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会  議  録 

会議の名称 平成２６年度第３回東村山市障害者自立支援協議会定例会 

開 催 日 時 平成２７年３月６日（金）午後２時５８分～４時２８分 

開 催 場 所 東村山市市民センター 第１０会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（定例会委員）江崎安幸、小林冬子、村瀬崇、秋元厚彦、高橋節夫、

高橋千恵子、髙澤律子、松本恭子、芦崎康彦、飯島

一憲、田宮良 

（   市   ）花田障害支援課長、小倉課長補佐、宮本事業係長、

加藤支援第１係長、西尾支援第２係長、白鳥主事 

●欠席者：千葉道子 

傍 聴 の 可 否 傍聴可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
３名 

会議次第 

１．開会 

２．協議事項  

(１)平成２７年度の東村山市障害者自立支援協議会の進め方について 

(２)相談支援部会の活動内容の報告について 

(３)就労支援部会の活動内容の報告について 

(４)講演会の開催報告について 

(５)東村山市障害福祉計画（第４期）（素案）の公表について 

３．情報交換 

４．閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部障害支援課 

担当者名 小倉 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３１６６） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

１．開会 

○委員出席数が過半数を超えているため、会議が成立。欠席委員は１名のみ。 

〇会長 

  それでは、傍聴人がいましたら傍聴を許可したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

(発言する者なし) 

○会長 

  異議なしと認めます。それでは、傍聴申請があればこれを許可します。本日の会

議の内容ですが、お手元に配布してあります次第のとおりです。よろしくお願いし

ます。 

 

２．協議事項  

（１）平成２７年度の東村山市障害者自立支援協議会の進め方について 

・・・【資料１】及び【資料２】 
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○会長 

 それでは、議事を進めます。次第の２、協議事項です。（１）平成２７年度の東村

山市障害者自立支援協議会の進め方についてを議題とします。事務局から説明をお

願いします。 

○事務局Ａ 

  資料１及び資料２に基づき説明を行う。 

○会長 

  事務局から説明が終わりました。何かご意見等ありますか。 

(発言する者なし) 

○会長 

無いようでしたら、平成２７年度の東村山市障害者自立支援協議会の進め方につ

いては、このとおり決定したいと思います。このことに、ご異議ありませんか。 

(発言する者なし) 

○会長 

  異議なしと認めます。平成２７年度の東村山市障害者自立支援協議会の進め方は、

以上のとおり決定しました。次回５月の定例会では、当市における障害福祉の現状

の把握を進めていくことになりますが、どのような情報から把握していきたいとい

う委員の皆さんの要望はありませんか。また、現時点において、研修会・勉強会に

ついて、何か意見等ありませんか。 

〇Ａ委員 

  私は、相談支援部会にも所属していますが、部会の委員さんとの情報交換の中で、

自分の得意とする障害分野のサービスや施設について知ってはいても、他の分野に

ついては、なかなか情報収集が進んでいないというお話もあることから、幼少期か

ら成人それぞれのライフステージで活用できるサービスや施設をまずは知りたいと

思います。 

〇Ｂ委員 

  例えば子どもの分野ですと、母子保健分野を含めた、市として利用できるサービ

スという視点で用意していただくとありがたいと思います。 

〇事務局Ｂ 

  次回の５月の定例会で、完璧な資料提供は難しいところもありますので、順次ご

用意いたします。会議を進める中で必要な資料がありましたら、随時ご意見をいた

だきながら用意をしていきたいと思います。 

〇Ｃ委員 

  日頃の業務で、障害のある方の就労支援や就労先の地域開拓をしています。就労

継続支援Ｂ型の利用者さんは、どのような作業をしているのか、把握したいと思い

ます。 

〇事務局Ａ 

  資料作成時には、各分野でご活躍されている委員の皆様のご協力も必要です。ま

た、相談もさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇会長 

  いろいろな資料を集めて、まずは、東村山市の現状を知り、各自の専門分野以外

の理解を深めていただきたいと思います。 

〇副会長 

  障害者自立支援協議会定例会のあり方の部分ですが、今回私達の活動テーマが決

まりました。このことを市内の福祉現場で働いている職員さんにどのように発信し
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ていくのかが大事だと思います。障害者自立支援協議会が何をやっているのか分か

らないとならないようにしていきたいと思っています。我々が何を議論しているの

かを伝え、委員だけの勉強会ではなく、福祉関係者のみならず地域の方も巻き込む

勉強会や仕組みや仕掛け作りが必要と思っています。インターネットで配信しても

良いのではないでしょうか。 

〇会長 

  研修会の考え方については、今回は小さな枠組みの中で参加していただく等、募

ったわけですけれども、今、副会長から話があったことを実現するとなれば、研修

会そのものを市民全体に向けて発信するような広報活動の中で、より一層いろんな

方に、この活動の内容を知っていただくことも含めて広報活動ができるのかなと思

います。それ以外にも工夫があれば、事務局の方で提案していただけたらと思いま

す。 

〇事務局Ｂ 

  運営会議で庶務的な事もやっていますので、広報関係についてもテーマとして次

回の運営会議で協議を行います。その結果を次回にお伝えします。 

〇副会長 

  障害者自立支援協議会には注目があり、題材によっては出席したい福祉現場の職

員さんもいると思います。その期待やニーズについて、現場の職員さんの話や意見

も拾えるようになれば良いと思います。今回は最初でもあることから、委員さんの

意見等を聞いてまとめていきますが、私達がやっていることと、福祉現場のニーズ

にズレが出てくる可能性もあるため、いずれは福祉現場で働く職員からアンケート

を取る等してもよいのではないかと思います。 

〇会長 

  工夫できる点について意見をいただきました。最初からこうやりましょうと大風

呂敷を広げるわけにもいきませんので、少しずつ障害者自立支援協議会の認知度を

高めていく方策を考えていただければと思います。 

〇事務局Ａ 

  障害者自立支援協議会の情報提供ですが、毎回会議で使わせていただいている資

料や会議録は東村山市のホームページ上で公表しています。基本的に配布資料等は、

会議終了次第、会議録は多少お時間をいただいていますが、公開しています。より

良い形になるよう運営会議で協議させていただきます。 

〇会長 

  他にご意見ございますか。 

〇Ａ委員 

  副会長が発言されたことはとても大切なことだと思います。障害者自立支援協議

会の定例会だけが機能するのではなく、「東村山市における自立支援協議会のあり方

検討会」から参加していた者として、既存の精神障害者の支援に関係する機関の集

まりであるケア検討会や東村山ネットワーク等に、それがどう影響していくのかと

ても大事な視点ですし、その辺を意識した動きを考えていったほうが良いのではな

いかと思います。 

例えば、先ほどＣ委員から発言のあった就労継続支援Ｂ型の作業はどのようなこ

とをやっているのか、どのような方が通っているか等は、精神分野の支援者の集ま

りで言えば、ケア検討会になります。この会で、そのような話題が出てきています。

そこでの集約や意見を、せっかく既存の良いネットワークがあるのだから、意識的

にそれを活用しながら、この協議会を進めていくというのが、すごく大事だと思い
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ました。 

〇会長 

  この障害者自立支援協議会単独で動くというよりも、どうやって他のネットワー

クを繋いでいくことが大事であるという意見でした。 

〇Ｄ委員 

  今のご意見で、実は社会福祉協議会は社会福祉法人の社会貢献について、先日準

備会として社会福祉法人の皆様に集まっていただき、意見交換をしました。その中

でも、障害者自立支援協議会とどのようにリンクするのかという意見がありました。

私から、こちらの定例会の承認はいただいていなかったのですが、障害者の自立支

援を進めていく会と社会福祉法人の社会貢献というのは、基本的には全然違うので

すが、やはり政策・制度によって障害者の生活を守るという点で被さるところが出

てくるだろうということで、これから何らかの形で連携をとる場合や場面もあるの

ではないかと発言をさせていただきました。副会長から発言のありましたことも、

すぐには難しいかと思いますが、どこかの段階で何か他の連絡機関と相談しあえる

部分があれば、やっていければいいのではないかと思います。 

〇会長 

  貴重なご意見が出たと思いますので、各委員の皆さんから出された意見は、運営

会議で是非取り組んでいただき、この協議会自体が発展できるような方策を考えて

いただきたいと思います。また資料についても、いろいろな意見が出されました。

資料の準備をお願いします。他にご意見ありませんか。 

〇Ｅ委員 

  今の話の続きですが、平成２７年度の活動テーマにある地域の関係機関によるネ

ットワークの構築が進むようにというところで、現状の把握と課題を共有するとい

うことであれば、今現在ある既存のネットワークが、どのくらい障害別にあるのか

把握できる資料があれば、そのネットワークと我々が思っている理想的な連携する

システム作りに役立つと思います。 

〇会長 

  今の意見も含めまして、資料準備をお願いします。他にご意見等ありませんか。 

（発言する者なし） 

○会長 

ないようですので、次に進みます。 

 

（２）相談支援部会の活動内容の報告について・・・【資料３】 

○会長 

協議事項の（２）相談支援部会の活動内容の報告について、報告をお願いします。 

○相談支援部会長 

平成２６年１１月２１日の第２回定例会以後の活動内容について、報告します。

ご案内のとおり、相談支援部会は、毎月第３木曜日の午前中に開催しております。

これまでに、１２月１８日、１月１５日、２月１９日の計３回開催しています。今

年度最後となる部会は、３月１９日を予定しています。 

いずれの開催でも、主な議題は各委員が困難事例をもちより、事例検討を行って

います。この事例検討により、１事業所ではなかなか解決の糸口が見いだせなかっ

たことが、各委員からの多角的視点による状況分析や助言により、支援の方策が見

いだせた事例がございました。引き続き、事例検討を実施していく予定です。 

次に、市内に特定相談支援事業所が１事業所増えましたので、報告します。市内
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の障害者支援施設であるさやま園が、平成２７年１月１日付で東村山市から特定相

談支援事業所として指定され、第７回の相談支援部会から委員として、茂木委員が

参加しています。 

次に、サービス等利用計画の達成率について報告します。前回の定例会では、平

成２６年６月までは資料があり、９月までは口頭のみの報告でしたが、東京都から

１２月まで分の集計結果が届いていますので、資料３をご覧ください。最初の頁は

９月までの内容です。９月末時点で成人分は５５％を超えており、児童分は４９％

を超えています。次の頁をお願いします。１２月末時点では、成人１，２２５名の

うち７７５名の計画作成が終了して６３．３％の達成率であり、児童１５２名のう

ち８０名の計画作成が終了して５２．６％の達成率です。徐々にではありますが、

達成率が伸びてきているとはいえ、成人では約５００名、児童では７０名の方々が、

我々の作成するサービス等利用計画を新規で必要としている状況です。また、セル

フプランの方についても、計画相談の観点から、何れはサービス等利用計画への移

行も徐々に進めていく必要を感じているところです。相談支援部会の現在までの活

動報告は以上です。 

〇会長 

  ありがとうございました。何かご質問等ありますか。 

〇Ｆ委員 

  サービス等利用計画の作成率は増えているということですが、それでもまだ利用

者全員分の計画作成には時間がかかるということでしょうか。それと障害福祉サー

ビスの利用者さんから、ヘルパーが支援中に計画相談制度について質問を受けるこ

とがあります。相談支援部会の中でどのように説明をしていく等、話し合われてい

るでしょうか。 

〇相談支援部会長 

  ご意見のとおり、利用者に分かり易い説明を工夫していかなければと考えている

ところです。実際、計画作成の後は、特に問題事項がなければモニタリング時まで

は面談の必要性がなかったというケースも結構あり、お久しぶりですとお会いして

お話を聞くという状況がほとんどです。本来のサービス等利用計画は、マネジメン

トを含めた支援が必要と思うのですが、まだ我々の力量がそこまで達していません。

計画を作るだけで精一杯という現状もあります。相談支援部会では、それぞれの障

害を分野における違いや特性を共有しつつあります。その中から相談支援、計画相

談として何を大事にして、どこを活かすのかというところまでが、まだ話ができて

いない状況です。今後もそういったことを念頭に置いていきたいと思っています。 

  もう一つは、計画を作った方の中には、ヘルパーさん、訪問看護さんや行政が入

ってチームができている方と、そうではなくいろんな支援がバラバラに入っている

方など様々なケースがあります。人が人に対しての支援をどう共有化、どう連携を

していくかを我々指定特定相談支援事業者がやらなければやらないことだと思って

います。しかしそれが難しいこともあり、今後、経験を重ねていきながら、精進し

ていきたいと思います。また是非、関係する皆様のご協力をいただきたいと思いま

す。 

〇Ｆ委員 

  ワーカーさんが主体になっている場合、計画相談の方が主体になっている場合等

があり、こちらもどちらにどう接していけば良いのか迷うところがあります。もし

かしたら、学校の方も関わってくる場合もあります。在宅の部分と作業所の部分を

どう結び付けるとか、そこのところが私達ヘルパーが悩んでいるところです。どこ
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まで関わって良いのか、どこまで聞いていいのか、また困った事例があった時に、

ワーカーさんに伝えるのか、それとも計画相談の方に伝えるのか、すごく悩んでい

ます。どうしたら良いのかというところは、今後計画相談の方が主体になっていく

と思うのですが、それでよろしいでしょうか。 

〇相談支援部会長 

  そこが難しいところです。先ほども申し上げましたように、既にチームができて

いるところに介入するというのは非常に難しさがあります。せっかくチームが出来

ているのに我々が出しゃばっていって仕切るわけにはいきません。せっかくの関係

性が壊れてしまうものですから、そこはチームの一員として加わっています。チー

ムが無い場合は、我々のほうで仕切らせていただくという形はとっています。困難

事例は、市のワーカーさんと我々とで話し合いをしながら、調整をしています。実

際に業務に携わっていて、学校等の分野には、なかなか切り込めない弱さを感じて

います。その場合には、ワーカーさんに相談して、関係する課と調整をしていただ

き、関係者会議に入らせていただくという段階です。 

〇Ｆ委員 

  それはよくわかるのですが、訪問介護事業者になると、学校とか関わるところが

あるのですが、どこでどのように関わるのか悩んでしまう。おそらく学校の方も作

業所の方も困っているところも結構あると思います。ましてやここで指定特定相談

支援事業所ができたことによって、どっちかなと悩んでいる方が結構いらっしゃる

ので、質問しました。 

〇相談支援部会長 

  意見に対する回答になっていないところもあり、すみません。ただ、目指してい

きたいところではあります。 

〇会長 

  多分に難しいところがあると思います。今、学校という話がありましたので学校

の関係者として言うならば、学校は個別の教育支援計画を作っています。必ずこれ

は作らなければいけないことになっています。基本的にはサービス利用計画とは同

一ではないのですが、ある程度同じ方向性を受けて作っているものですから、そう

いうようなところとリンクしていただくところが必要だと思いますし、学校には小

中学校も特別支援学校も必ず特別支援教育のコーディネーターがいますので、その

方にご相談することが、まず一つかなと思います。 

  それから市にお聞きしたいのですが、サービス等利用計画は、確か平成２７年３

月３１日までに本当にサービス利用者全員分を作成しなければならないとなってい

たと思いますが、その後、国からの通知等で動きがありますか。 

〇障害支援課 

  以前に出された厚生労働省の通知では、３月３１日までに作成する必要がありま

したが、平成２６年４月に出た通知では、２７年４月１日以降に新規、更新、変更

を行う際に、計画の作成が必要であると変更されています。 

〇会長 

  わかりました。もう一つお聞きしたいのは、初めて就労継続支援Ｂ型を利用する

方は、アセスメントを行う必要があると厚生労働省から通知があったと思いますが、

経過措置の延長等について、変更等がありますか。 

〇障害支援課 

  平成２６年度までは、３年間の経過措置期間中でしたが、経過措置の延長はしな

い旨の通知がありましたので、平成２７年度からは、アセスメントの実施が必須と
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なっています。 

〇副会長 

  今、相談支援部会の報告で、事例検討を行っていますということですが、今は相

談支援事業所の事例が主体になっているようですが、いろいろな施設で、困難事例

があると思います。各施設の困難事例を相談支援部会に持ち込んで、話合いの一つ

の場となれば良いと思いますし、必要になってくると考えて聞いていました。やは

り守秘義務がありますから、どんな事例とは言えませんが、事例検討をやっている

ということは、支援者側にある程度わかれば、困ったときの策にはなると思います。

似ている事例だというような、そういうのも大事なのかなという気はしています。

今参加されている方達がわかりあうところが１段階目なので、いい前例がどんどん

生まれればいいのかなと考えていました。 

〇会長 

  障害者自立支援協議会の主旨の中には困難事例をここで検討するということも書

かれていますので、もしどうしても大変難しい困難事例があれば、ここにいるそれ

ぞれの方々が、それなりのノウハウを持ってらっしゃる方もいると思うので、書類

そのものはこの場で出してその場で回収という形でもやっていってもいいのかな

と、私個人では考えています。 

  他に何かご意見ございますか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○会長 

  無いようでしたら、相談支援部会の活動内容の報告については、以上とします。

次に進みます。 

 

(３)就労支援部会の活動内容の報告について 

○会長 

（３）就労支援部会の活動内容の報告について、報告をお願いします。 

〇就労支援部会長 

第２回定例会委後の活動内容について、報告します。これまでに、１月１９日、

３月２日の計２回開催し、今年度の開催は、終了しています。 

これまでに、特別支援学校卒業者等の就労継続支援Ｂ型の支給決定に係るアセス

メント結果シートやアセスメント実施スケジュールの検討等を行ってきたわけです

が、１月１９日の会議では、１１月下旪からにアセスメントの対象となる特別支援

学校卒業予定者の実習が始まっていますので、その実習状況の報告や今後の対象者

や時期の確認等を行いました。 

３月２日には、全ての特別支援学校卒業予定者の実習が終了し、アセスメント結

果シートや学校実習の状況そしてサービス等利用計画案を踏まえ、卒後の進路につ

いて協議したところです。協議の結果、アセスメントを行った卒業予定者全員の進

路については、本人等の特性や実習状況を鑑みて、就労継続支援Ｂ型の利用は適切

ではないかと確認したところです。来年度はアセスメントが必要と思われる方が在

校生で８名いらっしゃいます。引き続き、今後も必要なアセスメントが円滑にでき

るよう、関係機関と連携していきたいと考えています。本年度は、アセスメント以

外の内容でも協議を行いたいと考えていましたが、時間的に難しく協議ができませ

んでした。就労支援部会の現在までの活動報告は以上です。 

〇会長 

  ありがとうございました。何かご意見等ありますか。 
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(発言する者なし) 

○会長 

  平成２７年度の方向性については、アセスメント以外も考えているということで

すが、どんな方向を考えていますか。 

〇就労支援部会長 

  先程冒頭で出ましたように、市内にどんな団体等があるのか市内の状況について

まず把握して、そこで必要なこと等を抽出しながら考えていければいいかなと考え

ております。あと今後の日程は決まっていませんが、まず４月に部会を開いてから

徐々に決めていこうと思っています。 

〇会長 

他にございますか。無いようでしたら、就労支援部会の活動内容の報告について

は、以上とします。次に進みます。 

 

(４)講演会の実施について 

○会長 

（４）講演会の開催報告について、事務局から報告をお願いします。 

〇事務局Ａ 

  報告の前に、講演会の実施にあたりまして、関係機関への周知や会場設営等に委

員皆様のご協力をいただき、またお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうご

ざいました。 

去る２月１４日土曜日に予定通り講演会は開催となり、定員１００名のところ、

９０名の出席がありました。来られた方の内訳ですが、作業所等の職員さんが２１

名、居宅介護事業所の職員さんが１４名、協議会委員さんが１６名、グループホー

ムの職員さんが７名、法人理事や事務員さんが７名、特定相談支援事業所の職員さ

んが６名、救護施設の職員さんが４名、障害者支援施設の職員さんが３名、行政職

員が８名、その他が４名でした。このように障害福祉サービスの事業所だけではな

く、生活保護法の関係する事業所の方もこられており、また市内だけではなく市外

で活動されている事業所さん等も来られました。本日は参加できなかった委員さん

のお手元に、当日の講演会資料を配布していますので、お時間のある時にご覧くだ

さい。 

〇会長 

  事務局の報告が終りました。当日出席された委員の皆さん、感想はありませんか。 

〇Ｄ委員 

  障害という定義がどんどん変わってきているとお話しいただきました。それであ

て字といいますか害という字がいいのか、壁に立ち止まって苦慮している碍にした

ほうがいいのか、碍という字は常用漢字ではないため、ひらがなを使っているとこ

ろで、それは国民的にといいますか、障害者の定義については議論を重ねていって、

どのような呼び方をするのか、きちんと考えた方が良いというお話がありました。

まさしくその通りだということで感じているところです。その定義の中では今まで

は身体の機能的な障害というふうな定義づけだったのが、そこから一歩踏み込んで

社会的なバリアフリーを目指したわけですけれども、そういった社会的にも妨げら

れていることも障害の定義であるところが加わってきており、これから障害のある

方の自立支援を進めていくには、もちろん障害のある方の立場に立った自立支援も

必要だろうけれども、お話の中では、あまりにも理念や権利が先行してしまうと、

逆に障害のある方が周りに社会的に差別を受けるような雰囲気作りになってしま
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う。とにかく社会的に皆が納得できるように、いわゆるバリアフリーにした障害の

ある方の自立支援の仕方を考えていったほうが良いというお話でした。９０分の長

い間のお話でしたが、なかなか普段聞くことのできないお話であったと思いました。 

〇会長 

  他の委員さんは、いかがでしょうか。 

〇Ｇ委員 

  第１部は受付業務をしていたので、第２部からでしたが、聞くことができて良か

ったと思います。今回の講演会は大盛況だったと感じたのと同時に、話はそれます

が、平成２７年度の障害者自立支援協議会の活動テーマに研修会等の実施を位置付

けていると思います。今回は障害者自立支援協議会が発足したことを周知するため、

一般の住民の方というよりも、関係者向けの中身でしたが、今後も市内の障害を持

った方への生活の向上ということは当然ありますが、それを支える側、支援者をサ

ポートするような、副会長が発言されたように困難事例をバックアップするような

受け皿として、あるいは講演会等を通じて障害を持った方を支え手をサポートでき

るような中身で学習会といったものが開催できたらとてもいいのではないかと感じ

ました。 

〇会長 

  ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

〇副会長 

  今回、国連の権利条約から今までの国内法という範囲で、講演会を聞けてとても

新鮮な気分でした。条約を基に支援していかなければならないというところも改め

て感じました。今回９０名の参加ということですが、この話は本来、市内の障害福

祉を支えている人達みんなが聞くということが必要だと思うので、講師は二度も三

度も各方面に行って話をするのは大変ですけれども、スポット的に聞く機会が細か

くあればいいと思いました。大きな会場を抑えるのは大変ですが、小さな所で例え

ば西部とか中部とか３カ所くらいに分かれて、勉強会形式でもいいのかなと今後の

ことも含めて考えています。このような雰囲気を障害者自立支援協議会で仕掛けが

できたら、もしくはそういったものをコラボできたらいいのかなと考えています。 

〇会長 

  ありがとうございます。その他はいかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

〇会長 

  私も聞かせていただいて参考になるものもたくさんありましたが、私の立場で言

うと、合理的配慮をサラッと講師がお話をされていたのですが、実を言うと合理的

配慮を普遍的なものとして文章に表すのはものすごく難しいことなのです。個々の

ＡさんとＢさんとＣさんのそれぞれ個別の合理的配慮ということならできます。で

も総体としての合理的配慮となりますと、とても難しい問題です。教育分野では、

合理的配慮だけで文部科学省が特別委員会を設けたくらいの非常に大きな問題で

す。ただＡさんに対する合理的配慮ということでお話を聞けばすんなりわかるので

すが、では知的障害の方の具体的な合理的配慮って何、肢体不自由者の合理的配慮

って何といったことを考えると、ものすごく難しい問題なのです。問題主旨はそれ

ぞれの各分野の方々にとってみての合理的配慮というのは、一体どういうことなの

か考えてみたときにものすごく深く難しい問題なのだということを改めて感じる講

演会だったと思っています。その他はいかがでしょうか。 

（発言する者なし） 
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〇会長 

  それでは講演会の開催報告については以上とします。次に進みます。 

 

（５）東村山市障害福祉計画（第４期）（素案）の公表について・・・【資料４】 

○会長 

協議事項の（５）東村山市障害福祉計画（第４期）（素案）の公表について議題と

いたします。初めに、この障害福祉計画に対する当協議会の立場を先に説明をして

おきたいと思います。障害福祉計画の策定につきましては、東村山市障害者福祉計

画推進部会が主体となっています。これまでに障害者福祉計画推進部会において協

議を重ねられ、第４期の素案が完成したことから、現在パブリックコメントを実施

しています。当協議会はあくまでも、この計画案に対する意見を述べる立場という

ことになっています。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

〇事務局Ｃ 

資料４に基づき説明をする。 

〇会長 

 事務局の説明が終りました。資料４は、メールで事前送付がありましたことから、

内容については、ご一読いただいていると思います。委員各位の専門とする障害分

野等があると思います。その点を踏まえて、ご意見等の発言をお願いします。また、

障害者自立支援協議会の統一意見となりますと、この場で協議していかなければな

らないため、パブリックコメントの延長として各委員から意見等をいただきたいと

思います。 

○Ｆ委員 

  先日、指定特定相談支援事業所の職員さんから同行援護についてご相談をいただ

きました。市内では、私が所属する事業所と東村山市社会福祉協議会さんしかサー

ビスを提供できる事業所がなく、それぞれの事業所からヘルパーの人員体制の問題

でサービス提供が困難であると言われて困っているという内容でした。今回の障害

福祉計画の素案では、利用者の見込み数が増えるということですが、必要な方が適

切にサービスを利用できるよう努めますとありますが、受け皿が無いというのが現

状ではないでしょうか。 

○事務局Ｄ 

  これまでに障害のある方のみならず、福祉懇談会等でガイドヘルパーさんが少な

いというご意見をいただいており、市内には２事業所しか同行援護を提供できる事

業所がありません。当協議会からもご意見をいただきながら、今後の課題である同

サービスの担い手の確保について考えています。 

〇Ｆ委員 

  相談があっても事業所の都合によりサービス提供をお断りしなければならない状

況があります。ヘルパーの連絡会の中でも、人手が足りないと話が出ています。利

用者さんはいても、ヘルパーさんがいなくて、利用できないという状態が多々でて

きています。また、児童の場合ですと、一定の時期や時間帯に利用が集中してしま

います。いわゆる介護難民という状態だと思います。この計画の中で、移動支援の

担い手不足の部分について、カバーできるような内容があると助かります。 

○会長 

サービスを利用できる時間数はあっても、それを担う人材がいないため、人材の

育成が課題であるということです。人材育成の課題は、報酬単価の問題も一つある

かもしれません。 
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〇事務局Ｂ 

  来年度の予算案は、３月の議会で可決をいただかないと正式には決まらないので

すが、障害者自立支援協議会が設立する前から、時間数拡大と同時にヘルパーが足

りないという意見を、各方面からいただいていましたので、平成２７年度に試行的

に予定としてガイドヘルパーの養成研修委託を新たに計上させていただきました。

障害支援課の実施計画事業の中の目玉事業の一つとして捉えておりまして、ぜひ実

施したいと考えています。市ができることといたしましては、市報等の広報を活用

しながら、市民の方に現状を知っていただき、人材の掘り起こしをしてヘルパーの

認知度を上げ、さらに支援者を増やすような取り組みを考えております。夏の終わ

り頃に開催できるかと考えています。研修終了後は、受講された皆さんが、市内の

事業所さんに登録していただけるように、各事業所とも連携をとりたいと思ってい

ます。是非ご協力をお願いします。 

〇会長 

  他に計画案に対するご意見はございますか。 

（発言する者なし） 

〇会長 

もしここでご意見がなくても、まだパブリックコメントを実施している期間中で

もありますので、そこでご意見を提出していただけたらと思います。次に進みます。 

  

３．情報交換 

○会長 

次第の３、情報交換です。前回の定例会同様、各委員さんから、日頃感じている

事や意見の交換を行いたいと思います。 

〇Ｇ委員 

  ４月１日付で社会福祉法人村山苑として「村山苑障害者計画相談者支援室きせき」

を立ち上げます。福祉事業センターの中に事務所を置きます。専門相談員が１名で、

管理者が兼任という体制になりますので、いろいろ皆様に教わることになりますが、

よろしくお願いします。 

〇会長 

  市の方から何かありますか。 

〇障害支援課 

  先程の合理的配慮についてですが、先日ありました東京都の研修会において、内

閣府が合理的配慮の内容について、現在パブコメを実施していると聞いています。

今後、指針等が閣議決定なされるようです。夏頃に、指針等が示されるという説明

がありました。市としましても、なるべく早い情報提供をお願いしたいと、内閣府

の職員に直接意見させていただきました。 

〇障害支援課 

  合理的配慮の細かい指針がどこまで示されるのかは、市としても期待と言います

か、どこまで明確にできるかというところで、非常に気になるところですが、細か

いところまでは指針が出ないのではないかと思っています。そうは言いましても指

針が出ましたら市だけでなく本協議会、また当事者の方も参加されています障害者

福祉計画推進部会等で、市として考える部分については皆さんの声を聞きながら一

緒に協議していただければと考えております。障害のある方の団体の意見も聞きた

いと思っています。また、行政だけではなく企業や皆さんの社会福祉法人の動向も

含めて、参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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〇会長 

  今、市からあったように難しい問題であると思います。皆さんが抱えていらっし

ゃる方々への対応をどのように考えていくか。大きな集団や小さな集団、個々に関

してもそうですが、その中で合理的配慮を考えていくというのはどこの分野でも大

変なことだと思っているので、障害者施策全体を通して考えていかないといけない

と思います。 

〇障害支援課 

  情報交換として、皆さんの所属団体での合理的配慮等について、これまでの動き

や、どのように心の準備をされているか、教えていただきたい。 

〇会長 

  合理的配慮ということだけでなく、皆さんが抱えている問題点等がありますか。

今後、国から指針等が示されてくるにあたり、どういう配慮を考えているとか苦慮

されていること等ありますか。また学校教育法が変わってきていて、それも関わっ

てきている。今年から特別支援学校に入るお子さんは今までの就学の流れとは違い、

新しい流れに直面している。このようにそれぞれの分野で抱えている問題やご意見

等をお聞かせください。 

〇Ｂ委員 

  重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業所等の管理者をしています。事業

所レベルでは個別支援計画の目標設定とその目標を達成するための合理的配慮につ

いて職員と話をしています。先日１名の職員が児童発達責任者講習会へ行ってきま

した。参加した職員が、目標としている「楽しませる」というのは楽しませるため

の施設であるので、それではダメだと言われたと言っていました。楽しむために、

〇〇ちゃんにできるようになって欲しいということを私達は考えていましたが、４

月からは〇〇ちゃんの言葉でこうなりたいと目標としています。そのために、私達

が出来る合理的配慮は何かと考えた時に、時間がない。一対一で対応できている場

合は良いが、子ども５名に対して職員１名で対応している現状もある中で、この合

理的配慮は一対一でないとできません。さらには、物や人等の体制を準備しないと

できないこともあります。だからといって、すぐに解決できる問題ではないので、

限られた中でどう解決していくかを考えなければいけない。必ず目標を半年で達成

しなさいという場合もあり、それは支援者の資質として問われていると思った時、

目の前にいる方の生活を豊かにしていくということに、自分達は何ができるのかを

考えさせられるところです。 

〇会長 

  現状を話していただくことで課題が見えてくることもあります。他にございませ

んか。 

〇Ｈ委員 

  合理的配慮という話とはずれてしまうかもしれませんが、権利条約でいえば、精

神科の病院というのはどうしても強制医療というものがつきもので、その強制医療

というのは自由を奪ってしまうということですから、その辺をどうやって権利条約

との正当性を持っていくのかが難しいと思います。強制医療の中では本人の意思と

は関係なく入院する、場合によっては病棟の構造が全て閉鎖病棟になっていて鍵も

かかっていて、病状が悪ければ隔離や拘束をする、そういうことと先程言った権利

条約と、とても難しいテーマだと思います。国のほうの権利条約を批准するにあた

って、昨年精神保健福祉法が改正されて強制入院である医療法入院制度が若干変わ

っていますが、そこをどのように考えていくのかが大変難しいところで、考えてい



 13 

かなければならないと思っています。 

〇会長 

  ありがとうございます。他にございますか。 

〇Ｅ委員 

  保健所では８割くらい精神障害の方とのお付き合いがありまして、重症心身障害

児、難病の方ともお付き合いがある中で今、Ｈ委員が発言されたことは、私達にも

同じことが課せられており、行政機関としてどこまでどのようにやっていくかは厳

しいところがあります。一方で、重症心身障害児では寝たきりで人工呼吸器をつけ

ている方ともお付き合いがあり、そうした中で言うと精神の方とは違う意味で現状

のサービスや受け皿の少なさ、厳しさ、在宅でやっていくことの厳しさを痛感して

います。 

難病の方だと介護保険が適用され、ケアマネージャーさんが来てサービスを受け

られるのですが、特に重症心身障害児の方ですと、ケアマネージャーさんがいなく

て母親に負担がかかっていると感じます。母親から病院を退院した子どもに初めて

在宅を始める場合の相談を受けていて、福祉だけでなく母子保健との関係も出てく

ると思いますが、どのように子どもと母親、ご家族を支援していくか福祉だけでは

難しいところを痛感しています。障害のある方全体を考えた時に、福祉だけでは解

決できない医療の問題や保健の問題が必ず出てくると感じているので、保健師とし

て各方面の連携がどのようになっていくかが大事だと考えています。 

〇会長 

  ありがとうございます。重心の対応は６歳未満でいうならば、東村山市はそれな

りの施設を持ち通える所があると思います。幼児の地域施設活用型施設を持ってい

るところはほとんどないと思います。それも含め東村山市はその辺の配慮をされて

いると思っています。その他何かございますか。 

〇Ａ委員 

  一般相談として関わっている精神のケースですが、高齢の母と中年のご本人の二

人暮らしで、障害特性によりご本人が一人で行動するのが難しく、常に母と一緒に

行動しています。母は元気な方ですが、ご本人とずっと一緒にいると、一緒に死の

うかと言ったり、ご本人がおかしな行動をすると罵倒したりしている。罵倒される

とご本人はさらに自信を失ってしまっている。昔からこのようなケースに関わって

いるが、最大の問題は、母亡き後のご本人をどうするか悩んでいます。精神の方が

入所できる施設はほとんどない状況で、昔でいうケアホームは、日中どこかに通っ

ていないと受入れてもらえない。送迎のある生活訓練という障害福祉サービスの利

用もご本人さんは乗り気ではなく、行っていない。現在は週１回病院の作業療法に

母と通っていて、成年後見をつけたりもしています。住居は都営住宅なので条件的

にご本人が一人で住むことは可能ですが、実際には一人暮らしは難しい状況です。 

〇Ｇ委員 

  その場合、生活保護受給者でなくても状況によっては、私的契約で救護施設に受

入れできるケースもあります。 

〇Ａ委員 

  このケースでは、娘は以前就労していたため本人の厚生障害年金が生活保護の基

準をこえてしまいそのケースには当たらないため、６５歳を待って高齢施設に入る

しかなくずっと保留になっているケースです。 

〇障害支援課 

  平成２６年４月１日から東京都条例が改正され、救護施設は今まで生活保護の方
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だけだったものが各施設２名まで私的契約ができるようになりました。各施設に確

認してみてください。一部の県では、精神障害のある方を対象とした施設等ありま

す。ホームページで確認できますので、活用してみてください。 

○会長 

 他になければ、最後に、事務局から何か他にありますか。 

○事務局Ａ 

  次回の定例会ですが、５月１５日を予定しております。日程調整等、よろしくお

願いします。 

○会長 

 それでは、以上を持ちまして、平成２６年度第３回東村山市障害者自立支援協議

会定例会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


