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第１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５月２９日（木）１４：００～１６：００

２．開催場所 健康センター（浦安市猫実一丁目１番５号） １階 第１会議室

３．出席者

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

浦安市自閉症協会委員代理、野坂秋美委員、枝川芳子委員、安藤克子委員、小林章宏委員、西田良枝委員、

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

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

石田友里子委員、橋野まり子委員（行政を除き団体名５０音順）

４．議題

（１）平成 26 年度権利擁護部会について

（２）成年後見制度実績報告

（３）虐待防止センター実績報告

（４）啓発・広報イベントの年間計画及び企画について

（５）バリアフリーハンドブックの活用について

（６）障がい者福祉計画の策定について

５．資料

議題１資料 浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

議題２資料 平成２５年度障がい者成年後見制度実績報告

議題３資料 平成２５年度 障がい者虐待防止センター 実績報告（25.4.1～26.3.31）

議題４・５資料

啓発・広報イベントの年間計画及び企画とバリアフリーハンドブックの活用について（案）

議題６資料 浦安市障がい者福祉計画の策定について

障がい者虐待の通報・届出の受付状況等（※当日配布）

６．議事

事務局：ただ今より、平成 26 年度第１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。２年を任

期とした協議会ですので、平成 25 年度から通算いたしますと、第５回にあたります。

今年度から、新たに議員になられた方が６名いらっしゃいます。浦安警察署からは、平野委員に代わり、

佐藤委員。身体障がい者福祉センターからは、吉田委員に代わり、志賀委員。ソーシャルサポートセンター

からは、鈴木委員に代わり、西山委員。地域活動支援センターともからは、三浦委員に代わり、佐々木委員。

教育研究センターからは、山本委員に代わり、石田委員。健康福祉部からは、石田委員に代わり長谷川委員

が参加しております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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会議に先立ちまして、新任の委員の方々に自己紹介をお願いしたいと思います。佐藤委員からお願いいた

します。

佐藤委員：皆さんこんにちは。４月１日に浦安警察署生活安全課長としてまいりました、佐藤由美子と申しま

す。よろしくお願いします。前任地は警察本部の厚生課というところで、職員の健康管理にまつわるような

仕事をしておりました。浦安市に来て、このような機会をいただいて、皆さんと一緒に自立支援のことを考

えていくということで、非常にやりがいのある仕事だと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

志賀委員：身体障がい者福祉センターの、多機能型事業所の管理者をやっております、志賀と申します。昨年

度の吉田に代わりまして、参加させていただきます。よろしくお願いいたします。

西山委員：ソーシャルサポートセンターの西山と申します。昨年度の鈴木に代わりまして、今年度勤めさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ソーシャルサポートセンターは、心の病の方の地域活動

支援センターと、相談支援をやっております。来年度に、ケアマネを全てつけなければならないということ

で、いろいろバタバタもしておりますが、皆様どうぞ、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。

佐々木委員：地域活動支援センターともの支援員の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。

石田委員：皆様こんにちは。浦安市の教育委員会、教育研究センター指導主事の石田と申します。前任の山本

に引き続き、皆さんと一緒にいろいろ考え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。

長谷川委員：こんにちは。平成 25 年度まで、石田と私長谷川が次長でしたけれども、今年度からは１人体制

になりまして、担当することになりました。長谷川でございます。よろしくお願いします。

事務局：はい。ありがとうございました。なお、本日は、自閉症協会の神谷委員が欠席により、代理の方が出

席していただいております、よろしくお願いいたします。

それでは、この場で協議会と各部会共通の事項にして、会議の公開と議事録等について確認させていただ

きます。

協議会及び部会の会議の議事録は、原則公開です。また、委員名を議事録に掲載しております。個人情報

を扱う議題については、会議の全部、または一部を非公開としております。平成 25 年度は、個別ケースに

関わる報告があったため、相談支援部会、地域生活支援部会の議事の一部を非公開といたしました。なお、

本人部会につきましては、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、非公開としておりま

す。

また、代理人の出席ですが、部会のみ代理出席を受け付けております。なお、協議会や先日開催されまし

た、地域生活支援部会でも報告させていただきましたが、代理出席の際、代理人が希望した場合のみ、団体

名、委員代理と表記し、匿名扱いといたします。平成 27 年度から、一律団体名のみの記載といたします。

最後に、本日の追加資料でございますが、障がい者虐待の通知・届出の受付状況等という資料と、名簿の

ほうを配布させていただきましたが、名簿に一部訂正がございますので、後日配布させていただきます。

また、福祉計画とアンケートの冊子ですが、自立支援協議会・障がい者福祉計画策定委員会・地域生活支

援部会に参加していない 10 名の方々に、資料として用意させていただきました。

質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。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。

下田リーダー：改めましてこんにちは。私は浦安市自立支援協議会の権利擁護部会のリーダーを務めさせてい

ただいております、明海大学の下田直樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事に入らせていただきたいと思います。

まず、１番目の議事としまして、議題１、平成 26 年度権利擁護部会についてということでございます。
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これにつきましては、リーダーを務めさせていただいております、私のほうから、ご説明をさせていただき

たいと思います。今年から委員になられた方が、６人いらっしゃいますので、前任の方から引き継ぎがあっ

たかと思いますが、簡単にこの権利擁護部会の概要をお話させていただきます。

浦安市自立支援協議会は、障がいのある方もない方も共に暮らしやすい街づくりに関し、関係諸機関によ

る定期的な協議を行うことを目的に設立された協議会で、多部門にわたる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つの部会を置いております。

権利擁護部会は、主に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、広報活動を行うこ

とを目的として設置された部会でございます。平成 24 年度までは、啓発広報部会の名称で、障がい者週間

に実施するイベントの企画と運営や、心のバリアフリーハンドブックの編集・発行などをはじめとする啓

発・広報活動を中心に行ってまいりました。

平成 25 年度は、組織の見直しにより名称を権利擁護部会と改めまして、引き続き権利擁護や啓発、広報

活動に関する協議を行い、部会を年に４回、イベント企画ワークグループを２回、障がい者週間記念として、

イベントを年に１回開催いたしました。

平成 25 年度の議題は、障がい者週間のイベントの企画や、バリアフリーハンドブックの活用について、

特に本人部会から出ました意見、地域で障がいについてのご理解・ご助力をいただきたいということを受け

て協議をいたしますとともに、虐待防止センターや成年後見制度の実績報告を受けました。

障がい者週間イベントは、12 月８日に、冬季パラリンピック金メダリストでもあります、大日方邦子さ

んに来ていただきまして講演会を開催し、同時にバリアフリーハンドブックの PR と、福祉団体による模擬

店を開催いたしました。このイベントには、181 名の方にご来場いただきました。

なお、バリアフリーハンドブックの活用状況ですが、現在ハンドブックは、障がい事業課、福祉課の窓口

を始め、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配布しております。12

月１日の浦安市の広報で紹介されたこともございまして、特に駅前行政サービスセンターでは、かなり多く

の方に手に取っていただけたということを伺っております。市内のイベントや講座、研修会、教員の研修な

ど、配布及び広報活動も合わせて行っておりまして、権利擁護部会委員の皆様にも、こうした啓発、配布に

ご協力をいただきまして、市内のみならず県内の市町村にも、存在が知られつつあります。また、教員研修

での配布をきっかけに、小学校の総合授業で取り上げられるというような事例も伺っております。

さて、本年度の権利擁護部会でございますが、平成 26 年度は前年度と同様、年４回、５月、７月、11 月、

１月の開催を予定しております。また、年に２回、７月と 12 月に協議会及び各部会の委員の方にお集まり

いただきまして、部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催いたします。ぜひ、合同部会

へのご出席、ご同席をお願いいたします。

また、議題といたしましては、平成 25 年度の協議に引き継ぎ、継続して、成年後見制度及び虐待防止セ

ンターを中心とした、虐待の防止に向けた取り組みについての報告を受け、意見交換を行います。

バリアフリーハンドブックの活用につきましては、のちほど、議題５、バリアフリーハンドブックの活用

について、というところで事務局より説明がございますが、イベントや講演会などでの配布や PR は継続し

て行います。やはり、教員の方や子どもに多く手に取ってほしいというご意見がございました。

障がい者週間イベントにつきましては、他のイベントとの共同開催や、タイアップ、開催時期の検討や、

障がい者週間に限らず、年間を通して啓発活動を行っていこうといった平成 25 年度の部会の意見を踏まえ

まして、のちほど、議題４「啓発・広報イベントの年間計画及び企画について」のところで、事務局から報

告がありますが、啓発広報イベント年間計画を作成しまして、企画・運営していくことを考えております。
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他のイベントとの連携協力してのイベントを、開催したいということで考えております。教員の方と子ども

たちがバリアフリーハンドブックを手に取り、少しでも多くの方が読み、理解をいただけるよう、協議会と

しては、話を進めていきたい、取り組みを進めていきたいと考えています。

なお、今年度は、障がい者、次期障がい者福祉計画の策定の年にも当たります。計画の権利擁護に関する

部分について、３年間の現計画策定時と同様、この権利擁護部会でも検討してまいりたいと考えております。

特に、国の第三次基本計画で基本方向として示されました、差別の解消及び権利擁護の推進、行政サービ

スにおける配慮について、市の福祉計画に盛り込む課題へのご意見を、この部会でうかがえればと考えてお

ります。

また、障害者差別解消法が平成 28 年４月１日施行されます。障がいの有無によって分け隔てられること

なく、共生する社会を実現するために、障がいを理由とする差別をなくしていこうといった法律で、差別解

消のための支援措置として、相談及び紛争の防止、解決のための体制の整備、必要な啓発活動の実施、情報

の収集整備及び提供、障害者差別解消支援地域協議会等の設置、の４つが挙げられております。差別解消に

つきましては、情報の提供があり次第適宜権利擁護部会で報告を受けていきたいと考えております。

以上が、平成 26 年度からの権利擁護部会ということで、過去２年間の活動を踏まえましての、今年度の

報告ということになります。これを踏まえまして、意見交換をさせていただきたいと。これからの方向性で

ございますので、よろしくお願いいたします。

足立委員：浦安市視覚障害者の会、トパーズクラブの足立です。メモ何も用意していないので、何を喋ってい

いのか、整理がついていませんが、申し上げたいことは、昨年の１年間を通じて、ずっと何か、なんとなく

物足りないものがあったと。なんだろうと考えてみると、権利擁護についての原点について考える時間があ

んまりなかったんじゃないかと。

そこで少し申し上げたいのですが、原点になっているのが、障害者の権利に関する国連条約ではないかと

思います。これは、日本も批准し、依頼文を出しておりますけれども、実行しなきゃいけない義務になって

おります。そこの根幹部分は何かっていうと、障がい者に対して合理的配慮をする。これが、締結国に義務

付けられてたわけですね。

合理的配慮というのは何か。私はヨーロッパに住んだことはないのですが、北米においては、障がい者と

いうのは、通常「ハンディキャップを持つ人」という言い方をするようです。ハンディキャップっていう言

葉はどういう言葉かと言うとですね、何々が、何々に欠けているために、何々がないために、何々が不足し

ているために、不利益をこうむるという言葉なんですけれど。その不利益を合理的配慮によってなくすよう

にしていくと。それがこの条約の趣旨だと思います。

しからば、啓発活動とかいろいろありますけれども、現実においてはどうかと言うと、私ども視覚障がい

者の会トパーズクラブでは、一昨年から、視覚障がい者で国家資格を持つマッサージ師の会員を役立てるた

めに市から場所を借りまして、ゆうあい内においてマッサージ事業を展開しております。その際に、チラシ

をあちこちに配布すると。ところが、障がい福祉課では置かせていただいていたのですが、高齢者支援課で

は撤去されたと話を聞きまして、これちょっと、合理的配慮に欠けるんじゃないかと文句を言おうとしたら、

それは課長の判断ではなくて、窓口がそういう対応してしまったと。

しかしそこに見られるのは、啓発活動は市役所自体においても、まだ徹底してないのではないかと。それ

から、そのチラシを、たとえば敬老会、老人会館。あっちこっちにおかせてもらいたいのですが、とてもそ

ういうふうな感じじゃない。これはやはり、合理的配慮に欠けていると。現実的には。だから、そういうこ

とを改善していくのが、具体的行動になるのではないかと思います。それが欠けると、いかにケアする言葉
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や、その啓蒙、教育というものがあっても、実際の世の中において進まなければ話にならないのではないか。

実は障がい福祉課の小瀧課長からも少し話しかけていただきまして、合理的配慮が一番、実はその根幹にな

るのではないかということを仰っておられました。これは全く意見が一致。それから、エメラルドサポート

の佐藤尚美社長と話していたとき、彼女も偶然ですけれど、合理的配慮が一番重要だと。だから、この障害

者権利擁護部会も、その原点に常に戻りながら進めていきたい、いただきたいと。それがないと、なんとな

く、空虚な感じになってしまうと。それが私の去年１年間の感想でございまして、ちょっと長くなりますけ

れども。

もう一つ例をあげますと、実は、私より若い二十歳代の、視覚障がいを持ってる方が二人おられまして。

私が結構、会報作るのが大変で、手伝ってもらおうと思って。編集委員を二人に任命して、引き受けてもら

ったのですね。これずいぶん肩の荷が下りたのですけども。非常にこれが、喜ばれたんですね。何が喜ばれ

たかというと、今まで人のお世話になることばっかりだったけれども、これからは人の役に立つことができ

るということで。

マズローの理論じゃないですけれども、最初は、生理的要求は満たされればいい。それから存在の要求が

満たされればいいと。しかし最終的には、自己実現の欲求を満たされるってことは、最高の喜びになるわけ

ですね。だからそこまで持っていくという。障がい者は何を本当に喜ぶかって、やっぱり最終的には自己実

現なんですね。だからそういう方向性も持って、同情するとか助けるとかのその上のものを求めていってい

ただきたいと思うのです。以上です。

下田リーダー：ご意見ありがとうございました。これにつきまして、先ほど市役所の中で十分浸透していない

のではないかという意見がございましたので、市の課長のほうから、ご意見いただければと思います。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今年度、方向性の中で、リーダーからもお話いただきましたが、足立委

員からもお話がありました通り、合理的配慮について定められた障害者差別解消法が平成 28 年スタートと

なっております。今年度は、方向性の中で大きく、差別解消法に向けての取り組みということで新たに盛り

込ませていただいたところです。差別解消法では、不当な差別的取り扱いと同時に、合理的配慮をしないこ

と、この２つが差別になるということで盛り込まれております。

特に市役所の行政機関につきましては、不当な差別的取り扱いをしてはならないこと、また、合理的配慮

はしなければならないと法律に定められたところですので、市役所の方向性を含めて、今年度、話し合いを

通していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

下田リーダー：ありがとうございました。足立委員よろしいでしょうかと言いますか、これから、方向性の中

に、今おっしゃられた権利擁護の原点ということで、盛り込んで進めていきたいと思います。

足立委員：橋野課長からのお答え、それで結構だと思いますけれども、その合理的配慮という言葉はもっと行

き渡らないといけないので、また、老人会館とかそういったところでですね、チラシが配布できるように、

合理的配慮をお願いしていきたいと思います。以上です。

下田委員：ありがとうございました。ついては、権利擁護部会でしっかりと意見を出し、そういった合理的配

慮に対して、福祉のさまざまな施設はもちろんでございますが、広げていくよう、委員の皆さんと一緒に力

を合わせて努力をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにご意見等ございますでしょうか。これから権利擁護部会が開催されていくことになりますが、さま

ざまなご意見を出していただいて、権利擁護部会の目標を達成していきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

特に第１につきましては、よろしいでしょうか。それでは、もしあとでお気づきになったら、立ち戻って
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いただいて結構でございますので、まず議題２に進めさせていただきます。議題２は成年後見制度実績報告

ということでございまして、事務局から報告をお願いしたいと思います。

事務局：障がい事業課の柳澤と申します。今年度より、権利擁護部会の担当をさせていただくことになりまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。着席して失礼させていただきます。それでは、成年後見制度につき

まして、実績報告のほうをさせていただきます。議題（２）の資料になります。

障害者自立支援法の中に、地域生活支援事業がございまして、その中の１つの事業となっております。成

年後見制度利用支援事業は、市町村の必須事業となってございます。本市の場合、社会福祉協議会に委託し

ております。昨年度の成年後見制度の支援事業の相談件数を、報告いたします。まず、（１）権利擁護相談

件数ですが、福祉サービス利用支援事業につきましての相談は、身体障がいの方が１件、知的障がいの方が

242 件、精神障がいの方が 376 件となっております。続きまして、法人後見の相談事業についての相談とい

たしまして、身体障がいの方が０、知的障がいの方が５、精神障がいの方が 25 件となっております。これ

は、支援者の方々などとのケース会議などで、関わった件数となっております。

続きまして、成年後見制度利用についての相談でございますが、身体障がいが０、知的障がいの方が 13、

精神障がいの方が 69、その他の方が４件となっております。この「その他」といいますのは、不明と言い

ますか、相談の方がどの障がいか名乗らなかったというようなことで、不明が４件となっております。合計

としまして、身体障がいの方が１件、知的障がいの方が 260 件、精神障がいの方が 470 件、その他が、４

件となっております。

また、受任している件数でございますが、これは昨年度受任したものではなく、実際に受任して援助をし

ている累計の数となっております。まず、福祉サービス利用支援事業についてですが、身体障がいの方が４

件、知的障がいの方が５件、精神障がいの方が３件となっております。続きまして法人後見ですが、身体障

がいの方が０、知的障がいの方が０、精神障がいの方が２件となっておりまして、合計で身体障がいの方が

４件、知的障がいの方が５件、精神障がいの方が５件、となっております。

続きまして、（３）の成年後見制度研修会といたしまして、今年の２月 22 日に、講師としまして池田恵

理子様をお招きいたしまして、「人としての尊厳を守るために地域で支える市民後見」と題しまして、講演

が行われました。

最後に、裏面なのですけれども、申し立て費用、成年後見人に対する報酬の助成としまして、成年後見人

費用助成が１件となっております。以上です。

下田リーダー：ありがとうございました。ただ今のご報告につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょ

うか。

市川委員：千葉県の権利擁護センターぱあとなあから来ました、社会福祉士の市川恵子と申します。この資料

を見ると、（２）の受任件数ということで、これは累計値ということですか。成年後見制度を利用している

のは。浦安市の場合は、精神障がい者の方は２名という判断していいですか。数としては２名なのですね。

はい。わかりました。それから今度、裏の面の２番にいきますが、これ、申し立て費用のところの、あの助

成なのですけれども、報酬の助成が１件は、26、25 年度の数字でしたよね。

事務局：そうですね。

市川委員：はい。わかりました。ありがとうございます。

下田リーダー：よろしいでしょうか。それではほかに質問等ございますでしょうか。それでは、サブリーダー

の社会福祉協議会の石井委員から補足をお願いします。

石井サブリーダー：今、ご質問にもありましたように、法人として、精神障がいの方の２名の後見をやらせて
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いただいております。成年後見事業を 24 年度から受託させていただいておりますが、24 年度は実質的には

ゼロ件でしたが、25 年度で、法人としての障がいの方々への後見が２件という状況でございますので、付

け加えさせていただきます。

下田リーダー：ありがとうございました。ただ今のご報告を踏まえて何かございますでしょうか。

市川委員：ぱあとなあの市川です。法人後見では、精神障がいの方２名ですね。で、法定後見のところでは、

受任している障がいの方はあるんですか。

石井サブリーダー：はい。法定上の後見となりますと、市から受託をさせていただいておりますが、裁判所の

ほうで、トータルでの報告になってしまいますので、浦安市で、たとえば、障害区分に応じて何人という部

分については、なかなか把握することがすごく難しいかなというふうに思っております。ただ、今日、資料

としてお持ちしてないのですが、どこまで裁判所と調整できるか確認して、ご報告ができるようであれば、

報告させていただければと思います。

下田リーダー：よろしいでしょうか。では、ほかにございますでしょうか。それでは、こちらもまた、お気づ

きになりましたら、立ち戻って質問をしていただいても結構でございますので。続きまして、３番目の議題

に入らせていただきます。３番目の議題につきましては、虐待防止センターの実績報告いうことでございま

す。こちらにつきましても、事務局から報告を願いいたします。

事務局：平成 25 年度の障がい者虐待防止センターの実績報告をさせていただきます。障がい者虐待には、養

護者による虐待、施設従事者等による虐待、企業、会社等の使用者による虐待の３つの類型がございます。

福祉施設従事者等による虐待と、使用者による虐待は、ゼロとなっております。

まず、養護者による虐待なのですが、本人以外からの通報と、ご本人からの届出と分けております。で、

まず、本人以外からの通報ですが、現在対応中で事実確認中のものがゼロ。同じく対応中で、虐待ありのも

のが５件。対応終結はゼロで、結果的に虐待なしと判断したものは５件で、合計 10 件となっております。

その右側になります、本人からの届出なのですけれども、合計で５件となっておりまして、虐待ありで対

応中が１件、虐待なしが４件となっております。ちなみに、合計で虐待なしが９件なのですが、虐待なしだ

ったといって、うちのほうは何もしていないかというと、決してそういうことではなく、結果的に虐待は見

られなかったのですけれども、養護者支援ですとか、ご本人の支援などを行いながら、虐待が起こらないよ

うにしているところでございます。

続きまして、受任事案の詳細ですけれども、虐待の種類なのですけれども、複数回答ですので、例えば身

体的虐待と心理的虐待があった場合、そういった形で、両方の数字が掲載されておりますので、合計と実人

数が必ずしも合っておりません。

まず、虐待の種類としまして、身体的虐待が９件、心理的虐待が５件、ネグレクトが８件、経済的虐待が

５件、合計 27 となっております。

また、虐待者の障がいの種別なのですけれども、身体障がいの方が４件、知的障がいの方が５件、精神障

がいの方が５件。発達障がいの方が１となっておりますが、すみません、ゼロでございます。その他としま

して、難病が１件で合計で 15 件となっております。

続きまして、研修会なのですが、障がい者虐待防止研修会としまして、昨年 11 月 28 日に、毎日新聞の

論説委員の野沢和弘さんをお迎えしまして、障がい者虐待について講演を行ったところです。83 名が集ま

りました。

今年度の事業計画なのですが、５月と 11 月と２月に、第１回高齢者・障がい者等における虐待防止対策

協議会を開催する予定です。で、６月、10 月、２月に、虐待の対策協議会の実務者会議を開催する予定と
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なっております。ほかに、12 月に障がい者週間としましての、基調講演ですとか、１月に研修会などを予

定しております。以上でございます。

下田リーダー：ありがとうございます。それでは、ただ今の報告につきまして、ご質問、ご意見等ございます

でしょうか。

高木委員：商工会議所の高木でございます。いつもお世話になります。１つ教えていただきたいのですが、今

読みあげた中の受任事案の詳細の中で、虐待の種類、真ん中ですね、上から５番目の経済的虐待は、具体的

に言うとどういった内容が入るのか、教えていただければと思うんですが。

事務局：一件一件挙げていくと時間の関係もあるので、大まかと言いますか、説明させていただきますと、ま

ず、ご本人の年金を養護者が使ってしまっているっていうことと、あと、ご家族の収入なんですけれども、

その障がいのある方にお小遣い程度しか渡さなくて、大部分はその養護者が結構、自由にそのお金を使って

しまっているといった事例がメインとなっております。

下田リーダー：よろしいでしょうか。その他ご質問等ございますでしょうか。また、事前にお送りしました次

第でもお願いさせていただきましたが、他市町村等の虐待防止の試みなどについて、事例がありましたら、

併せてお聞かせいただければと思います。

今後、権利擁護部会ではこの点について、いろいろとまた事例の紹介なども含めながら協議していきたい

と思いますので、その際にいろいろこういう事例がございますとか、こういうことを聞きましたというよう

なのがございましたら、積極的に部会で、ご報告ご紹介いただければと思います。併せてお願いを申し上げ

ます。

事務局：すみません。補足なのですが、議題３の資料ですが、受付件数が数字が十分ではなかったので、本日

急きょ差し替えさせていただきました。よろしくお願いいたします。

下田リーダー：はい、本日配られました資料が、正確な数字ということのようでございますので、こちらのほ

うの数字をご参照いただきたいと思います。

それでは、議題４と５ということで一緒に協議させていただきたいと思います。啓発広報イベントの年間

計画及び企画、それから先ほどご紹介いたしましたバリアフリーハンドブック。新しく委員になられた方で、

バリアフリーハンドブックってどういうものかなとお思いになる方がいらっしゃると思いますが、これを広

く普及していきたいということでございます。

啓発広報イベントの年間計画及び企画。これに関係づけまして、議題５のバリアフリーバンドブックの活

用についてということを、議論していきたいと思っております。そこでまず、その点につきまして、事務局

の菊池さんよりご報告お願いいたします。

事務局：「啓発・広報イベントの年間計画及び企画とバリアフリーハンドブックの活用について」という資料

に出前講座とありますが、市では出前講座というものを行っておりまして、障がい事業課でも、要望があれ

ば講座を行っていまして、バリアフリーハンドブックを活用して今年も行っていきたいと考えております。

続いて、公共施設での配布ですが、先ほど下田リーダーからもお話があったように、バリアフリーハンド

ブックを、公民館、駅前行政サービスセンター、障がい福祉課、事業課、社会福祉協議会などの公共施設で、

今年も継続して配布していきたいと考えております。

続きまして、市内でのイベントや研修で、このバリアフリーハンドブックを配布して、啓発活動を行って

いきたいと考えています。また、教職員研修での配布ということなのですけれども、昨年は新規採用の教職

員の方、たちを対象にした研修の中で、障がいに関する研修を行いまして、そこでバリアフリーハンドブッ

クを配布したところなのですが、今年も継続してやっていこうと考えています。お話させていただいたのは、



9

去年もやっていた取り組みなのですけれども。今年から新たに、ボーイスカウトやガールスカウトや子供会

などで、福祉講座や当事者の講演などでも、バリアフリーハンドブックを配布していきたいというふうに考

えています。

また、小学校や PTA が主催で福祉体験教室というものをやっているのですけれども、こちら社会福祉協

議会が協力して行っている講座なのですが、ここで、バリアフリーハンドブックを今年は配布していきたい

と考えています。

小中学生というところで、社会福祉協議会ボランティアセンター福祉体験教室の活用というところからな

んですけれども、参考までに、平成 25 年度のこの福祉体験教室の実績を載せていまして、小学校の４年生

を中心に 13 校で、この福祉体験教室が開催されました。小学校の全 18 校の４年生の児童数は 1868 人なの

で、去年と同じぐらい体験教室が開催されれば、1350 部ぐらいは、配布できるのではないかと見込んでい

ます。

また、小中学校への提案とありますが、市内の小中学校の先生方にバリアフリーハンドブックを配布して、

総合学習の時間で活用することを提案したいと考えています。そこで、先ほどの福祉体験教室と、今お話し

た、教職員の方にバリアフリーハンドブックを配布するということなのですけれども、６月５日の校長会の

ほうで、正式にお願いすることとなっております。

続きまして、ボランティアセンター主催の夏休みボランティア、市民活動センター主催の夏休みボランテ

ィアとありますが、夏休みボランティアというものがありまして、ボランティアセンターが主催しているも

のは、対象が中学生から大学生まで。市民活動センターが主催しているものは、中学生から 20 代の方が対

象となっている、夏休みに希望する学生さんなどがボランティアを体験できるというものなのですけれども、

説明会に参加した子どもたち、学生さんたちに、バリアフリーハンドブックを配布させていただきたいと考

えています。

続きまして、去年も行ってきた取り組みなのですけれども、広報うらやすの 12 月１日号で、障がい者週

間の特集を今年も組みたいと考えております。

続きまして、バリアフリーコンサートとありますが、12 月 21 日に開催するコンサートで、会場でバリア

フリーハンドブックを配布し、また、ステージで、少し啓発活動を行っていきたいと考えております。以上

で、議題４と５の説明を終わらせていただきます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今回事務局から、このようなご提案を出させていただいた経緯等なんで

すけれども、昨年度この部会で、どのように配布していけば広く配布できるだろうかということで、たくさ

んご意見をいただいてきました。委員の皆さんからは、ターゲットを絞り込んでいけばいいんじゃないかと

いうことで、そのターゲットをどこに焦点を絞るかというと、やはり、子どもたちに配りたいということ、

また、教職員に配りたいというご意見がたくさんありましたので、市のほうで今活用できる行事、イベント

が、何があるだろうということで、もう一度、ほかの部署が企画している行事等含めて洗い出したところで

す。今回、今までのイベントプラス、このような形で提案をさせていただきます。

このあと福祉計画策定についても次の議題でお話させていただきますが、計画策定のためのアンケート調

査、手帳を持っている方中心に 5000 人に配らせていただきました。その中で、障がいへの理解を深めるた

めに何が必要かと思いますかというお尋ねをしていますが、その中で、最も高いものが、学校での福祉人権

教育を充実する。こちらが 36.7％ということで、３年前に引き続いて、今回もやはり一番高い、必要なこ

とというふうに挙げられております。こういったところから、学校で、子どもたちに配布するということで、

教材とまではいかないけれども、福祉側のイベントを活用して何ができるかというふうに検討させていただ



10

きました。教職員等に配りますと、今説明した資料の裏側ですが、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校

までの教職員全員に配ると、1638 人。これは、校長会でまず校長先生に、ぜひ活用を図っていただきたい

ということで配らせていただきます。同時に、小中学生に直接配れる場面として、社会福祉協議会のほうに

依頼に行って来まして、こちらの福祉体験教室と一緒に配れないかということで考えてきました。このよう

な形で、今日ご賛同いただければ、今年度は、子ども、学校中心に配ってい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。

下田リーダー：どうもありがとうございました。それでは、ただ今の事務局からの説明を受けまして、何かご

質問、あるいはご意見、感想なんでも結構でございます。ございますでしょうか。

特に今年度は、子どもと、それから、教育に携わっている教職員の方中心にこのバリアフリーハンドブッ

クを手に取ってもらって、広く普及していこうということで、昨年度、部会のほうでは議論を重ねてまいり

ました。ということを踏まえまして、また、さらに何かご意見追加があれば承りたいと思いますが、いかが

でしょうか。

枝川委員：浦安手をつなぐ親の会の枝川です。このバリアフリーハンドブックの配布のことで、去年も出たと

思うんですが、今の在庫と、それから今年度どのぐらい印刷するか。それによって、協賛金を集めるか集め

ないかっていうテーマもあったと思うんですが、そのこともやっぱり、話し合っていったほうがいいと思い

ますね。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今ちょっと、説明を忘れてしまって申し訳ありませんでした。昨年度同

じように協賛金についてもご意見をいただいてきましたが、まだ、もう少し、整理をする必要があるのかな

ということで、昨年度の議事録等読み返しても、なかなか全員が、この形でいいんじゃないかというところ

に至っていませんでした。今回、配布計画 4500 部ということで概数出していますが、この枚数、冊数であ

れば、今予算計上をさせていただいています予算のほうで、印刷は可能と計画しているところです。ただ、

協賛金をお願いするということで、企業に対しての周知もできると考えておりましたので、この方法につき

ましては引き続き、ご意見をいただきながら、検討を続けていきたいと思っておりますので、まず、今年度

は、予算を使って配布する 4500 部ということで計画をさせていただきした。

下田リーダー：よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。これもまた事前に次第でお願いさせてい

ただきましたが、他市町村等の、啓発、広報の試みにつきまして、事例をご存知でしたら、ご紹介いただけ

るとありがたく思います。また、バリアフリーハンドブックの啓発広報活動を行えるイベント、こういうイ

ベントあるんじゃないかというようなものがございましたら、教えていただければと思いますので、併せて

お願いいたします。

それでは、後程お気づきになりましたら、障がい事業課に、メールでも、ファックスでも電話でも構いま

せんので、お知らせいただければ、次回の部会の際に盛り込んで議論させていただきます。併せてよろしく

お願い申し上げます。

事務局から、啓発・広報イベントの年間企画及びバリアフリーハンドブックの活用について（案）という

ことで、資料として出させていただきましたが、特にご異論がなければ、この方針に沿って進めていきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

はい、特にご異論等ないようでございますので、まず、この年間計画に沿って、啓発広報活動、バリアフ

リーハンドブックの活用を進め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、議題６ということで、障がい者福祉計画の策定についてということで策定委員会の委員になら

れている方も、この部会に多く出席しておられますのが、すでに第１回目の障がい者策定委員会は行いまし
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たけれども、これにつきまして、事務局から報告をさせていただきます。

事務局：議題６、障がい者福祉計画の策定についてご説明させていただきます。初めに、計画の位置付けです

が、まず、上位計画として浦安市総合計画があり、その下に地域福祉の推進をするための地域福祉計画、そ

の下に分野別計画として浦安市障がい者福祉計画が、位置付けられております。この計画は、同じ分野別計

画の、子育て支援総合計画などと相互に連携、補完し合いつつ、つくられております。

それでは次のページお願いいたします。計画の構成ですが、この計画は、障害者基本法にもとづく障がい

者計画と、障害者総合支援法にもとづく障がい福祉計画からなっております。第１編、障がい者計画は、市

が取り組むべき障がい者施策の方向性を定めたもので、第２編の障がい福祉計画は、地域生活に必要なサー

ビス量と確保策を定めております。

計画の期間ですが、平成 27 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの６か年の計画のうち、前期計画の

平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの３か年となっております。計画策定のスケジュールです

が、進捗状況調査を５月に行います。また、５月 12 日に第１回の障がい者福祉計画策定委員会を行いまし

たが、２月までに、合計６回行う予定です。また、それと同時に部会の意見収集を 11 月までに行い、当事

者団体のヒアリングも、６月から７月にかけて予定しております。

このような段取りで、計画素案の選定を 11 月までに行い、12 月に素案を提示し、パブリックコメントの

実施、１月にパブリックコメントの回答、素案の修正を行い、最終案を２月に提示したいと思っております。

その後印刷を行い、３月には計画策定及び公開をしたいと思っております。

それでは次のページお願いいたします。次に、国の障害者基本計画第３次についてですが、国の障害者基

本計画は、障がい者の自立、及び社会参加の支援等のための、政策の最も基本的な計画と位置付けられてお

り、計画の期間は平成 25 年度から 29 年度までの５年間となっております。

次に、この計画の特徴ですが、平成 23 年の障害者基本法改正を踏まえ、施策の基本原則を見直し、１番

地域社会における共生等、２番差別の禁止、３番国際的協調を基本原則としております。また、施策の横断

的視点として、障がい者の自己決定の尊重が明記されました。計画の期間なんですが、制度や経済社会情勢

の変化を踏まえ、従来の 10 年だったものを５年としております。また、障がい者基本法改正、障がい者、

差別解消法の制度等を踏まえ、次の３つの分野が新設されました。

１つ目が、安心・安全。２つ目が、差別の解消及び権利擁護の推進。３つ目が行政サービス等における配

慮、となっております。

既存分野におきましては、ニーズ応じた福祉サービスの充実、精神障がい者の地域移行の推進、新たな就

労先決定の仕組みの構築、障がい者雇用の促進及び就労支援の充実、優先調達の推進等における福祉的就労

の底上げ、障がい者権利条約の早期締結に向けた手続き推進等の６分野において、既存施策の充実・見直し

が行われました。

市町村の障害者福祉計画に関わる基本指針において、PDCA サイクルが導入されました。また、基本指針

では、障害福祉計画の策定にあたっての基本的な考え方や、達成すべき目標、サービス提供に関する見込量

の見込み方などを提示されたことから、障害福祉計画の PDCA サイクルでの、想定される形といたしまし

ては、①基本指針を踏まえ、平成 29 年度までの目標、サービス提供に関する見込量、その確保方策を定め

る計画、②番の方策等を実施、③番、定期的に進捗状況について評価する。④番、必要に応じて①の見直し

を行う、改善、といったサイクルで行います。この見直し後は再度①から④を繰り返して行います。

次に個別施策ですが、成果目標が示されるものは、福祉施設から地域生活への移行推進、精神科病院から

地域生活への移行促進、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設から一般就労への移行促進の４点です。なお、
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地域生活支援拠点等の整備は、新規に追加されたものです。またその他では、障がい児支援体制の整備、計

画相談の連携強化、研修、虐待等の２点になっており、障がい児支援体制の整備も新規となっております。

施策の基本方向についてですが、現在の障がい者福祉計画の施策の基本方向は７分野です。今回、国が第

３次障害者基本計画で示された、施策の基本方向は 10 分野で、７番の安全・安心、８番の差別の解消及び

権利擁護の推進、９番行政サービス等における配慮、この３つの項目は、新規の分野として追加されたもの

です。

次にアンケート結果ですが、当事者アンケートにつきましては、ニーズの把握、障がいのある方を取り巻

く状況の変化の確認として、また事業者アンケートにつきましては、サービス提供の状況と新たな事業展開

の可能性の把握の資料として、計画に反映させていきたいと思っております。

次に障がい者手帳の所持者の推移ですが、平成 22 年度の 26 年度を比較いたしますと、身体障害者手帳

で 318 人、療育手帳で 78 人、精神障害者保健福祉手帳で 262 人、合計 658 人が増加しており、年間約 165

人ずつ増加しております。なおこの、21 年度の統計方法なんですが、異なった方法により集計しておりま

すので、人数が多めになっております。そのため 22 年度と 26 年度を比較させていただきました。

次に年齢別の障がい者の状況ですが、手帳所持者の欄を見ていただきますと、１番多いのが 70 代で 829

人、次に 60 代が 663 人、次に 80 代で 518 人です。この３つの年代を合計いたしますと、2010 人で手帳所

持者数の半分以上を占めております。

精神障害者保健福祉手帳の所持者は、30 代から 50 代が多く、療育手帳では０歳児から 20 代、身体障害

者手帳では 60 代から 80 代が多くなっております

年齢別の、０歳から 17 歳、18 歳から 64 歳、65 歳以上の３つにわけた集計では、人口割合を見ますと、

どの年度表を見ても、０歳から 17 歳と、18 歳から 64 歳までは、１パーセント代で推移しております。65

歳以上では７パーセント代と、高い割合での推移となっております。

次に、難病疾患者状況ですが、難病疾患者見舞金登録者数で、手帳所持者数の割合を見ていただきますと、

０歳から 17 歳が 25.56 パーセント、約４人に１人が手帳所持者です。また、18 歳から 64 歳までは 17.72

パーセントで、約６人に１人、65 歳以上ですと、33.08 パーセントで約３人に１人が難病疾患者の内、手

帳所持者となっております。また、疾患別で見ますと、特定疾患が登録者数・手帳所持者数とも多くなって

おります。以上簡単ですが、議題６の説明をとさせていただきます。

下田リーダー：ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、ご質問、ご意見ございますでしょうか。

いかがでしょうか、感想等でも結構でございます。５月 12 日に、自立支援協議会、第１回目の会議と、

それから、この、浦安市障がい者福祉計画の策定の委員会というのを開催いたしました。この資料はそのと

きに配布され、協議されたものがベースになっております。何かございますでしょうか。

よろしいでしょうか。主に、こちらのほうはデータと、それから方向性、行程表というのが中心になりま

すので、これについてはまた、その都度ですね、委員会の議論が進んだ段階で、それぞれの進捗状況とか、

その点で議論になったポイントとかは、ご報告申し上げて、ご意見を拝聴しながら、進めていきたいと考え

ております。何かございますか。

それでは、もしあとでお気づきになりましたら、メールでもファックスでも、電話でも結構でございます。

ご意見を障がい事業課に、お寄せいただきたいと思います。いただいた意見は、事務局等でとりまとめまし

て、次回の部会、あるいは、障がい者福祉計画策定委員会の際に、参考意見として、出さしていただきたい

と考えております。ありがとうございました。

それでは、あらかじめ用意しました議題としては、これですべてになります。
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事務局：権利擁護部会の開催日日程に関するアンケートということで、今後の部会の日程、時間など、委員の

皆様にご意見を頂戴したいと思っております。よろしくお願いします。

次回は、７月の 14 日、月曜日、２時から文化会館の中会議室を予定しております。よろしくお願いした

いと思います。

最後に、名簿に間違いがございましたので、後日、本日の議事録と一緒にお送りさせていただきたいと思

います。申し訳ございませんでした。

下田リーダー：ありがとうございました。なるべく多くの委員の方にご出席いただいて、たくさんの意見を拝

聴したいと思っております。みんなでつくっていく委員会でございますので、アンケートをよろしくお願い

いたします。 では、委員の皆様から何かございますでしょうか。全般を通してでも結構ですし、なにか。

足立委員：つまらないことで申し訳ないんですけど、そのスケジュールですけれども。月曜日っていうのはで

すね、意外に病院に行ったりなんかすることが多いんですけれど、特に月曜日は、休みの日が多いんですよ

ね。連休になってしまう。だからなるべく避けていただきたいと思います。以上です。

下田リーダー：はい、かしこまりました。ということで、その点もアンケートに、たくさんの声で月曜はなる

べく避けたいっていうことであれば、月曜は避けていく方向で日程を組んでいきたいと思います。それぞれ

ご都合がおありかと思いますので、よろしくお願いいたします。ほかにございますでしょうか。

それでは、議題について、委員の皆様のご協力とそれからいろいろご意見いただいたということで、早い

ですが、これで第１回権利擁護部会を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。



平成 26 年５月 29 日（木）

午後２時～４時

健康センター第１会議室

浦安市自立支援協議会第 1回権利擁護部会

１．開会

新任委員紹介

２．議題

（１）平成 26 年度権利擁護部会について

（２）成年後見制度実績報告

（３）虐待防止センター実績報告

（４）啓発・広報イベントの年間計画及び企画について

（５）バリアフリーハンドブックの活用について

（６）障がい者福祉計画の策定について

３．閉会



1

議題１資料

浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

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。

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．障がい者福祉計画策定委員会

次期（平成 27 年度～29 年度）の障がい者福祉計画を策定するため、自立支援協議会に「浦

安市障がい者計画策定委員会」を設置する。

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

福祉計画策定委員会 年６回

５．報酬等

自立支援協議会 １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円（報酬）

障がい者福祉計画策定委員会 １回あたり 委員長 9,500 円 委員 9,000 円（報償）

部会 １回あたり 5,000 円（報償）

＊ただし、指定管理者・委託事業者・社会福祉法人に所属する委員は報酬等なし

合同部会及び部会で任意に開催する作業部会 報酬等なし

介助者及び意見徴収のために参加する者 報酬等なし

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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６．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。

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。

７．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し、議事録には委員の氏名を掲載する。

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。

また、代理人については、代理人が希望した場合のみ、「団体名 委員代理」と表記し、匿

名扱いとする。

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。

８．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

９．開催スケジュール

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○

福祉計画策定委員会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○
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１０．平成 26 年度権利擁護部会の議題

主な課題 平成 26 年度の議題

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

障がい者週間の記念イベントの企画・運営

障害者差別解消法施行に向けての取り組み（新規）

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の実績報告

障がい者への虐待を防止するための取り組み（新規）

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

上記の課題に共通する事項（新規）
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定について

（新規）

日程 議題

第 1 回

（１）平成 26 年度権利擁護部会について

（２）成年後見制度実績報告

（３）虐待防止センター実績報告

（４）啓発・広報イベントの年間計画及び企画について

（５）バリアフリーハンドブックの活用について

（６）障がい者福祉計画の策定について

第２回

（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）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

（３）啓発・広報イベントの実施について

（４）障がい者福祉計画の策定について

第３回

（１）障がい者への虐待を防止するため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・広報イベントの実施について

（４）バリアフリーハンドブックの活用について

第４回

（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）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）啓発・広報イベントの実施結果について

（５）平成 27 年度・28年度権利擁護部会の方向性について



議題２資料

平成２５年度障がい者成年後見制度実績報告

１．障がい者成年後見制度支援事業

知的な障がいや精神に障がいがある方で判断能力が不十分な方が地域で安心して

生活を続けられるよう、社会福祉協議会に委託して次の成年後見制度支援業務を

おこなっている。

○金銭管理や重要書類の管理などの相談を受け、必要に応じ成年後見人、保佐人

又は補助人を受託する。

○制度の周知、市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修をおこなう。

○成年後見制度の利用等の審議をするための審査会を置く。

（１）権利擁護相談件数（のべ件数）

障がい種別

相談内容
身体障がい 知的障がい 精神障がい その他

福祉サービス利用支援事業 1 242 376 0

法人後見（受任者、支援者等） 0 5 25 0

成年後見制度利用 0 13 69 4

計 1 260 470 4

（２）受任件数（実件数）

障がい種別

内容
身体障がい 知的障がい 精神障がい その他

福祉サービス利用支援事業 4 5 3 0

法人後見 0 0 2 0

計 4 5 5 0

（３）成年後見制度研修会

テーマ：人としての尊厳を守るために地域で支える「市民後見」

講師：池田 恵利子氏（社会福祉士、あい権利擁護支援ネット代表理事）

日時：平成２６年２月２２日（土） 午前１０時３０分～１２時

対象：支部社協推進委員

参加者：５６人



２．申し立て費用・成年後見人に対する報酬の助成

成年後見制度の利用を支援する事業として、成年後見制度の審判申立てに要す

る費用（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部又は一部の助成を

おこなっている。

審判申し立て費用助成 ０件

成年後見人費用助成 １件



議題３資料

【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 0
虐待あり、支援中 6

対応終結 虐待なし 2
小計 8

届出（本人） 対応終結 虐待なし 1
合計 9

【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 9
②性的虐待 0
③心理的虐待 5
④放棄・放置 8
⑤経済的虐待 5
計 27
①身体障がい 4
②知的障がい 5
③精神障がい 5
④発達障がい 1
⑤その他 1
計 16

0②施設従事者等による虐待

被虐待者の障がい種別

障がい者虐待防止研修会
テーマ：障害者虐待について
講 師：野沢 和弘氏（毎日新聞論説委員）
日 時：平成２５年１１月２８日（木）１８：００～１９：３０
対 象：市内障がい者施設職員
参加者：８３名

平成２６年度 事業計画（予定）
○ ５月 第１回高齢者・障がい者等虐待防止対策協議会の実施
○ ６月 第１回高齢者・障がい者等虐待防止対策協議会実務者会議の実施
○１０月 第２回高齢者・障がい者等虐待防止対策協議会実務者会議の実施
○１１月 第２回高齢者・障がい者等虐待防止対策協議会の実施
○１２月 障がい者週間～基調講演等
○ １月 研修会の開催
○ ２月 第２回高齢者・障がい者等虐待防止対策協議会の実施

第２回高齢者・障がい者等虐待防止対策協議会実務者会議の実施

平成２５年度 障がい者虐待防止センター 実績報告（25.4.1～26.3.31）

虐待の種類

0③使用者による虐待

①養護者による虐待

対応中
通報

（本人以外）



議題４・５資料

啓発・広報イベントの年間計画及び企画と

バリアフリーハンドブックの活用について（案）

○出前講座（継続・通年）

バリアフリーハンドブック等を活用した市民向けの講座

○公共施設でのバリアフリーハンドブック配布（継続・通年）

市内の公民館、駅前行政サービスセンター、障がい福祉課・障がい事業課窓口・

社会福祉協議会 等

○市内イベント・研修でのバリアフリーハンドブック配布及び啓発（継続・通年）

○教職員研修でのバリアフリーハンドブックの配布・活用（継続・通年）

○ボーイスカウト、ガールスカウト、こども会などへの提案（新規・通年）

バリアフリーハンドブックを配布すること浦安市職員による福祉講座、当事者の

講演などの提案などをおこなう。

○小中学校・ＰＴＡ主催「福祉体験教室」への提案（新規・通年）

社会福祉協議会が協力し、講師を派遣している小中学校への出前講座「福祉体験

教室」でバリアフリーハンドブックの配布や講師の派遣の提案をおこなう。

○小中学校への提案（新規 7月）

総合学習の時間でバリアフリーハンドブックを活用することを提案するため、市

内小中学校教職員にバリアフリーハンドブックを配布。

○ボランティアセンター主催「夏休みボランティア」への提案（新規・夏休み期間）

ボランティアセンター主催のボランティア講座（対象：中学生から大学生）での

バリアフリーハンドブック配布の提案をおこなう。

○市民活動センター主催「夏休みボランティア」への提案（新規・夏休み期間）

市民活動センター主催のボランティア講座（対象：中学生から２０代の方）での

バリアフリーハンドブック配布の提案をおこなう。

○障がい者週間の啓発・広報（継続・12 月）

広報 12 月 1 日号で「障がい者週間」の特集を組むことを提案。

平成 24 年度は、当事者インタビュー、平成 25 年度は障がいに関するマークやバ

リアフリーハンドブックの紹介などが掲載された。

○バリアフリーコンサートへの協賛・出演（新規・12 月）

12 月 21 日に開催する施設利用振興公社主催のバリアフリーコンサートに協賛。

会場でのバリアフリーハンドブックの配布と、ステージで 10～15 分間啓発活動

をおこなう。



◎平成 26 年度バリアフリーハンドブック配布計画

○教職員等 単位：配布部数

公立 私立 計

保育園 334 144 478

幼稚園 120 62 182

小学校 493 493

中学校 230 40 270

高等学校 90 125 215

計 1,267 371 1,638

○小中学生

・社会福祉協議会ボランティアセンター福祉体験教室の活用 約 1,350 部

（参考）平成 25 年度 小学校４年生中心に 13 校で開催。

※小学校 全 18 校の４年生児童数は 1,868 人

・ボーイスカウト、ガールスカウト、こども会など 約 500 部

○各種イベントでの配布 700 部

○研修・窓口等 300 部

合計 約 4,500 部



浦安市障がい者福祉計画の策定について

議題６資料

＊第１回 障がい者福祉計画策定委員会 配布資料



計画の概要（位置付け）

浦安市総合計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画

浦
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画
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計
画
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市
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福
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計
画
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す
２
１

「障害者基本計画」
をはじめとする国の
障がい者関連計画及
び法制度

千葉県障害者計画な
ど県の関連計画

浦安市地域福祉計画

そ
の
他
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連
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個
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第1編「障がい者計画」

市が取り組むべき障がい者施策の方向性。

計画の概要（構成）

＊現計画より抜粋



第２編「障がい福祉計画」

地域生活に必要なサービスの見込み量と確保策。

計画の概要（構成）

＊現計画より抜粋



計画の概要（計画期間）

○平成27年4月1日から平成33年3月31日までの６か年計画の
前期計画

○計画期間 平成27年4月1日から平成30年3月31日



４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

市役所担当課進捗状況調査 ○

福祉計画策定委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

部会の意見収集

当事者団体等ヒアリング ○

計画素案策定

計画素案提示 ○

パブリックコメント実施

パブリックコメント回答 ○

計画素案修正等

計画最終案提示 ○

計画書印刷製本

計画策定及び公開 ○

計画策定スケジュール



国の障害者基本計画（第３次）について（概要）

障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画

基本理念
全ての国民が，障がいの有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有する
かけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり，全ての国民が、
障害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

期間
平成２５年度～２９年度



国の第３次基本計画（特徴）

○障がい者施策の基本原則等の見直し
地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調
施策の横断的視点として，障がい者の自己決定の尊重を明記

○計画期間の見直し
１０年⇒５年

○施策分野の新設
○安全・安心
○差別の解消及び権利擁護の推進
○行政サービス等における配慮

○既存分野の施策の見直し
○ニーズに応じた福祉サービスの充実
○精神障がい者の地域移行の推進
○新たな就学先決定の仕組みの構築
○障がい者雇用の促進及び就労支援の充実
○優先調達の推進等による福祉的就労の底上げ
○障がい者権利条約の早期締結に向けた手続の推進等



市町村の障がい者福祉計画に係る基本指針

○ＰＤＣＡサイクルの導入
「成果目標」「活動指標」の見直しと明確化、各年度の中間評価、評価結果の公表等

基本指針（厚生労働省）
障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービス提供に
関する見込量の見込み方等の提示

障害者福祉計画（都道府県、市町村）
①基本指針を踏まえ、平成２９年度までの目標、サービス提供に関する見込量、

その確保方策等を定める
（Ｐ－ＰＬＡＮ・計画）

②方策等の実施する
（Ｄ－ＤＯ・実行）

③定期的に進捗状況を評価する
（Ｃ－ＣＨＥＣＫ・評価）

④必要に応じて①の見直しを行う
（Ａ－ＡＣＴ・改善）

＊①、②、③、④を繰り返す。



市町村の障がい者福祉計画に係る基本指針

個別施策 ◎は、成果目標が示されるもの

◎福祉施設から地域生活への移行促進

◎精神科病院から地域生活への移行促進

◎地域生活支援拠点等の整備

◎福祉施設から一般就労への移行促進

○障害児支援体制の整備

○計画相談の連携強化、研修、虐待防止等



施策の基本方向について

＊現計画の基本方向



施策の基本方向について

国の第３次障害者基本計画で示された施策の基本方向



当事者・事業者アンケート結果の計画への反映

○当事者アンケート
ニーズの把握、障がいのある方を取り巻く状況の変化の確認

⇒障がい者計画 新規事業・事業拡大等の検討の基礎資料
障がい福祉計画 必要なサービス量の把握の基礎資料

○事業者アンケート
サービスの提供の状況と新たな事業展開の可能性の把握

⇒障がい者計画 事業の拡大等の検討の基礎資料
障がい福祉計画 必要なサービスを提供するための確保策の

基礎資料



障がい者手帳所持者の推移
各年4月1日現在

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

人 口 162,944人 164,040人 165,128人 162,679人 162,155人 162,952人

身体障害者手帳 2,738人 2,519人 2,549人 2,685人 2,774人 2,837人

割 合 1.7% 1.5% 1.5% 1.7% 1.7% 1.7%

療育手帳 538人 582人 615人 598人 626人 660人

割 合 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

精神障害者保健福祉手帳 323人 355人 431人 474人 527人 617人

割 合 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%

手帳所持者の合計 3,599人 3,456人 3,595人 3,757人 3,927人 4,114人

割 合 2.2% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5%



年齢別障がい者の状況

○平成26年1月 年齢10歳階級別

住基人口 身体 療育 精神
手帳所
持者

人口割
合

重複障
がい

0～9歳 15,706 49 96 5 137 0.87% 13
10～19歳 17,891 76 223 18 280 1.57% 37
20～29歳 21,846 89 139 72 274 1.25% 26
30～39歳 25,831 132 76 143 329 1.27% 22
40～49歳 30,403 254 69 157 464 1.53% 16
50～59歳 17,929 281 26 104 396 2.21% 15
60～69歳 17,764 586 16 66 663 3.73% 5
70～79歳 10,436 782 8 48 829 7.94% 9
80～89歳 3,872 505 0 14 518 13.38% 1
90～99歳 682 105 0 3 108 15.84% 0
100歳～ 18 3 0 0 3 16.67% 0
計 162,378 2,862 653 630 4,001 2.46% 144

注）平成24年7月9日に住民基本台帳法が一部改正され、外国籍の方（一部を除く）も住民基本台帳法の適用対象に
なりました。



年齢別障がい者の状況

平成26年１月現在 年齢10歳階級別



年齢別障がい者の状況 平成24年～26年

Ｈ26年1月 住基人口 身体 療育 精神
手帳所持
者

人口割合
重複障が
い

0～17歳 30,232 110 268 19 359 1.19% 38
18～64歳 108,644 1,040 373 515 1,834 1.69% 94
65歳～ 23,502 1,712 12 96 1,808 7.69% 12
計 162,378 2,862 653 630 4,001 2.46% 144

Ｈ25年1月 住基人口 身体 療育 精神
手帳所持
者

人口割合
重複障が
い

0～17歳 30,621 108 262 12 348 1.14% 34
18～64歳 109,030 1,040 346 423 1,729 1.59% 80
65歳～ 22,220 1,606 14 80 1,691 7.61% 9
計 161,871 2,754 622 515 3,768 2.33% 123

Ｈ24年1月 住基人口 身体 療育 精神
手帳所持
者

人口割合
重複障が
い

0～17歳 31,106 108 257 9 342 1.10% 32
18～64歳 108,405 1,023 311 389 1,660 1.53% 63
65歳～ 20,353 1,545 14 69 1,620 7.96% 8
計 159,864 2,676 582 467 3,622 2.27% 103

注）平成24年7月9日に住民基本台帳法が一部改正され、外国籍の方（一部を除く）も住民基本台帳法の適用
対象になりました。よって、24年１月以前の住基人口には外国籍の方は含まれていません。



年齢別障がい者の状況 平成21年～23年

※この統計は、障がい者手帳所持者の実人数によるものです。毎年度末に公表している統計は、障がい別
に重複して集計しているため、人数が異なります。

Ｈ23年1月 住基人口 身体 療育 精神
手帳所持
者

人口割合
重複障が
い

0～17歳 31,253 109 262 10 350 1.12% 31
18～64歳 110,495 1,000 289 341 1,570 1.42% 60
65歳～ 19,316 1,463 13 62 1,531 7.93% 7
計 161,064 2,572 564 413 3,451 2.14% 98

Ｈ22年1月 住基人口 身体 療育 精神
手帳所持
者

人口割合
重複障が
い

0～17歳 30,829 106 251 8 336 1.09% 29
18～64歳 110,389 988 280 310 1,525 1.38% 53
65歳～ 18,628 1,413 12 58 1,474 7.91% 9
計 159,846 2,507 543 376 3,335 2.09% 91

Ｈ21年1月 住基人口 身体 療育 精神
手帳所持
者

人口割合
重複障が
い

0～17歳 30,340 107 239 2 320 1.05% 28
18～64歳 110,276 997 260 258 1,471 1.33% 44
65歳～ 17,577 1,340 9 53 1,394 7.93% 8
計 158,193 2,444 508 313 3,185 2.01% 80



難病疾患者の状況 浦安市難病疾患者見舞金登録者数より

登録者数 手帳所持者 手帳所持者の割合 人口に対する登録者の割合 人口

954 224 23.48% 0.585%

0～17歳 180 46 25.56% 0.110%

18～64歳 508 90 17.72% 0.312%

65歳～ 266 88 33.08% 0.163%

特定疾患 751 164 21.84% 0.461%

小児慢性特定疾患 193 51 26.42% 0.118%

先天性血液凝固因子障害 4 3 75.00% 0.002%

浦安市独自助成（４疾患） 6 6 100.00% 0.004%

疾
患
別
内
訳

浦安市難病疾患者見舞金登録者数

平成26年３月末日

162,952人

年

齢

別

内

訳


