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千葉県による「障害のある人へのやさしい取組み」の認定について     平成 26年 3月 20日 

千葉銀行（頭取 佐久間 英利）は、平成 26年 3月 20日（木）、千葉県（知事 森田 健作）より「障害のある人へのやさしい取組

み」※の認定を受けましたので、お知らせいたします。当行は、「お客さま満足度（CS）の向上」に資する活動や「ひとの未来を育

む」社会貢献活動として、店舗のバリアフリー化から行員向け研修に至るまで、ハード・ソフト両面において、かねてより障がい

のある方に配慮した取組みに努めております。点字 ICキャッシュカード」の取扱いなど、こうした当行の取組みが、千葉県が募

集する「障害のある人へのやさしい取組み」において、応募総数 128件の取組事例の中から特に優れた取組みとして選考さ

れました。 

 ※「障害のある人へのやさしい取組み」について 

千葉県が平成 18 年に制定した「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」に基づく取組みの一環。

誰もが暮らしやすい地域社会を実現するため、千葉県が事業者や民間団体等から障がいのある人に対するやさしい

取組みの事例を広く募集し、応募の中から特に優れた取組みについては、千葉県知事による認定書の交付や千葉県

のホームページへの掲載等により、これを奨励する。  

当行は、引き続き企業の社会的責任（CSR）を強く認識し、「未来を育む」をスローガンとして、さまざまな分野で地域社会に貢

献できるよう、グループ一丸となって積極的に取組んでまいります。    以上 

千葉銀行の障がいのある方に配慮した取組み 

1. 全てのお客さまが安心して利用できる店舗づくり  

o 点字ブロック、手すり、スロープの設置 

o 福祉車両用の駐車スペースの設置 

o 車いすの設置 

o ATMおよび窓口における「杖ホルダー」の設置 

o 助聴器、ホワイトボード、コミュニケーションボードの設置 

o 視覚に障がいをお持ちのお客さまに来店時に音声でご案内する来店案内システム（メロガイド）の設置 

2. さまざまなお客さまに配慮したサービスの拡充  

o 点字 ICキャッシュカードの取扱開始 

o 視覚障がい者対応 ATMの設置 

o 預金残高および預金取引明細に係る点字通知サービス 

o CS講習会の実施（手話講座） 

o ロールプレイング等をつうじた、職員の応対スキル向上 

o サービス介助士や認知症サポーターの育成 

サービス介助士 392名、認知症サポーター 846名（H26.3.20時点） 

o 一次救命処置講習の実施 

o 代筆規定等、行内態勢の整備 

3. その他 

o 障がいのある方の積極的な雇用 

o 障がいのある方等を対象に福祉活動を行う団体等への助成 

上記の取組みは、当行ホームページにも掲載しております。 
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議題１資料（4） 千葉県「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」による相談活動実施状況報告書より

種別 相談者 案件 相談者 案件

福祉ｻｰﾋﾞｽ
事例1－1（発達に遅れ
を持つ子供の母親）

市立保育園で時間外保育の利
用が出来ないと言われた

事例1－1（認知症の40
代の夫を持つ妻）

施設から遠回しに利用を拒まれ
た

（9件）
事例1－2（知的障害の
ある子供の母親）

通所施設の職員が障害に配慮し
た対応をしてくれない

事例1－2（知的障害の
ある方の母親）

施設から一方的に通所を休むよ
うに言われた

医療ｻｰﾋﾞｽ
事例2（精神障害のある
方）

医師･看護師が障害があることを
伝えた途端態度が一変、差別的
な発言や対応を受けた

事例2（精神障害のある
方の母親）

主治医～きちんとした説明がな
く治療を受けていることに不安で
ある

（6件）

商品及びｻｰﾋﾞ
ｽ野提供

事例3－1（視覚障害の
ある方）

銀行でファンド運用口座の開設
の際に後見制度の利用を促され
た

事例3－1（内部障害の
ある方の家族）

スポーツ観戦施設に障害への
配慮がない

（11件）
事例3－2（聴覚障害の
ある方）

団体旅行の申し込む時に旅行会
社から申し込み拒否された

事例3－2（視覚障害の
ある方）

銀行の窓口で一定の配慮をして
ほしい

労働者の雇用
事例4―1（肢体不自由
の方）

事故の後遺症があるが配置転
換の希望を聞き入れてもらえな
い

事例4―1（高次脳障害
のある方）

職場の上司が障害を理解してく
れない

（9件）
事例4-2（精神障害のあ
る方の母親）

障害を開示して就職、体調を崩
し入院⇒復帰時に突然解雇

事例４－２（20代の知的
障害のある方の母親）

職場で本人の能力に適した配
慮をしてもらえてない

教育
事例5-1（発達障害のあ
る子の母親）

クラスに適応できず、また他の子
供に理解されない為、行きしぶり
がある

事例５－１（肢体不自由
のある小学6年の子ど
もの母親）

他の子どもと同じように運動会
に参加させたい

（8件）
事例5－2（肢体不自由
の方の支援をしている
団体職員）

大学進学に向けて先方と話し合
い、協力体制を進めている中で
突然の入学拒否

事例5－2（自閉症の両
親から相談を受けた関
係団体の役員）

修学旅行に両親の付き添いを
求められた

建物等公共交
通機関

事例6-1（視覚障害のあ
る方）

普段使う道が道幅狭く凸凹。歩
きやすい歩道にして欲しい

事例６－１（視覚障害の
ある方）

点字ブロックが物等で塞がれて
いるために移動しにくい

（9件）
事例6－2（肢体不自由
の方）

障害者用駐車スペースに健常者
が駐車、利用しやすくして欲しい

事例6－2（肢体不自由
の方）

よく使う道が段差等で歩行しにく
く危険である

事例6－3（肢体不自由
の方）

電動車椅子利用者、路線バス利
用時に一人での乗車を拒否され
た

不動産の取引
事例7（肢体不自由の
方）

借家が老朽化のため退去要請、
障害を理由に新居が見つからな
い

事例７（視覚障害のあ
る方）

障害があることを理由にマンショ
ンの入居を断られた

(5件)

情報の提供
事例8（聴覚障害のある
方）

県知事選挙の政見放送に手話も
字幕もないのは差別ではないか

事例8（聴覚障害のある
方）

緊急通報用紙を作成し、緊急時
の連絡をしやすくしてほしい

（5件）

その他
事例9－1（視覚障害の
ある方）

不確かな相手から嫌がらせを受
けている

（6件）
事例9－2（知的障害の
ある方の妹）

家族から虐待を受けている

合計68事例

平成20年度 平成21年度



種別 相談者 案件 種別 相談者

福祉ｻｰﾋﾞｽ
事例1－1（精神障害の
ある方）

施設から一方的に退所するよ
う言われた

福祉ｻｰﾋﾞｽ
事例1－1（発達障害のある
子の母親）

事例1－2（精神障害の
ある方）

施設の通所利用を希望した
が、利用を拒まれた

事例1－2（広汎性発達障
害があり、就労継続支援と
しての訓練を受けている本
人）

医療ｻｰﾋﾞｽ
事例2－1（精神障害の
ある方）

精神障害があることを告げた
途端、転院を進められた

医療ｻｰﾋﾞｽ
事例2（車椅子を利用して
いる肢体不自由のある方）

事例2－2（肢体不自由
のある方の家族）

手帳申請のための診断書の作
成をお願いしたところ拒否され
た

商品及びｻｰﾋﾞｽ
野提供

事例3－1（精神障害の
ある方の関係者）

コンビニの出入りを拒否された
商品及びｻｰﾋﾞ
ｽ野提供

事例3－1（内部障害のある
方）

事例3－2（肢体不自由
のある方）

スーパーで、店員に商品をとる
手伝いをお願いしたが断られ
た

事例3－2（車いすを利用し
ている肢体不自由がある
方）

事例3－3（発達障害の
ある方）

自動車教習所で障害に合わせ
た対応してもらいたい

労働者の雇用
事例4―1（精神障害の
ある方）

障害を理解してもらえず、なか
なか就労できない

労働者の雇用 事例4（聴覚障害のある方）

事例4―2（補聴器を使
用している聴覚障害の
ある方）

職場で障害があるために配置
転換を求められた

教育
事例5－1（難病を持つ
子どもの母親）

子どもを普通小学校に入学さ
せたい

教育
事例5（内部障害を有する
子どもの母親）

事例5－2（発達障害の
ある中学生の母親）

障害に合わせた指導をしてもら
えない

建物等公共交
通機関

事例6－1（視覚障害の
ある方）

公共施設内の点字ブロックの
案内で移動に混乱をきたした

建物等公共交
通機関

事例6（精神障害のある人）

事例6－2（知的障害の
ある方の母親）

障害を理由にバスの乗車を拒
まれた

不動産の取引 事例7（不動産仲介業）
障害のある方の入居斡旋を
断った場合、差別にあたるか

不動産の取引 事例7（視覚障害のある方）

情報の提供
事例8（聴覚障害のあ
る方）

国勢調査の用紙に記載されて
いる問合せ先にＦＡＸ番号をい
れてほしい

情報の提供 事例8（視覚障害のある方）

その他
事例9－1（精神障害の
ある方）

家族や親族から障害があるこ
とで拒絶されている

その他 事例9（精神障害のある夫）

事例9－2（市町村職
員）

父親から性的虐待を受けてい
る

合計68事例 合計68事例

平成23年度平成22年度



案件 相談者 案件

学童保育の指導員に障害に
配慮した接し方をしてもらいた
い

事例1（就労移行・生活
訓練事業所に通所して
いる発達障害のある男
性）

障害者のためにある事業所の職員
の言動に傷ついた

同じ仕事しかさせてもらえない
つらさや、広汎性発達障害の
特性をわかって欲しい

見えないところの安全こそ、配
慮してほしい

事例2（不安の強い精神
障害のある女性）

医師の説明が理解できず、何度も
説明を求めたら怒られた

障害者に無料で施設利用させ
ないように制度変更があった

事例3－1（難病により車
イス生活をしている60歳
代女性）

店員の失礼な接客態度に理不尽な
思いをした

遊園地で歩けないのに、係員
が「歩け」というのは、差別で
はないか

事例3－2（肢体不自由
のある40歳男性）

身体障害者がスポーツ施設を利用
してはいけないか

定年前にリストラされそうだ
事例4―1（知的障害の
ある姉（40歳台）を持つ
同居の弟

記入なし

事例4―2（障害者枠で
働く精神障害者（20最）

障害の種類を名札の色で区別して
仕事を指示して来る

信頼していた幼稚園に裏切ら
れたようでつらい

事例5（身体・知的の複
合障害を持つ母親）

特別支援学校から特別支援学級に
転校したがうまくいかない

タクシーで行き先の精神科病
院を告げたら、病院のかなり
前で降ろされた

事例6（全盲の男性）
障害者用駐車場を視覚障害者が利
用できないのは、不利益取扱いで
はないか

障害を理由にアパート契約が
できなかった

事例7（知的障害のある
30歳代男性の母親

記載なし

会議には、点字の資料を用意
してほしい

事例8（交通事故である
ことが難しい５０歳代男
性）

自分の情報を見るだけなのに、な
ぜ検察庁は移動困難者にこんな苦
労をさせるのか

妻が近所とトラブルを起こし、
転居を求められている

事例９（障害年金を受け
ている単身生活中の30
歳代男性）

町内会の班長を引き受けなくては
ならないかもしれない

平成24年度平成23年度



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

分野 理解と交流の促進

展開（１） 市民に対する啓発の促進

施策・事業 内容 担当課

1
○社会福祉協議会の福祉関係広報紙『福祉だより』の内容を充
実しながら情報提供を図ります。

社会福祉協議会

2

○『広報うらやす』や『福祉だより』等を通じて、障がいについてや
障がいのある人及び障がい福祉に対する市民の理解を深めま
す。特に精神障がいのほか、発達障がいなど“障がいの多様化”
に対応し、情報提供内容の充実を図ります。

広聴広報課
社会福祉協議会
障がい事業課

3
○市役所や福祉関係機関、医療機関などに設置するパンフレット
等の内容の一層の充実に取り組みます。

障がい事業課

4
○障がいの特性に十分配慮し障がいのある人にとっても利用し
やすい市ホームページによる提供方法の充実を図ります。

障がい事業課

5
○ＣＡＴＶ、タウン誌等に障がい者福祉等に関する情報を提供し、
啓発活動に対する参加、協力を要請していきます。

障がい事業課

6

○市内の公共的機関・施設に対し、「身体障害者補助犬法」、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリア
フリー新法）」、「千葉県福祉のまちづくり条例」の内容などの周知
を図り、障がいのある人への理解とバリアフリーのまちづくりに対
する一層の協力を求めていきます。

障がい事業課

7
○盲導犬・介助犬・聴導犬の同伴に十分配慮されるよう、事業者
のみならず広く市民各層に対し「身体障害者補助犬法」の内容に
ついて引き続き周知・啓発を行います。

障がい事業課

8 ○福祉関係の講座の開催や、講師の派遣を行います。 障がい事業課

9
○「障害者週間」（12月3日～9日）を中心に、障がい者関係団体
などと連携し、啓発活動を推進します。

障がい事業課

10
○福祉教育研究校、福祉教育推進校を中心にした市内の小・中
学校での福祉教育が充実するように、障がいのある人との交流
や体験学習などの取り組みを実施します。

指導課

11
○市の職員に対する研修機会を充実し「インクルージョン」の理念
など障がいのある人等への理解を深めます。

障がい事業課

12
○市民一人ひとりの障がいの特性や障がいのある人への理解と
関心を深めるため、「こころのバリアフリーハンドブック」等を作成
し、福祉教育などに活用します。

障がい事業課

①広報紙等による理解の促
進

②公共的機関等への理解
の要請

③福祉講座等の開催及び
講師の派遣

④福祉教育の充実
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展開（２） ボランティア活動の支援

施策・事業 内容 担当課

1

○『広報うらやす』や各種パンフレット、ガイドブック等を通じて、ボ
ランティア活動の紹介、募集、講座の案内等を行います。特に精
神保健福祉については、より多くの参加者を集うため、時代に即
した企画を検討します。

障がい事業課

2
○職場、学校等に、ボランティア活動やボランティア体験への参
加を呼びかける活動を継続します。

障がい事業課

3
○市社会福祉協議会が中心になって行っている講座等のボラン
ティア養成活動を支援します。

障がい事業課

4
○支部社会福祉協議会が行っているサロン活動等の地域福祉諸
活動への側面的支援を図ります。

障がい事業課

5

○ボランティア養成活動を行っている個人やＮＰＯ法人、社会福
祉法人、市内の大学、民間団体、民間企業など民間の取り組み
を発掘してそれらを有機的に結び付け、地域に密着した福祉の
ネットワークづくりを図り、地域の福祉力を高めます。

障がい事業課

6

○市民階層による多様なボランティア活動を育成し、そのネット
ワークづくりを進める上で中心的な役割を担う市社会福祉課の
「ボランティアセンター」の機能強化を図るため、その側面的支援
に努めます。

障がい事業課

7
○ボランティア活動、ＮＰＯ活動等の状況について常に情報収集
に努め、障がいのある人をはじめ広く市民に対してボランティア活
動の内容や実態に関する情報提供を積極的に努めます。

障がい事業課

8
○ボランティア連絡協議会の支援、『ふれあい広場』の開催など
を通じて、ボランティア団体の相互連携やボランティア団体と障が
い者団体などの各種福祉団体との連携の支援を図ります。

障がい事業課

9
○職場、学校等を対象に、ボランティア活動の内容周知やボラン
ティア体験への参加促進を図ります。

障がい事業課

10
○地域でのボランティア活動等に学校が積極的に参加しやすい
よう、学校と地域の連携を支援します。

障がい事業課

11
○学校がボランティア活動をはじめとする地域での活動に積極的
に参加し、学校と地域の連携を推進することで地域社会の一員と
しての自覚を育みます。

障がい事業課

12
○学校がボランティア活動をはじめとする地域での活動に積極的
に参加し、学校と地域の連携を推進することで地域社会の一員と
しての自覚を育みます。

障がい事業課

①ボランティアに関する情報
の提供

②地域ぐるみ福祉ネットワー
クの整備

③ボランティア活動への側
面的支援
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展開（３） 交流機会の拡充

施策・事業 内容 担当課

1
○特別支援学級設置校を中心に、日常的な交流教育を一層充実
します。

障がい事業課

2
○障がいのある子どもとない子どもの日常的な交流促進を図りま
す。

障がい事業課

3
○市主催や市民が独自の企画による講座やサークル活動、文化
的催し等に障がいのある人も積極的に参加できるよう、障がいの
特性に配慮した環境の整備を行います。

障がい事業課
生涯学習課
公民館

4
○スポーツイベント等に障がいのある人の参加を呼びかけていき
ます。

障がい事業課
市民スポーツ課

5
○福祉関係の講座や講演会などを通じ、障がいのある人自身が
主体的に発言し、自己実現できる場を確保していきます。

障がい事業課
生涯学習課
公民館

6
○市職員のボランティア活動への参加を通じ、障がいのある人と
の交流を促進していきます。また、そのため職員の「ボランティア
休暇制度」の実施を継続します。

人事課

7 ○地域における障がいのある人の国際交流を推進します。
地域ネットワーク
課

分野 自立と社会参加の促進

展開（１） 権利擁護施策の充実

施策・事業 内容 担当課

1
○委託相談支援事業者と社会福祉課と連携を図りながら、県の
権利擁護事業や福祉サービス利用援助事業の周知を図り、その
利用を促進します。

障がい事業課

2
○障がいのある人が消費者としての利益の擁護及び増進が図ら
れるよう、相談、教育、啓発等の情報提供に努めます。

消費生活セン
ター

3
○障がいのある人が円滑に投票できるよう、情報提供、施設、設
備の整備等に努めます。

選挙管理委員会

4
○成年後見制度による支援を必要とする障がいのある人に対し、
費用の助成を行い、その利用の促進を図ります。

障がい事業課

5
○委託相談支援事業者と連携し、成年後見制度が必要と判断さ
れる方については、相談対応を充実し利用の促進を図っていきま
す。

社会福祉協議会

②成年後見制度の利用の
促進

①交流教育の推進

②文化活動等への参加しや
すい環境の整備

③障がいのある人との交流
促進

①権利擁護の推進
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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）

問３７ あなたは障がいがあるために差別を受けたり、いやな思いをしたことが

ありますか。

障がいがあるために差別を受けたり、いやな思いをした経験の有無では、「よくある」

が 3.7％、「時々ある」が 14.6％で合計した 18.3％が差別やいやな思いを経験しています。

差別やいやな思いを経験について「よくある」及び「時々ある」の割合を区分別でみる

と、「身体障がい」が 13.8％、「知的障がい」が 39.8％、「精神障がい」が 34.9％、「難病」

が 7.8％、「その他福祉サービス受給者」が 19.2％となっています。

差別を受けたりいやな思いをした経験（全体）

差別を受けたりいやな思いをした経験（区分別）



問３８ 具体的にはどのようなときに感じましたか。（自由記述）

具体例の主な内容は以下のとおりです。

以下は、その結果をキーワード化（類似内容を集約化）整理したものです。

■身体障がい

 エレベーターやエスカレーターで混雑時に迷惑がられる。

 上から目線で応対されることがある。

 会社で、障がいを理解してもらえず、休みが取りにくかったり、思うように動けず

迷惑がられる。

 外出時、じろじろ見られたり、陰口を言われたりする。

 スムーズな歩行ができず、ぶつかられたり「じゃま」と言われたりする。

 健常者に見えるため、優先席などを使用すると嫌な顔をされる。

 バスやタクシーなどで手帳を提示すると嫌な顔をされたり、乗車拒否をされる事が

ある。

 「こんなこともできないのか」などの言い方をされることがある。

■知的障がい

 学校や職場で、からかわれたりバカにされたりした。

 普通学級に通っていると、特別支援学級を勧められた。

 外出時に変な目で見られたり、避けられたりする。

 障がいを知らない人に注意をされ、説明をしないと理解してもらえない。

■精神障がい

 家族や親族に理解してもらえない。

 友だちが離れて行ったり、避けられたりする。

 人と接するのが怖い。悪口を言われたりする。

 就職活動中、病気を申告すると断られたり、仕事をしていても配慮してもらえない。

 バスやタクシーで外見だけで判断され、「障がい者？」と言われたりじろじろ見られ

たりする。

■難病

 学校で仲間外れや無視、暴力に合うことがあった。

 病気を会社に言うと、面接が通らなかったり、通院の必要があっても休みにくかっ

たりする。

 外見上、健康に見えるので、病気をなかなか理解してもらえない。

■その他福祉サービス受給者

 周りに理解してもらえず、からかわれたり、「親のしつけが悪い」と思われたりする。



問３９ 障がいのある人への市民の理解を深めるためには、何が必要だと考えますか。

（主なもの３つ）

障がいのある人への市民の理解を深めるために必要なことをみると、「学校での福祉人

権教育を充実する」が 36.7％、「障がいのある人が積極的に社会に進出する」が 28.9％、

「企業が積極的に福祉活動に携わる」が 26.8％などとなっています。

市民の理解を深めるために必要なこと（全体：複数回答）

■「その他」の内容

・内部障がいがあるとわかってもらえる手段がほしい

・市職員の資質向上

・教職員の研修に障がいについての項目を入れる

・障がい者と接したことが無い人ほど好奇の目で見るので、交流の機会を増やす

・小さい時から、障がいのある人もない人も共に学び遊べる環境をつくる など



障がいのある人への市民の理解を深めるために必要なことを区分別に上位にあげられ

た項目は以下のとおりです。

「身体障がい」は「学校での福祉人権教育を充実する」が 34.1％

「障がいのある人が積極的に社会に進出する」が 27.3％

「マスコミを通じて障がいのある人の生活をもっとよく知ってもらう」

が 23.8％となっています。

「知的障がい」は「学校での福祉人権教育を充実する」が 47.8％

「障がいのある人が積極的に社会に進出する」が 39.7％

「企業が積極的に福祉活動に携わる」が 34.0％となっています。

「精神障がい」は「学校での福祉人権教育を充実する」及び「企業が積極的に福祉活動

に携わる」が 28.9％

「マスコミを通じて障がいのある人の生活をもっとよく知ってもらう」

が 28.4％となっています。

「難病」は「学校での福祉人権教育を充実する」が 42.1％

「企業が積極的に福祉活動に携わる」が 34.3％

「障がいのある人が積極的に社会に進出する」が 27.2％となっています。

「その他福祉サービス受給者」は

「学校での福祉人権教育を充実する」が 51.1％

「障がいのある人が積極的に社会に進出する」が 36.2％

「企業が積極的に福祉活動に携わる」が 31.9％となっています



市民の理解を深めるために必要なこと（区分別：複数回答）



議題２資料（３）

国の第３次障害者基本計画における権利擁護に関する施策の基本的方向

（平成２５年９月 厚生労働省資料抜粋）

差別の解消及び権利擁護の推進

【基本的考え方】

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に向け，平成 25（2013）年に制定された障

害者差別解消法等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組む。

あわせて、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害者の権利擁護の

ための取組を進める。

（１）障害を理由とする差別の解消の推進

○平成 28（2016）年４月の障害者差別解消法の円滑な施行に向け，同法に規定さ

れる基本方針，対応要領及び対応指針を計画的に策定するとともに，法の趣

旨・目的等に関する効果的な広報・啓発活動，相談・紛争解決体制の整備，障

害者差別解消支援地域協議会の組織の促進等に取り組む。また，同法の施行後

において，同法に規定される基本方針に基づき，同法の適切な運用及び障害を

理由とする差別の解消の推進に取り組む。

○雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当た

っての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）が新たに規定され

た改正障害者雇用促進法（平成 28（2016）年 4月施行）に基づき，障害者と障

害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有

効な発揮を図る。

○障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し，その被害からの救済を図

るため，相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに，その

利用の促進を図る。

（２）権利擁護の推進

○障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに，同法の適

切な運用を通じ，障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に取り組む。

○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から，意

思決定支援の在り方を検討するとともに，成年後見制度の適切な利用の促進に

向けた取組を進める。

○当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。

○障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し，その被害からの救済を図

るため，相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに，その

利用の促進を図る。



行政サービス等における配慮

【基本的考え方】

障害者が適切な配慮を受けることができるよう，行政機関の職員等における障

害者理解の促進に努めるとともに，障害者がその権利を円滑に行使することがで

きるように，障害者に対して，選挙等における配慮，司法手続等における配慮を

行う。

（１）行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等

○各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては，障害者差別解消法（平

成 28（2016）年４月施行）に基づき，障害者が必要とする社会的障壁の除去の

実施について必要かつ合理的な配慮を行う。

○行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため必要な研修を

実施し，窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。

○各府省における行政情報の提供等に当たっては，情報通信技術（ICT）の進展

等も踏まえ，アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。

（２）選挙等における配慮等

○政見放送への手話通訳・字幕の付与，点字，音声，拡大文字又はインターネッ

トを通じた候補者情報の提供等，情報通信技術（ICT）の進展等も踏まえなが

ら，障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。9-(2)-1

○移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化，障害者の利用

に配慮した投票設備の設置等，投票所における投票環境の向上に努めるととも

に，成年被後見人の選挙権の回復等を行う公職選挙法の改正を踏まえ，判断能

力が不十分な障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう，代理投票の

適切な実施等の取組を促進する。

○指定病院等における不在者投票，郵便等による不在者投票の適切な実施の促進

により，選挙の公正を確保しつつ，投票所での投票が困難な障害者の投票機会

の確保に努める。

（３）司法手続等における配慮等

○被疑者あるいは被告人となった障害者がその権利を円滑に行使することがで

きるよう，刑事事件における手続の運用において，障害者の意思疎通等に関し

て適切な配慮を行う。あわせて，これらの手続に携わる職員に対して，障害や

障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。

○知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べ

の録音・録画の試行や心理・福祉関係者の助言・立会い等の試行を継続すると

ともに，更なる検討を行う。

○矯正施設に入所する累犯障害者等に対して，社会復帰支援のためのプログラム

の提供を促進するとともに，これらの施設の職員に対して必要な研修を実施す

る。



○矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促進するため，地域生活

定着支援センターにおいて，保護観察所等の関係機関と連携の下，矯正施設に

入所する累犯障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための支援

を行う。

○弁護士，弁護士会，日本弁護士連合会，日本司法支援センター（法テラス）等

の連携の下，罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の

解決等に必要な支援を行うなど，再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を

図る。

（４）国家資格に関する配慮等

○各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう，試験の実施等

において必要な配慮を提供するとともに，いわゆる欠格条項について，各制度

の趣旨も踏まえ，技術の進展，社会情勢の変化等の必要に応じた見直しを検討

する。
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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
（平成２６年度 第１回千葉県権利擁護専門部会配布資料を抜粋・編集）

平成２６年度 研修実施方針

昨年袖ヶ浦センター養育園で起こった虐待事件を踏まえ研修方式を見直した。

１ 市町村研修

担当する市町村職員に必要な、障害者虐待防止法の理念や内容、通報・届出が

あった際の対応の流れと留意事項、虐待防止に必要な視点等について、新規採用

職員及び初任者と現任者に分け、それぞれ基礎的な理解、実施的理解を図る研修

を実施する。

（１）新規採用者・初任者向け 継続

対象 市町村障害者虐待防止センター等の職員で新規採用者・初任者

期間 １日間

概要 障害者虐待防止法に基づく通報・届出を受けた場合の対応、留意事項

など基本的理解

カリキュラム案

○障害者虐待防止の現状

○障害者虐待防止法の概要と法における市町村の役割

○障害者虐待防止法に基づく虐待対応の流れと留意事項（養護者による虐

待、施設内虐待・使用者による虐待）

○障害特性に配慮した相談・対応

（２）現任者向け 継続

対象 市町村障害者虐待防止センター等の職員で現任職員

期間 ２日間

概要 障害者虐待防止法に基づく取り組みと課題についての理解

カリキュラム案

○障害者虐待防止法に基づく対応の流れと留意事項 施設内・使用者虐待

○事実確認と虐待の判断 施設内虐待・使用者虐待

○自治体の取組事例の発表

○障害者虐待の実態と全国の状況

○成年後見制度の活用と留意事項

○性的虐待への対応

○障害者雇用と職場における虐待への対応

○障害特性と虐待が起きた環境・背景に配慮した概要把握・事案対応
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（３）専門研修 新規

対象 市町村障害者虐待防止センター等職員

期間 １日間

概要 法に基づく事実確認の方法、監査のポイント、調査の視点など

カリキュラム案

○法に基づく事実確認の方法

○監査のポイント、調査の視点

○演習

２ 障害者福祉施設・サービス事業所職員研修

施設・サービス従事者を新規採用職員、従事者、管理者に分け、それぞれ講義

や演習、グループ討議、意見交換等を織り交ぜながら、虐待の未然防止や虐待発

生時の対応について実践的な知識・技術を習得する研修を実施する。

（１）新規採用者向け 継続

対象 障害者福祉サービス事業を運営する法人の新規採用職員

期間 １日間×２回

概要 障害者虐待防止法に基づく対応・通報の流れなど基本的理解

カリキュラム案

○本県における障害者虐待防止の現状

○障害者虐待防止法の概要と施設・サービス従事者等の役割

○障害者虐待防止法に基づく虐待対応の流れと留意事項

○障害特性と虐待が起きる環境・背景について考え

（２）従事者向け 継続

対象 障害者福祉サービス事業を運営する法人の職員

期間 １日間×５回

概要 障害者虐待防止法に基づく対応・通報の流れ、施設における支援の工

夫・取り組みなどの理解

カリキュラム案

○本県における障害者虐待防止の現状

○障害者虐待の実態と全国の状況・取組み

○障害者虐待防止法に基づく対応の流れと留意事項

○障害特性と虐待が起きる環境・背景に配慮した支援
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（３）管理者向け 新規

対象 障害者福祉サービス事業を運営する法人管理者

期間 １日間×３回

概要 障害者虐待防止法に基づく障害者虐待防止のための役割と取り組

みなどについての理解

カリキュラム案

○本県における障害者虐待防止の現状

○障害者虐待の実態と全国の状況・取組み

○施設における障碍者虐待防止法に基づく虐待防止の取り組みと留意

事項

○職員のメンタルヘルスとリスク管理

３．専門研修

日常業務に従事する中で、虐待の未然防止と虐待発生時の対応、虐待防止に必

要な視点等に係る関連知識を、テーマ別に学ぶことを目的として実施する。

（１）施設従事者・サービス事業者１ 新規

対象 障害者支援施設福祉サービス事業を運営する法人の職員

期間 １日間

概要 障害者虐待防止のための 職員のメンタルヘルスとリスク管理、

スーパーバイズ についてなど

カリキュラム案

○虐待防止と職員のメンタルヘルス

○施設における職員のスーパーバイズ

○演習

（２）施設従事者・サービス事業者２ 新規

対象 障害者福祉サービス事業を運営する法人の職員

期間 １日間

概要 障害者虐待防止のための 性的虐待 について、対応の際の留意事

項など

カリキュラム案

○性的虐待の対応に係る留意事項

○司法面接とは

○演習
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（３）施設従事者・サービス事業者３ 新規

対象 障害者福祉サービス事業を運営する法人の職員

期間 １日間

概要 障害者虐待防止のための強度行動障害の理解、身体拘束について、

対応・支援の方法・工夫、対応の際の留意事項など

カリキュラム案

○強度行動障害について

○身体拘束についての理解

○演習

４ 派遣型研修

一定人数以上の参加者が見込まれ、希望のあった障害者福祉施設・サービス

事業所へ、複数コマ分の講師を派遣して実施する形式の研修。

（１）施設従事者・サービス事業者向け 新規

対象 派遣型研修を希望する施設 受講者３０名程度以上

期間 １日間×適宜

概要 虐待防止法の理念、法に基づく対応の流れ、障害者虐待防止のため

の障害理解、対応・支援の方法、リスク管理・工夫等施設内の取り

組みなど

研修内容例

○虐待防止法の理念と概要

○虐待防止法に基づく対応の流れ

○障害の理解と特性に応じた支援の方法

○虐待のリスク管理

※この内容に対応できるアドバイザーを複数名登録しておく必要がある。



議題４資料

平成 26 年度啓発・広報活動計画

１．小中学校教員へのバリアフリーハンドブックの配布

7月 9日 配布

併せて、児童生徒への配布と事業での活用、講師の派遣等を提案。

２．バリアフリーハンドブックの配布と啓発活動

（１）福祉体験教室（主催：学校又はＰＴＡ 実施：ボランティアグループあいあい）

日時 7月 15 日 北部小学校 ほか

対象 小中学生

（２）Ｕセンター夏祭り

日時 7月 19 日

対象 一般市民

（３）夏休みボランティアガイダンス（主催：市民活動支援センター）

日時 7月 22 日

対象 中学生～２０代

（４）夏休みボランティアオリエンテーション（主催：ボランティアセンター）

日時 7月 24 日

対象 中学生～大学生

（５）バリアフリーコンサート（主催：施設利用振興公社）

日時 12 月 21 日

対象 一般市民 ほか

３．研修

（１）教員 2・3年目研修

日時 8月 7日

内容 「発達支援の必要なこどもへの理解と支援」

～クラスでの配慮と具体的な支援について～

講師 一般社団法人こども未来共生会 理事長 中島 展氏

（２）市職員研修

日時 9月又は 10 月（予定）

内容 障害者差別解消法に向けての取り組みと合理的配慮（仮題）

（３）事業者研修

日時・内容 検討中 ほか

４．その他

（１）広報うらやす 12 月 1 日号 「障がい者週間」特集（予定）
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