平成２７年度 第 ４回東 久留米市地域 自立支援 協議会

市民 公開講座

平成２８年 ２ 月１１日

【地域支援係 長 】

それでは、定 刻の１０ 時 になりまし たので、 始めさせて

いただきたい と思いま す。
皆さん、お はようご ざいます。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２７年 度第４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、事 務局から のお願いです 。会議中 、携帯電話、 スマート フォンの音
が出ないよう に設定し ていただきま すようお 願いいたしま す。
また、磁気 ループ席 をそちらにご 用 意して イヤホンをお 貸しして おります。
ご利用される 方は遠慮 なくお申し出 ください 。
また、会議 記録のた めにカメラ撮 影、録音 もさせていた だいてお ります。 ご
了承ください 。
それでは、 配付資料 の確認をお願 いいたし ます。資料は 、委員 の 方用と傍聴
者市民の方用 のもので 違いがありま すので、 ご注意くださ い。それ では確認さ
せていただき ます。お 手数ですが、 資料番号 を各自ご記入 ください 。
今回は第４ 回の自立 支援協議会に なります ので、まず 表紙の「次 第」右上に 、
４－１とご記 入くださ い。次に 、「 平成２７年 度住みよいま ちづくり 部会報告 」、
こちらは委員 のみの資 料４－２にな ります 。次に、「 障害者差 別解 消法リーフレ
ット（内 閣府）」、４－ ３です。次に、「障害 者差別解消法 リーフレ ット（わ かり
やすい版 ）（内閣 府）」、４－４です 。次に 、「平成２７年 度 第３回 相談支援部会
報告」、 こちらは 委員 のみのものに なります 。４－５です 。次に 、「第３期 東久
留米市障害者 福祉計画 ＰＤＣＡ表（ 平成２６ 年度振り返り ）」、こち らが４－６
になります 。次に 、「東 久留米市 地域 自立支援 協議会主催研 修

案内 パンフレッ

ト」、こ ちらは委 員の みになります 。こちら が ４－７です 。「 第４ 回東久留米市
地域自立支援 協議会 委 員席次表 」という もの が次にあって 、そ れが ４－ ８です。
最後に、傍聴 の市民の 方向けにアン ケート用 紙がついてお ります。 これは傍聴
の市民のみに なります 。
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 丈夫でし ょうか。
（「ごめ んなさい 。 も う一回説明し て くださ い 」の声あり ）
【地域支援係 長】

も う一度確認し ます 。

「平成２ ７年度第 ４ 回東久留米市 地域自立 支援協議会 」、一 番最 初にある「 次
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第」が４－１ です。次 は委員のみな ので、こ れは市民の方 にはない のですけれ
ども、「 平成２７ 年度 住みよいまち づくり部 会報告」という ものが あります。次
に、「障 害者差別 解消 法リーフレッ ト」が４ －３です。次 に、「障 害者差別解消
法リーフレッ ト（わか りやすい版 ）」、「 障害 者差別解消法 ができま した」と書い
てあるもので す。こ ち らが４－４ 。次に、委 員のみの資料 ですけれ ども、「 平成
２７年度第３ 回相談支 援部会報告 」、こ ちら が４－５です 。次に 、ちょっと厚 目
の資料で 、「第３ 期東 久留米市障害 者福祉計 画ＰＤＣＡ表 」と いう ものが４－６ 。
次 に 、 委 員 の み に 配 付 に な り ま が 、「 東 久 留 米 市 地 域 自 立 支 援 協 議 会 主 催 研 修
案内パンフレ ット」と いうものが４ －７です 。次に、「 第４回東 久 留米市地域自
立支援協議会 委員席次 表」が４－８ 。最後は アンケートに なります ので、特に
資料番号の記 載は結構 です。
よろしいで しょうか 。
本日は、日 高委員、 大櫛委員、吉 澤委員、 藤岡委員、小 田島 委員 は欠席との
連絡がありま した。
それでは、 福祉保健 部長よりご挨 拶させて いただきます 。内野部 長、よろし
くお願いいた します。
【福祉保健部 長】

皆さん、おは ようござ います。 福祉 保健部長 の内野でご

ざいます。本 日は、平 成２７年度第 ４回東久 留米市地域自 立支援協 議会にご参
加いただきま して、ま ことにありが とうござ います。
けさは雪を かぶった 富士山がくっ きりと見 えておりまし て、いい 日になるの
かなと期待を しており ます。また、 庁舎前に ございます旧 榛名町か ら寄贈され
ました梅の木 も、今 、 花が咲き、ほ ころんで おります。明 日 、あさ って、気温
も上がるとい うような 予報も出てお ります。 春近し といっ た気持ち でございま
す。
さて、本日 初めての ご参加の方も いらっし ゃると思いま すので、 改めて本日
開催の協議会 について のご説明をさ せていた だきます。こ の東久留 米市地域自
立支援協議会 は、障害 者の日常生活 及び社会 生活 を総合的 に支援す るための法
律、いわ ゆる障害 者総 合支援法の規 定に基づ きまして 、平成２ ４年 １０月より、
障害福祉に関 する関係 者による 相互 の連携及 び地 域におけ る情報共 有、支援体
制の整備につ いて協議 を行うために 設置して おります。
委員の皆様 方におか れましては 、障害 をお 持ちの方やそ のご家族 、関係機 関、
関係団体並び に障害者 などの福祉、 保健医療 、教育、また は雇用に 関連する職
務に従事され ている方 などで、市長の委 嘱を 受けた方々で 構成され ております 。
この協議会 の協議内 容は大きく５ つござい まして、１点 目が、相 談支援事業
に係る中立・ 公平性の 確保に関する こと、 ２ 点目が、地域 の関係機 関によるネ
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ットワークの 構築に関 すること、 ３ 点目が、 地域の社会資 源の開発 及び改善に
関すること、 ４点目が 、 障害福祉計 画に関す ること 、５点 目が、そ の他障害福
祉に関するこ とで協議 会が必要と認 めること とされており ます。
担当所管で は、この 協議会におい てご協議 いただいたこ とを踏ま えて、市の
障害福祉施策 に反映さ せるべく努力 をさせて いただいてお ります。
さて、本日の協 議会 につきまして は２部構 成となってお ります 。第一部では、
ふだんの定例 会の様子 をごらんいた だきます 。続 く第二部 では、本 日お越しの
皆様方にもご 参加をい ただきまして 、協議会 委員の皆様と の質疑応 答を予定し
ております。
なお、まこ とに申し わけございま せんけれ ども、午後か ら当会場 は他の団体
の使用予約が あります ことから、午 前中の２ 時間という限 られた時 間でござい
ますけれども 、市の障 害福祉の 現状 ですとか 取り組みなど について 、ご理解い
ただければ幸 いでござ います。
それでは、 平成２７ 年度第４回東 久留米市 地域自立支援 協議会の 始まりを宣
言いたしまし て、ご挨 拶にかえさせ ていただ きます。本日 はよろし くお願い申
し上げます。
【地域支援係 長】

内野部長、あ りがとう ございました 。

続いて、会 長よりご 挨拶をいただ きます。 奥住会長、よ ろしくお 願いいたし
ます。
【委員長】

皆さん おはようござ います。 今年度最後で すが、第 ４回東久留

米市地域自立 支援協議 会 です。ただ 今部長か らお話が ござ いました ように、前
半が定例の会 、後半が 、市民の方を 交えての 意見交換会で 、２時間 を予定して
おります。な お、マイ クを使って行 います。 よろしくお願 いいたし ます。
各委員の方 、お名前 を名乗った上 でご発言 いただければ と思いま す。 それか
ら、聞こえに 障害のあ る委員の方が いらっ し ゃいますので 、手話通 訳の方が通
訳しやすいよ うにお話 しいただけれ ば幸いに 存じます。
それでは、 早速進め ていきます。 前半部で は、３つの報 告をいた だ き、意見
交換をいたし ます。
まず、行政 からの報 告 が２点あり ます。障 害福祉課長、 よろしく お願いいた
します。
【障害福祉課 長】

皆さん、おは ようござ います。それ では、次 第に沿いま

して、報告の ほうをさ せていただき たいと思 います。
まず、１点 目でござ います。手当 の統合、 そして障害福 祉サービ スアンケー
トについてで ございま す。
平成２７年 第４回市 議会定例会に おきまし て 、東久留米 市 心身障 害者福祉手
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当条例が可決 され、平 成２８年８月 １日より 、障害者福祉 手当、難 病者福祉手
当、障害者住 宅手当が 、 心身障害者 福祉手当 に統合される というこ とになって
おります。こ れまでも 市民の皆様方 からご指 摘をいただい ておりま したが、制
度や受給内容 の難解さ 、複雑さを解 消しまし て、わかりや すい制度 内容とする
ための見直し でござい ます。
この統合、 見直しに よりまして、 東京都の 心身障害者福 祉手当に 準拠した制
度となり、新 規申請年 齢、所得要件 対象者等 を見直しする こととな りますが、
現在受給中の 皆様にお かれましては 、現 在の 条件にて経過 措置を設 けさせてい
ただいておる ところで ございます。
また、難病 者福祉手 当につきまし ては、疾 病数が１１０ 疾病から ３０ ６疾病
に拡大したこ と、平成 ２５年４月よ り 障害者 総合支援法が 施行され まして、難
病患者の方も 、病気に よって日常生 活を行う 上で 介助等の 障害福祉 サービスが
必要な方は、受 給がで きるようにな ったこと から、受給金額 を ５,０００ 円から
４,０００円とさ せて いただくこと となりま した。この金額 は、身 体障害者手帳
の３・４級及 び愛の手 帳の４度の方 と同額で ございます。
この場をお かりしま してご報告さ せて いた だきます。
続きまして 、難病医 療費助成受給 者アンケ ートについて でござい ます。先ほ
どもお話しい たしまし たが、平 成２５年 ４月 より 障害者総 合支援法 が施行され 、
難病患者の方 も、病気 によって日常 生活を行 う上で介助等 の障害福 祉サービス
が必要な方に おかれま しては、受給 ができる ようになって ございま す。
しかしなが ら、難病 疾患のみでの 利用とい うのが実際少 数でござ いますとこ
ろから、さら なる周知 の必要がござ いまして 、障害福祉サ ービスの 利用につな
がることを目 的といた しましたアン ケートを 、平成２８年 ２月９日 に送付いた
したところで ございま す。
続きまして 、２点 目 の障害者差別 解消法に おける庁内の 取り組み についてで
ございます。
障害者差別 解消法 と いう法律がご ざいまし て、 平成２８ 年４月１ 日より施行
がなされます 。この法 律につきまし ては、国 はもちろんで すが、東 久留米を含
める地方公共 団体にお きましては、 不当な差 別的取り扱い の禁止、 それと合理
的配慮の提供 、この２ つが義務づけ られてお ります。
このため市 におきま しては、 平成 ２８年 １ 月２６日の庁 議――庁 内における
市長を含めた 部長級職 員がメインの 会議にお きまして、障 害者差別 解消法に伴
う市の対応に ついての 報告を行って おります 。
予定ですが 、平 成２ ８年 ２月２９ 日に東京 都の職員を講 師として 呼びまして 、
全庁職員を対 象としま した研修会を 実施し、 市職員全体で この法律 の実施に取
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り組んでまい りたいと 考えておりま す。
市民の皆様 及び当事 者の皆様にお かれまし ての相談の窓 口という ことについ
てでございま すが、市 役所の業務に 対するご 意見、ご相談 につきま しては、そ
れぞれの業務 担当課に おいて対応い たします 。相談内容に よっては 、該当する
担当課が存在 しないと いうような場 合がござ います。こう した場合 におきまし
ては、生活文 化課 の ほ うで対応いた すという ことでござい ます。
基本的には これまで と同様に、そ れぞれ役 所の窓口、業 務にかか わるところ
については、 担当課の ほうでお話を 伺 い対応 させていただ くという ことでござ
います。
障害者差別 解消法に おける庁内の 取り組み 等については 以上でご ざいます。
【委員長】

どうも ありがとうご ざいまし た。質問、意 見等あれ ば、委員の

皆様からお伺 いしたい と思います。
【委員】

前回の自 立支援協議会 で課長の ほうから、そ の手当の 統合につい

ての話をして いただい たんですけれ ども、自 立支援協議会 の委員さ ん は、やっ
ぱりそれはい かがなも のかというこ とで、前 回話 をさせて いただい たと思いま
す。
私も議会の ほうで話 を聞かせてい ただいて 、障害福祉の 関連の議 案で、やっ
ぱり６時間も かけて話 がごたごたし まってい るということ に関して は、我々も
知らなかった し、少し 当事者抜きの 議論にな っていたんじ ゃないか なという意
味で、説明が できなか ったことが、 結果とし てそういう時 間になっ てしまった
んじゃないか なと思い ますので、そ こはしっ かりと反省し ていただ いて、やっ
ぱり手当のこ とという のは当事者の 暮らしに 直結しますの で、自立 支援協議会
でも話をして いただき たい。
あと、前回 の話の中 では、制度の わかりに くさと、現金 給付から 障害福祉サ
ービスの充実 をするた めにという話 をお伺い していたんで すが、今 の説明だと
難解さだけと いうこと になっている ようなの で、どこかで 変わった のかなと思
いますので、 そういう 点も、今日は 時間がな いのでいいん ですけれ ども、少し
話が変わって いる部分 もありますの で、引き 続いて自立支 援協議会 やいろんな
ことで、当事 者を踏ま えた、何が難 しいのか も含めて当事 者の意見 を聞きなが
ら、手当のこ とはとて も大事なこと なので、 話を積み上げ ていって ほしいと 思
います。これ は 要望で すので。
【委員長】
【委員】

ほか、 委員の皆様 、 ご意見ご ざい ますか。
委員から もありました が、厚生 委員会の傍聴 をさせて いただきま

した。結果と して、午 後 １時から６ 時までこ の手当の件だ けの審議 に時間を要
し、当事者抜 きに加え て議事の進行 について も大変残念に 思いまし た。
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今回のこの 手当の件 についてだけ ではなく 、今後は、当 事者抜き でことを進
めていただき たくない と、強くお願 いしたい と思います。
【委員長】

手当 の 意見について は 、前回 の協議会でも 議論し ま した。 委員

がおっしゃら れたよう に、基本的に は、もう 少 し丁寧な議 論を積み 重ね つつ検
討する必要が あるとい う意見が優勢 だったと 思います。 今 後はこう いう 課題に
ついては、協 議会 で し っかりと議論 していく ことが必要 だ という 結 論だったと
思います。
２つ目の差 別解消法 について 、平成４ 月１ 日から 施行さ れる こと に先立って 、
今月末に全庁 職員対象 の研修会を市 として 行 うことと、 従 来どおり 障害のある
方に対して不 利益がな い形で進め、 何か新し い 問題が生じ た 場合は 、生活文化
課で対応し検 討すると いう ご報告だ ったと思 います 。
それでは、 先に進め ていき たいと 思います 。報告事項の ２つ目と して、住み
よいまちづく り部会 報 告、部会長、 お願いし ます。
【委員】

前回雪で 部会が開催で きなかっ たんですけれ ども、住 みよいまち

づくり部会で は、東久 留米 市に住ん でいる障 害のある人が 、やっぱ り住みやす
い地域になっ ていける ように、 特に 視点とし ては、市民の 方に会に 参加してい
ただいて、市 民の方が わかりやすい ような話 を積み上げて いけたら いいなとい
うことで、テ ーマは防 災のことを去 年、おと としと 、やっ てきて、 今回差別解
消法の周知に ついて話 し合いをしま した。
防災・災害 等の対応 については、 聴覚障害 者に配慮した モデルケ ースの検討
や、障害者を 考慮した 総合防災訓練 など、来 年も引き続い て検討し ていきたい
と思っていま す。特に エリアをつく って、そ こに暮らして いる障害 のある人、
さまざまな方 がいると 思うんですけ れども、 その方と市民 の防災が うまくかみ
合っていける といいな と思っていて 、そうい う意味で、市 民のボラ ンティア団
体と一緒に検 討してい きたいと思っ ています 。
次、差別解 消法のこ とです 。先ほ ど課長の ほうから説明 が あった と思うんで
すけれども、 障害のあ る人も当たり 前に地域 で暮らしてい くことを 大事にしま
しょう、そう いう国に なりましょう というこ とで、 障害者 権利条約 が日本で 批
准されたんで すけれど も、当たり前 にここで 暮らしていく ために、 現実どうい
う暮らしにく さがある か、差別と言 ってしま うと結構、ど こかの話 みたいな感
じになるんで すけれど も、暮らしに くさとい うところを解 消してい きましょう
ということな ので、多 分東久留米 市 の中でも 、その地域、 地域によ って違いが
あると思いま すので、 そこをみんな で確認し ていきながら 、少しで もその暮ら
しにくさを減 らしてい ければと思っ ています 。
例えば、今 は当たり 前に駅にエレ ベーター があるんです けれども 、もう２０
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年前はエレベ ーターが なかったん で すよね。 小平の小川駅 が、初め てエレベー
ターが設置に なったん です。そこか ら東京都 内にどんどん 設置され 、今は当た
り前にエレベ ーターが あるんです。
そのことで 、障害の ある人も駅を 利用しや すくなったし 、お年寄 りや、今で
は普通の人も 使ってい らして、車椅 子で入る とちょっと邪 魔と言わ れたりなん
かするんです けれども 、障害のある 人が暮ら しやすくなる というこ とは、一般
の人たちも暮 らしやす くなるという 意味でも 、その象徴が エレベー ターかなと
思っています 。
現実、うち でも暮ら しの部分で、 特にグル ープホームを つくった りとか、あ
とは障害のあ る人のア パートを借り たりとか するんですけ ど、今や っぱりなか
なか難しいん です。
昔は、外国 人の人な んかはなかな か借りら れなかったん だけど、 この間大家
さんの会とい うところ と話をしたと きに、や っぱり信頼関 係がで き ると借りや
すくなるとい う話もあ って、障害の ある人が アパートで暮 らしてい くにはどう
したらいいか な、そう いうところを ほんとう に東久留米 市 でも話し 合いながら 、
１人でも暮ら せるよう な地域をつく っていけ たらと思って います。
そういう具 体的なこ とを一つ一つ 解決して いくというこ とで、こ の差別解消
法があると思 っていま す。
ただ、今回 東久留米 でも、先ほど 話したよ うに 平成２８ 年 ４月か ら始まるん
ですけれども 、そ うい った困ったな というこ とをある程度 まとめて いかないと 、
みんなに周知 できない ということも あるので 、今、自立支 援協議会 の中に、そ
れを話し合う 、差別何 とか何とかと いうのを 自立支援協議 会の中に 設置したら
どうかという 意見があ ったので 、そ ういう意 味でもしっか りとした 要綱をつく
って、庁内の いろんな 機関に問題が あったと きに一応報告 していた だいて、そ
の報告でこう いうふう にしたらいい んじゃな いかなという 意見が言 えるような
仕組みをつく ってほし いなというの を、今 、 障害福祉課の ほうにお 願いしてい
る状況です。
以上です。
【委員長】
【委員】

部会の メンバーの方 で、補足 等ございます か。
具体的な 取り組みにつ いては、 資料４－２の 通りです 。

障害といっ ても色々 な障害があり ますので 、市報にそれ ぞれの障 害の方から
のコラムの連 載を予定 しています。
【委員長】

資料に ある 、チラシ ・ポスタ ー１２回分の コラム に ついて は、

何かイメージ がござい ますか。
【委員】

イメージ はないですけ ど、やっ ぱり地域には いろんな 人が住んで
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いるので、そ ういう人 の 話とかが載 せられた らいいなと思 っていま す。発達障
害の人とか聴 覚障害の 人とか、あと は目の見 えない人とか 、やっぱ りいろんな
人たちが東久 留米には 住んでいるん だよとい うのを、市民 の人たち にも知って
もらいたいし 、そのこ とでどんなこ とが困っ ているのかと か、伝え られたらい
いと思ってい ますので 。
この１２回 のコラム というのは、 市のほう でも初めての 取り組み だというこ
となので、こ ういう場 を提供してい ただいた ので、しっか りと障害 のことを知
ってもらうた めのツー ルにできたら いいなと 思っています 。
【委員】

この間、 私どもの法人 の ほうで も、東京都の 方をお呼 びして、差

別解消法の勉 強会をし ました。さわ りだけだ ったんですけ れども、 実態として
は、ちゃんと したこと がまだ決めら れている わけではなく て、やっ ぱり現実の
中で個別のケ ースで、 どんなことが 差別に当 たるのかとか 、生活の しにくさが
どうなんだろ うかとい うことを、事 例を積み 重ねていって 、それで みんなで考
えて解消して いく、さ っき部会長も おっしゃ っていました けど、そ れが法の趣
旨だというこ とだった んです。
それなので 、やはり これが差別だ といって 、差別ばかり を積み重 ねていくん
じゃなくて、 わからな いもの 、それ が差別か どうかという のをみん なで共有し
ながら解消し ていくの が大事だと教 わりまし た。
それを考え るとかか わっている私 たちとか 当事者だけじ ゃなくて 、いろんな
市民の方々が 、そ うい う差別解消法 の意図と かを知って 、理解 して いただいて、
それを法の趣 旨に照ら した形で進め ていかれ るのが大事か なと思う と、このコ
ラムも、そう いうふう に、いろんな 多くの方 に理解してい ただける ような内容
とか、当事者 のことと かを考えてい く、いい ツールだなと 思うので 、この中身
をまた部会で 、こ れか らもうちょっ と詰めて いったほうが いいなと 思いました 。
以上です。
【委員長】

ありが とうございま す。ほか にも部会の委 員の方が いらっしゃ

いますので、 せっかく ですのでご発 言よろし くお願いしま す。
【委員】

ろうあ協 会としても、 今聴覚障 害者が置かれ ている差 別は何かと

いうのは、ま だまとま っていないで す。 これ から少しずつ 、聞こえ ない人の意
見を聞きなが ら解決の 方法見つけて いくこと が、これから の課題だ と思ってい
ます。
【委員】

高次脳機 能障害者の家 族会「絆 」 と申します 。高次脳 機能障害者

はまだ厚労省 で認めて いない障害で 障害者手 当を頂いてい ません。 これも一つ
の差別になる のではな いかと思いま す。「絆」の会員の中に は ４０～ ５０ 代のご
主人様がある 日、突然 病気発症後、 高次脳機 能障害者にな られ、社 会的、家庭
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的にも今、一 番必要と される立場の 方達です 。障害がもと で生活が 一応に変わ
る状態に面し ておられ ます。ぜひ、 厚労省の 方に高次脳機 能障害を 一つの障害
として支援を お願い致 したく厚労省 に働きか けを宜しくお 願い致し ます。
【委員】

民生委員 ・児童委員で ございま す。よろしく お願いし ます。１年

間この会に出 席いたし まして、障害 者に対し て随分関心が 持てるよ うになり、
またいろんな ことが理 解できるよ う になり、 作品展なんか にも参加 いたしまし
て、とても皆 さん一生 懸命やって、 立派な作 品に接して、 私たちは とても感動
いたしました 。これか らもよろしく お願いい たします。
【委員】

ろうあ協 会では手話の 言語化み たいなのを、 今やって いると思う

んですけれど も、そこ ら辺 について も 情報が あったら、教 えてもら えると勉強
になりますの で、よろ しくお願いし ます。
【委員】

東久留米 市だけじゃな くて 全国 的な運動なん ですけれ ども、手話

言語法という のは、手 話は言語であ るという のを、国が法 律で認め てほしいと
いう運動をし ています 。 そのために 、地域か ら 国に対して 意見書を 提出してい
るという状態 で、今全 国的にほぼ１ ００％ 出 しました。こ れから 国 が この意見
書をもとにし て、どの ように 言語で あるとい うことを国と して認め ていくか を 、
今話し合い中 で、国か らの報告はま だなんで す。でも、 私 達の運動 はほぼ１０
０％で、早く手話 は言 語であるとい うことを 認めてもらい たいと思 っています 。
それはなぜ かといい ますと、今ま で、ここ にいらっしゃ っている 皆さんもそ
うだと思いま すけれど も、手話に対 する理解 はまだまだ で す。今日 も手話通訳
がついており ますけれ ども、聞こえ ない人に とって は、手 話は長い 間の差別 の
言語で見られ た時期が 長いので、こ れからは 国がきちんと して、聞 こえない人
の母語は手話 であると いうことを認 めてほし い。そのため に、例え ば病院とか
役所とかいろ んなとこ ろで、手話を つけても らうという方 法の運動 を今展開し
ております。
【委員長】

この部 会は、地域に ある差別 をどう考え、 地域の 中 で 障害のあ

る人もない人 も、お互 いが支え合い ながら、 住 みよい地域 をつくっ ていこうと
いうことを目 的として 部会でありま す 。
【委員】

ちょっと 不勉強で非常 に申しわ けないんです けれども 、この差別

解消法が実施 され ます ことによって 、具体的 にどういう点 が変わっ ていくのか
ということ、 そのあた り、ちょっと 基本的な ところで申し わけない んですけれ
ども、教えて いただけ ればと思うん ですが。
【委員】

後で会長 にフォローし てもらえ ると いいんで すが、基 本的には法

律ができるん だけれど も、合理的配 慮につい ては、民間が 努力目標 で、公的な
機関について は義務と なっています 。
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そういう意 味で、公 的な機関が先 行して差 別に取り組ん でいただ けるといい
なと思うんで すけれど も、前回もち ょっとそ のことで話を したとこ ろ、やっぱ
り予算がなか なかつけ られない中 で 、それを どういうふう に 進める かというの
を、まだ市の ほうでも これから考え ていくよ うなので、と りあえず 生活文化課
というところ で集約し ていくという ことなん ですけれども 、今まで もそれぞれ
の窓口でやり とりをし て、解決して きたとい う例があるの で、そう いうところ
でやっていき たいとい うことを、前 回課長が 話したと思い ます。
ただ、それ だけだと 、先ほど委員 が言った ような、ほん とうに何 が差別なの
かというのが わ からな いので、でき れば私な んかは、こう いう自立 支援協議会
の中でそうい ったケー スを出してい ただいて 、それをみん なで話し 合 って、今
回の１２回の コラムな んかでも出し ていきな がら、市民の 方たちに 周知できる
ような、そん なお金が なくてもでき ることが あるのかなと 思ってい ます。
だから、虐 待防止法 もそうなんだ けど、法 的な 基準がな いので、 何が変わる
かではなくて 、それを もってどう我 々が変え ていかなくち ゃいけな いかという
視点に立たな いと、障 害のある人が 住みやす い地域にはな らないの かなと思っ
ています。
【委員長】

今、部 会長がおっし ゃられた ように、基本 的には、 障害のため

に制約のある 人が、そ の人に応じた 配慮があ れば、障害の ない人と 同じように
活躍できるな らば 、そ の配慮を行政 として 行 わなければな ら ないと いうことが 、
この法律で定 められた と思っていま す。
ただ、現実 としては 、配慮がない ことによ って生じる差 別とは具 体的には十
分な定義や整 理 はされ ていないし、 法律には 「過度な負担 のない範 囲の中で」
となっている 中で、ど こまでを過度 な負担と 判断 するかに ついても 、まだ 十分
見通しがない 中で の 施 行です。この 協議会の ようなところ を中心に 、差別とは
何か、どのよ う に解消 できるかなど を検討す る必要がある だろうと 思っていま
す。
今部会長が 指摘さ れ たように、当 たり前に 全ての市民 の 方が、同 等の権利を
持って生活し ていくと いうことの基 礎はつく られたと思い ますので 、それをこ
れから実質的 なものに してい く必要 があるだ ろう と思って います。
【委員】
【委員長】

ありがと うございま す 。
これま であまり障害 が身近で なかった 委員 の方 が、 障害をとて

も身近に感じ られるよ うになった、 これまで さほど注目さ れていな かった困難
が、現実には ほんとう に不便な 生活 に繋がっ ている という 事実をつ かめた、 コ
ミュニケーシ ョン手段 が 当たり前に 使えない ことなどが議 論できた こと につい
ては、この法 律 施行に 向けて、一つ のスター トが 切れただ ろう と思 います 。
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それでは続 きまして 、次の報告に 移ります 。 ２つ目の部 会である 相談支援部
会についての 報告 、 部 会長、お願い します。
【委員】

第３回の 相談支援部会 を平成２ ８年 の１月１ ９日に行 いまして、

その報告とい うことで させていただ きたいと 思います。
市役所の７ ０３会議 室で行いまし て、１２ 名の参加とい うことで 、２時から
４時まで話を しました 。
最初に、第 ３回、前 回の自立支援 協議会の 報告をしまし て、その 中で相談支
援部会につき ましては 、昨年度、サ ービス利 用計画が導入 されまし て、初めて
のものでした ので、 い ろいろなサー ビスを利 用している方 に 導入し ていかない
といけないと いう課題 がありまして 、それを できるだけス ムーズに 進捗すると
いうことを、 一つの課 題としてやっ てきたん ですけれども 、そのこ とと、それ
から困難事例 といいま すか、難しい 状況の方 をどうやって 支援して いくかとい
うことを、両 方やって まいりました 。
それで、サ ービス利 用計画のほう につきま しては、達成 度がかな り向上しま
して、導入率 という点 では、全国平 均と比べ ても遜色はな いという 状況になっ
ていますので 、課題と してはある程 度達成さ れたのではな いかとい うことで、
また、サービ ス利用計 画とか計画相 談にかか わります事務 的なこと を話してい
きますと、相 談支援部 会の内容とし て、今後 いかがなもの かという 観点の意見
もありまして 、そちら のサービス利 用計画、 計画相談のほ うにつき ましては 、
別グループで やるほう がいいのでは ないかと いうことで、 方向が少 し転換にな
ってきており ます。
それで、今 後どうい った方向で相 談支援部 会が進んでい くのかと いうことに
つきましては 、一つの 課題としては 、地域の 福祉における 課題を、 この自立支
援協議会のほ うに提起 していくこと ではない かという意見 が出され ておりまし
て、そういっ たことで 今後やってい く といい のではないか といった 、自立支援
協議会の報告 を最初に いたしました 。
それから次 に 、今後 の 方向という ことで、 他市の取り組 みがどう いうふうに
されているか というこ とで、厚木市 ですとか 武蔵野市なん かの事例 を参考のた
めに勉強した というと ころがありま す。
そちらのほ うでは、 個別の支援会 議が非常 に大切だとい うことで やられてい
る部分があり まして、 そのことをや はり大切 にすべきでは ないかと いう話し合
いがされまし た。
それで、実 際の地域 の課題につい ても話し 合いをしまし て、 各委 員の方は 各
障害の分野に 分かれて おりますけれ ども、課 題としてどう いうもの があるでし
ょうかという ことでお 話をしました 。
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そうしまし たところ 、いろんな事 例とか困 っていること が出され たんですけ
れども、大き く分けま すと、まず 、 ひとり暮 らしの障害者 の方の課 題が大きい
というところ がありま して、ひとり 暮らしで すと、 物が壊 れた場合 に、 特に視
覚障害の方の 場合、電 球が壊れたと きに交換 をどうやって するのか ということ
で、交換 をしたい んで すけど自分で は難しい というところ がありま すし、ま た、
ヘルパーさん ですとか の場合には、 そういっ た交換をやっ てもらえ るところと
もらえないと ころがあ るということ で、なか なか電球を交 換してく れるサービ
スを、きちん と提供し てくれるとこ ろを見つ けるのは難し いという ことですと
か、あとは、 風呂が故 障したときに 、それを 賃貸で借りて いますと 、普通は大
家さんがやっ ていただ けるんですけ れども、 家賃との関係 で、そう いった故障
については自 分で直し てほしいとい った事例 もあったりし て、そう いったとこ
ろの難しさが あるとい うお話が出ま した。
それからも う一つは 、今度は重度 の方の課 題ということ で、一つ は重度の方
が家庭からグ ループホ ームに移りま した場合 に 、入浴のと きに、グ ループホー
ムの世話人、 支援者だ けではなかな か難しく 、うまく入れ なかった りする場合
があるという ことで、 重度の方がグ ループホ ームに入った り、ある いは日中活
動の場におい て重度の 方が多くなら れると 、運営のほうも なかなか 大変になる 、
そういった実 情なんか が話されまし た。
それとはま た別に、 軽度の方も課 題がちょ っと大きいと いうとこ ろがありま
して、軽度の 方の場合 に 、支援の必 要性を感 じない方です とか、そ れから作業
所等で一つの ルールに 従ってやって いくこと になかなかな じまない 、作業所に
は行きたくな いという 方で すとか、 そういう 方の場合には 、日中活 動の場がな
くなってしま いまして 、それでちょ っと心配 なところが多 々出てく ることがあ
るということ で、そう いった実情は なかなか 見えない部分 もありま して、そう
いったところ がちょっ と課題として はあると いうことが出 されまし た。
また、精神 障害の方 が脳梗塞です とかがん とか、そうい った病気 にかかった
ときのサポー ト に課題 があるという ことも出 されました。
また、作業 所後の余 暇支援のこと 、これは 従来から出て おります けれども、
そういったこ とも出さ れたりしまし た けれど も、 そういっ たいろん な 支援者か
らの課題もあ りますし 、また、別の 委員から は、むしろ計 画相談全 体の課題を
取り上げて検 討してい くべきではな いかとい う意見も出ま した。
こういった 形で 、今 後そういった ものを中 心にやってい きたいと いうことで 、
次回は次年度 というこ とになります ので、次 年度に向けて 、そうい った課題を
どのようにや っていく かという こと を、また 相談支援部会 の中でも 検討し、協
議会の中でも 検討して いただいて、 取り組ん でいきたい、 そういっ た形で前回
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の部会のほう は終わり ました。
以上、報告 させてい ただきます。
【委員長】
【委員】

部会の 方々 の補足を お願いし ます。
今まで３ 年ぐらい、こ の相談支 援部会をやっ てきて、 主に計画相

談の話し合い だったん ですけど、今 後、その 中でどういう ふうにや っていった
らいいのかな というと ころが、見え なかった 部分はあるん ですけど 、今回のこ
とで、最初に 課長がお っしゃったよ うに、ネ ットワークの 構築とか 、この市内
で社会資源が 何が足り ないのかとい うのを、 この相談支援 部会の中 で洗い出し
て、それをこ の協議会 に出して、市 のほうに 訴えていきた いなとす ごく感じた
部会でした。
前回の部会 の中でも 、一つ一つの 課題の中 で、社協では こういう 協 力がある
とか、ほかの 市ではこ ういうサービ スがある とかという提 案も出て いるので、
それを協議会 の中で提 案していきた いなと思 って、差別解 消法じゃ ないですけ
ど、地域で暮 らすため に何が足りな くて、ど うやってみん なで知恵 を出し合っ
ていけばいい のかなと いうのを考え ていける 部会でありた いなと思 っています 。
【委員】

まだ今年 １年間、参加 させてい ただいている だけなん ですが、ふ

だん精神障害 者と関わ る 現場におり ますので 、 どうしても 自分たち の 精神障害
というものに 特化して いる施設のこ とはわか るんだけれど も、ほか の知的障害 、
身体障害の方 のことが なかなか見え てこなか った部分が、 やっぱり いろいろな
地域の中での ほかの障 害の課題も見 えてきて 、それを一緒 にまとめ 上げて、市
に提案してい くことが 大切なのかな というこ とを感じた次 第でござ いました。
以上です。
【委員】

私は身体 障害者の会な んですけ れども、みん な高齢者 で、日常生

活においては あまり心 配がないと言 っちゃな んですけれど も、今の ところあれ
がございませ ん。
【委員長】

相談部 会については 、お話が あったように 、発足当 初に計画相

談がスタート したこと もあって、そ れに大分 重点を置いて 検討して きた経緯が
あります。昨 年度ぐら いから、計画 相談もも ちろん大事だ けれども 、もう少し
相談全般に関 する議論 を進めてい く 必要があ るという考え 方にシフ トしてきま
した。困難事 例 への 相 談のあり方 、 相談のニ ーズがあるは ずなのに 相談に 繋が
らない方の対 応、相談 終了後の実際 の支援 と その 資源量な どです。 そうしたこ
との検討に今 後はかじ を切らな けれ ばならな い ことが議論 されて、 来年度から
それを始める というこ とです 。
計画相談な しでは 今 の制度ではサ ービス を 使うことがで きず 、そ して 東久留
米について言 えば、セ ルフプランで はなく 専 門の人と共同 して計画 をつくるか
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らこそ、ニー ズに応じ た支援が受け られると いうことを大 切にして き ました。
その質をこれ まで以上 に保ちつつ、 新たなテ ーマの 検討が これから の課題だと
思います。
それでは前 半部を終 了します。 １ １時５分 まで、お休み をいただ きまして、
その後に、第 ３期障害 福祉計画の振 り返り、 そして市民の 方々との 意見交換 を
行いたいと思 います。
（
【委員長】

休

憩

）

それで は再開したい と思いま す 。第３期障 害福祉計 画の２６年

度振り返りで す。最初 に 行政から説 明いただ き、 その後委 員の皆様 からご意見
いただきたい と思いま す。それでは 係長、よ ろしくお願い いたしま す。
【管理係長】

私の ほうから、第 ３期東久 留米市障害福 祉計画Ｐ ＤＣＡ表に

ついてご説明 させてい ただきたいと 思います 。座ってご説 明 をさせ ていただき
ます。
資料４－６ になりま す。第３期東 久留米市 障害福祉計画 について は、平成２
４年から２６ 年度の間 の主に 障害福 祉サービ スにかかわる ものにつ いて、計画
値を定め、そ の実績が 出た時点で、 この自立 支援協議会の 中で点検 、評価をし
ていただいて 、改善、 ＰＤＣＡのサ イクルを 回していくと いうもの になってお
ります。平成 ２６年度 の実績 を受け て、今年 度の第２回の 自立支援 協議会の中
でいただきま したご意 見、評価のほ うを落と し込んだ表に なってお ります。
めくってい ただいて 、まず施設入 所者の地 域生活への移 行につい てご説明さ
せていただき ます。こ ちらの数値に つきまし ては、３年間 で１４名 ということ
で、施設に入 所されて いる方や病院 に長期入 院されている 方が、地 域に何名移
行してくるか という計 画値を立てた ものでご ざいます。２ ４年が８ 名、２５年
が６名、２６ 年が５名 ということで 、合計３ 年間で１９名 の方が地 域に移行さ
れました。
協議会の中 でいただ いたご意見と しま して は、市内に戻 りたい人 のためのグ
ループホーム が必要、 住まいの場と 通う場、 生活を支える 仕組みが 必要という
ご意見をいた だきまし た。
評価としま して、数 値目標 を達成 している ことは評価で きるが、 日中活動と
つなぎながら 安心して 地域に出られ る仕組み や制度が必要 という評 価をいただ
きました。
改善としま して、引 き続き地域移 行を推進 するとともに 、グルー プホームや
通所先の確保 など、地 域での環境整 備を進め ていくという 形で書か せていただ
きました。
ページを進 んでいた だいて、福祉 施設から 一般就労への 移行のペ ージをごら
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んください。 こちらの ほうは、福祉 施設、主 に就労移行支 援、就労 継続支援Ａ
型・Ｂ型を利 用されて いる方が、ど れぐらい 一般就労へ結 びついた かというも
のになってお ります。
こちらも３ 年間各年 度の合算で２ ４という 計画値を立て ておりま して、平成
２４年度は１ １名、２ ５年度は１４ 名、２６ 年度は１４名 というこ とで、合計
して３９名の 方が３年 間で一般就労 へ移行さ れました。
協議会でい ただいた ご意見としま しては、 単純に数字だ けでは評 価できない
部分もある、 事業所も アセスメント 力を高め る必要がある 、人それ ぞれに応じ
た支援をして いく必要 がある という ご意見を いただきまし た。
全体の評価 としまし ては、数字自 体、実績 自体は評価で きるが、 さらに数字
を上げていく 必要があ る、また、特 に就労移 行支援の数値 が横ばい になってい
るのが課題で あるとい う評価をいた だきまし た。
改善としま して、事 業所間の連携 を図り、 実績だけでな く支援の 内容を充実
させるという ことで記 入させていた だきまし た。
めくってい ただいて 、障害福祉サ ービス、 まず訪問系サ ービスに ついての意
見と評価の部 分になり ます。こちら のほうは 、居宅介護、 重度訪問 介護、同行
援護、行動援 護、東久 留米市におい ては実 績 はないんです が、重度 障害者等包
括支援のサー ビスにつ いて、計画値 と実績を まとめたもの になって います。こ
ちらの表がち ょっと見 にくいんです が、それ ぞれのサービ スの利用 者の合算と
利用時間の合 算が 、 合 計、目標値と いうこと で書いてあり ます。
２６年度の 実績を受 けまして、協 議会のほ うからいただ いたご意 見としまし
ては、実績が 横ばいな のは需要を満 たしてい るからではな く、ヘル パー不足と
いう状況があ るからで ある、また、 ヘルパー の資格 取得が 難しくな ってくるの
で、市内で研 修を受け られる環境が 必要との ご意見をいた だきまし た。
全体の評価 としまし て、重度訪問 介護の利 用が増えてい ることは 評価できる
が、ヘルパー 不足でサ ービスを提供 できない 状況もあり、 改善が必 要との評価
をいただきま した。
改善としま して、市 内、東久留米 市や近隣 の市で研修を 受けられ る環境づく
りを今後検討 していく という形でま とめさせ ていただきま した。
ページを移 っていた だいて、次は日中 活動 系サービスに ついてで ございます 。
こちらのほう は、生活 介護、自立訓 練、機能 訓練と生活訓 練、就労 移行支援 、
就労継続支援 Ａ型・Ｂ 型、療養介護 、短期入 所のサービス について 、実績と計
画値をまとめ た ものに なっておりま す。
２６年度の 実績を受 けて協議会か らいただ いたご意見と しまして は、就労Ｂ
を利用するの に就労移 行支援を挟ま ないとい けないという 件につい て、事業所
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の数、定員が 足りてい ない状況があ る、家を 出られない人 の支援を どうするか
という課題が ある、短 期入所に関し ては、グ ループホーム に入りた くても入れ
ずに、利用せ ざるを得 ない状況があ るという ご意見をいた だきまし た。
精神障害の 方が中途 で利用する場 合や新卒 者の場合、就 労移行支 援の問題は
早急に対応す る必要が あるというこ とで、評 価のほうを書 かせてい ただきまし
た。
改善としま しては、 卒業者等が就 労Ｂを利 用するために 、就労移 行支援での
アセスメント を実施し ていくという ことでま とめさせてい ただきま した。
ページをめ くってい ただいて、 居 住系サー ビスについて でござい ます。共同
生活援助、共 同生活介 護、施設入所 支援、こ ちらの実績と 計画値に なっており
ます。法が 改正され ま して、共同 生活援助 、グループホー ムのこと なんですが、
そちらと共同 生活介護 、前はケアホ ームと言 っていたもの なんです けれども、
そちらのほう が２６年 から１つの制 度になり ましたので、 数値をま とめさせて
いただいてお ります 。
２６年度の 実績を受 けまして、い ただいた ご意見としま しては、 市内に給付
費が受けられ ない事業 所がある、計 画値があ るのはわかる が、利用 者の要望が
受けとめられ ないと、 地域移行の流 れに逆行 することにな ってしま うというご
意見をいただ きました 。
評価としま しては、 市内で給付費 の対象に なっていない グループ ホームがあ
り、利用者の 不利益に ならないよう 方向を考 える必要があ る。
改善につき ましては 、既に策定さ れている 第４期障害福 祉計画に のっとり、
地域移行を推 進してい く、また、新 しい法の 施行や社会需 要への柔 軟な対応を
検討していく というこ とで、改善の ほうをま とめさせてい ただきま した。
ページを進 んでいた だいて、相談支援 、計画 相談にかかわ るものに なります。
こちらのほう は、実施 が平成２５年 度からの 実績という形 になりま すので、２
年間の実績と 計画値を 載せさせてい ただいて おります。
いただいた 意見とし ましては 、数 をこなす ので精いっぱ いの状況 がある、利
用者、事業所 、市役所 とのやりとり がもう少 し簡素化でき ないか、 給付費が少
ない、相談支 援専門員 の資格要件が 厳しいな ど、課題があ る、訪問 し家庭を把
握するという ことの大 切さを改めて 感じた、 関係者 会議が 必要だが 、電話で状
況確認をする 以上のこ とはなかなか 難しい状 況である、利 用者への 周知は進ん
でいるが、社 会資源な ど利用できる ものが限 定されており 、今ある サービスの
組み立てで終 わって し まって いる、 書類あり きでマネジメ ントまで 手が回らな
い状況である といった ご意見をいた だきまし た。
評価として は、給付 費や人的な課 題はある が、丁寧にや っていく ことで適切
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な支援につな がるもの なので、市だ けの課題 ではなく、こ れまでの 制度的な問
題であるとい うことで まとめさせて いただき ました。
改善につい ては、評 価を受けてと いう形で す が、支援の 内容につ いても今後
充実させてい くという ことでまとめ させてい ただきました 。
ページをめ くってい ただいて、自 立支援医 療の部分にな ります。 こちらのほ
うは、更生医 療、育成 医療、精神通 院医療と いう３つの医 療費助成 に ついての
実績と計画値 をまとめ させていただ いており ます。
いただきま したご意 見としまして は、制度 としては よく 使われて おり、比較
的よい状態で ある、通 院や通所をや めてしま い、孤立無援 になって しまった人
をどう通院に 結びつけ るかという課 題がある というご意見 をいただ きました。
評価としま しては、 実績、数 字と しては安 定してきてい る状態で ある、改善
としましては 、引き続 き制度に 則り 適切に支 給決定をして いくとい うことでま
とめさせてい ただきま した。
続きまして 、ページ を移っていた だいて、 補装具の部分 になりま す。補装具
につきまして は、協議 会の中では特 にご意見 はなかったん ですが、 評価としま
しては、計画 値に達し てはいないが 、申請が あったものつ いては断 らずに 支給
している実態 があり、 現時点で大き な問題は ないとさせて いただき ました。
改善につき ましても 、引き続き制 度にのっ とり適切に支 給決定を していくと
書かせていた だきまし た 。
ページをめ くってい ただいて、地 域生活支 援事業 、相談 支援事業 についてで
ございます 。こち らに つきましては 、こ の地 域自立支援協 議会や相 談支援事業、
市内では「さ いわい福 祉センター」 が身体と 知的、精神障 害につい ては「める
くまーる」と いうこと で、２カ所委 託相談支 援事業所がご ざいます が、そちら
のこと。住宅 入居支援 事業としては 、当市で は制度はない んですけ れども、あ
とは成年後見 制度、２ ４年から実施 している ものですが、 平成２６ 年度の実績
はなしという ことで、 実績の報告を させてい ただきました 。
協議会から いただい たご意見と し ましては 、相談支援部 会につい て、個々の
ケースに関す る事例検 討が中心とな ってしま い、各委員の 職種等が 生かされて
いない状況で あるとい うご意見をい ただきま した。
評価として は、計画 相談の事例を 話し合う 場と一般相談 に関する 話をする場
を分けたほう がよい、 改善として、 施設代表 者会を活用し て、計画 相談の話は
そちらの場で やると書 かせていただ きました 。
ページを移 っていた だいて、移動支援 にか かわるところ の部分で ございます 。
こちらのほう も、実施 箇所の数、利 用者数、 利用時間につ いて、計 画値と実績
をまとめさせ ていただ いており ます 。
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協議会でい ただいた 意見としまし ては、訪 問系サービス と同様、 ヘルパー不
足の状況があ る、最低 賃金の見直し がされて いる中、移動 支援の報 酬、単価が
変わっていな いという ご意見をいた だきまし た。
全体の評価 として、 ヘルパーの実 態調査を 実施し、来年 度以降の 課題として
いく、改善に ついても 、実態調査を 実施し、 対策を検討す るとさせ ていただき
ました。
ページをめ くってい ただいて、コ ミュニケ ーション支援 事業につ いてでござ
います。こち らのほう は、手話通訳 の派遣の 実績、今日は ちょっと この場にい
ないんですけ れども、 要約筆記 とい って、発 言を紙やパソ コン上で 書いたもの
をスクリーン に投影し たりといった サービス についての計 画と実績 を載せさせ
ていただいて います。
協議会の意 見としま しては、この 計画値と 実績 で、実績 のほうが 数が多くな
っているんで すけれど も、ちょっと 差があり 過ぎるのでは ないかと いうご意見
をいただきま した。
評価として は、実績 が上がってい るので、 実情に合った 派遣をし ていくとい
うことで、改 善につき ましては、実 績の向上 、数字の上昇 にあわせ て、市の登
録通訳者の養 成を図っ ていくとさせ ていただ きました。
ページを移 っていた だいて 、日常 生活用具 給付事業の欄 でござい ます。こち
らのほうは、 日常生活 用具の種類に 応じて実 績と計画をま とめてお ります。
こちらにつ いては、 協議会の中で は特にご 意見はなかっ たんです が、評価と
して、今後も 支給基準 に沿って申請 があった ものについて は認めて いくという
ことで、改善 のほうも 、引 き続き制 度にのっ とり適切に支 給決定を してまいり
ますというこ とで まと めさせていた だきまし た。
ページを移 っていた だいて、地域 生活支援 センター機能 強化事業 についてで
ございます 。こち らの ほうは、「めるく まー る」と「さいわ い福祉 センター 」の
機能強化事業 に関する 利用実績 、利用者 数を まとめさせて いただい ております 。
いただきま した意見 としましては 、計画値 は５人ずつ増 えている が、なかな
かそういった 形で利用 者が増えるも のではな い、今後中途 障害で在 宅の方に対
するデイサー ビスなど を担っていく など、方 向性を見直す 時期が来 ているので
はないかとい ったご意 見をいただき ました。
評価としま しては、 特に精神障害 者の方に ついては、場 の提供と いうことが
必要である、 改善につ きましては、 利用者や 関係団体のニ ーズを聞 きながら、
方向性を検討 していく とまとめさせ ていただ きまし た。
最後のとこ ろですが 、その他事業 として、 日中一時支援 の実施箇 所と利用者
数、手話講習 会の修了 者の数、自動 車運転免 許取得 の助成 制度があ るんですけ
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れども、それ の実績と 、自動車改造 助成事業 の実績、計画 値のほう をまとめさ
せていただい ておりま す。
いただきま したご意 見としまして は、日中 一時は、不登 校の子ど もなどの利
用者から必要 とされて いると感じて いる、日 中一時の連絡 会を復活 させてほし
い、放課後デ イサービ スを使えなか った方の 利用が増えて いるとい うご意見を
いただきまし た。
評価として は、事業 所間の連携を とりなが ら 、成年の余 暇活動の あり方も含
め、今後検討 していく 、改善につき ましては 、日中一時の 利用増に ついて、適
切な利用を図 っていく 、日中一時の 事業所連 絡会について は、開催 に向けて検
討していくと いうこと でまとめさせ ていただ きました。
最後にちょ っとペー ジをめくって いただい て、参考資料 になるん ですが、放
課後デイサー ビスの実 績について載 せさせて いただいてお ります。 放課後デイ
サービスにつ きまして は、新しく作 成されて いる第４期の 障害福祉 計画につい
ては、その計 画の中で 計画値等が設 定されて いるんですけ れども、 第３期の時
点では、児童 福祉法に かかわるサー ビスとい うことで、ち ょっと計 画値等は設
定されていな かったん ですが、自立 支援協議 会の中でも議 題によく 上がるもの
ということで 、実績の ほうを報告さ せていた だきました。
ＰＤＣＡ表 の説明に ついては以上 になりま す。
【委員長】

どうも ありがとうご ざいまし た。 継続して 検討して きた資料 で

すけれども、 何か委員 の方でご意見 等ござい ま すか。
途中計画の 数値を参 考に 、第 ４期の数 値を この協議会で つくった わけですが 、
今出されたよ うな課題 は、解決する 方向 の数 値になったの ではない かと思いま
す。
それでは、 後半 の市 民参加型 の時 間に進み たい と思いま す。 本日 ご参加の市
民の方々から ご意見を いただいて、 この協議 会と 意見交換 したいと 思います。
本日は障害者 差別解消 法や障害福祉 計画を中 心に検討しま した が、 それらも含
めて、市民の 方からご 意見を伺いた いと思い ます。ご発言 のときは 恐縮ですが
お名前をいた だければ と存じます。
【市民】

前沢に住 んでいます ○ ○と言い ます 。もうこ れは一緒 ということ

でいいんです か。
【委員長】

時間も あまりありま せんので 、テーマを細 かく区切 らずに お話

し下さい。
【市民】

そういう ことです か。 じゃ、そ れぞ れあった ので、短 くさせてい

ただきます。
１つは、１ 番の 施設 入所者絡みの ところな んですけれど 、質問と しては、待
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機者数という のは一体 市内に何人い らっしゃ るのか、その 数値に基 づいて５年
後を予想する とどんな ふうに予想さ れるのか 、だから目標 はこんな ふうになる
んですよとい うもので 出てくるのか なと思っ て聞いていた んですけ れど、どう
もそうはなっ ていなく て、初めに目 標値とい うのがどんと ある。
これって計 画をつく っていく上で 、私には 理解がとても しづらく て、やっぱ
り目標という のは、実 態を把握して 、実態調 査をして、そ のもとで 目 標値を検
討していくの が、計画 のあるべき姿 ではない かと思うんで す。会長 さんはしっ
かりこの２年 間やって きてくださっ たと思う んですが、最 後という か、会長の
今後、この東 久留米の 福祉計画をつ くってい く上に当たっ ての見解 というか、
基本みたいな ところに ついて、ご意 見を伺え ればと思いま す。
もう一つは 、差別解 消法の絡みの ところで 、 先ほど解説 をお伺い していて、
本来障害者権 利条約で は、差別解消 法ではな くて、差別禁 止法とい うことで展
開されていた はずなん です。でも我 が国の場 合は差別解消 法という ことで、４
月１日から施 行される 。
だけれど、 どなたか おっしゃって いました けど、努力目 標という レベルでは
なかったと思 うんです 。民間におい ても努力 義務という義 務が課せ られている
法律ですし、 課長もお っしゃってい ましたけ れど、地方自 治体だっ たら義務な
んです。義務 という意 味を、じゃ、 行政はど のように捉え ているん だろうとい
うことで、大 変不安に なるんですけ れど、１ つは、この４ 月１日か ら行われる
差別解消法を 、東久留 米の市民がど れだけ知 っているんだ ろう。
省庁では学 習された というのは報 告されま したけど、市 民が一体 どれぐらい
知っているの か。それ に対して市は 、 行政と して義務だと 言うのな らば、どれ
だけ広報しよ うとして いるのかとい うのが全 然見えてこな い。ぜひ その辺を教
えていただき たいとい うことと、も う一つは 、義務なんだ から、今 まで どおり
の窓口という か、よく わからない窓 口で、よ くわからなか ったら最 終的には何
とか文化課が 聞きます よと。
それじゃな いんじゃ ないの。せめ て窓口を 明らかにして 、せめて 施行１年間
ぐらいは、こ こが窓口 ですという看 板ぐらい は出して、せ めて何か あったとき
にはここに電 話下さい という専用電 話をつく るぐらいのこ とがあっ たって、ま
ちとしては当 然なんじ ゃないか なと 思うんで すけど、義務 と言って いて、やる
ことが何もな いという のはあんまり じゃない かと思いまし たので、 ちょっとご
意見を申し上 げました 。
以上です。
【委員長】

どうも ありがとうご ざいまし た。待機者数 について もう少し詳

しくお願いし ます 。
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【市民】

待機者数 というか、そ もそもグ ループホーム とか入所 機関……。

ニーズという か、高齢 者とか保育所 だったら 待機者数はこ れだけで すよ、でも
実際はこれだ け足りて いなくて、で もこのま ちは財源が少 ないので 理解してく
ださいよとい うことで 、市民と の話 し合いが 成り立つと思 うんです け ど、この
分野では、最 初に目標 値としか書か れていな くて、一体こ の目標値 というのは
何に基づいて 出ている の、最初の予 算だけで 決まっちゃっ ているの というか、
よくわからな いんです よね。
ぜひ、グル ープホー ムを希望して いる人は 今これだけい るんです よ、１０年
後は誰もわか らないか ら、５年たっ たらお父 さんやお母さ んは何歳 になって、
この人たちは 何歳にな るんだから、 これ以上 に増えますよ ねという のを考える
のが計画なん じゃない ですかという 意味です 。済みません 。
【委員長】

どうも ありがとうご ざいまし た。 １つ目の 計画づく りです。 本

日見てきた第 ３期 計画 です が、この 策定では この協議会設 立前でし た 。もちろ
ん行政だけで 策定した わけではなく 、関連団 体等にヒアリ ングしな がら 進めた
とは聞いてい ますが、 それでもやは り実態に 即し てはいな い 数値に なった面も
あるのではな いかと 思 っています。
そこで第４ 期をつく るに当たって 、この協 議会が設置さ れ まして 、 ここで計
画数値を確認 するとい う手続きをと りました 。協議会 はもちろ ん当 事者、家 族、
支援者、市民 の参加で すので 、その 意見は一 定は 反映され たと思っ ています。
策定にあた っては、 市内在住の障 害のある 方とその家族 に 対して アンケート
を行い、また 関係 団体 に対してヒア リングを 行 い、数値目 標を 設定 しました 。
今おっしゃ られたよ うに、 全ての 障害のあ る人や家族の ニーズを 把握できた
のか、例えば 、 グルー プホーム 希望 者は市民 の中に何人い て、 実際 の グループ
ホームの受け 入れ 数は どのぐらいか など、そ こまで丁寧に 数値を把 握できたか
というと、厳 密な数値 は把握できて いない と いう課題はあ ります 。
アンケート の手続き ですが、無 作為で、２ ,２００、抽出率 ２５ ％ ですけれど
も、全数調査 ではない という課題は 確かにあ るでしょう。 有効回答 数も約６割
です。ですけ れども、 そのデータを 参考にし て ニーズを調 べられた かとは思い
ます。今ご意 見いただ いた 、実態に 基づ く目 標なのかにつ いては、 一定程度は
ニーズを反映 させられ たと 考えてい ます。
しかし、現 実には 問 題もあります 。例えば 、 今回も議論 になりま したけれど
も、グループ ホームの 数は足りてい るのかと いえば足りて いないわ けで、それ
をどう増やす のか、 あ るいは 成人の アフター ファイブ や休 日活動保 障 のことな
どです。制度 上難しい 問題ではあり ますが 、 丁寧に継続し て 議論す べき問題だ
ということだ と思い ま す。
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このように 、 第３期 と比べれば 、 市民の意 見を反映する 手続きで 、 第４期の
数値は決めら れたと思 います。この 協議会が 策定に参画し たという ことも重要
でしょう。一 方で 改良 すべきことも 多々あり ますので、そ れについ ては継続し
て検討してい く必要が ある と思って います。
それから 、差別 解消 法のところの 義務とし てのあり方 、これ は ご 指摘の通り、
努力目標では なくて努 力義務 です。 行政は義 務であ り、民 間にも努 力義務があ
るということ で す。 民 間も努力義務 であるこ とを意識し、 きちんと 指導を受け
ていくことが 、この法 律の大事なこ と だと思 います。ご指 摘の よう に、もとも
とは「障害者 差別禁止 法 」として検 討が始ま った法律です 。この禁 止というこ
とをもっと本 来は強く 打ち出してい くべきだ ということに ついては 、私も同感
です。部会長 、補足を お願いします 。
【委員】

おっしゃ るとおりなん です。自 立支援協議会 でもやっ ぱりしっか

りと先ほども あったよ うに、何が差 別なのか ということを 取り上げ なきゃいけ
ないだろうと いうこと で、お願いは していた んですけれど も、予算 がない、国
から予算がお りていな いということ が結構言 われていたの で、ない ならないな
りにやれるん じゃない かという話は させてい ただいていま す。
そういう意 味で 、明 らかにすると いうとこ ろから始めた いと思っ ているので 、
ぜひ自立支援 協議会の 中に障害者差 別解消支 援地域協議会 をつくる ということ
と、要綱の中 はやっぱ りその差別問 題に対し て、きちっと 提言でき るような内
容にしてほし いとお願 いしています 。 頑張り ますので応援 してくだ さい。
【委員長】

ご提案 があったよう に、 もっ とアクセス が 容易なも のをつくる

べきではない かという ご意見だと思 います。 何が差別なの か を気軽 に聞ける窓
口であるとか 、電話 の ようなものの 設置です 。 そういった ことにつ いては この
協議会でも引 き続き検 討して、 行政 に検討を お願いしたい と 思って います。
【委員】

今、差別 解消法につい てのお話 でしたけれど も、やは り障害者は

みんなまちま ち。私は 耳が聞こえな いので、 聴覚障害者が 差別を受 けるのは何
か、目の見え ない人は 何かというの は、やっ ぱり違うと思 いますの で、十把一
からげに障害 者の差別 なんて言うの は難しい と私は思って いるんで す。ですか
ら障害者団体 が、自分 たちが差別を 受けてい ることをまず まとめて 、そして市
に要望してい くという 方法ではない かなと私 は思っていま す。
【委員】

数値のと ころで、市民 の方から 意見をもらう のは当然 だし、そ う

いうふうにお 願いして きたんだけれ ども、ア ンケート調査 の抽出の 仕方という
のが、行政に 頼んでい るもので、こ ういう仕 方でしかちょ っと捉え られなかっ
たという意味 で、反省 はしていかな くちゃい けないなと思 っていま す。
ただ、当初 のころっ て、わりとい ろんなも のをやり始め てきた中 で、数値は
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あっても、ニ ーズがあ ればどんどん つけてく れていた時期 があった んです。た
だ、ここにき てやっぱ り特にグルー プホーム が頭打ちとい うか、な かなかつく
れない状況。
当初は東久 留米 市 も どんどんつく って、親 なき後の対応 をしっか りやらなき
ゃいけないよ ねという 話で進んでき たんです が、昨年ぐら いから、 もういいん
じゃないかみ たいな話 が出てきてい るので、 おっしゃるよ うに、グ ループホー
ムがどれだけ 必要なの かという具体 的な数値 をやっぱり出 さないと 、動かせな
いんじゃない かなとは 思っています ので、そ ういう意味で 、障害者 の人生、ど
ういう暮らし があるの かということ をイメー ジし、みんな にわかっ てもらうこ
とと、なぜグ ループホ ームが必要な のかとい うことも含め て、これ からは、や
っぱり数値を しっかり と固めなきゃ いけない 時代になって いるのか なという認
識をしていま す。
【市民】

知的と身 体の障害の息 子がいま す。

それで一番 の要望は 、先ほどから 出ている ようなグルー プホーム の増設のお
願いです。３ 年間の今 までの達成度 というと ころから見る と、入所 していると
いうか、利用 している 人数はほとん ど変わっ ていないので 、やはり これがなか
なか前進して いないな と思うので、 この辺 の 計画化をぜひ 、市とし ても考えて
いただきたい と思って います。
それから具 体的なこ とですが、 う ちの子供 は車椅子なん ですが、 最近段差の
解消をちょっ とお願い して、切れ込 みを入れ てくれたんで す。ただ 、今の新し
い段差の解消 のスロー プというの は 、真ん中 に緑色の出っ 張ったと ころがあっ
て、両端にも 出っ張っ たところがあ って、車 椅子用のスロ ープ部分 が非常に狭
いんです。聞 くところ によると、盲 人の方の 安全対策だと いうんで すが、やは
り非常に車椅 子の利用 者からすると 使いづら いし、 その真 ん中の出 っ張り、両
端の出っ張り も邪魔だ なということ で、もう ちょっと皆さ んが安心 して使える
ような段差に してほし いというのが 、一つ の 要望です。
それからも う一点は 、市の広報が きのうう ちにも届けら れたんで すが、これ
を見ると、来 年度から ですか、障害 者手当の 削減というこ とが報じ られていた
んです。
市ではこう いう 障害 者福祉計画と か自立支 援協議会 で市 民の意見 を聞いて、
少しでも障害 者の人が 安心して暮ら せるよう な計画づくり を進めて いると思う
んですが、そ れに対し て、こういう ところに は乗っかって こないと ころで、障
害者やその家 族の経済 的な家庭状況 、 そうい う家庭生活を 掘り崩す ような 手当
の削減という のは 。 障 害者が安心し て暮らし ていくため に 、いろい ろ 貯金をし
たり、生活費 がかかる ところに対す る社会の 手当だと思う んですけ ど、難病者
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の方の手当だ とか、あ るいは 、障害 者が６５ 歳以上になっ てから申 請すること
はできないみ たいなこ とだとか、あ るいは学 齢期の子供た ちに対す る障害者手
当が廃止され ていく方 向ということ が、きの うの広報に書 いてあっ て、ほんと
うに市は何を 考えてい るのかなと 。 やってい ること と実際 に目標に しているこ
ととは、随分 乖離があ るんじゃない かなとい うことで、大 変残念で す。これは
意見です。
【市民】

グループ ホームの件に ついても う少し伺いた いと思っ て手を挙げ

ました。
先ほどから 、いろい ろアンケート の件とか おっしゃって いまして 、私もこの
アンケートは 、全数で はないですけ れども、 障害のある方 とか、家 族の方の願
いとか声を反 映した結 果が 、非常に 出ている んじゃないか なと思い ました。と
ても評価がで きるなと 感じておりま す。
その中でも やっぱり 地域移行、地 域で暮ら す暮らしづら さという のが、非常
に多く挙げら れていま す。その中で 、知的障 害、精神障害 、発達障 害の方の意
見が非常に多 く述べら れていました 。同じよ うにグループ ホームの 要望も、そ
の方たちの要 望がすご く強かったと 、昨年も この会に出て 資料を見 せていただ
いたときにそ ういうふ うに感じまし た。
その中の話 なんです けれども、や っぱりそ ういうニーズ に基づい た、先ほど
委員がおっし ゃったよ うに、正 確な 数を固め ていきたいと いうのは 非常に重要
なことだと思 うんです けれども、そ の数で言 いますと、先 ほど報告 がありまし
た、居住系サ ービスの ところの計画 値が１２ ５の中で、実 績数が１ ０４という
ことで、マイ ナス２１ になっており ます。
この数につ いては、 あまり内容は ご説明が なかったんで すけれど も、先ほど
委員の中で、 頭打ちに なっていると いうご意 見があったり 、あるい は短期入所
のところで続 けていっ て、グループ ホームに 入れないとい う、協議 会の意見が
実態としてあ る とご説 明されて、こ こ にもう 一つあるのは 、協議会 の中の意見
が具体的に示 されてい るので、この 数字をと ても理解する ために、 具体的な姿
として見えて きたなと 先ほど聞いて いたんで すけれども、 その中で 、そういう
グループホー ムの足り なさみたいな ことが表 面化している と思うん ですけれど
も、この数字 は、なぜ この１０４と マイナス ２１になって いるのか 、もう少し
そのあたりを 具体的に 教えてほしい と思いま す。
【市民】

施設に勤 務いたしてお ります。 ＮＰＯ法人で すね。就 労継続支援

Ｂ型施設です 。昨年、 Ａ型も導入い たしまし た。それで、 私が自分 の立場で言
っていいのか 、ちょっ とわからない んですが 、協議会の方 々、 それ から大勢の
方々が、グル ープホー ムについてい ろいろ努 力してくださ っている ことに感謝
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いたしており ます。
さりとて、 私は自分 が現在グルー プホーム を進めている 中で、実 際にもうで
きて、昨年の ７月から 始めているわ けです。 それで、私た ちがこの 考えを進め
たのは、既に ３年も 前 なわけです。 そのとき に 市の方々は 、非常に 協力的に、
ぜひ進めてく ださいと いう話だった んです。
昨年度から 、それが 急に変わって しまった わけです。 そ れで、行 政はやっぱ
り市民の日常 の中でそ ういったこと を、連続 性をもっと重 視して考 えていただ
きたいと思う わけ です 。市の窓口の 方々が大 きく変わって しまって 、持ってい
きようにもも う、持っ ていきようが なくなっ てしまったり する 、そ ういう現実。
それから東 京都の方 針と市の方針 が、また これ違う。東 京都は進 めてくださ
い。市がだめ になりま した。予算。 初めに予 算ありきとい う感じが どうしても
してしまう。
それから、 この３年 の計画ですが 、これも やはり社会の 要請に応 えて、修正
がなされてい っていい と思うんです が、その 辺いかがでし ょうか。
それからも う一つ、 別の視点のこ とですが 、どれだけ市 内に利用 する人々が
いるかという こと、ア ウトリー チ、 このこと も今後 進めら れて、先 ほどの中に
もあると思う んですが 、それもぜひ 、例えば さいわい福祉 センター とか、一番
共通した連携 の場所に つくっていた だきたい なと思います 。
【委員】

先ほどあ った数値なん ですけれ ども、この表 が平成２ ７年３月の

実績というふ うになっ ていまして、 その後、 １２名のグル ープホー ムと、あと
は６名のグル ープホー ムができて 、実質 今１ ２２になって いるんで す。それ で、
あとは３名と いうこと で、あと３名 について はサテライト 型みたい な形でその
数字を考えて いて、ま だそこは埋ま ってはい ないのが現状 になって い ます。
○○さんの ほうで言 った、その実 際にグル ープホームが 始まって いて、給付
費の対象にな っていな い 施設ですね 。
【委員】

それがこ の実績からオ ーバーし てしまうとい うことで 、対象にな

っていないと いうのが 市の見解にな っていま すので、それ について は協議会の
ほうでも強く 、対象に してほしいと いうのは 、毎回毎回お 話をさせ ていただい
ているのが現 状です。
手当に関し ては 、先 ほどそういう ふうに話 をいただいて いたんで すけれども 、
協議会でも話 をしてい るし、もう一 つ、差別 解消法にも絡 むんです が、今もら
っている人は 今までど おり ですよ、 これから の人はもらえ ませんよ というやり
方を、ちょっ と市のほ うで説明があ ったので 、 やっぱりそ れは新た な差別を生
むんじゃない かなと思 うから、そう いうこと も含めて、私 たちは市 ともしっか
り話をして、 理解して いって、障害 者が数字 じゃなくて、 今回の手 当の理由の
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一つとして 、難解 さと いうのがあっ たんです けれども 、ほんと うに 難しいのか、
私たちは事業 所なので なかなかわか らないん ですけれども 、その手 当の仕組み
は難しいから わかりや すくしました というの が市の見解な ので、ぜ ひそこら辺
も皆さんの意 見も聞き ながら、自立 支援協議 会で も市と協 議してい きたいなと
思っています ので、ぜ ひご意見いた だければ と思います。
【委員長】

ありが とうございま した。 部 会長のご発言 の ように 、 本日市民

の皆様からい ただいた ご意見に関連 すること は、この協議 会でも ず っと 議論し
てきたところ でもあり ます。 例えば 、 グルー プホームの数 、手当の 削減 などで
す。協議会と しては継 続しながら、 協議会と しての意見を つくって いくという
形で進めてい きたいと 思っています ので、ど うぞよろしく お願いし たいと思い
ます。
【委員】

一言だけ 。時間がない 中申しわ けありません 。グルー プホームに

つきましては 、私ども も、父兄の方 ですとか 、いろいろ話 を聞いて いまして、
非常にやっぱ り心配だ という点があ りました り、また入院 されてい る方が地域
にそのままで は退院で きなくて、グ ループホ ームを利用す ることに よって退院
ができるよう になると いう方、そう いう方が たくさんおら れますの で、ぜひ検
討していただ きたい な と思っており ます。よ ろしくお願い します。
【委員長】

ありが とうございま した。遅 々として進ま ないとこ ろもござい

ますが、障害 福祉の問 題を、 少しず つ市民 に 浸透させなが ら 地域に 根づかせて
いきたいと思 いますの で、 市民の皆 様 もいろ いろとご協力 いただけ ればと思い
ます。
お手元にア ンケート があると思い ますので 、そちらのほ う、ぜひ ご記入 下さ
い。これがま た来年度 からの協議会 の原動力 にもなります 。
それではこ れをもち まして、第４ 回、市民 参加型を含め た、東久 留米市 地域
自立支援協議 会を 終了 いたします 。 委員の皆 様、市民の皆 様、どう もお忙しい
ところありが とうござ いました。
──

- 26 -

了

──

