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平成２６年度第４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２７年１月２８日（水）１３：３０～１５：３０

２．開催場所 健康センター第一会議室

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）、佐藤由美子委員代理、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、志賀智子委員代理、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、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）平成２７年度からの権利擁護部会について

５．資料

議題２資料 平成 27年～29 年度浦安市障がい者福祉計画 パブリックコメント用素案抜粋

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 平成 27・28 年度浦安市自立支援協議会案

６．議事

事務局：ただいまより、平成 26 年度第４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。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します。

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「〇〇委員お願いします」の発言のあとに、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。

本日、浦安警察署の佐藤委員の代理といたしまして、山村様、浦安市身体障がい者福祉センター、

志賀委員の代理といたしまして、氏家様がご出席いただいております。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。どうぞよろしくお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：それでは改めまして、こんにちは。

私は、リーダーを務めさせていただいております、明海大学の下田と申します。寒い中お集まり
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いただきまして本当にありがとうございました。外は寒いですが、温かい心でぜひいろいろと活発

な議論を交わしていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速、

議題のほうに入らせていただきたいと思います。

まず議題１でございますが、「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

ございます。１月 14 日に、障害者差別解消支援地域協議会のモデル事業の中間報告会が開催されま

した。まずはそのご報告を障がい事業課からお願いしたいと思います。こちら清水さんからお願い

いたします。

事務局：では、障がい事業課、清水より簡単に報告させていただきます。現在、内閣府からの依頼で、千

葉県と一緒に差別解消にかかるモデル事業を実施しています。１月 14 日に内閣府の主催で障害者差

別解消地域協議会体制整備事業中間報告会という、報告会が開催され、浦安市も参加いたしました。

こちらは、千葉県と浦安市で実施しているモデル事業の報告会で、別の日に、やはりモデル事業を

実施しております岩手県、また、さいたま市の報告会も実施されます。

この報告会の内容といたしましては、まず、市の権利擁護や虐待防止、差別解消などの研修や講

座でお世話になっております、毎日新聞の論説委員の野沢和弘先生による基調講演がございまして、

差別解消法と基本方針案について、法の概要や、法の差別的取り扱いとはどんなものなのか、合理

的配慮とは、といったお話を頂戴いたしました。

そのあとに、千葉県と浦安市の現状と取り組みの報告と、パネルディスカッションが開催されま

した。浦安市は、高齢者、障がい者等における虐待防止対策協議会が、この障害者差別解消地域協

議会のあり方検討会も兼ねております。こちらでは、当事者アンケートの結果や、福祉計画策定の

際の団体ヒアリングなどでおうかがいいたしました、差別を感じた事例の報告、会の事例の報告、

また、こちらの権利擁護部会でも、多くの皆様にお話しいただきました、やさしい取り組み、配慮

の事例などについてのとりまとめや報告をおこなっております。

また、現在の浦安市の配慮の事例といたしまして、「耳マークカード」の配布や、障がい者福祉計

画の抜粋にも掲載しております、「救急メディカルカード」、絵を指差すことにより、言葉を発する

ことができない状態でも具合の悪い箇所を伝えることができるカード、こころのバリアフリーハン

ドブックなどを用いた啓発・広報活動の報告などをさせていただいておりまして、この中間報告会

でも浦安の取り組みとして報告させていただきました。

現在浦安が考えています今後の検討課題としましては、啓発活動は、積極的に今後も推進すべき

だという点と、もう一つ、この権利擁護部会などで意見をうかがいながら、具体的な対応要領をつ

くっていく必要があるだろうということがあげられました。

また、すでに、千葉県では、差別解消法に先立ちまして、「障害のある人もない人もともに暮らし

やすい千葉県づくり条例」がございます。相談員さんによる相談窓口もすでに開設されていますの

で、今後は、千葉県と市が連携しながら、差別解消に関する相談体制などを構築していこうと考え

ております。また、すでにあります豊富な人的資源、虐待防止対策協議会や自立支援協議会。また、

地域の障がい者相談員の方もいらっしゃいます。また、虐待防止センターや基幹相談支援センター、

地域包括支援センターなどの既存のセンターなども活用しながら、相談体制のあり方や、差別解消

にむけた地域協議会のあり方なんかについても、これから考えていこうと思っております。まだ、

これからいろいろつくりあげていく段階で、具体的に、これが決定しましたという報告ができない

のが大変残念なんですが、これから、協議会でも内容を検討していきたいと考えております。
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また、ここで、山田委員からも、県の今までの取り組みなどについて、少しお話をうかがえれば

と思うんですが、いかがでしょうか。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それでは、山田委員、お願いいたします。

山田委員：はい。千葉県市川健康福祉センターの山田でございます。千葉県のほうとして、今後こうしよ

うとか、具体的な何か決まったことについての話はされませんでした。今、清水さんのも言われた

ように、明確なものが何か決まったということではないのですが、県としては、先ほどおっしゃっ

ていただいたように、千葉県には、「障害のある人もない人もともに暮らしやすい千葉県づくり条例」

がすでに施行されて７年経ったところで、いろんな見えてきた課題、そういうものがございます。

その中で、方針として、私見というふうな表現でお話しされたことがございましたので、それを

簡単にご報告をさせていただきます。

その話をしたのは、千葉県の条例で、調整委員という、たとえば広域のほうが相談にのったとき

に、うまくいかないときに、その上にあげる、知事直轄の、調整委員会という会がありまして、そ

こで、お話を聞くシステムをつくっているんですが、そこの調整委員の委員長である、視覚障がい

者の高梨さんという方からのお話をいくつかご紹介申し上げます。

高梨さんは、ここ８年弱、条例が施行をされて、積み上がった事例がたくさん、1500 件ぐらいあ

るのですが、それに関しては、これからもっと揉んでいけばいいと思うと。何かいい、材料が出て

くるのではないかというところで、事例をもうちょっと、精査してはどうかということを言われま

した。

それから、先ほど清水さんもおっしゃったように、地域の相談員さんたちの、活用がいまひとつ、

されていないというところで非常にもったいない、地域の相談員さんっていう大事な資源をもっと

活用してはどうかというお話が一つありました。それと、今、24 年の 10 月から施行された、障害

者虐待防止法は、だいぶ、システム的に運用されてきて、いい感じに回ってきてはいるんだけれど

も、市の虐待防止センターのほうで扱った事案に関して、特に養護者に関するものなどは、養護者

の支援っていうものが非常にその後の再発防止にとても大事なものになってくるという視点から、

地域の相談員さんとか、広域も含めたもので、一緒に動くような機会もあっていいか、要は差別と

虐待をリンクさせて何かできることはないかというふうな提言もされました。

今後も、障害者条例等を、この施行される法律というものは、たぶん同じ方向向いて進められる

べき問題だと思っていまして、そういう意味では両輪で周知・啓発のほうをおこなってまいりたい

と思っておりますので、今後も皆様のご協力のほう、よろしくお願いしたいと思います。まだわか

らないこともたくさんありますので、いろいろ教えていただければと思っています。よろしくお願

いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：どうもありがとうございました。それでは、何かご質問等ございましたらお受けしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか、はい。それでは、中間報告と報告会の概要ということでご報告をい

ただきました。ありがとうございました。

続きまして、今度は委員の皆様から、ご所属の事業所・団体の取り組みなどにつきまして、ご意

見・ご報告などをいただきたいと思います。すでに、お届けいたしました権利擁護部会の議事次第

には、それぞれご所属の団体で、あるいは事業所でおこなっている、障がいのある方への配慮や取

り組みがあれば、ご報告いただきたいということでお願いしているところでもございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。
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それでは、指名しては恐縮なんでございますが、商工会議所の高木委員、いかがでございましょ

うか。

高木委員：はい。浦安商工会議所の高木でございます。ご指名でございますので、トップバッターでお話

しさせていただきたいと思います。

手前ども、商工会議所もおかげさまで、創立 20 周年を迎えまして、今の会館が８年ぐらい前に建

ったんですけれど。それまでは、会館もなかったものですから、この会館をつくるときに、バリア

フリーにするということでですね、点字ブロックを敷いて、車イスの皆さんで簡単に行けるように

っていうことになりました。

それとあとは、１階にはですね、車イスで対応できるトイレが設置してありまして、何かあった

ときは、１階のトイレを使っていただけるということもあります。それから、点字については、当

然エレベーターの中の操作表のところ、あるいは窓口の近く、そういったところにもですね、配慮

するようにしております。

それから窓口については、耳や目の不自由な方などにも対応できるように、メモ用紙だとか、そ

れから眼鏡関係ですね。そういったものも置くようにしております。

多くの方がいらっしゃるというので、そういった方にも対応できるように、また皆さんのほうか

らご意見があれば、設備あるいは対応についても検討していきたいなと思って、今こういう次第で

ございます。簡単ですが以上でございます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもありがとうございました。何かご質問等ございますか。

はい、それでは、第３回部会でですね。今日は、代理ということで山村委員にご出席いただいて

おりますが、佐藤委員から浦安警察の取り組みについてご報告をいただきました。部会のあとにで

すね、署員の方の研修をおこなったというふうにうかがっております。研修の概要とかご感想など

も、差し支えなければお聞かせいただけるでしょうか。

佐藤委員代理：浦安警察署の山村と申します。本日よろしくお願いいたします。

浦安警察署における対応といたしましては、平成 26 年 11 月 20 日にですね、「一般社団法人こど

も未来共生会」の中島展先生に講演をいただきました。内容としましては、知的、発達障がいのあ

る人を理解するためにであったり、特徴であったりですね。さらには、知的障がい者の権利擁護に

ついてということで、講義をいただいております。

警察業務を進める上で、やはり、障がい者の方に対応する機会というのは、どの部門においても、

可能性がありますので、全署員に対して教養を実施させていただいて、実際に受講した職員は、私

を含めて、非常に勉強になったというところもありますし、今後、障がい者と対応する可能性があ

るということも頭に入れた上で、さらなる知識研鑚に努めようということで、署員の中でも、非常

に好評を得ております。

今後も、このようなことをですね、具体的な教養も含めて、欠席・未受講者に対して、さらには

警察官というのは異動がありますので、その異動する者に対して等で、情報共有、教養をおこなっ

ていきたいと考えております。以上でございます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうもありがとうございました。

それでは、私の所属している明海大学の例についてご報告させていただきたいと思います。すで

に第２回目の部会におきまして、口頭ではございますが報告をさせていただきましたが、それを少

し、体系立てて、ご説明させていただきます。今日の資料は、追加で机上に置かしていただきまし
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た。エクセルの資料と、それからパワーポイントですね。それから、あと口頭をもって説明させて

いただきます。

それでは、明海大学の場合、教育機関、大学は研究それから教育、社会貢献という３つの機能を

持つという位置づけを文部科学省などでしておりますけれども。

まず入試のほうでございますが、入試では、いろいろな受験生がおりまして、すでにありました

のが、弱視の受験生がいるということで、これは保護者の方からのご要望で、別室受験、あるいは

拡大鏡の使用、試験問題等の拡大印刷をお願いしたいということで配慮させていただきました。ま

た、視覚に障がいある学生につきましては、点字で問題を作成するというようなことで対応させて

いただきました。また、手に障がいをお持ちの学生や受験生の方は、試験時間を通常の時間よりも

延長して、実施をするということで、力をですね、存分なく発揮できるようにということで、私た

ちなりに配慮をさせていただいたということでございます。

ただ、点字による教材作成等については、入学をですね、やはりそういった態勢をもうちょっと

整えていかなければならないということで、大学内では議論を続けております。

授業、学生生活につきまして、ここでは、受講に際してですね、学生、保護者、医師と事前に打

ち合わせて、授業をおこなった例もございますし、また、一番前のところですね。ちょっと見づら

いかもしれません。これは全て机が固定で、机が動かせない教室になっております。ただ、１番前

の机が可動式になっておりまして、少し前へ持ってきて、車イスの方がここで受けられるような態

勢ということで、大きな教室につきましては前の机を全て、可動式の机、イスを入れさせていただ

いております。

また、階段教室にはですね、この、もう一つ隣の教室があるんですけど、ちょっと授業中で写真

撮れなかったんですが、スロープをつけておりまして、そこから、横のドアから入れるような仕組

みに教室としては改造いたしました。

また、授業教室の移動ということで、外から入るときに、ここに、教職員用のエレベーターがあ

り、これは、カードを使わなくても入れるんですけれども、この教職員用のすぐ後ろにエレベータ

ーございまして、学生が使うエレベーターが４台、校舎の中にあり、それ以外に教職員だけが使え

るというようなエレベーターがあるんですが、車イスの学生の方には、今４人ほどだったと思いま

すが、利用してもらっているということでございます。

また、教室間の移動とか、そういうものにつきましては、ボランティアサークルがございますし、

また、ボランティア学生がおりまして、サポートということで、ノートテイクや移動の際のお手伝

いをしているというようなことでございます。

また、次に留学でございますが、オーストラリアに３週間、毎年海外研修を実施しております。

これは全額大学が出すというプログラムでございまして、車イスに乗ってる学生が、参加したいと

いうことで強い希望が保護者からも寄せられましたので、保護者、それから受け入れ先のオースト

ラリア人のコーディネーター、それから旅行社、航空会社と協議して、３週間のオーストラリア研

修ですね。こちらに送り出しました。私もここに何回か引率で行っておりますが、非常にいいとこ

ろで、しかもいろいろな、語学を学びながらオーストラリア経済や自然・文化を学ぶということで、

本人も大変満足して帰ってまいりました。

障がいがあっても、みんなと同じようにいろんなところへ行けたり、体験できるように後押しし

ていきたいと大学としては考えております。
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それから、就職の際には、障がいのある学生向けの採用に関わる情報提供を、積極的にさせてい

ただいております。求人票への記載。それからそういった情報を持つ業者がいくつかあるんですが、

その業者との仲介というのを積極的におこなっております。また、窓口では、キャリアカウンセラ

ーを始めとしまして、そういった学生の相談には対応して、就職にこぎつけるよう、大学あげて応

援しているという状況でございます。

また、身体不自由な教員の方がいらしたんですが、この方については、なるべく車イスで行ける

低層階の教室ですとか、教卓・教壇のない教室へ配置したり、あるいは、障がいのある方の事務職

員への採用ということで、何人か働いておられます。

また、保護者会では、保護者会での要約筆記ということで、聴覚障がいの方がいらっしゃるとい

うことで、要約筆記の方をお願いしまして、講演会をおこなったという経緯がございます。ただ、要

望があったときだけやっているので、もし、要望がなかったということ、なかなか配置できないとい

うことで、このあたりがもう少しきちんと、事前に聞いての対応が必要だというような反省を持って

おります。

また、施設にしましては、講義棟１階と、それからこれは１階のトイレでございます。ちょっと

中には入れないものですから、講義棟の車イスが入れるにはちょっと狭いように見えますが、結構広

いもんですから、入れるものが１階にございます。それから 30 周年記念ホールって学生ホール。図

書館の下のところに設けておりまして、１階のすぐトイレに行けるような場所に設置しているという

ことでございます。

また、今まで、この１階のところに広い学生ホールがあるんですが、こちら階段があったんです

けど、階段をやめまして、このスロープということにいたしました。ただ、これでもかなり、急な感

じをちょっと残っているもんですから、このあたりの改善をちょっと今、大学の理事者側ともに相談

しながらいろいろと検討している最中でございます。

はい、以上でございまして、非常に簡単ではございましたが、明海大学取り組みということで、

まだまだ課題がたくさんございますが、できるかぎりですね、多くの学生が障がいがあってもなくて

もですね、同じように教育を受ける権利といいますか、それをまっとうできるように大学としてはサ

ポート、配慮をしていきたいと考えております。どうもありがとうございました。

報告をいたしましたが、何かございますでしょうか。それでは、引き続きですね。はい、足立委

員お願いいたします。

足立委員：視覚障害者の会・トパーズクラブの足立ですけれども、その就職の件ですけれども、障がいを

お持ちの学生さんって、具体的に就職が決まっておられる方もかなり、過去におられるわけですか。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：それほど障がいのある方があまり、入学されてこなかったので。

足立委員：そうですか。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ええ。１名は、就職を決めております。

足立委員：そうですか。わかりました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、今のところ数名ということでございます。

足立委員：はい、わかりました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：商工会議所、それから浦安警察署、明海大学の取り組みということでございましたが、この３

つにつきましてご質問ございますでしょうか。はい、どうもありがとうございました。引き続きです

ね、私たちのところも、こういった取り組みというか、いろいろな意見をお聞きしながら、本当に、
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みんながですね、きちんと勉強できるような態勢をつくっていきたいと思います。

引き続き、障がいのある方への配慮や取り組み。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、引き続きご意見を賜っていかなければと思うんですが、いかがで

しょうか。何かございますでしょうか。いろいろお聞きになられて、こういう点に配慮すると非常に

暮らしやすくなるんではないか。あるいはこういう配慮、取り組みはちょっと弱いので、もう少し、

考えてはどうかというのございましたら、ご意見をいただければと思います。ございますでしょうか。

はい、足立委員お願いいたします。

足立委員：視覚障害者の会・トパーズクラブの足立ですけれども。今一番問題のあるということはやはり、

障がいをお持ちの方が働けるかどうかということだと思うんですね。

（個人情報に関わるため省略）

下田ﾘｰﾀﾞｰ：大学とかも含めまして、社会全体で努力していくということを、最後に言わしていただこうと

思ったんですけれども。ありがとうございました。私たちのところも、もちろんそうですし、各事業

所、団体におかれましても、いろいろな形でサポート等が、若い人のサポートができるかというとこ

ろもあるかと思いますので、力を一丸にあわせていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいた

します。

そのほか何かご意見ございますでしょうか。もし、途中で思いついて、あったというようなこと

がありましたら、その場で挙手をしていただいて、ご発言いただければと思いますので、まず、議事

のほうは、もう一つ先に進めさせていただきます。

次に議題の２でございます。議題の２は、障がい者福祉計画の策定についてということで、これ

まで福祉計画ということで、いろいろと議論を進めておりますし、案を練ってきておりまして、パブ

リックコメントなどもいただきながら、いよいよ福祉計画の、最終段階に入っていくということでご

ざいますが、これにつきまして事務局からご説明をいただきたいと思います。では、清水さん、よろ

しくお願いいたします。

事務局：では、事務局清水からお話しさせていただきます。まず、現在の状況と、これからのスケジュー

ルについて確認させていただきます。１月の１日から 26 日まで、パブリックコメント。広く、市民

の方に意見を頂戴するためのパブリックコメントを実施いたしまして、ホームページで、現在の案の

全文を公開し、また、公民館に設置してあります各図書室。また、駅前行政サービスセンターに、素

案を設置いたしまして、自由に市民の方にご覧いただく態勢を整え、パブリックコメントを実施いた

しました。こちらも、先日 26 日で意見を締め切らせていただきました。

今後の予定でございますが、こちらでいただいたご意見、それから、これから各部会が最終回を

迎えます。本人部会は第３回で終了。そのほかの部会は第４回。この権利擁護部会も今日の第４回を

もちまして終了となりますので、最終回の部会で委員の皆様から意見をいただき、そのご意見をとり

まとめ、次に２月 13 日に開催される第５回福祉計画策定委員会、そして、最終回となります第６回

福祉計画策定員会にあげていきたいと考えております。

では、次に、今回事前に皆さんにお渡ししましたのは、パブリックコメントの際に市民の皆様に

公開した素案から、権利擁護に関する部分を抜粋させていただいたものです。前回第３回でお示しし

たものと、構成等、大きく変更したところはないということ。また、事前に資料をお送りしてるとい

うことから、今回の私からの説明といたしましては、修正点を中心にお話しさせていただこうかと考

えております。
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まず、修正を加えたところ、ページでいいますと、３ページに相当するのですが、ここの職員研

修機会の充実のところの、インクリュージョンの説明の部分なんですが。前回、インクリュージョン

の説明に関しまして、「障がいのありなしに関わらず、ともに学ぶ機会をつくっていくこと」という

部分は、「障がいのありなしに関わらず、ともに学ぶ機会を保障すること」とはっきり描いたほうが

いいのではないかというご意見を頂戴いたしまして、今回ご意見の通り、「ともに学ぶ機会を保障す

ること」と、記載させていただきました。

また、次に、ページでいいますと９ページ。今回の９ページに相当する部分ですが。前回いただ

いたご意見で、虐待の防止に関して、支援が足りないために虐待に走ってしまうことを防止するため

に、いろんな福祉サービスが使えることが大前提である。そういった、養護者の支援に関する部分も

掲載してほしいというご意見がございましたので、今回、現状と課題の部分や、虐待防止ネットワー

クの部分で、養護者への支援が必要な旨を記載させていただきました。

また、次に、ページでいうところの、11 ページにあたる部分なんですが、こちらで、差別解消の

ための体制整備。今後は国の基本指針を踏まえた対応要領、対応指針を策定していくという旨を、記

載いたしました。ここも、前回の権利擁護部会で、差別の解消のための具体的な方策を掲載してほし

いとのご意見を受けてなんですが、先ほどの差別解消モデル事業の報告でもいたしましたが、まだ具

体的な対策について検討してるところですので、計画上はこのように、対応要領及び対応指針を策定

していくということを明記するだけに、とどめさせていただきました。

あと、全体の表記についても、ご意見を頂戴したんですが、今回の計画の策定にあたり、本人部

会などを中心に、計画がわかりづらいというご意見をいただいたり、他市町村の計画を比較すると、

情報量が多い。また、実際に行われている事業についての情報が少ないというご意見を踏まえまして、

今回、このようなスタイルにさせていただきました。ので、少しシンプルすぎるきらいもあるのです

が、主に、表現など、よりやさしくなるように、専門用語などはなるべく避け、専門用語を表記する

際には、必ずすぐ後ろに、注釈をつけるなどにも配慮いたしまして、まだ、直さなければならないと

ころも多々あるとは思うんですが、全体の文章のトーンについては、このようにさせていただきまし

た。

おおまかな修正などは、前回にお示ししたものと比べまして、おこなってはいないのですが、権

利擁護部会の皆さんの意見をおうかがいできるのは、これが最後の機会になりますので、この権利擁

護の部分、また、パブリックコメントの際に、ほかの部分をご覧になった方もいらっしゃいましたら、

その部分についてでも結構ですので、計画についてのご意見をお寄せいただければと思います。簡単

ですが、今日の報告は以上となります。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。それでは、ただいま障がい者福祉計画の策定についてという

ことで、ご報告をいただきましたが、これにつきまして、何かご質問、あるいはご意見ございますで

しょうか。権利擁護部会で、ご意見おうかがいするのは、これが最後の機会となりますので、もし、

これだけはぜひ、というものがございましたら、積極的にご意見をお出しいただければと思います。

いかがでしょうか。はい。西田委員、お願いいたします。

西田委員：はい、基幹相談の西田です。９ページの、「現状と課題」の、「障がいのある人の人権が守られ、

社会の中で自立して生活するための基盤づくりに取り組むとともに」、「家族や施設職員の」って、「過

度な負担」って書いてあるんですけど、施設職員だけを取り出すと、なんだかちょっと。たとえばヘ

ルパーですとか、相談員ですとか、あと、グループホームの支援員さんとかでも、十分虐待とか、た
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とえばネグレクトとか、いろんな状況があることを考えると、たとえば、いつも「等」でごまかすの

もなんなんですが、「など」というのを入れるとか、家族や支援者というのもどうなんですかね、そ

ういう言葉を入れたほうが、なんか施設職員だけではないっていうような読み込みができるといいか

なと思いました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：９ページのところでございますが、いかがでしょう。

それから、そこにちょっと１文字余分な文字が、「い」が入って。「取り組むいとともに」、「い」

はいらないと思いますので。

事務局：事務局清水より回答いたします。たぶん虐待防止法の関係で、養護者による虐待とか、あと施設

職員にする虐待があげられているので、ここは「施設職員の」としてしまったのですが、ご意見の通

り、支援者全般に関わってくる部分ですので、ここは、「家族や支援者等」など、表現を改めさせて

幅広く、起用というのでしょうか。幅広い方の支援にあたれるように、修正したいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、それでよろしいでしょうか。現在、９ページの２の、「虐待の早期発見・防止」、「現状

と課題」のところに、「取り組む」のあとの「い」を削除するとともに、「家族や」、「支援者等の」と

いうふうに変えていくというようなことでございます。ほか、何かございますでしょうか。

はい、それでは、もし何か途中でお気づきになられて、これはというのがございましたら、また、

戻っていただいても差し支えございませんので、次に進めさせていただきます。なお、今、西田委員

からいただいた意見含めまして、次回の第５回福祉計画策定委員会で、ご提言いただいたことを、取

り入れながら、完成に向けて、作業を進めていきたいと思います。どうもありがとうございます。

それでは、３番目ということで、議題の３です。啓発・広報活動についてということで、これに

つきまして事務局からご報告をいただきたいと思います。

事務局：私から、議題３の啓発・広報について、お話しさせていただきます。

議題３資料、「平成 26 年度啓発・広報活動について」をご覧ください。前回の会議でお配りした

資料と、同じところ、重なるところが多いので、前回の会議のあとに、追加されたところとか、報告

とか、そういったものを中心にしたいと思います。

２番の「バリアフリーハンドブックの配布と啓発活動」で、（１）番、福祉体験教室なんですが、

こちらの一番下の２月 12 日、美浜北小でも配布させていただく予定が加わりまして、今年度は、合

計で 1297 名の小学生に配ったというところです。

２ページ目に移りまして、その他なんですが、12 月 21 日に、バリアフリーコンサートでも、説

明を簡単にさせていただいて、配布させていただきました。コンサートに来場された方は 178 名と

いうことでした。

今後なんですが、１月 30 日に、今日チラシをお配りさせていただいてますが、発達支援セミナー

というものがありまして、そちらでも配布する予定です。また、これから、障がい事業課が関わる講

演会が続いていましてですね、２月 25 日の基幹相談支援センターの講演会、３月４日もソーシャル

サポートセンターの講演会、３月５日の浦安手をつなぐ親の会の講演会、こちらでも、配布させてい

ただきたいなと考えております。

続きまして、３番の研修なんですが、３ページ目の一番上、浦安警察での研修に関しては、先ほ

ど山村様からご報告をいただいたところです。２月２日にですね、事業所向けの研修があります。２

月２日ですね。WAVE101 で行いますので、よろしくお願いします。こちらでも、バリアフリーハン

ドブックを配る予定です。
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最後に、４番のその他なんですが、『広報うらやす』12 月１日号で、障がい者週間の記事を掲載

させていただきました。裏面に、その記事が載せてあります。こころのバリアフリーパネル展という

ものを、12 月 17 日から 26 日の期間に、本庁舎の１階で行いました。そこで使用したパネルが、あ

ちらにありますので、お帰りの際にでも、興味がありましたら、ご覧になってください。このパネル

展なんですけれども、２月２日から 13 日に、中央公民館でも開催することになりましたので、お時

間のある方はご覧になってみてください。

来年度の啓発・広報活動なんですが、一番最初に説明した福祉体験教室、ボランティアグループ

の「あいあい」さんに協力をいただきながら、今年度配布をしてきたところなんですが。この小学生

の配布については、現在、説明する時間が短くなってしまうなどで、効果があるのかっていうのが。

全員には必ず配布することができているっていうところはいいと思うのですが。来年度はですね、学

校に協力をしていただいて、福祉体験教室の前にホームルームの時間などに、先生たちから配られる

ようにできたらいいなと考えているのですが、そこはまだ、学校のほうとは調整していないので、そ

ういったことを考えているということで、これに関しても、何かご意見があればいただきたいと思い

ます。以上になります。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。今、啓発・広報活動につきまして、事務局の菊池さんからご

報告いただきましたが、何かご質問等、あるいはご意見等ございますでしょうか。

はい、本年度は、教職員、児童生徒へのバリアフリーハンドブックの配布の充実・強化、それか

ら障害者週間の枠だけにとらわれない、年間を通した啓発活動ということで、この２点を中心にです

ね、活動を推進してまいりました。また、来年度の方向につきましては、この方向性でよいのか、あ

るいはもう少し違う方向性を考えたほうがいいのか、何かご意見あわせてございましたら、よろしく

お願いいたします。

はい、よろしいでしょうか。引き続き、今年度の方向性というのを、さらに、推進していくとい

うことで、考えていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

はい。それでは、来年度の方向性につきましては、もし、このほかにこういう点をつけ加えては

どうかとか、こういう方向性をもっと明確にしてはどうかというのがございましたら、またあとで、

どしどし出していただいても差し支えございませんので、よろしくお願いいたします。

差しあたってはと申しますか、本年度、おこなってまいりました教職員、児童、生徒へのバリア

フリーハンドブック配布の充実、あるいはさらに広い範囲に、配布していくということと、それから

障がい者週間の枠だけに限定しない、あるいはとらわれない、年間を通した啓発活動ということで、

引き続き推進してまいりたいと存じます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、次の議題に行く前にですね、来年度の方向性につきましては今お話し申し上げた通り

でございまして、実は、次の議題のところでお話し申し上げますが、平成 27 年度からは、改めて新

しいメンバーといいますか、新しい体制といいますか、として、権利擁護部会が、引き続き行われて

いきます。そこで、この方向性につきましては、まず来年度の部会に引き継ぎたいというふうに思い

ます。

また、本年度もあと２か月ほどになりましたけれども、ご所属の団体や事業所などで、啓発・広

報活動にご協力いただける事業がございましたら、この場でも結構ですし、あとでメール等でも結構

でございますので、ご提案いただきたいと思います。まずこの場で何かご提案とかいただける、こう

いう点でご協力できるとか、したいとかっていうご提案ございましたら、おうかがいさせていただき
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たいと思いますが。はい、よろしいでしょうか。もし、途中であっと思いついたら、ぜひ、出してい

ただければと思います。

はい、それでは議題のほう、第４番目ということで、先ほど申しましたが、今日が権利擁護、２

年任期でございますので、権利擁護部会の、最後の部会ということになりますが、また新たに平成

27 年度からのですね、権利擁護部会が再発足いたします。これにつきまして、事務局のほうから、

ご説明をお願いしたいと思います。菊池さんのほうからお願いいたします。

事務局：議題４について説明させていただきます。「平成 27・28 年度」、「浦安市自立支援協議会案」とい

う資料をご覧ください。

今、下田リーダーからもお話がありましたように、この会議で、皆様の任期が切れまして、来年

度からまた新しい委員に引き継ぐことになります。現在の組織を引き継いでいく予定です。内容的に

は、今の自立支援協議会と、ほとんど変わらない予定ですので、資料を、省いてといいますか、飛ば

して説明させていただきます。組織の表のところなんですが、権利擁護部会は、障がい者の権利を擁

護するためのネットワークづくりと啓発・広報活動を行うということで、障がい者の権利擁護に関わ

る啓発・広報に関する事項や、障がい者の虐待防止に関する事項、成年後見制度の普及に関する事項

が、主な課題となっています。

続いて２ページ目なんですが、こちらの内容は今年度までと変わらない予定です。

３ページ目で、１か所、来年度から変わるところがありまして、８番の会議等議事録の公開なん

ですが、今まで、議事録は、委員さんのお名前で公開されていたと思うんですが、協議会も部会も全

て、委員さんのお名前ではなく、団体名のみの表記とするということで、こちらは、昨年度までの協

議会で、次の新しい委員さんになってから、このようになるということで決まっていたということな

ので、こちらは来年度から変わることになります。

続いて４ページ目で、25 年度、26 年度で、権利擁護部会で話し合っていた議題なんですが、啓発・

広報に関する事項であるとか、虐待防止、成年後見制度の普及に関すること、こちらを、２年間議論

していただいてきまして、来年度からの委員さんに引き継がなければならないなと考えていらっしゃ

ることがありましたら、今日、おうかがいしたいなと思いますので、よろしくお願いします。すみま

せん。簡単な説明ですが、以上になります。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。それでは今、事務局の菊池さんからご提案ございましたが、

次の部会ですね、４月から新たに、年度が変わりまして、発足する新部会の委員の構成や、あるいは

委員のあり方、あるいは引き継ぐ議題等について何かご意見ございましたら、ここで承りたいと思い

ますが、いかがでございましょうか。はい、足立委員、お願いいたします。

足立委員：視覚障害者の会・トパーズクラブの足立です。情報公開につきましてですね、私は一番重要だ

と思っているんで。2001 年の情報公開法、これの精神からすればですね、なるべく情報は、そのま

ま公開するとなっておりまして、発言者の名前をですね、書かないで、団体名で書くというのは、こ

れいかがなものかなと思うんです。これは、どういうことでそういうふうになさったんですか。それ

をちょっとお聞きしたい。以上です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、事務局のほうからお答えさせていただきます。

事務局：事務局から、報告させていただきます。委員名を出さないということにつきましては、昨年の協

議会及び各部会で、ご意見を頂戴いたしました。

きっかけとなりましたのは、団体さんから、個人名については、話す内容も個人のご自身のご家
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族のことに関するものであり、個人名を出したくないというメンバーの方もいらっしゃるということ

を配慮いたしまして、25 年度の各部会と協議会で検討いたしまして、現在の委員さんについては、

すでに名前を出すということを了承の上で参加いただいてるということなので、お名前を出し、代理

の方で、名前は出さないでほしいというご希望があった場合は、代理ということのみ表記して、個人

名は出さないということにして、新たな次からの、平成 27 年度の協議会及び部会からについては、

そういった個人名については出さず、団体名で一律表記するということで、各協議会で議決をいただ

いたところです。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。という回答でございますが、足立委員、いかがでしょう。

足立委員：足立です。擁護部会でも、それを議決したわけですか。ちょっと記憶がないですけど。

事務局：事務局から報告させていただきます。はい、この権利擁護部会でもご報告いたしまして、名前を

出すことに支障があるという方がいらっしゃるのでしたら、それは尊重すべきだというご意見を権利

擁護部会から頂戴しております。

足立委員：それはその通りなんですけど、それイコール、その団体名にするということは、違うと思うん

です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、では橋野委員からお答えいただきます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。ご要望いただいた団体なんですけれども、自閉症協会さんのほうか

らご要望いただいてました。自閉症のお子さんですとか、発達障がいのお子さんをお持ちの親の会か

ら、代表で、委員として出ていただいてますが、お子さんに話してるご家庭、話してないご家庭、告

知という問題もあるということで、親が、考えのもと、きちんとした時期を見て話したいけれども、

親の名前が、自閉症協会誰々ということで議事録に載ると、親の名前をインターネットで検索すると、

何々協会に入ってるということが出てしまう。そういった形で自分の子どもに、伝わるのは避けたい

ということからのご提案で、皆さんにご検討いただいたところです。

ただ、事務局のほうからは、そのときに、どこの団体が団体名で、どこが個人名なんだとかって

いう、会議録を作成する際にも混乱するので、統一をするということで、皆さんにご意見聞きながら、

決めさせていただきまして。確か、１回ではなくて、各部会ごとに１度はご意見を聞くと。それから、

その後こうなったということで、２回ぐらいは、お話しをさせていただいてる記憶なんですけれども。

ちょっと今正確には議事録等はありませんが、帰ってからまた、昨年の議事録確認して、足立委

員のほうにも、しっかり、ご説明もう一度させていただきたいと思いますが、１年間かけて、かなり

の時間を費やして、検討させていただいたところですので、よろしくお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ということですが、足立委員、いかがでしょうか。

この権利擁護部会でも二度ほど、この問題についてはご意見を賜ったという、私自身も記憶ござ

います。その中で、団体名でというのがありまして、個人名での表記も併記が可能ではないかという

ようなことも考えられましたが、いろいろな議事録に残す際に、一方では個人名、一方では団体名と

いうのも、ちょっと不統一があるということで、これにつきましては、次年度からは団体名で統一し

ようというようなことで話がまとまったと。

私も、議事録を今手元に全て持っておりませんので、これにつきましては事務局のほうから議事

録をそろえて、足立委員のところへ、ご説明にあがりたいということでございますので、いかがでご

ざいましょうか。この回答につきましては。

足立委員：結構です。
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下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもありがとうございました。各部会の、全ての部会でもご意見いただきまして、協

議会のほうでも、この件については、ずいぶんと時間をかけまして、最重要な問題でございますので、

話し合ってまいりました。ということですので、これにつきましてはもう一度、議事録等ですね、整

理しまして、改めて、何かの機会でご説明をきちんと申し上げたいと思います。ありがとうございま

した。

ほか、ございますでしょうか。はい、どうぞ。枝川委員、お願いいたします。

枝川委員：浦安市手をつなぐ親の会の枝川です。プロジェクト会のことなんですが、確か、自立支援協議

会で、各部会で、一応いろんな、今年の目標をやってるけれども、全然手をつけられない目標があっ

たということで、それに対しては、プロジェクトをつくってもいいんではないかということの話し合

いが、前回のときに出たと思うんですね。

ですから、各部会で、今年のテーマを結局、たくさん出てますよね。そのうちのあれを、たとえ

ば今年はこれとこれと、２つぐらいに、メインテーマを決めないと、結局、あっちもこっちもってい

う形になってしまって、この権利擁護部会でも、成年後見とかの問題には全然、今年１年間手をつけ

られなかった感じがあると思うんですね。

プロジェクト会、来年開くって言っても、プロジェクト会ばっかりたくさん各部会で持つってい

うのはやっぱり、ちょっと無理があると思うんですね。ですから、そのプロジェクト会の内容を、も

う少し詰めていかないと、たくさん持ってる会と、持たない会っていうふうに、各部会のアンバラン

スがすごく生じると思うので、プロジェクト会のことは、もう少しよく調査してほしいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうもありがとうございました。これについては、そうですね、今ご意見いただいたプ

ロジェクト会、多数のプロジェクトがある部会と、そうでない部会とか、いろいろな不均衡が生じて

くるっていうのは望ましくありませんので、きちんと整理させていただきたいと思います。あるいは、

どうするかということについては、なんらかの形で、方向性を示したいと思います。ありがとうござ

います。

今、枝川委員からもございましたが、今度はですね、たとえば平成 24 年度の、この啓発・広報プ

ロジェクトの、委員の構成にあたりましてはですね、その前年度といいますか、そのプロジェクト会

でですね、委員の皆様から、たとえば、警察の方や交通機関の方にご協力いただけると、大変ありが

たい、あるいは参加いただきたいというご意見ございましたので、今期につきましては、浦安警察か

ら山村様、それから、東京ベイシティ交通から落合委員ということで、ご参加いただきまして、いろ

いろと、貴重なご意見等いただいてまいりました。

そこでですね、今後は、あの、浦安の権利擁護施策というのを充実させるためにはですね、こう

いった方々にも委員に入っていただく必要があるんじゃないかというようなことも、考えられるかと

思います。そういうことで、こういう分野の方が部会に参加したら、もっと権利擁護のですね、話し

合いが充実し、また、そのための何か課題が明らかになるんじゃないかというようなものがございま

したら、合わせてご提案いただければと思います。いかがでございましょうか。

はい、あるいは、次の部会に引き継ぐべき議題ですね。先ほど申しました、これまでなかなかこ

う、着手できなかった目標とかいろいろあって、まだ課題は山積でございますが、さらにこういった

点を、今年度から来年度に引き継いでいくとか、そのようなことについて、ご意見ございましたらあ

わせて、ご提案いただければと思います。いかがでしょうか。

枝川委員：はい。
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下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。枝川委員、お願いいたします。

枝川委員：親の会の枝川です。権利擁護部会であげてある、障がい者虐待防止に関する事項は、ほとんど、

この権利擁護部会の人たちが、あまり関わってない事項だと思うんです。別に防止の協議会がありま

すし、あれを聞いていると、今までの経過とか、そういう統計を、報告受けてるだけなことだと思う

んですね。ですから、権利擁護部会に属するのかもしれませんけれども、そんなに部会での重要性っ

ていうのは、ちょっとないんではないかなと私は思うんですが。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。確かに、この虐待に関わる統計等のご報告を受けて、いわゆる、

ご意見を拝聴するということをやってまいりましたが、そこから何かっていう見込みは、今期の権利

擁護部会では、必ずしも十分なされていなかったと。ただ、外すということはなかなか難しいので、

この取り組み方っていうのは、改めてですね、次年度の部会で、最初に議論していただいて、この虐

待防止に関する事項については、権利擁護部会としてはどのように議論して、関わっていくのかとい

うことを、次の部会にお伝えしたいと思います。ありがとうございます。

ほかに、ございますでしょうか。あるいは新たに部会にこういった分野の方に入っていただいた

らどうかというようなご提案もあわせて、ありましたら、いただければと思うんですが、いかがでし

ょうか。はい、神谷委員、お願いいたします。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。具体的にこういうふうにしてほしいとか、ちょっとそういう感じでは

なくなってしまうんですけれども、権利擁護部会って、すごく大事なところだって思うんですけど、

正直言うと、どうしても、この会に出ていて、自分のところにすごく落としづらいっていうか、どう

しても、なんでこんなにちょっと遠く感じてしまうのかなって思ってしまう。すごい正直な感想なん

ですね。

それで、参加してくださってる方、商工会議所の方ですとか、浦安警察の方、ベイシティの方、

大学の先生までいらして、大学の今の取り組みとかも紹介してもらっているのに、なんていうか、そ

んなに、参加している方は、すごくよく来てくださっているなって思ってるんですね。なのに、せっ

かく来ていただいているのに、なんかもうちょっとやりようがないのかなっていう、なんかもどかし

い思いがあるのは正直で。

じゃあ、どういうふうにすればいいかっていうと、私もちょっと難しいんですけど。なんだろう、

やっぱり、どこの部会でも言っているんですけど、事例でしか、身近なこととして感じづらいんじゃ

ないかなと思うんですよ。私もそうだし、いろいろどんなか、立場の方も。だから反対に、これがで

きるかどうかわからないですけど、たとえば浦安警察の方に、障がいのある方で、ちょっとこういう

事例があって困っちゃった、どうすればよかったんだろうみたいな、そういう話持ってきてもらった

ほうが、私としては、身近に感じれて、実がある話ができるような気がするんです。

なので、ここの会議になる手前の段階で、もう少し、事例というか、もっと具体的な例とかを集

められる機会があればいいのになっていうのは、この権利擁護だけじゃなくて、こども部会でもなん

にでも、全ての部会に思っていて、今それができているなって思うのは、地域生活支援部会だと思う

んですね。

なので、地域生活部会並みのものをやるのは難しいのかもしれないですけど、今できていること

を発表してもらって、「ああ、そこまで進んでいるんですね」っていうのを聞かされるだけの部会は、

やっぱりもったいないなというか、いう気がしているので、本当に具体的で申し訳ないんですけど、

もうちょっとなんかこう、「まだ」、なんていうのかな、「いい解決策が見つからないけども、考えて
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いかなきゃいけない問題だよね」みたいなことを話し合える部会にしていきたいなっていうふうに思

います。

あと、つけ足しみたいなんですけど、先ほど、個人名での記名がどうだ、特に自閉症協会の名前

も出たので、ちょっとだけ言わしていただきますと、具体的な話が出たのは、こども部会の委員の話

のときに出て。やっぱりそこのこども部会でも、自分に引き寄せる、えられないもどかしさとかあっ

て、やっぱり、自分の子どもの例を出して話し、その会議で話すっていう機会がとても多かったんで

すね。

そういうのがあったときに、ほかのメンバーに、もうそろそろ私は、学齢期も終わりなので、か

わってほしいなっていう話をしたときに、やっぱり、告知してない方とかいらして、今はネットでど

んな情報も入ってしまうので、悪意がある人ばっかりではないとは思っても、どこにそういうものが

あるかわからないから、そういうふうに探っていって、自分の子どもが知ってしまう機会があると、

それは困るっていう話が出て。

今後も、やっぱりほかの人にかわりにとか、交代してもらうって思ったときに、その問題が出て

きてしまうと、なかなかほかのメンバーに委員をかわってもらえないっていうことが出てきてしまう

ので、それで、要望というか、お話を出さしていただいたっていう経緯があります。以上です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもご意見ありがとうございました。はい、枝川委員、お願いいたします。

枝川委員：親の会の枝川です。確か、24 年の自立支援協議会のときに、私のほうから権利擁護部会のメン

バーで、交通とか、警察の方に、ぜひ入っていただきたいって提案したんですね。結局、提案しなか

ったら、このメンバーに入っていただけなかったと思うんです。ですから、それが第一歩で、これか

らこの先、こちらが思っていることとか、それこそプロジェクト会みたいのを、広げていきたいなと

私は思って、警察の方にも、それからベイシティ交通の方にも入っていただけたのっていうのは、す

ごく嬉しかったんですね、この２年間。

できれば自立支援協議会のほうには、弁護士さんが入っていますけれども、ぜひ権利擁護部会の

ほうにも、弁護士の方に入っていただきたいなと思っています。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。そうですね。弁護士の方にも入っていただきたいということ

を受け止めまして、次回の委員構成等について、前向きに検討していきます。

また、先ほど神谷委員から、もっと身近な事例をというようなお話ございましたので、確かに、

議題、課題によっては、いろいろとご意見をたくさんいただける場合もありますが、なかなかこう、

報告が終わったあとに、その報告についてのご質問、ご意見はとうかがうと、出づらいという面もご

ざいましたので、議事進行のつたなさもあるとは思うんですが、もっと身近な事例をいろいろ取り入

れながら、ざっくばらんに議論できるような場にですね、次回の会議にしていっていただけるよう、

次回の、たとえば、リーダー等にはお伝えしていきたいというふうに思っています。

はい。先ほど神谷委員のほうから、その経緯について、また再度、ご説明いただきました。どう

もありがとうございました。情報公開の件ですね。

それでは、ほかございますでしょうか。はい、西田委員お願いいたします。

西田委員：基幹相談の西田です。神谷委員のおっしゃったことは、賛成です。そもそも自立支援協議会の

あり方は、個別の事例を持ち寄って、問題を解決していきましょうっていう、成り立ちといいますか、

そういうモデルが、国からも示されておりますので、いいと思いますが。

今まで、事務局をやらせていただいて、大変厳しいなと思ってきたのは、事例のときに、非公開



16

にしなきゃいけないっていうことが決められているのかな。ちょっとよくわかんないですけど。個人

情報っていうところの取り扱いで、どこに事例を持ってくれば一番いいのかなとか、その最後に持っ

て来て、非公開でそっからやりましょうっていうことになったり、傍聴が入っていますので、たとえ

ば相談から事例を出すとしても、絶対にわからないようにっていうのは難しいですし、議事録に残っ

てしまっても厳しい。いくら本人に承諾を得ていたとしても、どうなんだ。それこそ、どんな情報を

使われちゃうんだろうっていうのがありまして。なんかこう、いつも運用がうまくいかない中だった

り、あと、事例を今出されても、もうそのことは終わっちゃうからあとにしてくださいって、いろん

な関係に機関に言われたりっていうこともあって。

ただ、その会議のやり方は、もう１回事務局や皆さんの意見をうかがいながらやるとしても、ま

さに抽象的なことを話していても課題は解決しないですし、本人部会が今年ありまして、いろんなこ

とを言われているんですよね。そのことを地域生活支援部会に上げたりして、そこはそこで、すごく

いろんな非難を浴びたりもするんですけれども。事例に対してわかんないとか言われるんですけど。

それでもやっぱり議論が、先に進んでいくこともありますし、政策につながることもあるので、もし、

そういう時間をきちっと持つっていうことは、私も、ぜひ、やっていただきたいと思いました。

それからもう一つ、先ほど虐待防止の話が出ましたけれども、権利擁護部会っていう名前の通り

なので、やっぱり権利のところの話は、外せないですし。そうなりますと、虐待防止委員会と、差別

解消の問題が、今、別の会議があって議論されていますが、そこに対しては、報告の一方になっちゃ

うかもしれないですが、どんなふうに物事が進んでいるのかっていうのは、ぜひ、この権利擁護に関

わる方たちにも、お伝えしたいっていうか、お知らせ願いたいっていうふうに思いますので、そこは

新たに入れていかなきゃいけない問題なのかなっていうふうに思います。

すいません。私も結局なんかよくわかりませんけど、事例をどうやってやるかを、まず考えなく

てはいけないというふうに思いました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ご意見、非常によくわかりました。ありがとうございました。今いただいた意見もです

ね、ぜひ、次の部会のほうに結びつけていきます。はい。足立委員お願いいたします。

足立委員：視覚障害者の会・トパーズクラブの足立です。今、神谷委員、それから、西田委員からお話が

ありました事例の問題につきましてはですね、やっぱり個人の情報を秘匿するっていうのは絶対必要

なんで、それがなかったら、具体的な事例は出てこないと思いますんで、それは議事録に掲載しなく

てもいいと思いますね。そういうことです。私はそう思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、わかりました。どうもありがとうございます。次回のところでは、非公開、あるいは議

事録にも掲載せずにということですが、条件つきですが、いろんな事例をですね、積極的に取り上げ

て検討し、そしてそれを政策に結びつけていくといような形が必要かということで、ご意見いただき

ましたので、これはぜひ、自立支援協議会、それから、次の権利擁護部会のですね、リーダー、サブ

リーダーに、お伝えしていきたいというに思います。

ほか、ございますでしょうか。はい。高木委員お願いいたします。

高木委員：商工会議所の高木でございます。権利擁護部会の目的を見ますと、障がい者の権利を擁護する

ためのネットワークづくりと啓発、広報活動を行うっていうことでございますんで、やっぱり権利関

係ですね、得意な分野っていうか、法律家で、弁護士さんかですね、それに関する方がいらっしゃっ

たほうがいいかなと先ほどご意見が出たんで、非常にいいか思うんですね。

それと、障がい者の権利を擁護するためって書いてあるんで、逆に言うと先ほど、皆さんが、事
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例だとか、いろんなことおっしゃっていましたけど、問題点は、じゃあ、逆に何があるのかなとか、

擁護するための問題点、事例も含めてですね、何が擁護する中の問題点かっていう、逆の発想を考え

て、根本からやってるんで。

私も、商工会議所行って、2000 名もいる会社がいろいろあるんですけど、じゃあ、その中で本当

に、障がい者の方とか、そういった方を雇っている会社がどれだけあるのかって、まだ詳しくも調べ

てませんし、逆にそういった皆さんのほうで、企業、あるいは、そういったところに現状どうだって

いうことを宿題として出していただければ、僕らも調べてですね、県の表彰なんかも今そういったと

ころで、障がい者を何人雇っているっていう、基盤を持っている、傾向もございましてですね、そう

いった面で宿題を出していただければ、企業として調べて、あと、この場にですね、お答えして、な

おかつ事例の中で問題点を探っていくっていうのも一つの、先ほどおっしゃった方がいらっしゃいま

したけど、そういった部分でもいいかな。単に、擁護するネットワークづくりを、先に立っての根本

に何があるのかっていうところを、皆さんと考えさしていただいてもいいのかな、という感じは僕は

いたします。はい。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。ぜひいろんな形で、そういった、宿題というか、そういうもの

は積極的に、果たしていく中で、いろんな問題点をですね、洗い出していくというような、視点とい

うのは非常に重要かと思います。これにつきましては、次の自立支援協議協議会で、高木委員のご意

見もですね、あわせて、報告さしていただきます。前向きに議論さしていただきます。

ほかございますでしょうか。これだけは言っておきたいとかっていうのがありましたら。ひとま

ず２年間の任期でですね、今期の権利擁護部会は、これで終わりになりますので、最後の部会という

ことになります。何かこれだけは言っておきたい、ずっと心にためていたけれども、ちょっと、恥ず

かしくて言えなくて、ここにきたとかってのがございましたら、ぜひ、出していただけるとありがた

いんですが、いかがでしょうか。

はい、落合委員お願いいたします。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合と申します。初めてと言いますか、２年間、権利擁護部会に参加さ

していただきましてありがとうございました。

先ほど、枝川委員のほうから、警察もしくは交通関係ということで、そういったいきさつの中で

お声をかけていただいたということは、理解しましたけども、最初は確かに、協議会のほうからいろ

いろご連絡いただいたときに、どういう関係かな、交通関係で皆さんからいろいろ苦情いただいちゃ

うんだと、最初はそういうふうに考えておりましたけども、実際、確かにこういう会議で、こういっ

たご要望をということをいただいた部分もありました。隣にいらっしゃる神谷さんだったと思うんで

すけれども、停留所のところに足形みたいのをつくって置いてくれたことがありました。

ただ、私どものほう、いろいろお話聞いている中で、自分とこでできる、民間会社でできるとこ

ろと、逆に停留所ですとか、そういったバス停ですとかってのは、市のほうから借りている部分とが

あります。という意味からいきますと、どちらかというと、そういった法律の部分と言いますか、あ

るいは条例の部分ですとか、そういったことを逆に決めていただく中で、やったらどうだとかって言

われないと、なんか動きづらいというか、ちょっと自主性がないっていうと怒られちゃいますけども、

その辺が、浦安市内の、当社が結構走ってはおりますけども、他社のバス会社もおりますので、今、

規制緩和云々と言いますと語弊がある言い方になりますけども、よそから来たバス会社が、バス停に

停まっちゃう、そんなのがあるんですが、なかなかその辺については、これも難しい部分もあるかと
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思います。

あと、就職関係のことにつきましても、これも当社も、交通関係だからということで、なかなか、

障がいの方の雇用というのも、確かに、ハローワークのほうからも言われております。ただ、正直な

ところ、こちら側からすると、その接点、紹介する人材紹介とか、そういうところも全くわかならな

いんですね。どのようなところで、どういう関係で。ただ、法律で決まったから入れろっていうのは

ごもっともなんですけども。

確かに、こういうところへ来て皆さんのお話聞いていると、単なる法令だけじゃなくてね、地域

の方から逆に、そういうところで勤められないかとかって逆に聞かれたほうがいいような気もするし、

また逆にもっと気楽に皆さんからも聞かれるといいのかなっていう気もいたしました。

ちょっと感想っぽくなりますけども。次回、私出るかがわかりませんけれども、いろいろ、あり

がとうございました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。貴重なご意見ありがとうございました。はい。市川委員お願いいたします。

市川委員：権利擁護センターぱあとなあの市川恵子と申します。千葉県の社会福祉士会の権利擁護センタ

ーぱあとなあの、市川恵子と申します。

この権利擁護部会のほうで、障がい者の権利擁護に関する啓発・広報に関する事項、３つ分かれ

ているんですけど、啓発・広報というよりは、先ほども言っていた権利擁護イコール、私は成年後見

制度っていうのが、すごく強く感じて、実際には、私の中でもさせていただいていることなんですね。

それで、この仕事を実際にしていて、やはり、皆様とこのお話を聞かしていただきながら、自分

の思いとかそういうところじゃなく、さらにより深く学ばなくちゃいけない。その人権の尊重という

のは、改めて、考えた次第で、この部会に入らしていただいて勉強になったなと思います。ありがと

うございます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうもありがとうございました。貴重なご意見いただきました。ほかにございますでし

ょうか。今、成年後見制度のお話ございました。あとで、その成年後見制度に関するですね、講演会

ですか、については、アナウンスさしていただきます。ほか、ございますでしょうか。

はい、よろしいでしょうか。それでは、いろいろと貴重なご意見、あるいはご提案、ご提言、そ

れから感想などいただきまして、本当にありがとうございました。いただいた意見は、次の自立支援

協議会で、ご報告さしていただきますとともに、ご提案いただいた事項につきましては、次の部会、

あるいは次の協議会にですね、きちんと、反映されるようですね、前向きに、対応、取り組みまして

いただきます。本当にありがとうございます。

そこで本日の議題としましては、これで全て終了ということになります。まず、このほかにとい

うことで、サブリーダーの石井委員から、先ほどありました後見制度の話をお願いいたします。

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：はい。社会福祉協議会の石井です。委員の皆様方のお手元に、先ほど枝川委員のほうからもお

話がありましたが、「いま、障がい者の成年後見制度利用を考える。」というチラシを置かせていただ

いております。

これは、ここにも書きましたが、障がいのある子より親が先に亡くなった後、また、親が、子ど

もの面倒を見られなくなった後、どのようにその子が平穏無事な人生を送れるようにサポートできる

か、どのように亡きあとの対策に備えるかなど、事例を交えた講演会を、市のほうと調整させていた

だきまして、２月２８日に、総合福祉センターのほうで、開催いたします。

先ほど、枝川委員、また、高木委員からもお話ありましたように、今後につきましては、この権
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利擁護部会には、私も、弁護士に入っていただけたらというふうに、思っております。非常に大事な

ことだというふうに、成年後見制度も本当に、今後の、もう現時点でも大事なんですが、やっぱりこ

れをしっかりとらえて、取り組みんでいくということは大事なことだというふうに認識しております。

そういうことを踏まえまして、２８日に、社協のほうの広報誌が、もうすでにこういう形で出て

るので、何件かはもうすでに申し込みはありますが、事業所の皆様等々にはこれからご案内をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

あわせて、障がいを持たれた方の、今後の相続ですとか遺言ですとか、それも３月の後半になっ

ちゃうんですが、２２日の日に、「いま、相続と遺言を考える。」ということで、千葉県弁護士会京葉

支部の高齢者支援センターの弁護士さんとのジョイントで、講演会を開催するというふうなことを企

画しております。

なので、今後、枝川委員のほうからもお話ありましたように、この部会で後見を、どういうふう

に取り組みんでいくかというのは、次年度の大きなテーマかなというふうに私も認識しておりますの

で、またご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもありがとうございました。これに関してよろしいでしょうか。何かわからない点

とか。はい、それでは、あの、よろしくお願いいたします。

それでは、ほかに委員の方から何かご報告、あるいはアナウンス等ございますか。はい、山田委

員、お願いいたします。

山田委員：はい、市川健康福祉センターの山田です。これは市川市の主催になってしまうのですが、障害

者条例を発案された野沢和弘さんのトークイベントっていうものが、２月１５日に開催されます「野

沢和弘さんと語ろう！」と副題として「障害者差別禁止条例の立役者」である野沢和弘さんで、お話

の中心になるのは、障がい者の権利条約が批准をされて１周年を記念して、これから障がいのある方

の権利を守っていくためにはどのようなことが考えれられるか。今回、差別解消法の話なんかと絡め

て、楽しいお話がされると思いますので、市川市のほうの主催ではあるんですが、アナウンスをさし

ていただきます。２月１５日日曜日、市川市の生涯学習センターグリーンスタジオ、これは、ニッケ

コルトンプラザの隣に、市の施設があって、図書館とかメディアパークとかあるところなんですが、

そこで 13 時 30 分から 15 時 30 分です。入場は無料となっています。一応、お申込み制とはなって

いますが、たぶん突然行っても大丈夫かと思うのですけども、もし、申し込みをされる際には、私、

今日チラシ、いくつかコピーをしてきていますので、私のとこに来ていただければお渡しできますの

で、よろしくお願いいたします。以上です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。では、あの、もし今聞いて、ぜひという方は、山田委員のところへ、お申し出いただき

たいと思います。はい。枝川委員お願いいたします。

枝川委員：テーブルの上に、増田明美さんの講演会のチラシができましたので、置かせていただきました。

できればご参加くださるようにお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、この啓発・広報活動の中にも出ておりますよね。啓発・広報活動じゃなくて、自立支援

協議会の資料の中にもですね、、この３月５日の講演会のことは出ておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。はい、次に。どうぞ。

事務局：基幹相談支援センターから、今日お配りしてますけれども、２月２５日、文化会館小ホールにお

きまして、東田直樹さんの講演会を、予定しております。皆様にもご周知さしていただいてはおりま

すけども、まだお席ございますので、申し込みよろしくお願いいたします。以上です。
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下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうもありがとうございました。そのほかよろしいでしょうか。では、橋野委員お願い

いたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。講演会のご案内ばかりで恐縮なんですが、議題３資料の中の広報、

啓発・広報活動で、２月２日に事業所向け研修があるというご案内をさせていただきました。今、そ

のチラシを皆さんの机に配らせていただいています。

障がい者雇用の話を、今日いくつか、委員さんの中から出てきたところなんですけれども、障が

い事業課では、障がい者就労支援センターを設置しておりまして、障がいがある方の、就労に関する

相談支援を行うとともに、障がい者雇用をしたいという事業者さんや、障がい者雇用している事業者

さんからも、相談等に応じて支援をおこなっている事業をやっています。ただ、まだ、ちょっとここ

の周知も不足しているなとは、感じていたところなんですけれども。

その就労支援センターのほうで、２月２日に講演会を行います。就労支援のネットワークづくり

ということで、就労支援事業所、それから特別支援学校、あと、障がい者雇用をしている特例子会社

等の企業等に集まっていただいて、ネットワークをつくっております。そこが主催になりまして、２

月２日に、障がい者雇用といったところから、権利擁護ということで、ちょうどここでも話題になっ

ています差別解消法ですとか、虐待防止法といったところに詳しい、野沢和弘さんを講師にお呼びし

ております。

まだ、若干お席のほうに余裕がありますので、締め切りは１月 23 日で閉めているところなんです

けれども、本日の権利擁護委員の皆さんで、ぜひ、ご参加可能の方がいらっしゃいましたら、２月２

日３時から、市民プラザで行いますので、ご参加のほうをよろしくお願いいたします。

野沢さんなんですが、プロフィールのほうにも書いてありますが、国の障害者施策委員会の委員

もしておりますが、山田委員のほうからもご紹介ありましたけれども、内閣府の差別解消法の関係で、

あり方検討会の座長もされている方です。浦安市の虐待防止対策協議会ですとかの委員もお願いして

おりまして、この方から、雇用といったことも盛り込みながら、差別解消法とはとか、合理的配慮と

はとか、そういった話がわかりやすく、お話しいただけると思いますので、ぜひ、ご都合がつく方は、

ご参加いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。以上のいろんな講演会等につきましては、今日の議題３資料

の「平成 26 年度啓発・広報活動」の中にも記載されておりますので、ぜひ積極的に、所属している

団体、事業所でもこの話を広めて参加を募っていただければと思います。３月４日にも講演会（ソー

シャルサポートセンター主催音無美紀子講演会）がございますので、よろしくお願いいたします。

それでは、今度、事務局のほうから何かございますか。菊池さん、何かございますか。

事務局：ありません。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうもありがとうございました。

それでは、用意しました議題というのは、全て終わりということになります。これをもちまして、

第４回権利擁護部会を終了させていただきます。

なお、今期の権利擁護部会は、今日の会議をもちまして、全て終了ということになります。委員

の皆様、本当に２年間ありがとうございました。お疲れ様でございました。



平成 27 年１月 28 日（水）

午後１時30分～３時30分

健康センター第１会議室

浦安市自立支援協議会第４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）平成２７年度からの権利擁護部会について

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 パブリックコメント用素案抜粋

○重点的な取り組み

１．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、事業所の連携を強化するとともに、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行い、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。

２．ライフステージを通じた支援の推進

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推進します。

３．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。

４．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

備するとともに、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。

５．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。
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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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○施設の展開（抜粋） 追記・修正

施策の方向性１ 理解と交流の促進

（１）啓発の推進

■現状と課題

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「こころのバリアフリーハンドブック」を作成し、啓発活動を行ってきました。

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、両者を合わせると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、「こころのバリアフリーハンドブック」等を活用し、市民一人ひとりが、障がいの特性

や障がいのある人への理解と関心を深めるために、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、障がいと障

がいのある人への市民の理解と関心を深めます。

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」等の法律の内容などの周

知を図り、障がいと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

る参加と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、

共に学ぶ機会を保障すること）の理念や合理的配慮への取り組みなど、障がいと障がいのある

人への理解を深めます。
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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

障がいと障がいのある人への理解と関心を深めるために、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、障がいと障がいのある人への理解を深めるために、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に対し、側面的な支援を行うとともに、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。

市民活動団体等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市民活動団体、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を周知し、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、障がいのある人、障がい者団体、支援団

体等と協力し合いながら、障がいと障がいのある人への理解を深めるため、「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行

います。

事業名 事業の後援

担当課 障がい事業課

内容
市民活動団体等が、障がい福祉関係の講演会等の事業や障がいのある人を対象

としたイベントを行う際に、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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施策の方向性７ 自立と社会参加の促進

（１）権利擁護施策の推進

■現状と課題

障がいのある人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会を実現するためには、権利擁護の取り組みが必要不可欠です。

本市ではこれまで、自立支援協議会を中心に関係機関が連携して障がいのある人の権利擁護

の推進に取り組んできました。

また、障がいのある人を介護する人の高齢化が進んでおり、障がいのある人における成年

後見制度の必要性が高まると考えられることから、成年後見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。

「自立支援協議会 権利擁護部会」では障がいのある人や支援者、警察、県、民間企業等、

さまざまな立場の関係者で権利擁護に関する支援の充実を協議するとともに、関係機関での連

携を推進します。

②成年後見制度の利用の促進

成年後見制度の周知と利用の促進を図ります。

市民後見人の活用も含めた法人貢献の活動を支援します。

■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図るため、協議するとともに、関係機関の連携

を推進します。
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事業名 成年後見制度利用支援

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、費用の助成を行います。

事業名 成年後見事業

担当課 障がい事業課

内容

成年後見制度の利用の促進等を自立支援協議会で協議します。

成年後見制度の周知と利用のサポート、法人後見等を行います。（社会福祉協議

会へ委託）

市民後見人等の人材の育成するため、研修を行います。（社会福祉協議会へ委

託）

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。

■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月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（障害

者差別解消法）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行ってきました。

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。

今後も関係機関の一層の連携を図り、障がいのある人の人権が守られ、社会の中で自立して

生活するための基盤づくりに取り組むいとともに、家族や施設職員の過度な負担、閉鎖的な状

況などを改善し、虐待を発生させない環境づくりが重要です。

■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」や「障がい者虐待防止実務者会

議」を中心に、関係機関の連携を図り、具体的な施策や養護者に対する支援施策等を推進しま

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「障がい者虐待防止センター」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・高齢者支援課・猫実地域包括支援センター

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協議し

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
健康福祉部を中心に、受理した通報・届出への支援の方向性の協議を行いま

す。

事業名 障がい者福祉推進事業

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。
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（３）差別の解消と合理的配慮の推進

■現状と課題

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざ

し、「障害者差別解消法」が平成25年度に交付されました。

同法が平成28 年度に施行されることに先立ち、本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対応要領を作成して、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対応要領及び対応指針を策定し、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、体制

の整備に取り組みます。

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、講座、催し等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。
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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

国の基本方針等を踏まえた対応要領等を作成します。

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。

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
視覚に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。
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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。

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 庁舎建設課

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（土）

（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（月）

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（金）

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

2 月 12 日 美浜北小 3 年生 36 名

合 計 1297 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 178 名

1 月 30 日 発達支援セミナー 一般市民

2 月 25 日 講演会「僕からみた世界」（講師：東田直樹氏

主催：基幹相談支援センター）

一般市民

3 月 4 日 講演会「女優 音無美紀子講演会」（講師：音

無美紀子氏 主催：ソーシャルサポートセンタ

ー）

一般市民

3 月 5 日 講演会「自分という人生の長距離ランナー」

（講師：増田明美氏 主催：浦安手をつなぐ親

の会）

一般市民

３．研修

（１）教員 2・3 年目研修

実施日：8月 7日（木）

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 人（幼稚園 3人、小学校 21 人、中学校 20 人）

（２）市職員研修（各部次長・各課長対象）

実施日：10 月 7 日（火）

内容：障害者差別解消法研修会「障がい者の暮らしやすい街づくり」

講師：毎日新聞論説委員 野澤和弘氏

参加人数：120 人
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（３）警察職員研修

日時：11 月 17 日（月）

場所：浦安警察会議室

参加者：浦安警察署 署員 82 名

講師：一般社団法人こども未来共生会 理事長 中島 展氏

テーマ：知的障がい・発達障がいのある人を理解するために

（４）事業所向け研修

日時：2月 2日（月）

場所：市民プラザＷＡＶＥ１０１ 中ホール

対象：民間企業等、一般市民

講師：毎日新聞論説委員 野澤和弘氏

テーマ：障害者虐待防止法と障害者差別解消法

４．その他

・広報うらやす 12 月 1 日号 「障がい者週間」記事掲載

・こころのバリアフリーパネル展

会場 市役所本庁舎 12 月 17 日（水）～26 日（金）

中央公民館 2月 2日（月）～13 日（金）

内容 障がいに関するマークの紹介

障がい福祉施設の商品・委託業務紹介

当事者団体の紹介 など
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広報うらやす 12 月 1 日号
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障 害 者 週 間12月３日水～９日火は です
　「障害者週間」は、障がい※のある方への関心と理解を深めることと、障がいのある方の社会参加
意欲を高めることを目的として、障害者基本法により定められています。この機会に障がいの有無に
関わらず、同じ地域でお互いが理解しあって暮らすために必要なことを考えてみませんか。
※浦安市では固有の法律名称などを除き、平成19年度から公用文に「障がい」という表記を使用しています
 ［問］障がい事業課

　市内の障がい者施設や事業所では、障がいのある方が、製品を作ったり、軽作
業を請け負っています。これら製品や作業を紹介する「うらやす市ハンドメイド
ＢＯＯＫ」を作りました。障がい事業課（市役所第２庁舎１階）や各公民館など
で配布しています。
　また、毎月29日（12月はお休み）の午前10時～午後２時まで新浦安駅のＳ－
ＦＲＯＮＴで「福祉フェア」を開催し、障がい者施設などの製品の販売をしてい
ます。

うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫができました

障がい事業課で配慮のためのグッズを配布しています

　内部障がいのある方に、ハ
ート・プラスマークのストラ
ップを配布しています。こ

のマークを着用され
ている方を見かけた
ら、内部障がいへ
の配慮についてご
理解、ご協力を
お願いします。

⇦ ハート・プラ
スマークのス
トラップ

ハート・プラスマーク

　補助犬マークを補助犬※の同
伴に協力いただける民間施設や
店舗に配布しています。お店の
入り口などでこのマークを見か
けたり、補助犬を連れている方
を見かけたりした場合は、ご理
解とご協力をお願いします。
※ 身体障害者補助犬法で定められ
た補助犬（盲導犬・介助犬・聴
導犬）は、公共施設・交通機
関・デパート・ホテルなどの施
設では、同伴の受け入れが義務
付けられています

補助犬マーク

　聴覚に障がいのある方を表す
耳マークのカードを配布してい
ます。このマークの提示があり
ましたら、聴覚障がいへの配慮
についてご理解、ご協力をお願
いします。
　また、筆談に応じることを表
す卓上カード（台座付き）を配
布しています。商店や企業の窓
口・受付などに設置いただき、
聴覚に障がいのある方への配慮
にご協力をお願いします。

耳マーク

「学びをいかす うらやす市民大学」開校５周年記念誌を発刊

記
念
誌
の
構
成

▶浦安の変遷
▶ 第１章　うらやす市民大学の歩み（市民会議～設立準備～第６期まで）
▶ 第２章　市民大学を語る（学長・市長対談、副学長メッセージほか）
▶ 第３章　出会い・気づき・担い（学生のふるさと・グループ団体紹介）
▶資料編　要綱・講座の受講状況など

※ 章間には、絵で見るうらやすを挿入。付録ＤＶＤ「うらやす市民大学
の記録」として、市民会議～設立準備～第６期までの資料（Ａ４版約
5500枚）をＰＤＦで収録

規　　格 A4版124ページ（資料集のDVD付き）

問 うらやす市民大学事務局  ☎351・4811

販売価格 800円

※ 詳しくは、市民大学ホームページをご覧ください

販売場所 うらやす市民大学

　「バリアフリー」と聞いて、皆さんは、何を思
い浮かべますか。点字ブロック、スロープ、ノン
ステップバスなど、日常生活の中でもバリアフリ
ーの設備を目にする機会がかなり多くあるように
感じます。しかし、まちにどんなに点字ブロック
が整備されたとしても、その上に一台の自転車を
置いてしまえば台無しになってしまうなど、いく
らハード面の整備がなされても、私たち一人ひと
りの配慮が足りなければ、障がいのある方が不自
由な思いをする、場合によってはケガを負わせて
しまうケースがあります。
　また、外見からはわかりにくい身体の内部（心
臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免
疫、肝臓機能など）に障がいのある方や聴覚に障
がいのある方は、さまざまな誤解を受けたり、周
囲の人から配慮してもらえなかったりすることが
多くあります。
　内部障がいのある人の中には、障がいのない人
に比べて疲れやすかったり、長時間立っているこ

とがつらかったりするなど、日常の生活に支障が
ある方がいます。電車などの優先席に座りたい、
近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障がい者
用駐車スペースに車を停めたい、といったことを
希望している方もいます。
　聴覚に障がいのある人は、非常時などに放送な
どの音声から情報を得ることができなかったり、
後ろから声をかけられても気付けなかったりする
ことがあります。筆談で多くのことを伝えられる
ケースがあるので、筆談を求められたら、気軽に
応じてください。
　バリアフリーは、障がいのある方や高齢の方の
ためだけのものではあり
ません。けがをしたり、
病気になったり…は、誰
にでもあること。皆さん
の優しい気遣いで心のバ
リアフリーの輪を広げま
しょう。

● 私たちにできること テーマ

障
しょう

がい者
しゃ

対
たい

応
おう

エレベーター

浦安はてな探検は、難しい言葉などを
こども向けに紹介するコーナーです。

はてな君
くん

今回の講師

ガイドヘルパーさん

ガ ねぇ、はてな君
くん

。このエレ
ベーターには鏡

かがみ

がついているけ
れど、その理

り

由
ゆう

はなんだかわかる？
は う～んと…。髪

かみ

型
がた

がおかし
くないかとか、帽

ぼう

子
し

が曲
ま

がっ
ていないかを見

み

るためじゃないかな。
ガ うふふふ、そうね。たしか
に身

み

だしなみを確
かく

認
にん

するのにも
使
つか

えるわ。でも、この鏡
かがみ

は車
くるま

いすを使
つか

っている人
ひと

がエレベーターから降
お

りる
ときに鏡

かがみ

を見
み

て後
うし

ろを確
かく

認
にん

しながら、
バックできるようについているものな
の。

は へー、そうなんだ！　そう
いえばこのエレベーターには

車
くるま

いすの人
ひと

が使
つか

いやすいように、低
ひく

い
ところにもボタンがあるね。
ガ この低

ひく

いところにあるボタ
ンで操

そう

作
さ

すると、ドアの開
あ

け閉
し

めのスピードが遅
おそ

くなるエレベーター
もあるのよ。

は ふーん。ぼく、エレベータ
ーが早

はや

く来
こ

ないかなというと
き、普

ふ

通
つう

のボタンと低
ひく

いところにある
ボタン両

りょう

方
ほう

を押
お

しちゃうときがあるけ
ど、それは違

ちが

うんだね。
ガ そうね。このほかにも、目

め

が悪
わる

い人
ひと

のために「○階
かい

です」
と音

おと

でお知
し

らせするエレベーターなど
もあるわ。

は そうなんだ。いろいろな工
く

夫
ふう

はいろいろな人
ひと

が使
つか

いやす
くするためのものなんだね。
ガ まちの中

なか

には、点
てん

字
じ

ブロッ
クや音

おと

の出
で

る信
しん

号
ごう

機
き

などもある
わね。はてな君

くん

もどうしてそういう工
く

夫
ふう

がされているのか、よく考
かんが

えて使
つか

っ
てね。でも、まだそういう工

く

夫
ふう

の足
た

り
ない場

ば

所
しょ

もあるの。だから困
こま

っている
人
ひと

を見
み

かけたら、声
こえ

をかけて安
あん

全
ぜん

に移
い

動
どう

できるようにお手
て

伝
つだ

いしてあげてね。

は うん、わかったよ！
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議題４資料 平成 27・28 年度浦安市自立支援協議会案

＊組織は、第 4回自立支援協議会での協議を経て、現在の組織を引き引き継いでおります。

運用と議題等については、今後の協議会及び部会での意見を受け、随時更新します。

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するた

め、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務め

る。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての

検証及び評価

権利擁護部会

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・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関す

る事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

生まれてから 18歳になるまでのこ

どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係

機関のスムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関する

事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域生活全

般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事

項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

プロジェクト会議 適宜

５．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方
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６．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブ

リーダー等を務める。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

７．代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

本人部会を除く各部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

８．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

９．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター
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１０．権利擁護部会の議題

平成 25・26 年度自立支援協議会及び部会の委員で、地域の課題や引き継ぎ事項を協議し、

次期部会に引き継ぐ。

主な課題 平成 27 年２月までの議題

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

○こころのバリアフリーハンドブックの活用

○イベントの企画・運営

○広報・啓発活動

○障害者差別解消法施行に向けての取り組み

障がい者虐待防止に関する事項
○障がい者虐待防止センター等実績報告

○虐待と支援の事例報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

その他権利擁護に関する事項 ○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画


