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第６期 １０月期 小金井市地域自立支援協議会 合同部会 会議録 

 

（会長） 

時間となりましたので、ただいまからの合同部会を開催いたします。 

それでは、部会からの報告をお願いいたします。 

 

１ 部会からの報告 

⑴ 相談支援部会 

本日部会させていただきましたが、やはり生活支援拠点事業についての議論

をさせていただきまして、まず１０月に入りまして、自立生活支援課の職員の

皆さんと一緒に、私で市内の施設の視察をさせていただきまして、いろんなお

話を聞かせていただいております。 

その中で緊急時の受入対応というところで、お話を聞いてきたわけですが、

なかなかショ－トステイの受け入れも人員が足りないとか、フル稼働しないと

赤字だとかというところを聞いてまいりました。 

そのようなところで、今後どうしていくかというようなところでの議論をさ

せていただくそういう中で、緊急一時の受け入れに関しては第一に事前登録が

必要ではないかというところです。あと委員の中からは事前登録をするのは構

いませんが、基本的に利用者側の意思とか趣向であるとかっていうところを、

きちんと把握しなければ、事前登録にもない方の支援ができないのではないか、

というようなご意見を頂きました。 

なかなか議論がまとまらず、進んでいないという状況ではありますが、また

次回の全体会にはいろんな部分での発表ができればと思っているところです。 

 

⑵ 生涯発達支援部会 

前回の部会でも話していました、医療的ケア児についての話として、児童発

達支援モアさんに私と委員と一緒に、聞き取りに行ってまいりました。 

職員の方から、実際にモアさんでやっていることは、０歳から６歳までの就

学前の医療的ケアが必要な子どもと、リハビリが必要な子どもが通っていると

いうことです。 

実際にはダウン症だったり、発達障害だったり、というお子さんも通ってい

ると聞いております。そこの職員の方に来ていただき、１月１４日の部会を使

って勉強会をしたいという企画をしております。そのことについてもお話した

ところ、快諾いただきました。 

生涯発達支援部会として２０２０年１月１４日（火）の前原暫定 B会議室が

生涯発達支援部会の場所になっております。その時間をちょっと早めに始めて
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４時から場所とっていただいているので、４時半から合同部会が始まるまでの

６時１５分までを使って、公開勉強会したいと考えております。 

実際に、いろんな方に来ていただくのですが、やはり保育園や幼稚園といっ

た、まず実際関わるだろうと思われる方々への広報も、積極的にしていきたい

と考えています。 

そしてもう一つ、不登校児童・生徒への支援体制についても、生涯発達支援

部会で考えていきました。社会参加・就労支援部会と何か合同でできないかっ

ていう話は何度かいただいていて、私達も何かできないかなと考えているとこ

ろです。 

一つの案としては、３月の部会を使い、小金井市ひきこもり家族会という会

が立ち上がったというお話を聞いております。 

また、不登校・引きこもりの方への支援や就労移行支援などをやっているそ

ういったところの、聞き取りという形で勉強会を一緒にできたらいいのではな

いかと考えています。これについては、また社会参加・就労支援部会ともお話

して、実際にどういう形になるかということは、次回以降報告になると思いま

す。 

 

（会長） 

それでは来年の１月１４日（火）の４時半から６時１５分まで、医療的ケア

の勉強会をオ－プンでやるっていうことですので、少し早めにいらっしゃって、

ご参加いただければと思います。 

あと３月１９日の部会のときに、社会参加・就労支援部会と一緒にひきこも

りについて何かできればなっていう提案がありました。これについてはまだ継

続で進めていくという形です。 

 

⑶ 社会参加・就労支援部会 

前回報告を致しましたが、障害者による作業等のアンケ－トを商工会にお願

いいたしました。その回答がきております。アンケ－トをしたからには、その

お返しという部分で、しっかりとした疑問等にお答えする形のあるものを何か

お返ししようということで、各事業所に、このようなアンケ－ト結果になりま

した。また、先ほど生涯発達支援部会から、１月１４日の部会時にというお話

がありましたが。 

我々も、７時から各事業所に集まってもらって、何か機会が持てたらいいね

っていう話がありました。商工会と事業所の双方向が繋がりを持てたらいいと

いう話になりました。 

また、先ほど挙がりました地域生活支援拠点で、そこにもやはり社会参加と
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か、就労に関する関わりも深くなるので、そういう部分も深めていかなければ

という話をしました。 

 

⑷ 生活支援部会 

生活支援部会では、障害者家族の防災の手引きのパンフレット原案について

検討をしているところです。 

各委員から修正や、意見があったのを入れ込んでいます。ペ－ジが膨らんで

いつもお世話になっているので、これをちょっと圧縮したり編集し直して、次

回の全体会のときに素案として提案できればと思っています。この半月の間に、

委員が意見をメ－ルで交換し合いながら作ってまとめるということになりま

したので、皆さんの方でも何か意見があったら、メ－ルいただければと思って

います。よろしくお願いします。 

それから二番目に、新庁舎福祉会館の基本設計に関する部分で経過報告をし

ました。 

１０月１７日（木）に小金井ミ－ティングがあり、私が参加するので、また

意見がいただければということで、生活支援部会では、防音とか障害者に配慮

した機材とか、標示掲示等のところで配慮とか、階段を色で分けるとかね。そ

ういうふうな形で誰にでもわかりやすいような、デザインや配置をしてほしい

ということがお話に挙がりましたので、次回の時に意見を表明しようかなと思

っています。１０月２７日（日）の１０時から１２時までですね、設計レビュ

－ということで、商工会館の２階で行われます。商工会館の２階の方で設計レ

ビュ－の説明会がありますので、もし関心のある方は、そこへお越しいただけ

ればと思います。また、小金井市のホ－ムペ－ジの制作計画新庁舎関連ってい

うところへ入っていただくと、新福祉会館建設に関するお知らせというところ

で、設計プランや議事録、会議で配付された設計図などの資料も閲覧できます

ので、ぜひご覧ください。次回１２月１９日が最終なので、それまでにもし自

立支援協議会として意見を言うことがあれば、言っていただければそこで発言

をさせていただきますので、意見を寄せていただければと思っています。よろ

しくお願いします。 

 

２ 報告事項 

（事務局） 

特にございません。 

 

３ その他 

（事務局） 
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では資料につきまして説明いたします。 

本日机上に配付しておりますのが 

資料１ 各専門部会の報告 

資料２ 障害者週間スペシャルイベントへの出席についての依頼案 

資料３ 小金井市条例逐条解説 

資料４ 小金井市条例、逐条解説案の説明用のスライド 

資料５ 障害者週間のシンポジウムのチラシ 

資料６ 障害者週間ＤＥＴのタイムテ－ブル案 

以上になります。 

不足しているものがございましたらご連絡ください。 

 

⑴ 部会報告及び障害者週間スペシャルイベントへの出席について 

（事務局） 

資料１については部会の報告書ですので、割愛いたします。 

資料２については障害者週間スペシャルイベントへの自立支援協議会委員

の出席の依頼について、髙橋会長からの依頼文書ということで、ご用意をさせ

ていただきました。 

 

（委員） 

少し前に戻ってもいいですか。部会報告ですけれど、送っていると思ってい

ますが、生涯発達支援部会の都会の報告が入っていません。これ資料１－１の

間が抜けて１－４ってなっているのは、間に二つ入る予定だったということで

しょうか。 

 

（事務局） 

資料１－２、 １－３で入れる予定でしたが、今回、そちらの用意が出来ま

せんでした、すみません。 

 

（会長） 

その他いかがでしょうか。私の名前で要請していますが、台風の関係で、先

週の土曜日が休講になって補講しなくてはいけなくなってしまいました。それ

が１２月７日になってしまい事務局の方にメ－ルを送りましたが、集中講義で

３コマなので、９時から２時半までなので全く出られないかと思います。申し

訳ないです、参加できなくなりました。私も出る意欲満々でしたが、補講はし

たくないのですが、やらなくてはいけないので、すみません。 
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⑵ 逐条解説意見交換会等について 

（事務局） 

資料３は、先日の逐条解説の意見交換会でお配りした、小金井市条例逐条解

説案です。資料４は、矢野委員の小金井市条例逐条解説の説明スライドの資料

となっています。資料５は、意見交換会で配布した障害者週間シンポジウムの

チラシになってございます。 

先日の意見交換会に、ご出席がかなわなかった方もいらっしゃると思いま

すので、情報の共有と、皆様から意見交換における感想と振り返り等あればと

いうことで、お配りさせていただいたところです。 

ご参加された方は再度という形ですが、お付き合いください。１０月５日

（土）の午前中に行わせていただきました、逐条解説意見交換会の資料３ 、

４、 ５を持ってきました。 

資料１と２につきましては、この間にお作りいただきましたパンフレット・

リ－フレットを出させていただきました。こちら見ていただいている通り資

料３については、ちょっと概要だけお伝えさせていただきますと、１ペ－ジ目

から２６ペ－ジ目までが、ほぼ完成したものという形で当日もご説明させて

いただきました。ワ－キングではこちらで一応いこうという話でほぼほぼ固

まっているところでございます。て、に、を、は、とか体裁は当然ありますけ

れども、その上で、資料２７ペ－ジ目以降が、いわゆる巻末資料と呼ばれるよ

うな形で、ワ－キングの方でこれをうまく減らして行こうと考えているとい

うところでございます。 

資料４につきましては、当日説明してくれたときのスライドになりますの

で、説明の方は割愛させていただきます。 

資料５については、私が言うのはどうかと思うので、矢野委員から後で説明

をお願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

（副会長） 

先日の意見交換会ご苦労様でした。実は、最終確認は９月２０日にワ－キン

グでしたところですが、そのときに、５日の日に意見交換会したら１０月中、

意見をもらうという話が記憶にありますが、その後、ホ－ムペ－ジを今日見た

ら、逐条解説の素案がもう載っていません。 

誰も見てもらえない状況になっていますが、その辺はどういう経過なのか、

教えていただけるとありがたいです。というのは、ワ－キングが２１日に巻末

の編集についてのワ－キングをして、１１月１３日に最終的に全体のワ－キ

ングをするということになっていて、それは１０月末まで意見が出たことを

踏まえてやるということで設定したんじゃないかと思うので、その辺の経緯
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を教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

申し訳ございません。こちらのイベントの方のタイマ－で、ホ－ムペ－ジが

今ない状態ですので、ご意見いただいた上で１０月３１日まででよろしいで

すか。再掲載させていただいて、資料１、２番については失礼ながら紛らわ

しいので削除という形で対応の方取らせていただければなと思います。 

 

（副会長） 

ぜひそこで意見を寄せてくださいっていうようなことを逐条解説について

は触れておいていただければと思います。 

そうでなくても、この逐条解説を見に行くのに、市のホ－ムペ－ジから入

るのにちょっと大変でわかりにくい場所にあるような気がしてならないので

不本意ではありますが、ぜひ周知して、多くの人に知ってもらうということ

が大事になるだろうと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

（会長） 

関連して、当日アンケ－トという形で意見を求めていますが、これについ

ての何か意見ありますか。 

 

（事務局） 

すみません。まだ集計中ですので、２１日のワ－キングにはお出ししての

意見をまとめる参考にさせていただければなと思っております。 

 

（会長） 

ということは、意見としては少し出せたのでしょうか。 

 

（事務局） 

事務局としてなかったというわけにはいかないので、ちょっと読み取って

何かしらご用意させていただきたいなと思っております。 

 

⑶ 障害者週間スペシャルイベントのチラシについて 

（委員） 

資料５をご覧ください。資料５は事務局からも、先に皆さんにメ－ルで流

させていただきましたが、障害者週間スペシャルイベントのチラシになりま

す。 
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この中でちょっとご説明しないといけないところが、時間についてです。

当初１０時から１時ということで設定をしていましたが、長いのではないか

というお話もありましたので、ここには１２時半までとは書いてありますが、

大体１０時から１２時ぐらいまでＤＥＴ研修をやって、あとは時間をどうい

うふうにも持つかっていうとこで、少し余裕をもってというふうな形で書い

ています。 

この中では実際には、「ともっち」に喋らせてみたり、あ、ともっち覚えて

いますか。 

忘れられると悲しいのでちょっと登場させてみました。「ともっち」に喋ら

せてみたり、あとは実際には、研修をするのは私たちですが、それを見て一緒

に研修を受けているような気持ちでいてほしいということを書かせていただ

いたところです。 

あと私としては、広報の方がとても気になるところで、市のホ－ムペ－ジま

だ見てないのですが、載っているのかとか、あとは市の掲示板とかに貼って

くれるのかなとか。 

どこかに配ってくれたりするのかな。障害者週間のすてきなチラシは障害

者週間の実行委員会で作っていますが、それとどんなふうにリンクするのか

とかいろいろちょっと思っているところです。その辺は事務局にお聞きした

いと思っているところです。 

 

（事務局） 

広報についてです。まず、障害者週間の実行委員会さんの方に今週に、また

実行委員会がございますので、全体のポスタ－の案について、お示しがされ

る形になります。そこで、ご了解いただければそのプランを持って、全体のポ

スタ－を作る形で考えています。 

それが了解取れれば、ホ－ムペ－ジへ同時に、これと一緒に乗せていく形に

なるのかという風に今から考えてはいます。障害者週間実行委員会さんがこ

れ全部握っている部分なので、了解いただけないとなると、なかなか私たち

としてはしづらい部分がありますので、障害者週間実行委員会さんに１回ご

了承いただいてから、なるべく早期にあげたいというふうに思っています。

チラシの方については、センタ－の方と相談させていただいて、刷れる枚数

を刷らせていただいて、また配っていきたいと思っています。 

障害者週間実行委員会の中で、障害者週間のティシュを作る予定でござい

ますので、それと一緒にチラシをまくという形で、出来たらいいと思ってお

ります。 

どういう形でやれるかは未定ですが、広報の方、進めていきたいとは思って
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います。よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

市報にはいつ掲載ですか。 

 

（事務局） 

市報掲載には決まりがありますので、掲載後ひと月以内に行う事業でない

と載せられないという部分があるので、１１月１日号か１１月１５日号かど

ちらかに載る予定です。 

 

（会長） 

今回の意見交換会みたいに１面にあるといいですよね。あれはなかなかよ

かったので、また同じようにプッシュをしていただけると、ありがたいです。 

 

（事務局） 

広報担当にご希望はお伝えします。ただいろんな事業があるので、なかなか

ご希望には添えないかもしれません。 

 

（委員） 

市の掲示板に貼ってくれると、とても嬉しいなと思います。結構競争率が高

いのは知っています。 

 

（事務局） 

市の掲示板ですが、確か３ヶ月前に予約の選考がありまして、枠が８～１０

枠ほどしかないので、瞬時にしてとられてしまう。 

そこで予約の選考に行ったとしても、くじ引き等で負けました、取れません

でしたとか、希望の日にちでは取れませんでしたとかはざらにあります。 

ただ障害者週間のこのスペシャルイベントだけではなくて、障害者週間全

体では取っていたと思うので、確認をさせてください。すみません。 

 

⑷ 障害者週間スペシャルイベントのタイムテーブルについて 

（事務局） 

資料６です。先ほど小幡委員からもちょっとありましたが、障害者週間のＤ

ＥＴのタイムテ－ブル案ということで、前回の７月の合同部会に出したもの

と同じものです。 

前回ちょっとＤＥＴの研修の時間をどういうふうにするかっていうお話が
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あったので、参考にしていただくために提出をさせていただいたというとこ

ろでございます。 

先ほど１０時からということでしたが、障害者週間自体が１０時から始ま

り、どうしても開会のときも市長とか実行委員会の挨拶があるので、５～ １

０分かかってしまうことはあります。 

また、資料６のＤＥＴ研修が１３時って形になっていますが、実際は１２時

半までという形で、もっと言うと１２時まで行って、おそらく予想では１２

時から１２時半まで振り返り的なことをされるのではなかろうかというふう

にちょっと読み取っていただければなというところでございます。 

 

（会長） 

このことについて、全体の流れとかいうのは、先方の方におまかせになるの

でしょうか。 

 

（委員） 

実際に私が、担当の方と直接お話ができている状態ではないのですが、前回、

議員研修でやっている様子を見ると、実際に研修が始まってからは相手にお

まかせという形になります。ただその後、終わってからはこちらでやはり引

き取るという場面は必要だとは思いますが、あと実際に障害者週間の広報な

どもしなくてはならないので、私たち、協議会の方で引き取って終了という

形にはなると思います。 

 

（会長） 

その辺の引き取り方とか、コ－ディネ－ト等は、決めないといけませんね。 

 

（委員） 

実際にはそのＤＥＴの担当の方と、希望としては私が直接話をして、お互い

確認をして、全体の流れは先ほどお話したような内容になると思いますが、

どこのところでこっちにそういうことをしていく、そういうことを確認して

いきたいと思っています。 

 

（会長） 

それは当日で可能なことなのでしょうか。 

難しいのであれば、事前にそれなりの打ち合わせがなされるということで

すね。 

それではどなたか他にございますか。 
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（委員） 

次回の全体会のときには、意見交換会のアンケ－ト集計も終わっているこ

とと思うので、資料を皆さんと共有したいなと思います。ご用意いただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 

４ 次回の開催日程等 

（事務局） 

次回は全体会ということで、令和元年１１月２６日（火）１７時から前原暫定

集会施設Ａ会議室で開催いたします。よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

それでは次回は、全体会で１１月２６日（火）１７時からですので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。 


