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平成２６年度第３回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

１．開催日時 平成２６年１０月２３日（木）１３：３０～１５：３０

２．開催場所 総合福祉センター 第２・３会議室

３．出席者

下田直樹委員（リーダー）、石井克典委員（サブリーダー）、佐藤由美子委員、足立誠之委員、

神谷澄子委員、野坂秋美委員、枝川芳子委員、安藤克子委員、大塚靖委員、西田良枝委員、

市川恵子委員、渡邉聰子委員、高木行雄委員、志賀智子委員、西山緑委員、清水美恵子委員、

佐々木健悟委員、落合進委員、森嶋宏治委員、辻井俊光委員、山田真理子委員、長谷川祐二委員、

石田友里子委員、橋野まり子委員（行政を除き団体名 50 音順）

４．議題

（１）障害者差別解消法施行に向けての取り組みについて

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）啓発・広報活動について

（４）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて（事例を取り扱うため非公開）

５．資料

議題１資料 浦安市における虐待防止ネットワーク会議フローチャート

議題２資料 平成 27年～29 年度浦安市障がい者福祉計画 第１編 障がい者計画 たたき台抜粋

議題３資料 平成 26年度 啓発・広報活動について

議題４資料 浦安市障がい者虐待の通報・届出の受付状況等（平成 26年４月１日～９月３０日）

※事例紹介は個人情報保護のため回収

６．議事

事務局：ただいまより平成 26年度第３回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いたします。本日はお

忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。今回から、株式会社オリエンタルランドの小

林委員が 10 月１日付で人事異動により大塚委員に変わられましたことをご報告いたします。

自立支援協議会及び部会は会議を公開し議事録もホームページで公開いたします。議事録には発言

者の氏名を記載いたしますのであらかじめご了承いただきますようお願いいたします。特に個人情報

に関わる発言等につきましては十分なご配慮をお願いいたます。また、ご発言の際にお願いがござい

ます。当部会におきましては、聴覚障がいのある方、視覚障がいのある方が委員として参加されてお

ります。また、会議を円滑に進めるためにもご発言の際は挙手いただき、リーダーの「○○委員お願

いします」の発声のあとに団体名と氏名を述べていただき、その後発言をお願いいたします。

なお、議題４の障がい者への虐待を防止するための取り組みについては、個人情報を取り扱うため

非公開とし、公開用の議事録には掲載いたしません。また、恐れ入りますが傍聴の方はご退室をお願

いいたします。非公開部分の議事録につきましては個人を特定しない範囲で概要を掲載し委員の皆様
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に配布いたします。

それでは、これからの議事進行につきましては下田リーダーにお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：それではさっそく、第１の議題、障害者差別解消法施行に向けての取り組みについてというこ

とで、最初に事務局より障害者差別解消支援地域協議会モデル事業の報告をお願いしたいと思います。

事務局：議題１障害者差別解消法施行に向けての取り組みにつきまして、ご説明させていただきます。

平成 24 年 10 月に、障がい者の虐待防止法が施行されまして、その第３条に差別の禁止が謳ってご

ざいます。平成 28 年４月１日から障害者差別解消法の施行となりまして、内閣府でモデル事業を実

施したいということで、差別撤廃条例が制定されております都道府県に対して依頼がありました。千

葉県はすでに、10 年ぐらい前から、障害のある人もない人も共に暮らす条例が制定されております。

本市は千葉県と一体となって、障害者差別解消支援地域協議会のモデル事業を実施することになりま

した。

すでに、ワーキンググループや打ち合わせを何度か繰り返していまして、ここにも参加していた

だいてます、市川保健所の山田委員にもご協力いただいております。差別事例などをそれぞれ持ちよ

って、「今後のあり方検討委員会」を進めて行こうと考えているところでございます。本日ご参加の

委員の皆様にも、それぞれの各事業所での取り組み等をお伺いしながら検討委員会に提出していきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして何か質問、あるいは意見

ございますでしょうか。

ワーキンググループが立ち上がって、モデルの事業ということで進めているようでございますの

で、もしご意見等ございましたら、事務局に積極的にお寄せいただければと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

それでは、事前にお送りした議事次第でもお知らせした通りでございますが、ご所属の団体や事業

所などでおこなっている障がいのある方への配慮や取り組みについての事例について、ご意見を伺い

たいと思います。

また、どのような配慮があれば暮らしやすくなるか、委員の皆様が普段生活の中で感じていらっし

ゃることも、この場でどしどし出していただいて、意見交換をしたいと思っています。

以前には、大塚委員のいらっしゃるオリエンタルランド社、私の所属している明海大学の事例を報

告させていただきました。明海大学の事例につきましては、パワーポイントを今、作成しておりまし

て、写真なども入れながら、次回に改めて資料を提示して、説明させていただきます。

今回は、浦安警察署での取り組みについて、ご報告をお願いできればと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

佐藤委員：浦安警察署の生活安全課長をしております佐藤と申します。よろしくお願いします。警察署と

しましては、基本的には障がいのある方もない方も同じように、お話を伺うというのはもう基本的ス

タンスなんですけども、障がいのある方が警察署にいらしても署も古いものですからエレベーターが

ございません。階段を上るのもつらいというような方も多々いらっしゃいます。１階でもお話が聞け

るように相談室をつくりましてお話を伺うなどの配慮をおこなっているところです。なかなか予算の

関係もございまして、専用のものをつくるというのはすぐにはできないんですが、できる限りの配慮

をして、皆さんが使いやすい、相談しやすいような環境づくりをしていきたいというふうに思ってお
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ります。

また、障がい者のある方から虐待ですとかそういったような相談があるというような場合には、警

察としては、速報事案というような位置づけにしておりまして、人身の安全に関わるような事案であ

れば、組織的な対応を行うというような体制を取っておりますので、今後もそれは継続していくこと

になっております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：どうもありがとうございました。浦安警察署の取り組みということで、佐藤委員からご報告を

いただきました。さまざまなきめ細かな配慮をしようということで取り組みをなさっているという事

例が報告されました。

さて、委員の皆様には障がいのある方への配慮や取り組みについて、あるいはどのような配慮が

あれば暮らしやすくなるかということにつきまして、ご意見を引き続きお伺いしたいと思います。い

かがでございましょうか。

枝川委員：浦安手をつなぐ親の会の枝川です。浦安警察署の取り組みを伺いましたけれども、交番や、い

わゆる地域に出ているおまわりさんたちの対応を、私たちはすごく願っているんですね。何年か前に

ショッパーズで、「高校生がなんかじろじろ見ている」と言って交番に駆け込んだことがありました。

障がいの子たちはどうしても、別にその人を見てるわけでもないけれども、視線が行くっていう場合

もありますし、自閉の子にはすごくこだわりがあったりして、たとえば靴下にすごく興味を持ってる

子とかいろいろいるんですね。そうしますと、どうしてもそっちに気が行ってしまって、一般の方に

はびっくりする、不愉快な面を与えると思うことがあると思うんですけれども、障がいのことを理解

した上で対応するのと、いわゆる変質者として扱われるのとでは違うと思うんですね。ですから、い

わゆる地域に出てる方々に理解をお願いしたいと思ってます。

佐藤委員：ただいまのご意見、ありがたく頂戴いたしました。警察でも人権に関する教育ですとか、今本

当に若手警察官が増えていまして、大量退職に伴う入れ替わりが激しいものですから、警察官の平均

年齢が若くなっております。それに伴ってですね、いろいろな教育をしていかなければいけないとい

うことで、いろんな内容を盛り込んでやっているところなんですけども。その中で、一つのテーマと

して人権に関わること、障がい者への理解というようなことも盛り込んで今やっているところです。

引き続き、私たち幹部職員も含めて、いろいろな方への対応に対する適切なやり方というものを模索

していくための教養、人権に関すること、障がい者の虐待に関すること、さまざまなテーマを盛り込

んでやっていきたいと思います。

山田委員：市川健康福祉センターの山田です。前回の権利擁護部会が終わったあと、７月の末ぐらいに、

下田リーダーさんと、浦安市の清水係長さんにご提案を申し上げたことですが、都内で実施している

ヘルプマークとヘルプカードのことはご存知でしょうか。内部障がいなどがおありになる方は、都内

のほうで、ハートに十字のマークのついたカードや、キーホルダーみたいなのがあるんですけれど。

マタニティマークを想像していただけるとわかるのですが、ヘルプマークというものがございまして、

それを、カバンなどにつけておくと、自分の口から語らなくても配慮をしてもらえる。たとえば、地

下鉄に乗っているときに、外見からわからない障がいをお持ちの方が優先席に座っても、この方はな

んらかの、ご配慮が必要な方なんだということが、言わずしてわかるというふうな、そういう効果の

あるカードだったりするんですが。

そういうものを東京都がすでに取り入れるということがありまして。NHK のハートネット TV で７

月 29 日に放映されました。ぜひ千葉県でも。一般の方たちからの合理的な配慮がないということを
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障がいのある方たちが嘆いてしまうということから一歩進めて、自分たちかわかってもらうというか、

助けを求めるという視点も大事なのかなと思いまして。そういうものを導入してみてはどうでしょう

かということで、ご提案を申し上げました。浦安市さんのほうで、こちらのほうは、導入していただ

けるというふうな、あとでもしよろしければそのお話をしていただければと思うのですが。

市川市でも、障がい者計画が策定されている中で、災害時の要援護者登録制度で登録をしたとき

に、そういうものをお渡しするっていうことがあるようですね。東京都では、ヘルプマークと一緒に、

黄色いジャケットを配って、たとえば何か不測の事態があったときに黄色いジャケットを着た人は、

なんらかの配慮が必要な人だから一緒にこう、助けてあげるというか、一緒に逃げるとかっていう配

慮がわかるようにするというふうな、そういう効果も狙ってるようなものなんですけども。それがヘ

ルプマークで。

あとヘルプカードというのは、手帳とかと同じような形で、あの、何か助けを求めたいときにその

カードをこう出すことによって私はこういうことを求めてますっていうのをあらかじめ中に書いて

おいて困ったときに提示をすると。そういうところで自らヘルプを発信できるっていうツールとして、

そういうもののご紹介を申し上げたところです。もしよろしければ、清水さんからもそういうお話を

いただければ嬉しいなと思いました。

事務局：では、事務局清水から補足させていただきます。東京都が作成しているヘルプマークの使用につ

いて、東京都の担当課に問い合わせてみたところ、東京都の関係者や都内の企業に関わらず、申請が

あればどこの自治体やどこの企業でも使えるというお返事をいただきました。

今後は、いろいろなマークの導入や普及、啓発広報活動についても権利擁護部会で、検討していた

だけたらと考えております。現在のところは、事実確認だけにとどまっておりますが、権利擁護部会

でも、マークのことについてもっと皆さんに知ってほしいという意見もあり、バリアフリーハンドブ

ックに取り上げられています。

また、昨年の 12 月の広報うらやすの障がい者週間特集でも、マークについても紹介させていただ

きました。マークというのは、外見ではわからない障がいをお持ちの方についても、周りの理解が得

られやすいということで、市民の皆さんにマークを知っていただくということは大変重要だと考えて

おります。権利擁護部会で、マークの活用や導入についてご意見をいただければと考えております。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。マークの普及につきましては、バリアフリーハンドブックの中でも

させていただいてますが、特に、耳マークですとか、ハートプラスマーク等のご要望の多いマークに

つきましては、障がい事業課で、マークの入ったカード形式のもの、キーホルダータイプのものをつ

くって普及のほうはしておりますので、こういったものを活用していただくこともできるのかなとは

思います。

またこれとは別に、災害時等につきましては、きっかけは聴覚障がいの方が救急車を呼ぶときに困

るということで、平成 21 年度の１年間、聴覚障害者協会と話し合いをしていきまして、次の年平成

22 年度に救急メディカルカードというものを浦安市で作成をいたしました。それは、聴覚障がいの

方だけではなく、すべての障がいの方がご自分の障がいの情報を書き込んで、あと、今何を求めてい

るということを指さしで示すことができるようなカードになっています。今では、障がいのある方だ

けではなく、高齢者の方も災害時に個人で一つ持っているとお薬の情報なんかも書けるカードですの

で、とてもいいということで、市役所の健康増進課、高齢者支援課、障がい事業課等の窓口で配って

います。すでにいくつかこういった取り組みもありますので、また新たなものとなると混乱する場合
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もあるのかなと思いますので、現状の取り組みについて報告させていただきます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。このヘルプマーク等について何かさらにご意見とかご質問とかござ

いますでしょうか。

はい。それでは、このマーク等についても、権利擁護部会でご意見を頂戴しながら普及を図って

いくと。バリアフリーハンドブックの中でも取り上げられておりますので、さらに委員の皆様で力を

合わせて、推進・普及していきたいと思いますので、ご意見やご提案をいただければと思います。ど

うもありがとうございます。

それでは、次に、聴覚障害者協会の野坂委員からお話をいただければと思っておりますが、いか

がでしょうか。

野坂委員：聴覚障害者協会の野坂と申します。よろしくお願いいたします。浦安で行われるイベントがあ

るときには必ず通訳をつけてほしいというふうに思っております。市長のあいさつですとかいろいろ

なごあいさつがありますよね。通訳がついていないと私は全くわからないんですね。成人式のときは

必ず通訳をつけていらっしゃいますよね。でも、ほかのイベントのときには通訳がついていないこと

が多いんです。ですので、配慮として通訳を必ずつけていただきたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。特に健康福祉部主催の事業であれば、今はほとんどついているかな

と思いますが。まず、手話通訳の人数にも限りがありますので、市役所すべての各部署でのイベント

に 100 パーセントつけるというのは現状厳しいところもあります。それで、特につけてほしいという

要望の上がった事業から優先的に現在は配置しているところです。ただ、健康福祉部以外でもさまざ

まな事業を実施していますので、できる限りつけてほしいということで、今後も障がい事業課から周

知をしていきたいと考えます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ぜひ、よろしくお願いいたします。私たちの大学でも父母会をやるときに、通訳をつけるよう

にいたしまして、話の内容がよく伝わるようにということで取り組んでおります。今後も、公的なイ

ベントが大変多いと思いますのでよろしくお願いいたします。

それでは、社会福祉協議会からということで、石井サブリーダーにお願いしたいと思うんですが、

よろしいでしょうか。

石井ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：社会福祉協議会の石井です。気持ちよくご利用いただけるようにということで、まずは、

誠心誠意対応していくことということで、いつも朝のミーティング等でそういう話をさせていただい

ております。今日ご利用いただいているこの会議室等につきましても、アンケートボックスを設けて

います。鍵の貸し出しを手渡しでしておりますので、その際に気になる点等をお聞きしてます。昨年

度でしたか、トイレの荷物を掛けるフックが高いということがありまして、フックを下げることとか。

それから、今、トイレの和と洋の割合がよくないというようなこともあり、和を洋に変えてほしいと

いうお話もいただいたりしておりますので、そういった改正点等、市と調整をさせていただきながら、

よりよい形をつくろうというふうに思っております。

職員は、多くの市民の方々と接しますので、バリアフリーハンドブックを活用して研修をさせて

いただいてます。今日、民生委員さんもお越しいただいてますが、民生委員さんの研修等につきまし

ても、このハンドブックを活用して、先般研修をさせていただきました。私どもも、ご利用される方々

が、気持ちよくいられるような形をつくり出していこうということで、日々、取り組んでるというと

ころでございます。
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下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。委員の皆様でご所属の団体、あるいは事業所においてこういう取り

組みをしているというような何か、事例報告ございましたら、どしどし出していただきたいと思いま

す。

高木委員：浦安商工会所の高木でございます。いつもお世話になります。先ほど、イベントでの手話とい

うお話があったんですけれど、手前どももいろんなところと関係してイベントを組んでいるんですけ

れども、開会式とかになかなか手話がついてないのが現状なのかなと思うんですけれど。市役所には、

どのぐらい手話ができる方がいらっしゃって、その費用的なものはどうなのかお聞きしたいなと思っ

てるんですけど。

橋野委員：手話通訳者の派遣につきましては、障がい福祉課の事業としておこなっておりまして、市の事

業であれば、市の関係各課から障がい福祉課へ派遣の申請依頼をしていただきますと、費用は障がい

福祉課がすべて負担する形で派遣させていただいております。手話通訳の方は８人いらっしゃいます。

時間が長いときにはやはりお２人での派遣になりますので、あと市役所に、いつ聴覚障がい者の方が

来られてもいいようにということで、１人は開庁時間中設置という形で置いています。残りの７人が

派遣で出ます。

その派遣で使われる主な目的は、通院ですとかお子さんの学校の説明会ですとか、当事者個人の

目的での派遣申請が多くなっていますので、その分もとっておかなきゃいけない。そのほかに長いイ

ベントですと、２人セットになりますので、どこまで対応できるかというのは、人数的な限界もある

というのが現状です。

高木委員：はい、ありがとうございました。できるだけイベントについても検討したいと思います。ご協

力をお願いいたします。ありがとうございました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ぜひよろしくお願いいたします。ほかにございますでしょうか。

それでは、今いただいた貴重なご意見を、このあと説明のある障がい者福祉計画や浦安の差別解消

あるいは合理的配慮への取り組みにぜひ、取り入れていきたいと考えております。

また、次回以降も所属の団体あるいは事業所で実施している、障がいのある方への配慮や取り組み。

また、合理的な配慮といいますか。それについて伺いたいと考えておりますので何卒よろしくお願い

いたします。私のところではこういうふうな取り組みをしているということについて、いろいろとご

意見を頂戴して、さらにこうしたらいいんではないかというようなことも出していただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次に議題２に移らせていただきます。議題２は障がい者福祉計画の策定についてとい

うことで、資料もすでにお手元に届いているかと思いますので、その資料をもとに事務局からご説明

をお願いしたいと思います。

事務局：障がい事業課の菊池です。議題２の障がい者福祉計画の策定について説明させていただきます。

この計画は皆さんご存知の通り、当事者団体のヒアリングや各部会を通じて意見を収集させていた

だきまして。また、掲載されている、現行の計画に掲載されている事業の担当課には、現在の計画

期間である 24 年度から 26 年度の進捗状況を調査しまして、障がい者福祉計画策定委員会に図りな

がら策定を進めています。

資料の２ページ目に施策の体系がありますが、たとえば子ども部会では、保健・医療の充実。ま

た障がいの早期発見の促進のところであったり、４番の子どもへの支援の充実の部分については、各

部会からご意見をいただきながら策定しているところです。
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前回のこの権利擁護部会では、現行の計画の中の権利擁護に関わる事業についてお話しましたが、

本日は策定中の計画のたたき台の中の、権利擁護に関する部分についてご説明させていただきまして

ご意見をいただきたいと思います。策定までにあともう１回、１月に権利擁護部会が予定されていま

すので、その時点では、ほぼ出来上がっているかと思いますが、もう１回意見を伺う機会があると思

います。

まず、資料の１ページ目なんですが、重点的な取り組みというものが５つありまして、権利擁護

部会に関わるところとしては１番の差別の解消と合理的配慮の推進というところであります。

続いて２ページ目なんですが、この政策の体系の中で、権利擁護に関するところで今日ご説明を

させていただくところは、その１番の、理解と交流の促進の中の啓発の推進と、市民との協働による

支援活動の促進。そして、７番の自立と社会参加の促進の中の権利擁護施策の充実、虐待の早期発見・

防止、差別の解消と合理的配慮の推進です。

それでは、３ページ目から説明させていただきます。理解と交流の促進ということで啓発の推進。

自立支援協議会で、24 年度に、後ほど紹介しますが、バリアフリーハンドブックを作成しまして、

今年はいろいろなところに配布するなどして啓発活動をおこなっておりました。

アンケートの結果ですが、差別や嫌な思いをした経験について、よくある・時々あるの２つを合

わせると 18.3 パーセントの方が、そういった回答をしておりまして、22 年度の結果からは若干改善

されておりますが、まだ、そういった経験がある方がいらっしゃるということが現状にあります。今

後も、バリアフリーハンドブックなどを活用して啓発活動を積極的に展開していく必要があります。

取り組みの方向性なんですけれども。広報誌等による理解の促進ということで。広報浦安で、12 月

１日号に今年も障がい者週間の特集を予定しているんですけれども。広報浦安であったり、パンフレ

ット。そして、バリアフリーハンドブックなどを通じて、障がいのある人に対する理解、市民の理解

を深めていきます。

２番の理解と協力の呼びかけということで。障がい事業課としましても、事業所向けの説明会な

どをおこなっておりますが、公共的機関や施設や事業所に対して、法律や条例の内容などの周知を図

りまして、障がいのある人への理解や協力を求めていきます。また、ケーブルテレビなどに、障がい

者福祉に関する情報を提供して、啓発活動に対する協力を呼びかけていきます。

３番の啓発活動の推進ということで。福祉講座を開催したりとか、講師の派遣を行い、障がい者

関係団体と連携して啓発活動を推進していきます。

４番の職員研修会の充実ということで。今年度は、次長や課長を対象としました差別解消法の研

修を、庁内でおこなったところです。教職員の方に関しては毎年２・３年目研修で、障がいに関する

研修の機会を設けていただいているんですけれども。市の職員や教職員に対する、研修の機会を充実

させて、障がいのある・なしに関わらず学ぶ機会をつくっていくことや、合理的配慮への取り組みな

どに関する理解を深めていきます。

４ページ目に主な事業ということで、こころのバリアフリー支援事業。障がい者福祉推進事業と

いうことで、今年度は市内小・中学校の教職員の方にバリアフリーハンドブックを配布していきまし

たが、今後もおこなってまいりたいと思っております。また、さまざまな方を対象にして講演会や、

啓発イベントなどを実施します。

２つ目の事業としまして、自立支援協議会のこの権利擁護部会ということで、権利を擁護するた

めのネットワークづくりと啓発活動を行うということで、今後も皆さんの協力をいただきながら、こ
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の権利擁護部会が主体となって啓発活動を推進していきたいと思います。

３番目職員研修ということで。人事課の事業なんですが、現在、新規採用職員の研修の中で、車

いす体験や白杖体験。障がい者の当事者の講話を聞くなどするして、障がい者の目の不自由な方の体

験などをする研修が盛り込まれております。

続きまして、５ページ目の市民との協働による支援活動の促進ということで。今まで、「ボランテ

ィア活動の支援」というタイトルだったと思うんですが。今後、個人個人によるボランティアだけで

はなく、市民の団体とも一緒に事業を進めていかなければならないということがあると思うので、協

働という言葉を入れさせていただきました。これまで、障がいのある人を支援する団体を支援してい

くとともに、障がい者団体や、支援団体と連携して啓発活動に取り組んできました。また、ボランテ

ィアに関しては、社会福祉協議会を中心に、情報の提供やボランティア活動の側面的支援をおこなっ

てきました。また、市民活動に関しては市民活動センターでも、団体の支援をおこなってきたところ

です。障がいのある人が地域で生活していくためには、法的なサービスだけではなくて、地域の人々

の協力と支援っていうものがかかせません。今後も、福祉活動を行う人材や団体を発掘・育成支援す

るとともに、市と地域の人々が一緒に障がいのある人を支援していくことが必要です。

取り組みの方向性としましては、市民による支援活動の支援ということで、市民活動センターで

登録団体がホームページなどを通じて情報を発信できるようにしていますが、こういった障がいのあ

る人を支援する団体が、活動の情報を発信できるように支援をおこなってまいりますし、また、団体

との講演会やイベントなどの開催を推進していきます。

２番。地域ぐるみの福祉ネットワークの整備。３番にもボランティア活動の推進ということで、

ボランティアの養成活動、社会福祉協議会や市民活動センターでの夏休みボランティア体験というも

のを行っていますが、この事業への参加を呼びかけていきます。また、市の職員のボランティア活動

への参加・促進を図ります。

主な事業としましては、市民活動促進事業ということで、市民活動センターというものが駅の近

くにあるんですが。現在は、福祉に関する団体は 63 の団体が登録しておりまして、その中で直接障

がいに関する団体は 14 団体が登録していまして、市民活動センター活用して、ホームページなどで

活動情報の発信をおこなっているところです。また、団体が主体的に行う公益的な事業の補助を行う

とありますが、市民活動補助金制度では、平成 14 年度から、この補助金制度始まりまして、障がい

に関するのべ 10 団体が補助金の支援を受けているというところです。

続きまして６ページ。こころのバリアフリー支援事業ということで、市役所の各部署が連携して、

障がい者団体や、支援団体、関係機関が連携して、バリアフリーハンドブックの配布や講演会など啓

発活動をおこなっていきます。

事業の後援ということで。障がい事業課では、障がいに関する事業の講演をいくつかおこなって

います。そういった、障がいのある方を対象としたイベントを行う際に、広報で協力するなど支援を

おこなっていきます。

最後にボランティア休暇制度。職員のボランティア活動への参加を支援するため、年に５日の範

囲内でボランティア休暇という制度があります。

関連の計画なんですが。第２期市民参加推進計画。こちらは、現在の市民参加推進計画改訂版を

改訂してるところで、来年度から第２期の計画期間が始まります。加えて、社会福祉協議会の地域福

祉活動計画。この２つになります。
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事務局：障がい事業課の柳澤です。自立と社会参加の促進について説明させていただきます。カテゴリー

が３つに分かれており、一つが権利擁護施策の推進。２つ目が虐待の早期発見・防止。３つ目が差別

解消と合理的配慮の推進となっております。

まず、権利擁護の施策の推進です。現状と課題としまして、障がいがあることで不利益な取り扱

いを受けることなく、地域で安心して暮らしていくためには、公的機関や福祉サービス事業所のみな

らず、障がい者団体や支援者、民間企業や県との連携が不可欠です。

また、高齢者数の増加に伴い、認知症高齢者の拡大も予想され、高齢期にある障がいのある人に

おいても、成年後見制度の必要性が高まると考えられることから、制度の利用拡大に向けた体制の整

備を引き続き推進する必要があります。このことから、取り組みの方向性といたしまして、権利擁護

の推進、成年後見制度利用の促進となっております。

主な事業とは、自立支援協議会の権利擁護部会ですとか、成年後見制度利用の支援、成年後見事

業といったところになっております。

続きまして、２つ目の虐待の早期発見・防止に移ります。平成 24 年 10 月より、障害者虐待防止

法が施行され、本市においても障がい者虐待防止センターを設置し、相談員による相談・通報の受理

や支援をおこなってまいりました。また、今年度からはですね、浦安市高齢者・障がい者等における

虐待防止対策協議会を設置しまして高齢者を支援する関係機関と障がいのある方を支援する関係機

関が連携をして、支援体制の強化に取り組んでおります。今後も、より一層の連携を図りまして、虐

待の早期発見や保護に努め、虐待を受けている人への安心・安全を確保するとともに、虐待防止に取

り組むことも必要と考えております。

このことからですね、取り組みの方向といたしまして、虐待防止ネットワークの強化。虐待防止

センター事業の充実。そして、主な事業としましては、先ほど申しましたように、虐待防止対策協議

会の開催、虐待防止実務者会議、虐待防止講演会の開催を考えております。

３つ目としまして、差別解消と合理的配慮の推進です。現状と課題では、先ほど議題１でも簡単

に申し上げたんですけれども。ここではですね、厚生労働省となっておりますが、内閣府です。訂正

をお願いします。今年度、千葉県とともに、障害者差別解消支援地域協議会のモデル事業を実施しま

して、虐待防止対策協議会を中心に、差別や合理的配慮の事例の収集と支援体制の連携のあり方につ

いて、検討を行います。

今後もですね、モデル事業の成果や国の基本方針等を踏まえた要領を作成しまして、社会的障壁を

取り除くための配慮を推進していくことが求められております。

このことからですね、取り組みの方向といたしまして、差別解消のための体制整備、行政におけ

る配慮の推進、合理的配慮の推進となっております。

続きまして、主な事業といたしまして。まずは、こころのバリアフリー支援事業、障がい者福祉

推進事業。先ほども菊池から話もありましたけれども。こころのバリアフリーハンドブックを配布し

て、啓発に努めていきたいと思います。

12 ページをお願いします。ほかにですね、ハンディキャップサービス事業。声の広報事業。公式

ホームページ事業。選挙関係の事業。意思疎通支援事業。U コミサポート事業。次の 13 ページでは

消費生活センターの事業。あと、庁舎等建設事業となっております。

この庁舎等建設事業はですね、障がいのある方が円滑に行政手続きが行えるように、ユニバーサ

ルデザインに基づく庁舎として整備していきます。
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トパーズクラブや聴覚障害者協会などの団体にご協力をいただきながら、３回ほど開催し、皆さ

んのご意見をいただきながら、よりよい庁舎になるようにと思っているところでございます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。何かご質問、あるいはご意見ございますでしょうか。

足立委員：質問なんですけれども。ボランティア活動はもうちょっと具体的なところで、どの程度整って

いるのかと。

さっき、白杖を持っている人の移動支援とか、車いすの移動支援についてお話があったと思いま

すけども、カナダなんかではですね、車いすで移動する人への支援は、それなりの資格を持った人が、

ボランティアをやると。白杖についても同じです。

ところが、日本ではそういうことがなくてですね、資格が無い人が車いすを押したり、移動を支

援すると。これは、実際車いすに乗ってる人にとっては非常に不安だと思うんですね。それから、視

覚障がい者にとっても非常に不安なんです。日本っていうか、浦安はボランティアにそういうような

資格を与えるっていうのはあるんでしょうか、お聞きしたいんですけど。

石井ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：はい。社会福祉協議会の石井です。ご質問にありました有資格という部分では、今、私ど

もでお願いしている介護等のボランティアさんについては、資格を持たれてるというようなことはあ

りません。

実際に、今、お話いただいたように、車いすでの外出支援のご要望ですとか、ディズニーランド

に来たときの介添えですとか、そういうご依頼がきたときに、私どもの介助のボランティアグループ

がおりますので、そこに調整をし、ボランティアとしてこちらからお手伝いに行くという仕組みには

なっています。

足立委員：だから、スキルのほうは大丈夫かっていうことなんですよね。車いすを押すとか、移動支援す

るとか。それは、大丈夫ですね。

石井ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：はい。ボランティアグループの中で研修会を設け、そこには私ども社協のも立ち会ってお

りますので、そういう意味では、そのお手伝いをする方のスキルという部分では大丈夫というふうに

思います。

足立委員：社協のほうで把握してるボランティアの方でですね、車いすのスキルを持ってる方は何人ぐら

いおられますか。

石井ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：介助グループのボランティアの数が、およそ 30 人ほどだと思います。それぞれ白杖や車い

す等のご支援をする研修を皆さんが受けていると、認識してます。

足立委員：たとえば出かけるときに、トパーズクラブがお願いするときは、白杖を持ってる人の支援がで

きる方をつけていただいてると。そういうことになるわけですね。

石井ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：トパーズさんからご依頼があった分等々、ちょっと細かなデータはわかりませんが。基本

的には、そういうふうにお手伝いをさせていただいてると思っております。

足立委員：わかりました。どうもありがとうございます。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。の配布されてる資料の３ページの３番と４番のところを見て思ったん

ですけども。古いほうと照らし合わせてみて、とっても中身が薄いなって思ったんです。文書の量が

減ってるっていう単純なことからだとは思うんですけれども。読みやすくするためになのかなとは思

うんですけど。あまりにも簡素過ぎてすごく薄っぺらく感じるんですね。

古いもののほうだと、福祉教育の充実ということで、市内の小中学校にはとか、市の職員に対する

とか、市民一人一人の障がい特性や障がいのある人への理解と関心を深めるためとかっていうのがあ
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るんですけど。そういうのが一切なくて、ぱーっと読んでも、なんだろう。上っ面だけ、さーっと読

むみたいな、冷たい感じというか、そういう感じがしてしまって。

なんでそう思うかっていうと、うちは自閉症協会ですけれども。知的障がいとか、自閉症とか、

発達障がいの人たちって、何回も言われてることですけど。見た目にわからないですし、「どういう

配慮がほしいですか」って言われたときに、具体的に言うのがとても難しい障がいなんですね。なの

で、やっぱりこういうところで、きちんと文書に載せてもらわないととても不安っていう気持ちがす

るんです。なので、読みやすくするために量を減らしたんだと思うんですけど。もう少し、厚みのあ

る文書というか、工夫してもらいたいなっていうふうに思いました。

事務局：前の計画と比較しますと、かなりコンパクトに感じられてるかと思います。ほかの市町村の計画

とも比較しまして、浦安の今までの計画は、結構こと細かに計画の段階に盛り込まれているんですね。

かなり目標が細分化している。

今回の計画策定に当たりまして、やっていたことをやめるとか削減するとかではなく、方向性を絞

って、あとは主だった事業を挙げています。各課が何をやっているか、たとえば、平成 27 年にはこ

れだけ進捗したという細かい部分については、今後、自立支援協議会や部会で、チェックシートとい

う形になるかどうかはわかりませんけれど、この課がどれだけやった、何件達成したのか、そういう

データを提示いたしまして、検証していただきたいと考えております。

なので、計画自体が少しコンパクトになってしまったんですが。計画に掲載するのは、方向性とい

うか指針と考えまして、こちらの形を取らせていただきました。今までやってきたことをなくすとか、

削減することではありません。

ただ、これだと確かに、どういう取り組みが具体的になされるかというのが少し薄いかと思いま

す。なので、進捗については協議会に適宜報告して検証を図りたいと考えております。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。方向性は変わってないとか、そういうことはわかりました。ただ、そ

れはある意味当たり前というか、出来上がっ計画を読んだ人は、そういう裏事情とかを知らないわけ

で。文書にあることがすべてになるので。私、違うときに同じことを言ったと思うんですけども、そ

ういうことなんです。読んだ人が、浦安は温かみを持って障がいのある人たちにこういうふうにやっ

ていくんだということがわかるものにしてほしいっていうことであるので。「そんなつもりはないで

す」とか、そういうことは言ってもしょうがないことだと思うので。すみません、言い方が悪いです

けど、そういうことです。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：これについては、計画策定委員会がございますので、こちらで文面も含めてもう一度、検討を

させていただきますので。もう一度全体に渡って検証して、神谷委員がおっしゃるようにですね、こ

れを見た方が、これしかやらないのとか、薄っぺらに感じないように工夫をしていきたいと思います

ので、ご意見ありがとうございます。

西田委員：基幹相談の西田です。今の神谷委員と事務局のやり取りにも通じるのかもしれないんですけれ

ども、たとえば共通するものってすごくあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。

たとえば、７ページの自立と社会参加のところでは、権利擁護の取り組みって書かれていますけれ

ども、障がいのある人たちの権利を擁護していくためには相談事業って本当に欠かせないものだと思

うんですね。相談事業が抜けているんじゃないかなっていうことと、現状と課題の中でも、いきなり

成年後見制度につながるわけではないですし、自立支援協議会にいろんなものが出てくるわけではな

くって、障がいのある人たちが、これでいいのかなとか、自分の権利が侵害されてるんじゃないかっ
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ていうことを、気軽に話ができるところから始まって、こういう制度につながるとすると、やっぱり

身近な相談ができるところが必要ですっていうことが必要ですし。

あと、自立と社会参加のためには、障がい福祉サービスは欠かせないものだと思うんですね。そ

うすると、それらはきちっと書いていかないと。今、本人部会でも、自立したいけれども、夜や朝と

か、ヘルパーさんが来なくって、余暇にも行けないとか、家族に頼ってしまっていて自立ができない

っていうことが出ているので、そういうことも表記していただきたいなっていうふうに思います。ど

うしても、計画だとぶつぶつって切れちゃうのはしょうがないと思うんですけど、ベースに流れてい

るものっていうのを、どこかで表現をしていただきたいと思います。

同じところで、９ページに、やはり虐待の早期発見とか保護に努め、虐待を受けている人の安心・

安全を確保するとともに、虐待の防止にも取り組むことが必要ですって書いてありますが、虐待は、

皆さんご存知の通り、防止するためには、やはり適切な支援がないと、養護者に対する支援がないと、

虐待というのはとても起きやすいわけですので。じゃあ、養護者の支援ってなんですか。そこの支援

をこのように用意していきますよっていう方向性で書いていただきたいと。

虐待防止のネットワークがいくらあっても、防止センターがあっても、支援がないと話にならな

いのかなと思いますし。いきなり虐待防止センターに行くのではなく、先ほども申し上げたように、

相談支援ってすごく重要だと思うので、その相談のことも、こういうところにも必要なんじゃないか

と思います。

同じように、11 ページの差別の解消と合理的配慮っていうか、自分が差別されてるかどうかって

いうことも、気が付かないこともありますし。障がい者の関わり方、書き方。それから、具体的な方

策やサービスを書いていく必要があると思っています。それから、現状と課題の文書なんですけれど

も、「今後はモデル事業の成果や国の基本方針等を踏まえた要領を作成して、社会的障壁を取り除く

ための配慮を推進していく」の、社会的障壁を取り除くための配慮は何を指しているのか、ちょっと

私にはよくわからず、１番目の議題にも出てきておりましたが、配慮っていうことと合理的配慮義務

っていうことは、似て非なるものなのかなって私なんかは捉えます。

というのは、合理的な配慮がないと、障がいのある人たちは障がいのない人たちと同じ生活が送

れないわけで、そこを合理的配慮っていうふうに言うので。配慮っていう言葉は誰にでも使います

よね。ちょっとした配慮とか、気配りとか。なんかそうではなくて、障がいがない人と同じような、

要するに平等な生活を送るための合理的な配慮っていうのだったら、もうちょっと踏み込んで書い

ていかないと、ふわっとしてしまうのかなっていうことがすごく気になります。抽象的な話のよう

に聞こえて大変申し訳ないんですけども。やっぱり障がいのある人たちの視点をもうちょっと具体

的な事業として落とすっていうことが必要なような気がします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。これについては、先ほど申しましたように、ご意見をここで承りまして、これからの計

画策定委員会で、検討してまいります。確かに、かなり抽象的な文言もありますので、こういった

点も含めて、検討いたします。

志賀委員：身体障がい者福祉センターの志賀と申します。取り組みの方向性ということで書いてあるので、

ちょっと私の言うのが細かいところで、あまり合っているかわからないんですけれども。２点ほど

思ったところがありまして。

一点目は、私たちの事業の中で車いすの方を連れて外出をするというときに、やはり、お手洗い

ですね。おむつをされている方のトイレ問題というのがすごく大きくて。それによって行く場所が
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かなり左右されたり、そういうことがないようにどこでも行きたいところには行きたいと思ってい

るんですけれども。そうすると、近隣の公に近い施設であれば貸してもらえるのかなとか思うんで

すが。現実にはなかなかそういったところにも、大人のおむつ替えができる場所がない。浦安市内

にないんですね。

一番使い易いのはイクスピアリが多機能型のトイレがあるんですけれども。それ以外ですと、も

うダイエーとか、イトーヨーカドーでしたら、言って救護室を借りるということができるんですが。

あとは、健康センターを貸していただいたこともあるんですけど。それ以外ではなかなか公共のと

ころでもない状態なんですね。そういったトイレを市の施設から、どんどん改善をしていただきた

いというのが一つと。

たとえば公民館に全部にそれをつけてくれというのが難しい話であったとしても、子どものほう

では、たぶん、おむつ替えの場所であったり、要するに一般の企業だったり、お店だったりに「こ

こはできますよ」っていうようななんか冊子があったり、そういうのがあると思うんですけれども。

たとえば保健・救護室があるので、急なときには使ってくださいっていう企業があるとか。そうい

った、既存の施設を使った形でもいいので、外出しやすい町になってくれたらいいなというふうに

思っています。

もう一点は、たぶん差別の解消と合理的配慮の推進というとこに入るのかなと思うんですが。12

ページのあたりを見てみると、視覚障がいの方、聴覚障がいの方、身体に障がいのある方の配慮に

いろいろ出ていまして。これはこれで、一応推進していただきたいんですけれども。

うちは身障センターですけども。やっぱり知的な障がいも重複してお持ちの方もいらっしゃって。

新聞を見ながら時事問題とかもやっぱり知ってほしいなっていうことで、わかりやすく説明したり

しながらお話をすることもあったんですけれども。知的な障がいの方に対する、こういう事業があ

んまりないのかなというふうに思いました。

新聞であれば、たとえば子ども新聞とか、ニュースでも子どもニュースみたいなのありますけれ

ども。市の広報に関して、そういったものが、ちょっと私の知る限りはないのかなと。もう少しわ

かりやすかったり、発達障がいの方であれば、図がもっといっぱいあったほうがわかりやすいとか、

建物にしてもピクトグラムとかをもっと活用するとかそういった形で、選挙も今度ありますけれど

も。そういったものに関しても、知的な方は、ちょっと蚊帳の外になってしまいがちなのかな。わ

からないから情報もなかなか得られない。周りは一生懸命説明してくれる人がいる場合はいいんで

すけれども。自ら情報を得ようとしたときに、なかなか得られるものがないんじゃないかなという

ふうに思いますので、その辺も何か進めていただけたらいいかなと思ってます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：改めて検討させていただきたいと思っておりますので、ありがとうございました。

森嶋委員：社会福祉法人のパーソナル・アシスタンスともの森嶋です。

この合理的配慮っていう文言がすごく気になるんですが、もともと権利を保障するために存在す

るのは義務だと僕は思うんですね。不便を解消するためにあるのが配慮であろうと。その間を取っ

て合理的配慮みたいなのが、あるだろうというのが正しい文言だと思ってますが。

まず、３ページの取り組みの方向性の④番。「障がいのあるなしに関わらず、共に学ぶ機会をつく

っていくこと」っていう文言になってますが、できれば、「機会を保障すること」という文言にした

ほうが文言としては正しいのではないかと。読み間違えようがないというか、読み込みの解釈の違

いで、問題が起きることがないんじゃないかと、僕は感じました。
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いろいろご意見を聞いて感じたのは、情報が、健常と言われる私たちとハンデがある人たちにと

っての、双方の垣根っていうか、ハードルになってるのかなって感じたので、この部分での意見を

言わせてください。もともと情報保障は国が言ってる言葉であって、千葉県も言ってる。11ページ

の行政サービスにおける配慮の推進の中に、情報保障のためのガイドラインを基にっていう文言が

出てくるような世の中になりましたが。もともと、たとえば視覚障がいであったり、聴覚障がいの

方たちっていうのは、情報がすごく薄いわけですよね。自分で情報を得ようと思ったときに、いろ

んな障壁があります。

国も、たとえば「手話は言語である」っていう、正式な判断をされたりとかっていう昨今の中で、

聴覚障がいの方たちの手話通訳の話がありましたが、浦安市内で８名の手話通訳の方がが活躍され

ているっていうふうに仰られてましたけど、もともと障がいのある人たちにとっては制度で、視覚

障がいの方たちに対しては同行援護、ガイドヘルパーとして外出に同行して移動を支援するだけで

はなく、情報の部分まで担保しましょうっていう制度があるわけですね。

聴覚障がいの方たちにとっては、きっとそれは移動支援だったりっていうところで担保されるの

かなと僕は思ったんですけど。たとえば 20人の聴覚にハンデがある人たちが個別でいろんなところ

に行って、個別の給付で情報収集の権利を保障されるっていうことと比較して、大きなイベントで

手話通訳の方たちが情報の収集のサポートしていただけるのは、予算規模としてはものすごく低い

はずなんですよね。

両方とも、情報の収集のための、権利を保障するための事業という形にはなっていて。各イベン

トとで依頼があれば、行政から派遣しますっていうのも一つの手だと思うし素晴らしいことだと思

うんですけど、たとえば大きな会社がやるイベントであったり公的な行事にすぐ派遣してもらえる

みたいな体制がきちんととられるのであれば、これは合理的配慮っていう文言を使ってもいいよう

な気がするんですが、担保されるんであれば、情報をきちんと保障できるんだなということがあっ

たので、障がい福祉計画には、数値目標を入れなさいっていうことと、それを確保するための具体

的な方策もちゃんと記述しなさいと。

たとえば、手話通訳の方たちを育成するためにこれだけの予算組みますとか、民間で手話通訳を

育成して、イベントとか何かをやるとき、もしくは相談で「手話通訳やります」って言ったときに

は補助を入れるとか。こういうことをしましょうって書くことで担保できるのかなと思うので。権

利の保障は、配慮よりも重い義務だと思ってるので、権利の部分については義務だっていうことを

鑑みて、配慮ではなく、「これをします」という文言に変えると、計画としては具体性をもつのかな

っていうことと、数値目標を入れたときに具体的な方策を入れていただければということがありま

す。

もう一点なんですけど。浦安で道を歩いてたり自転車で走ったりして思うのは、すごく自転車は

危ないですよね。最近になって、法律のところは疎いですけど、自転車も道路交通法の軽車両とし

ての適用を受けますって言っておきながら、駐車場のように車いすマークがあって障がい者がほぼ

優先的に占用して使ってくださいっていうようなものが駐輪場にはないんですよね。予算の部分も

ついてきちゃうんですけど。たとえば、体にハンデがあっても三輪の自転車だったりとかすると乗

れる。でも、駐輪場がすごく遠くて、降りたあと歩くのが大変。駐輪場の出入り口にわりと近くて、

少し幅の広くて三輪で行っても停めれる場所とかは、それこそ配慮みたいな形でできるのかなと思

ういます。
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たとえば歩道に点字ブロックがあります。その点字ブロックを利用してハンデがある人たちが歩

いているいています。歩行者と自転車と両方共有の歩道が浦安市内にたくさんありますから自転車

で走ることはいいと思うんですけど。健常者側とか自転車を乗ってる多くは、学生だったり青少年

だったりしますけど、その人たちに対する啓発とか広報こそが具体的な配慮であって、聴覚とか視

覚にハンデがある人たちだけを守るための情報出しましょうって言っているんではないんですよね。

たとえば、ベビーカーを押してて、最近はヘッドホンつけてるお母さんたちもいたりとかすると

きに、チリンチリンって鳴らしたって、聞こえないんだよって言う方が、やっぱり啓発にはなって、

絶対事故も減るはずなんですよ。もともとエレベーターつくるときだって、身体障がいの人たちの

ためだけにこんなお金出すのかっていう、言われてた時代もありますけど。そういう配慮というと

ころでは、双方に対して情報をやっぱり発信する。そして、権利としての情報保障の部分について

は義務として、っていう部分がちゃんと見えるような計画にしていただければと思ったので発言を

させていただきました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：確かにおっしゃる通りですね、権利の反対は義務とか、配慮というのが一体どういうことを意

味するかとか、そういうことも、十分な吟味した上で、いただいた意見をもとに、情報に対する権

利保障というか、このあたりにも十分気を配りながらちょっと改めてもう一度全体を見直しておき

たいというふうに考えます。

山田委員：市川健康福祉センター山田です。障がい事業課さんにお話申し上げてどうなるかっていうこと

はわかりませんが、選挙に関して私ずっと思っているのは、視覚障がいの方とか身体障がいの方に

限った配慮だけではなく、たとえば発達障がいの方やディスレクシア、字を読むのに障がいがある

方でとかは、顔写真なんかがあったりすると、候補者の方がぱっと頭に入るのではないでしょうか。

そういう顔写真で選べるとかっていう制度なんかは入れられないのかなというのはちょっと感じま

した。あと、知的障がいのある方たちも参政権を得られるようになった、いわゆる成年後見制度の

中で後見人がついた人にも選挙権が得られるようになって、公平に情報を仕入れて、自ら選挙に参

加する際に、いわゆる一般の政見放送であるとか、街頭の演説などではやはり難しかったりする。

内容が難しかったりするとき、毎日新聞の野沢さんがおっしゃっていたのですが、どこかの市町

村では候補者の方がかわるがわる知的障がいのある方たちが集うような場所に出向かれて、自分の

政策方針などを皆さんにこう話すような機会を、市町村のほうで設けてみるとか。そういうところ

で、少しでも、情報を提供する、いわゆる優しく、一般の人とはまた違う形での情報提供っていう

のを試みるとかっていうふうなこともされているということを聞きました。身体障がいのある方と

はまた別の形の配慮ということでの情報提供をしていただきたいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。投票あるいは選挙権の保障に関わる配慮について、さまざまな障が

いをお持ちの方の立場や観点に配慮しつつというような視点も盛り込んでいきたいと思います。あ

りがとうございます。

いろいろご意見いただきまして本当にありがとうございます。策定委員会に向けて文言の見直し

等をおこなっていきますし、策定委員会からもご意見をまたお返しするなど、双方向でよりよいも

のをつくり上げていきたいと思いますので。誰が読んでもほっと納得できるようなものというのは、

なかなか難しいかもしれませんが、それを目指して努力をしていきたいと思います。

それでは、そのほか、もしいろいろご意見ございましたら、また事務局に、メールでも FAX でも、

あるいはお電話でも結構でございますので、ぜひ、申し出をいただきたいというふうに思います。
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それでは、３つ目の議題に移ります。議題３は平成 26年度の啓発・広報活動についてということで

ございますので、まずは、事務局から説明いただいて、そのあと、ご所属の団体や事業所などでの

広報活動への協力についてご意見を伺いたいと思います。

事務局：議題３の、啓発・広報活動について説明させていただきます。まず、バリアフリーハンドブック

の配布ということで、市内の小中学校の全教員の方に、757 名の方に配布しまして、総合学習の時

間などでの活用の検討をお願いしました。

７月 19 日の Uセンター夏祭りや、９月１日に、社会福祉協議会からお話をいただいて、社協でや

られる講義のときにもお配りする機会を与えていただきました。

あと、東京学館浦安高校での福祉教室があるということで、そこで、その前後のホームルームな

どの時間に、学校の先生からハンドブックを配っていただけるということになりまして配られたと

ころです。

２番の、ハンドブックの配布と啓発活動ということで。１番は配布したのみだった、説明だった

んですけれども、２番は、配布するとともに、簡単にこのハンドブックがどういったものだってい

うことを教え、説明して、啓発をおこなったものになります。

１番の福祉体験教室なんですけれども、網掛けのところが今後の配る予定のところで、まだまだ

これから増えていくと思われます。福祉体験教室と、車いす体験と、あと白杖体験。あと、当事者

の方の講話と質疑応答から構成されるもので、社会福祉協議会さんや、ボランティアグループの「あ

いあい」さんの協力を得て、今年は、小学校の体験教室のときに配布させていただいています。ま

だ、実績は途中経過なんですけれども、今後の予定も含めますと、約 1200 人の生徒さんに配れると

いうことになります。

そのほかには、市民活動センターやボランティアセンターの夏休みボランティアのガイダンスオ

リエンテーションのときに、バリアフリーハンドブック配布させていただきました。あと、こちら

も、社会福祉協議会さんから、８月 21 日と９月 11 日、お話をいただきまして、福祉教育推薦校の

講演会のときと、あと市長の講演会のとき、民生委員さん児童委員さんの講演会のときに、配布さ

せていただきました。

３番の研修ということで、教員２、３年目研修で、一般社団法人こども未来共生会。青少年サポ

ート事業を委託している法人の中島理事長に、発達支援の必要なこどもへの理解と支援というタイ

トルでお話をいただきました。

また、市の職員研修ということで、先ほども少しお話しましたが、各部の次長や各課の課長を対

象にしまして、障害者差別解消法の研修会を行いました。

また、事業所向けの研修ということで、11 月 17 日に、問題行動の理解と対応についてというテ

ーマで中山先生にお話をいただく予定です。時間があれば、足を運んでいただきたいと思います。

その他ということで、今年度も、広報うらやすに障がい者週間の特集を組む、大きく載せられる

かっていうのは、ほかの記事との兼ね合いがあるのでわからないんですが、それなりのスペースを

いただいて記事を載せる予定です。障がいのある方の制作した製品の紹介など、内容をちょっと考

えているんですけれども。何かこういったもの広報に載せたらいいんじゃないかっていうものがあ

れば、このあとご意見いただきたいと思います。

また、障がい者週間に合わせて、今年は本庁舎の１階展示スペースで、展示を考えています。障

がいに関するマークの紹介であったり、働いている障がい者の紹介であったり、あとは団体の PRを
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したいという当事者団体の方がいらっしゃいましたら、その、団体の PR などを考えおります。こち

らも何かよい案があれば、ご意見いただきたいと思います。以上、私の説明を終わります。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。では、ただいまの報告につきまして、質問やご意見等ございますで

しょうか。また、ご所属の団体や事業所などでこういった啓発・広報活動に協力いただけるという

事業所ございましたら、ぜひ積極的にご提案いただきたいと思います。

枝川委員：手をつなぐ親の会の枝川です。親の会で 2015 年、来年になりますが、３月５日の木曜日、文化

会館小ホールにおいて、スポーツジャーナリスト、大阪芸術大学教授の増田明美さんをお迎えして、

「自分という人生の長距離ランナー」という題目で講演会を行います。広報には、２月１日号に載

ると思います。今ポスターとの作成をしておりますので、各団体に、ポスターの掲示や配布の協力

をお願いしたいと思います。小ホールですので、400 人ということで、先着順ということで。一応、

問い合わせの E メールはついていますけれども、詳しいことはまたポスターを見て、ぜひいらして

ください。障がいの子たちのマラソンを、まだお忙しくないときに、なさっているので、浦安も結

構マラソンを皆さんやりますし、ぜひいらしてください。

安藤委員：民生委員の安藤です。チラシをお配りしましたハッピーダンスは、あすか 21 という PTA の市の

市Ｐ連の OB の方たちの集まりが主催なんですが障がい者の方たち、お子さんたちと一緒にダンスを

するというのが昨年から始まりまして。障がい者のお子さんたちが一生懸命楽しく踊っている姿を

見てみな感動して、来年もやろうってことで、去年から始まったんですが。やってくださる方は若

い方たちなんですけど、とてもいい方だったというふうに記憶しておりますので、皆さんもよかっ

たらお出かけください。

枝川委員：確認なんですが。今年は、文化会館の小ホールの 12月の催しはないことでいいんですよね。

事務局：今年は、文化会館でのイベントを予定しておりません。

下田委員：ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、今後もこういった啓発・広報

活動にご協力いただけるというようなご所属の団体、事業所、あるいはイベント等のお話ございま

したら、ぜひ、こういった部会、あるいは委員会でご提案いただきたいと思いますし、また、それ

を事務局の FAX やメールでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、次に議題の４に移らしていただきたいと思うんですが。障がい者への虐待を防止する

ための取り組みについてでございます。先ほど事務局からご説明ございましたが、個人情報を取り

扱います。大変恐縮でございますが、ここから非公開ということになりますので。すいませんが、

傍聴の方は、ご退席をお願いいたします。



平成 26 年 10 月 23 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

総合福祉センター第３・４会議室

浦安市自立支援協議会第３回権利擁護部会

１．開会

２．議題

（１）障害者差別解消法施行に向けての取り組みについて

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）啓発・広報活動について

（４）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

（事例を取り扱うため非公開）

３．閉会
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議題２資料

平成27年～29年度浦安市障がい者福祉計画 第1編 障がい者計画 たたき台抜粋

○重点的な取り組み

１． 差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合う共

生社会の構築のため、障がいの有無にかかわらず相互理解が深まるように、差別の解消と合理

的配慮を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図ります。

２． 自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、自由に

サービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりのニ

ーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、民間の事業者の連携と新規事業者が参入しやすい

環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域移行者

の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等をおこない、日中活動の場

の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能を

持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対する整備

費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図ります。

３．ライフステージを通じた支援の充実

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイルを活用して、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援体制を充実します。

４．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立できるよ

うに、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。

５．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者に対し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整

備します。

また、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。
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○施策の体系

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

権利擁護施策の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

移動・交通手段の整備

歩行空間・建築物の整備

就学・進学相談の充実

ライフステージを通じた支援の推進

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充実

施策の方向性 基本施策

日中活動の場の充実

住まいの場の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

虐待の早期発見・防止

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発の推進

市民との協働による支援活動の促進

交流機会の拡充

障がいの早期発見の促進

保健・医療・リハビリサービスの充実

就学前療育・教育の充実

就学後療育・教育の充実

重点

重点

重点

重点

重点
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（１）啓発の推進

■現状と課題

浦安市の自立支援協議会では、平成 24 年度に障がいと障がいのある人への理解を深めるた

めの小冊子「バリアフリーハンドブック」を作成し、啓発活動をおこなってまいりました。

アンケート調査の結果では、差別や嫌な思いをした経験について、「よくある」（３.７％）、

「時々ある」（1４.６％）となっており、両者を合せると１８.３％の方が何らかの差別的な経

験をしたことがあると回答しています。平成２２年度の調査結果の２１.５％と比較すると若干、

状況の改善が見受けられるものの、５人にひとりに近い方が未だに差別的な経験をしています。

今後も､本市のまちづくりの大きな目標のひとつである「人間尊重のまちづくり」を基本に

据え、「バリアフリーハンドブック」等を活用し、啓発活動を積極的に展開していく必要があ

ります。

■取り組みの方向性

①広報紙等による理解の促進

広報紙やパンフレット、「こころのバリアフリーハンドブック」などを通じて、障がいや障

がいのある人及び障がい福祉に対する市民の理解を深めます。

②理解と協力の呼びかけ

市内の公共的機関・施設や事業所等に対し、「障害者差別解消法」等の法律や条例の内容な

どの周知を図り、障がいのある人への理解とバリアフリーのまちづくりに対する一層の協力を

求めていきます。

ＣＡＴＶ、タウン誌、民間企業等に障がい者福祉等に関する情報を提供し、啓発活動に対す

る参加、協力を呼びかけます。

③啓発活動の推進

福祉関係の講座の開催や、講師の派遣を行うとともに、障がい者関係団体などと連携し、啓

発活動を推進します。

④職員研修機会の充実

市の職員や教職員等に対する研修機会を充実し「インクルージョン」（障がいのあるなしに

関わらず、共に学ぶ機会を作っていくこと）の理念や合理的配慮への取り組みなど障がいのあ

る人等への理解を深めます。

理解と交流の促進１
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■主な事業

事業名
こころのバリアフリー支援事業

障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容

啓発用の冊子として小中高校生を中心に「こころのバリアフリーハンドブッ

ク」を配布します。

小中高校生、行政職員、教育関係者、支援者、一般市民等に向けた講演会や啓

発イベントを実施します。

事業名 自立支援協議会・権利擁護部会

担当課 障がい事業課

内容

障がい者の権利を擁護するためのネットワーク作りと啓発活動を行うことを目

的とした「権利擁護部会」で、関係機関の連携を強化し、啓発活動を推進しま

す。

事業名 職員研修

担当課 人事課

内容
新規採用職員研修等で、福祉研修（車いす利用体験、障がい当事者の講和等）

を行います。

うらやすこころのバリアフリーハンドブック
広報うらやす特集記事の一例
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（２）市民との協働による支援活動の促進

■現状と課題

障がいのある人を支援する団体の活動を後援し、側面的な支援をおこなうとともに、障が

い者団体や支援団体と連携して啓発活動に取り組みました。

また、社会福祉協議会を中心に、ボランティアに関する情報の提供、地域ぐるみ福祉ネッ

トワークの整備、活動の側面的支援などに取り組みました。

障がいのある人が、地域で自立して生活していくためには、公的なサービスの充実ととも

に、地域の人々の協力と支援が欠かせません。

今後も地域で福祉活動を行う人材や団体を発掘、育成、支援するとともに、市と地域の人々

が協働して障がいのある人を支援していくことが必要です。

■取り組みの方向性

①市民による支援活動の支援

障がいのある人を支援する団体が活動の情報を発信できるように支援を行います。

市民団体との協働による講演会やイベント等の開催を推進します。

②地域ぐるみの福祉ネットワークの整備

ボランティアの養成活動への側面的支援を図ります。

ボランティア養成活動を行っている個人やＮＰＯ、社会福祉法人、市内の大学、民間企業な

ど民間の取り組みを発掘し、地域に密着した福祉のネットワークづくりを図り、地域の福祉力

を高めます。

③ボランティア活動の推進

企業や学校等に、ボランティア活動の内容周知やボランティア体験への参加を呼び掛けます。

市職員のボランティア活動への参加促進を図ります。

■主な事業

事業名 市民活動促進事業

担当課 協働推進課

内容
市民活動支援の拠点施設である市民活動センターの運営を行います。

市民活動団体が主体的に行う公益的な事業に対し補助を行います。
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事業名
こころのバリアフリー支援事業

障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容

市役所の各部署が連携し、関係機関、障がいのある方、障がい者団体、支援団

体等と協力し合いながら、こころのバリアフリーハンドブックの配布や講演会や

イベントなどの啓発活動をおこないます。

事業名 事業の後援

担当課 障がい事業課

内容
市民団体等が障がい福祉関係の講演会等の事業や障がいのある方を対象とした

イベントをおこなう際に、周知広報の協力等、側面的支援を行います。

事業名 ボランティア休暇制度

担当課 人事課

内容
職員のボランティア活動への参加を支援するため、１年に５日の範囲内でボラ

ンティア休暇を付与します。

■関連施策・計画

第２期市民参加推進計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画
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（１）権利擁護施策の推進

■現状と課題

自立支援協議会を中心に、関係機関が連携して権利擁護に取り組んできました。

障がいのある人が、障がいがあることで不利益な取扱いを受けることなく、地域で安心して

暮らしていくためには、公的機関や福祉サービス事業所だけでなく、障がい者団体や支援者、

民間企業や県との連携が不可欠です。

また、高齢者数の増加に伴い、認知症高齢者の拡大も予想され、高齢期にある障がいのあ

る人においても成年後見制度の必要性が高まると考えられることから、制度の利用拡大に向

けた体制の整備を引き続き推進する必要があります。

■取り組みの方向性

①権利擁護の推進

権利擁護事業や福祉サービス利用援助事業の周知を図り、その利用を促進します。

障がいのある方や支援者、警察、県、民間企業等、さまざまな立場からの意見を取り入れ、

地域全体で権利擁護を推進します。

②成年後見制度の利用の促進

成年後見制度の利用の促進を図ります。

成年後見制度が必要と判断される方の相談対応を充実します。

自立と社会参加の促進７
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■主な事業

事業名 自立支援協議会・権利擁護部会

担当課 障がい事業課

内容
権利擁護に関する支援の充実を協議するとともに、関係機関の連携を推進しま

す。

事業名 成年後後見制度利用支援

担当課 障がい事業課

内容
補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められた障がいのあ

る人に、費用の助成をおこないます。

事業名 成年後見事業

担当課 障がい事業課

内容
成年後見制度利用のサポートと法人後見等をおこないます。（社会福祉協議会へ

委託）

■関連施策・計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画
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（２）虐待の早期発見・防止

■現状と課題

平成２４年１０月より、障害者虐待防止法が施行され、浦安市でも「障がい者虐待防止セン

ター」を設置し、相談員による相談・通報の受理や支援をおこなってまいりました。

また、平成 26 年度より、従来の「高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会」と「障がい者

虐待防止対策協議会」を統合した「浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」

を設置し、高齢者を支援する関係機関と障がいのある人を支援する関係機関が連携し、支援体

制の強化に取り組んできました。

今後もより一層の連携を図り、虐待の早期発見や保護に努め、虐待を受けている人の安心安

全を確保するとともに、虐待の防止にも取り組むことが必要です。

■取り組みの方向性

①虐待防止ネットワークの強化

「浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」を中心に、関係機関の連携を図

ります。

②虐待防止センター事業の充実

虐待の通報や届出があった場合は、「障がい者虐待防止センター」を中心に、迅速な事実確

認と必要に応じた支援体制の整備と保護活動を行います。

虐待の早期発見に努めるとともに、相談窓口である「虐待防止センター」の周知・広報を推

進し、一般市民や福祉サービス事業者向けの講演会や研修を実施し、虐待の防止に努めます。

■主な事業

事業名 障がい者虐待防止センター

担当課 障がい事業課

内容
障がい者の虐待の防止、虐待の通報、届出及び相談の受理と支援、保護を行う

とともに養護者への支援を行います。
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事業名 浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会

担当課 障がい事業課

内容

関係機関による支援体制の強化と情報共有等を行います。

障がい者等の虐待防止に係る具体的な施策や養護者に対する支援施策を検討し

ます。

事業名 障がい者虐待防止実務者会議

担当課 障がい事業課

内容
支援者を中心とした、虐待事例と対応情報の共有と支援の方向性の協議を行い

ます。

事業名 虐待防止講演会

担当課 障がい事業課

内容
虐待の防止や早期発見を推進するため、。市民や福祉サービス事業者等を対象に

講演会や研修会を開催します。



１１

（３）差別の解消と合理的配慮の推進

■現状と課題

平成 28 年度から障害者差別解消法が施行に先立ち、浦安市では、千葉県とともに平成 26

年度に厚生労働省の「障害者差別解消支援地域協議会」モデル事業を実施し、「浦安市高齢

者・障がい者等における虐待防止対策協議会」を中心に差別や合理的配慮の事例の収集と支援

体制と連携のあり方について、検討を行いました。

今後は、モデル事業の成果や国の基本方針等を踏まえた要領を作成して、社会的障壁を取り

除くための配慮を推進していくことが求められています。

■取り組みの方向性

①差別解消のための体制整備

国の基本方針等を踏まえた要領を策定し、差別の原因となる社会的障壁を取り除くための必

要な配慮がなされ、障がいを理由とする差別を受けることがないよう取り組みます。

②行政サービスにおける配慮の推進

国の基本指針や千葉県の「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」をもとに、

窓口等における配慮を充実します。

市主催の会議や講座、文化的な催しに積極的参加できるよう、障がいの特性に配慮した合理

的配慮を推進します。

③合理的配慮の推進

障がいのある人が、自分に合った支援を受けられるよう、啓発・広報や支援に努めます。

■主な事業

事業名
こころのバリアフリー支援事業

障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容

合理的配慮に関する要領を作成します。

啓発用の冊子として「こころのバリアフリーハンドブック」を配布します。

小中高校生、行政職員、教育関係者、支援者、一般市民等に向けた講座等を開催

します。

市職員や市民を対象に講演会や研修会を開催します。
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事業名 ハンディキャップサービス事業

担当課 図書館

内容
視覚障がいのある人などのため、拡大写本、点訳図書、音声図書、テキストデ

ータ資料などの資料を製作して提供します。

事業名 声の広報

担当課 広聴広報課

内容
視覚に障がいのある人のため、広報うらやすの内容を吹き込んだデイジー図書

やCDを作成しています。

事業名 公式ホームページ

担当課 広聴広報課

内容
文字の大きさが変更できます。音声読み上げソフトへの対応に配慮していま

す。

事業名 選挙費

担当課 選挙管理委員会

内容

投票所に仮設スロープを設置、点字版氏名掲示、候補者の略歴、政見等を点字

で記載した「選挙のお知らせ」や点字器などを用意しています。

身体に重度の障がいがあり一定の要件を満たす方が、自宅で投票できる「郵便

投票制度」を実施しています。

事業名 意思疎通支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
聴覚に障がいがある人が意志の疎通を図る上で支障がある場合などに、手話及

び要約筆記等の方法により、コミュニケーション支援を行います。

事業名 Uコミサポート事業

担当課 障がい福祉課

内容
聴覚に障がいがある人が意志の疎通を図る上で支障がある場合などに、市役所

が閉庁している時間に電話代行業務を行います。



１３

事業名 消費生活センター

担当課 消費生活センター

内容
障がいのある人が消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよう、相談、

啓発、情報提供等を行います

事業名 庁舎等建設事業

担当課 庁舎等建設準備課

内容
障がいのある人が円滑に行政手続きなどが行えるよう、ユニバーサルデザイン

に基づく庁舎として整備していきます。
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議題３資料

平成 26 年度 啓発・広報活動について

１．バリアフリーハンドブックの配布

（１）市立小中学校全教員

7月 16 日付で、市立小中学校全教職員（757 名）に配布。福祉体験教室での配布を依

頼するとともに、総合学習の時間での活用等の検討を依頼した。

（２）Ｕセンター夏祭り

実施日：7月 19 日

（３）了徳寺大学看護学部での社会福祉協議会等による講義

実施日：9月 1日

人数 ：120 名

（４）東京学館浦安高等学校の福祉教室

実施日：10 月 24 日

人数 ：526 名（１年生）

２．バリアフリーハンドブックの配布と啓発活動

（１）福祉体験教室（主催：学校又はＰＴＡ 実施：ボランティアグループあいあい）

車いす体験（車いすに乗ることと押すことを交代で体験）と白杖体験（白杖を持ち

目隠しをして歩くことと、白杖を持つ人のガイドをすることを交代で体験）、当事者

の方の講話、質疑応答から構成される。

日時 学校 学年 人数

7 月 15 日 北部小 4 年生 130 名

9 月 18 日 東小 4 年生 132 名

9 月 25 日 東野小 4 年生 157 名

10 月 3 日 南小 4 年生 158 名

10 月 9 日 富岡小 4 年生 54 名

10 月 14 日 高洲北 4 年生 126 名

10 月 22 日 見明川小 4 年生 89 名

10 月 31 日 舞浜小 5 年生 122 名

11 月 7 日 高洲小 4 年生 122 名

12 月 1 日 明海南小 4 年生 95 名

2 月 5 日 入船南小 4 年生 76 名

合 計 1261 名
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（２）その他

日時 内容 対象 人数

7月22日
市民活動センター

夏休みボランティアガイダンス

中学生～２０代
124 名

7月24日
ボランティアセンター

夏休みボランティアオリエンテーション

中学生～大学生
100 名

8月21日 福祉教育推薦校講演会

見明川小・見明川中・浦安南高教員

及びＰＴＡ、支部社協南西部推進委

員

90 名

9月11日 市長講演会（子育て支援について） 民生委員・児童委員 97 名

12月21日 バリアフリーコンサート 一般市民

３．研修

（１）教員 2・3 年目研修

実施日：8月 7日

内容：「発達支援の必要なこどもへの理解と支援」

～クラスでの配慮と具体的な支援について～

講師：一般社団法人こども未来共生会 理事長 中島 展氏

参加人数：44 名

（２）市職員研修（各部次長・各課長対象）

実施日：10 月 7 日

内容：障害者差別解消法研修会

参加人数：115 名

（３）事業所向け研修

日時：11 月 17 日（月）17：30～

場所：市民プラザＷＡＶＥ１０１ 中ホール

講師：ＮＰＯ法人 自閉症 e サービス 中山 清司 氏

テーマ：『問題行動の理解と対応について』

４．その他

・広報うらやす 12 月 1 日号 「障がい者週間」特集

・障がい者週間に合わせ、本庁舎１階での展示

（障がいに関するマークの紹介、働く障がい者の紹介、当事者団体のＰＲなど）



議題４資料 浦安市 障がい者虐待の通報・届出の受付状況等

（平成 26 年４月１日～９月３０日）

1 虐待の通報（第三者）・届出（本人）・相談の状況

（1）障害者虐待の通報・届出の受付及び対応

通報（第三者）

・届出（本人） 通報 届出

① 養護者による虐待 ４件

a 事実確認中 ０件 ０件 ０件

b 虐待ありで、対応中
４件

４件
４件

４件
0 件

0 件

c 虐待ありで、対応終結 ０件 ０件 ０件

d 虐待なし 0 件 0 件 0 件

e その他 ０件 ０件 ０件

計 ４件 ４件 0 件

② 施設従事者等によ
る虐待

１件

a 事実確認中 ０件 ０件 ０件

b 虐待ありで、対応中
１件

１件
１件

１件
0 件

0 件

c 虐待ありで、対応終結 ０件 ０件 0 件

d 虐待なし ０件 ０件 ０件

e その他 ０件 ０件 ０件

計 1 件 1 件 ０件

③ 使用者による虐待 ０件

a 事実確認中 ０件 ０件 ０件

b 虐待ありで、対応中
０件

０件
０件

０件
0 件

0 件

c 虐待ありで、対応終結 ０件 ０件 0 件

d 虐待なし ０件 ０件 ０件

e その他 ０件 ０件 0 件

計 ０件 ０件 ０件

計 ５件

a 事実確認中 ０件 ０件 ０件

b 虐待ありで、対応中
５件

５件
５件

５件
0 件

0 件

c 虐待ありで、対応終結 ０件 ０件 ０件

d 虐待なし 0 件 0 件 0 件

e その他 ０件 ０件 ０件

計 ５件 ５件 0 件

※ 本表は、平成 26 年 4月 1 日～平成 26年 9月 30 日までの通報・届出及び

対応状況を示したものです。

「b 虐待ありで、対応中」

虐待の事実があり、支援方針を検討中又は実際に支援中の事案 等

「c 虐待ありで、対応終結」

虐待の事実を確認し、必要な措置や支援を行って終結した事案

「e 「その他」

例えば、匿名での通報があったが、連絡先不明等により必要な事実確認ができない

ということで、組織として対応終結の判断をした場合などが該当します。ただし、その

場合も、何らかの方法で事実確認を試みているときは、「b」にあたります。

※ ②③について、県に報告や通知をした場合も、当該虐待対応の一環として被虐待者への何ら

かの支援等の検討や実施が続いているときは、「b」にあたります。



浦安市【受任事案の詳細】（複数回答）

虐待者の種別等 虐待者の種別等詳細 虐待あり 虐待なし 計

虐待の種類 ① 身体的虐待 ２ 0 ２

② 性的虐待 0 ０ ０

③ 心理的虐待 ４ ０ ４

④ 放棄・放置 １ ０ １

⑤ 経済的虐待 ０ ０ ０

計 ７ ０ ７

本人の障がい種別 ① 身体障がい ２ ０ ２

② 知的障がい ３ ０ ３

③ 精神障がい ０ ０ ０

④ 発達障がい ０ ０ ０

⑤ その他 ０ ０ ０

計 ５ ０ ５


