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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２６年１月１４日（火）１０：００～１２：００

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、平野文明委員、

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、高木行雄委員、吉田浩滋委員、三浦圭一郎委員、渡邉聰子委員、落合進委員、

辻井俊光委員、安藤克子委員、山田真理子委員、石田和明委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）障がい者週間のイベントについて

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

（３）障がい者虐待防止について

（４）平成２６年度権利擁護部会の方向性について

（５）その他

５．資料

議題４資料 平成２６年度権利擁護部会の方向性について

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、会議の進め方について、

確認をさせていただきたいと思います。自立支援協議会と部会は、会議を公開しております。議事録

もホームページで公開しております。議事録には、発言者の氏名を掲載しておりますので、ご了承の

ほど、よろしくお願いいたします。特に個人情報にかか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したいことがあります。当部会におきましては、聴覚に障がいのある方、

視覚に障がいのある方が、委員として参加されておりますので、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、所属と氏名を述べていただいてからご発言をお願いしたいと思います。

それでは、進行につきましては、下田リーダーにお願いします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ただいまより、平成 25 年度第４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、ありがとうございます。本日は、５件の議題について協議をいたします。

昨年の 12 月８日に行いましたイベントについての総括といいますか反省から入っていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。それでは、参加人数やアンケート結果につきまして、事務

局から報告をお願いいたします。

事務局： 12 月８日の障がい者週間イベントについて、報告させていただきます。合同部会で報告させてい

ただいた内容と重複するところがございますが、ご了承ください。

12 月８日の日曜日、午後１時から４時半までの時間帯で、文化会館小ホールのホワイエのスペー

スで模擬店を開催しました。こちらには、浦安市障がい者福祉センター、NPO 法人あいらんど、NPO



2

法人タオ、NPO 法人フレンズ、地域活動支援センターともの５団体の皆様にご参加いただきました。

また、午後２時から４時まで、小ホールのステージで「バリアフリーハンドブック」の PR と、講

演会を開催しました。「バリアフリーハンドブック」の PR には、浦安市視覚障害者の会トパーズク

ラブの佐藤りつ子さん、権利擁護部会の委員でもいらっしゃいます浦安市聴覚障害者協会の野坂秋美

委員、同じく権利擁護部会の委員でもいらっしゃいます浦安市手をつなぐ親の会の枝川芳子委員にご

参加いただきました。ありがとうございます。

佐藤さんからは、視覚に障がいのある方にとって、声をかけていただくと助かり、うれしいという

ことと、視覚に障がいがあっても音声パソコンなどを利用して情報を得たり本を読むことができるこ

と、これからは視覚に障がいがある方に音声パソコンを伝えて広めていきたいと考えてらっしゃるこ

とをお話いただきました。

野坂委員からは、聴覚障がいは、見ただけではわかりづらい障がいであることをお話いただきまし

た。ステージに聴覚に障がいのある方と健聴者の方に立っていただき、後ろから声をかけて、会場の

皆さんに聴覚に障がいのある方は後ろから声をかけてもわからないということを実際にご覧いただ

きました。また、手話や筆談や身振り手振りでも声をかけていただくことがとてもうれしいというお

話もしていただきました。

枝川委員からは、知的障がいのある人は、とても実行力があるということ、ときに理解を超える行

動をすることもあるかもしれないけれど、ハンドブックを見て温かい目で見守ってほしい、声をかけ

合うためにも、ぜひハンドブックを参考にしてほしい、健常者も障がいのある方も一つの輪の中で生

きていくそんな社会になればというお話をしていただきました。

また、記念講演して「壁なんて破れる―パラリンピック金メダリストの挑戦」と題しまして、パラ

リンピックアルペンスキー金メダリストの大日方邦子さんにお話お伺いました。

当日は約 181 名の方に、ご来場いただきました。また、実施にあたり、浦安市スキー協会様をは

じめ多くの団体の皆様にご協力いただきました。

アンケートの内容は、より多くのアンケートを集めるために簡易なものにさせていただきました。

主な項目は、講演会に参加した動機、会場内でパラパラとめくることしかできなかったとは思います

が「バリアフリーハンドブック」の印象、講演についての感想、今後どんな福祉イベントに参加して

みたいかなどを主にあてはまるものに○をつける形で回答いただきました。

アンケートは、約 85 件集まりました。参加の動機は、やはり「大日方さんの話を聞きたかった」

というのが多かったです。その次に、「障がい福祉自体に興味があった」、「知り合いに誘われて」と

いうご回答もありました。

また、「バリアフリーハンドブック」の印象ですが、アンケート 85 件中「わかりやすい」という

回答が 67 件、障がいについて理解が深まったというご回答も 40 件ほどいただきました。また、職

場などで、資料として使いたいという回答も８件いただきました。

また、講演についての感想は「とてもよかった」が 58 件。「よかった」が 23 件になりました。

最後に、どんな福祉イベントに参加してみたいか、お伺いしましたが、講演会に参加いただいた方

へのアンケートということもあり、「講演会」というご回答が 44 件に及びました。そのほかには、

討論会や勉強会、映画、コンサート、ダンスなどの意見もありました。

また、どんな方をお呼びしたいかは、乙武洋匡さん、佐藤真海さん、大西瞳さんなどの名前が挙が

っています。韓国の映画で、自閉症の方の実話を取り上げた「マラソン」という映画の上映会をして

はどうかというご意見もいただきました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について何か質問あるいはご意見ございま

すでしょうか。
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渡邊委員：自治会連合会の渡邊です。お疲れ様です。「180 人の参加」とおっしゃってましたが。キャパは、

何名だったでしょうか。

事務局：定員が 400 名でした。

渡邊委員：はい、わかりました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：そのほかございますか。それでは、次第でも記載させていただきましたが、講演会へのご意見

と来年度から発活動をどのように進めていくか等について何かご意見ございましたら、どしどしと出

していただきたいと思いますがいかがでしょうか。

安藤委員：民生委員の安藤です。すいません、当日私ちょっと体調を崩して来られなかったんですが。この

時期はとても行事が重なっています。前日も社会福祉協議会のチャリティー映画があったり、その前

の週は、あすか２１さんの障がい者の方と一緒に踊ろうというイベントがあって、私はどちらも出ま

した。講演会には体調を崩して出られなかったんですが、割と同じような催しが重なっているので、

時期を考えたらいいかなってちょっと思ってました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。確かにおっしゃる通りですね。いろいろな行事が重なってしまうと

いうことで、状況等を見極めながら、早めに会場等おさえるような努力を今後していきたいというこ

とは、先ほどの打ち合わせでもが出てまいりましたので、今後、吟味して進め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。市川の障がい者イベントを簡単にご紹介させていただきます。

障がい者週間にあたる土日の２日間に渡って市川市の文化会館で、障がい者の方の団体のバンドを

呼んだり、会場の半分に店舗を出して小売りをしてみたり、障がい者団体の長の方から障がい以外

のためのお話があったりとか、いろいろなイベントを次々に繰り返していくというタイプのイベン

トをされていました。

そのあと、市川市の障がい者支援課の事務局の方から次年度の話が出たときに、たとえば浦安さ

んと保健所共同、県と共同で何か障がい理解のための啓発活動をおこなっていいんじゃないかとか、

そういう試みをやってみても楽しいかななんていうことをちょっとつぶやかれていたので、この場

でご紹介をさせていただきたいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：共同と市川市との共同ということでご提案いただきました。ありがとうございます。事務局で

来年の参考にさせていただきたいと思います。

小林委員：オリエンタルランドの小林でございます。いつもお世話になります。まずこの１点目の障がい者

週間のイベントに関してですけれども、400 名のキャパシティに対して 182 名の参加があるというこ

とで、人数的には、もう少し多くの方にご来場いただけたほうが事務局としても、印象というか分析

といいますか、成功という名前に近かったのかなと思いますけれども。

何回かこの会合でも申し上げてますけど、そもそものゴールというのは我々委員などの関係者に加

えて、いわゆる一般の方々に、どこまでこういった状況だということを理解していただくかというの

が、目標だと思ってます。

つきましては、アンケートの中で講演を聞きに来たという方が多かったということは、何かそのイ

ベントにおける仕掛け、講演に限らず、魅力的な仕掛けであれば来場者が増えることが期待できると

思います。ついては来年度からの啓発活動ですけども、当然、障がい者週間であるから何か行うとい

うことはあるとは思いますが、年間もしくは、１月から 12 月までの年に何回か、四半期ごとに１回

でもいいですけども、春夏秋冬でもいいんですが、駅頭で何か配りものをしてみるとか、演説という

と大げさかもしれませんが、アピールしてみるとか、やはりこういったことを気づかせると言います

か。日常的に一般的にあるものなんだということを、あるものというか起こり得るものというか現実

と言いますか。いきなり大人になってからこういった啓蒙活動するというよりは、やはり学校との連

携は、すごく入りやすいし、子どもたちのマインドの中にも溶け込みやすいし、そういう意味では、
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幼稚園とか保育園も含めた、学校教育の中でこういった啓蒙活動って、取り入れることができないの

かと前から思っている次第です。

イベントに関してスポットを当て直すと、繰り返しになりますが、やはり魅力あるなんらかの施策。

講演に限らず、これを考えていって、強力にスポットを当てて活動するのもいいでしょうし、先ほど

申し上げた、春夏秋冬とか、３か月ないし４か月に１回、ターンを区切ってイベントと言いますか、

仕掛けを試みてみるという通年を通じた活動が必要なのかと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。この点につきましては、ご意見を取り入れて、今後どうするかという

ことを、これから議論を深めていきたいと思います。

ほかにございますでしょうか。またあとで、こういうのがあったというのがありましたらメールで

もファクスでも結構でございますので、事務局にお寄せいただければと思いますので、あわせてよろ

しくお願いいたします。

いただいたご意見は、事務局等で整理して、来年度第１回の権利擁護部会までにイベント企画の資

料としてまとめさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。

それでは、続きまして議題２のバリアフリーハンドブックの活用について、事務局より報告をお願

いしたいと思います。

事務局：皆さんご覧いただいているかと思いますが、広報うらやすの 12 月１日号に「皆で共に生きる街を

目指して」という障がい福祉の特集が配られたところでございます。ここで心のバリアフリーハンド

ブックも紹介されております。これを機に、駅前行政サービスセンターでもハンドブックの配布を開

始して、公民館など既存の施設についても再度周知しております。また、ハンドブックの内容につい

ても広報に一部抜粋ではありますけれども、掲載されたところです。

バリアフリーハンドブックは、そのほかの障がい事業課の窓口を始めとして市民大学、公民館、駅

前行政サービスセンター、社会福祉協議会等の施設でも配布をおこなっています。

社会福祉協議会のふれあい祭や公民館の家庭教育学級、市がおこなっている出前講座、発達支援セ

ミナー、そのほか教職員の研修会、親の会の東葛地区懇談会など、イベントあるいは研修会講習会等

でも配布しておりまして、希望があれば、小学校・中学校あるいはガールスカウトの団体等に教材と

して、配布しているところです。

学校については、まだ１学級ですが、小学校の総合学習の時間教材に使いたいという申し出もあり

です。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クが配られて説明を受けて、授業で

使ってみたいと思ってくださったっていうこともございました。

今後もイベントであるとか講演会などでも配布、PR 等行うと共に研修会あるいは会議の資料とし

ても利用を呼び掛けていきたいと思っているところです。

また、かわばた眼科というところでも、先生の協力を得て眼科のホームページにも、このバリアフ

リーハンドブックをアップしていただいているところでもございます。よろしかったら、見ていただ

ければと思います。

バリアフリーハンドブックの増刷ですが、今後も広く啓発広報に務めていきたいと思っているので、

増刷していかないといけないんですが、増刷方法として考えているのが、たとえば一口いくらとかっ

ていうような形で協賛金を募って、裏表紙に企業の名称を載せるような形で募れればと考えています。

この辺についても、各委員の皆さんからまたご意見をいただいて、参考にさせていただけたらという

ふうに思っております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それでは、ただいまの報告につきまして何かご質問ございますでし

ょうか。今回は増刷ということで各企業等あるいは諸団体に協賛を募りまして、それをもとに増刷し

てさらに広げていこうというような、提案も含まれていたかと思いますが、いかがでしょうか。
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高木委員：商工会議所の高木でございます。増刷もそうなんですけれども、大体どのぐらいの部数を刷って

いらっしゃるんです。

事務局：最初（平成 24 年度）に 3500 部、今年に入って 700 ぐらい刷りました。

高木委員：在庫は、まだ結構あるんでしょうか。

事務局：実はもう在庫がほとんどなくて、増刷しなければいけない時期に来ております。

高木委員：増刷も結構なんでしょうけども、学校関係だとか、商工会議所も会員が 2000 社ぐらいございま

すので、そういった事業所も含めて、最終的にどういうところをターゲットにして深めていくか、タ

ーゲットを絞り込んで増刷したほうがよろしいのかなと思っています。商工会議所にもいろいろなと

ころが入ってますので、ターゲットを絞り込んでいただければ、増刷についても事業所として協力で

きるのかなと思ってるんです。

事務局：増刷分の配布等につきまして、そういったところも考えながら、対応していければと思います。ま

た、小学校とか中学校のような教育機関にも、まだまだいきわたっていませんので、視野には入れて

いきたいなと考えております。

高木委員：はい。ありがとうございました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：委員の皆様から、こういったところへ配布したらどうか、あるいはこういうところで活用をお

願いしたらどうかというようなことも伺いたいと考えておりますので、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。一口 5,000 円程度の協賛金とありますけれども、気に

なるのは、この裏表紙に企業等の名称掲載というところなんですね。企業によっていろいろ考え方も

もちろん個人とか事業主によってはあると思うんですけども。5,000 円献金だと当然大きい企業にし

てみれば、大きい金額ではないと思うんですが、ここを名前が出てないから協賛してないのかとか、

別の見方がされるケースが、なくはない。協賛したから名前を出すことがありきかどうかをもう一度

事務局で検討していただければと思います。当然名前が入らなくたって、5,000 円に限らずプラスア

ルファで協賛する企業もしくは個人もいるでしょうし、名前が出る出ないだと逆の見方があるという

ことを、事務局でもちょっとお考えいただければということです。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：事務局で整理をさせていただきます。

市川委員：社会福祉士会の市川恵子と申します。配布の件なんですが、浦安は公民館がたくさんありまして、

皆さん利用してることは私もよく知ってるんですが。やはり、配布するだけじゃなくって、それをど

のぐらいの方が手にとって、なくなったっていうかっていうことを確認しながら、地域性もとらえて

いったらいいのかな。ただ配りましたっていうよりは、配ったあとのフォローアップもちょっと考え

ながら、次のことに考えることも必要じゃないかなと思いました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。確認をしながら進めていきたいと思います

石井ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：社会福祉協議会の石井です。小林委員からもお話がありましたが、学校それから保育園、子

どもたちに配布するにあたりまして、私たち社会福祉協議会で、学校に赤い羽根募金また歳末たすけ

あい募金のお願いに行くんですが、そのお願いにあたって、子どもたちに、この募金はこういう趣旨

ですという説明をし、授業の中でも取り上げをしていただいている学校もございます。なので、配布

するにあたり、バリアフリーハンドブックが、こういうふうに書いてあるんだよという部分を配布す

る際に説明をしていきながらやってくということが、すごく大切かなと思っておりますので、社協の

ほうでも、今日民生委員さんも来ていただいてますけど、ことをあるたびに配布するときに、一つ短

い時間でも取り上げて、内容を説明させていただいてますので、そういう取り組みが、必要だという

ふうに思っております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。確かに、置くだけではなく、きちんと説明をして配って活用してい

ただくというような一貫した視点が必要なのかなということは、その通りだと思いますので、今後は、
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バリアフリーハンドブックの活用などでは、その視点、考え方を重視していきたいと思います。あり

がとうございます。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合と申します。活用方法で学校等が出たかと思うんですけども、3000

部プラス 700 部ということで、たとえば学校単位でいきますと相当数がいりますよね。企業の協賛

は別にやぶさかじゃないですけども、先ほど言いましたようにそんなに額が大きいもんじゃないので、

そのもの自体は問題ないですが、たとえば学校は全部配るとか、どんな範囲で配るとか、それ以外で

通常の障がい関係うんぬんというのもあるかと思うんですが、総数がちょっと見えないんです。だか

ら、その総数によって、先ほど高木委員がおっしゃったように、2000 数社あるということであるな

らば、どこへ声かけるとか、そういう話になろうかと思いますので、その辺をもう少し、今のままで

はわからないかもしれませんけども、お詰めいただければと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：どこにどのぐらい配布するかを事務局で整理いたしまして、権利擁護部会等で提示させていた

だいて、その上で具体的に今後、協賛を募っていくか議論していきたいと思いますし、実行していき

たいと思います。ご意見ありがとうございます。

枝川委員：親の会の枝川です。バリアフリーハンドブックを作った最初の目的は、学校教育に使ってほしい

っていう願いだったんです。権利擁護部会が始まるもっと前からの自立支援協議会の中で学校教育の

中に使ってほしい、それを願って作り始めたんですね。ただ、作ってみたものの、教育委員会との兼

ね合いもあって、なかなか突破できないっていうのが、私達もはがゆい感じなんですね。

ですから、１学級でも使ってくださったっていうことは、一歩前進なのかなと思っていますが、新

しく委員になった方で最初の目的が理解されてない方もいらっしゃると思いますが、私たちの最初の

目的は、学校教育の中で活用してほしい、それで、市内全部にいきわたってほしいということで、交

通機関それから警察そういう方面も理解を深めてほしいということで狙って作りました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。確かにバリアフリーハンドブックを最初作ったときに、小学校４年生

を対象とした松戸市の例とか、いろんなものを参考にしながら、まず学校教育でということで、議論

が進んだかと思います。その後、学校を含めて非常に幅広く読んでいただいて、活用していただこう

ということから、今回の議論へと進んできたわけでございます。原点のところをご指摘いただきまし

て、ありがとうございました。あわせて活用の事例がございましたら、これも参考にしつつ、今後、

どこにどういう形で配布し、また説明をしていくかということも議論していきたいと思いますので、

前にも活用の事例ということでご報告いただきましたが、そのほかにも、身近なところでお心当たり

があれば、教えていただければと思います。

小林委員：枝川委員がおっしゃった教育委員会の話がありましたが、そこはどうなってるんですか。

枝川委員：行政の関係でよく計り知れませんけど、教育委員会がオッケーをしないと市内全部に配布はでき

ない、教育の中に使えないっていうことだったんですね。ですから、その前に、たとえば校長会とか、

いわゆるトップの方たちの会合でもいいから配って理解をしてほしいというふうにお願いしたんで

すね。そのほかに、出生届をお出しになったご夫婦がいらっしゃいますよね。そういうときに、これ

をお渡ししてこういうことも理解してくださいっていうふうにしてほしいって提案はいたしました。

足立委員：小林委員の質問と同じなんですけれども、教育委員会がオッケーすればいいってだけの話じゃな

いんですか。教育委員会は反対してるんですか。

枝川委員：反対と言うのではなく、年度の教育方針みたいなのがあるのでということです。

足立委員：だから、それに入れていただければいいんじゃないですか。

小林委員：そう思います。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。昨年度教育委員会とも何回か調整をおこなってきました。授業で取り

上げずに、ただ配布するだけであれば、いつでもすぐにできるんですね。ただ、活用ということを考
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えると、やはり５分でも、短い時間でも子どもたちにバリアフリーハンドブックの中身を先生から説

明して配っていきたい、そういう配り方をしたいということで、昨年度の委員会の中では決まってい

ました。

それを教育委員会のほうに伝えましたところ、すべての学校の授業でバリアフリーハンドブックを

取り上げるということがまず難しいと。福祉教育は、どこの学校でもやっているんですけれども、内

容は障がい者福祉だけではなく、幅広い福祉教育ということでやっているので、バリアフリーハンド

ブックを必ず取り上げるということが、まず難しいと言われています。そこを取り上げてもらうよう

に、教育委員会の教科書を決めるような、こういうカリキュラムをするっていうことを決める会議が、

定期的に何年か毎に一行われるので、まず計画的にとり上げなきゃいけないということでしたので、

そこのルートに乗せてほしいということを要望してあります。要望するにあたって、子どもたちの授

業で使うのでもう少し漢字を何年生にするんだとか表現を子どもたちの目線でわかるようなものに

していく必要があるとか、内容を改定する必要があるということでした。それには、少し期間がかか

るということでしたので、まず、一般市民に向けて発信しようということで今のバリアフリーハンド

ブックを作っています。

教育研究センターから山本委員にこの部会に入っていただいてますけれども、今日は欠席ですが、

そういう意味を込めて教育委員会から委員にも入っていただいてます。引き続き今日のご意見も教育

委員会に伝えて、やはり子どもたちに伝えるような仕組みを作っていきたいということで、やってい

きたいと思います。今できることとして、まずは教職員に配るということで、教職員の研修会等に取

り上げてきていただいてまして、その中で賛同した先生が実際にクラスでも取り上げたところがある

と報告は受けています。少し時間かかりますが、教育委員会に、また今日のお話も伝えて、引き続き

検討してもらいたいと思います。

小林委員：そもそもバリアフリーハンドブックを配ることが趣旨では当然ないわけで、これはツールですね、

手段の一つ。要するに啓蒙活動と。僕は、ゴールがどこにあるのかっていうのは、やはり、一人一人

の皆さんの心の中にたとえば、こういった方を見かけたら声をかけるとか、優しい温かい気持ちを持

って対応すると言いますか、安全な町づくりとか安心な町づくりの一環として、これを心の片隅に置

いておくことができれば、必然的に手をさしのべる、声をかけるという行動に出られると思ってます

ので、先ほどの教育委員会のお話ありましたけれども、必ずしも授業で取り上げてもらうと言わない

までも、このバリアフリーハンドブックに基づく基づかないに関わらず、先生がホームルームで一言、

我々がこの権利擁護部会で話をしているようなことを、大げさにいうと子どもたちの気持ちの中に植

えつけるといいますか、意識を持ってもらうと言いますか、その一助にしてもらえればいいわけで、

カリキュラムに入れるとか、これだけではないとかとかいうことではなくて、なんとなく浸透させて

ほしいというのが、正直な気持ちです。

形はいろいろあるとは思いますけれども、子どもだろうが大人だろうが、バリアフリーハンドブッ

クの中に書かれているのは例ですから。そうではない場面でも、手をさしのべる場面があったり、声

をかけることが必要といいますか、そういう場面があったりとかするでしょうから、そのときに一歩

踏み出すことができる人間なのかというところに、委員会の最終的なゴールがあると思ってますので、

そういう一助になるためのツールですから、それを教材として使ってくれまでいかなくてもいいよう

な感じがいたしました。

足立委員：視覚障害者の会の足立で。今の小林委員のお話に全く賛同します。要するにこれを生徒一人一人

に配るというのが目的ではなくて、それを教えるという、要するに中に書いてあることを、実際の社

会生活で生かせるようにもっていくということが目的なんであって。だから、このバリアフリーハン

ドブックが先生の中で読まれて、それが先生が授業の中で実践できるようになればそれでいいんで、
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生徒一人一人に配るかどうかというのは、大した問題なのかもしれませんけど、それが目的ではない

ということを私も付け加えたいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。この点については、改めて事務局を中心に議論を深めまして、改めて

バリアフリーハンドブックの活用とかあるいは配布のあり方というのを提案させていただきたいと

思います。

高木委員からターゲットを決めてその上で協賛を募るとか、名前を載せてしまうことで名前を載せ

ていないとことろは協賛してないのかというような別な見方もなされるというご意見もございまし

たので、これも含めてですね次の権利擁護部会までに整理して、改めてご意見を拝聴したいと思って

おります。

それでは、次の議題へと進ませていただきたいと思います。３番目の議題でございますが、障がい

者虐待防止について事務局から説明をお願いしたいと思います。

事務局：これまで権利擁護部会においても虐待の件数等を報告させていただいたところですが、皆様もすで

にご承知かと思うんですが、袖ケ浦の施設で、新聞等にも取り沙汰されておりましたけれども、虐待

の事件が起こりました。ご報告をさせていただきます。

11 月から 12 月にかけて、いろいろな新聞でご覧になっているかと思いますが、袖ケ浦福祉センタ

ー養育園という児童の施設で利用者の死亡事件がございました。千葉県から 12 月 12 日付で出され

ているものにもとづいて報告をさせていただきたいと思います。虐待死ではないかと言われていて、

まだ確定はされておりませんけれども。

死亡した利用者は 19 歳の男性で、いろいろな調査で暴行を受けたことが確認された利用者は、こ

の 19 歳の男性以外に 11 歳から 26 歳までの男性９名出ております。経緯ですが、11 月 25 日に袖ケ

浦福祉センター養育園内で 19 歳の男性が夕食後に呼吸困難となり、救急搬送されております。翌 26

日未明に搬送先の医療機関で敗血症による多臓器不全という診断で死亡したということがございま

した。11 月 29 日に警察から検死解剖したとの連絡が養育園に入りまして、12 月２日に施設を運営

している社会福祉事業団の内部調査、職員への聞き取り調査をおこない、その結果、A という職員が、

その 19 歳の利用者に対する暴行を加えている現場を目撃したという情報が他の職員からあって、警

察にその情報を提供したということです。

12 月５日には、A という職員を含む計５名がこの利用者あるいはそのほかの利用者に対して暴行

を加えていたという情報が職員からあって、警察にも情報提供したという経緯がありました。12 月

６日には、県から福祉事業団に対して、現地で利用者に対する適正な処遇の確認と立ち入り検査、検

査日の関係職員の待機を指示しまして、12 月の 11 日に障がい者総合支援法にもとづく立ち入り検査

を実施しております。事業団の役員であるとか養育園の職員から事情聴取における職員の証言、養育

園の他の職員が死亡した利用者に対してそれぞれ暴行をおこなっていたことが確認されたと。５人の

職員は、亡くなった利用者とは別に利用者９名に対してもそれぞれ暴行をおこなっていたということ

が、立ち入り検査で確認されたところです。

このほか、検査のときの職員の証言等から、以前に養育園に所属していた職員による暴行の疑い、

事業団が運営するほかの施設、更生園ですとか大人の施設も運営しているんですけれども、そういっ

た施設においても暴行の疑いがあるということで、継続して立ち入り検査を実施していくという方向

を打ち出しております。

立ち入り検査の結果を踏まえて、福祉事業団の内部の業務管理の実態等について外部の有識者等も

入れて、徹底的に調査して問題を究明していき、また、問題の全容が究明されるまでの間においても、

県職員の常駐も含めた現場チェック体制の強化をはかっていくといことです。新聞等で結構大きく出

ていましたので、ご覧になったかと思いますが、朝日新聞、毎日新聞、千葉日報等、いろいろなとこ
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ろで取り上げられています。

浦安市も障がい者虐待防止センターを昨年の 10 月１日に設置して虐待ケースに対して対応してい

る状況ではありますが、今後、相談や届け出があったときのケース対応以外にも市内の施設の巡回等

をして虐待防止に関する周知啓発等もおこなっていきたいと考えております。事業者のよりよいサー

ビスの提供、利用者個人の尊重という観点で、虐待防止に努めていきたいと考えております。

今までもそうなんですけれども、この虐待防止については啓発、周知が非常に大事でありまして、

これまでもいろいろな事業者向けの研修などを市としておこなってきたところなんですけれども、昨

年 11 月の終わりぐらいでに市内の施設において虐待防止の取り組みの一環として講演会を実施いた

しました。障がい者福祉センターで実施したわけですけれども、職員をはじめ多くの皆さんに参加し

ていただいたところです。今後も虐待が起きてからの対応もそうなんですけれども、事前の防止につ

いての取り組みもしっかり考えていかなければいけないと、この事件を通して改めて認識していると

ころです。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ご報告ありがとうございました。袖ケ浦福祉センター養育園の虐待のケースの報告と、市では

どのような取り組みをおこなってきているか報告がありましたが、これにつきまして何か質問やご意

見ございますでしょうか。

山田委員：市川健康福祉センターの山田です。養育園を運営しているのは、千葉県が委託をして設置してい

る社会福祉事業団というところになりますが、このことに関しては、県も非常に重く受け止めていま

す。現場の聞き取りをして、そこから検証して再発防止のためしっかりとシステムを作っていこうと、

県の障がい福祉課は動いているということで、私どものほうに報告がきています。私のところにはま

だお問い合わせはないのですが、やはり、県民の方からのお叱りのお電話もきていると聞いておりま

す。

この事件が起きてから、この権利擁護部会も障がいのある方の人権を守るという意味で何ができる

かということを考えていたところで、事務局からもお話がありましたが、啓発活動は、すごく大事と

いうところで、チーバくんの絵がついた虐待防止のポスターなども、在庫がたくさんございますので、

こういうところにまだ貼られてないよとか、こういうところに貼りたいというお話がありましたらば、

用意したいと思っておりますので、お声掛けをいただければというふうに思います。よろしくお願い

します。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：補足の報告と、啓発のためのポスター等の用意があるということですので、お申し出いただき

たいというお話でございました。ありがとうございます。

山田委員から、障がいのある方の人権を守るために何ができるかということで、再発防止あるいは

防止のための啓発的な取り組みについてお話がございました。次第でお知らせしましたが、虐待防止

のための取り組みについて何か提案がございましたら提案していただければと思いますが、いかがで

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。この資料を見たときに、なんて言ったらいいんでしょ

う、さみしいというかですね、こういった卑劣なことが行われている、やること自体、非常に疑問な

んですけれども、大人がやるわけですよね、大人が。大人に限らず、こういった方々にこういったこ

とをする。繰り返しになりますが、気持ちの中に、何かこう優しさとか、手をさしのべるとか、そう

いったものがあれば、こんな行為にいかないのではないかと、推測ですけれども思う次第です。

では、どのような体制を構築することで防ぐことができるか。僕は、心ある人間が一人いるだけで

いいと思ってるんですね。というのは、こういった実態がありますということを、誰かが声に出して、

しかるべきところにアピールする、それですぐ、事件に至る前に阻止できたと思います。これは企業

も同じだと思うんですね。企業に限らずおそらく一つ一つのユニットといいますか団体といいますか、
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やってはいけないと思われるようなことがおこなわれていると思った方が、しかるべきところに連絡

をすれば防げると思うんです。

じゃあ、そういった人をどのように配置するか、もしくは育成していくかですけども、これは生ま

れたときといいますか、親と言いますか、幼稚園でも保育園でも小学校でも言わなくてもわかるよう

な話ですね。しかし、大人がこういうことをやってしまう。だから、体制としては、たとえば昨今、

世間でも、企業の中でセクハラであるとかパワハラとか、その他いろいろ似たような言葉が出てきて

ますけれども、地位といいますか、所長とか理事長とかですね、トップに立ったことで勘違いする人

がいなくはないので、そういった勘違いしている人に教育とか啓蒙活動いくらやっても駄目ですね。

変わらないと思います。

だからその方だけではなくて、双方をチェックできるような体制、たとえば理事長をチェックする

人が一方でいたり、当然理事長は組織のトップですから、その組織を最終的な責任まで含めてとらな

ければいけないと思いますけれども、理事長をチェックする機能ですね。司法、立法、行政じゃない

ですけど、何かそういった体制を整える。ただこれも体制を整えただけでは駄目だと思うんです。や

っぱり体制があろうがなかろうが、「こんなことが行われてる、やられている、言われている」と、

一歩足を踏み出すことができる人を育成すべきなんですね。

育成するのは、じゃあ誰かって話になってきますけれども、最終的には個人がどんないい講師で、

いい研修センターで、いいお話を聞いたとしても、その人のマインドが「なるほど」と思わない限り

は変われませんから、じゃあ、その人のマインドを変えるためにはどうするか。これは、日々言い続

けるしかないと思うんですけども、このような事件が起こったから体制を整えるとか、改めて再発防

止に努めるとか、これしょうがないですね、出てしまった、やってしまった、起きてしまったんだか

らしょうがないですけれども。じゃあ、こういったことが発生しないためにはどうしたらいいかを真

剣に考えるべきだと思いますし、考える前に自分たちもこういったことが行われている、行われる可

能性があるということを逃げずに視点を合わせて、自分はその場に居合わせたら、どういう行動をと

るか、これは皆さんも自覚すべきだと思います。

すいません、うまくまとめられないんですが、この事業所の例に限らず、体制は整えるけれども、

体制を整えただけでは駄目で、そこに実際に魂を入れなければいけない。であれば、「こういったこ

とが行われている、おかしくないか」と、一歩足を踏み出す人を育成すべきだと思います。ただ、育

成もなかなか難しいんですね。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。心ある人間をいかに育成、配置するかというのは、非常に大きな課題

かと思いますし、子どもの頃からとか、いろんなバリアフリーハンドブックのとこでも議論がなされ

ていたところだと思います。これについては、今のご意見を整理して次の権利擁護部会等に、議論を

深められる素材として提案させていただきたいと思います。

市川委員：千葉県社会福祉士会の市川です。確か記憶にあるんですけれども、先ほどの施設は何年か前に第

三者評価を受けているんですよね。そのときには、そんなに問題ないっていうことで。東京都の場合

は、義務化されて毎年第三者評価が入っていて、千葉県の場合は任意であるっていうところもあるの

で、予算の関係とかいろいろあると思うんですけど。私もその施設を何年か前に見学に行かせてもら

って、やはりちょっと暗い印象がすごく残ってたんですけど、やはり外部が入ることは、先ほどお話

があったように、本当に必要だなと。

予算の関係といえども、東京都の場合は、第三者評価をすることによって都民がいい施設を選べる、

いい施設になるっていう考え方がやはり基本にあるので、これはやはり千葉県としても必要なことな

んだなとつくづく思いました。

西田委員：基幹相談センターの西田です。まだ調査中で原因などが出ていないので、感想とかそういう類の
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ものですが、先ほど小林委員のほうから優しい気持ちとか、温かい気持ちとかっていうお話がありま

した。それは人として当たり前なことですし、この仕事に就く人に関しては、そういう要素がないと

適性がないというふうに私は思っています。

ただ、この人たちは一般人としてではなく職業として支援をおこなっているので、自分がどんな人

であれ、職場で支援以外のことをしてはいけない。つまり、その人の権利を侵害するということは、

全くの本末転倒であるっていうことがまず一つ。

それから一番考えたのは、入所施設や学校もそうかもしれませんけれども、障がいがある人たちだ

けが集まってる場所っていうのは、ほんとに密室になってしまうんですね。それで言葉でのコミュニ

ケーションを使わない人や使えない人、自分の置かれている状況を正しく説明できない人たち、障が

いがあるからですけれども、そういう人たちが自分のことを伝えるってことはものすごく難しい。仮

に支援員から暴力を振るわれていたとしても、それを伝えられない。だから本当にどんどんどんどん

埋もれていってしまう現実があって。その密室をどういうふうに公開していくかというか、密室にし

ない工夫。

それから何度も言いますけれども、支援を職業としている私たちは、障がいのある人たちを対等に

思っていないんですね。たとえば一般企業の方でしたら、当然お客様っていうのがあって、自分たち

の収入を得ている。商品やお客様を第一に考えて、大事にするはずなんですよ。そうじゃないと自分

たちの生活も立ちいかなくなるから。でも、その原則が福祉の中に行くと、いきなり「私たちはいい

ことをしてあげてるのよ」っていうような立場になって、「いや、違うでしょ、私たちはその人たち

がいるから生活が立ち行いて、仕事を得てるんですよね」っていう形のものが、全く逆転している。

だから、人との対等性とか自分の職業意識がどこまでか、福祉はとてもわかりづらいと思います。先

ほど人材育成の話も出ましたけど、本当に難しいです。

もう一つは慢性的な福祉への人材不足です。私たちの法人、基幹相談センターも 24 時間 365 日や

っていて、24 時間 365 日ケアにあたっている人たちもいます。その人たちが何を言っているかとい

うと、だんだん長く勤めてくると「辛い、休みたい、普通の時間に働きたい、家族と過ごしたい」と

いうふうになって、どんどんどんどん人が減っていく。でも支援しなきゃいけない障がいのある人た

ちがいる。そうすると、たとえば「こういう職員でも残っていてもらわなきゃいけないよね」みたい

な話がもしかすると出てくるかもしれない。

それから、この事業団は県からの委託を受けているところなんで、たぶん職員たちの待遇も悪くは

ないはずなんですね。でも民間のところは、そんな待遇がない中で職員の不足を補いつつ対等性を持

って、職業意識を持って、教育をして。やっぱり人って、自分にとって対応できない問題が起こると

ストレスがかかる。そのときにどこに行くかというと、弱いところに行く。そういう循環を断ち切る

という意味では、管理者が大事だし、マネージメントが大事だし、育成が大事だし、一人一人の職業

意識も大事だしと、ものすごく複雑な状況にあるんじゃないかなと思ったとき、最後に立ち返るのは

権利意識を一人一人ちゃんと持つことだとすれば、権利擁護部会は、その権利のところに関わってい

く具体的な取り組みをやっていくべきなんじゃないかなと思いました。事務局なので、皆さんのご意

見も踏まえて具体的に構築していけたらいいのかなと感じています。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。この点も含めまして、検討の材料ということで、次の権利擁護部会

で、今日いただいたご意見を提示させていただきたいと思います。

吉田委員：身体障がい者福祉センターの吉田でございます。この問題については、ずっと言われていると思

いますけれど、千葉県のリハビリテーションセンターと今回の事件の現場になった施設は共に指定管

理で違う事業団が指定管理者としてやっております。確か 2004 年か６年あたりに指定管理になった

と思います。指定管理になることで、今までの委託とは違ってお金が下がるということで、千葉県の
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リハビリテーションセンターも事件があった施設もベテランがずいぶん辞めていっていると思いま

す。ですから、私は指定管理の問題点もあろうかなと思う。ベテランがいなくなりますから。さっき

も養育園のホームページを見ると日給９千円の嘱託職員の募集しかしておりません。そういう面では

労働としてやはり切り詰められていく。私の同僚も千葉県のリハビリテーションセンターですけれど

も、指定管理になる際に大騒ぎになって、辞める辞めないなど、給料が下がるということで、かなり

せっぱつまった話はたくさん聞きました。ただ、千葉県のリハビリテーションセンターは非常にうま

くやっていますので、同じ指定管理になっても、身体障害者福祉事業団と社会福祉事業団でおそらく、

見解が違ったんだろうと。千葉県のリハビリテーションセンターは、いろんな方たちの出入りはあり

ますけれども、新しい方が入ってきて、うまくいっているんだろうなと思いますので、やはり福祉の

方はどうしても。

お金を委託よりももっと安い指定管理にしようとか、そういうようなことがあろうかと思います。

問題を生む構造もあるということですので、そのあたりにも目を向けていただきたいし、たとえば、

内部通報であったりとか、虐待防止センターに通報というようなことが必要なんだけれども、おそら

くそこにいた職員はそういうことさえ知らずに、ここで目にすることは異常だと思わなかったと思う

んですね。

私も 35 年前に現場に出てすぐ、千葉市内の入所施設に２年ほど勤めましたけども、やはりそこで

虐待をたくさん見てきました。いろんなことがありました。そういう場面を見てきて、それが仲間内

で一つのルールになっていれば、そこから通報はしにくい。私はそういうことが非常に嫌だと思って、

理事長に話をしたことがあったんですけれども、そのときはうやむやな形になったように思います。

内部通報にしても虐待防止センターにしても、そういう窓口があるっていうことを周知しているし、

そういうことがわかるような職員の研修、これは事業所に任せている部分もあれば、行政が責任を持

ってまとめて職員の研修をやったりとかですね。虐待防止について、長とか上の人が来るんじゃなく

て、職員も含めて、たとえば出前でそこに行って講義をするとかですね、ワークショップ形式でも構

いませんので、虐待防止にもっと関心を持ってくれるような取り組みをですね、出前でしてください

と。現場に行ってやるようなそういう取り組みも必要ではないかというふうに考えます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。吉田委員からご経験等を踏まえて構造的な問題や窓口の存在を知ら

しめる、自治体が中心になって研修をするなど、非常に貴重なご意見をいただきましたので、この件

も含めて新たな検討の材料とさせていただきたいと思います。今日の会議が終了した後でも、メール

やファックス等で事務局まで意見を出していただければ、合わせて次回に提示させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

それでは次に、平成 26 年度の、権利擁護部会の方向性につきまして、事務局から説明していただ

きたいと思います。これまでご意見いただいたことを踏まえて今後の方向性というのは、決まってい

くものだと思いますが、まずは素案ということで、提示させていただきたいと思います。

事務局：平成 25 年度の活動と来年度の権利擁護部会の方向性について、まずは今年度、どういった議題で

おこなってきたか触れさせていただきたいと思います。

平成 25 年度のこの権利擁護部会につきましては、障がい者の権利擁護にかかる啓発広報に関する

事項といたしまして、『心のバリアフリーハンドブック』の活用あるいは障がい者週間の記念イベン

トの企画・運営、ですね。それからあと、障がい者虐待防止に関する事項として、実績報告、それか

ら成年後見制度の実績報告ということで、25 年度は進めてまいりました。具体的には、第１回目、

５月 23 日に行いまして、ここでは平成 25 年度の権利擁護部会についての内容の確認。それから前

年度、平成 24 年度の啓発広報プロジェクトの活動報告、それから成年後見制度、あるいは障がい者

虐待防止に関する実績報告、そしてイベントの企画についてというのを第１回目で議題として取り上
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げました。

第２回目は７月の 18 日に行いましてイベントに関するワーキンググループの活動報告、それから

イベントの実施について引き続き協議を行ったということと、バリアフリーハンドブックの活用につ

いても協議をしてきました。第３回目は 10 月 17 日に行いました。引き続きイベントの企画、ワー

キンググループの活動報告と、イベントの実施についてより具体的な形での、まとめ、それからバリ

アフリーハンドブックの活用、新たに 25 年度から設置しました本人部会からのご意見もありました

ので、そういったことの報告と提案というようなことでおこなってまいりまして、今日が 25 年度の

最後になりますけれども、第４回目という経過をたどっております。

26 年度からのこの権利擁護部会で協議していく事項に関する提案はまた後ほどご意見があればお

伺いしたいなというふうに思っています。参考までなんですけれども、平成 26 年度はですね、市が

策定している障がい者福祉計画というのがあります。現在の計画ですと、平成 24 年度から 26 年度

の計画になっておりますけれども、次期計画は平成 27 年度から 29 年度の、計画策定が予定されて

おります。そのために、26 年度に福祉計画の策定委員会を設置していく予定です。

皆様もいろいろ聞いているかなとは思うんですが、平成 28 年４月施行の障がい者差別解消法など

も出てきているところです。差別解消法についても国あるいは各地方の自治体が、取り組むべき事項

等についても示されてきております。まだ具体的ではないんですけれども、そういったことも出てい

ます。このようなことも視野に入れた権利擁護部会の活用、こういった視点からもご意見があればお

伺いし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。ただいまの説明に対しまして、ご質問あるいはご意見ございますで

しょうか。

落合委員：事務局にお伺いしたいんですけれど、今一番課題だと思っていらっしゃることは、どのようなこ

とでしょう。

事務局：やはり権利擁護の部会ですので、障がい者虐待防止に関することであるとか、成年後見制度の普及

に関することとかっていうのもそうなんですけれども、権利擁護って言うと広くとらえられるかなと

思うんですけれども、我々の中でできることからというような観点から考えると、障がい者の権利擁

護にまつわるものとして差別解消法の、地方自治体が策定していかなければいけない事項ですとか、

今の段階でも出ていることがあります。そういう差別解消法に対しての対応要領などを作成したり、

あるいは各職場とか施設で差別あるいは合理的配慮の事例を想定したりとか、あるいは市内の障がい

者の関係に、アンケートを取るとかですね。対応マニュアルを作成するとか、そういったことを、こ

の権利擁護部会でいろいろな意見を聞きながら、策定していったり、取り組みをしていくっていうの

が、一つの案としては考えております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：そのほか、ございますでしょうか。合わせて、次第でお願いを申し上げました「平成 26 年度

に話し合う議題について」何かご提案ございましたら出していただければと思います。継続的に、あ

るいは新たに取り上げる必要があるというようなもの、ございましたら、どしどし出していただけれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。

安藤委員：今日の議題にあります、障がい者虐待の件ですが、今日たくさん、意見が出たと思います。これ、

まだ充実しているとは思いませんので、ぜひ、次の機会に。本当に私たち、考えてみたら本当に、困

った人を見たら助ける。困った人に何かしてあげること、ほんのささいなことが、この本当にささい

なことなんですけれど、これができないんですよね。だから本当に、そういう人たちを育成するため

にどうすればいいか、考えていきたいと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ただいま安藤委員から、今日の虐待防止については、引き続きさらに議論していったらいかが

かというようなご提案だったと思います。次回の部会でも重要な議題として取り上げさせていただい
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て、今日いただいた意見を整理しながら、さらにまた議論を深めていきたいと思います。ありがとう

ございました。ほかにございますでしょうか。

高木委員：商工会議所の高木でございます。なかなか出られなくて申しわけございません、忙しくて、なか

なか出られなくて。非常に活発なご意見が出ていて、真摯な態度が非常に勉強になりまして、感想言

ってもしょうがないんでしょうけれど。いろいろ皆さんの中でですね、今、４つぐらい、その、まあ、

いろんなところがございましたので、現場っていうかですね、僕らが全然素人で、よくわからないも

ので、老人ホームとかいろんなところに行ったりしているんですけれども。皆さんの中でも現場で、

こういうことが問題だよっていうことで、何かいろんなことがあれば、そういった現場をみんなで見

に行って、ちょっと意見交換っていうんでしょうか。せっかく虐待の問題もございましたし、いろん

な多くの問題を皆さん、お持ちになっているでしょうから。

そういう中で、職場について、こういうこと問題であればですね、そういった現場っていうか事業

所でもよろしいし、支援センターでもいいと思うんですけれど、そういったところちょっと皆さんで

一緒に見て、ご意見の参考にさせていただいたらどうかなと。僕は全然素人で、大変申しわけないん

ですけれども、いろんなことよくわからないものですから、そういう皆さんが現場で思っていること

を、ちょっと現場の中で教えていただいたらいいのかなって思って。その中からまたヒントが、浮か

んでくるのかなと。

先ほど虐待の話もありましたけど、やっぱり人を育てるって、僕もそうだったんですけれど、難し

くていくら言ってもわからない人っていうか、やっぱり難しい。また、ペイの問題もあって、給料が

高ければいいって問題でもないのかもしれませんけど、そういう中で現場を見ながら、皆さんのご意

見を聞いてみたらどうかなと。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。自立支援協議会を始めとしまして、各部会でも現場重視という姿勢

は常に持っているつもりなんでございますが、改めて、そういった現場の問題というか、みんなで実

際に見ながら議論していくというようなことが今ほど必要なときはないのかなということを感じて

おりますので、ご意見を拝聴しまして、そういった方向での部会の進め方、方向性をちょっと詰めさ

せていただきたいと思います。

枝川委員：親の会の枝川です。意見というより感想ですが、今年の権利擁護部会全体の感想なんですが、去

年までは身内的な委員がすごく多くて、中の愚痴というかそういう感じが多かったんですが、今年の

委員の構成を見ますと、一般企業の方、警察の方、いわゆる当事者以外の方がすごく多くて、当たり

前の意見を言ってくださるっていうのがすごく嬉しくて、楽しい一年間でした。来年度はこのままで

行くんでしょうけれど、２年に１回、改選があると思いますけれども、広く一般の方々の意見を取り

入れられる部会にしていただきたいと思います。

足立委員：関係がないことになるのかもしれませんけれども、一つの権利だと思うので。障がい者の雇用率

のアップが決まりましたよね。そういったことのフォローは、この部会は関係ないんですか。フォロ

ーは、どこかでやる必要はあるんじゃないかと思うんですけどね。

どういうふうにしていいか、ちょっとわかりませんけれど。国でやればいいことで自治体は関係な

いのかっていうと、そうでもないんじゃないかなという感じがするんですけが、どうなんでしょうか。

事務局：今のご意見ですけれども、権利擁護部会以外も、こども部会や相談支援部会とかいろいろあります

けれども、障がい者の就労等については、どちらかというと地域生活支援部会の課題かと認識してお

ります。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：部会が５つございまして、いろいろな部会の中で必要に応じて当事者のお声を聞いて、それを

どういう形で市に提案していくかとか、そういうこともやっております。さらに、今月末の自立支援

協議会でも、各部会の意見を調整していきますが、その際に当事者の方々からのご意見とかお声を、
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なるべく多く反映させて、これを市に政策とか対策ということでやっていただくように働きかけてい

るということになるかと思います。就労につきましては、地域支援部会で積極的に意見をお聞きしな

がら進めているということでございますが、このお答えで、いかがでしょうか。

足立委員：地域生活支援部会ですか。やっていただけるなら、それで結構です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：またご意見等ございましたら、メールやファックス等で事務局にご連絡いただければと思いま

す。これまでいただいた意見は取りまとめて、自立支援協議会で報告しまして、部会ごとの議題の調

整をさせていただきます。ありがとうございました。

次に、議題５に入ります。これにつきましては、橋野委員よりご説明がございます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。10 月 29 日付で、自閉症協会から、自立支援協議会および浦安市へ、

議事録に委員の個人名を明記しないでほしいという要望書が届きました。11 月の自立支援協議会で、

部会を含めた、この協議会に関わる、委員の皆さん全員の意見を聞いて検討していこうということに

なりましたので、議事録が現在の形にいたった経緯と要望の内容とを説明させていただきます。

平成 23 年度までは、協議会の議事録に委員の個人名を明記せずに、「委員」と記載してきました。

会議の公開についても、平成 24 年度までは、全体会という会議だけを公開して、部会にあたるよう

な会議は、非公開にしてきました。その理由は、たとえば自閉症協会のような保護者の会の方であれ

ば、お子さんのことについて具体的な話がでてくるでしょうから、プライバシーに配慮して、また、

委員の皆さんに自由に発言していただきたいという考えで、会議自体を非公開にして、議事録も全員

「委員」と記載して、どなたが発言したかわからないようにしてきたところです。

平成 23 年の協議会で、何人かの委員から、会議はすべて公開で、誰が何を発言したのかわかる議

事録を作って、参加していない人にもわかる、より開かれた会議にしてほしいという意見が出されま

した。当時の委員の皆さんにご協力いただき、市でも情報公開の担当部署に相談しつつ、近隣の自立

支援協議会や、県、国の協議会などの議事録も確認して、個人名が明記されているところが多くなっ

てきていることなどを参考に、平成 24 年度から、議事録については個人名を明記する形に、会議に

ついては、平成 25 年度から公開に切り替えました。いろいろ検討し、２年間かけて組織も見直して

今の形に切り替えたところです。

自閉症協会の方も、当時から委員として参加されていましたので、この経緯をご理解いただいてい

るところですけれども、今回、要望書があがってきたところです。要望書の内容を読ませていただき

ます。

「要望事項、協議会の議事録において、障がい者当事者団体である弊会の代表者指名を、現在の『自

閉症協会誰々』から、今後『自閉症協会代表者』のように、個人名を公開しない記載法にすることを

要望する。なお、この要望は、議事録における委員の氏名掲載の配慮のみをお願いするのみで、会議

の議事録の傍聴については、これまで通り、公開であることを希望します。

その理由ですけれども、当初は会員の個人名が掲載されることについて、大きな問題がないと考え

ておりましたが、議事録がインターネットなどで閲覧できるという状況において、弊会の会員が氏名

を公表して会議で発言することにより、いくつかの受容したがい問題が発生してしまいました。問題

点として４つ挙げられています。

まず１つ目が、氏名を公表して体験談を語ることで、体験者が誰か限定される。弊会の代表として

参加する委員も、障がい児の親という当事者であり、その家族、兄弟姉妹も最大限、そのプライバシ

ーには配慮されるべきではないかと考える。

２つ目。弊会は、障がい児者の親の会であり、委員は保護者が務めているため、どうしても自身の

子どもの体験談を話すことが多く、親の氏名が公表されている以上、その子どもは容易に特定でき、

個人情報の保護において不安がある。弊会は、当事者という要素が十分含まれていると考え、個人名
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を公表することにご配慮いただきたい。

３つ目。委員である親の氏名が公表され、子どもが特定できる状況の中には、その子どもを取り巻

く学級担任、事業者、支援者なども、また体験談の中で特定できることになり、その方々が不利益を

こうむることがないか心配である。

４つ目。委員として参加するものの負担を軽減するために、会議への参加は、会員内で分担してい

きたいと考えている。しかし、会員の中には、子どもへ障がい告知をしていないものもおり、現在は

思春期ということもあり、今後の健やかな成長を考える上で、主治医や教育現場の先生方のアドバイ

スにより、告知の有無や時期を慎重に考えている段階である。児童本人が、議事録に載っている親の

名前を見るなどして、好ましくない形で自分の障がいを知ることは、絶対に避けたい。

自閉症協会の方が、私たちは、委員の氏名を議事録に掲載しない形で、協議会に参加することにな

ったときも、弊会の代表として、自覚を持って出席し、責任ある発言をすることは今後も変わること

なく、自立支援協議会の趣旨に沿った姿勢で参加することを誓い、協議会委員としての協力は惜しみ

ません。また、委員の氏名を知りたいという問い合わせがあった際には、弊会に問い合わせてくださ

れば、誠意を持っておこたえします。子どもにとっての２年は成長の幅が大きく、できれば、協議会

で検討された事案を速やかに、子どもたちの環境改善に反映させたく、柔軟かつ迅速にご検討いただ

きたく、お願いを申し上げる次第です。」

以上が要望書の内容です。11 月の協議会のあと、こども部会と相談支援部会で意見をお聞きして

きました。この要望をいただいた内容と、切り替えてきた経緯等、ご理解いただきまして、委員の皆

様からご意見をいただき、今後、協議会として検討してい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：ありがとうございました。自閉症協会からの要望とこれまでの経緯を踏まえて、ご意見はござ

いますでしょうか。

足立委員：実は、議事録の公開について、私がもっとも強くお願いしてきたものでありまして、2001 年の

情報公開法にもとづいて、要するに地方自治体のそういった会議のすべての内容は、議事録に公開さ

れるべきだということで、お願い申し上げてきたわけです。ただ、今、お読みになった内容からみて、

自閉症の親の会の方の権利が侵害されるということは、明らかなんですよね。それならば、氏名を公

開する必要は、私はないと思います。要望を聞くことに賛成です。

小林委員：オリエンタルランドの小林でございます。この会議に出ている委員は、氏名を公表するかしない

かのどちらかになければならないのですか。

足立委員：全部公開するってことになってるんです。

小林委員：全員名前を出すのが前提ですね。

足立委員：そうです。

小林委員：だけど、この方に限っては、匿名でということですか。はい、ありがとうございます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：委員の皆様につきましては、公開を前提で委員をお引き受けいただいたという経緯もございま

すので、引き続き委員名の公開は行います。ただ、自閉症協会につきましては、足立委員からもござ

いましたが、名前を出すことが非常に不利益につながるというおそれを抱かれている以上、自閉症協

会の方については、名前を伏せるといいますか、「代表」という形で出すか、「委員」という形で出す

かはちょっと別としまして、そういうような対応を取りたいという提案でございます。いかがでござ

いましょうか。

枝川委員：親の会の枝川です。一団体だけ個人名をカットするっていうのは、ちょっと不自然な気もするん

ですね。それならば、全部会社名とかの肩書きだけで個人名はカットして、私だったら浦安手をつな

ぐ親の会としての意見にしたほうが、なんかすっきりする感じするんですけれど、ほかの人は全部個



17

人名を入れて、自閉症協会だけ入れないっていうのも、ちょっとおかしいんではないかなと思います

けれども。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：これにつきましては、ここで決定するとかいうことではなく、各部会から意見を自立支援協議

会に報告いたしまして、そちらで改めて議論させていただきます。その際、各部会から出た意見は、

最大限尊重し、取り入れさせていただきたいと考えておりますので、もしここでご意見がございまし

たら、ぜひご提案お願いしたいと思います。

吉田委員：私は浦安市以外の自立支援協議会の部会にも出ておるんですけれども、そこでも今までは非公開

でやっておりました。部会の議事録については非公開で、協議会だけはホームページに出して、部会

は個人の情報が出るということで、非公開にしておりましたけども、やはり、表にだせという要望が

非常に強いので、今年度から全部出すようにしております。出せという要望が強いですので、流れと

しては、そうせざるを得ないのかなと思いました。ただ、特定の方だけの名前を載せないのであるな

らば、議事録に毎回「こういうことで権利侵害がありますので、この部分については名前を載せませ

ん」というような説明をきちんと載せないと、見た方は不自然に思うだろうし、権利侵害が起こるん

であれば、それこそ権利擁護部会の課題ですね。なんで表に名前を出すことができないのかというこ

とを権利擁護部会できちんと議論をして、名前を出せるような、名前を出して問題がないようにする

ことが鍵だろうなと思います。

市町村によって特質があると思いますけども、浦安市は確か高齢化率が 12 パーセントぐらいです

かね。千葉県で一番高齢化率が低い、一番若いところですね。御宿が確か 40 パーセントぐらい。私

が関わってるところは 22 パーセントですので、権利擁護部会で扱われる内容は、成年後見をどうや

ってやっていくか、市長申し立てをどう結ぶかということが主要な課題です。浦安は若い市ですから、

それなりの特質を持ったテーマを議論すべきだろうと思うし、さっき言ったように権利侵害が起こる

のであるならば、それが起こらないような、なぜ、それが起こるのか、それは立派な課題だろうと。

高齢化率が低い若い自治体であれば、それは１つの大きいテーマだろうし。

それから、たとえば学校の中でバリアフリーハンドブックを広めていくことは、今でしかできない。

高齢化率が上がってしまえば、別のことを取り組まなくてはいけない。私は、非常にいい機会だろう

なと思っています。ちなみに私どもの団体の取り組みとしては、福祉教育のパッケージをいっぱい作

って、学校に提示しました。１時間で終わるもの、２時間にわけるものなどパッケージを出していて、

こんなボランティアさんが入ります、職員が何人行きますというようなパッケージを作って学校に選

んでもらいました。そういう面ではさっき言ったバリアフリーハンドブックを使ってパッケージを作

って、そのパッケージを学校の先生方に投げる。そうすると、学校の先生方は、パッケージの A が

ほしいとかパッケージの B をやってくれないかっていうお話しになろうと思います。

ちょっと話がずれましたけども、権利擁護部会の大きい課題の一つであるなと。名前を出すことが

権利侵害になりうるっていうことがあるんですねということです。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。ただいまのご意見等につきましては、各部会からあがってきた意見

とあわせて自立支援協議会に報告して協議しまして、対応等について改めて検討していきたいと思い

ます。ありがとうございました。

それでは次に、委員の皆様からご提案やご報告あれば、お願いしたいと思いますが、視覚障害者の

会トパーズクラブの足立委員から、ご提案があるということで伺っておりますので、お願いいたしま

す。

足立委員：視覚障害者の会の足立です。すいません、提案ではございません。去年の暮に２年に１回の障が

い者のご意見のアンケートがありまして、回答したんですけれど、いくつかお伺いしたいことがあり

ます。アンケートは、浦安市だけでやってるものなのかどうか。というのは、非常に項目が多くて、
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障がい者にとって回答するのが非常に大変なんですね。まあ、回答したんですけれども。回答数が非

常に少なくなるんじゃないかというのが一つと。

それから、ほかの自治体あるいは国との関係はどうなってるのかを知りたいと。もちろん、アンケ

ートの内容は毎回くるくる変わっちゃいけないんで、ずっと同じようにしとかなければいけないんで

すけれども、そういう点から、あのアンケートは、浦安市自体でやってるものなのかってことをお伺

いしたいと思います。

事務局：このアンケートは、障がい者福祉計画の策定に活かすという視点からやっています。設問がご指摘

のとおり多いんですけれども、市外のサービスを利用している場合もありますが、基本的には浦安市

がおこなっているものへの質問になります。

その他の自治体や、国との関係についてですが、計画を策定する上で、国や県からの指針なども参

考にして作っています。浦安市の場合は、障害者基本法に基づく計画と、障害者総合支援法に基づく

計画を合わせたような形で、一冊にまとめた計画ですので、国あるいは県から出ている指針等との関

連はおのずから出てきます。

足立委員：わかりました。実は私、ここに出ていていつも感じるんですけれど、さっき高齢化率の話が出ま

したけれども、浦安市は、ほかの自治体と比べて、どういう姿になっているのかがもうちょっとわか

りやすくていいんじゃないかと。はっきり申し上げると、浦安の障がい者福祉は、ある面では非常に

進んでいるけれども、それが障がい者に行きわたっているかと。障がい者にそういう認識があるかっ

ていうのは、ちょっと問題な点があるような気がします。もう一つは、アンケートで答えたんですけ

ど、高齢者向けのデイサービスについて、視覚障がい者の中で不満がありました。ごく身近に。それ

で、その旨を書いたんですけれど、そのあと別の視覚障がい者の方からですね、デイサービスについ

て非常に満足しているという逆の意見があった。ちょっと戸惑ったんですけれど、もうちょっと、な

んていうのかな、もうちょっときめ細かくやればできるようなことがやられてないような感じがする

んですけれども。それはやっぱり障がい者自身もそう言っていかなければいけないんじゃないかなと。

満足している方っていうのは、かなり声が大きい人なんです。満足していない方っていうのは、声の

小さい方のようです。

それから、もう一つは、皆さんのご協力をいただきながら、視覚障がい者でマッサージの国家資格

を持っている方に、市から場所を、ゆうあいを提供いただいて、そこで今マッサージ事業を開始して、

かなりのところまではいっているんですけれども。そのマッサージ券は、去年の４月から今まで、65

歳以上の高齢者に対しては申し入れれば千円券が月に２枚が配布されることになっていたんですけ

ど、それが 800 円になってしまった。15 分千円でやっておりますから、800 円になると、視覚障が

い者のマッサージ師が、プラス 200 円いただかなきゃいけない。これがちょっと技術的にも大変だ

と。目が見えないわけですから。それで 10 分間にしたら利用が激減したんですね。

この前市長にお礼と現状報告に伺った際に、こういったことはなるべく、きめ細かくやっていただ

きたい、合理的配慮をお願いしたいということをお伝えしたんですけど。

たとえば高齢者が増えてきて、市の予算がだんだん膨張しちゃうんで、それを防ぐために 800 円

としたんでしょうけども、たとえば、一定年齢の方は月２枚じゃなくて１枚にするとか、そういうこ

とも考えて、千円で一枚にするとか、そういうことを考えていただきたいということを、そういう要

するに合理的配慮っていうことをですね、障がい者に対して、もう少しやっていただければ、かなり

浦安市の障がい事業っていうのは、よいじゃないかって。ほめてもしょうがないんですけど。

私、カナダにいたときに経験したんですけれども、カナダでも障がい者の器具、たとえば拡大読書

器とかそういうのに補助が出るんですけれども、個人負担は３割なんですよ。ところが浦安市では１

割負担で得られるわけですね。非常にいろんなことで恩恵をこうむっているわけですね。それをもっ
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と実感しなきゃいけないんじゃないかということと、それから実施するほうでは、もう少しきめ細か

くしていただきたいと。そういうことをちょっと申し上げたいと思います。

また元に戻りますけれども、今申し上げたことの内容と関係して、アンケートは、ほかの自治体と

比べてどうなんだということが、もうちょっとわかるようなものにしていただけたらと思います。浦

安市って、結構よくやっていただいているんじゃないかと思います。

事務局：高齢者のデイサービスの利用について、あるいはマッサージ券と助成の内容等は、視覚障がい者の

就労ということに非常に強く関わってくるのかなと思います。ここで即答できないのが大変申しわけ

ないんですけれども、要望や意見等を踏まえて協議をしていきたいと思っています。今はこれぐらい

しか言えなくて、申しわけないんですが。

足立委員：いや、結構、よくやっていただいているんで感謝しています。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：これについては、また改めて地域生活支援部会あるいは自立支援協議会で議論する場を設けた

いと思っております。また場合によっては、そこから市に提案するような形の話をしていきたいと思

っておりますので、合わせてよろしくお願いいたします。

吉田委員：身体障がい者福祉センターの吉田でございます。私どものパンフレットを新しく作りましたので、

ご紹介ということで机に置かせていただきました。皆さんのところでご活用していただきたいという

思いでございます。よろしくお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。どうぞ、お目通しいただいて、ご活用いただきたいということでご

ざいます。

高木委員： PR で申しわけございません。私は観光協会をやらせていただいてまして、皆様も知ってらっ

しゃるかと思いますが、去年の２月に新浦安の駅前のスワンベーカリーをクローズしたあと、観光協

会が引き受けまして、11 月の 23 日の土曜日から始まりまして、現在は朝の７時から夜９時までやら

せていただいております。観光スポット発信基地と言っておりますけれども、障がい者の支援施設と

して物を売ったりしているスペースもございます。食事や飲み物も提供し、ちょっとお酒も提供して

います。中にはコンビニもございます。新浦安の駅前ですので、使っていただければと思います。

施設で障がい者の方が働いています。日によって変わるんですけれど、ぜひ立ち寄っていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。そのほかにございますか。それでは、以上で議題は終了いたしまし

た。本年度の部会は今回を持ちまして終了いたします。

今後の予定ですが、５月頃に平成 26 年度の第１回権利擁護部会を開催する予定です、なお、日時

や会場は後日、事務局から文書でご案内を申し上げます。これで本日の部会は終了いたします。あり

がとうございました。



平成２６年１月１４日（火）

午前１０時～正午

文化会館中会議室

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）障がい者週間のイベントについて

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

（３）障がい者虐待防止について

（４）平成２６年度権利擁護部会の方向性について

（５）その他

３．閉会



1

議題４資料 平成２６年度権利擁護部会の方向性について

参考）

１．平成２５年・２６年度の組織

目的 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。

主な課題 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

２．平成２５年度の議題

主な課題 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

障がい者週間の記念イベントの企画・運営

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の実績報告

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

日程 議題

第 1 回

５月 23 日

（１）平成２５年度権利擁護部会について

（２）平成２４年度啓発・広報プロジェクトの活動報告

（３）成年後見制度の実績報告

（４）障がい者虐待防止センターの実績報告

（５）イベントの企画について

第２回

７月 18 日

（１）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

第３回

10 月 17 日

（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

第４回

１月 14 日

（１）障がい者週間のイベントについて

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

（３）障がい者虐待防止について

（４）平成２６年度権利擁護部会の方向性について


