
れからも増え ていくで しょうし、わ かくさ学 園の発達相談 ないしは 計画相談が
円滑に進んで きたこと で、そういう サービス 利用がわから なかった 方々がサー
ビスにつなが ったとい うのが数字に あらわれ ているのかな と、少し 思います。
【委員長】
【委員】
【委員長】

就学前 の子 どもの利 用が増え ているという ことです ね。
はい、少 し増えており ます。
それは 、 わかくさ学 園の計画 相談が軌道に 乗ってい ることと関

係していると いうこと でしょうか。
【委員】

私たちの つながりは、 そこが大 きいので、き っとそう いうところ

はあるんじゃ ないかな と思っていま す。
【委員】

うちも、 うちの 児童デ イは わか くさの発達相 談室と連 携をとらせ

ていただいて 、話して もらっていま す。そう いう意味では 、わかく さの発達相
談室というの は、 事業 者にとっては いい支援 なんじゃない かなと。
【委員長】
【委員】
【委員長】

ニーズ を掘り起こ す 役割を果 たしていると いうこと ですね。
そうです ね。
多くの ご意見をどう もありが とうございま した。こ れまで 十分

に議論できな かった視 点も 出され、 継続して 議論 すべき課 題も多い と思いまし
た。それ ではここ まで の 意見を集約 して 、２ ６年度の 評価 としたい と思います。
それでは、 今から１ ０分間休憩 で ４時から 後半に移りた いと思い ます。
（
【委員長】

休

憩

）

それ で は後半 です。 部会報告 を中心に議論 したいと 思います。

最初に相談支 援部会か ら報告です。
【委員】

９月１６ 日２時から４ 時まで、 相談支援部会 を開きま した。資料

の２－３とい うことで まとめており ますけれ ども、メンバ ーがかわ っています
ので、最初に 自己紹介 を行いまして 、最初に 計画相談につ いて のお 話をしまし
て、現在進捗 率は、計 画相談８０％ を超えて いるというこ とで、市 から説明が
ありましたけ れども、 モニタリング と更新な んかが課題と いうこと でした。あ
と、相談専門 員が少な くて、負担が ちょっと 大きいのでは という事 業所もある
ということが 、現状と してはあると いうこと です。
事業所の側 からは、 更新をすると きに振り 返りでモニタ リングを しているん
ですけれども 、更新の 単価しかつか ないのは 疑問であると いうこと ですとか、
モニタリング の時期が 、チェックは している んだけれども 漏れてし まうとか、
そういったこ とが出さ れました。
今後は、次 回は請求 業務 とか、計 画相談の 管理のやり方 をもうち ょっと深め

- 19 -

たいというこ ととか、 計画書の書き 方の事例 なんかを検討 したいと いうことに
なっておりま す。
あと、地域 の課題と いうことです けれども 、 困難事例で 、生活歴 が難しいの
ではないかと いうケー スが多く出て いること とか、愛情不 足なんか によるリス
トカットとか ですけれ ども、あと、 大人にな って問題が出 てくるケ ースとか、
グループホー ムに入っ ても難しくて 、病院に 入院されてし まう精神 障害の方な
んかがおられ るという ことが出まし た。
今後なんで すけれど も、今後も相 談支援部 会としては事 例検討と か、地域の
課題を検討し ていきた いということ ですけれ ども、それと もう一つ 、これは提
案的なところ なんです けれども、研 修を相談 支援部会でも 、こちら の全体会で
認めていただ ければ、 １回やってみ たいとい う話が出まし て、計画 相談に関す
ることですと か、あと 相談、個別支 援計画と か、障害者の 権利を守 るとか、そ
ういったこと をテーマ にしてはどう でしょう かという提案 も出まし た。
それから、 やり方と いいますか、 相談支援 部会のやり方 というと ころなんで
すけれども、 部会のメ ンバーをどの ようにす るのかという ことで、 新しい相談
支援事業所な んか もど んどんできて いますの で、そういう ところの 参加を広げ
てもいいのか もしれな いという提案 もありま したし、 あと 、何か提 案がありま
したときに、 部会メン バーの中で準 備会を や って、そこで ある程度 煮詰めて、
部会でそれを 議論して いくというや り方もで きるといいで すねとい う提案があ
りました。
４番目のと ころで、 記録について というこ とですけれど も、これ は持ち回り
で、ノー トで議事 録を つけていって はという ことで提案を したんで すけれども 、
これはまだ時 期尚早と いうか、そう いうこと で、現状維持 でいきた いというこ
とになりまし た。
次回は１１ 月５日に 開くというこ とで、そ んな話になり ました。 以上です。
【委員長】

相談部 会 の内容とし ては計画 相談 、地域の こと 、そ して 研修で

しょうか。質 問ご意見 をお願いいた します。
【委員】

すいませ ん、多摩小平 保健所で す。精神障害 の方の支 援で 、いろ

いろとまたご 協力いた だいているか と思うん ですけれども 、地域の 課題のとこ
ろで書かれて いる 生活 歴で 、
「（愛 情不足に よ るリストカッ トなど ）」って、どう
いう事例なの かなと。 リストカット って、結 構重いテーマ でもある ので、事例
を教えていた だければ と思います。 おわかり になれば。
～
【委員】

事例 略

～

そうする と、 その話を 聞いただ けでも、支援 する側の 方はとても
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難しさを感じ たりとい うことである かと思う んですけれど も、今後 としてのと
ころで、あれ なんです けれども、事 例検討と いうのはほん とうに保 健所も、ス
タッフが何度 も何度も やってはいる ので、多 摩の精神保健 福祉セン ターの活用
を保健所がや っている ので、そ ういうの が一 緒にできると いいなと 思ったので 、
職員のＰＴＳ Ｄを防ぐ ためにも、自 己責任に してしまうこ とを何と か、その必
要性がないと いうこと を認識できる と、また 働く意欲も継 続してい くと いうと
ころもあるの で、そう いうので一緒 にやれた らいいなと思 って。
【委員】

多摩保健 所は、別に知 的でも精 神でも構わな い？

【委員】

主に精神 障害の、治療 につなが っていない方 とか、治 療中などの

方。その中に は、知的 のこともそう かなと思 える、複合的 と言うん ですけれど
も、複合のと ころの紹 介のところで は、精神 中心に複合さ れた方も 、対応を連
携してさせて いただい ています。主 に精神障 害中心という ことにな りますけれ
ども。
【委員】

そこら辺 のいろいろな ところと 、関係機関と かかわっ たほうがい

いのかなと思 ったので 。
【委員】

そういう のでも、一応 入っても らうというの も可能で す ね。

【委員】

地区の担 当保健師がお りますの で、まず、ど んなぐあ いで、保健

所がかかわる 部分がど ういうところ になるか も、話、相談 させても らいながら
になりますけ れども、 何か役に立て ればいい かなと思うん ですが。
【委員】

そうです ね。職員をど う守るか というところ なんです ね。

【委員】

そうです ね、それもあ りますね 。保健所もメ ンタルや られそうに

なりますから 、攻撃的 になれば、人 間ですの で。なので、 何とかみ んなで。そ
れと、精神の 専門医の 判断って、す ごくそう い うときには 必要にな ってくるの
で、それが症 状なのか 、本来のその 人の人格 的な問題なの かとか、 対応が悪く
てそうなった わけじゃ ないというこ とがはっ きりすれば、 次の対応 をどうする
かという考え 方に前向 きになりやす いなと思 うので、その ためには 事例検討 が
必要だと。
【委員長】

いかが でしょうか。 事例検討 を積み重ねる こと につ いて 、状況

によっては保 健センタ ーの力を 借り ながらそ れを行うとい うことで すが 。
【委員】

ぜひよろ しくお願いし たいと思 っていますし 、事例検 討で、ケア

連絡会という のが東久 留米で年に数 回持たれ ていまして、 そ こでも 、この間も
事例検討をや りまして 、保健所と多 摩センタ ーから来てい ただきま したんです
けれども、ケ ア連絡会 じゃなくて、 もうちょ っと 事業所で すとか、 そういうと
ころでの事例 にも悩む 事例がありま すので、 入っていただ けると心 強いなと思
いますし。
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【委員】
【委員】

よろしく お願いします 。
精神 だけ ではなくて 、知的 障害 とか身体障害 のほうの 事業所でも、

精神的な点で 問題を抱 えている方も おられま すので。
【委員】

そういっ たところにも 入ってい ただけると心 強いかな と思ってお

ります。あり がとうご ざいます。
【委員】

これ、や り方に関して は、公開 でやるという ことでは ないんだ。

広げていく、 ちょっと 曖昧な言葉な んだけれ ども。
そうですね 。やり方 について。
【委員長】

具体的 な アイデアは ございま すか。研修の 企画 やメ ンバー 増員

などでしょう か。
【委員】

今現在 は 部会のメンバ ーも、こ の自立支援協 議会で承 認していた

だいた方に参 加してい ただいている という状 況なんですけ れども、 相談支援事
業所で新しい ところな んかもありま して、そ ういうところ が現在入 っていない
事業所の方も おられた りですとか、 あと、作 業所とかそう いうとこ ろ でもかか
わっておられ ないとこ ろとか、当事 者の方も そうなんです けれども 、そういう
ところで、部 会のメン バーのあり方 について 、全くルール がないと いうことに
なりますと混 乱するん ですけれども 、そこら 辺はある程度 確保しな がら、広い
つながりを持 てるとい いかなという 感じもあ りますけれど も。
【委員長】

もう少 し広く部会員 を増やし たい 、委員の メンバー 外 、とりわ

け新しく計画 相談を始 めた 事業所へ と広げた いという ご提 案と捉え てよろしい
でしょうか。
【委員】

そうです ね。徐々に広 げていけ るといいかな というも のはありま

す。
【委員長】

部会の メ ンバーを広 げる にあ たって 、ここ で承認 す るという ル

ールがありま したでし ょうか。
【委員】
【委員長】

予算がつ いていない？

これは ただで？

部会は 特に何も、ち ょっとあ れで言えば、 お金は出 ないものな

ので。
【委員】
【委員長】

そうそう 。
部会で 確認 がとれれ ば、部会 メンバーを増 やしてい いというこ

とだったでし ょうか 。
【委員】

そのあた りのルールが はっきり わかっていな いところ がありまし

て。
【委員長】

設置要 綱って ありま したでし ょうか 。部会 レベルに は作ってい

なかった記憶 があるの ですが。
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【委員】
【委員長】

設置要綱 はあったと思 う 。
部会に もありますか 。

【管理係長】
【委員長】

ない ですね。
それ で は、状況に よっては 、部会でコンセ ンサスが 得られれば、

新しい事業所 の方など も部会に のメ ンバーに なるという方 向でよろ しいでしょ
うか。もし増 えたとき は、 本会議で ご報告い ただければと 思います 。
【委員】

はい。よ ろしくお願い します。

【地域支援係 長】

委員長、すみ ません。

部会につい ては再検 討させてもら っていい ですか。
【委員長】

承知し ました 。

【地域支援係 長】

すみません、 ちょっと 待ってもらっ ていいで すか。すみ

ません。
【委員長】

それで は再度、 規定 等を確認 して ください 。

【地域支援係 長】
【委員長】

そうですね。 すみ ませ ん、確認させ てくださ い。

確認し てお願いしま す。ただ 、部会は「手弁当 の会 」ですの で、

積極的に部会 の増員を お願いできれ ばと思い ます 。
研修会の企 画が提案 されています けれども 、これは いか がでしょ うか。
【委員】

これは計 画相談のつく り方です とか、相談と か、ここ に入れてお

りますけれど も、権利 擁護の関係と か、そう いったものを やっては というとこ
ろなんですけ れども。
【委員長】
【委員】

部会の 中で講師を呼 んで、学 習会を 行うイ メージで しょうか。
もう少し 広げて、毎年 やってい ます研修会が あります けれども、

自立支援協議 会の主催 研修というこ とであり ますが、それ とともに 、相談支援
部会でも少し 検討して 、こういうも のをやっ てはどうでし ょうかと いうことを
提案させてい ただけれ ばと。
【委員長】

そうす ると、主催研 修会 に積 極的にテーマ を提案し たいという

ことですね。
【委員】
【委員長】

提案をし たいというこ とで。
確かに せっかく専門 の部会を 置 いているの で、専門 の部会から

研修会のテー マを提案 するというの は適切だ と思います 。
準備会とい うのは、 ど のようなイ メージ で しょうか。
【委員】

相談支援 の中ではいろ いろなテ ーマがありま して、そ れが集まっ

たときに会議 を開いて 検討しますと 、準備が 十分できない というと ころもあり
ますので、あ る程度、 事前に準備会 を開いて 準備をしたも のを発表 して、それ
を検討すると いう方式 をとれないか なと思っ ているんです けれども 。
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【委員】
【委員】
【委員長】

忙しくな るんですか。 大丈夫で すか。
忙し くな りますけれど も、ほど ほどにやって いこうと 思いますが。
今のご 意見をうか が っていて 、印象として は、相談 部会では、

計画相談と「 相談とし ての相談 」と 広くテー マがあり、 １ つの部会 の中で同時
に進めていく というの は、結構大変 だと思う のですが、い かがでし ょうか。
【委員】

そうです ね。 計画相談 と、いわ ゆる一般の支 援といい ますか、利

用者さんとか の、当事 者の方をどう いうふう に社会復帰し て、自立 を助けてい
ったらいいか という、 ２つの項目が あります ので、 そうい う点が一 緒になって
いますので 、少し その あたりも検討 していけ ればと思って はおりま すけれども 。
【委員長】

それで は、これで相 談支援部 会はおし まい にします 。続いて、

住みよいまち づくり部 会。部会長、 お願いし ます。
【委員】

９月 ２９ 日火曜日２時 から 、さ いわい福祉セ ンターで 行いました。

それで、１つ は差別解 消法について で、２８ 年４月１日に 施行され て、新しい
法律なので 、どう 一般 市民や障害の ある人た ちに伝えてい こうかと いうことで 、
啓発運動を住 みよいま ちづくり部会 で行って いきたいとい うことで 、依頼があ
りました。
これはいろ いろ意見 が出て、ヘル プカード の事例を出し ながら、 どうやって
やろうかとい うことで 、できれば人 の集まる ところで啓発 ポスター を張ること
ができないか というこ とで、その啓 発ポスタ ーについても 、小学生 に描いても
らったりとか 、広がる ような形がで きればい いんじゃない かなとい う意見も出
ました。
福祉課とし ては、人 が集まるとこ ろで触れ 合えばいいと いうこと で、市がど
こまでかかわ ることが できるかとい うのは、 市民と一緒が 具体的に 動くことが
できると考え ていると いうことです 。
【委員】

結論。わ かりやすいチ ラシ、当 事者が話をす る機会設 定。当事者

の方がどうい う生活を しているのか なとか、 どういうとこ ろが生活 して困って
いるのかとか 、障害の ことを知って もらうと いうのは、 直 接市民の 方に話した
ほうがわかり やすいん じゃないかな という話 があったので 、わかり やすいチラ
シと、そうい う当事者 が話をする機 会を設け てほしいとい うのが、 部会で話し
合いができま した。
防災につい ては、 モ デルケースみ たいなの をつくったら どうかと いう提案と
か、運営連絡 会の組織 で ……。
【委員】

モデルケ ースは、聴覚 の方たち から実施。

【委員】

そうです ね。聴覚の人 たちが集 合場所を決め て確認を とるという

ところで、そ この自治 会に了解をと り進める が、その進め 方に関し ては、平山
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さんに意見を 聞きたか ったというこ とで、ま た意見を聞か せてもら えればいい
かなと思いま す。
モデルケー スという ところで、私 のほうで 提案させても らった部 分もありま
して、聴覚障 害の方の こともあるし 、先ほど も言ったよう にグルー プホームが
各市でかなり できてき ているので 、グル ープ ホームを１つ のモデル にしながら 、
防災について 一つ一つ 取り組んでい けるとい いのかなと思 いました ので、そう
いうことなん かも、 今 後また検討で きたらい いかなと。
で、防災の 市民団体 なんかもおら れますの で、住みよい まちづく りは、なる
べく市民の方 に来てい ただいて、そ の意見を 聞きながら、 障害のあ る人も１人
の市民として 、地域に つながってい ける暮ら しができたら いいなと いう取り組
みを進めてい きたいな と思っていま す。
はい。
【委員長】

幾つか 具体的な提案 がありま した 。ご質問 、ご意見 等 はござい

ますか。
【管理係長】

自分 のほうからモ デルケー スの概要につ いて、説 明をさせて

いただきます 。
委員のほう から以前 よりご提案い ただいた ものについて 、部会の 中で改めて
検討していこ うという ことで、今回 そのモデ ルケースとし て考えて いるのは、
聴覚障害を持 った方が 避難所で生活 されるよ うな状況にな った場合 、身の回り
のことは当然 、ご自身 である程度や れること が想定される と。ただ 、情報が入
ってこない。 実際にさ きの大震災の 避難所の 事例とかの中 で、例え ば炊き出し
の連絡が放送 で入って 、聴覚障害の 方は行列 を見て、何で 並んでい るんですか
というような 状況があ ったというこ とで、避 難所の中でも 通訳の人 の支援が必
要であると。 ただ、市 内の通訳の人 的資源は 限られている ので、全 ての避難所
に通訳を派遣 ・手配す ることは難し い。
そういった 状況の中 で、委員から ご提案を いただいたの は、どこ か１カ所、
避難所の中で 、聴覚障 害、通訳を必 要とする 方の集合場所 を決めて お いて、そ
こに、ある程 度落ちつ いたら皆さん 集まって いただくと。 で、市内 の通訳、も
しくはある程 度手話の できるボラン ティアの 方が、ご自身 のご家族 との状況が
落ちついた後 に、そこ に支援に行っ ていただ くと。そうす れば、例 えばそのと
き、通訳の方 が１人、 ２人ぐらいし か支援に 駆けつけられ なくても 、１人の通
訳の方を通し て、聞こ えない方皆さ んに情報 が提供できる のではな いのかと。
そういったア イデアを いただきまし て、防災 防犯や、実際 に避難所 を運営する
自治会の代表 者の方な どと、今後調 整をして いきたいと考 えている 次第でござ
います。
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モデルケー スのイメ ージというか 、概要と しては、以上 になりま す。
【委員】

私たちも 逃げる場がそ れぞれみ んなばらばら で、聞こ える人と同

じなんですけ れども、 そうすると、 通訳の人 が数も限定さ れていま すので、聞
こえない人、 そこの集 まりに、通訳 が１人ず つ入るのは難 しいし、 通訳も自分
の命が優先で すから、 いつ来てくれ るかわか らないという 状態です ね。
それで、ろ う協とし ての考え方と しては、 東久留米の中 で、例え ば東部、西
部、南部、北 部って な い？

中央区 という、 そこに聞こえ ない人が 集まれるよ

うな避難所を 決めてほ しいと。それを 通 訳者 の人たちが 、地震 が終 わった後で、
自分の東部に 駆けつけ るとか、西部 に駆けつ けてきて、情 報の交換 をしてくれ
るというふう にしたい と思っている んですね 。それで、東 久留米の 中の東部地
区センターと か、例え ばさいわいセ ンターと か、場所をま ず決めて いただきた
いと思う。聴 覚障害者 が逃げる場所 を 、最低 ４カ所ぐらい を確保し てほしいと
思っているん です。
【管理係長】

何カ 所やれるかと いうのは 、まだ全然動 いていな い状況なの

で、まずは１ カ所、そ ういう場所が つくれる かどうか。
【委員】

障害者の 指定場所とい うのを、 例えば施設の 人たちは 、そこの自

分の施設に逃 げるとか 、ほかの障害 者の人た ちはどういう ふうに逃 げるんです
か。
【委員】

基本的 に は１次避難所 が あって 。

【委員】

１次避難 所でとりあえ ず避難し て、それから ２次避難 所というの

があるので、 自分たち があった施設 のほうに 行くみたいな 感じには なるんです
けれども。
【委員】

初めか ら 指定が難しい 場合は 、１次に逃げて 、その 終 わった後で、

少し落ちつい たら２次 、例えばさい わいセン ターとかに集 合という ような方法
ということに なるんで すか。それで 、もしさ いわいセンタ ーが２次 的に逃げる
場所と決まれ ば、その 周り、幸町の 周りの自 治会などの人 に、聞こ えない人た
ちはこういう 援助が欲 しいと伝える １つのモ デルとしてや れれば、 構わないと
思っています 。
【委員長】

ただ今 の案は、 １次 避難所 の ようなことを 一度試し に やってみ

たいというよ うな イメ ージでしょう か。
【委員】

できれば 防災の市民団 体と協力 し合いながら 、障害状 況で分ける

部分もあるし 、あ とは、その地域の中 にどうい う人たちがい るかとい うことで、
その避難場所 をどう活 用するかとい うことも あると思うん ですね。 そういう意
味で、聴覚の 人たちに とってのやり やすいよ うな避 難は、 それはそ れとして一
緒に追求して いきなが ら、知覚障害 の人とか 、ほかの人た ちをどう するのかと
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いうのも、ち ゃんと考 えなきゃいけ ないのか なと思ってい ます。
ただ、知的 の場合は グループホー ムが増え てきているの で、少し そこは避難
訓練も含めて 、自治会 と連携をとる ようなモ デルケースが できたら いいかなと
いうことで、 多分障害 状況とか地域 の状況に よって、幾つ か種類が できると思
うので、その できた種 類を少しずつ 取り組め たらいいのか なと思い ます。
【委員長】
【委員】

少しず つそういった 形で進め ていくという ことです ね。
とにかく 市民の防災の 人たちを 入れていかな いと、私 たち素人な

ので、参加す ることを 条件にやりた いなとい うところでは 、皆さん にもご承知
していただけ るといい なと思ってい ます。
【委員長】

防災に かかわってい る 市民と 共同して、障 害のある 人たちの防

災を進めてい くという ことだと思い ます。
【委員】

グループ ホームも大事 だと思う んですが、や っぱり自 立支援協議

会として取り 組むとし たら、視覚障 害の方と か、ほんとう に状況が わかりにく
くて避難がで きない人 たちも、ある 程度核に しながらやっ ていかな いといけな
いかなって、 ちょっと 思いま す。
【委員長】

これか ら数を 把握も しな けれ ばならないで しょう 。 例えば、視

覚障害のある 方がどこ に住まわれて いる など です 。
【委員】

前回の 社 会福祉審議会 で、 一応 モデルの調査 をしたと きに、ある

一定のアンケ ートをと って、そこに 大体どう いう人たちが いるかと いうのが把
握できるとい う話も聞 いたので、そ こら辺も うまく活用し ながら、 聴覚障害、
視覚障害や、 知的障害 という人たち と、市民 とどうつなが って防災 ができるか
という議論も 、確かに できたらいい なと思い ます。
【委員長】
【委員】
【委員長】

まずは 一歩からスタ ートする という ことで すね。
そうです ね。
もう一 つ、結論で、 わかりや すいチラシづ くりが あ り ますけれ

ども、これは もう具体 的に進めると 考えてよ ろしいでしょ うか。
【委員】
【委員長】

いいんで すかね。
サイズ の話も 出てま すのでか なり現実的な もののよ うな気もし

ますが。
【委員】

でも、ど うなの？

募 集とかっ て、小学生に 募集とい う話も多功

さんがしてく れたんだ けれども。
【管理係長】

実は ヘルプカード のチラシ の中には 、障 害者の作 品を試行的

に掲載させて いただい たんですね。 なので、 同じような形 がいいの か、ぜひ教
育を巻き込ん でという ご意見があっ たので、 学校のほうに 協力して 、学生さん
にそういった ものを一 緒につくって いってい ただくのか。 どちらに せよ、予算
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の措置もある ので、ち ょっとお時間 はいただ きたいとは思 っており ます。
【委員長】

行うに しても 来年度 に 行うと いうことでし ょうか 。

【管理係長】

そう ですね。今年 度はさす がにちょっと 厳しいか なと。

【委員】

来年度の ４月１日から 差別解消 法が始まるの で。

【委員】

できれば 、そのときか らみたい な。

【管理係長】

あま りおくれない でできた らいいのかな と いうふ うには 。ま

たは、年末の 障害者週 間にぶつける というの もタイミング ではある のかなと思
うんですけれ ども。
【委員】

ぶつける というのは。

【管理係長】
【委員】

そうなる と、広くとい うのはな かなか難しく なる？

【管理係長】
【委員】

その タイミングで 折り込み チラシを入れ るという 。
いや 、折り込みチ ラシ自体 は全部に。

違 う違う 。作品を、ポスタ ーを つくる過程で、小学校 の人たちに。

【管理係長】

むし ろ、時間があ る程度あ るほうが、そ ういう調 整はきくの

かなと思いま す。時間 がないと、そ ういうの はできないの で。
【委員】

ポスター づくりから広 く市民の 人たちにお願 いすれば 、広がるん

じゃないかな というの が。
【委員】

委員さん の提案だった んだけれ ども、それが できるか どうかとい

うのが、庁内 でも諮っ ていただいて 。
【管理係長】
【委員長】

まだ 全然 調整して いないの で。
今の提 案は、差別解 消法が始 ま ることを、 市民の方 々にご理解

いただくポス ターを 作 成して 、広く 配布した ほうがいい と いうこと と、 できる
ならば市民の 作品がポ スターに 掲載 されてい るとより 身近 なものに なるだろう
ということで すね。で も それは間に 合わない かもしれない というこ とですか 。
【委員】

そうです ね。だから、 差別解消 法を市民の人 に伝えな くちゃいけ

ないから、そ ういう伝 えるツール、 わかりや すく伝えるツ ールがあ ればいいん
だけれども、 それを小 学生の人にも わかるよ うな形で伝え ていって 、それに基
づいたポスタ ーという ことになるの かなと思 うんだけれど も、そこ ら辺のツー
ルがあるかど うかが１ つのポイント かなと。
【委員】

ポスター という案は、 差別解消 法の学習をし たうえで 、小中学生

に描いてもら うそこに という至るプ ロセスが あり、そこが 大事だと 思います。
障害福祉課か らなかな かいいアイデ アですね とおっ しゃっ ていただ きました。
【委員長】

学校教 育の中で差別 解消法を きちんと伝え るために 、 まずは授

業で差別解消 法の話 が できないかと いうこと ですね 。
【委員】

そのよう な趣旨だった と思いま す。

- 28 -

【委員長 】

こ れは 教育委員会 と 連携しな ければならな い事柄の ようですが 、

その点はいか がでしょ うか 。
【管理係長】

ヘル プカードを周 知する際 に、実は学校 にも協力 していただ

いて、校長先 生の集ま る会議がござ いますの で、そこでこ ういうポ スターと、
先生向けの文 書 であっ たり、そうい うのをま いてください というこ とでご協力
をいただいた ことがあ るので、まず はそこに 、また同じよ うに協力 を依頼して
いくような形 になるの かなと思って います。
ただ、例え ば授業と か、学校のカ リキュラ ムの中で扱っ てもらえ るかどうか
というのは、 初めての 試みになるの で、まだ できるかでき ないかは 何とも言え
ない状況です 。
【委員長】

それで は、 ポスター と学校 の 授業という二 つを考え ていくとい

うことで良い でしょう か 。
お願いしま す。
【障害福祉課 長】

このときの話 で、小中 学校の話が出 たのは、 たしか子供

さんから、ま ず今は大 人に言うので はなくて 、子供さんに 話をして いくのがま
ず大事でとい う話が、 多分最初にあ ったと。
【委員】

そうです 。

【障害福祉課 長】

たしかそうだ と思いま すね。で、も う一つが 、チラシは

つくっていく というこ とは 、そうい うの を１ つ、具体的に やってい きましょう
というのは、 具体的な ものを何かと いうこと で、チラシと いう話が たしか出た
と思います。 で、ポス ターのという のはまだ 今、話として は続けて いる最中か
なと。
【委員】

別なアイ デアとしてで すか。

【障害福祉課 長】

そうです。で 、そうい うアイデアを もう少し 煮詰めてい

く中で、最終 的に多分 、チラシのと ころに落 ちついた よう に私のメ モの中では
あるように思 うんです が、多分そう いうのを ここに書いて いて、流 れとしては
そういう流れ ですよね 。
【委員】

はい、そ うです。

【障害福祉課 長】

ですので、ま だ学習を した上でとい うのも、 じゃ、どう

いう学習をす るのか、 どこがやるの かという のも含めてご ざいます し、現状で
は、そういう やり方も ある、それを 煮詰めて いくというこ とも、部 会の中では
考えていくか なという 話だと思うん ですけれ ども。なので 、ここま で確定的な
ことは、多分 まだ話は していないの かな と。 ただ、いろい ろなアイ デアがいっ
ぱい出たんで すね 。た またまここに はそのう ちの幾つかが 載ってい るというこ
とかと思う。
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【委員】

私がこれ を記録してま とめまし たが、結論と せず、方 向性とすれ

ばよかったと 思います 。
【委員】

ただ、日 程的にはそん なに猶予 がある話じゃ ないです よね。１２

月の障害者週 間にする のであれば、 もう具体 的に ならなく ちゃいけ ないし、３
月だって、あ っという 間に来ると思 うので、 そこら辺がス ケジュー ル日程に合
わせて、やれ ることは やって、せっ かく委員 の 人の意見も あったの で、どうい
うふうに入れ ていくの かというのが 大事かな と思うんです けれども 。
【委員長】

学校は 教育課程との 兼ね合い もあるので 、 少し横に 置いておき

ましょう。こ こででき ることを考え ると 、１ ２月の障害者 週間 の取 り組み に何
らかの形で差 別解消法 を含めていく というこ とと、年度内 に市民に 向け て「差
別解消法が始 まります 」ということ を伝える こと でしょう 。後者 の １つの方法
論としては、 チラシ が ありますが 、 これは予 算計上と関係 します。 全く何もせ
ずに年度を終 えてしま うのは問題だ と思いま すが、 いかが でしょう 。
【委員】

一応、こ れは 障害福祉 課からの 提案なので、 一定程度 あるのかな

と思ってはい るんだけ れども。
【委員長】
【委員】

チラシ のことですね 。
どういう 方向でこれ、 提案が。 落としどころ がどこな のかなと。

【障害福祉課 長】

障害福祉の計 画の中に おいても、検 討してい きますとい

うことで、た しか一応 終わってはい たんです けれども、そ れ以降、 具体的な話
って多分ない まま、こ の話をしてい たと思う んですね。で 、予算の かかるもの
についてはき ちっと要 求していきま すという ことで、だか ら具体的 なものをご
提示いただき たいんだ ということを 私のほう ではお話しし たつもり でいます。
ですから、 スタート としては、具 体的に予 算がかかるも ので ある ならば、具
体的なものを 含めて予 算要求してい くという ことは可能な ので、そ れは今の時
期ですと、来 年度とい うことになる のかもし れないですね 。ですか ら、それ以
外のものでお 金のかか らないものを 、たしか 私、例えばホ ームペー ジとかをご
紹介したつも りではい たんですけれ ども、そ ういったとこ ろであれ ば予算がか
からない中で 、中身の 詰めだけは時 間をかけ なきゃいけな いと思い ますけれど
も、できるの かなと。
ただ、チラ シも含め て、どの程度 のチラシ をつくるかわ からない ですけれど
も、予算はそ れなりに かかるのであ れば、当 然２８年度に きち っと 計上して実
施していきた いと思い ますので、今 年の障害 者週間のとい うのは、 なかなか今
回のこの提案 の内容で は、持ってい くのは難 しいのかなと 私は申し 上げたつも
りだったんで すけれど も、来年の話 として認 識しているん ですが。
【委員】

どうです か。
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【障害福祉課 長】

多分この中に は、いつ の時期のとい う記載が ないので、

予算立てして 、きちっ とやっていく とすれば 、当然当初予 算に持っ てくるわけ
ですから、２ ８年の４ 月。その前に 何らかの 形でお話をし ていかな ければいけ
ないとすれば 、今まで そこら辺のお 話をして きていないの で、お金 のかかるも
のは難しいの かなとは 思う。どのく らいの金 額になるかと かは全然 わからない
んですけれど も、チラ シもそれなり に予算が 必要なもので すし、本 年度は、何
しろ２７年度 は予定し てございませ んので。
【委員】

課長の構 想の中では、 解消法が 始まってから というこ とですね。

【障害福祉課 長】

ですから、予 算がかか る ものとして は、でき るものとす

れば、予算が かかるも のであれば２ ８年度以 降にはなって しまうこ とになりま
す。
【委員】

では２７ 年度中は、お 金のかか らない方法を 、住みよ いまちづく

り部会で考え てくださ いねというこ とですか 。
【障害福祉課 長】

それもそうで すし、２ ８年度に向け ての中身 を詰めてい

く。いろいろ な話をし て。
【委員】

ヘルプカ ードのときも 、ある程 度の形は行政 から出し てきてもら

って、こ の部分を 検討 してください ねという 感じなんだけ れども 、今の話だと、
ゼロから全部 つくれと いう話に聞こ えるんだ けれども。
【管理係長】

多分 、チラシをつ くるとき の最短の流れ だと、あ と年内、お

そらく１回か ２回は住 みよいまちづ くりがで きると思うん ですけれ ども、その
中で、ヘルプ カードの 作成と同じよ うに、あ る程度の素案 みたいな ものを部会
の中で一緒に 。
【管理係長】

つく っていって、 ただ、予 算的に来年度 予算にな ると、来年

の４月１日か らでない とお金が使え ないので 、そこまでに ある程度 のガイドラ
インができて いれば 、印刷所に発注 をかけて 実際に折り込 むという のが１カ月 、
２カ月ぐらい で、２ カ 月ぐらいです かね、最 短でいけばで きるのか なと。ただ 、
そのタイミン グで配る のがいいのか 、時期は 半年ちょっと 遅くなる んですけれ
ども、１２月 に障害者 週間という機 会もある ので、そのタ イミング で、だから
来年の１２月 に配った ほうがいいの か。
【委員】
【管理係長】

そういう 意味ね。
どっ ちがいいのか というこ とで、次回の 住みよい まちづくり

部会で、その あたりを 決めていく必 要がある のかなと認識 しており ます。
【委員長】

年度内 は予算 計上し ていない ものについて は、実施 す るのが難

しい。ホー ムページ は 予算が関係し ませんの で、それは 実施しま し ょう。また 、
自立支援協議 会 ニュー スを発行しま す が、こ れは 予算計上 されてい るもの です
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ので、その中 で紹介す ることはでき ると思い ます 。
来年度の予 算に は 計 上して 、年度 早々に差 別解消法が始 まりまし たという形
で伝えていく 。つまり 、 年度内は自 立支援協 議会のニ ュー スで、 年 度開けたら
チラシなどの 別の媒体 で伝えていく という は どうでしょう か 。
【委員】

自立支援 協議会のニュ ースって 、いつ発行さ れます？

【地域支援係 長】
【管理係長】

ニューズレタ ーのこと ですか？
ニュ ーズレターで すね。

【地域支援係 長】

まだ決めてい ないです けれども、年 明けぐら いには 発行

の予定です。
【委員長】
【委員】

年度内 には 作成する ことにな ります 。
そうする と、差別解消 法をどう 伝えるかとい うところ では、かな

りあれは難し い部分も あるので、い ろいろ市 民にわかりや すく伝え ていくとい
うところは、 結構大変 です。
【委員長】

書く内 容は確かに難 しいと思 います 。

【委員】

そこ、大 変だよね。

【委員】

立場はち ょっと違うか もしれな いんですが、 このたび 差別解消法

が４月１日に 施行だと いうことは、 市の広報 紙などで、お そらく何 らかで触れ
られるんでは ないかな と思うんです ね。そこ で十分伝えら れないよ うなことと
か、そういっ たことは チラシやポス ターなど で補うという 形で、自 立支援協議
会の中でより 協議をし てつくられる というの が一般的かな と。
あくまでも 市の立場 や行政の責任 として、 差別解消法と いうのが 施行される
ということが 何らかの 手法なりでア ナウンス されるのは、 ほとんど 予算もかか
らない話でで きるかと 。そういった ところは 、その原稿な どを 、こ この部会で
も知恵を出し てという ところができ るかと思 いますが、そ こで、ど うしても紙
面が４月１日 ですと限 られると思い ますので 、そういった 中では、 もう少し補
ったものを、 もう少し 時間も かけて 充実した もので、半年 後でもタ イミングを
合わせて、障 害者週間 などのタイミ ングに合 わせて出され るという の も１つで
はないかと、 聞いてい て、伺って、 感じまし た。
【委員】

要するに 、市報に出す んだから 、出す 部分に ついては 行政でしっ

かり。
【委員】

４月１日 はそうですね 。

【委員】

執筆責任 としてつくっ てもらっ て、それを補 うような 形で、部会

で書いたらど うかとい う。予算もな いことだ から、チラシ とホーム ページとい
うふうになる のか。
【委員長 】

年 度内 はニューズレ ター で書 くということ で いかが でしょうか 。
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【委員】

ニューズ レターに入れ るチラシ ということの 提案。そ ういう提案

と受け取って よろしい ですか。
【委員】

そういう 方法もとれる かなと。 年度内は予算 がないと なれば、そ

ういう方法も 。
【委員】

広報。

【管理係長】
【委員】

市報 のほうには一 応、記事 を掲載する予 定になっ ています。
またその 記事の内容な んかも出 していただい て、そこ で、もうち

ょっと補った ほうがい いかなという ことを含 めたチラシを つくると いうことで 、
年度内はやっ ていくと 。で、ニュー ズレター に入れておく というふ うな。
いなくなっ ちゃった 。 それでいい ですか。
【委員】
【委員長】
【委員】
【委員長】

わかりま した。
遅め に なっても しっ かり位置 づけ るという ことです 。
何かいい 参考なものっ て、あり ますか。差別 解消法の 。
予定で は、 もう一点 、先ほど 新しい部会の 提案があ った のです

けれども、こ れは次回 の議題に入れ ることに します 。就労 系の部会 を来年度以
降、立ち上げ るかどう かという提案 です 。
以上で本日 の 議題に ついてはおし まいです 。 最後に事務 局からの 報告です 。
【地域支援係 長】

平成２７年度 東久留米 市自立支援協 議会主催 研修につい

て、精神担当 主査より 説明させてい ただきま す。
【精神担当主 査】

よろしくお願 いします 。本日の配付 資料の２ －５をごら

んください。 前回の会 でお話させて いただい た、１１月の １８日に 行われる、
東京都立小児 総合医療 センター副院 長田中哲 先生を講師と してお呼 びする、地
域自立支援協 議会主催 研修のリーフ レットを つくらせてい ただきま した。内容
としては、こ ちらに書 かれている内 容となり ます。この内 容で皆様 よろしけれ
ば、各事 業所にこ れか ら、研修 のご案内 をさ せていただこ うかと思 うのですが、
よろしいでし ょうか。
【委員長】

来年度 は 先ほど提案 があった ように、計画 相談等を 研修にして

いくことも考 え たいと 思います 。
【精神担当主 査】

ありがとうご ざいます 。

【地域支援係 長】

今回の会議の 議事録は 、いつものよ うに後日 、さいわい

福祉センター から送付 いたしますの で、内容 をご確認の上 、返 送し てください。
期限厳守でお 願いしま す。
次回の自立 支援協議 会は、１１月 ２４日の 火曜日２時半 より、こ の同じ７０
１会議室です 。運営委 員会のほうは １１月１ ７日の火曜日 午前中で 、９時半か
ら２０５会議 室です。
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本日、車で いらっし ゃっている方 は、駐車 券をお渡しし ますので 、お帰りに
お声がけくだ さい。よ ろしくお願い します。
以上です。
【委員長】

次回は １１月２４日 、１４時 半 です。最後 に、 先ほ ど配布され

たピンク色の チラシ の 説明です 。
【委員】

わかりま した。突然配 って申し わけありませ んけ れど も、１０月

１８日に、耳 の聞こえ ない私たちが 市民の皆 さんに理解し てもらう ためのいろ
いろなイベン トがあり ます。どうい う障害な のか、詳しく 展示した り、または
手話を挨拶か ら教えて 、障害者の理 解の一歩 としてもらっ て、きっ かけにして
もらいたいと か、いろ いろ一日中や っていま すので、聞こ えないと いうことを
ご理解してい ただきた いと思って、 来ていた だきたいと思 います。 お忙しいと
思いますけれ ども、暇 なときはどう ぞいらし てください。
【委員長】

お時間 ある委員の方 、 関心あ る周囲の方々 へ のご連 絡もよろし

くお願いしま す。
以上で第２ 回 地域自 立支援協議会 を 終了い たします 。ど うもあり がとうござ
いました。
──
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了

──

