
1

平成２６年度第２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７月１４日（月）１３：３０～１５：３０

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）、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、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）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）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

（４）啓発・広報活動について

５．資料

議題１資料 差別解消法パンフレット

議題２資料（１）浦安市障がい者福祉計画（平成 24 年度～26 年度版）権利擁護関係事業一覧

議題２資料（２）平成 25年度障がい福祉に関するアンケート（抜粋版）

議題３資料 平成 26年度千葉県障害者虐待防止・権利擁護研修実施方針

議題４資料 平成 26年度啓発・広報活動計画

６．議事

事務局：ただいまより、平成 26 年度第２回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催します。本日はお忙し

い中、ご出席下さい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、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

特に個人情報に係る発言等につきましては、充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したいことがございます。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、会議を円滑にすすめるためにも、ご発言

の際は、挙手いただき、リーダーの「○○委員お願いします」の発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。

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。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、議事進行を務めさせていただきます。まず、議題１の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、事務局よりご説明をいただきたいと思います。

事務局：平成 25 年６月 26 日に障害者差別解消法が公布され、平成 28 年４月１日から施行されます。この背

景といたしまして、平成 24 年 10 月１日から障害者虐待防止法が施行されておりまして、第３条に差
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別の禁止が規定されております。

パンフレットを説明させていただきます。障害者差別解消法では、「不当な差別的取り扱いと合理的

配慮をしないことが、差別になります」とあります。不当な差別の取り扱いといたしまして、たとえば

障がいがあるという理由でスポーツクラブに入れなかったり、アパートを貸してもらえないとか、車い

すだからといってお店に入れないということが、不当な差別の取り扱いとなっております。

続きまして、合理的配慮をしないこととしまして、交通機関を利用したいときに、どの乗り物を乗っ

たらいいのかわからないので駅員さんに聞いても、わかるように説明してくれなかったとか、聴覚障が

いの方に声だけで話すとか、視覚に障がいがある方に書類を渡すだけで読み上げないとか、知的の障が

いの方にわかりやすく説明しないことは、「障がいのない方にはきちんと情報を伝えているのに、障が

いのある人には、情報を伝えない」ということになるということで、障がいのある方が困っているとき

に、その方の障がいに合った必要な工夫ややり方を伝えて、それをしてもらうことを合理的配慮となっ

ております。このように合理的配慮とは、わずかな配慮によって、障がいのある方が助かるということ

を意味すると考えられます。

また、役所と会社では、合理的配慮の考え方が、少し異なります。不当な差別の取り扱いは、どちら

も禁止されておりますが、合理的配慮は、役所は義務づけられていますけれども、会社や商店などは、

努力するようにとなっております。特に、個人のお店などには、過度の負担がかからないようにという

ことが、附帯決議の中で、述べられております。合理的配慮のためにお金がかかりすぎるのであれば、

その際はほかの工夫、やり方を考えることとなります。

たとえば行政機関でしたら、エレベーターなど設置をしなければならないと思いますが、これが、個

人のお店、たとえば、以前乙武さんの話で話題になりましたけれども、２階にある個人のレストランに

エレベーターをつけるとしたら、莫大な費用がかかるとは思うんですけれども。その際、ちょっとした

手助けによって２階のレストランに上がることができれば食事はとれたという、話になるかと思います。

先日、ある方からこのようなお話をうかがいました。旅行先のホテルで料理をペースト状にしてほし

いと、言ったんですけれども、断られてしまった。再度ホテル側にミキサーを持ち込ませてほしいとお

願いをしても断られてしまった。その方は、ホテルのおいしい食事を食べたかったとおっしゃっていま

す。もし、その際ホテルがちょっとした配慮、合理的配慮をしていたら、その方もおいしい料理を食べ、

楽しい旅行ができたかと思います。このように、ちょっとした配慮があれば、障がいのある方も楽しい

生活ができると思っております。以上、簡単ではありますが報告を終わらせていただきます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それでは、ただいまの説明と報告につきまして、ご質問あるいは何か

ご意見等ございますでしょうか。

では、事前にお送りした次第でもお知らせしたところでございますが、ご所属の団体や事業所などが

おこなっている、障がいのある方への配慮や取り組みについての事例について、ご意見をおうかがいし

たいと思います。

また、どのような配慮があれば暮らしやすくなるか。あるいは住みやすくなるか。委員の皆様が普段

感じていらっしゃることも、率直にお出しいただいて議論ができればと思いますので、よろしくお願い

いたします。

まず、明海大学での取り組みを先にご紹介させていただきたいと思います。大学という教育機関でご

ざいますので、DVD なども考えたんですが、高校生向けの学校案内になってしまうものですから、ま

ず口頭で大学としておこなっている配慮等についてご紹介させていただいて何か質問があればお受け

して、後日まとめて資料のような形で提示させていただきたいと思います。

明海大学は、1988 年、昭和 63 年に浦安キャンパスが２学部で出発しまして、現在４学部６学科、５
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千人ほどの学生を有しています。障がいのある学生もだいぶ増えてまいりました。

入試段階では、文部科学省の要請もありまして、できる限りいろいろな配慮をするということになっ

ております。もちろん、それ以前からもおこなってきたものもございます。

まず１つは、別室受験。十分な監督者が付き、十分な説明を事前に本人と保護者、高校の先生にいた

しまして、別室受験をしていただくというような形で対応しております。

入試方法の工夫ということで、以前にもございましたが、外部団体に協力をお願いしまして、点字で

の問題作成をして、できる限りの配慮をさせていただきました。

また、弱視の高校生が普段使っている大きな機器を持ち込んで受験をしたいということにつきまして

は、別室で、また、機器を使うため通常より長い時間設定をして、受験していただきました。

また、入学してからは、中心は授業、講義、あるいはゼミへの参加ということになりますので、固定

式の机の教室では、前方などに可動式の机を置いて車いすで授業を受けていただくなど、できる限りの

配慮をしました。板書等につきましても、大きく書く、あるいは、後でその学生向けの特別なプリント

を配るなどの配慮をしているつもりでございます。

また、行事への参加ということで、２年前、私のゼミの車いすに乗っている学生に３週間のオースト

ラリア研修に行ってもらいました。事前にオーストラリアの大学と綿密な打ち合わせをして、引率教員

も増やして、ホームステイだったので、ホストファミリーとの十分な協議重ねまして、また、保護者の

方も交えてお話をして、無事に３週間の研修を終えて帰ってまいりました。非常にいい研修だったとい

うことで、本人も満足していたようでございます。

施設面での配慮ですが、1988 年、今から 26 年前にできたときは、入室もカードで、機器もボタン１

つで操作できるということで、最新式の校舎ということで、当時はいろんな場で取り上げられたんです

が、まだ障がいをお持ちの方への配慮が不足しているということがわかってまいりまして、いろいろな

面で施設の改良いたしました。特に、非常に段差が多かったものですから、バリアフリー化を進める。

また、１階には障がいのある方向けのトイレを設ける。エレベーターの使用については、混雑時などに

は、学生用だけでなく教員用のエレベーターも使っていただく等の配慮をしてまいりました。

ただ、まだ多くの点で、たとえば体育館に行くところには階段しかなく、車いすの場合には入れない

わけですので、こういったところの改良、改善を今、考えてるところでございます。

また、エレベーターのボタンの位置を下げるなど障がいのある学生もほかの学生と同じように学校生

活が送れるような、いろいろな、さまざまな工夫をしております。まだ十分ではないと思いますが、こ

れから、今後も改造していくつもりです。

また、保護者向けに懇談会を毎回やっておりまして、この懇談会では、資料の字を大きくしたり、就

職懇談会のときには、手話通訳を入れたり、書類も工夫を重ねまして、できる限り書類の内容を理解で

きるように、読み上げたり、必要なところは点字をつけるなどの工夫をしてまいりました。

また、教職員への配慮としましては、障がいのある方をできる限り雇用、特に１階の事務局に雇用い

たしまして、配置上の配慮などもしているつもりでございます。

また、大学は地域に開かれた大学を標榜しておりまして、図書館、レストランやスポーツクラブを地

域住民の方に開放しております。ここにおけるさまざまな配慮につきましては、また改めて別途資料で、

後日になりますが、説明させていただきます。

その他、大学にはさまざまな方々がいらっしゃいますので、この方々に対してできる限り、もし何か

の障がいをお持ちの場合には、それに対応した形の配慮をさせていただこうと考えております。

ただ、問題点としましては、まだ、多くの教職員の中に、こういった合理的配慮あるいは配慮のため

の工夫と申しますか、これについてのコンセンサスあるいは合意が、まだ十分ではないんじゃないかと
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いう部分もちょっとございます。たとえば、早口でしゃべって、板書は、ばーっと書いて終わってしま

うような授業もまだ若干、見受けられますので、こういった点については、今後、大学をあげて、協議

をし、意識改革を図っていきたいと考えております。

何かご質問はございますか。これから、オリエンタルランドの小林委員にオリエンタルランド社の取

り組みということで、お話いただくんですが。

小林委員：オリエンタルランドの小林でございます。パワーポイントを表示させていただいています。先般、

３月３日の耳の日祭りのときに、弊社の者がお話をさせていただいた資料にもとづいて、いろいろお話

をさせていただきます。あくまでも、我々がオンステージと呼んでいるディズニーランド、および東京

ディズニーシーの中での話ですので、事務所に関してのものは、ここには含まれておりません。

1983 年、昭和 58 年の４月 15 日に東京ディズニーランドがオープンしたときは、いわゆるアメリカ

のディズニーランドの考え方を、ほぼそっくりそのままパッケージとして持ってきて建設したものです

から、当時は、今でこそいわれておりますユニバーサルデザインであるとか、人によっては、アクセス

シブルデザインと呼んでいるそうですけれども、いわゆるバリアフリーというものに、ある程度注目し

て建設されたものではありませんでした。ただ、徐々に 85 年にユニバーサルデザインという言葉が出

たり、ADA 法であったり、ハートビル法であったりという昨今の世間の流れを受けまして、当社とし

ても徐々に取り組みを開始してきたという流れがあります。

開業当時、83 年当時ですけれども、あまりバリアフリーという言葉とか、対策に関して、社会の中

ではなかなか浸透していなかった時代だと思います。我々も当然、あまりそういう認識はなかったこと

は事実ですが、アメリカのものをそのまま持ってきたものですから、マニュアルにこの辺の説明も特に

ありませんでした。

そこで、どういう取り組みを弊社がおこなってきたかといいますと、ゲストの方から、いろいろなご

意見、苦情とか要望とかをいただくんですが、これを経験値として積み重ねてきて現在に至るというも

のです。下田先生がおっしゃっていましたけれども、これですべてというわけではなくて、時代の要請

によって当然変わってくるものがあると思います。それは、ハード面においてもハート面においても同

じだと思います。そこは徐々に取り組んでいく次第ですが、当初はこういったところからスタートして

います。

いわゆる手探りの運営をおこなっていたわけですが、当初、障がいのある方々に対して、我々がどう

いうサービスといいますか、対応をしてきたかといいますと、すべて入場を優先的におこなっていたと

いうことなんです。アトラクションにしてもお店にしても、買い物にしても食べ物にしても優先的にお

こなっていました。なんていうんでしょう、いわゆるおもてなしというか思い込みで運用をしてたとい

う実績があります。こういうふうにしてあげたほうがいいんであろうという思い、そういう対応をして

きたということです。

2000 年の初めですけれども、逆に、一部の方から、なんで障がいのある方だと待ち時間がないのか

というような意見が出てきて、では一緒に楽しむためにどうしたらいいかということを考えていこうじ

ゃないかと、徐々に取り組みをしていったわけです。

一緒に楽しんでいただくためにどのようなものを開発してきたかといいますと、バックタグのような

字幕表示システムという機械、たとえば劇場タイプのアトラクション等のセリフは音声で流れるわけで

すが、同じタイミングで字幕が現れるような機械や触地図、アトラクションとかキャラクターのスケー

ルモデルを置いて、手で触っていただいて、こういったものがここに置かれている、もしくはキャラク

ターっていうのは、こういうものですということを表現しています。これは、ゲストの方から、ミッキ

ーマウスはどういう形しているのか知りたいというご意見があったことでつくりました。
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それから、ショーをご覧いただく場合、目の前に安全のための柵があって、車いすから見る場合は柵

を取り払うわけではなく、開閉式に変えたんです。取り払ってしまいますと、安全がおろそかになって

しまうというところがあり、お子さんもいらっしゃいますので、車いすに乗られた方々が鑑賞にお越し

になったときには、開閉式の部分を開ける。逆にここを開ける必要がない場合には、この柵を閉じて、

子どもが落ちないようという配慮をする工夫をさせていただいたというところです。

さらに、楽しんでいただくための工夫の続きになりますが、ショーでパフォーマー、ダンサーがただ

手話通訳をするだけではなくて、ショーの世界観にあった手話を取り入れてショーを紹介する。要する

に、音楽とか言葉をそのまま手話で伝えるのではなく、雰囲気を手話で伝えるという方法が、今取り組

んでいるものの一部でございます。

それから、やはりどんなものをいくら開発しても、我々従業員、キャストと呼んでいますが、キャス

トが、こういったものを理解してないと、あまり効果がないだろうということで、キャストへのトレー

ニングをおこなっている次第です。

どんなにすばらしいハードを取り入れようとしても、最後はキャストの対応次第ということを認識し

てる次第です。「すべては楽しんでいただくため」にということで、結果として東京ディズニーランド

も、東京ディズニーシーも、ゲストの方々の共用品であるためにどのようにしていくべきなのかという

ことを、取り組みの１つとして進めている最中でございます。

当社の場合、学生さんは４年ないしは２年で卒業していきますから、退職率というのはおのずと高く

なってしまいます。ただ、パートで経験を積んだキャストが世間に出て、こういった認識を持っていて

さえくれれば、こういったものは、世間に伝播していくであろうといえると思いますので、引き続き従

業員のトレーニングも続けていく次第です。以上でございます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それでは今、私の所属している明海大学と、それから小林委員の所属

しておられるオリエンタルランド社、特にディズニーランド、ディズニーシーでの、合理的配慮の取り

組み等の事例が紹介されました。

足立委員：私の経験をお話します。これは、オリエンタルランドさんに関係することなのか、ちょっとわから

ないんですけど。私は週２回、ヘルパーさんに連れられてイクスピアリに買い物に行っているんです。

まあ、いろんな方がいるんで、たとえば点字ブロックの所に長くいたりする人もいるんで、いちいちど

いてもらうふうにできないから、よけながら行ってるんですけれども。

旅行会社のカウンターの所に、いつもものが置いてあって、点字ブロックがふさがれてると。目が見

えないからわからなかったんですけども、どうもそうらしいと。いつもそこを迂回している。それで、

これはちょっとはっきりしたほうがいいんじゃないかなと思って、イクスピアリの中の受付に行ってで

すね、旅行会社のところのカウンターの前の点字ブロックがふさがれてると。あれはちょっとなんとか

ならないかということを言いましたら、すぐ動いてくださったようで、買い物して帰りに通ったら、も

う、すでになくてですね。

翌日、責任者の方から電話がかかってきて、大変申し訳なかったということを言われて、なんか非常

に誠実で、しかも素早い。それから、小林のお耳にも入ってたようなんで、そんな話を小林さんからも

お聞きしたんですけども。

そういう、オリエンタルランド全体の障がいとか、そういうものに対するサービスっていうのは、合

理的配慮のカルチャーっていうのが、非常に高いような気がするんですね。特に上下の間の意思疎通が

非常にいい。どうしておられんのかなって質問したいと思ってたんですけれども。イクスピアリは、小

林さんのテリトリーに入ってるんですか。この点も含めてちょっと話をうかがいたいです。

小林委員：ありがとうございます。足立さんが今お話されたようなことがあったということで、イクスピアリ
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の担当の者から責任者に連絡があり、責任者が JTB に連絡をし、対応させていただいた次第なんです

が、その話は責任者から直接私に電話ありました。

なぜ私に電話あったかといいますと、私の立場上、市役所さんであるとか、観光協会さん、商工会議

所さん、千葉県の観光協会、協会等ですね、こういう対外的な方々とお仕事をするという役割で動いて

おりますので、私に直接その責任者から連絡があったという。それ以前に、私に限らず、こういう対応

をしている人がこの部署にいるということは社内で周知されておりますので、そういった情報が、私に

は入ってくるという流れが社内的にはできております。

それで、誰にいつこのような情報を与えるかというのは、社内では、ある程度意識されております。

ただ、今までは、できてなかったから徐々にそういったことが必要だということで現在に至ってるわけ

でございまして、やはりそれは、社内、社外からの意見、ゲストからの意見、いろんな方々の意見を積

み重ねて現在に至っているというところでございます。

それから、従業員への教育といいますか、対応の仕方といいますか、それに関しても、実は同じでご

ざいまして、ディズニーランドができたときは、当然アメリカのものを、そのまま持ってきただけで、

日本に初めてのものですから、当然我々のオペレーションすらどうやっていいかわからない。トレーニ

ングは行ってきましたけれども、それは機械の操作を覚えることがほぼすべてで。あとは、ディズニー

ランドがオープンしてから 30 年間の積み重ねの中で行われてきたというところが強いと思います。

その１つの例として、３年前に震災のときのことですが、我々が避難訓練で従業員、キャストに言っ

てきたのは「頭を守ってしゃがんでください」、「建物は安全です」この２つだけを繰り返しトレーニン

グの中でおこなっております。それを実践できたというのは、我々やってきてよかったなと思ってるこ

となんですけども。

そういった中で、１つ、感ずるものがあったのは、当時 27 年目でしたけども、27 年間パークを運営

してきて、ゲストと我々従業員の間に、こちらの意図をゲストの方々もわかってくれているという、信

頼関係といいますか、それができあがってきてたんだと思います。

本来、ゲストの側に立つというのは自分たちの側に立つということ、自分たちがやってほしいことを

ゲストもやってほしいからと思って対応するということだと我々は思っておりますので、それが徐々に

できてきた。それから従業員の中にもマインドの中に浸透してきたということが、１つ文化としていえ

るのかなと思います。

また、ものを言いやすい雰囲気の部署でないところには、その他の部署からそこに意見を言う人がい

て、それで変えていく、マインドを変えていくという取り組みは毎日おこなっていることでございます。

足立さんの、ご質問に対する答えになっていないかもしれませんが、以上です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。足立委員、いかがでしょうか。

足立委員：どうもありがとうございました。大変なご努力なさってるってことはよくわかります。

JTB の方っていうのは、たぶん、オリエンタルランドとは関係なくて、派遣されてきたと思いますが、

大変親しくなりました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。そのほか質問等とかございますでしょうか。

枝川委員：親の会の枝川です。ディズニーシーのレジェンド・オブ・ミシカ（手話パフォーマーが出演してい

るショー）が、今年の９月で終わってしまうんですけれども。５、６年前に拝見しまして、とっても感

動したんですね。見てて、いいなと思ってたんですけど、ああいうのをもっとやっていただきたいなと

思ってます。

小林委員：先ほどのスライドの中でもミシカの一部が出てきましたが、ご覧いただきまして、ありがとうござ

います。貴重なご意見として賜ります。ありがとうございます。
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下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。では、先に進ませていただきます。千葉県は、障害者差別解消法に先

立ちまして、平成 19 年から障害のある方もない方も、共に暮らしやすい千葉県作り条例を制定しまし

て、障がいのある方に対する誤解や偏見を解消、あるいは日々の暮らしの社会参加は、あるいは日々の

暮らしや社会参加を妨げている、まあ、ハード、それからソフト両面のバリアを解消するための社会づ

くりを進めています。そこで、これに関しまして、市川健康福祉センターの山田委員、これまでの取り

組みや現在の課題、あるいは事例などについてうかがってもよろしいでしょうか。

山田委員：千葉県の市川健康福祉センター、市川保健所で、今、ご紹介いただきました「障害のある人も、な

い人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の担当をしております山田です。本日は貴重なお時間をい

ただいたので、この障害者条例がどういったものなのかということを知っていただきたいと思いますが、

短い時間なので、割愛になってしまうと思いますが、ポイントを絞ってお話させていただければと思い

ます。

この千葉県条例では差別を解消する仕組みとして、３点掲げています。まず１点目が個別事案解決の

仕組み、それから２点目として、誰もが暮らしやすい社会づくりを議論する仕組み。３点目に、障がい

のある人にやさしい取り組みを応援する仕組みという、この３点を掲げて活動しています。この１つ１

つについて簡単にご説明をしたいと思います。

まず１つ目の仕組み、個別事案解決の仕組みですが、障がいを理由に不利益な取り扱いをされたり、

合理的な配慮をしてもらえなかったりした方が相談をされた案件に関して、私のような広域専門指導員

と呼ばれる者が、各保健所に１人ずつ配置されていて、また、身近な相談役である地域の相談員さんと

して 630 名ほどの方が県から委嘱をされて、私たちと一緒に相談活動に応じていらっしゃる。

昨年度は、16 保健圏域で差別に関する相談は 155 件、浦安と市川はあわせて 19 件でした。条例が

施行されたのは平成 19 年７月ですので、平成 26 年３月までに 1566 件、この仕組みを通じて、案件を

扱った件数となっています。資料は、県のホームページで公開されているものなんですけれども、どう

いう相談が来ているか、各年度の代表事例のようなものが、載せてございますので、お時間のあるとき

に、こういう案件が相談に来ているんだなというのを見ていただければと思います。

私からは、どのような案件を、調整活動をおこなったかということを事例を通してご紹介をさせてい

ただきたいと思います。去年起こった事例なんですけれども、視覚障がいのある方、全盲の方で杖歩行

をされてるんですけども、行ったことある場所はほとんどご自身で杖１本で外出をされます。行ったこ

とのないところとか、難しいところに関しては、ガイドヘルパーさんをご利用なさっているような方で

す。アパートに１人で、単身で住まわれています。

彼はいつも自宅近くのスーパーを使って、買い物をされているんですが、彼が買い物に行くといつも

店員の方が来て、買い物の介助してくださるという、非常に恵まれた環境の中で生活をされているんで

すが、ある日、いつものように買い物に行った彼に副店長さんが近づいてきて、仮に A さんとします

が、「A さん、今日で、この買い物のサービス、ちょっと悪いけど終わりにするね」と。理由は２つ。

「混み合ってるときに店員さんを必ずつけられるわけじゃないから、かえってあなたに悪いと思うか

ら」、それが１つと、「障がいのある方はあなた１人じゃないから、特別扱いはできないよ」ということ

を言われたそうです。

それで私のところに電話がかかってきて、これは合理的配慮に欠けるものではないんだろうかと、ど

うにかならないかなと言われた。私は、中立的な立場というところで、「じゃあ、A さんは、この調整

活動をするにあたって何を望んでいますか」ということを聞きましたら、「僕は、この地域でこれから

も住んでいきたい。そのためには、このスーパーで買い物できることがやっぱりすごく大事なので、こ

れからも買い物をしていきたいんだ。そのために配慮をしてもらえればそれでいい」とおっしゃいまし
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た。

それで、ご本人さんのお名前を出して相手方の事情を聞かなければいけないんだけども、それでもい

いかお聞きしましたら、「それで構わない」と。その方は非常に自立をされてる方で、そのスーパーの

大元のホームページにいって、お客様相談メールみたいなものをすでに出されていました。もうそこま

で彼は動いていたので、「わかりました。では、相手方と連絡をとってお互いの意見を言い合ってお話

し合いをしましょう」ということで、調整活動をおこなっていました。これを行うにあたって、私は、

このスーパー以外のスーパーが、障がいのある方にどのような、サービスをおこなっているかというこ

とをホームページで調べていきました。４社ぐらいですね。

そうすると、大手のスーパーでは、サービス介助士という人たちを常に配置をして、たとえば、ご高

齢の方が車いすでお買い物に来られたら、その方たちが後ろから押して買い物の介助をしてくれるサー

ビスであるとか、あるスーパーでは、非常ボタンのようなボタンを押せば、店員さんがパッと駆けつけ

てくれるサービスをしてくれたりとか、いろいろな配慮がされていました。

そして何よりも、障がいのある方へとか、お子さんとか、高齢者の方が楽しく買い物ができるように

というのは、どのスーパーでもホームページにうたってあったんだけれども、彼が行ってきたスーパー

だけは、なぜかそれがないというところは指摘できる部分だなということで、こちらの材料を揃えて、

スーパーに行きました。

スーパーに来たのは、お客様相談室の室長さんと、東担当地区の総括エリアマネージャーといわれる

方、スーパーの副支店長と店長、それからご本人も一緒に連れてきました。ご本人からまず、ご挨拶と

いうことで、彼は非常に紳士的に、「今までいつもお買い物の介助をしてくださってありがとう。それ

はとても感謝しています。これからも私は買い物をしていきたいので、どうぞよろしくお願いします」

と挨拶され、非常に和みました。

お客様相談室の室長さんが、「今回のことは、大変申し訳ありませんでした」と、「私どもの、店の副

支店長が言ったことの、その意図には、ちょっと違ったように、受け取られてしまった感もあるのです

が、お客様が来られたのは 12 月の 28 日、非常にもう年末年始のお客様が非常に多い時期で、杖など

につまづかれて、お怪我をさせてしまうのは申し訳ないというところもあったということを支店長から

聞いています。でも、そういうことがあったとしても、ああいう伝え方になってしまったのは悪かった」

ということを、平謝りされまして、「これからも買い物は、続けていただきたい」ということを言われ

て。それで終わりにしていいのかなとも思ったんですが、私のほうからは県にはこういう条例があると

話を切り出せていただいて、ほかのスーパーの現状も話して「だから、おたくもそういうふうにしてく

ださいと言っているわけではなく、こういうことをすることで、おたく様のスーパーのイメージアップ

につながるんじゃないか」ということを申し上げて。「忙しい時期は、この方のために人員をつけるこ

とは大変なことだったりするんですか」っていうことも聞いてみたところ、「それは正直あります」と

いうことを、店長さんがおっしゃっていて。

じゃあ、どういうふうにしたらいいでしょうという話をご本人さんの前でさせていただいたところ、

１つ提案がされて。「来られるときに、10 分ぐらいでもいいから電話をいただければ、お待たせするこ

となく、お買い物の介助ができます。」で、視覚障がいのある方に、「この提案はどうですか」と聞いた

ところ、「そのくらいの手間だったら、僕にもできる」とおっしゃいました。そういうところでは、ス

ーパー側の介助の負担にならないようにというところで、落としどころをつけたというところはありま

して、今もその方は楽しくそこで買い物ができているんです。

で、その方が「僕は今まで買い物の介助をしてもらってたんだけども、いつも決まったものしか買っ

てなかったんだけども、買い物の介助をしてもらうときには、今日の特価品とか、これはおすすめ品だ
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よっていうのを教えてください」って言ったら、「ああ、喜んで」と、スーパーの人も言うんで、すご

く和みまして、あっ、こういうのが合理的配慮なのかなって、すごく、心が温かくなった事例ありまし

た。まあ、こういうことをちょっと１つやりました。ちょっとすみません、先に進みます。

２つ目の取り組みとしては、誰もが暮らしやすい社会づくりを議論する仕組みとあります。これは、

県と企業や団体、障がいのある方、各界の代表 33 名を構成員として、推進本部を設置しているんです

が、この目的は行政と民間が連携しながら、みんなで知恵を絞って解決策を見出すという、そういう目

的で設置されたものです。

で、議題の資料３、やはりこれも視覚障がい者の人だったんですが、お金を振り込む際に ATM のタ

ッチパネルはフラットなので、視覚障がいのある方は、使うことが非常に難しかったりします。窓口に

行って振り込みをする場合、その当時、ATM よりも窓口の手数料が高かった。これはやっぱり、不平

等じゃないかと、いろんな声が上がって、会議に上がってきたんですが。会議に上がって各金融機関、

千葉県内ですと千葉銀行、千葉興業、京葉銀行さんが集まって、さあ、どうしようという話が出たとき

に、お金はかかってもユニバーサルデザインということで、ハンドセットという機械なんですが、フラ

ットなタッチパネルの横に受話器が置いてあるんです。それで振り込みが実はできるようになっていま

す。そういうふうな取り組みをしてくださいました。

千葉銀行は、窓口での振り込み手数料も一律になりました。あと、目の見えない方は、自分でサイン

をすることができないので、代筆という問題になるのですが、これは非常に難しい規定があって、悪意

のある第三者が代筆をした場合の話もあったのですが、代筆が OK になったと、規定を変えていただい

たということなんです。

また、千葉銀行は、点字のついた IC カードをつくってくれることになりました。皆さん、カードを

持っていても、どのカードかわからない。だけど、点字のついたカードだと、これは千葉銀行の IC カ

ードだねっていうのがわかる。無料の IC カードの発行というのもやってくれるようになったというと

ころに、この推進会議、非常に意味のあった取り組みだと思います。ほかにもいろんな取り組みがあり

ます。

それから３点目の取り組みは、障がいのある方へのやさしい取り組みを応援する仕組みになります。

毎年ではないのですが、障がいのある方へ、こういう取り組みをしているよというところを、自薦、他

薦を問わず、募集をして、たしか去年はですね、131 件ほど推薦が上がって、そのうちの 10 件を特に

優れた取り組みとして、県のホームページに載せています。森田知事から認定証をお渡しするうセレモ

ニーもおこなっています。

こういう事例をホームページで公表したり、皆様に知っていただくことで、仲間を増やすというか、

そういうところも、取り組みとしておこなっているところです。

その他として、この県条例、実は課題も抱えています。平成 19 年の７月から施行されて、もう８年

目に入ったんですが、この条例が実は、周知が２割程度しかない、周知が行き渡ってないという問題が

あるんです。これは、私たち広域も、周知活動が足りないと非常に反省しているところなんですが、も

うちょっと頑張ろうというところで、私は、去年からこの広域の仕事をやっているんですけれども、ま

小さいお子さんたちへ啓発活動を行うことはとても意味があるというところで、去年は市川市の公立小

学校の６年生さん向けに、255 名くらいでしたか。はい、啓発活動をおこなったんですが、終わったあ

とに、アンケートをとったところ、いろんな温かい言葉がちりばめられていて、「目の見えない障がい

のあることもわかった」、「できないことを補い合って、みんなで楽しく暮らせる社会がいいなと思った」

、「今まで障がいのある人は怖い人だと思っていたんだけども、そばにいてお話をすると、みんなと

変わらない人なんだと思った」「障がいのあるとかないとか関係のない社会が当たり前の世の中なんじ
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ゃないかなとか」、そういうことが書いてあったり、本当に子どもたちには、スポンジに水がしみ込む

ように、素直に心にしみていて、やって意味があったんだなと思っています。

自立支援協議会の中で、いろんな意見を出し合っうことは、障がいのある人とない人が、みんな一緒

に生きていける共生社会を目指すという意味で、本当に意味があると思うので、どんどん、活発な意見

を出し合っていければいいのかなと思っています。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。今の山田委員のご報告を受けまして、障がいのある方への配慮や取り

組みについて、また、どのような配慮があれば暮らしやすくなるか、みやすくなるかについてですね、

委員の皆様のご意見を引き続きうかがっていきたいと考えております。ご意見等、何かございますでし

ょうか。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合と申します。先ほどのオリエンタルランドの小林委員、あるいは山田委

員からの報告を受けましていただいた資料の中でもバス関係の事例が乗っていますが、私どもは交通産

業ということで、交通事故には特に気を付けています。

また、この７月に入りまして、当社が今気をつけてるのは、車内事故の防止ということで、必ずしも

障がい関係ということではないんですが、高齢者の方ですとか障がいの方を含めまして、安全運転を心

がける。急ブレーキをかけますと車内で将棋倒しまではいきませんけども、事故が多いので、今この１

か月間は、車内事故防止に取り組んでおります。

いわゆる車いす対応バスは、大部分が中扉から乗り降りできるようになっております。停留所での乗

り降りのときに、ちょっとほかのお客さんにお時間とらせることがあるかと思いますけども、市民の方

たちのお互いに協力があってできることかと思います。

また、直接、運転手にクレームとを受けることもありますけれど、運転手は全員、車いす対応の教育

も受けております。新入運転手の研修、それから１年目の研修、それから今度は運転手から卒業して運

行管理者になる人もおおりますけども、繰り返し指導をしたいと思っております。

私どものバスは、普通の自家用車と違って、全部手づくりなんですね、従ってどれ１つ同じ車がない

んですよ。型でつくるんじゃなくて、板金みたいに叩いて全部つくるんです。そういう意味では、オリ

ジナルでっていうのが、できそうで逆にできないんです。当社も百何台のバスを抱えておりますけども、

特に後方行くと段があって、せっかく低床にしても、後ろのほうにお客様がなかなか行ってくれない。

前のほうで皆さん止まってしまって。前降りというのもあり、まだまだ改善の余地はあろうかと思いま

すけれども、特に交通産業という意味合いからいきますと、そういった高齢者あるいは障がい者の方に

は、まだまだいろんな部分でですね、ご不便をおかけしてるところも多々あろうかと思います。

オリエンタルランドさんのお話を聞きますと、私どもはいろんな意味で、ソフト面、ハード面含めま

してですね、勉強不足といいますか、会社としての取り組みというのは正直なところ不足しているなと

いうのが率直な感想であります。

西山委員：浦安市ソーシャルサポートセンターの西山と申します。精神障がいの方の支援センターの職員なん

ですけれども、普段、たとえば段差であるとか、音声でのアナウンスとか、そういったことが必要ない

方がほとんどなので、ハード面での取り組みに関して、あまりこう、ピンとくることが正直なかったり

はするんですけれども、就職の支援などをしているとですね、精神障がいだというだけで、本人の細か

い障がいなどを見ずに、「精神障がい者は、採りません」といって断られることが、結構あるんですね。

だったら、得意だというところを受けようかということが多いんですけれども。

私たちもそういったことに慣れてしまっていたっていうのも問題ではあるんですけれども、そもそも

雇用の面で、知的と身体の障がいの方は会社の雇用義務があるんですけれども、精神の方は義務化とい

うのはこれから数年後に法律が施行されることになっておりますので、精神の方を採っていくというこ
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とにはなると思うんですけれども。

これは、感想なんですけれども、こういった法律があるということで、私たちがもっと精神障がいの

啓発っていうんですかね。会社のほうにもっと細かく、オープンにしていって、共に働きやすいまちを

つくっていくという部分で、法律のあと押しを受けて、もっと思いきってやっていってもいいのかなと

思いました。

野坂委員：聴覚障害者協会の野坂と申します。２つありまして、１つは、バスの乗っているときに急ブレーキ

がかかって転んだ経験が、私にもあります。その時は、大丈夫だったんですが。

また、聾者みんなのことなんですけれども、乗るときに、降りる場所を言わなきゃいけませんよね。

上に電光掲示板があるんですけれども、降りるところが表示されていない。あれば指をさすんですけど

も。要するに、声が出せない者にとっては行き先を伝えることがちょっと厳しいということを、お伝え

しておきたいと思います。

高木委員：商工会議所の高木でございます。私どもは、千葉銀行に出向していますので、ホームページのこと

をほめてくださって、ありがとうございます。私も 3 年前、銀行にいましたが、苦情がやっぱり多いん

ですね。（障害のある人も、ない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の）資料にもあるんですけど

も、たとえば ATM のところに杖のかけるところがないとか、足が滑って大変だと。逆に言うと、苦情

があったからこそ、こうやって配慮ができるというのが大事なのかと思います。

そういう面ではですね、目安箱というのは失礼ですけれども、皆さんが意見を言えるような、統括す

る場所があれば。銀行に出向していた時、お客様相談室とていうのがあり、僕は支店長で、呼ばれると、

またなにかあったのかとびくびくしていましたが、市役所の中では障がい事業課がそうだと思うんです

けど。緑の窓口みたいな名前の来やすい質問しやすい窓口の PR をすると、もっと意見も集約できるし

集めやすいのかなっていう感じがいたしますので。

苦情は時にはチャンスだっていうことで、僕の経験では、成果としてあらわれたことがいっぱいあり

ましたので、そういった窓口をつくるっていうことも、１つの対応策としていいのかなと感じました。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合です。どうしてもブレーキをかけることがありますが、期間中は特に、

車内事故防止ということで、取り組みをしております。

行き先の表示なんですけども、当社の場合は前乗り、中降りということになってますので基本的には

行き先を言って乗っていただくんですけれども、必ずしも市内の方が乗るわけではありませんので、「行

き先を言えと言われてもわからないよ」というような苦情もございます。

乗り降りが両方とも IC カードが使えるようにできればいいのですけれども、経済的な部分も含めま

して、まだそこまではいきませんけども、ご意見があったということで。

また、新浦安の場合、混雑していると降りづらい部分もあるので、そういったところも考えてはおり

ますけれども。すぐ今お返事はできませんが、ご意見ありがとうございました。

志賀委員：身体障がい者福祉センターの志賀と申します。私たちの施設の利用者は、車いすの方が多いので、

どうしてもバスの件が出ることが多いんですけれども。

外出を一緒にする機会があるんですが、ハード面でいろいろ感じるところもあるんですけれども、そ

れよりも、バスに限らずほかのところも、対応のほうが、ご本人や周囲の人間も、なんていうんでしょ

う、精神的なショックだったり、そういうものがすごく大きいと思います。

建物などは、変えてはほしいけれど、まあそこは仕方がないと思う部分があるけれども、やっぱり人

にされたこととかっていうのは、とてもショックが大きいというのがありますね。

バスでいうと、スロープは備えつけられているけれども、出してもらえなかったっていうことがあっ

て。お客さんで手伝ってくださった方はいらっしゃったんだけども、ｽﾛｰﾌﾟを出してくれないっていう
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ことがあって。もちろん、きちんと丁寧に対応してくださる運転手さんもいると思いますので、いくら

ハードが整っても、やっぱりそこの部分が、皆さんに行き渡らないと難しいのかなと思っています。

先ほどスーパーの話が出たんですけど、スーパーとかに買い物にもよく行くんですが、浦安のスーパ

ーは割と、店員さんとかお客様もよい対応してくださるんですけれども、１か所、利用者さんがヘルパ

ーさんと一緒に行くコンビビがあるんですが、基本的にヘルパーさんは、利用者さんがやることを補佐

するんですけれども、そんなに店内が混んでないときであっても、ご本人がお金を確認したり、自分で

出したりっていうことをすると、時間がかかってしまう。そのときに、「補佐する人がついているんだ

ったらもう少し早くしてほしい」というようなことを言われたことが、２度ほどあるという話がありま

した。

大げさに言ってしまえば、お店の人に「車いすの方は、できないことはさっさと付いている人がやっ

てあげるべきで、私たちがサービスとしてやるものではない」という意識があるのかなと感じましたの

で、やっぱり意識を変えていくっていうところが、一番大きな課題かなと。

市川委員：権利擁護センターぱあとなあから来ました、社会福祉士の市川といいます。よろしくお願いします。

山田委員のご報告に出てるお話の「必ず双方から意見を聞いて、合意のもとに」という流れが、ああ、

なるほどと思いました。

ちょっと話が変わるんですけど、差別解消法のパンフレットを読ませていただいて、不当な取り扱い

でスポーツクラブに入れないことが書いてあったんですけど。私、スポーツクラブに入っているんです

けど、入っただけでは、入ったあとフォローがないと大変なんだなっていうことをすごく感じてまして。

やはり合理的な配慮ってことでは、特に特定な場合においては、やはりこのパンフレットの表紙に書い

てあるように、壁をなくすことで障がいのある人もない人も共に生きる社会っていう、その辺の意識づ

けがないと、難しいんですね。法律ができましたよ、取り扱いはこうですよって言いながらも、どうい

うふうに意識づけをするかということが、意外と難しいのかなと。

私は、スポーツクラブに入っていますが、障がいのある方も一緒にカリキュラムもあるんですけど、

「私もお金を払っているんだから、当然このスポーツクラブで楽しむのは、当然でしょう」みたいな会

話が見えたりするのも現実なので、そこら辺も取組があっていいのかなと、余談ですけど思いました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。数々のご意見いただきまして、本当にありがとうございます。いただ

いたご意見につきましては、このあと説明がございます、障がい者福祉計画に盛り込んだり、あるいは

浦安の差別解消や合理的配慮の取り組みに、取り入れていただきたいと思います。

また、次回以降も団体事業所等で実施しております、障がいのある方への配慮や取り組みについてう

かがいたいと考えておりますので、なにとぞよろしくお願いいたします。

それでは次に、議題の２ということで、障がい者福祉計画の策定に移りたいと思います。前回策定ス

ケジュールについて事務局より説明ございましたが、現在の進行状況、進捗状況や取り組みについて、

改めて事務局から、ご報告を申し上げます。

事務局：障がい事業課より、報告させていただきます。次期の福祉計画、平成 27 年度から 29 年度の障がい

者福祉計画ですが、権利擁護部門に関しまして国から力を入れなさいというところが、今まで皆さんに、

皆様にお話していただいていた障がい者に対する差別の解消への取り組み。そして、合理的配慮につい

ての取り組みです。権利擁護に関する部門も、議題の１でかなり、ご意見をいただきましたので、福祉

計画に盛り込んでいきたいと考えております。

ここで進捗状況と、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。現在の福祉計画の策

定の状況ですが、福祉当事者団体の方および、障がいのある方が通っていらっしゃる福祉施設の利用者

の方を対象にヒアリングをおこなっております。権利擁護部門に関する項目としましては、差別に関す
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ることとして、「どのようなときに差別を感じましたか」という質問と、「どんな気づかいがあれば、暮

らしやすく、やすくなると考えられ、考えてはいますか」という質問で、ご自身の経験などを聞いてお

ります。

このヒアリングは、本人部会の委員の方へも同じ質問をしております。また現在、市内の各課に、市

内の福祉計画の進捗状況についての確認をしております。これらのヒアリング結果や進捗状況に関する

報告書は、第３回の権利擁護部会でもお示しする予定です。

今回の資料は、以前冊子でお渡しいたしました「障がい者福祉計画」とアンケートの冊子の権利擁護

についてふられている部分をピックアップした資料になっております。また国から出ている資料も、こ

分厚いものになっておりますので、特にこの中で、権利擁護に関しての取り組みについて掲載していま

す。

権利擁護に関する取り組みは、理解と交流の促進や、自立と社会参画の促進だけではなく、計画全体

に行き渡っております。たとえば、虐待防止に関する取り組みや、情報提供に関して、いろいろな配慮

を行いなさいといった試みは、福祉生活支援の、部門で取り上げておりますし、まちのバリアフリー化

に関しましては、まあ、生活の環境を整えるというセクションで説明をしております。ですので、権利

擁護に関する取り組みは、福祉計画全体には及んでおりますけれど、特に、啓発の促進、あと、権利擁

護についてどんな事業を行えばいいかといった部分についてのところだけをピックアップさせていた

だきました。

皆様からいただいたご意見、そして今おこなっております、団体ヒアリングや各課の進捗状況や取り

組み状況をもとにいたしまして、第３回の権利擁護部会において、次期計画はこんな形でいきますとい

う素案をお示しできるかと思いますので、また、そこでご意見等をいただければと思います。

10 月の初旬に第３回の福祉計画策定委員会で素案を提出する予定でございますので、権利擁護部門

をピックアップいたしまして、いち早く皆様にもお届けしてご覧いただこうかと考えております。第３

回の権利擁護部会で、改めまして、権利擁護に関する施策について、福祉計画として足りないところは

どこか、強化すべきところはどこかについて、ご意見をちょうだいし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。ただいまのご報告につきまして、ご質問、ご意見、ございますか。ま

た、次期計画に追加すべき事業や、さらに推進すべき事業ございましたら、あわせてご意見をたまわれ

ばと思いますが、いかがですか。今週金曜日に、計画策定委員会が予定されております。それまでに、

障がい事業課のほうに、ご意見、いただけたらと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議題３に移らしていただきまして、議題の３、障がい者への虐待を防止するための取り組

みについてということで、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

事務局：それでは、議題３、障がい者への虐待防止の取り組みについてということで、お話をさせていただき

ます。昨年末に、袖ケ浦にあります県立の入所施設において、虐待事件が起こってしまったこともあり、

研修は、重要なものと思っております。ここでは、虐待防止の研修についてご意見等を、賜ればと思い

ます。

昨年度は、11 月 28 日に、障がい者福祉センターにおきまして、市内の事業所の職員の方を中心とし

て、毎日新聞の論説委員の野沢さんに、ご講演いただき、約 80 名の方が参加しました。

今年度から、高齢者と障がい者の虐待防止対策協議会を統合する旨の、お話をさせていただいたとこ

ろではございますが、今後研修においても、一緒に開催していこうということになりました。研修は、

年２回、開催することとしまして、それぞれ高齢者支援課が１回、障がい事業者が１回担当しながら、

おこなっていく予定です。
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第１回は、高齢者支援課が担当しまして、11 月 29 日土曜日に文化会館の大会議室で、認知症介護研

究・研修東京センターの永田先生をお招きしまして、高齢者虐待を主とした連携についての講演を考え

ているところです。

第２回は、我々障がい分野が、担当となり企画をしていくところです。本日は、この２回目の研修、

講演会について、企画や講師のご提案、このような話を聞きたい、対象の方はこのような方がよいので

はないかなど、ご意見がありましたら、おうかがいできればと思います。

また、議題３の資料、平成 26 年度、千葉県障害者虐待防止、権利擁護研修実施方針は、千葉県の研

修についての資料なんですが、県の研修は大きく分けまして、４つございます。市町村研修、障害者福

祉施設サービス事業所職員研修、専門研修、派遣型研修となっております。

市町村研修は、初任者向けと現任者向け。そして、専門研修となっております。障がい者福祉施設サ

ービス事業所職員研修では、新規採用向け、従事者向け、管理者向けとなっております。専門研修では、

施設従事者サービス事業者研修と、施設となっております。最後に、派遣型研修となっているところで

す。以上で、説明を終わらせていただきますけれども。ぜひ、研修のへの意見等をいただければと、思

います。よろしくどうぞお願いいたします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょう

か。あるいは今年も虐待防止研修を計画しているということで、ご報告がございましたが。この点につ

いてもあわせて、ご意見、ご提案があれば、承りたいと思います。いかがでしょうか。

はい、それでは、先に進んでいるときに、戻っていただいて、ご意見等出していただいて、結構でご

ざいますので、議題４に移らせていただきます。啓発広報活動についてということで、事務局より報告

をお願いしたいと思います。

事務局：障がい事業課から、啓発広報活動のスケジュールと講演会のご紹介をさせていただきたいと思います。

前回の会議でも、啓発広報活動についてお話しましたが、また、２か月経って進捗状況が変わったり、

追加されたものがありますので、ここでお知らせしたいと思います。

まず、小中学校教員へのバリアフリーハンドブックの配布ということで、小学校が 502 人、中学校

が 255 人の先生方に、配布したいと思っております。７月９日配布となっておりますが、ちょっと遅

れていまして、今週中に順次発送、させていただく予定です。うん。

この配布の依頼と合わせてですね、校長会で、障がい事業課に連絡いただきましたら、児童、生徒の

分をお届けすることや、ご相談いただきましたら、権利擁護部会から講師の派遣を行うことなどを検討

するので、学校でご検討をいただきたいということをお願いしたところです。

バリアフリーハンドブックの配布と啓発活動ということで、まず、福祉体験教室なんですけれども、

前回もお話した通り、学校または PTA が主催となっておこなっている福祉体験教室で、バリアフリー

ハンドブックを配布し、啓発活動をおこなっていく予定です。初回が、明日７月 15 日北部小学校で、

体験教室がありますので、そちらで、配布と啓発活動をおこなってくることになっております。２番の

U センター夏祭りなんですけれども。こちらは啓発用のうちわを配布する予定でおります。

また、市民活動センター主催の、夏ボラのガイダンス。ボランティアセンター主催の夏ボラのオリエ

ンテーションにて、バリアフリーハンドブックを配布させていただく予定です。12 月 21 日に開催され

るバリアフリーコンサートでも、バリアフリーハンドブックの配布と啓発の活動を行わせていただく予

定です。

また、教員２、３名、２、３年目研修ということで、毎年、障がいに関するコマがありまして、今年

は、こちらで、一般社団法人の、こども未来共生会の、理事長をしていらっしゃる中島展先生に、「発

達支援の必要な子どもへの理解と支援」というテーマで講演をいただくことになっております。こども
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未来共生会には、0 月から青少年サポート事業を、運営をしていただくことになっております。

前回の会議で、市役所の中での啓発が、まだ徹底されていないのではないかというご意見もいただき

ました。また、障害者差別解消法では、役所は、合理的配慮が義務となっておりますので、障害者差別

解消法についての、理解を、職員がまず深めなければならないということで、10 月に、毎日新聞の野

沢先生をお招きしまして、ご講演いただく予定となっております。

事業者研修ですが、先ほど報告がありましたように、高齢者がメインの研修を 11 月 29 日に、障が

い者のメインの研修も、日時と内容は、まだ検討中なんですけれども行う予定です。

最後に、その他というところで、『広報うらやす』12 月１日号に、今年も障がい者週間の特集を組も

うと考えております。、内容などは、まだ検討中でありますので、この場で、何かありましたら、意見

をいただけたら、ありがたいです。以上で、啓発広報活動の計画の報告は終わります。

続きましてですね、講演会のご紹介なんですけれども。手をつなぐ親の会さん主催で、講演会が開か

れますので、こちら、枝川さんから、お話をいただきたいんですが。お願いしてもよろしいでしょうか。

枝川委員：親の会の枝川です。３月５日木曜日に。講師は、マラソンランナーの増田明美さん。千葉県ゆかり

の方なんですが。３月までで、この日だけ空いてるということで、文化会館もおさえることができまし

たので、この日に講演会を開きたいと思います。14 時から 15 時 30 分までの間です。

講演内容は、まだ、詰めてないんですが。増田明美さんは、テーマがあって、あんまりそこかららぶ

れないという感じで、そのテーマを、障がい者のこととかに。最近はもう忙しくて、なさってないんで

すが、障がい者のマラソンの指導もなさってたんので、そういうこととかを含めて聞きたいと思ってお

ります。権利擁護部会の方にも、チラシの配布とかで、ご協力をお願いすることがあると思いますので、

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。ただいまご報告、あるいはご案内等につきまして、何かご質問、ご意

見、ございますでしょうか。

また、ご所属の団体や事業所などで、啓発広報活動にご協力いただける事業の予定がありましたら、

ぜひ、この場でですね、ご提案いただきたいと思います。後ほどでも結構でございますので、事務局ま

でお知らせいただければと思います。

枝川委員：親の会の枝川です。今年は９月の６、７日に、浦安フェスティバルと市民祭りが同時開催されます

よね、たしか。で、商工会議所の方とかが中心だと思うんですが、こういう市民がたくさん集まる場所

も、啓発活動に、組み入れたらどうかなと思うんですが。

高木委員：商工会議所高木でございます。先ほどお話があったように、９月の６、７日ですね。土曜日と日曜

日、今回 14 回目になるかと思うんですけど、新浦安駅前で、新浦安祭があります。

去年は 10 月に浦安フェスティバル 2013 というのをやったんですけど。今年は浦安フェスティバル

2014 を同時開催で、９月の６、７日で、一緒にやろうとしております。

新浦安駅前では新浦安祭、また、シンボルロードを使ったパレード。パレードの中身は、ねぶた祭り、

やサンバ、地元の、高校生、中学生のブラスバンド、沖縄からエイサーとかですね、まあ、浦安で全国

のお祭りが見受けられるという。まあ、４年前にやった浦安フェスタをもう一度実現しようよという考

え方もございます。

あと総合公園では、子ども広場だとか、売店、ステージもありますし、皆さんも出ていただくという

ことになると思うんです。９月の６、７日でやらしていただければと思います。まあ、そのときに、出

展のブースをつくったり、皆さんのこういった形で、まあ、PR を含めてよろしいんじゃないかなと思

いますけど。まあ、市役所もですね、後援という形で入ってらっしゃいますので、まあ、観光協会、行

政、商工会議所と三位一体となって進めてい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
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ます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：啓発広報活動ができるようにということで、検討をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

平成 26 年度の啓発広報活動は、決定し次第、委員の皆様にメールあるいは文書等でお知らせする形

を取らしていただきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。特にご意見等ないようで

したら、用意しました議題はすべて終了しました。委員の皆様でなにか、ご報告やご案内がありました

ら、お願いします。

（イベント・研修会等の案内）

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。ほかに事務局、何かございますでしょうか。

事務局：第３回権利擁護部会のご案内をさせていただきます。次回の権利擁護部会は、10 月 23 日木曜日、午

後１時半より開催いたします。会場につきましては、文書でご連絡させていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。主な議題といたしましては、福祉計画の素案に関すること、また、障害者差別解

消に関する取り組みについておうかがいしたいと考えております。以上です。

合同部会についてもご案内させていただきます。すでに皆様に通知は行っているかと存じますが、７

月 30 日２時よりウェーブ 101 の中ホールで開催いたします。主な内容といたしましては、協議会およ

び各部会の活動報告と、基幹相談支援センターの実績報告などを中心にさせていただきたいと考えてお

ります。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。それではこれで、第２回、権利擁護部会、浦安市自立支援協議

会、第２回権利擁護部会を終わらせていただきます。ありがとうございました。


