平成２７年度 第 ３回東 久留米市地域 自立支援 協議会
平成２７年１ １ 月２４ 日

【地域支援係 長 】

定刻になりま したので 、まだ全員お そろいで はないです

が、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３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３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、３－１とご記入ください。次に、
「第２回相談 支援部会 報告」というも のに３ －２。次に 、「平成 ２ ７年度第２回
住みよいまち づくり部 会報告」という ものに ３－３。次に 、「ニ ュ ーズレター原
稿の作成につ いて（依 頼）」と いうもの に３ －４。「 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３ －５。次に 、「障害 者 の方の手当等
一覧表」という ものに ３－６。次に 、「平 成 ２７年度第３ 回東久留 米市地域自立
支援協議会席次表」に３－７。追加で資料をお配りしているんですけれども、
「障害者差別 解消法 」、両面で４ペー ジのも のに３－８ と ご記入く ださい。資料
があるかご確 認くださ 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。
本日は、日 高委員、 馬場委員は欠 席との連 絡がありまし た。高原 委員は遅れ
て来るそうで す。河野 委員は、今、連絡 中で すので、しばら くお待 ちください。
それでは、 会長、 お 願いします。
【委員長】

それで は 改めまして 、皆さん こんにちは。 お忙しい ところ、ど

うもありがと うござい ます。第 ３回東久 留米 市地域自立支 援協議会 を始め ます 。
本日は、報 告事項２ 点、協議事項 ２点です 。終了は５時 の予定で す。
最初にご発 言の注意 事項です。毎 回で恐縮 ですが、 発言 のときの 注意をお話
しいたします 。１つは 、議事録を作 成いたし ますので、 ご 発言の際 はお名前を
最初におっし ゃってか らご発言をお 願いした いと思います 。２つ目 としては、
手話通訳をき ちんと行 える ペースで ご発言を お願いします 。
それでは、 早速報告 事項 です。先 に住みよ いまちづくり 部会 の報 告 です。部
会長、よろし くお願い します。
【委員】

住みよ いまちづくり 部会は、 １１月６日、 さいわい 福祉センタ

ーで行いまし た。 一応 出席者はこの メンバー で す。一応内 容につい てはここに
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書いてあるん ですけれ ども、１つは 防災につ いてというこ とで、聴 覚障害の 委
員さんのほう の提案も あって、情報 保障をど うしようかと いうとこ ろで、手話
通訳、ボラン ティアを 備えた避難場 所の検討 をお願いした いという ことで、意
見としては東 西南北４ カ所の一 次避 難所に手 話ができる方 がいたら いいんじゃ
ないかという 話が出ま した。
障害福祉課 のほうか らは、初期の 段階は市 が対応するん だけれど も、一応そ
のときは拡声 器等の音 声だけじゃな くて、掲 示も必要と考 えると。 その後、避
難所の運営は それぞれ の地域の人た ちが担っ ていくという ことにな っていく の
で、そのとこ ろをどう するかという のが一番 の大きな課題 だろうと いうことで
ありました。
意見交換の 中では、 メールが使え る人、使 うことができ ない人も いるので、
情報保障がで きればあ る程度避難所 で過ごす と。ここのと ころでは 、特に訓練
のときにやは り情報保 障を前提とし た訓練が できるように していか ないといけ
ないんじゃな いかなと いう声も挙が っており ました。手話 ができれ ばいいが、
コミュニケー ションが 難しいと。日 ごろ聴覚 に障害のある 人のこと を知ってい
ただくことも 必要とい う意見があり ました。
もう一つ、 差別解消 法についてな ん ですけ れども、４月 １日から 解消法が実
施されるとい うことに なっています 。それを 周知していこ うという ことで、市
報や市のホー ムページ 、市報の折り 込みチラ シなどを使っ てやって いく。民間
への周知も大 事ですよ ねということ で 、話を しました。
意見交換と しては、 差別解消 法に 特化せず 、差別解消法 という言 葉はすごく
難しい言葉な ので、や はり障害のあ る人が地 域で安心して 暮らして いくために
は、こういう 差別解消 法のような法 律ができ たんですよと いうよう なわかりや
すい視点で言 っていか ないといけな いのかな と出ました。
障害福祉課 のほうで は、商工会を 通して各 商業施設にス テッカー を張る取り
組みを既に社 協で行っ ているので、 そういう ことを参考に できない かというこ
とで、特に商 工会のス テッカーにつ いては市 民の方もご存 じの方も 多いので、
うまく活用で きたらい いんじゃない かなとい う話ができま した。
今後の方向 性として は、特に教育 関係は差 別解消法につ いては結 構考えなけ
ればいけない 部分もあ るんだけれど も、例外 事項もあるの で、ちょ っとそこら
辺は保留も一 応考えて いかなきゃい けないか なと思ってい ます。① 、②、③、
④を具体的に 進めてい くと。
あと、事務 局会で話 が出 たのは、 差別解消 法は基本的に は行政機 関はもう義
務化になって いますの で、本来なら ば市役所 全体でやって いくのが 筋なんだ け
れども、どう しても や はり、今、東 久留米の 場合は障害の ことは障 害福祉課み
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たいな感じに なっちゃ っているので 、そこの ところはちょ っと考え なきゃいけ
ないかなとい うところ で、本当に義 務化にな ったら、公共 機関につ いてはもう
罰則規定が入 ってくる ので、そこら 辺 はまた 皆さんとも検 討しなが ら、差別解
消法が単なる 障害福祉 課だけの問題 じゃなく て、全庁挙げ てやって いけるよう
な仕組みづく りを考え ていかなきゃ いけない のかな という のは話が 出ました。
以上です。
【委員長】

ありが とうございま した。主 には差別解消 法と防災 のこと です

が、何かご意 見・ご質 問ございます か 。議長 から 恐縮です が 、市報 に １回掲載
するというこ とは決定 されたこと で しょうか 。
【委員】

そうです ね。

【委員長】
【委員】

わかり ました。
ただやは り言葉、市民 の方にわ かりやすいよ うな言葉 をどう つく

るかというの は、一応 たたき台をつ くってい ただいて、そ れに対し て意見を言
おうかなとは 思ってい ます。何かそ の点でい いお知恵があ れば、会 長さん、ぜ
ひよろしくお 願いしま す 。（笑 ）
【委員長】

その １ １回ですが、 １１人が リレーで市報 に書く と いう イメー

ジでしょうか 。
【委員】

いや、そ ういう感じ じ ゃないん だよね ？

【管理係長】

そう ですね。同じ 方が２回 という可能性 もあると は思うんで

すけれども、 基本的に は各障害をお 持ちの当 事者団体の代 表の方な りに執筆を
していただい て、それ ぞれ障害の特 性によっ て必要とする 合理的配 慮であると
か、市民の方 に伝えた い思いという のはそれ ぞれ違うと思 うので、 それぞれの
立場で差別解 消法や合 理的配慮につ いてコラ ムを書いてい ただけた らなと思っ
ております。
【委員長】
【委員】

わかり ました 。
すみませ ん。ちょっと 誤解して いたので申し わけない 。そういう

ことなので。
【委員長 】

毎 月市 報に差別解消 法の原稿 が 掲載されて いる 市報 と いうのも 、

立派な市報だ なと思い ますけれども 。
【委員】

そうです か。

【委員長】

そう だ と思います。 それでは 続きまして相 談部会報 告、 部会長

お願いします 。
【委員】

申しわけ ありません。

どうも。ち ょっと遅 れてしまいま して、本 当にまことに 申しわけ ありません
でした。

- 3 -

相談支援部 会の報告 ということで 資料の 方 につけており ますけれ ども、 １１
月５日木曜日 ２時から ４時まで、市 役所の２ ０５会議室で 行いまし た。出席者
につきまして はここに 書いてあると おりです 。
まず最初に 、計画相 談事業所での 仕事の進 め方の議論を したほう がいいので
はないかとい うことが 、この第１回 の相談支 援部会の中で 話されま して、その
関係で、まずその 仕事 の進め方につ いて各事 業所のほうか らお話を 聞きました 。
それで、幾 つか問題 点なんかも挙 がってき たんですけれ ども、計 画を作成し
たときに親御 さんとの やり取りに時 間がかか るということ が、能率 的な問題と
して挙げられ ました。 それから、請 求がスム ーズにいかな い、シス テムづくり
が大切という ことで、 非常に大勢の 方を、実 際にサービス 利用計画 をつくりま
す時期という のは 、 一 時期に固まる というと ころもあれば 、年間で ばらけてい
るところもあ りまして 、そういった ところで 請求ですとか 管理がス ムーズにい
かなくて、さ らにモニ タリングなん かも入っ てちょっと難 しい点が あるという
ことで、そこ ら辺がう まくいくよう なシステ ムづくりが大 切という ことがあり
ました。
あと、市外 の方の計 画作成を頼ま れるとき もありまして 、東久留 米市出身の
方が他市のグ ループホ ームに入って いるとか いう場合です けれども 、そのとき
にまず、行く までに時 間がかかると いうこと と、それから 行ってす ぐ訪問や利
用者のことが わかるわ けではないと いうとこ ろがありまし て、そう いった課題
があるという ことなど が出されまし た。各事 業所で使われ ています 管理様式な
んかも見せて いただき まして、私ど も、事業 所としては非 常に参考 になったな
というところ ではあり ました。
次に、前回 の自立支 援協議会の報 告をしま して、それか ら、３番 目としまし
て、今年度の 部会の進 め方について 話をしま した。
まず、計画 相談との 関係というこ とですけ れども、昨年 度までは 計画相 談を
進めることが 主目的で 、そのための 情報交換 ですとか事例 検討を行 ってきたん
ですけれども 、部会の ほうの参加者 というの は計画相談を やられて いる事業所
だけではなく て、ハロ ーワークの就 労関係の 方ですとか 、社会 福祉 協議会の方、
保健所から来 ていただ いたり、民生委員 とし て来ていただ いたりと いうことで 、
事業所でない 方と、そ れから事業所 の方が混 在しておりま して、あ まり事務的
なことに偏っ てしまう と、ちょっと その方向 が本来の相談 支援部会 としていか
がなものかと いう意見 が出ました。
それで、年 ４回で何 ができるのか というの は疑問で あっ て、むし ろ計画相談
に特化するの であれば 、もう少し別 の施設代 表者会議とか 、そうい った別のと
ころでやった ほうがい いのではない かという 意見が出まし た。
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その次の一 般相談の 話と計画相談 の話も、 ちょっと方向 性とかメ ンバー構成
も違う。計画 相談をし ていない事業 所は、む しろそういっ たところ で、これは
計画相談を一 緒に議論 すること のプ ラスの意 味ですけれど も、客観 的な意見を
出せるのでは ないかと いうお話があ りました 。
それから、 ２番目に 相談支援部会 で議論し たい内容です けれども 、これはち
ょっと自立支 援協議会 のほうでもま た諮って いただきたい というこ とだったん
ですけれども 、１つに は地域の掘り 起し、引 きこもりや在 宅の方な どの問題が
ありまして、 そういう 場でありたい というこ とですとか、 権利擁護 、就労支援
等の情報交換 が大切で すけれども、 それは相 談支援部会で やるべき ことなのか
どうか。
また、以前 清瀬特別 支援学校のコ ーディネ ーターが地域 を回り、 就学前の対
応ができてい たんです けれども、子 ども家庭 センターもい っぱいい っぱいで、
障害はわかく さで 、 と 問題事例があ ふれてい て、計画相談 をするこ とによって
見えてくる部 分がはっ きりしてきた けれども 、整理ができ ていない 。行政の中
で連携がとれ なくなっ ている。組織 的に連携 する必要があ るという ご意見も出
ました。
フォーマル 、インフ ォーマルを含 めて、地 域全体の課題 の掘り出 しができた
らいいという ことです とか、利用者 が利用し ている事業所 の話を聞 いたり、違
う障害の困難 さがわか る場ではある と。事例 検討を進めな がら、一 人の方が必
要なサービス を考えて 具体的に進め ていくと いうことには 意義があ るのではな
いかという、 そういっ た内容につい ての議論 がありました 。
あと、方法 、手法に ついてですけ れども、 福祉計画の中 で相談に かかわる細
かい部分を話 し合い、 次の計画に向 けて話し 合うことも大 切ではな いかとか、
部会で困って いる点の 洗い出し、こ れを協議 会に提案して 、次の福 祉計画に反
映していくと いう部会 としての役割 、またそ ういうやり方 が大切で はないかと
いうご意見が ありまし た。
あと、テー マがない と内容がない ものにな ってしまう。 実務者同 士、市全体
の内容、テー マに応じ てメンバーを 分けても いいのではと いうご意 見も出まし
た。また、福 祉の縦割 りの体制の解 消になれ ばというご意 見もあり ました。
あと、それ 以外の意 見としまして 、基幹相 談支援センタ ーの設置 はどうなっ
ているのかと いう、こ れは質問です けれども 、そのことで すとか、 あと本人部
会をやられて いる他市 、他の自治体 ではあり まして、そう いうとこ ろがあれば
話しやすいの ではない かとか、児童 発達セン ターがないと いう ―― これは基幹
センターの役 割かもし れませんけれ ども―― ことですとか 、就労支 援部会がな
いので、相談 支援部会 の中でやって いくこと もあり得るの かという こと。
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ということ で、今後 の進め方につ いては 、 協議会での協 議を受け て事務局に
一任して検討 していた だきたいとい う形にな りました。
研修につい ては、今 年度は講師等 について 話し合 い、実 施は来年 度くらいが
よいのではな いかとい うことでした 。
次回は１月 １９日、 来年度に行う という形 でした。
【委員長】

質問 や 補足はござい ますか。 この後また幾 つか提案 していただ

くということ でしょう か。
【委員】
【委員長】

はい。
特に質 問ないようで すの、 こ れで相談支援 部会の報 告をおしま

いにしたいと 思います 。その他、何 か報告あ りますか。な いようで すので、協
議事項に移り ます。議 題には 「部会 について の検討」と あ ります。 今年で本協
議会ができて ２期目の ２年目 、計４ 年目にな ります。部会 でも議論 を進める中
で、幾つかの 成果や課 題が出てきて おります ので、これま での部会 、今後の部
会について意 見交換を したいと 考え 、この議 題が入ってお ります。
まずは委員 からご 提 案があるとい うことで お願いいたし ます 。
【委員】

はい。

部会の報 告の中に あったことで すけれど も、これは前 回の自立 支援協議会
のときにも、 その部会 のメンバーに ついてど うするのかと いう議論 がありまし
て、そのこと にも関係 するんですけ れども、 これは部会で のご意見 とかをいた
だいた中で検 討しまし て、ちょっと 個人的に 思ったところ なんです けれども、
１つは計画相 談につき まして は、今 まで相談 支援部会の中 でやって きたんです
けれども、こ れはもう 少し実務的な 性格も強 いですので、 相談支援 部会と はち
ょっと別の形 でやって いただくよう な形に整 理し ていった ほうがい いのではな
いかというこ とを思っ ておりまして 、そのよ うな形のこと が １つ。
それから、 もう一つ は部会のメン バーなん ですけれども 、今、こ ちらの自立
支援協議会の メンバー 、プラス計画 相談事業 所から５団体 程度入っ ていただい
ているんです けれども 、今後その相 談支援を 進めていく 中 で、いろ いろな課題
とかテーマが 出てくる かと思うんで すけれど も、やはりそ のテ ーマ に即したオ
ブザーバーの 方に参加 をしていただ くと、よ り議論が活発 になって 内容が深ま
るのではない かと思い まして、そう いった点 ではオブザー バー参加 を可能にし
ていただきま して、部 会で話し合っ て 、最終 的には会長名 でそのオ ブザーバー
参加をお願い するとい うような形に していた だいてはどう かなとい うその２点 。
計画相談が 別グルー プというのと 、オブザ ーバー参加に ついて、 ちょっと検
討していただ ければな と思っており ます。
【委員長】

相談支 援部会長とし てのご提 案 でした。
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１つは、相 談支援部 会 の検討内容 は本来で あれば計画相 談だけで はないはず
だけれども 、実際で は 、これまで は 計画相 談 を 中心に議論 して きた 。そろそろ 、
計画相談は別 で検討し 、この部 会 では相 談を 広げて議論 し たいとい うことです 。
また、その際 は専門の 領域が多様な ので、一 回一回のテー マ ごとで オブザーバ
ー参加を部会 員とは別 に認められな いかとい うこと です。
【委員】
【委員長】

はい。
それで は、 相談部会 員の方に 補足の ご意見 等いただ ければと思

います。
【委員】

はい。

やはり計画 相談を進 めるためとい うのがメ ーンの目的と いうか 、 そういうの
もあったので 、メンバ ーを見ても、 ここ の協 議会のメンバ ー以外だ と 、やはり
計画相談をや っている 事業所だけな んですね 。
それで何と なく２年 間、２年、３ 年やって きたんです け ど、計画 相談がそれ
ぞれの事業所 でそれな りに動くよう になって 、ほかの事業 所も計画 相談をやっ
ている事業所 も増えて いる中で、こ このメン バーだけで計 画相談の 話をしても
市全体の向上 にはつな がらないかな と思うの で、やはり計 画相談は 計画相談の
部会というか 、それが 協議会の部会 なのか、 施設代表者会 の部会な のか、また
全然別なのか というの は考える必要 があると 思うんですけ れども、 計画相談は
計画相談とし て 、やは り相談支援部 会の中で 計画相談をや っていく 中で 、いろ
いろ課題が見 えてきて 、１人の方が 地域で生 活するために 何が足り ないのかな
というのが見 えてきて 、じゃあ、そ のために どういうこと が必要か というのを
次の福祉計画 に載せら れるような話 し合いが できる場であ ればいい かなという
のが、先日と かの話し 合いの中で私 が感じた ことでした。
【委員】

計画相談 の部会のあり 方そのも のについては 、今、 両 委員がおっ

しゃったとこ ろが 、 相 談支援部会の 中で話さ れたことかな と思うん ですけれど
も、すみませ ん、もう 一つ、会議録 には入っ ているんです けれども 、他市の自
立支援協議会 の各部会 の構成だとか いうのが 、前回の 相談 支援部会 の 資料で出
ていたと思う んですが 、その中で就 労支援部 会だとか 、働 くに関す る部会って
東久留米には ないです よね っていう 話。
それがない ところで その内容を必 要だから 扱おうとする と 、相談 支援部会に
なるんだけれ ども、相 談支援部会で 今でさえ いろいろな方 向にやる ことがたく
さんあると言 っている 中で、扱う内 容なのか しらっていう 話もあっ て 。ただ、
必要、東 久留米市 とし て考えていか なければ いけない内容 であると 思いますし 、
特別支援学校 の高等部 進路担当の立 場 で参加 しております ので 、そ う考えると 、
相談支援部会 と呼ぶべ きなのか、働 く部会と 呼ぶべきなの か、そう いったもの
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が必要なんじ ゃないか なあという話 も一旦挙 がっていたと 思います 。
挙がり方と しては、 そういう内容 を相談支 援部会の中で 扱うべき なのかどう
かという話だ ったとは 思うんですけ れども 、部会の扱う内 容もさる ことながら 、
ほかに必要な 部会はな いんであろう かという 話も出ていた かと思い ますので、
検討するかど うか は ま たお任せした いと思い ますが、必要 度はある んじゃない
かなと感じて 、相談支 援部会に参加 させてい ただきました 。
【委員】

はい。私 のほうも参加 して間も ないのでわか らないこ とが多いん

ですけれども 、逆に参 加したところ で 、特に 部会の協議に 参加した 中では、や
はり計画相談 の内容的 なことよりも 、事務作 業的なことに やはり ち ょっと関心
とかが集中し てしまっ て、その計画 相談とい う言葉の中の どちらか というと 計
画的にフォー マットを つくっていく というと ころの話にど うしても なってしま
うところもあ るので、 もう少し事例 的なもの でもよいと思 うんです けれども、
実際に相談に ふさわし いような内容 での協議 がもう少し部 会で示し ていただい
て、その中で 計画相談 の大 変さとい うのも含 めて 、全体会 のほうに 訴えていけ
るような構成 にすると 、もう少し年 ３回か４ 回の回数 での 部会での 役割が果た
せるのではな いかなと 感じたところ ではあり ました。
【委員】

本人部会 は、今、つく らないか ら、もうちょ っと本人 部会を入れ

て、委員会な んかにも 参加できるよ うにした いと思います 。
【委員】

私も相談 部会のメンバ ーに入っ ているんです が、申し わけありま

せん。業務所 用の関係 で 、部会のほ う、実際 出席しており ませんで 、全くお役
に立てていな い状況で 申しわけない と思って おります。
三鷹のハロ ーワーク の管轄で 、武 蔵野市と 三鷹市のほう でもやは りこういう
自立支援協議 会ってあ るですが、私 、そちら のほうも申し わけなく 思っている
んですが、全 体の協議 会だけの参加 だけ 、ま だ部会のほう も出てお りませんの
で、そちらの 三鷹市、 武蔵野市で部 会のほう も参加してい れば、そ ちらの参考
となるような お話もで きたのかなと は思って いたんですが 、そちら も参加でき
ておりません ので、参 考になるよう なお話は できないんで すが、た だ個人とし
て思う場とす れば、や はり相談支援 部会で計 画相談の話を 進めて、 やはり相談
支援部会だけ ではなく 、就労支援部 会という 名前が正し い のかどう かはわかり
ませんが、そ ういった ものもあって 、やはり 協議会の中の 就労につ いてのそう
いった部会の 何か議論 をして、役割 を果たす べきなのかな とは個人 的には思い
ます。
すみません 。簡単で すが、以上で す。
【委員長】
【委員】

三鷹や 武蔵野も相談 支援部会 を置いている の でしょ うか。
そうです ね。
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【委員長】

そこで 行われている 内容も計 画相談が中心 でしょう か 。

【委員】

すみませ ん。そちらの ほうはわ からないです 。ごめん なさい。

【委員】

いいです か。私の知り 合いの他 区のところの 自立支援 協議会で聞

いてみたんで すけれど も、やはり相 談支援部 会は、最初は 計画相談 を結構テー
マにしてやっ てきたと いうことでし た。だけ ど、今年にな ってから は、その計
画相談はまた 別個に、 その自立支援 協議会と は別にネット ワークと して、その
実務的なレベ ルの話と かということ で別に委 ねて、自立支 援協議会 の相談部会
は、その区内 の使える サービスが本 当にどん な形で実体あ るのかと いうことを
ピンポイント で来てい ただいて、さ っき委員 がおっしゃっ ていたみ たいにその
テーマによっ て必要な オブザーバー 参加とい うやり方だと 思うんで すけれども 、
そういう形で 来ていた だいて 、委員 の中でそ の区内の情報 共有をい ろいろな角
度から図る。 それでど ういうサービ スが使え るのかとかい うのを、 今、やって
いるよという のをちょ っと午前中リ サーチし てきたんです けれども 。
それが１点 と、あと、自立支援協議 会の部会 って何だろう って考え るときに、
ちょっとその ２４年度 の自立支援協 議会設置 要綱というの をプリン トアウトし
てみたんです ね。そう したときに 、「協 議会 は次の事項に ついて協 議を行う」と
いうのが幾つ かあって 、相談支援事 業に係る 中立公平性の 確保に関 することと
か、関係機関 によるネ ットワークの 構築とか 、社会資源 の 開発及び 改善に関す
ること、あと は福祉計 画とかあるん ですけれ ども、計画相 談はある 程度もうち
ょっと横に置 いておい て、そういう 計画相談 の中から見え てきた課 題を今度は
少し委員の中 で整理を されて、それ で社会資 源の開発とか 不足して いる部分が
何かというの を相談部 会の視点から 整理する ということも あるし、 きっと住み
よいまちづく りのほう は、また防災 とかそう いうところか ら地域の 課題とかを
整理していっ てという ふうになって 、それが 社会資源の開 発とか改 善に関する
ことにつなが っていく とか、ネット ワークの 構築につなが っていく とかってな
るのかなとち ょっと思 いました。
それを考え ると、委 員がおっしゃ った実務 レベルはまた 別という ことと、部
会のメンバー 構成につ いても、オブ ザーバー 参加でピンポ イントで というのも
私はいいかな と思いま した。
【委員長】

幾つか のご意見 が出 ました。 相談支援部会 について は、 もとも

とのスタート は計画相 談がちょうど 始まると き と重なり、 それを重 点的に行わ
なければなら ない中で 出発 しました 。これは 東久留米市の みならず 、他市 でも
そうだったと いうご意 見をいただき ました。 それが一定軌 道に乗っ た 現在、計
画相談のよう な実務的 な検討会と、 相 談支援 部会 を切り離 して位置 づけたらど
うかという意 見だと思 います。
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【委員】

そう…… 。

【委員長】

もう少 し具体的な何 かアイデ アはお持ちで しょうか 。例えば切

り離す計画相 談をどう 置くとか、相 談支援部 会 のメンバー は、今期 までは今の
体制でやりな がら次期 は検討するな どです 。
【委員】

確かに時 期的には今年 度もう始 まっておりま すので、 今年度はこ

の体制で行っ て、次期 からそのよう に整理が できるとすっ きりする かなと思い
ました。
あと、計画 相談の今 後については 、施設代 表者会の分会 としてと いう案なん
かも出てはお りますけ れども、まず は位置づ け、もう少し 何かの分 会という形
ではなくて、 計画相談 として進めて いくとい う形ですと 、 比較的進 めやすいと
いうメリット もあると いうご意見も ありまし たので、さし あたりは そういうよ
うな計画相談 の連絡と か情報交換の 場として できるといい のかなと 思っており
ます。
【委員長】

計画相 談 に焦点を当 てた 検討 会をまず 独立 させると いう方向で

よろしいでし ょうか。 時期としては 今年度い っぱいは 現体 制で進め 、来年度、
期が変わった ときに新 しい部会の形 にすると いうイメージ でよろし いでしょう
か。
【委員】

どうでし ょうか 。

【委員】

メンバー 的に同じなの で 、そう いう方向で、 あと就労 のほうがど

うなるかなと いう感じ ですかね。あ と、その 計画相談のネ ットワー クはどこで
音頭をとるの かという ところが疑問 なんです けれども。
【委員長】

はい、 ありがとうご ざいます 。今 、２つ出 て、１つ はもし新し

く計画相談の 何かそう いうグループ をつくっ た場合に 、ど ういう位 置づけにし
ていくかとい うことで すけれども、 委員、例 えば何かござ いますか 。先ほど施
設代表者会議 の一つの ワーキングと は言わな いですけれど も、一つ の何か関係
するグループ に位置づ けていくとか いうよ う な案も出まし たけれど も。
【委員】

そういっ たやり方も方 法として １つあると思 いますし 、あるいは

地域生活支援 センター が東久留米に ２カ所あ りまして、計 画相談と いいまして
も相談の一つ のジャン ルですので、 生活支援 センター、さ いわいさ んですとか
メルクマール さんとか 、そういった ところは 一般相談もや られてい ますし、ま
た計画相談も やられて おりますので 、そうい うところを一 つの核と して、特定
相談をやられ ている事 業所と一緒に 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 。
【委員長】

幾つか 意見が出まし たが 、例 えば、 施設代 表者会議 と関係づけ

て位置づける 案とか、 地域生活支援 センター とつながりな がら 行う 活動にシフ
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トする案など が出まし た 。次の部会 で検討 し ていただくこ とになり ますが 。
【委員】

そう…… 。すみません 。今日は メルクマール さんはい らっしゃっ

ていないんで すけれど も、そのあた りのご意 見も ちょっと 。
【委員】
【委員長】

どこが音 頭をとるかと いう話で すよね。
音頭を とるという よ りも、 ど う位置づけ る かを考え たほうがい

いと思うので すが 。
【委員】

それは関 係機関とか、 あと市障 害福祉課で、 全体の役 割分担の問

題だと思うん で すね。 それなので、 ここで、 じゃあ、うち がやるの が正しいと
思いますとか 、嫌です とかいうもの でもない かなと思いま す。
ただ、いろ いろなネ ットワーク会 議が少し づつできてき ている。 就労も２カ
所の就労支援 室とタイ アップして出 来ていま すし、従前か ら日中一 時支援事業
所の会議もあ ったりす るので、そう いうもの が、うまくバ ランスよ くいろいろ
な市内の事業 所の中で 役割分担しな がらやっ ていけるよう な形がで きていけば
いいと思うん ですね。
だから、そ れは相談 部会でどこが 担うかと いうのを話す というよ りも、障害
福祉課とか関 係部署と かそう いうと ころで揉 んだらどうで しょうか 。もし自立
支援協議会の 相談部会 から切り離す 、だけど もそういう会 議を何と か設置して
いきたいとい うことが 決まったら、 それはま た相談部会に 戻してみ るというの
はどうなんで しょうか ね。
関係者でも んで、ど こがというふ うな、あ とどういうや り方がい いのかとい
うのもあるか もしれな いですけれど も。答え になっていな いですか 。
【委員長】

基本的 な方向として は、まず 計画相談につ いては相 談支援部会

からは切り離 す形の一 つのグループ を置 き、 そこのあり方 について は、 関係者
で今後詰めて い き、今 年度中に 決定 していく というイメー ジでよろ しいでしょ
うか。
【委員】

すみませ ん。

相談支援部 会のほう でも５事業所 の方が出 られています ので、そ の中でも少
しあわせて検 討して … …。
解決をとい いますか 、案を出して いきたい なと思ってお ります 。
【委員長】

参加さ れている その ５事業所 が、計画相談 となれば その中心と

なると思いま すので、 次の相談支援 部会等で 少し検討して いただけ ればと思い
ます。そうい う形で 、 来期はその部 会をつく っていくとし たいと思 います。
あわせて、 相談支援 部会の中身で すが、就 労支援の問題 であると か 、本人関
係の問題など いくつか 出されたもの について 、 どこまでど のように 含められる
かになります 。 記憶 に よれば 、この 自立支援 協議会は、規 模的に言 っても２つ
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程度の部会が 体力的に 適切な部会数 だという ことで スター トした と 思います。
そうした中で 、 部会を もっと増やす のか、そ れとも 現在あ る 部会の 中で、先ほ
ど挙がった点 を位置づ けていくのか という こ とが重要にな ります 。 例えば住み
よいまちづく り部会 で は、本人関係 の問題な どもテーマし て扱って いると思う
のですが。
【委員】

基本的に 多分テーマ的 にいろい ろな障害の方 がいると いうところ

で、その本人 に視点を 当てるという 部分 が重 複する部分で もあるか とは思うん
ですけれども 、基本的 にやはり市民 の方がわ かりやすくと いうの は 、多分住み
やすいまちづ くり部会 の大きな柱だ と思うん ですよね。そ こと、こ の相談支援
という障害の ある一人 一人がどうい うふうに この地域で暮 らせるか というそれ
の相談という ことと 、ちょっとまた 違う のか なという気が するんで すけれども 。
【委員長 】
【委員】

新 しい 相談部会 で検 討した テ ーマ などはご ざいます でしょうか 。
その分野 について、就 労が入る のかどうかと いうのは ちょっと何

ともわからな いんです け れども、１ つには地 域資源の問題 ですとか 、福祉の制
度でちょっと そこ で う まく解決でき ない課題 ですとか、そ ういった ものを相談
支援部会の中 で見つけ 出してといい ますか議 論をして、そ れを 全体 会 のほうに
提案していく という役 割がやはり一 番中心的 に大切かなと 、このと ころちょっ
と思いまして 、そうい う点では 、や はりいろ いろな現場の 人から聞 いて課題を
抽出して、そ れをこの 全体会とかに 提案をし て、できるだ けよい方 向に進めて
いくという作 業が一番 中心で、あと はさまざ まいろいろな 個別の難 しい連携を
必要とする事 例ですと か、また 苦情 の問題で すと か、そう いった問 題を検討し
ていくという 役割なの かなとちょっ と思って いるところな んですけ れども。
ですので、 就労です とかそういっ たものも 、テーマ的に は扱える のかなとは
思うんですけ れども 、 その辺が 全て エリアに なるのかどう かという のは、ちょ
っと定かでは ないです が。
【委員】

よろしい でしょうか。

すみません 。特に１ つ部会を新し く立てて 何かをすると いうとこ ろまで 、ひ
ょっとしたら 考えなく てもいい のか もしれな いんですけれ ども、少 なくとも今
後、清瀬特別 支援だけ ではなく、高 等部を卒 業して福祉も しくは企 業に進む方
がどのくらい の数 、 高 等部なりその 下の学部 に在籍をして いて、手 帳の度数等
がわかれば、 一定のど んなサービス を卒後必 要とするかと いうとこ ろも、目安
でしかないで すけれど も 、出てくる と思うん ですね。
そういった ところを どういうふう に把握し て、例えば市 内のＢ型 であれ、生
活介護であれ 、いろい ろな事業所の 定員数と の兼ね合い、 今後必要 とされるも
のというとこ ろは検討 していく、も しくは必 要だというこ とを認識 していると
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いう状況はつ くってい ったほうが、 働く部会 を立てる立て ないは別 にして、 自
立支援協議会 としては 建設的なのか なと。そ れを相談 支援 部会が担 えるかどう
か。もしくは 市がどこ かの形、福祉 課なりが 担ってそうい う皆調査 みたいなも
のをするだと か、そう いったところ はしてい ってしかるべ きなのか なとは考え
ます。
【委員長】

東久留 米市 の在住で 清瀬特別 支援学校に通 っている 児童生徒 数

と、Ｂ型や生 活介護と の数のマッチ ングの調 査等 を行う必 要がある という ご提
案です。そう いうデー タは まだない のでしょ うか 。
【委員】

いいです か。

話の内容と してはよ くわかるんで すけれど も、 やはりこ の権利条 約が施行さ
れた中で、当 てはめて いくようなこ とってい うのはなかな か避け た いなと個人
的には思うん ですね。
基本的には 行政がそ こら辺はやる 責任があ ると思うので 、やはり そこはやれ
ばいいと思う し、やは り相談支援と いうのは 一人一人をど う大事に するかとい
う、やはり障 害の人に 視点を当てて 、その人 が、じゃあ、 就労でど う困ってい
るのか、学校 卒業後ど う困っている のかとい うのを やはり 一つ一つ 丁寧にやっ
ていくという ことを柱 にしていかな いと、何 か 、今、これ だけの人 数がいて、
これだけの受 け皿があ ります。じゃあ 、どうし ますかという 施策的な ところは、
やはり障害福 祉計画に 基づいてしっ かりと行 政が責任を持 って やる 。
それに対し て、自立 支援協議会全 体会がし っかりと意見 を言うみ たいな、そ
して部会は、 一人一人 の障害のある 人たちの 状況を把握し ていくみ たいな仕組
みになってい かないと 、役割分担が 見えてこ なくなるのか な。何か 全部自立支
援協議会が責 任を持っ てやるという ふうにな るのかなとい う気は 、 個人的には
思うので、こ の辺は整 理していただ けるとあ りがたいなと 。
【委員長】

行政と してはいかが でしょう か。今のよう な 基本的 な資料デー

タ等の収集に ついては 。例えば、今 具体的に 出された、特 別支援学 校に 在籍す
る児童生徒数 と、将来 的に必要 とな ってくる 福祉就労の数 とのマッ チング など
はありますか 。
【福祉支援係 長】

この障害福祉 計画を作 成するときに ２６年５ 月１日現在

という形で、 特別支援 学校、中等部 ・高等部 を含めた学年 ごとの人 数というデ
ータはこちら のほうに あります。 は い。それ は障害者計画 の中では 、支援学校
で中等部何人 、高等部 何人という合 計で載せ てありますけ れども、 この算定の
資料とするデ ータとい うのは学校の ほうから 一部いただい ているも のがござい
ます。
【委員長】

そうす ると、先ほど の提案し たこと に関す る データ はあるとい
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うことでしょ うか。
【福祉支援係 長】

そうですね。 学年ごと の。ただ、毎 年また新 たに入る方

がいらっしゃ いますの で、それがそ のまま全 員が持ち上が りという わけではな
いにしても、 一応計画 をつくるとき のデータ というのは も らって お ります。
【委員】

委員が言 われたことは 、まさに そのとおりだ と私も思 っておりま

して、要は市 のほうが データとして 持ってい て、それが福 祉計画に どう生かさ
れているか。 そこで整 合性を見たと きに、こ ういうデータ があるの に福祉計画
にうまいこと 反映され ていないとい うことで あれば、この 全体会の 場で意見を
申していくと いうのが 適切な方 法だ と思って います。
今、福祉支 援係長 様 からあったよ うに、も し市としてそ ういうデ ータがある
のであれば、 年度ごと のものという のが提出 されて 、福祉 計画にど う生かされ
ているかとい うのがこ の会議の場で 毎年明ら かになってい くのであ れば、次の
福祉計画にど う生かし ていくかだと か、学校 の状況も、恐 らく学校 の委員が入
っていれば話 せると思 うんですね。 今年度の ３年生ってこ ういう状 況ですとい
うのが、東久 留米在住 者はこんな状 況ですと いうのが話せ ると、ま た非常に建
設的な場にな るのかな と思うので、 あくまで 就労支援部会 がないと いうところ
で、可能なと いうとこ ろは先ほど言 ったよう な話をさせて いただき ましたが、
今、お話があ った流れ ができるので あればそ れでしかるべ きかなと 思いますの
で。
はい、あり がとうご ざいます。
【委員】

今回の障 害福祉計画の 見直しの 中で、数字的 なところ は表で追え

るんですけれ ども、そ の数字の中に 隠れてい る具体的な姿 が やはり なかなか捉
えられないと いうとこ ろを やはり相 談支援が 担っていくと 、ありが たいなと。
もうちょっと 立体的に 一人一人の姿 がわかる のかなという 思いで発 言させても
らったので、 よろしく お願いします 。
【委員】

私も。 委 員が言われた ことは、 数的な点だけ で足りて いるとか行

けるとか、そ ういった ものも 一つあ ると思う んですけれど も、もう 一つはその
生徒さんが、 私どもの 作業所にも何 回か見学 に来ていただ いたこと もありまし
て、知的な課 題と、そ れから精神的 な課題を 持っておられ る方も結 構いらっし
ゃるというこ とで、そ ういう点で今 までの知 的障害を対象 とする事 業所にはち
ょっと合わな いタイプ の方もおられ て、それ がまた私ども の精神の ほうの作業
所でぴったり 合うのか というと、ま たそれも 合う部分もあ ればちょ っと難しい
ところもあっ たりしま して、そうい う点で、 本当にその一 人の人が ちゃんと行
けるところが 見つかる のかというと ころは非 常に難しい点 だと思い ますので、
そういったこ とを相談 支援部会でも テーマに して話し合っ てはいき たいと思い
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ますけれども 、それで 解決ができる のかどう かというのは 、ちょっ とわからな
いところもあ りますけ れども。
【委員長】

意見を 整理 すると、 まず数値 の問題につい ては、行 政が持って

いるデータを この協議 会で確認 する こと 、次 に相談支援部 会につい ては 個人に
焦点を当てて 、 ニーズ 、 困難、支援 について 検討 して市全 体の福祉 に厚みを持
たせていくと いう こと 、そうした 意 見だと思 います 。これ まで計画 相談の方法
や技術に焦点 が当たっ ていたところ を、ニー ズの掘り起 こ し、相談 資源のあり
方、システム 整備、そ して 実際に困 っている 人 がどういう 困り方を しているか
の議論が、部 会で進め られる という こと でし ょう 。
【委員】

はい。今 、相談部会の 部会長が 、どう解決で きるのか というとこ

ろに少し話が 言われた ような感じを 受けたん ですけれども 、解決す るかどうか
というよりも 、そのこ とをこの全体 会に出す ことが大事か なと思い ますので、
やはり一人一 人の姿を 吸い上げてい くという ことを中心に やってい ただけると
ありがたいな と自分な んかは思いま す。
【委員】

ぜひその ような方向で 、今まで 取り組みがち ょっと不 十分だった

のかもしれま せんけれ ども、そうい った点も 大切にしてや っていき たいなと思
っていますの で、よろ しくお願いい たします 。
【委員長】

それで は、 今年度は 今期の内 容とメンバー で継続し つつ、来年

度の新しい形 を検討し て いただけれ ばと思い ます。
【委員】

はい。ま ちづくり部会 について は、一応 １つ は防災に ついて。防

災については 、本当に 障害のある人 たち一人 一人状況が違 うので、 やはりそこ
をどういうふ うに理解 して、そのこ とを市 民 の人と共有し ていくの かというこ
とになると思 うんです けれども、差 別解消法 についてはど うお知ら せするかと
いうこともあ って 。
ただ、それ ぞれ個人 的にはなるた け予算と リンクしない ような形 で考えてい
きたいなと思 うんです ね。予算がつ かないと 行政って動か ないんで すよね。で
も、予算がつ くかつか ないかで判断 するんじ ゃなくて、や らなきゃ いけないこ
となので、や はりどう やるか。予算 がなくて もどうや るか 、お金が なくてもど
うやるかとい うところ をちゃんと部 会の中で も。で、 すご くやはり 地域の人た
ちはこれに関 心を持っ てくれると思 うんです ね。特に弱い 立場の人 が避難する
とか、そうい うところ に やはり協力 しようと いう気持ちは いっぱい あると思う
ので、市内の いろいろ な団体に協力 を仰ぐと いうことがや はり大事 かなと思う
ので。
差別解消法 について も、 やはり市 民の人に わかりやすい ような言 葉をしっか
りと部会の中 で考えて いく。わ りと民生 委員 の 方とかが言 っていた だけるので 、
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やはりそうい う声を大 事にしながら やってい きたい。だか ら、なる べくお金を
使わないで進めていくようなところに努力していきたいなと思っております。
（笑）
【委員】

私もその ようにしたい と思って おり ます。協 力できた らば よろし

くお願いしま す 。
【委員】
【委員長】

お願いし ます。
市民 団 体と手をつな ぎながら 、という意見 が出 され ましたが、

具体的なお考 え等は何 かございます でしょう か。
【委員】

特にそう いうことはな いんです が、やはり障 害部会の 中において

みんなと話し 合いをし て、なるべく 障害者の 方に協力を求 めていき たいと思っ
ております。 まだまだ 日が浅いので 何とも言 えませんけれ ども。
【委員】

いいです か。この間の 話の中で ね、 やはり差 別ってあ るんですか

というのを率 直に言っ ていただいて 、
「 いや 、実はある んで すよ ね 」というこ と
で、そういう 意味で具 体的に、じゃ あ、こう いうことです かという ことをやは
り挙げないと いけない のかなと思っ たんです ね。
我々はその ことが 、 やはり乳幼児 から学齢 期、成人期っ て障害の ある人が生
きてきている 中で 、 い ろいろな差別 、 この中 の委員さんも 経験され ていると思
うので、そう いうこと をしっかりと 市民に伝 えていくとい うことが 大事かなと
そのときに感 じました ので、そうい う意見 を 率直に言って いただけ ると、我々
が見過ごした ことが見 えてくるのか なと思っ ています。
【委員】

確かに防 災となると突 然起きる ことで あって 、日ごろ 心の中では

訓練とかいろ いろ考え ますが、やは り障害者 と家族、 また 周りの地 域、本当に
連帯を持って いかない と難しいんじ ゃないか なというのは 感じるん ですね。
自分だけで は何事も できない。ま た家族も パニック状態 になって 、我が家は
耳は聞こえま す。片言 ながら話はで きますけ ども、やはり 突然何か 地震だとか
家の中でも起 きちゃう と、 大きなも のが来る と 「うわっ」 という感 じで、そこ
で私が慌てち ゃうとい けないんだと 思って 、「あ、何か揺れ てるよ ね」とかいう
感じで話しな がら動揺 を抑えていく 。それが 突然 大きな地 震が来た り、施 設の
どこかに皆さ んが集ま り合ってとな ると、も う本当にこち らのほう もそうです
けれども、聞 こえない だけにパニッ ク、我が 家もパニック 。そうす ると周りの
人たちがどの ように手 を出していい のかわか らない。そう いうこと が起こり得
るんじゃない かな。
だから、日 ごろから やはりそうい うのを知 ってもらうた めにも、 やはりこの
部会はもっと ＰＲして いくほうがい いのでは ないか。それ でこの間 も 、市報に
これから載せ ましょう という話にも なった。 やはり皆さん 、普通の 人は実際障
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害を持ってみ ないとわ からないんで すよね。 だから 、そう いうのも やはり何 か
訴えていく。 目から訴 えるなら市報 が一番か なと思うんで す。そう すると、複
数の方たちが 読んでく ださ る。こう いうこと もあるんだと か、日ご ろわからな
いことがわか ってもら えれば、じゃあ 、自分た ち健常者は何 をしたら いいのか。
やはりそうい う人たち の考える余地 が出て く るのかなとい うことも 考えます。
すみません 。ありが とうございま す。
【委員】

私も考え 方は同じだと 思うんで すけれども、 特に聴覚 障害を持っ

ている私たち は、健康 な人と同じよ うに見ら れる面があっ て、障害 が何かとい
うのはみんな の把握が 難しい面があ ると思う ね。例え ば失 礼ながら 車椅子とか
目の見えない 人たちに 対しては、障 害が何か というのが 、 ある面で 見て協力で
きるのもある 程度わか ってもらえる 面がある けども、私た ちは聞こ えないと言
うと、大概の 人は声を 大きくしてわ あっと耳 元で言い立て て終わり です。実際
は聞こえない 障害は違 うということ を、これ から市民の皆 さんに同 じようにＰ
Ｒして、大切 だと思う んですね。
この前も住 みよいま ちづくりで話 し合った ときも、例え ば一つの モデルケー
スとして、市 民と 防災 の例をやって みたいと いう市の意見 も、私た ちもそう思
っております ので、そ ういうケース を一回 や ってみて、聞 こえない 人がもし災
害のときに逃 げてきた ら、どういう お手伝い ができるかと いうのを そこで実習
していっても らえれば いいなと思っ ています 。
【委員】

防災とい う一つの取り 組みから 、知っていた だくとい うことにつ

ながっていく ことでは ないかと私な りに理解 はしておりま す。ただ 、これを住
みよいまちづ くり部会 で始めたとし ても、こ れまでもいろ いろな行 事、企画等
を通して知っ ていただ くというのは 、多方面 のやり方でや ってきた のですが、
もう１０年、 ２０年、 ３０年と取り 組んでは きていました が、まだ まだという
ことで、そう は言 って も時間はかか るのかな と思いつつ、 でも一歩 二歩でも前
に進めていけ るきっか けになればい いかなと 考えておりま す。
【委員長】

今日の 議論で は、住 みよいま ちづくり部会 は市民の 関係団体と

手を組みなが ら進めて いくというこ とが一つ のキーワード であると いうことで
すね。
【委員】
【委員長 】

はい。
相 談部 会は、自 分らしく 生活 する のがしん どい人に 焦点をあて 、

その人の生活 づくりを 支えていくこ とを進め ていくことを 柱 の一つ に、すると
いうことでよ ろしいで しょう。
部会長は、 予算とは 独立してとお っしゃい ましたが、ぜ ひ予算的 保障を考え
つつお願いで きればと 思います 。予 算的保 障 があることで 物事が 進 むこともあ
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りますので、 ぜひよろ しくお願い し ます。
【委員】

すみませ ん。

すみません 。戻って 申しわけない んですけ れども、部会 のときに オブザーバ
ーを呼ぶ場合 は 誰が呼 べばいいんで しょうか 。
【委員長】

部会の 規定は、今、 用意して ありますか。

【障害福祉課 長】
【委員長】

今はありませ ん。

現在の 部会について は、協議 会の 委員は、 私を除い て 必ずどち

らかの部会に 入 りま す が、必ずしも 専門性が 補われていま せんので 委員外の方
にも入ってい ただいて います。そう いう部会 員 とオブザー バーとの 違いは もう
少し整理する 必要があ ります 。
ですので、 具体的 に 詰めていき、 要綱のよ うなものを 来 年度つく る必要があ
るとも思いま す 。今の ところはオブ ザーバー を 呼びたいと いう 方向 は 確認した
としたいと思 いますが 、よろしいで しょうか 。
【委員】

すみませ ん。

１つには部 会のほう で検討しまし て、それ でこの人に来 ていただ きたいとい
う人をある程 度話し合 って、 それで それがあ る程度固まり ましたら 、形式とし
て会長名で招 集をして 参加していた だくとい うような形も 。
【委員長】

基本的 にはそ のよう な手続き だと思います 。 繰り返 すように 、

部会は「手弁 当」の会 ですので、 そ れのコン センサスが得 られて、 担当の事務
局で確認され れば 、部 会長名で依頼 するとい うことだと思 います 。
【委員】

部会長名 という方法も あるかと 思いますし、 あるいは 部会のほう

で大体決めた ら、会長 名 というのも 。
【委員長】

会長名 の場合、 本委 員会 で検 討 することに なります が。その場

合時間がかか り手続き が煩雑になる かとも思 います。 検討 させてく ださい。
【委員】
【委員長】

そう。 は い。
いずれ にしても 、委 員として メンバーにな っている 部会員と、

委員ではない 部会員 と 、オブザーバ ー という 、丁寧な 整理 が必要に な りますの
で、もう少し 詰め て検 討したいと思 いますが 、よろしいで しょうか 。
それでは、 ここで休 憩を１０分間 とりたい と思います。
（
【委員長】

休

憩

）

それで は会議を再開 します。 協議事項２つ 目 「差別 解消法につ

いて」です。 事務局、 ご提案をよろ しくお願 いします。
【障害福祉課 長】

はい。お手元 の資料３ －８「障害者 差別解消 法が制定さ

れました」と いうパン フレットをご 用意いた だきながら、 お話をお 聞きいただ
ければと思い ます。１ 回目にお配り したと き にはカラーの ものだっ たんですけ
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れども、今、 ちょっと 白黒ので恐縮 でござい ます。
ご存じのと おり、２ ８年４月１日 より障害 者差別解消法 がスター ト、実際に
実施がなされ ます。こ の点につきま して、現 在進捗状況と いたしま しては、ま
ず国の省庁に おいては 、省庁に勤め る職員の かかわり方と いいます か、そうい
ったものを定 めるとこ ろにとどまっ ておりま す。東京都も 、やはり 同じように
どういう形で この法律 施行を対応し ていくか ということに 、定めを 職員の対応
についてのみ 定めてお るというとこ ろでござ います。
また、先日 の東京都 ２６市の担当 課長会の 中で、各市の 状況を聞 いてまいり
まして、その 状況をお 話し申し上げ ると、各 市のほうでも 職員の対 応要領とい
うものをまず つくると 決めていると ころもあ りますし、つ くるかど うしようか
悩んでいる、 もしくは どの課が中心 でやるか というような ところ な ど 、現在の
ところまちま ちでござ います。国の ほうのホ ームページ等 を見まし ても、２８
年４月１日ま でに地方 公共団体等と 調整をし ながら進めて いくとい うような文
言が、各省庁 のいろい ろなところに 出ておる ところです。
そういう中 で、この 障害者差別解 消法、パ ンフレットの 一番後ろ 、４ページ
目 の と こ ろ を ご ら ん い た だ き ま す と 、「 障 害 者 差 別 解 消 支 援 地 域 協 議 会 に つ い
て」という文 言がござ いますが、各 地域にこ ういったもの を設ける ことができ
るという規定 になって おります。
ここにも書 いてござ いますが、さ まざまな 障害を理由と する差別 に関する相
談や紛争の防 止、解決 の取り組みを 進めるた め、国や地方 公共団体 の機関がそ
れぞれの地域 で障害者 差別解消支援 地域協議 会を組織でき ることに しています
ということで 、法 の定 めの中にはこ ういうこ とが書かれて おるんで すけれども 、
この件につい て、議会 の中で、本協 議会、地 域自立支援協 議会の 皆 さん方にお
力をおかりし て、これ にかわる形で 対応でき ないかという ようなご 質問をいた
だいた経過が ございま す。
近隣にかか わらず２ ６市の自治体 にアンケ ートをとった 中で、そ ういう形で
対応される自 治体も多 いというのが 実情でご ざいます。な ぜならば 、そこに含
まれるメンバ ーがこの 地域自立支援 協議会の メンバーと、 身分とい うかかかわ
る関係団体が かぶる方 が多いという ところか ら、あえて別 の形で協 議会を設け
るのではなく 、この協 議会の中にお いてご検 討いただく、 もしくは お話しいた
だくのがいい のではな いかという自 治体が多 くございます 。
私どものほ うでも、 もしそういう 形でご協 議できるとい うことで あれば、国
や東京都、も しくは近 隣自治体の動 きを見な がらというこ とにはな りますが、
ご意見をいた だきたい ところでござ います。
会長、以上 でござい ます。
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【委員長】

４月か ら施行されま す障害者 差別解消法に 規定され ている、障

害者差別解消 支援地域 協議会 ですが 、「 でき る条項 」で義務条 項で はございませ
んが、東久留 米 市にも 設置したい。 しかし 、 本協議会と独 立して置 く のではな
く、一体化し て 、その 機能を一定委 ねつつと いう、同じ 委 員で実施 したい とい
う事務局から のご提 案 です。
【委員】

ここでや るのはいいん ですけど も、 やはり大 体自立支 援協議会の

回数って決ま ってるじ ゃないですか 。その回 数が同じ回数 でやる っ て いうのは
ちょっと難し いだろう なと思うんで す。やる んであれば、 やはりし っかりと増
やしてほしい と思いま す。
それが１点 と、１つ は先ほどもあ ったんで すけれども、 国の行政 機関、地方
公共団体等に ついては 、もう法的義 務という ことに なって いますの で、そうい
う意味では自 立支援協 議会の差別解 消法の役 割として、市 の地方公 共団体に対
して例えば呼 び出しと か、そういう 権限みた いなのはきち っと つく ってもらわ
ないと意味が ないと思 うので、そこ ら辺の要 綱づくりにつ いても 、 たたき台と
して出してい ただける とありがたい なと思っ ています。
【障害福祉課 長】

回数の増加に つきまし ては、議論い ただく内 容が増えて

いくというこ とであれ ば、対応して いくこと も考えていく こととな ります。予
算のかかるこ とではご ざいますので 、そこは 相談をしてい きたいと 思っていま
す。
それと、行 政機関と しての指示指 導の部分 のところでの 要綱の設 置というこ
とでございま すが、例 をお出しいた しますと 、お店で飲食 店のお店 に入店した
際に、例えば 何らかの 差別を受けた 場合に、 そこに対して の是正な り指導なり
というのは、 この場合 には例えば経 済産業省 のような国の 省庁とか 、そういう
ところになっ てしまい ます。ですの で、要綱 としても、指 導という ことではな
くて何ができ るのか、 ちょっとこれ からまた 調べをしてい かなけれ ばいけない
んですけれど も、何ら かの行政指導 的なもの というのは、 この中で はまだ明確
な指示という か、確定 事項は現状な いので 、今の段階では お答えで きませんが、
その意味も踏 まえまし て、各団体も しくは国 なりのほうの 情報が入 り次第、こ
の場にてお話 をさせて いただ き、委 員のご意 見を踏まえま して、ど こまで対応
できるのか、 それはち ょっとその時 点でまた お話し申し上 げたいと 思 います。
【委員】

別に経済 産業省を呼ば なくても 、 具体的にや はりこの 町で暮らし

ている中で清 掃課との トラブルがあ ったとき に、例えばコ ミュニケ ーション障
害の人にきち んと伝わ っていないで す、じゃ あ、そこら辺 をちゃん とやってく
ださいという ことで、 清掃課に来て いただい てしっかり話 をすると か、とりあ
えずそういう 行政側が 差別解消法に ついて理 解していただ かないと 物事が進ま

- 20 -

ないと思いま すので、 そういった特 に市役所 内の法的義務 を負った 部分につい
ては、しっか りとやり とりができる ような要 綱みたいなの を つくら ないと、自
立支援協議会 でやる意 味がないのか なと思っ ています。
【障害福祉課 長】

今、委員がお っしゃっ た、市役所の 職員らが 業務の上で

行う上での理 解のない 対応という点 におきま しては、１つ には市の 中で要綱を
定めてという のは、職 員の対応要領 のことを おっしゃって おられる と考えてよ
ろしいでしょ うか。
【委員】

いや、ど うなんですか 。

【委員長】

今の意 見を集約する と、市行 政として差別 解消法に 関係する差

別があった場 合は、も ちろん是正勧 告 、是正 が 必要です。 もっと言 えばそうい
うことが起き ない ため に 事前に要綱 をつくっ たり、職員研 修 等をす る ことが必
要と思います 。
【委員】

だから 自 立支援協議会 が差別解 消法のこと を 取り組ん でいくとい

う取り組みの 中で、そ ういった理解 がないと いうか、やり 取りをす ることで理
解をしてもら うという ということを ここの協 議会でやって いかない と、ここの
協議会のやる 意味がな いのかなと思 ったんで すけれども。 ちょっと わかりにく
いですか。
【委員長】

そう し たことが起き た 場合、 起きないよう にこの協 議会で対応

していくとい うことで すか。
【委員】

起きたと きでも、ＰＲ もそうだ けども、起き たときに 、それは清

掃課の方が何 度も言っ たんだけれど もちゃん とやってくれ ないと。 そこのとこ
ろの調査をし たところ 、聴覚障害の 方だった と。そうした ら、その 場合にはち
ゃんとファク スとか小 さなチラシを 入れて、 合理的配慮を してほし いですとい
うことを我々 が伝えて いかないと、 清掃課の 方たちも困る し、障害 のある当事
者も困るんじ ゃないか 。そこを具体 的に担っ ていくことを 明確にし ていかない
と、やる意味 がないん じゃないのか なと思っ たんです。
【障害福祉課 長】
【委員長】

わかりました 。

そのよ うな規定に な りますで しょうか。

行政が行っ たことに 対して、法的 に抵触す るようなこと があった ときには、
委員会で検討 して改善 策を考え ると いう こと を、差別解消 の協議会 の目的とし
て位置づける というこ とです が。
【障害福祉課 長】

４ページ目の ところの 「障害者差別 解消法Ｑ ＆Ａ」の一

番上のところ が、今、 ごみ対策課の 職員のそ うした対応、 合理的配 慮がない対
応ということ の場合に は、基本的に は相談の 窓口に申し出 るという ことが考え
られますとい うことで ございます。
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もちろんそ こも含め て、私どもが 網羅され ていない部分 をこの 協 議会でご意
見をいただき ながら是 正していくこ とは、法 の趣旨に基づ いては当 然やってい
かないといけ ないと思 うんですけれ ども 、そ ういう意味で は先ほど 来のお話で 、
まず法律があ りますの で、担当して いる課の ほうにきちん と申し入 れていただ
き、是正をい ただくと いうことが大 事かなと 考えておりま す。
【委員長】

もしこ の自立支援協 議会がそ の役割を託さ れるとす れば、結局

地域協議会が 新たにで きるというこ とと同じ と思いますけ れども 、 そうしたと
きは、解 決の取り 組み を進めるとい うことが この協議会の 目的にな りますので 、
今、出された ことに つ いては 検討の 事項にな ると思います がよろし いでしょう
か。
資料の最後 に 、この 地域協議会の 設置の意 義が、差別に 対する相 談や紛争の
防止、解決の 取り組み を進めるとあ るので、 それを行うと すれば、 今 ご提案あ
ったように当 然この協 議会の議題に なると思 います。
【委員】

ただ、そ の要綱を やは り示して いただいて、 検討させ てもらうと

いうことも必 要だろう と。
【福祉保健部 長】

委員がおっし ゃってい るのは、今、 ご提案し た地域協議

会の要綱とい うことで すか。
【委員長】

そう だ と思います 。 地域協議 会の役割をこ の自立支 援協議会が

あわせて担う のであれ ば、会の名称 をこのま まとしてやる んであれ ば 、この会
の要綱も変え てこの地 域協議会の要 綱を 作る 必要があるの ではない かというこ
とです。
【福祉保健部 長】

今、２つ考え られると 思うんですけ れども、 要綱につい

て申し上げる と、今の 自立支援協議 会の設置 要綱がござい ます。そ の中の協議
事項として５ 項目ほど 出ていますけ れども、 それに一部 を 追加する という方法
が１つ今は考 えられま す。それから もう一つ は、別に今日 お話しし ている解消
支援地域協議 会の要綱 を新たにつく る。ただ 、構成される 方は同じ メンバー。
その辺があり ますので 、そこはもう ちょっと 協議させてい ただく。 手法として
はちょっと検 討させて いただきたい と考えて おりますけれ ども。
【委員】

それを 検 討していただ ければあ りがたいと思 います。 やるのであ

れば、やはり 意味のあ ることをやら ないとい けないと思う ので、 や はり この協
議会の差別解 消支援地 域協議会の目 的はしっ かり明記した ほうがい いと思うし 、
もし自立支援 協議会の 中で項目とし て起こす のであれば 、 起こした なりのその
目的もしっか りと入れ てやっていく 必要があ るのかなと思 っていま すので、検
討していただ いて、そ れをまたこの 場で皆さ ん とお諮りで きるよう な機会を設
けていただけ るとあり がたいと思っ ています 。
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【委員長】

それで は、 この協議 会の中に 内容を含めて 新たに要 綱 に変更す

るか、あるい はメンバ ーは同じだけ れども要 綱を別途つく るかとい うことは、
事務局のほう で検討し ていただいて 、ここで 確認できれば と思いま す。
【委員】

すみませ ん。

ちょっと勉 強不足で 申しわけない んですけ れども、基本的な 点と いいますか 、
この障害を理 由とする 差別なんです けれども 、これは例え ば私ども も事業所と
いうことでや っていま すけれども、 そういう ときに採用に 関して 、 障害を理由
とする差別も これを禁 止するという 形になる ものなんでし ょうか。 サービス提
供というふう には書い てあるんです けれども 、ちょっと不 勉強で申 しわけない
んですけれど も 。
【障害福祉課 長】

雇用に関して はまた別 の法もあるか と思いま すので、そ

こはそれぞれ のルール の中できちん とお互い の理解が必要 になって くるかと思
いますけれど も、具体 的に雇用とい うか採用 に関してとい うところ になる直接
的には職務の 形態にも よるかと思い ますが、 むしろこの社 会的障壁 をなくして
というような 趣旨のと ころで広くは もちろん 入ってくるか もしれま せんけれど
も、具体的に はその辺 はケースバイ ケースに なるかなと思 いますの で、適用法
律というのは ここにな ってくると思 います。
厚生労働省 から、事 業者の方への 対応につ いての基本指 針みたい なものが出
ております。 ホームペ ージで私も確 認したん ですけれども 、その辺 の内容をご
らんいただく というこ とが一つの参 考になる かなと思いま すので 、すみません 。
ちょっと情報 の提供が 遅れて申しわ けなかっ たんです。
【委員】

ありがと うございます 。ちょっ と初めての法 律ですの で、すみま

せん。戸惑い もありま して。
【委員長】

私もこ れから勉強 し なけれ ば ならないので すが 、合 理的配慮を

行うことで障 害のない 方と同じよう に働ける はずなのに、 その合理 的配慮をし
ないというこ とを理由 に採用されな い のであ れば、 当然差 別に入る と いうこと
なのだと思い ます 。
よろしいで しょうか 。 それでは協 議事項に ついては、以 上でござ います。
ここから「 その他」 のことを、残 り時間で よろしくお願 いします 。
まず、ニュ ーズレタ ーについて で す。事務 局 お願いしま す 。
【地域支援係 長】

はい。ニュー ズレター の原稿につい て、今年 度もニュー

ズレターのほ うを作成 させていただ いて、発 行させていた だきた い と思ってい
るんですけれ ども、昨 年度は計画づ くりの方 で皆さんに原 稿を作成 していただ
きました。今 年度にお いては、 この ３－４の 資料を見てい ただきた いんですけ
れども、内 容として は「今期の地 域自立支 援 協議会委員と して感じ たこと」、ま
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たは「今後の 地域自立 支援協議会に 望むこと 」の２つのテ ーマで 、 １５０字か
ら２００字程 度で委員 の方々には作 成してい ただきたいと 思います 。よろしく
お願いします 。
それと、提 出期限な んですけれど も、今年 の１２月１８ 日金曜日 、５時期限
厳守でよろし くお願い いたします。
提出方法な んですけ れども、 お手 紙、Ｅメ ール、ファク ス、 窓口 に持参、ど
れでも構わな いです。 書類自体は 任 意の様式 で構いません 。
提出先は、 障害福祉 課窓口か郵送 、Ｅメー ル、ファクス 、窓口持 参です 。よ
ろしくお願い します。
今、差別解 消法のお 話があった続 きで、ニ ューズレター の 方に今 年度は差別
解消法につい ても紙面 を割いて載せ られるよ うにしたいと 思ってお ります。な
るべく多目に 発行して 、いろいろな ところに お配りできた らなと考 えておりま
す。
何か質問は あります か。
【委員】

すみませ ん。昨年度も こうやっ て委員から言 葉を載せ るというパ

ターンでやら れたんで すか。
【地域支援係 長】

そうなんです けれども 、昨年度は計 画づくり があったの

で、委員の方 に計画に ついて書いて いただき ました。
【委員】

ありがと うございます 。ちょっ と初めてのこ となので 、昨年のも

のをちょっと 見せてい ただければ、 大変助か るなと。
【地域支援係 長】

はい、わかり ました。

ほかに質問 はござい ますか。
【委員長】

前回差 別解消法を市 民の方々 に知っていた だく媒体 として、今

年度は予算が なかった ということも あって、 このニューズ レターが 一つの可能
性だろうとい うことを 議論したと思 います。 差別解消法に ついて重 点的に何か
物を載せると いうこと でよろしいで しょうか 。
その場合、 どなたが 書くかという こと です 。どなたか委 員の中で 自分が書き
ますという方 いらっし ゃれば ぜひお 願いした いのですが 、 いらっし ゃらない 場
合、私か、住 みよいま ちづくり部会 長と思 う のですが。
【委員】
【委員長】

何で？
住みよ いまちづくり 部会長、 いかがでしょ うか。文 字数 には余

裕があります でしょう か。
【地域支援係 長】
【委員長】

大丈夫です。

住みよ いまちづくり 部会は差 別解消 法につ いて随分 検討された

ということで 、部会長 いかがで しょ うか 。
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【委員】

期日は ？

【地域支援係 長】
【委員】
【委員長】

１８日か。
期日は同じぐ らいに出 していただけ れば。

ですよね 。

いや、持 ち帰らせ てもらいます 。

それで は このニュー ズレター をツールとし て、差別 解消法を市

民の皆様に伝 えてい き たいと思いま す。原稿 は 、住みよい まちづく り部会長 に
お願いできれ ばと思っ ております。
続きまして 、２７年 度地域自立支 援協議会 主催研修会に ついて、 事務局、お
願いします。
【福祉支援係 長】

資料３－５を ごらんく ださい。平成 ２７年度 の地域自立

支援協議会の 主催とい う 形で、先週 、発達障 害のセミナー の１回目 を行いまし
た。２回目の 研修とし まして、ちょ っと日に ちがまだ先な んですけ れども、来
年の３月３０ 日に一応 研修を予定し ておりま す。次回の自 立支援協 議会の全体
会が市民公開 で行いま すので、ちょ っと今回 、全体会の中 でこの研 修につきま
して審議をし ていただ ければと思い まして、 ご説明申し上 げます。
題目としま しては「 当事者主体の 地域づく りについて」 という形 になりまし
て、東久留米 市の精神 保健福祉ケア 連絡会の 協力のもとに 、この協 議会の主催
という形で、 内容とし ては講演にな りますけ れども、研修 を行いた いと思って
おります。
この研修を 通じて、 地域で生活す る障害を お持ちの方が 主体的に 活動できる
体制づくりと いう形で 、地域での社 会資源の 活用を利用し ての支援 者に何がで
きるか、当事 者として 何をしていく かという ことを一緒に 考えてい ただければ
という機会の 講演にな ります。
日にちなん ですけれ ども、来年３ 月３０日 夜６時から一 応８時ぐ らいまでを
予定しており ます。場 所は１回目の 研修で使 いました市役 所１階の プラザホー
ルを予定して おります 。
対象としま しては、 市内の障害者 施設の職 員及びその当 事者とい う形になり
ますので、そ の施設を 利用している 方にもち ょっとお声を かけてい ただいて、
当事者の方も 対象にし ておりますし 、そのほ か関係機関の 職員等に も対象とし
ておりますの で、よろ しくお願いい たします 。
プログラム としまし ては、一応６ 時から７ 時半、これは 土屋徹先 生をお招き
しまして講演 をしてい ただきます 。１時 間半 ぐらい講演を していた だきまして 、
残りの３０分 ぐらいで 質疑応答とい う形で、 先生に残って いただい て質疑応答
の時間をとり たいと思 っております 。
今回は年度 末になり ますけれども 、日にち はちょっとぎ りぎりに なるんです
けれども、自 立支援 協 議会の主催研 修という 形でこの場で ご審議し ていただい
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て、これが通 れば、ま た正式には事 業所のほ うに正式に依 頼文書を お出しした
いと思います ので、よ ろしくお願い いたしま す。
【委員長】

２回目 の主催研修で すけれど も、よろしい でしょう か。今年度

は２回とも原 案を事務 局 が決定しま したが、 来年度以降は ぜひ部会 からもご提
案いただけれ ばと思い ます。
それでは、 最後にな ります。「障害関 連手 当見直しにつ いて 」、 課長、お願い
いたします。
【障害福祉課 長】

障害関連手当 の見直し につきまして 、お話し 申し上げま

す。今度の１ ２月議会 のほうに、障 害関連の ４つに手当に ついて、 見直しの議
案を提案する 予定でお ります。
詳細につい てご説明 いたしますと 、現在は ３つの条例と １つの要 綱からなる
手当制度でご ざいます が、これを１ つの条例 、１つの制度 として統 合してまい
るということ でござい ます。
大きく変わ る点が３ つございます 。まず３ －６の資料を ご用意く ださい。Ａ
３の横長でご ざいます 。両面に印刷 がされて おりますが、 左のほう に手当の名
称が書いてあ りまして 、１番から１ １番まで 書いてござい ますが、 まずちょっ
と印をつけて いただき たいんですが 、４番目「心身障害 者福 祉手当 」、６番 目「障
害者福祉手当 」、 裏面 に行きまして 、９番目 「障害者住宅 手当 」、 １０番目「難
病者福祉手当 」。先 ほ ど申し上げま した４つ の手当につい て、この ４つでござい
ます。この４ つの手当 を一つの手当 に統合す るというもの でござい ます。
大きく変わ る点につ いてですが、 ３つござ いまして、１ つが難病 者福祉手当
の金額が、裏 の１０の ところです。 現在５ ,０００円が出 ておるも のが、４ ,０
００円になり ます。
２つ目です が、９番 目の手当を除 いてなん ですけれども 、これま で本人の所
得状況を見て おりまし たが、２ ０歳以上 に関 しては変 わり ないんで すけれども 、
２０歳未満の 方におい ては本人の所 得ではな くて、保護者 の方の所 得を見てま
いります。制 限なり判 断をする基準 として、 保護者を見て まいりま す。
この手当の 対象者で すが、基本的 に２０歳 以上６５歳未 満までの うちに障害
者手帳、愛の 手帳の申 請をした方。 ですので 、２０歳未満 の方は先 ほど来申し
上げているよ うに保護 者の方の所得 を見ます が、今度の手 当では６ ５歳未満の
方を対象にい たします 。
１点だけお 話し申し 上げたいのは 、現在受 給中の方にお きまして は、現在の
条件で今後も 支給をし 続けますので 、まずそ の旨をお 話し 申し上げ たいという
ところでござ います。 何しろ現在受 給中の方 は、繰り返し ますが同 じ条件で受
給ができます 。今後、 新たに手帳を とられる 、もしくは難 病の医療 券の申請を
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される方が、 新制度の 適用になって まいりま す。
続きでお話 し申し上 げますが、施 行日ござ いますが、平 成２８年 ８月１日か
らということ を考えて おります。現 在各手当 の支給月でご ざいます が、３種類
に分かれてお るんです けれども、今 後は心身 障害者福祉手 当の支給 月と同じよ
うに４月、８ 月、１２ 月の年３回と してまい ります。これ までは年 に４回であ
ったり、ほか の月であ った りという ことでわ かりづらかっ たんです けれども、
これが４月、 ８月、１ ２月の年３回 になりま す。
手当の変更 について は、大まかな ところは 以上でござい ます。こ の手当の見
直しについて 、１２月 市議会のほう に提案を いたしまして 、平成２ ８年８月１
日より新たな 制度を施 行 することを 予定して おります。 繰 り返しま すが、現在
受給中の方に おきまし ては経過措置 というこ とで、同じ条 件で支給 をしてまい
ります。
【福祉保健部 長】

ちょっと補足 しますが 、施行 につき ましては 議会のご議

決をいただい てからの 話なので ござ います。
【委員長】
【委員】

残り の 時間で ご意見 等いただ ければと思い ます。
はい。

例えば入所 施設から 地域に戻って きた人は 、新たに申請 しようと してももら
えないという ことなん ですかね。
それとあと 、知的障 害の方に対し て、その 説明の合理的 配慮はし っかりして
いただけるん でしょう か。今の説明 も、ちょ っと 他の委員 に聞きた いんですけ
れども、わか りました か。
【委員】

わかりま した。

【委員】

わかった ？

【委員】

なくなる のはちょっと つらいけ ど。

【委員】

いいの？

【委員】

それじゃ 困るわね。

【委員】

だよね。 で、今までの 人は受け られるけど、 新しい人 たちは受け

手当がな くなるっ ていうの。

られませんと おっしゃ っているんで す が、新 しい人たち、 若い人た ちは今も結
構大変な状況 にあって 、手帳なんか もなかな かとれない状 況もある 中で 、手当
も減らされる となると 本当に困って しまう状 況があると思 うんです ね。そこら
辺はやはり何 の目的で これをやるの かという のが、目的の ことが話 されてなか
ったので、し っかりと やはり……。
【委員】

言っても らわないと。

【委員】

伝えてい ただかないと いけない かなと思って います。

【委員長】

事務局、 少しお答えを お 願いで きますでしょ うか 。１ つは何のた
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めにこれをや るのか と いう目的と、 もう一つ は、入所施設 から戻っ てきた方も
該当するのか というこ とと、知的障 害のある 方への説明責 任です。 よろしくお
願いします。
【障害福祉課 長】

目的について でござい ますが、障害 者等に係 る諸手当に

つきましては 、かつて 障害者の経済 的負担を 軽減して在宅 生活を支 援するため
ということで 創設され たものでござ います。 しかしながら 、平成２ ５年４月１
日施行の障害 者総合支 援法により障 害福祉サ ービスが拡充 され、そ の利用対象
者に難病患者 らが含ま れることとな っており ま す。この結 果、難病 者の方も障
害福祉サービ スの利用 ができるよう になって 、少しずつで すが充実 しておると
ころでござい ます。
このように 、在宅生 活支援のため の障害福 祉サービスが 一定程度 広く利用で
きる状況が整 備されて きたことから 、障害関 係の手当見直 しについ て検討する
自治体が出て きており ます。そこで 市では、 日ごろから市 民の方々 よりご指摘
いただいてお ります制 度や受給内容 の難解さ を解消するた め、都負 担の心身障
害者福祉手当 、市負担 の障害者福祉 手当、難 病者福祉手当 、障害者 住宅手当を
統合させた手 当として 、平成２８年 ８月１日 に施 行してま いる予定 ということ
でございます 。
また、手当 等による 金銭の給付か ら、障害 福祉サービス による給 付という点
に重きを置き 、現在実 施している障 害福祉サ ービスの積極 的な提供 に努めてま
いりたいと考 えておる ところです。
また、現在 各手当の 受給中の方に は、現在 の基準で受給 いただけ るよう経過
措置を設ける 考えでご ざいますが 、難病 者福 祉手当は平成 ２７年７ 月１日より 、
疾病数が１１ ０疾病か ら３０６疾病 に拡大し ましたこと、 また障害 者総合支援
法の考え方を 踏まえま して、支給金 額を身体 障害者手帳３ 、４級及 び愛の手帳
４度の方と同 額 の４ ,０００円とさ せていた だくというも のでござ います。
次に、わか りやすく 説明できるの かという ところでござ いますけ れども、来
年度に予定し ておりま すが、受給者 の方々各 自にダイレク トメール という形で
お知らせの通 知を送ら せていただき ます。そ の中で説明を させてい ただきまし
て、場合によ ってはも ちろん電話等 、来庁さ れての説明も 含めてで すが、制度
についてはご 説明をさ せていただく というこ とでございま す。
最後の施設 入所の方 が戻ってきた 場合とい うことでござ いますが 、現時点で
は、現在受給 中の方々 はというとこ ろではご ざいます けれ ども、６ ５歳を過ぎ
てグループホ ームに入 るということ を想定は していないの で、その 前に戻って
こられるので あれば、 例えば１、２ 級、１度 、２度、３度 の方にお いては心身
障害者福祉手 当は当然 受給できます し、それ 以外の方にお いては市 の手当のほ
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うが受給でき る状況で ございます。
以上でござ います。
【委員】

こ こで何か 意見を述べて 変えると か変わるとか って全然 思ってない

んですけれど も、一応 意見表明だけ しておき たいなと思う んですけ れども、先
ほどの説明で 、難病の 方がほかの障 害福祉サ ービスの中に 入ったの で、ほかの
方と同様な金 額 で５ ,０００円から ４ ,００ ０円にという 説明があ ったと思うん
ですけれども 、自分が これまでかか わってき た限り、難病 の方、僕 の場合です
と知的障害に 主にかか わってきてい るので、 知的障害 軽度 かつ難病 の方という
レアケースが 何ケース かあったんで すけれど も、ほかの障 害と同等 にサービス
が受けられる ようにな るとは到底思 えなくて 、それを理由 に金額が 下がるとい
うのは、当事 者の方は それほど多く ないかも しれませんが 、納得で きないだろ
うなというの を感想的 には思います 。１つが 意見表明でし た。何か 変わるとか
っていうこと を期待し ているわけで は ないで すけれども。
もう一つが 、これは 質問なんです けれども 、現在受給中 の方が同 条件で受け
られる。ただ し経過措 置というおっ しゃり方 をしていたん ですが、 この経過措
置は今後変わ る可能性 があると考え ていてい いんでしょう か。
【委員長】

経過措 置というのは 、要する にその方に対 しては半 永久的な今

の権利の状態 というこ とでしょうか 。
【障害福祉課 長】
【委員】

おっしゃると おりでご ざいます。

新しい人 が 今度施設か ら帰って きたときに 金 が出なか ったら、じ

ゃあ、その人 はどうや って暮らして いくのか ということを 僕は思う んです けれ
ども、新しい 人にもお 金をつけてあ げたほう がいいと思う んですけ ど、それを
なくすという ことはど ういうことな んですか って僕は思う んですけ ど。
【障害福祉課 長】

新しく市民と して来ら れる方のうち 、６５歳 未満の方で

あれば、先ほ どの繰り 返しになりま すけれど も、手当は新 しい人で も受給でき
る状況でござ いますの で、新しく転 入されて きたりという 方のこと だと思うん
ですけれども 、６５歳 未満の方に関 しては新 しい制度でも 手当とし ては受給が
できる。所得 制限とか そういうこれ までと同 じ条件のもと で所得制 限は当然見
てまいります けれども 、 受給できる というこ とになるかと 思います 。
【委員】

ここに書 いていないけ ど、生活 保護だって減 らされて るのに 、も

っと減らすん だったら 、本当にこれ は生活が できなくなっ ていくよ ね。 市役所
はそのあたり どう考え てるのかな。 年金だっ て減らされて るのに さ 、そのほか
に生活保護だ よ。減ら されて 、僕た ちはやっ てるけど、そ れで新し い人が入っ
たらその人に 上げると か言ってるけ ど、そう いうことをや ったりや ら れたりし
たら大変だと 思うんで す。同じよう に くんな いと。
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【委員長】

６５歳 までは従来と 変わらな い制度という ことでし ょうか。

【障害福祉課 長】
【委員長】

そうです。

６５歳 を 越えてしま うと 、何 もなくなって しまうと いうこと で

しょうか。
【障害福祉課 長】

東京都の心身 障害者福 祉手当の制度 に準拠し た形での制

度の見直しを 行います ので、 新規で 手帳取得 する年齢にお いて、 ６ ５歳未満と
いうこの線が 、受給 に かかるライン になって まいります。
【管理係長】

ちょ っと補足です 。

小田島委 員が心配 されているよ うなケー スがちょっと ２パター ンあると思
うんですけれ ども、１ つは、例えば 、今、６ ４歳の手当を 受けてい らっしゃる
という方がい たとして 、その人が ６ ５とか７ ０歳になって も、その 方は引き続
き受けられる 制度にな っているんで すね。新 しく申請する 人が６５ を過ぎてい
ると該当にな らないと いうものにな っていま す。
もう一つは 、６５を 過ぎて例えば 施設から 地域に戻って こられる 方がいた場
合はどうなの かという ことなんです けれども 、ちょっと今 までの制 度でも、そ
ういう方には 手当が出 ない仕組みに なってい るんですね。 というの も、４の心
身障害者福祉 手当は、 ６５歳以上の 新規の方 はもう既に受 けられな いという制
度になってい ますし、 ６の障害者福 祉手当に ついては、介 護サービ スを受けて
いない方には お出しし ますという制 度なんで すけれども、 基本的に ６５歳を過
ぎてグループ ホームを 新規に申請す る、障害 のほうでグル ープホー ムを出すと
いうのは想定 していな いので、介護 のものが あるとすれば そういっ たものにな
るんですけれ ども、そ の場合介護サ ービスを 利用されてい るので、 今の制度で
もちょっとそ ういう方 は手当が受け られない 仕組みになっ ているん ですね。な
ので、そうい う意味で は今までと変 わってい ないというこ とになり ます。
すみません 。補足で した。
【委員】

今のご説 明ですと、金 銭・手当 からサービス の提供の ほうにシフ

トしていくの だという 考え方だとい うことだ ったと思いま すけれど も、まだ応
益負担という か１割負 担というのは 残ってい るはずなんで すね。こ れがどのよ
うに推移して いくかと いうところが 未知の中 で、知的 の分 野から言 いますと 、
１級年金、２ 級年金、 市の職員の方 々は金額 ご存じだと思 いますが 、グループ
ホームは、２ 級年金の 方では 今の現 状ですと お入りになれ ない です よね。東京
都の家賃補助 とかあり ますが、それ をプラス しても、プラ スマイナ ス持ち出し
という状況は ご存じで すか。
今、委員さ んがたま たま同じ質問 だと思う んですが、一 定の収入 の中で どう
やって暮らし ていくの かというのを イメージ されてのこの 提案なの かというの
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をお尋ねした いんです けれども。親 がいるう ちは、親は食 べなくて も子供のた
めだったら持 ち出しし ます。でも、 親亡き後 っていうこと もしっか りイメージ
していかない と、政策 とは言えない んじゃな いかなと私は 考えます が、いかが
ですか。
年金での暮 らし 、 ２ 級年金の方で も、就労 というか一般 就労でき てそれなり
のお給料をも らえると は限りません ので 、４ 度だと月４ ,００ ０円 ですよね。月
６万ちょっと 。そうす ると、もう生 活保護に していただけ ますか。 だって生き
ていかなきゃ いけない じゃないです か。生き ていかなきゃ いけない という言い
方はとても失 礼な言い 方なんですけ ど、文化 的な生活には 到底至ら ないですよ
ね。そういっ た視点か らは考えてい ただけな いでしょうか 。
【障害福祉課 長】

今、長田委員 がおっし ゃっている方 ですが、 ４度の方で

ということで 具体的に お話しされた ので申し 上げると、今 現在手帳 をお持ちで
あるならば、 手当はこ の後も……。
【委員】

手当の話 を してるので はなく 生 活の話をして るんです 。

【障害福祉課 長】
【委員】

厳しい状況で あるとい うことですね 。

今、生き ていける かど うかとい う話をしてる んです。 生活してい

けるか。私 がしたか っ たのは、こ れ 、４,０ ００円だって 少ないと いう話なんで
す。２級年金 １カ月の 金額ご存じで すよね。
【障害福祉課 長】
【委員】

はい。

はい。そ れで暮らして いけるか っていう想像 力はおあ りですかと

いう話です。
【障害福祉課 長】

所得の部分に おいても 厳しい状況で あるとい うのが、ケ

ースワーカー なりから の状況で十分 理解はし てはおるんで すけれど も、ただ、
この制度自体 は恐らく 東久留米だけ ではなく て、全国的な 問題であ ると理解を
しているとこ ろです。 その中で、先 ほ ど来申 し上げてたよ うに、福 祉的なサー
ビスにおける 支援のた めに手当がそ もそもで きてきた経過 がありま す 。
【委員】

全体の暮 らしのイメー ジという ことでお話し している んですね。

ですから、サ ービスの 提供って、今 、課長は おっしゃいま したけれ ども、それ
も１割負担と いうのは まだ残ってい るわけで す。介護保険 のほうも １割が２割
となってきて いますで しょう。です から、今 後の推移とい うのはわ からないわ
けです。その １割負担 がいいか悪い かという 議論は別にし ておいて 、サービス
を受けるため には１割 でも負担しな ければ使 えませんとな ったら、 もうそうし
なきゃいけな いし、で きなかったら サービス が使えなくな るという 話じゃない
んですかとい うことの 想像もしてい ますかと いう話なんで す。
【委員】

今もあっ たんだけど、 やはりほ かのところで も足らな くて、今、
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裁判を起こし てるとこ ろが山ほどあ って、こ れは裁判沙汰 にもなる んだよね。
市役所が出さ ないんだ ったら 、裁判 にかけて 、もう一回見 直しをし てほしいな
と思うんです けど、ど うなんですか 、俺らは 生活保護で１ ,０ ００ 円、１ ,００
０円とられて るんだよ 。食っていかれ ないよ 、これ。で、物価は 上 がってるし。
暮らしていく っていう のは大変。
【委員】

一応今日 ここの場で、 多分課長 さんが出して いただい た っていう

ところでは、 自立支援 協議会に承認 を得たみ たいな感じに されるの はちょっと
厳しいかなと 思います ので、議 事録でも 残し てはいただき たいんで すけれども 、
やはり一応報 告は受け たんだけども 、結論に は至らないと いうこと でしていた
だけるとあり がたいな と思います。
【委員長】

多くの 委員の意見は この提案 に対しては必 ずしも是 ということ

ではないとい う ことだ と思います。 自立支援 協議会として は、必ず しもこの意
見に対して賛 同するこ とは現段階で は できな いと いうこと で 今のと ころは よろ
しいでしょう か。
（「はい 」の声あ り）
【委員長】

それで はそういうま とめで今 の件は今日の 議論を終 了いたしま

す。用意した 議題は全 て終了でござ います。 最後に事務連 絡 をお願 いします。
以上になり ます。
次回が今年 度最後 、今期最後の会 となりま す。前半 が従来ど おり の 委員会で、
後半が市民の 方も交え た意見交換会 になると 思います。お 休み の日 ですので、
ご都合つかな い委員の 方も多いと思 います。 ご自身のスケ ジュール に合わせて
ご出席いただ ければと 思います。よ ろしいで しょうか。
それでは、 第３回の 会をこれで終 了したい と思います。 どうもあ りがとうご
ざいました。
──
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了

──

