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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２５年１０月１７日（木）１４：００～１６：００

２．開催場所 文化会館 中会議室

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）、小林章宏委員、枝川芳子委員、

足立誠之委員、神谷澄子委員、野坂秋美委員、西田良枝委員、市川恵子委員、清水美恵子委員、

鈴木俊之委員、三浦圭一郎委員、落合進委員、辻井俊光委員、安藤克子委員代理高橋純子氏、

山田真理子委員、山本典子委員、石田和明委員、橋野まり子委員

４．議題

(1)イベント企画ワーキンググループ活動報告及びイベントの実施について

(2)バリアフリーハンドブックの活用について

(3)本人部会からの提案について

(4)障がい者虐待防止センター実績報告

５．資料

（1）議題１資料 平成２５年度啓発・広報イベント案

(2) 議題１資料 障がい者週間記念講演チラシ案

(3) 議題４資料 平成２５年度障がい者虐待防止センター実績報告

６．議事

事務局：定刻となりましたので、始めさせていただきます。部会を開催する前に、会議の進め方につきまし

て再度確認させていただきます。

自立支援協議会および部会は、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、ご了承のほど、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、発言の際にお願いしたい点がございます。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。ご配慮をお願いいたします。

また、会議を円滑に進めるためにも、発言の際には挙手をいただき、リーダーの「お願いします」

という発言のあとに、団体名と氏名を述べていただき、その後、発言をお願いしたいと思います。

本日は、安藤委員の代理としまして高橋様にご出席いただいておりますので、ご報告申し上げます。

それでは、今後の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ので、よろしくお

願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ただ今より自立支援協議会平成２５年度第３回権利擁護部会を開催いたします。本日は、ご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。すでに皆様のお手元には、議事次第が届いていると

思いますが、今日は、１２月８日に行われる障がい者週間イベントを中心に、ご審議ご議論をいただ

きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

最初に、議題１「イベント企画ワーキンググループ活動報告及びイベントの実施」について、事務
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局から、説明をお願いいたします。

事務局：ベント企画ワーキンググループについて報告させていただきます。１０月４日にイベント企画ワー

キンググループを開催し、６名の委員の方にご参加いただきました。

下田リーダー、浦安手をつなぐ親の会の枝川委員、浦安市聴覚障害者協会の野坂委員、NPO 法人

タオの清水委員、ソーシャルサポートセンターの鈴木委員、NPO 法人フレンズの辻井委員、市川健

康福祉センターの山田委員、以上６名様にご参加いただきました。

事務局案を提出し、検討した内容を啓発・広報イベント案として作成させていただきました。

選定に至った経緯ですが、２０２０年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定いたしま

した。また、来年２月からロシアのソチで、冬季オリンピック・パラリンピックが開催され、スポー

ツやオリンピック・パラリンピックに対する関心がとても高まっているところです。そこで、冬季パ

ラリンピックにおける、日本人初の金メダリストであります大日方邦子さんをお招きして、お話を伺

おうと考えました。

日程と場所は、以前より提示しておりました、１２月８日の日曜日、障がい者週間の期間内です。

時間は、午後２時から４時まで文化会館小ホールで開催いたします。

この２時間の内容でございますが。市長挨拶、会長挨拶のオープニングセレモニーを経まして。昨

年のイベントでも行いました、バリアフリーハンドブックのＰＲを２０分ほど行いたいと考えており

ます。

内容につきましては、当事者の方に出ていただきまして、お１人１分から２分お話いただきます。

持ち時間は、参加人数より今後調整させていただきますが、ご自身の経験やバリアフリーハンドブッ

クを通じて市民の皆さんに知っていただきたいことなど、自分の思いを語っていただこうかと考えて

おります。参加者につきましては、これから当事者団体の方や福祉関係事業所の方に参加を募りたい

と考えております。

そのあとに１時間３０分ほど、大日方先生にご講演いただきます。「壁なんて破れる～パラリンピ

ック金メダリストの挑戦～」と題しております。内容といたしましては、高校のときにチェアスキー、

いすに座ったような形で滑る競技に出会って、パラリンピック金メダリストに至るまでのお話。

そして、バリアフリーハンドブックを事前に講師の方にお送りし、ハンドブックについてのコメン

トもいただこうかと考えております。

また、大日方先生は、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの招致にもかなり尽力な

された方ですので、そういった招致活動についても非常に関心の高くなっているところだと思います

ので、おうかがいしようと考えております。

また、短い時間ではありますが、昨年同様、物品の販売や作品展示を小ホールのホワイエで開催し

たいと思います。時間につきましては、講演が２時から４時までですので、午後１時から４時 30 分

までの時間帯。講演中は外に出られる方はほとんどいないので、始まる前と終わったあとに販売が集

中すると思いますが、この時間帯で参加いただける団体を募りまして、お菓子類や、製作品などの販

売などをしたいと考えております。また、バリアフリーハンドブックを受付で配布してまいります。

次に、協力体制ですが、講師がパラリンピックの金メダリストということで、スポーツ関係をはじ

め、市内の団体や法人に幅広く協力を募る予定です。また、広報活動にご協力いただくとともに、団

体に所属している会員の方に、イベントにご来場いただくように協力いただこうと考えております。

そのほかの広報活動ですが、１１月１日号の「広報うらやす」とホームページに掲載いたします。

また、協力団体に周知をするとともに、おさんぽバスの中にポスターを提示いたします。また、市内

の福祉施設をはじめ、公民館等の公共施設にポスターとチラシを配布します。また、学校にチラシの

配布の協力を要請します。また、市のイベントや、市が後援するイベントにでもチラシを配布したい
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と考えております。

定員と申し込みですが、ご来場人数がつかめないため、申し込み制とさせていただきました。窓口

や、電話、メール、ファックスなどで、先着４００名様を募集する予定です。

講師について紹介します。大日方邦子氏は、３歳のときに、交通事故で右足を切断、左足にも後遺

症が残りました。高校２年のときにチェアスキーと出会い、１９９８年の長野大会で日本人初の冬季

パラリンピック金メダルに輝かれました。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの招致に

も尽力され、日本パラリンピック委員会運営委員、日本パラリンピアンズ協会副会長です。

今回のイベントでは、アンケートを配布し、講演についての感想や「バリアフリーハンドブック」

についての印象や読みやすさなどについて、おうかがいしようと考えております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それでは、ただ今の説明につきまして、何かご質問あるいはご意見

はございますでしょうか。

足立委員：視覚障害者の会、トパーズクラブの足立です。非常にタイムリーないい企画なんですけれども、

確か第１回の部会でなるべく市民の方に参加していただくと。障がい者だけじゃなくて、市民の方に

参加いただいて理解をしていただくという趣旨からいってですね、何人応募するのかよくわからない

という問題があるんですけれども、大ホールを使うということは考えていますか。応募が殺到した場

合に、もったいないような気がするんですけが。

事務局：当日の大ホールは、すでに別のイベントでで埋まっており、大ホール以外の市内の一番大きな収容

施設が小ホールとなっております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：大ホールは抑えられなかったといことでございます小ホールは、朝９時から夜の９時まで押さ

えてありますので、１日中活用できるんですが。

私も確か NHK で大日方さんの解説を聞いたことが何回かあるんですが、非常に有名な方ですので、

申込者が多かった場合の対応などは、ワーキンググループ等で詰めていきたいと思います。

足立委員：講演してくださる方とのアポイントもありますし、既に大ホールが埋まっているということでし

たら、小ホールでやるしかないと思います。

市川委員：権利擁護センター「ぱあとなあ」の市川と申します。申し込みが、ファックスかメールかお電話

ということですよね。人数を把握するためとはおっしゃったんですが、参加しようという方にとって

は手間というか。その辺は、どうお考えでしょうか。

事務局：小ホールの規模でしたら、来場者全員の収容は可能かと思いますが、応募なしにしてフリー入場に

して当日来て入れないようなことが起きた場合の対応や事前に体制を整えておくためにも今回は募

集制という形を取らせていただきました。

市川委員：人数があまり集まらなかったという場合もありますよね。そのときに大ホールのイベントにいた

方が、ちょっと寄ってみようかなと思うこともあるのかなと思ったんですが。

事務局：事前に募集はかけますが、席に余裕があるようでしたら、当日席も用意いたします。当日席が用意

出来るようでしたら、周知してまいりたいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：足立委員がおっしゃいましたように広く一般の方々、市民の方々にも参加していただこうとい

うことで、特に広報については、これまであまりお声をおかけしていなかったスポーツ関係の方にも

広くお声をおかけしたり、あるいは学校関係や青少年施設等にも周知していこうと思います。力を合

わせていければと思いますので、よろしくお願いいたします。

小林委員：オリエンタルランドの小林でございます。

仮にすごく反響があって、４００人以上の応募があった場合、メール、ファックスなどの優先順位

等は、どのような方法を取られるんですか。メールだったら、着信の日時で、わかると思うんですけ
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ども、ファックスだったらわかりますか何をもって先着順とするのかまで詰めていただきたいと。

事務局：メールは受信時間が把握できます。ファックスも着信時間の履歴で時間を確認します。定員間際に

なった場合は調整が難しいと思うんですが、申込が届いた時間で判断させていただきます。定員いっ

ぱいになってしまった場合には、必ずお返事は差し上げます。

小林委員：電話も受け付けるんですよね。

事務局：はい。

足立委員：視覚障害者の会トパーズクラブの足立です。先着順ということですね。そうすると障がい者の方

も健常者の方も全く平等にやるということですね。

事務局：事務局で検討して、団体優先枠などを設けられないかどうか、もう一度確認させていただいてもよ

ろしいでしょうか。

小林委員：オリエンタルランドの小林です。そうすると、先着順ではなく新たに考えるということですね。

団体の枠を設けるということは、先着順じゃなくなる可能性も探るから、ここは、今一段掘り下げて

決定をするということですね。

事務局：おっしゃる通り、先着順と団体優先受け付けは少し矛盾するところもございますので、整理して後

ほど報告させていただきます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今ご説明させていただいたのは、事務局の案ですので、皆さんからご

意見をいただきながら、決められるところは決めていけたらと思っています。

先ほど、足立委員からのご意見もありましたので、たとえば福祉団体には、一般公募とは別に周知

をして、団体として受け付ける場合には、一般は先着４００名ではなくて、先着３５０名というよう

なことになるのかなとは思いますが。委員の皆さんが、「それでいいんじゃないか」ということであ

れば、そのような形で詰めていきたいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：具体的な手続きについては、さらにワーキンググループなどで詰めるということでご一任いた

だくということで、基本方針の点では、ご了解いただけるでしょうか。はい、ありがとうございます。

市川委員：権利擁護センター「ぱあとなあ」の市川です。私は、いつも感じるんですが、申込みの電話番号

が代表番号になってますよね。そうすると、受付の方が回してくれて、もう一度担当に同じことを言

うんですね。直通の番号とかはないんでしょうか。

事務局：直通番号は申し訳ないんですが、ありません。代表番号からつながるようなシステムになっており

ます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：インフラ的なものがありまして、どうしようもない部分がありますが、受付からきちんと回し

ていただくよう事前にお願いしておくという形はとれるかと思います。

なお、ワーキンググループの中では、チェアスキーの状況などについても映像資料などを用いなが

らいろいろとお話しいただこうということで話を進めておりますので、合わせてお伝えしておきたい

と思います。

それでは、２つ目の議題に入らせていただきたいと思います。

「バリアフリーハンドブックの活用について」ということで、事務局から報告をお願いしたいと思

います。

事務局：では、事務局より報告いたします。「バリアフリーハンドブック」は、多くの団体様にご利用いた

だいておりまして、先日、市内の眼科医院からご自身のホームページに、市のホームページの「バリ

アフリーハンドブック」のページにリンクを貼りたいというお申し出がございました。

後程教育研究センター山本先生からの報告でもあると思うのですが、市内の小学校から、総合学習

の時間の教材に使いたいというお申し出が届いております。こちらにつきましては、担任の先生が教

員の研修のときに、「バリアフリーハンドブッ」が配られて説明を受けて、授業で使ってみたいと思
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ってくださったそうですので、今後もこういった、お申し出が増えていくかと思われます。

また、今後の予定でございますが、１１月１０日の社会福祉協議会のふれあい広場で、「バリアフ

リーハンドブック」を PR するブースを頂戴いたしました。

また、同じ１１月に、公民館で開催しております、家庭教育学級。市内の幼稚園、小学校、中学校

にお子さんが通っている保護者の方の勉強会ですが。そちらで「バリアフリーハンドブック」を配っ

て PR させていただくことになりました。

また、これは提案の段階ですが、市民大学でも時間をいただきまして、「バリアフリーハンドブッ

ク」の PR を進めていきたいと考えております。今回のイベントのチラシについても、市民大学等で

配布する予定になっております。現在のところの予定は以上ですが、今後も引き続き、いろいろなイ

ベント等で、「バリアフリーハンドブック」を周知していきたいと考えております。

教育委員会関係の件につきましては別途、報告させていただきますので、事務局からは以上とさせ

ていただきます。

山本委員：教育研究センターの山本典子です。先ほども報告がありましたが、前回の権利擁護部会でお話さ

せていただきましたように、教職員の研修会で「バリアフリーハンドブック」を配布させていただき

ました。

特に夏休み中に実施された特別支援教育に関する教育実践講座や通級指導教室担当者の研修会、ま

た補助教員等の研修会等があり、当日参加した先生方を対象に配布させていただきました。全部で約

300 冊ほど配りました。また、配布する時に、短い時間でしたが、「このハンドブックは自立支援協

議会の皆さんや当事者の方たちが一緒に作ったものである」ということを添えさせていただきました。

まずは先生方に直接ハンドブックを見ていただいて、さわって、知っていただきたいということで

す。全てではなくても、例えば、さまざまな教科の中で、「ここの部分は使えるな」というところが

あればどんどん活用してみてください、使い勝手など何か意見があったらお知らせくださいというこ

とをお話しました。

ある小学校の特別支援教育コーディネーターがハンドブックの一部をコピーして教職員に配り、話

し合いの時に使ったということも聞いています。私たちからは、「こういうふうに使ってください」

というような言い方はしていないのですが、学校独自で少しづつ活用を始めていることも伺っていま

すので、もう少し情報を集めながら活用方法を深めていけるように協力できればと思っております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。研修会で「バリアフリーハンドブック」を配布し、先生方にご理解

をしていただくと同時にさらにそれを広めていただくということでお話がございました。

では、議事次第の中で事前にお願いしているところではございますが、ハンドブックを配布した事

例ですとか、感想を聞いた事例等がございましたら、ご報告をお願いしたいのですが、いかがでしょ

うか。

枝川委員：手をつなぐ親の会の枝川です。ハンドブックができてすぐに、親の会の東葛地区懇談会がござい

まして、浦安を含めて千葉県の１１市が集まる会議が我孫子でありましたので、配りました。行政の

方や手をつなぐ育成会の編集委員をやっていらっしゃる講師の方にもお配りしました。すごくいいの

で、「手をつなぐ」（事務局注：全日本手をつなぐ育成会の機関紙）でも紹介したいというお話や、鎌

ヶ谷市からとてもいいので別に１０冊いただきたいというリクエストもありました。こういった冊子

になっているものは少ないので、少しずつでも広めていきたいと思っています。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。いろいろなところを起点に広げていければと思っております。

山田委員：市川健康福祉センターの山田です。市川市の自立支援協議会で当事者の方たちの団体が２０団体

ほど集まった障がい者団体連絡会があるんですが、そちらの代表の方にお見せしたところ、非常にそ

よくできていると。代表は視覚に障がいのある方なんですが、その方を始めとした団体の方にお見せ
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したところ、とてもよくできているというご意見をいただきまして、これを見本にして、作りたいと

いうことをおっしゃていただけて、障がい事業課とのヒアリングをセッティングをしたということが

ございました。目にしていただくと反響が多いのかなと思いますので、これからも配りたいと思って

おります。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。今後もですね、周知の機会にお心当たり等ございましたら、ご提案

あるいはご紹介いただければと思います。

あと２か月ほどでイベントですが、イベントの中でも「バリアフリーハンドブック」について周知

する機会を設けていただくということになっております。どうぞよろしくお願いいたします。

それではに議題３「本人部会からの提案」に移ります。事務局から報告をお願いします。

事務局：本人部会は、第１回目を７月１１日に行いました。その際に委員の皆様方の自己紹介と日常どん

なふうに過ごしているか、普段のくらしの中で不自由を感じていることや福祉行政の提案などとい

うテーマでご意見をうかがいました。

委員の皆様からの意見については、今後、部会等で考えていかなければというようなことで、ジ

ャンル分けをさせていただきまして、権利擁護部会に関連するところも一つ出ていたので、報告を

させていただきます。

まず、第１回目の本人部会で、どういった意見が出たかを紹介させていただきます

障がい福祉課あるいは障がい事業課、いわゆる行政で対応する意見としまして、「同じ障がいを持

つ方の集いができないか」という意見が出ておりました。また、「補装具、膀胱や直腸障がいの方用

のストマ用装具名称への配慮」、具体的に言うと、ストマ用装具が、補装具の名称として畜便袋ある

いは蓄尿袋というような名称で呼ばれているんですけども、その名称に抵抗があるという意見が出て

おりました。

それから在宅ケア、そして、一時ケア等に力を入れてほしいという意見がございました。

また、ヘルパーの不足や介護者である親の高齢化による将来への不安、たとえば住まいの不足につ

いて、現在地域生活支援部会でも検討中ですけれども、意見が出ておりました。

この権利擁護部会でご意見等伺っていかなければいけないのかなと思うのが「地域、たとえば商店

や交通機関などで、障がいについて理解、ご助力いただきたい。」という意見。周知啓発について検

討していただきたいというような意見が出ておりました。権利擁護部会が啓発・広報を担っている部

会ですのでご報告をさせていただきました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。この権利擁護部会でも、一つ一つの意見を受け止めて対応してい

きたいと考えておりますけれども、事前にお知らせしておりました「ご自身やご家族のご経験、ある

いは周知用法のご提案や、他市の団体の取り組みの紹介」がございましたら、お願いします。

枝川委員：親の会の枝川です。県の育成会の中に権利擁護部会というものがございます。そちらで２４年

度から警察プロジェクトが再開しました。警察の方々、いわゆる交番のおまわりさんとか、そういう

方たちに障がいの子たちを理解してほしいということで、始まりました。

警察学校、いわゆる新しく警察官になる方たちが教育を受ける学校があるんですが、そこの初任者

研修に行きまして、野澤さんが講演をしました。

また、隣の市川市が冊子（事務局注：ＮＰＯ法人ＰａｎｄＡ・Ｊ発行「知的障がい・発達障がいの

ある人を理解するために」）を市川警察と行徳警察の中にある交番を回ろうということで。市川警察

のほうは、まだ行ってないんですが、行徳警察の交番回りを始めました。

市川の方から聞いたところによると、こっちから押しかけていくよりも、たとえば講演会や交流会

に警察の方に来ていただいてコンタクトを取ってから交番に行くほうがいいようです。

知的障がいや自閉症は、一見「ん？」っていう感じで、普通に見える子も多いわけですよね。同じ
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障がいの方でも見て障がいがあるとわかる方と、一見わからずに急に暴れ出したり症状を出す方がい

るので、理解を深めたいということで、市川は始めました。チラシなどもありますので、見てくださ

い。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。警察プロジェクト、非常にユニークなプロジェクトだなという感じ

がします。地域を巡回されるおまわりさん、警察の方に、まず理解をしていただくというのは、非常

に重要なことなのかなと感じます。

ご自身やら、ご家族のご経験、周知方法のご提案、他市の団体あるいは所属しておられる団体の取

り組みなど、事例等がございましたら挙げていただけると今後の議論を深めていく有効材料になると

思いますので、よろしくお願いします。

山田委員：市川健康福祉センターの山田です。私が今取り組んでおります「障がいのある人もない人も共に

暮らしやすい千葉県づくり条例」の差別防止条例に関わる問題なんですが、権利擁護の活動として非

常に密接に関わってくるのかなと思いました。

この条例は誤解を受けがちなところがありますが、障がいのある方寄りではなくあくまでも中立的

な立場ということが趣旨の条例になっておりまして、差別を受けたと思っている人たち、差別をした

とされる人たち、それぞれのお話を聞いて接点を見出す、お互いの立場を理解し合うというところに

条例の趣旨があるわけで、差別をしたかもしれない人たちの窓口でもあるということを周知していき

たいと思っていますので、本人部会の委員の方にもお話を伺いたいと思っています。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。非常に重要な条例ということでございますので、障がいのある方もな

い方もともに暮らしやすい町、あるいは県と市を実現していきたいというふうに考えます。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合と申します。交通に関係する会社として、当社のことをお話をしたい

と思います。

障がいのある方につきましても、バスのご利用は多々ありますし、クレームなどが来ているのも事

実でございます。当社としましては、浦安市にコミュニティバス、おさんぽバスが入ったときに講師

を呼んで講演を開催しましたが、それ以降は指導員から引き継ぐような形でやってきております。

当社の車は、１００台以上ありますけれども、ノンステップバスを導入していまして、現在、全国

の中では２４番目にノンステップを入れています。

ただ、１００台以上のバス会社というのは、みなさんが思っているほど多くはないんですね。バス

が５台や１０台という会社も多いので、必ずしもうちが優秀ということではなくて率からすると高い

というだけなのですが、ノンステップバスを入れてお役立てしているという部分は、確かにあります。

車いすのご乗車については、正直、混んでいるときにはトラブルもあります。

ケース・バイ・ケースで対応できるような指導も必要なのかもしれないんですが、「あの運転手は

やってくれた」など、また違った意味でのクレームもいただきますので、難しいかなと思う部分はあ

ります。

先ほどから「バリアフリーハンドブック」の活用についての意見も出ていますので、私どもは、運

転手を新しく採用したときは、約１か月間の研修期間の座学の２週間でハンドブックを活用させてい

ただきたいなと思っております。

交通産業といいますと、当社だけに限らず、電車もバスも、いろいろ難しい部分が正直あるかと思

いますが、それでもいろいろな意味で、バリアフリーですとか、見直しをして、なんとか同じように

利用できるような努力はしたいと思っております。

また、総合福祉センターのバス停で誘導ブロックの上にバスが停まるのは危ないという連絡をいた

だいて、かなり前から業者さんと話はしておりますが、なかなか進まなくて関係方面にご迷惑をおか

けしていますが、早急に対応するようにしたいと思いますの、よろしくお願いします。
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西田委員：基幹相談センターの西田です。東京ベイシティバスさんからのご意見、ありがとうございます。

基幹相談支援センターは、本人部会の事務局もやっておりますが、本人部会からの「商店や交通機関

などで、障がいについての理解とか協力をいただきたい」という意見の中の協力というところでは、

研修の中で「バリアフリーハンドブック」を使っていただくというお話や研修をやっていることをお

伝えしたいなと思ったんですけれども、私どもの相談にも交通機関のトラブルといいますか、そうい

う話の相談は入ってくるんですね。直接言えないけれどつらい思いをしたという話も無くはなく。

そういうとき、バリアフリー窓口とのようなものあるんでしょうか。カスタマーセンターとか。電

話をして、私たち関係機関も中立な立場で間に入ってこじれないように話をしていくとかいうことは、

今までもあったんですが、窓口があれば教えていただければ。ご本人たちにも、話を聞いていただけ

るというということをきちんとしておいたほうが誤解がなくていいのかなと思うんですね。

言葉が使えない利用者さんですとか知的に障がいがあって運転手さんに頼めない人というのは、ヘ

ルパーさんなどが介入するわけで、その人たちが事業所に持ち帰ってきて「今日こういうことがあっ

たんだけれども。どうしたらいいだろうか」ということもあるので、その辺をどうしたらいいか教え

ていただけると、助かるかなというふうに思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：お答えいただける範囲で結構でございますので、お願いします。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合です。当社もそんなに大きい会社ではございませんので、基本的には、

いわゆる代表の電話番号でお伺いするようになるか、メールで連絡をいただくような形になっていま

す。

また、先ほどもお話があったかと思いますが、知的障がいの方などは見ただけはわからないので、

やり取りの中で運転手の語尾がきつくなるような時に、周りの方から「運転手さん、それはちょっと

とおかしいんじゃないの」と言われることもあるんですね。そういったことでも、まずハンドブック

などを活用させていただこうかなと。いずれにしろ、何かありましたらご連絡をいただければと思い

ます。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。議題とずれていくかもしれないんですけど、バスのお話が出てたとこ

ろなので。

最初にこの部会が始まったときに、ベイシティバスさんが入っていたので、こういう話をする機会

がいつ来るだろうって思っていたところがありました。うちの子どもたちは、まさに見た目でわから

ない子どもたちです。いろんなスキルがある程度ついている子は、親も１人でバスに乗ったりさせた

いですし、している子もいるんですけれども、やっぱりできない部分っていうのは残しつつチャレン

ジしながら覚えていくという感じなんですね。

そのときに、本人の努力だけじゃなくて、もう少し手立てがあればいいなと思ったのは、例えばバ

ス停で待つときに、足型じゃなくて印でもいいですけど、そういうものがあればそれを目印にできる

のかと。普通の人でも、そういう印があるとそこに立つじゃないですか。そういうものがあるだけで

もちょっと違うのにって、友達と話したこともありました。

バス券は、手帳を一緒に見せなきゃいけないとなると、子どもに手帳を持って歩かせたくはないん

ですよ。あれはとても大事なものだと思っているので、そこを、たとえばコピーにするとか、もしか

したら嫌だと言う人もいるかもしれませんけどもパスモなどにシールをはるとか、そういう一工夫が

あると、もう少しスキルをつけるチャンスが増えるって思っています。

こういうことは今までどこにどのように話を持っていけばいいのかわからないと親の中では、よく

言っていたんですが、そういうのがあると、それだけでトラブルが少し和らぐかもしれない。運転手

さんが見やすいようにちゃんと見せれば、すんなりいくかもしれないけれど、ちゃんと見せられなく

て「ちょっと待ちなさい」と、トラブルに発展しかねないこともあると思うので「こういう工夫があ
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ったらうれしい」とかいうことを聞いてくださる機会があれば。

お互いを知らないと、「何でやってくれないんだろう、何でわかんないんだろう」になってしまう

ので、すごくもったいないので、あるといいなって思っているということを、今がチャンスだと思っ

て言いました。

枝川委員：親の会の枝川です。親の会の定例会などでもお金の問題が出ます。いつも療育手帳の本物を持た

なくちゃいけない。

重度の子たちは、大抵親や介助がつきますのでその人に預ければ間違いはないのですが、少し軽度

の子たちは、本人ができるように親はしたいんだけれども、できないまどろっこしさがあって。だか

ら、半額になる制度を使わないって言う親御さんもいらっしゃるんです。面倒くさいから使わないと

いうお母さんも、何人か知っています。

私も今まで知らなかったんですけど、小学生がパスモやスイカで半額で乗ってますよね。子ども用

のパスモやスイカがあるらしいんですね。だから、JR はちょっと無理かもしれないんですけど、市

は、バスの助成ということで、助成を出してると思うんですね。ですから、子ども用スイカに、たと

えば障がい者マークのようなものをつけるなりして、療育手帳などを持っていけば買えるという形で、

なんとか工夫ができないかなと思っているんですけど、どうでしょうか。

山田委員：市川健康福祉センターの山田です。「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり

条例」では、今まであった既存の制度や慣習を変えるという活動もしていて、推進会議も開催されて

います。当事者団体さんが入ったり、会社の方、不動産関係の方、交通関係の方、いろんな業界の部

門の人たちが一緒になって、障がいのある方たちにとって暮らしにくいようなものを変えていくとい

う活動をするために、会議がなされているんですね。なので、このお話を私もその会議に持っていき

たいと思うんですが、県の障がい福祉課に話を持っていかさせていただいてもよろしいでしょうか。

枝川委員：ぜひお願いいたします。

山田委員：で、できれば、団体さんから生の声を聞く機会をいただけたらと思うのですが。もしよろしけれ

ば、こういうお話が出ているということを、県のほうに持ち込みたいと思います。よいお話が聞けて

よかったと思います。ありがとうございました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：工夫次第によって実現するかもしれないということで、ぜひよろしくお願いいたします。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合です。皆様から要望があるのは、そのとおりだと思いますし、先ほど

の足型をバス停にというようなアイデアは本当にいいことだと思うんですが、停留所については市の

管轄になります。アイデアとしてはとてもいいのではないかと思うので、これから機会があれば、行

政との話の中で考えさせ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す。前向きにご検討をお願いしたいと思っております。

枝川委員：今、道路工事中なので、バスや車両がセンターラインを通行するようになったんですね。そうし

ますと、バス停からバスまで長く歩かなくてはならなくて、今日たまたま私が乗ってきたバスのこと

ですが、停まるスペースが非常に少ないので、運転手さんはまず待ってる方を乗せてから、バスをち

ょっと前に出して降りる方を降ろそうかと思っていたらしいんですけど、その言葉がなかったので。

「バス停周辺を工事しているので、前から降りていただけますか」とか一言あったり、ちょっとした

工夫で、スムーズにいくと思うんですね。ちょっとした工夫もしていただければなと思います。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合です。マイクで呼びかけることを会社で話をしたいと思います。あり

がとうございました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

今後も権利擁護部会では、さまざまなご経験や事例をお伺いする機会を設けたいと思っております

ので、それをもとに地域でさらに実践をしていくというような積み重ねをしていきたいと考えており
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。また、ただいまいただいたご意見等は、事務局で取りまと

めまして、自立支援協議会や本人部会で報告し、今後の啓発・広報活動につなげていきたいと考えて

おりますので、今後もご意見お寄せいただければと思います。ありがとうございました。

それでは、４つ目の議題「障がい者虐待防止センター実績報告」を事務局のにお願いします。

事務局：昨年の 10 月１日から虐待防止法が施行され、市にも障がい者虐待防止センターが設置されました。

25 年度の４月から９月の上半期の実績報告について報告します。

通報は、本人以外からの通報、たとえば福祉サービス事業者さんや知人の方など、さまざまな方が

想定されますが本人以外からのものを通報と呼んでおります。本人から直接あったものは、届出とい

う形で整理をさせていただいております。

まず、通報は６件、その内訳は、虐待対応中で事実確認中であるものが２件、虐待ありと認定して、

支援中であるものが２件、状況確認の結果、虐待がなかったと判断したものが２件、計６件です。

本人からの届出は、１件ございました。こちらは、虐待なしとの認定でございました。通報と届出

を合計して、上半期は７件を受理しております。

続いて虐待の種別ですが、身体的虐待が６件、性的虐待が０件、心理的虐待が１件、放棄・放置い

わゆるネグレクトが４件、経済的虐待が４件、計１５件です。虐待の種類は重複しておりますので、

先ほどの合計件数７件とは一致しません。

次に、虐待を受けていると通報・届出のあった方の障がい種別ですが、身体障がいが３件、知的障

がいが３件、精神障がいが３件、その他難病が１件です。

続いて、事業報告をいたします。６月に第１回障がい者虐待防止実務者会議を開催しました。この

会議は、児童虐待を取り扱っているセクション、高齢者虐待を取り扱っているセクションの実務者に

集まっていただいて、意見交換をしている会議です。

７月には、関連する専門機関の方にお集まりいただいているネットワーク会議である第１回虐待防

止対策協議会を開催しました。

今後の予定ですが、今月（１０月）に第２回目の実務者会議、１１月には第２回虐待防止対策協議

会を開催する予定です。また事業所等を対象とした虐待関連の研修会も予定しております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。すでに、お手元に資料等もあると思いますが、ただいまの報告に対

しまして、何かご質問あるいはご意見等ございますでしょうか。

小林委員：オリエンタルランドの小林でございます。虐待された障がい者の方の対応とか状況はこれでわか

るんですが、、虐待した側がなぜ虐待をしたのかとか、そこに至った経緯とか理由とかを把握されて

いるんでしょうか。

事務局：通報または届出をセンターが受理して、その後、状況確認や事実確認等をして、緊急性等の判断を

していく形で進んでいくんですけれども、その中で、どうして虐待に至ったのか、そういった状況も、

確認をして、それをもとにその緊急性などの判断をしています。ただ、ケース毎の資料が少し多めに

なるので今日は示してないんですが、状況は確認しております。

小林委員：それで、改善されているんですね。

事務局：そうですね。改善していけるように、我々も動いています。

小林委員：改善されない場合、ここで言うところの養護者に当たる方に対して、何かペナルティ等はあるん

ですか。

事務局：ペナルティというか、法的な罰則はないんですが、障がい者虐待防止法には「何人も障がい者を虐

待してはならない」ということが根底にあります。また、虐待の状況によっては、刑事罰などに相当

するケースもあるのではないかと思います。その場合、障がい者虐待防止法ではなくて、刑法などが

適用されることが考えられるかと思います。
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山田委員：市川健康福祉センターの山田です。この虐待防止法に関しましては、その虐待の種別によって、

経済的な虐待であったり、身体的な虐待であったりした場合に、被虐待者に対する措置として、たと

えば虐待した人が養護者であれば分離をするというふうな方策を検討した場合に、成年後見制度の活

用もひとつの手段になってくると思います。市町村で成年後見制度の活用は、事業になったと思うん

ですが、そういった制度の活用や連携はどのようになっているかを教えていただければと思います。

事務局：現在、社会福祉協議会に成年後見制度の支援事業を委託しております。障がい者虐待防止センター

で虐待案件を受けている中で、成年後見制度の手続き等が必要ではないかというケースも今までも上

がっておりまして、必要と判断されれば関係機関の協力を得ながら、成年後見制度の申し立てなどに

つないでいってます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

では、特にないようでございますので、次に移ります。

実は１番目の議題のところで、イベントの周知について皆様にご意見をうかがうことになっており

ました。先ほど定員のお話もありましたが、やはり多くの方に来ていただきたいということで、イベ

ントの周知について団体または事業所あるいは委員個人として何かご協力いただけることですとか、

周知の方法について、こういったことをやったらどうだろうかというのがございましたら、ご意見を

伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

枝川委員：親の会の枝川です。去年はあわただしく、もう本当に２か月もないのでバタバタッとやってしま

ったことがあったので、定員オーバーなんていう夢のような話が実現することを祈っていますけれど

も、一般の方にたくさん来てほしいっていうことがみんなの願いであるのならば、申込みがたくさん

あった場合、当事者はちょっと我慢してっていうこともありかなとは思っています。皆様にわかって

いただきたいっていうのが一番でしたよね、去年までイベントをやってもなかなか人が集まらないっ

ていうことなので、うれしい悲鳴が上がるように祈っていますけれども。

「バリアフリーハンドブック」の PR を２０分とっていますけれども、案はこのままでいいでしょ

うか。去年のようなひな壇に座るような形にするなど決めなくていいんでしょうか。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：概要についてここでご理解いただいたということで、細かいところは、ワーキンググループな

どで詰めていきたくことを考えてることでございます。

足立委員：視覚障害者の会の足立です。参加者の募集はいつ始めるかは、かなり重要だと思うんですよね。

席が足りなかったという場合と、ガラガラで誰も来ない場合とだいぶ違ってくると思うんです。だか

ら募集を少し早めにしておいて、それからすべて確認をしたほうがいいんじゃないかと思います。

枝川委員：１日の広報に載るんですよね。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。11 月１日のあの浦安市の広報です。

足立会長：それまでにやればいいわけですね。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：できるだけ早く募集をかけたいと思います。

石井委員：社会福祉協議会の石井です。１１月１０日に私どもの事業の「ふれあい広場」でボランティアさ

んがバザーを中心にブースを出しますので、その中にイベント広報のブースを一つ設けてございます。

使い方は、調整させていただければありがたいなと思っています。

下田ﾘｰﾀﾞ ：ーありがとうございます。１１月１０日の社会福祉協議会のお祭りにブースを設けていただいて、

広報をするということになっております。また、自治会などにも広く声をかけるなど、いろいろと広

報をしていきたいとワーキンググループで話を進めました。

先ほども申しましたが、会議の後にでも、こういう方法があったかなとか、こういうところに呼び

かけてはいかがというようなお話がございましたら、事務局にどんどんお寄せいただきたいと思いま

す。
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以上で議題はすべて終了いたしました。今後の予定ですが、１２月８日に障がい者週間記念イベン

トを実施いたします。たくさんの方に来ていただいて、これまでの活動や今後の町づくりで力を合わ

せていけるような基礎が作れればと思います。１２月２６日はＷａｖｅ１０１で合同部会を開催する

予定です。１月には第４回権利擁護部会を予定しております。障がい者週間記念イベントの反省も兼

ねまして、今後の権利擁護部会としての方針や取り組みを考えていこう考えております。

合同部会と権利擁護部会は、後日事務局からあらためて文章でご案内いたします。

では、本日の部会は終了とさせていただきます。ありがとうございました。



平成 25 年 10 月 17 日（木）

午後２時～４時

文化会館中会議室

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）イベント企画ワーキンググループ活動報告及びイベントの実施について

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

（３）本人部会からの提案について

（４）障がい者虐待防止センター実績報告

３．閉会



議題 1 資料（１）

平成２５年度啓発・広報イベント案

１．概要

２０２０年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、また、２月からロシ

アのソチで冬季オリンピック・パラリンピックが開催され、スポーツやオリンピック・パ

ラリンピックに対する関心が高まっていることから、冬季パラリンピックにおける日本人

初の金メダリストであり、東京オリンピック・パラリンピックの招致にも尽力された、

大日方邦子（おびなた くにこ）氏にお話しを伺います。

２．日程・場所

１２月８日（日） 午後２時～４時 文化会館小ホール

３．内容

（１）ステージ 午後２時～４時

①市長挨拶

②会長挨拶

③バリアフリーハンドブックＰＲ（２０分）

・障がい者団体、障がい福祉関係事業所等に参加を募る。

・一人１分から２分（参加人数により調整）でご自身の経験やバリアフリーハン

ドブックを通じて知ってほしいことなどをお話しいただく

④講演会（１時間３０分）

障がい者週間記念講演

「壁なんて破れる～パラリンピック金メダリストの挑戦～」（仮題）

パラリンピック金メダリスト・日本パラリンピック委員会運営委員

大日方邦子（おびなた くにこ）氏

＊講演の中で「バリアフリーハンドブック」についてもふれていただけるよう、

依頼中です。

（２）物品販売・作品展示 午後１時～４時３０分

障がい者団体、障がい福祉関係事業所等に参加を募る。

（３）バリアフリーハンドブック配布 午後１時～ 受付で配布。

６．協力体制

スポーツ関係をはじめ、市内の団体や法人に幅広く協力を募り、広報活動にご協力い

ただくとともに、所属する会員等にイベントに来場いただくよう、周知をお願いする。

７．広報

広報うらやす・ホームページに掲載、協力団体等へ周知、

おさんぽバス・市内施設へのポスター掲示、

学校、市のイベントや市が後援するイベントでチラシを配布 ほか

８．定員・申し込み

障がい事業課窓口、電話、メール、ＦＡＸで先着４００名



日 時 １２月８日（日）午後２時～４時

会 場 浦安市文化会館小ホール

講 師 大日方 邦子氏
３歳の時に交通事故で右足を切断、左足にも後遺症が残る。

高校２年の時にチェアスキーと出合い、１９９８年の長野大会で日本人

初の冬季パラリンピック金メダルに輝く。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの招致にも尽力。

日本パラリンピック委員会運営委員、日本パラリンピアンズ協会副会長。

※事前申し込み制（先着４００人）・入場無料。手話通訳・要約筆記つき。

申し込み・問い合わせ

浦安市健康福祉部障がい事業課

電話 ０４７－３５１－１１１１

ＦＡＸ ０４７－３５５－１２９４ 、メール shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp
（お申込みの際は、お名前とご連絡先［電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレス

のいずれか］をご記入ください）

模擬店・作品展示（小ホールホワイエ）
午後１時～４時３０分

福祉団体・福祉事業所による展示と模擬店（クッキー、あさりめしなど）

講演会の申し込みの有無に関わらず、ご覧いただけます。

（案）議題 1 資料（２）

主催：浦安市 浦安市自立支援協議会



議題４資料

１・件数（２５．４．１～２５．９．３０）

（１）受付件数

虐待者の種別 通報届出別 対応状況 対応状況詳細 件数

事実確認中 2
虐待あり、支援中 2

対応終結 虐待なし 2
小計 6

届出（本人） 対応終結 虐待なし 1
合計 7

（２）受任事案の詳細

虐待者の種別等
虐待者の種別等詳細

（複数回答）
人数

①身体的虐待 6
②性的虐待 0
③心理的虐待 1
④放棄・放置 4
⑤経済的虐待 4
計 15
①身体障がい 3
②知的障がい 3
③精神障がい 3
④発達障がい

⑤その他 1
計 10

２．事業報告（２５．４．１～２５．９．３０）

３．事業計画（２５．１０．１～２６．３．３１）

○１０月 第２回障がい者虐待防止実務者会議

○１１月 第２回障がい者虐待防止対策協議会

○ １月 事業者対象の研修会

○ ２月 第３回障がい者虐待防止対策協議会

○ ６月 第１回障がい者虐待防止実務者会議
○ ７月 第１回障がい者虐待防止対策協議会

対応中
通報

（本人以外）

0

平成２５年度 障がい者虐待防止センター 実績報告

②施設従事者等による虐待

被虐待者の障がい種別

虐待の種類

0③使用者による虐待

①養護者による虐待


