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会  議  録 

会議の名称 令和３年度第２回東村山市障害者福祉計画推進部会 

開 催 日 時 令和４年３月２８日（月）午後２時００分～４時３０分 

開 催 場 所 東村山市市民ステーション・サンパルネ 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者 ： 

（ 委員 ） 今井和之、郷家和子、牛木信之、稲森直孝、松江みち子、

根本信子、鈴木秀子、関根小雪、頓所恵子、阿刀田俊子、

手賀清春、村上正人、猪狩雄二、六川洋、寺田健治、齊藤

正昭、高橋千恵子 

（ 市 ） ごみ減量推進課：星野課長 

まちづくり推進課：吉川課長補佐、篠崎主任 

地域福祉推進課：新井課長、羽生主査 

障害支援課：小倉課長、松井事業係長、藤垣支援第１係長、

東給付係長、乙訓主任、笹本主事  

●欠席者 : 葉山武範 

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不可の場合

はその理由 

 

傍聴者数 なし 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．議事 

（１）久米川駅南口駅前広場の再整備に関する意見聴取 

（２）障害のある方の日常の困りごとについて 

３．その他 

４．閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部 障害支援課 

担当者名 小澤・福田 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３５７０） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

 

１．開会 

委員１７名の出席により過半数を超えているため会議が成立 

〇部会長 

  議事を進める前に、傍聴者については随時これを許可したいと思います。 

  （傍聴者なし） 

 

２．議事（報告） 

（１）久米川駅南口駅前広場の再整備に関する意見聴取 

〇部会長 

  久米川駅南口駅前広場の再整備に関する意見聴取について、事務局よりご説明願
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います。 

 

〇事務局Ａ 

  資料に基づき説明 

 

〇部会長 

まちづくり推進課より久米川駅南口駅前広場の再整備に関する意見聴取について

ご説明がありました。委員の皆さんよりご意見を伺いたいと思います。 

   

〇委員Ａ 

  現状の課題としてタイルが滑りやすいので、これについては再整備とは別に改修

を早めにお願いしたいと思います。 

 

〇委員Ｂ 

  駅前のトイレが古く、汚いので、今後もし改修するなら有料でもいいのではない

かと以前言っているかたがいました。以前、利用者のかたがトイレから西の方にあ

る横断歩道で途中の段差で躓いてけがをして救急車で運ばれたということがありま

した。整備の際には段差をなくしていただければと思います。 

 

〇委員Ｃ 

  自転車で通行する際に、駅前のトイレの前を通ることが多いのですが、路面がが

たがたしていて、トイレも大きく通りづらいと思っています。再整備では少しすっ

きりしたらいいと感じています。 

 

〇委員Ｄ 

  やはり、段差が一番気になっています。障害のあるお子さんが徒歩通学やバス通

学の際に踏切のあたりを通行することが多いので、安全に通行できるように整備し

ていただきたいと思います。 

 

〇委員Ｅ 

  東村山市は段差が多く、車イスを自分で操作する人も押してもらう人も段差を乗

り降りするのはとても大変です。車イスのかたにとっては数センチの段差も大変な

ので、ぜひフラットにしてどこにでも自由に移動できるようにしてほしいと願って

います。 

  

〇委員Ｆ 

  踏切が狭く、自転車が歩行者とぶつかるなど危ないと思っていました。拡張して

ほしいと思います。駅前のトイレですが、以前は大きな木の付近に人々がたくさん

いて危ないなあと思っていました。南口にある自動販売機ですが、雨が降ると狭く

て危ないので、大きなひさしをつけるなどの対策をするといいと思っています。 

 

〇委員Ｇ 

雨の時は傘をさしているので、再整備検討の際にはそういった雨の時の対応につ

いても考慮に入れてもらいたいと思います。 
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〇委員Ｈ 

  障害のあるかたにやさしいということは高齢者にもやさしいということだと思い

ます。買い物をする人が、ゆっくりゆっくり歩いているという状況のなかで、自転

車が間を縫ってすごい勢いで通り抜けてひやりとしたり危ないなと思うことがたび

たびあります。スペースや歩道の確保などに気を付けていただきたいと思います。 

踏切を渡った駅前交番の前の北口は、歩行者優先で交番の前のせいか車が止まって

くれてすごくありがたいと思います。南口もそんな配慮があったらいいと思いまし

た。 

 

〇委員Ｉ 

  駅前ロータリーの中もロータリーから外に向かうところも含めて、横断歩道にす

べて信号がないことが気になっていました。今までは通過する車のモラルに任せて

いるかたちになっていて非常に危険だなという印象がありました。特に踏切を超え

て八坂小学校のほうに向かう車は、続けざまに３つ４つと横断歩道を超えるかたち

になりますので、そこに信号がついたらいいのになと普段感じているところです。 

現在は、久米川駅の踏切を超えて南北に移動するところも、小平方面に進んだと

ころも、どちらも踏切を通らないと南北に移動できない構造になっていますが、踏

切を通らずにかつ駅構内を通らずに南北に通過できる道ができると、歩行者が通行

しやすい、安全に通過できる道になるだろうと期待しています。 

また、ロータリーや公衆トイレのあたりは、緑があって気持ちのいい半面、交通

量も多くて結果的に障害物になってしまっているという印象もあります。 

 

〇委員Ｊ 

３点ほどあります。１点目は駅前の大きな木の周りに設置されている囲いについ

てです。新型コロナ感染症と常に占領している人がいるからということで、こうい

う囲いをして人が座らないようにしてあるんだと思いますが、かえって高齢者たち

がそこで休めなくなっている、この囲いがすごく鬱陶しいっていうのが実感です。 

  ２点目は障害者用トイレについてです。改修できるのかどうかという問題と、ト

イレの中に車イスでも利用できるトイレを作っていただきたい。車イスでも利用で

きるトイレを作る際には、車イスで入っていったときに移動しやすいように考慮し

ていただきたい。都にも伝えたことがありますが、トイレのドアを開けて入ろうと

すると、ベビーシートが使用したまま手前に下りた状態になっていて、私たち障害

者はベビーシートを上げて通路を確保しないと中に入れない。障害者用トイレを作

る際には車イスを利用している人の意見も聞いていただきたいと思います。 

  ３点目は踏切についてです。以前に私たちの障害者団体で、久米川駅の踏切の幅

が広がらないので通行が大変なので、駅の中でホームからホームに通過できるよう

にしてもらいたいと西武鉄道に交渉して構内で移動できるようにしてもらいまし

た。今になって本当に拡張できるのかとすごく疑問に思っております。 

 

〇委員Ｋ 

  一案ですが、モザーク通りを歩行者専用にして、車イス利用者でも高齢者であっ

ても歩行者が安全に久米川駅にアクセスできるようになると素敵だと思います。ア

ーケードを作って雨の日でも安全に駅まで行けて、素敵なベンチを置いてロンドン

の街みたいにして赤とかグリーンとかにして、きれいな街になれば、お酒を飲んだ

り煙草を吸ったりってことがしにくくなるのではないでしょうか。駅の出口にカフ
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ェを作って、車を待っている人がコーヒーを飲んでということもできるような素敵

な駅にしてほしいです。 

 

〇委員Ｌ 

今ある乗り換え通路を延長してもいいのではないかと思っています。段差をなく

されたら私たち視覚障害者は困ります。確かに平らはいいと思いますが、材質を、

例えば木造にするなどの工夫をしていただきたいです。他の委員がさっき言ったよ

うに何かをするときは障害者団体を呼んでよく意見を聞いてほしいと思います。市

内の駅の中で久米川駅の南口が一番私は迷ってしまいます。 

 

〇委員Ｍ 

  久米川駅を毎日利用していますが、西の方にある横断歩道に信号がないので、左

右を確認して渡ってもう一度中州で左右を確認する。車がどの方向からこちらへ向

かってくるか分からないので、信号を設置することで、交通ルールと相互の理解の

上で横断できるようになるので、設置について検討していただきたい。ロータリー

の手前のところに路線バスが停まっていたり、バスの後ろに車がいてそれが見えな

くて渡っている最中にこちらへ向かってくるのではないかとか、時間帯によっては

横断歩道を渡るのも大変な時がありますので、ぜひ、改善いただければと思います。 

  踏切についてですが、利用者のかたで電車は利用していないけれども、居住地が

こちら側で、北口南口と渡って通所してる場合がありますが、年齢的なことも含め

てだんだんと障害が重度化して、この踏切があるがために利用を思いとどまるとい

うケースがあります。久米川駅の中に入るとエレベーター、階段等で渡れるけれど

も、そうでない場合も北口南口の通路を踏切と別の形で考えていただけると段差も

含めて合理化できると考えます。東村山駅は地下通路を使って北口南口渡れるよう

になっています。費用のこともありますし、いろいろと工夫が必要だとは思います

けれども、北口と南口がつながることで大きく可能性が広がるだろうと思いますの

で是非ご検討いただきたいと思います 

 

〇委員Ｎ 

 私は車で動くことが多いのですが、車で踏切を渡る時踏切が開いてしばらく待た

ないと自転車とか歩行者のかたがおおぜい渡って行きますので車を動かすのが怖

い。もう少し歩道が広いとお互い安心なのではないかといつも思っています。 

  ときどき利用者のかたや足の悪いかたを車で久米川駅まで送ることがあるのです

が、車をどこに止めたらいいのか分からない。障害者用の駐車スペースみたいなも

のがあるとずいぶん違うのではないかと思っています。 

 

〇委員Ｊ 

  久米川駅南口ロータリーは路線バスなどがかなり乗り入れています。現在はバス

の乗り場と降り場が分かりにくい配置になっているので、北口のようにすっきり分

かりやすくしていただいたらいいのかなと思います。 

 

〇部会長 

  委員の皆さんからご意見をいただきました。事務局からお願いします。 

 

〇事務局Ａ 

  さまざまなご意見をいただきましてありがとうございます。今後もご意見をうか
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がいながら進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇部会長 

  部会として、障害のあるかたが使いやすいような南口の計画にしていただきたい

ですし、魅力的な駅前にしてもらいたいと思います。久米川駅南口駅前広場の再整

備に関する意見聴取についてはこれで終わりたいと思います。 

それでは、ここで５分間の休憩に入ります。 

 

（休憩） 

 

〇部会長 

再開します。障害のあるかたの日常の困りごとについて、事務局よりご説明願い

ます。 

  

〇事務局Ｂ 

  議事について説明 

 

〇部会長 

  事務局より障害のあるかたの日常の困りごとについてご説明がありました。委員

の皆さんよりご意見を伺いたいと思います。 

 

〇委員Ｎ 

  精神障害者は見た目では判断しづらく、特に発達障害のあるかたは傍目からは全

く分からない。実際に職場などで、深くかかわっていくと、うまくコミュニケーシ

ョンが図れないということが生じてしまう。独特の考え方の偏りなどがあって、そ

れがなかなか社会的に理解されず、本人はすごく苦しんでいます。そのようなとき

に、精神保健福祉士が寄り添って、お互いの理解を促進できればいいと思っている

のですが、それがうまくいかないときもある。そのあたりをどのように解消してい

くのか、障害特性への理解を深めてもらうのが課題であると考えています。 

 

〇委員Ｍ 

  事業所の所在地が所沢街道の全生園に行く手前のところなのですが、横断歩道が

なく、歩道橋を利用しています。歩道橋を渡れる人は、道路の反対側にあるバス停

で降りても、歩道橋を渡って事業所に通っています。車イスや補助具が必要なかた

は横断歩道のある場所までわざわざ移動して横断しなくてはいけない状況になって

います。 

  また、車の交通量が非常に多く、時間によっては頻繁に行き交う車の合間を縫っ

て歩行しています。歩道橋は歩道橋として残していただいて、さらに横断歩道を設

置し、信号もつけていただきたい。そうすることで、交通整理ができますし、安全

に生活できる環境が整うと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 

 

〇委員Ｌ 

  視覚障害があるものにとっては、日常生活のなかでは電化製品がどんどん使いづ

らくなっている。電化製品の操作が表面のどこかにあるつるつるの画面を押して、

文字を出して、それを読んで操作するのだろうけど、それが読めないから操作がで
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きない。 

それから事業所については、事業所が利用者に寄り添っていない。事業所のやり

方があって、それに合わせられなければ派遣ができないと言ってくる。福祉に携わ

っている人たちが威張っている。 

このような状況が進んでいくと、視覚障害のあるものは家の中では暮らしていけ

なくなる。これは、市ではどうしようもない問題で、国が対策することだと思って

います。 

 

〇委員Ｋ 

 障害があると物事の理解が難しくなり、具体的なことが分からなくなり、物事の

判断ができなくなってきて一人では生活できなくなる。私の場合は、手紙や通知が

読めない、電話に出られない、体温計が読めない、大きな液晶が読めない、電化製

品のボタンがたくさんあってどこをセットしていいのかが分からない。一人暮らし

ができないので、家族がいなくなったらどうしようかと思います。火事になっても

病気があるから逃げられない。地震でも逃げられない。一人で生きられないという

ことは恐怖です。私の生活、人生はすごく困難だと思っています。 

 

〇委員Ｊ 

 ６５歳問題は、障害者を６５歳で介護保険に移行させた国が悪いということで、

市にどうこう言ってもどうにもならないという思いでいます。高次脳機能障害につ

いてですが、数年前に高次脳機能障害に関する勉強会を市民センターでやったと思

いますが、意思疎通に関する手段がなかなか大変ということでした。都のほうでは

意思疎通のためのデイジーという機械を貸与するとか、そういうような設備投資を

してもらえる制度があるというようなことは聞いたのですが、市のほうで意思疎通

が難しい人のためのツールを出すみたいな仕組みがあるのでしょうか。 

 

〇委員Ｉ 

 基幹相談支援センターでは、障害のあるかたのさまざまな相談を受けているので

すが、そのなかで最近特に多いのが文章の理解が難しいというかたの相談です。さ

まざまな手続きや更新などの通知などの書類が自宅に届いても、どれだけ重要なも

のであるのかが読むだけでは理解が難しい。通知を見ても、どう対処していいのか

が分からない。障害のあるかたにとっても分かりやすい文書の作り方ということも 

考えていかなくてはならないと、相談を受けながら感じているところです。 

  似たようなことかもしれませんが、情報の受け取り方とか届け方とかいうことも

非常に難しいものだと感じています。障害のあるかたや高齢のかたが詐欺に引っか

かってしまったり、業者が言う内容のままに契約してしまったりという事例を聞く

と、そういったことを防ぐための情報もどうやって届けていったらいいのかという

ことも非常に大きな課題だと感じています。また、契約などの際に本人確認が必要

な場合に、相談員が代わりに対応しても、どうしても本人でなければだめだと言わ

れてしまったり、手話通訳を利用して通訳者を介して話をしようとしても、手話通

訳とは話はできないと言われてしまうことがあります。最近このようなケースが増

えてきている印象があります。 

 

〇委員Ｈ 

  久米川駅南口の前に緑の囲いができて、そこに集まっていた人たちがいなくなっ

たのですが、萩山小学校の前にある公園に集まって、昼から飲酒したり大声をあげ
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たりということがあって、通学路の脇ということもあり、ＰＴＡから注意喚起があ

りました。そこで、社協や地域包括支援センター、市役所に相談したところ、うま

く解決することができました。やはり、皆さんの力で協力して考えるということは

大きな力になると改めて感じました。また、萩山町には障害のあるかたが働いてい

るパン屋さんがあるのですが、とてもおいしく、ボリュームもあり、値段以上に価

値のあるパンを販売しています。そういう素晴らしい仕事をしているところはさら

にＰＲして、もっと広く知っていただけるようになったらと思っています。 

  

〇委員Ｇ 

  病院やクリニックの受診についてですが、受診の際には前もって連絡いただいて、

どんな状況なのかを前もって伝えていただければ、その時間は空けておいたり、患

者の少ない時間を案内できるので、病院に行くことをためらわず、受診していただ

きたいと思います。 

 

〇委員Ｆ 

小平市と東村山市の境のところに六差路があります。そこを救急車が通過すると

きに、何度か危ない状況がありました。事故が起こったりしないよう、ルールを守

っていただくのはもちろんのことですが、何か工夫をしていただければと思います。 

 

〇委員Ｄ 

  知的障害があって文字が読めない、書けないという人がたくさんいます。それで

もバスを乗り継いで自力通学をしているお子さんが新秋津駅行きと清瀬駅行きの違

いをどこで見ているかというと、清瀬駅に行くバスは清瀬駅南口行と表示されてい

るので、口という字が入っているので四角の書いてあるほうに乗る、という見方を

しているとのことでした。以前、東村山手をつなぐ親の会の会報誌で、ある学校で

文字を読むのが難しい児童生徒への合理的配慮ということで、バスの前方に学校の

校章をつけてもらって、その校章のついているバスに乗るということを実施してい

るという記事がありまして、それを校長先生にお話ししたことがありました。校長

先生もいろいろと動いてくださったのですが、バス会社のほうからは難しいという

ことで結局実現はしませんでした。そのほかにも、銀行で口座をつくるのが難しか

ったりして、障害があって生きていくというのは、困りごとがたくさんあるなと実

感しています。 

 先日、利用者のかたがバスに乗る際に、バス乗車割引証を出そうとしていたとこ

ろ、後ろから来たマスクをした人に殴られたということがあって、一緒に交番に行

きました。その時、交番でいろいろと聞かれたのですが、質問になかなか答えられ

ないということがありました。それで、警察のかたが愛の手帳を見て状況を理解で

きたという様子でした。福祉の現場だけでなく、いろいろなかたに障害の手帳やヘ

ルプマークなどについての理解を深めていただく機会を増やしていってもらえれば

と感じました。 

 

〇委員Ｃ 

  東村山市には精神障害者を受け止めてくれる場所が少ないように感じています。

家族会に入っていても、実際に来る人は限られているのが現状で、家族会としても

っと機能してもらいたいと思っています。障害のある人の居場所づくり、悩みを打

ち明けられる家族会やそこで元気になれるような場所づくりということをしっかり
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やってもらいたいと思います。 

 

〇委員Ｂ 

  障害のあるかた、特に一人暮らしの高齢のかたに関しては、食事の面での心配が

あります。昼食は施設や事業所などで食べたとしても、夕食は買いに行くのが大変

だから食べないとか、面倒で同じものばかり食べているというかたもいます。そう

いう状況のかたを見て、どうしていけばいいのか考えています。 

 

〇委員Ａ 

 ぜひ障害支援課にはこれからたくさんの問題点が出てくるとは思いますが、障害

福祉に関して力を入れて頑張っていってもらいたいと思います。 

 

〇部会長 

  ご意見ありがとうございました。事務局よりお願いします。 

 

〇事務局Ｃ 

  貴重なご意見ありがとうございます。いただいたご意見のなかでいくつか回答で

きるところもございますので情報提供ということで回答させていただければと思い

ます。 

  まず理解啓発についてですが、障害のある方への理解啓発ということで、西武バ

スに関しましては、３年おきに行っている視覚障害のかたのガイドヘルパー養成研

修の中で、西武バス滝山営業所において研修等を進めながら乗務員のかたにもこの

研修に参加していただきながら理解啓発を進めているほか、ＪＲ東日本や西武鉄道

には障害者差別解消法のリーフレットを渡すなどしております。昨年度は地域活性

化包括連携協定により、イトーヨーカドー東村山店で自主製品等を展示・販売する

など理解啓発を進めています。加えて、年に数回ですが市報を活用して理解啓発を

しているところですが、委員のご意見をお聞きし、理解啓発をさらに強化していか

なくてはならないと改めて再認識いたしました。 

  障害福祉サービス事業所の魅力発信ということで、令和４年６月にサンパルネを

会場として障害福祉サービス事業所の魅力発信と福祉人材の確保を目的としたイベ

ントを開催する予定です。詳細については、市報で周知させていただく予定です。

さらなる魅力発信として、来年度、障害者自立支援協議会の就労支援部会において

就労継続Ｂ型事業所の紹介や活動内容の動画撮影を予定しています。実際に動画で

見ていただくことで、視覚的に魅力発信を行い、理解啓発のほか、Ｂ型から一般就

労への移行を進めていく予定です。  

  相談支援専門員の情報提供や知識などに差があって、適切なサービス内容や支給

量になっていないことがあるというご指摘がありました。次年度は障害者自立支援

協議会相談支援部会において相談支援専門員向けのハンドブックを作成する予定で

す。このような取り組みを通して、よりよい相談支援ができるよう引き続き努めて

まいります。 

  居場所づくりについてですが、地域生活支援センターふれあいの郷のほか諏訪町

の社会福祉センターのなかに知的障害のあるかたが就労後あるいは日中活動後の居

場所「イクシア」があります。現在の登録者数が１４、１５名ではありますが、こ

のような場も活用いただいて、知的障害や精神障害のあるかたの居場所として活用

いただきたいと思います。 

  高次脳機能障害のかたの意思疎通支援等、日常生活用具に関してです。意思疎通
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支援については、聴覚障害のあるかたは都の派遣等を利用しているかと思いますが、

高次脳機能障害のかたの意思疎通については、都で人材の養成をしているというこ

とですが、市に派遣をしているかどうかなどの具体的な内容は都からの情報提供が

少ないということもありますので、今後は都と情報共有を図りながら研究していき

たいと考えています。日常生活用具につきましては、高次脳機能障害に特化した用

具の支給はしておりませんが、身体障害者手帳をお持ちのかたもいらっしゃいます

ので、まずは担当のケースワーカーまでご相談ください。 

 

〇部会長 

  次に、その他の報告を事務局よりお願いします。 

 

〇事務局Ｄ 

私からは、令和３年７月から開始されたふれあい収集事業の実施状況等につきま

してご報告させていただきます。 

東村山市では平成２６年１０月からごみの戸別収集を開始し、市民の皆様からは

ごみ出しが便利になったと高い評価をいただいているところではございましたが、

集合住宅におきましてはこれまでと同様にごみを集積所へ排出しているため、排出

が困難な高齢なかた、障害のあるかたに対する支援が課題となっておりまして、そ

れを解決するためにということで、ふれあい収集事業というものを始めさせていた

だいたところです。内容といたしましてはエレベーターのない集合住宅の 2 階以上

に居住するごみ出しが困難なかたの玄関先等から収集委託業者がゴミを収集し、排

出されていない場合は声掛けを行い、安否確認を合わせて行うというものでござい

ます。 

令和３年度の実績といたしましては対象者は全３軒、すべて要介護認定を受けて

いるかたです。令和４年度につきましては対象が全５軒となる見込みで、初年度か

ら比べると徐々に増加傾向という状況です。 

令和３年度に回収したゴミの量につきましては開始の７月から２月までの合計の

重量で、推定ではございますが約３１０キロでした。本事業の周知につきましては、

必要とするかたに確実に情報が届くように、そして対象者から相談があった際は円

滑で速やかな手続きを進めることができるように、福祉所管との連携を密にとりな

がら、福祉施設等へ本事業のチラシを配布したり、ケアマネージャー、事業者のか

た等が行っております研修会などに赴きまして事業周知を行うなど、関係者と協力

して取り組んでいるところです。 

 なお、日常的なごみ出しは、外出及び適度な運動のきっかけとなり、フレイル防

止の観点からも有効であることや、健康的で文化的な生活を阻害しない適切なサー

ビスとしてほしいというご意見も頂戴しておりましたため、本事業は軒数を増やす

ことを目的としているということではなく、セーフティネット機能としての観点か

ら,その役割を果たしていくものと捉えています。 

  今後もよりよい事業となるよう、対象者の利用状況等を詳細に把握しながら進め

てまいりたいと思っております。 

 

〇部会長 

本日の議題については以上で終了します。最後に事務局からお願いします。 

 

〇事務局Ｅ 

  本日は忌憚のないご意見を大変ありがとうございました。次回の開催は７月頃を
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予定していますが、詳細な時期につきましては事務局から後日ご連絡をさせていた

だきます。 

 

○部会長 

それでは、本日の議事が全て終了いたしましたので、令和３年度第２回東村山市

障害者福祉計画推進部会を終了します。 

 


