
地域自立支援協議会を活用した
地域生活支援

－市民と行政の協働の視点から－
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自己紹介
○現職：調布市社会福祉事業団業務執行理事，武蔵野大学非常勤講師，

東京社会福祉士会業務執行理事
〇学位・資格：博士（社会福祉），社会福祉士
〇職歴：調布市役所入所後，福祉事務所ＣＷ，総合福祉センター（重身デ

イサービス），障害福祉課ＣＷ，係長，課長，福祉健康部長，子
ども生活部長，福祉健康部長などを経て現職，

〇学歴：日本福祉大学大学院福祉社会開発研究科博士課程修了
○所属団体：日本社会福祉士会，日本社会福祉学会，介護学会，発達障害

学会，他
○著書：・重症心身障害通園マニュアル(共著）医歯薬出版，2004，

・エッセンシャル社会福祉学(共著），久美出版，２０１４
・重症者の地域保障（単著），クリエイツかもがわ，２０１５
・障害者に対する支援と障害者自立支援制度（共著），久美出版

2016
・発達障害白書20１９ 2019，川島書店
その他



調 布 市 の 概 要
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調布市人口等（3年4月1日）
世帯数 121,786世帯
人口 23８,087人
高齢化率 約21.58％

都庁

障害者手帳所持者数
（２年３月３1日）
身体障害者数 5,141人
知的障害者 1,366人
精神障害者 2,371人

調布市提供「深大寺」



調布市の主な障害者福祉の歴史
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年 事項 内容

1968（昭和43）年 第1回親の集い
親の会と市との懇談会

調布市の親の会の始まり

1969（昭和44）年 幼児教室あゆみ教室開始 親の会が自主設置した療育の場

1970（昭和45）年 あゆみ教室市移管 1974年新園舎移転しあゆみ学園と改称、市単独療育施設☆

1970（昭和45）年 公立保育所で障害児保育☆ 全国初の障害児保育

1978（昭和53）年 親の会立くすのき作業所 共同作業所

1983（昭和58）年 調布市希望の家設置★ くすのき作業所を市移管し、社協が運営

1983（昭和58）年 調布市総合福祉センター開設☆ 重症心身障害者通所（週1日）併設、その後週4日に

1992（平成4）年 まなびやクラブ☆ 重症者通所施設，平成12年に事業団委託★

2000（平成12）年 調布市援護施設開設★
調布市社会福祉事業団設立

知的入所・通所、短期入所、まなびや移管（まなびやで医療的ケア）

2001（平成13）年 ちょうふだぞう開設★ 就労・生活支援センター（主に知的障害者対象、事業団運営）

2003（平成15）年 調布市体験型GH設置★ 東京都市部初の体験型（事業団運営）

2006（平成18）年 自立支援協議会開始☆
委託相談支援事業所3か所★

自立支援法施行に伴い開始
3障害別に相談支援所、市は基幹型相談支援

2008（平成20）年 GHじょい（市営住宅に併設）★ 重度・行動障害にある知的障害者対象GH

2009（平成21）年 調布市子ども発達センター開設★ あゆみ学園の移転・改称

2011（平成23）年 あんしんサポート事業★ 24時間の緊急相談（短期入所床９に）、未把握者訪問

2014（平成26）年 発達障害支援窓口★
GHみつばち開設◇

発達障害の生活・就労支援、デイ
重症心身障害者対象のGH

2015（平成27）年 福祉人材育成センター★ 障害者等の福祉人材の育成（ヘルパー講習や階層別研修の実施）

2017（平成29）年 深大寺みつばち開設◇ 重症心身障害者対象のGH

2019（令和元）年 地域生活支援拠点の整備 面的整備

2021（令和3）年 体験型GHちゃれんじ◇ 2か所目の体験型GH

☆＝直営，★委託，◇≈補助，
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〇昭和40年代から，親の会会長と当時の市長との協議が伝統的に行われてきた。

○歴代の市長も，親の会の要望に応え施策を充実させてきた。

〇通所施設等団体も「福祉作業所等連絡会」を結成。市と共同して事業に取り組んできた。

２００６（平成１８）年

自立支援協議会を立ち上げ

行政（市） 親の会

調布の障害者福祉の流れと自立支援協議会設置

相談
協議

２００６（平成１８）年＝障害者自立支援法

親の会や作業所等連
絡会などとの関係性を
基盤に，協働して議論
していく場

○親の会とは年１回の行政との懇談会，教育委員会との懇談会の他，市長との懇談会を実施
○上記の定期協議の他随時，要望を事前に両者で精査，実現の努力を行ってきた。
○親の会の総会に参加するほか共同の学習会なども実施。
○通所施設や作業所等連絡会とも，随時情報交換（専任担当者費用も補助）
○連絡会とは市民向け共同学習会を開催するほか，駅前広場での製品販売会（ほっとはーと）
や情報誌（わくわーく）などを発行

具体的には

親の会，連絡
会との協議も
継続的に実施
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自立支援協議会

障害者一人ひとりが地域において様々なサービスを組み合わせながら生活を可能に

地域自立支援協議会
（以下「協議会」）

国の方向

○ 「地域で障害者の生活を支えるシステムをつくっていく」ため，個別事例の支援
のあり方についての協議
○ サービス等利用計画等の質の向上，相談支援の評価・検証
○地域ネットワーク強化と社会資源の開発に向けた協議を行うこと
○ネットワークの強化

障害者の生活から生ずる様々な困難や課題を解決する必要性に基づくケアマネジメントの仕
組みや社会資源の開発などを具体化するため，市町村におけるボトムアップの施策形成シ
ステムとしての協議会の可能性を追求する必要がある．る

本人を中心とした相談支援のために ⇒

地域の連携・社会資源開発，相談支
援専門員の質の確保等が必須

これまでの親の会や作業所連絡会の他，障害者団体との良好な関係を協議会に生かす

市の方向

当事者主体のボトムアップの施策形成
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協議会（自立支援協議会）の機能

１．障害者の生活課題の解決を目的としたサービス（創出）主体としての役割

○障害者一人ひとりのケアマネジメント実践から発見された生活課題を議論することを出発点に，参加者の自由な議

論を引き出し，現状と課題を共有できる ⇒ 情報機能

○関係機関がその個別及び全体の課題を解決する方法を協議し，それぞれの役割を発揮できるネットワーク構築

（共感できる関係性から） ⇒ 調整機能，権利擁護機能
○生活課題の抽出から共通性を見出し，地域の課題を見出せる。ようにするとともに，障害福祉計画などの施策に結

びつける ⇒ 開発機能

○相談支援専門員等が学びの相互作用の中で生活課題を解決する主体として自覚できる。そして，市政をはじめと

する地域社会全体に積極的に働きかける役割を負っていることを自覚し自らの成長につなげる．⇒ 教育的機能

２．ケアマネジメント機能の展開を支える役割

○障害者自立支援法の改正に伴って，全ての障害福祉サービス利用者に計画作成を行うことが法定化された。それ
を踏まえ，地域の中で障害者ケアマネジメントの理念を定着させ，サービス利用計画の均質化（地域のスタンダード）
をつくる（指定特定相談支援の量の確保と質の維持向上） ⇒ 評価機能

３．状況に合わせて変化できる柔軟な協働の中核的組織に

○法が目まぐるしく変わる中，時々のニーズに応じた柔軟な運営体制を構築する必要 ⇒ 相談支援の基盤整備

協議会の六つの機能（情報機能，調整機能，開発機能，教育的機能，評価機能，権利擁
護機能）注の観点から，調布市の地域自立支援協議会を検討した。

※佐々木隆行（2008）「地域自立支援協議会の目的・機能について」『自立支援協議会運営マニュアル』，財団法人 日本障害者リハビリテーション協会，p.9-10
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調布市の相談支援事業のイメージ

相談支援事業所
希望が丘

相談支援事業所
ドルチェ

調布市こころの健康
支援センター

本人主体のケアマネジメントの推進

相談支援事業所
ちょうふだぞう

↑（基幹相談支援センター：直営）

委託・運営

相談支援事業
（市委託）

調布市
指定特定相談支援事業所

Ａ

指定特定相談支援事業所
Ｂ

障害福祉課
（指定特定相談支援事業所）

指定特定相談支援事業所
Ｃ

子ども発達センター
（指定障害児相談支援事業所）

指定特定
相談支援

全国の設置率39％
（うち直営のみ10％）

2021年

主に
知的

主に
精神

主に
身体

指定特定相談支援事業所
D

・・・E，F，G 7か所



個別支援会議

運営会議 （運営営委員+相談支援事業所+障害福祉課）

ワーキング１
『防災ＷＧ』
座長：木下委員

ワーキング３
『居宅介護ＷＧ』
座長：秋元委員

サービスのあり方検討会
（市内特定相談支援事業所）

自立支援協議会全体会
障害者計画
障害福祉計画
障害児福祉計画

障害者差別解消支援地域協議会

ワーキング２
『障害理解ＷＧ』
座長：谷内委員

Ｒ１～ 調布市障害者地域自立支援協議会

障害者（児）地域生活支援拠点連絡会
（拠点を構成する事業所等）

意
見
具
申
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２３年度以前に整備された点・協議会論議を経ず整備された資源

年度 事業名 内容 検討経過（議論の内容）

６３年 療育施設短期入所 ・島田療育園 1床 ・重症心身障害者の短期入所が利用しづらいため，市単独のベットを
確保した

１２年度 ・市立施設の短期
入所・市単独ショー
トステイ
・民間施設市単床

・法定の短期入所２床
・市単ショートステイ1.6床
・滝乃川学園1床

・調布市立の知的障害者援護施設を開設するにあたり，国制度の短期
入所及び市単独のショートステイ（日帰りや私事都合のレスパイト可）
を設置することとした。

１５年度 体験型グループ
ホームステップ開
設

利用期間を3か月，また
は1年として，GHの生活
を実体験し，自己決定の
参考にする。

・施設入所やグループホームの居住が保護者の意向で決まる現状
・知的障害が自己決定するための経験が不足
・親の会と学習会や見学会を開きグループホームのメリットやデメリット
を本人家族が理解した
・都営住宅の一部を市で活用できるとの提案があった

１８年度 相談支援体制の整
備

委託型相談支援事業所
の整備

・これまでの相談事業を相談支援事業所として位置付けた
・障害特性に応じた支援が可能となるよう，３障害ごとの相談支援事業
所とした

２４年度 相談支援体制の整
備

・基幹型相談支援所
・協議会に「サービスの在
り方検討会（サビあり）を
設置

・指定特定相談支援の質の確保
・サービス利用計画の書式やアセスメント手法の統一化
・相談支援事業同士の連携強化
・困難事例の共同検討や虐待等の公的介入を可能とした
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自立支援協議会の議論が施策に結びついた例
年度 事業名 内容 検討経過（議論の内容）

２３年度 障害者の暮らしを
地域で支えるネット
ワークモデル事業

・専任職員，24時間相談，
緊急ベット確保，知的障
害者全件把握（サービス
未未利用世帯の訪問）

・近親者に暴力をふるわれた知的障害者を保護した事例検討
・急に母親が病気で入院したり亡くなったりした事例や母親の疾病が
誰にも知られることなく家庭内の問題に留まり入院や死亡してから
相談が開始された事例検討．

２４年度 通所施設整備（結
の里）開設

高齢化した障害者を中心
とした通所施設の整備

・高齢の精神障害者を仲間（当事者）が支えている事例
・高齢者が増加した通所施設での，「就労」の場に関する事例検討
・市内の全通所施設を対象に通所者の高齢化の実態に関するアン
ケート調査，その後数カ所にインタビュー調査

２７年度 グループホームみ
つばち開設

重症心身障害者のグ
ループホーム

・生活するうえでの工夫や便利な道具の活用法，近隣住民との関係を
当事者が体験報告
・重症心身障害児の地域生活の現状や，親の思いを報告してもらい討
議（制度の谷間の問題として共有）．

２７年度 福祉人材育成セン
ターの設置

福祉人材の研修育成機
関の開設

・障害者の特性を把握したヘルパー等福祉人材の育成が必要
・小規模事業所での人材養成の困難さ⇒研修機会の確保や費用
・介護人材が不足し，ニーズに応じた派遣が出来ておらず，制度はあっ
ても生活の支援には至っていない現状．

２８年度 ほりでーぷらん（障
害者の余暇活動）

障害者の余暇活動を事
業化⇒作業所等連絡会と
共催

・生活の三要素（就労，居住，余暇）のなかで不足している余暇活動支
援についての議論
・特に重度知的障害者の余暇が確保されていない現状
・行動援護や移動支援が不十分で余暇活動が家族主体に

３０年度 ・医療的ケアコー
ディネーター・医療
的ケアレスパイト
・医療的ケア研修

・退院後の支援の円滑化
やケアマネジメント
・緊急時の訪問看護によ
るレスパイト・３号研修

・医療的ケアを要する児童の親の孤立化と情報不足
・福祉サービスと医療・保健の一体的なマネジメントの必要
・医療的ケアを要する重症心身障害児の介護負担の重さ
・病院退院後のサービスへのアクセス

元年度 ・ふれあい商店共
生社会推進事業

・地域生活支援拠
点

商店等のトイレ，建物，情
報のバリアフリー化

緊急時の受入・対応，体
験，専門的人材の確保

・飲食店に段差等で入りづらい，トイレが使えない
・メニューがわかりにくい，指差しできれば良い
・地元商店が気軽に利用できるようにすることが共生社会づくりになる
・親亡き後に備えるのと共に地域移行を進めるす。また重度障害者に
も対応できる専門性を持ちの緊急事態への対応を図る
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国
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これまでのとりくみから可能となってた地域生活支援拠点

相談

基幹型相

談支援

相談支援

安心ネット

「緊急時
の受け入
れ・対応」

短期入所・
市ショート
ステイ

安心ネット

暮らしの
「体験の
機会・場」

体験型グ
ループ
ホーム

市ショート
ステイ

「専門的
人材の確
保・養成」

福祉人材
育成セン
ター

・医療的
コーディ
ネーター

・ケア研修

「地域の
体制づく
り」

協議会

相談支援
ネットワー
ク（サビあ
り）

調布市における面的整備

これまで，整備してきた様々な社会資源と障害者自立支援協議会で議論され創出された社会資
源によって，既に調布市では必要な面的な整備ができていた。

は自立
支援協議会で
実現した資源
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ちゃれんじ
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協議会が達成できたことと課題

〇多様な当事者や親，保健，医療，福祉関係者が参加し，支援協
議会の意義と理念が共有ができた。

〇独自のアンケート調査を行う等エビデンスベースの議論ができ
たとともに，市職員，協議会委員が制度や生活課題を学べた

〇多様な障害の問題を自分の問題としてとらえられたほか，協議
会委員として責任ある主体的な議論ができ課題と解決の道筋
が明確化できた

〇協議会での調査や議論の結果を示しながら市職員が，議員や
財政当局に説明でき，同意が得られた。

〇生活課題に対応した新たな障害者施策が展開でき，「地域に
あってよかった」協議体として認識された

・様々なニーズから，課題を明確化できた。

・明確化した課題から社会資を創出できた。

・地域自立支援協議会が地域にあってよかったと感じて
いる（意見の活発化）

●差別解消法との整合を図りながら「共生社会」実現の理念を共有化する
●福祉関係者以外に協議会の意義や存在を広げ，多様な立場の人が共有できる協議会
●市と協議会委員が協働しながらも，より委員が主体的に運営できる仕組み
●個別支援から抽出されたニーズを施策につなげることの継続



参加

共同
学習

主体
形成

公論
形成

施策

＜市民との共同による施策推進＝マネジメント・サイクル＞

協議会

ニーズとのギャップを
埋める取り組み。

地域生活を送るため
の先駆的な施策を共
同で施策化

協議会委員とともに，市職
員が市民の暮らしを支え
るという公務の意義を理
解し，新たな挑戦を図った
・住民の主体形成

・自治体労働者の主体形
成

制度やニーズを知る
にとどまらず，行政の
仕組みや限界などに
ついても，共有した。
また，自分の障害だ
けではなく，様々な障
害の課題について共
有。

フォーマルな取り組
みだけではなく，イ
ンフォーマルな取り
組みも含めて

・エビデンスベース
の議論

当事者主体を原則に，肢
体，聴覚，視覚，精神，知
的当事者と親の会，精神
家族会も含めて参加



調布市における地域生活を支えるしくみ
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出典：第2期調布市障害者福祉計画
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ご清聴ありがとうございました


