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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 25年 5月 23 日（木）14：00～16：00

２．開催場所 消防本部 大会議室

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）代理牧野剛氏、

平野文明委員、足立誠之委員、神谷澄子委員、枝川芳子委員、安藤克子委員、野坂秋美委員、

小林章宏委員、西田良枝委員、市川恵子委員、渡邉聰子委員、吉田浩滋委員、鈴木俊之委員、

清水美恵子委員、三浦圭一郎委員、落合進委員、森嶋宏治委員、辻井俊光委員、山田真理子委員、

山本典子委員、橋野まり子委員

４．議題

（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

５．資料

（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

（2）議題２資料 平成 24 年度啓発・広報プロジェクト活動報告

（3）議題３資料 平成 24 年度 障がい者成年後見制度支援事業 実績報告

（4）議題４資料 平成 24 年度 障がい者虐待防止センター 実績報告（24．10．１～25．３．31）

（5）議題４資料 障がい者虐待防止講演会チラシ

（6）議題４資料 障がい者週間記念イベント「わがまち浦安フェスティバル」チラシ

６．議事

事務局： それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。皆さん、こんにちは。

一同： こんにちは。

事務局： 協議会を開催する前に、会議の進め方について、確認させていただきたいところがございます。

まず、自立支援協議会と部会は、会議を公開いたします。議事録をホームページで、公開いたしま

す。議事録には、発言者の、氏名を記述、記載しますので、ご了承のほどよろしくお願いしたいと

思います。特に、個人情報に関わる発言等につきましては、十分なご配慮をお願いしたいと思いま

す。

また、ご発言の際に、一つお願いがございます。当部会におきましては、聴覚に障がいがある方、

視覚に障がいがある方が委員として参加されております。また、会議を円滑に進めるためにも、ご

発言の際は、まず挙手をいただいて、リーダーが、「○○委員、お願いします」と声掛けがござい

ましてから、団体名と、氏名を述べていただいて、その後発言をお願いしたいと思います。

この部会のメンバーは、市長の指名により決定しております。リーダーは、明海大学の下田委員、
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それからサブリーダーは、社会福祉協議会の石井委員にお願いしてございます。本日は、石井委員

が欠席でございますので、本日は代理で牧野委員がご参加いただいております。また、健康福祉部

の石田委員、商工会議所の高木委員は、本日、欠席となっております。

続きまして、委員の紹介に移りたいと思います。委員の皆様、恐れいりますが自己紹介でお願い

したいと思います。では、下田リーダーからよろしくお願いいたします。

下田リーダー：改めましてこんにちは。

一同： こんにちは。

下田リーダー：私、権利擁護部会のリーダーを務めさせていただきます、明海大学の教授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。平成 19 年度からの浦安市地域自立支援協議会。以前は「地域」

がついていたんですが、その時から委員を拝命しております。できれば引き続き、浦安のよき福祉

のために努力していきたいと思いますので、皆さんと一緒にいろいろ議論をして、そして有意義な

活動をしていきたいと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いします。

事務局： それでは、石井委員の代理の牧野さんから順番に、自己紹介をお願いします。

石井委員代理牧野氏：

本日、社会福祉協議会の事務局長の石井の代わりに出席しております、牧野と申します。今日は

よろしくお願いいたします。

平野委員：浦安警察署生活安全課長の平野と申します。平素から、皆様には各種警察活動に、多大なるご理

解とご協力をいただいておりましてありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。

足立委員：浦安市、浦安市視覚障がい者の会トパーズクラブの会長の足立です。よろしくお願いします。

神谷委員：浦安市自閉症協会の神谷です。よろしくお願いします。

枝川委員：手をつなぐ親の会の枝川です。よろしくお願いいたします。去年、やっと、こころのバリアフリ

ーハンドブックができましたけれども。今年からは、それをいかに活用していくかを。それから、

市の手当などを障がい者自身が速やかに、楽に使えるようにしていきたいと。よろしくお願いしま

す。

安藤委員：民生委員・児童委員からきました、安藤です。何もわからないのですが、頑張りたいと思います。

よろしくお願いします。

野坂委員：浦安市聴覚障がい者協会の野坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

小林委員：お世話になっています。オリエンタルランド総務の小林でございます。前期に引き続き、会議の

名前は変わりましたが、また、ご一緒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。

西田委員：日頃は大変お世話になっております、基幹相談支援センターの西田と申します。平成 19 年から

昨年までは総合相談支援センターとして、自立支援協議会の事務局を担わせていただいていました。

今年からは、基幹相談支援センターとして、障がい事業課の方と一緒に、事務局を担わさせていた

だき、私は委員としても、力を尽くして参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

市川委員：千葉県社会福祉士会で成年後見制度の登録と実施をしております権利擁護センターぱあとなあの

市川恵子と申します。よろしくお願いします。

渡邉委員：自治会連合会副会長、渡邉と申します。よろしくお願いいたします。

吉田委員：この４月から浦安市身体障がい者福祉センターのセンター長になりました、吉田と申します。よ

ろしくお願いいたします。

鈴木委員：ソーシャルサポートセンターの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。

清水委員：NPO 法人タオの清水と申します。よろしくお願いいたします。

三浦委員：地域活動支援センターともの三浦と申します。よろしくお願いします。
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落合委員：東京ベイシティ交通の、落合と申します。浦安市内を走っているバス会社でございます。よろし

くお願いいたします。

森嶋委員：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともからまいりました、森嶋です。よろしくお願いしま

す。

辻井委員：NPO 法人フレンズの辻井と申します。よろしくお願いいたします。

山田委員：25 年度から市川健康福祉センターにて、障がい者差別防止条例の担当となりました、広域専門

指導員の山田と申します。

こちらの条例ですが、今般、国会で差別解消法案が上程されまして。いよいよ３年後に、解消法

案が、法律になるのかというところでございますが。千葉県では、「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」に関しての周知率が非常に低いという現状もございます。

どうか、今回、周知活動も一緒にさせていただきたく、皆様にお願いにあがりたいと思います。

よろしくお願いいたします。

山本委員：教育委員会教育研究センターの山本典子と申します。よろしくお願いいたします。

橋野委員：市役所障がい事業課の橋野といいます。よろしくお願いいたします。今年度より、障がい福祉課

が二つに分かれました。市民の皆様の手続きと窓口、相談窓口のほうを障がい福祉課として、その

まま、残っておりますが。私のほうの、障がい事業課では、この協議会の事務など、事業全般を担

当しております。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局： ありがとうございました。

それでは、これからの進行につきましては、下田リーダーにお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

下田リーダー：それでは、これから議事を進めさせていただきます。

ただ今より、浦安市自立支援協議会、平成 25 年度第１回、権利擁護部会を開催いたします。本

日は、ご多用の中、ご出席いただきまして、本当にありがとうございます。本日は、５件の議題に

ついて、協議していただきますので、よろしくお願いいたします。

この権利擁護部会を含め、浦安市自立支援協議会は、この４月から新しく組織替えをいたしまし

た。ということで、権利擁護部会も、新しい部会としての発足でございます。

したがいまして、この権利擁護部会について、事務局から、自立支援協議会の組織を踏まえて、

部会の位置づけ等の説明差し上げたいと思います。では、よろしくお願いいたします。

事務局： 改めまして、自立支援協議会の事務局を担います、障がい事業課宇田川と申します。よろしくお

願いいたします。

皆様に、お配りした資料を基に説明させていただきたいと思います。今日は議題が５つございま

す。まず、一つ目の議題であります「平成 25 年度権利擁護部会について」ということで、お手元

議題１資料「浦安市自立支援協議会および部会の組織と運用について」をご覧いただきたいと思い

ます。

まず、自立支援協議会の組織についてですが、自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で

構成します。また、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

を徴収するために５つの部会を置いております。

まず、自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属して、部会のリーダーとサブリーダーなど

を務めていただきます。協議会と部会との連携を密にするために、そういった形を取っております。

部会は、この権利擁護部会のほかに、子ども部会、相談支援部会、地域生活支援部会、本人部会

の合わせて５つの部会を置いております。

24 年度中に自立支援協議会の委員の皆様からいろいろご意見をいただいて、協議会と５つの部
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会がどういった目的で、どのような課題を検討していくかを整理させていただきました。

権利擁護部会の目的としましては、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・広報活動をおこなっていくという目的で、主な課題といたしましては、障がい者の権利擁護に

かかる啓発・広報に関する事項、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

項など、いろいろ課題としてはあるんですけれども、回数も、限られておりますので、後ほど改め

て 25 年度の、活動議題について改めて触れさせていただきたいと思います。

５つの部会以外に、一つ合同部会を設置しまた。この合同部会では、部会間の情報交換をおこな

って、連携を図るために、合同部会を開催したいと考えています。合同部会で、部会の活動報告と

25 年４月に設置しました基幹相談支援センターの事業の活動報告を行う予定でおります。

協議会の開催回数は、まず、自立支援協議会が年６回を予定しております。また、５つの各部会

につきましては、年４回程度を予定しております。また、それぞれの部会の活動報告等を行う合同

部会につきましては、年に２回を予定しております。

続きまして、報酬等です。協議会は、浦安市の非常勤特別職の基準によります。一回あたり会長

が 9,500 円、委員が 9,000 円となっております。また、部会につきましては報償として、一回あた

り 5,000 円ということで定めております。ただし、指定管理者あるいは、市からの委託事業者、社

会福祉法人に所属する委員の報酬等はありません。

合同部会と各部会で任意に開催する作業部会、昨年も、啓発広報プロジェクト会で作業部会とい

うのを設置しましたが、作業を中心にする部会についても報酬等はございません。また、本人部会

に出席いただく委員の介助者の方、あるいは各会議に意見聴取のために参加する方にも報酬等はご

ざいません。

続いて、５番目の会議と議事録の公開についてです。協議会と各部会の会議の議事録は原則公開

といたします。そして、議事録には、委員の氏名を掲載させていただきます。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、または一部を公開いたしません。なお、本人部会に

つきましては、委員自身の障がいであるとか、経験についての意見が中心となるため、非公開で行

います。

協議会と部会の事務局を務めさせていただくのは、市役所障がい事業課と基幹相談支援センター

になります。

続きまして、平成 25 年度の権利擁護部会の議題についてです。まず、課題の一つであります、

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は、昨年作成した『私たちにで

きることがあります 浦安こころのバリアフリーハンドブック』の活用を図ってまいりたいと考え

ております。

また、障がい者週間が 12 月にございますが、記念イベントの企画運営も権利擁護部会で取り扱

っていきたいと考えております。

２つ目に障がい者虐待防止に関する事項といたしまして、この部会を通じて障がい者虐待防止セ

ンターの実績報告等もしていきたいと考えております。また、成年後見制度のことについても、合

わせてこの部会で報告していきたいと考えております。

日程と議題ということで、次回は７月に予定しておりますけれども、障がい者週間記念イベント

等の企画、バリアフリーハンドブックの活用についてを中心に、協議していきたいと考えておりま

す。第３回は 10 月、第４回は１月を予定しております。

下田リーダー：どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何か質問あるいはご意見ござい

ますでしょうか。

委員の皆様にはすでに、事前に、この議題資料等をお送りしておりますので、お目通しいただい
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ているとは思うんですが、かなりの委員の方が入れ替わりりましたので、わからないことなどがい

ろいろおありかと思います。どしどしご質問等を出していただいて、皆さんの合意を得ながら着々

と進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、足立委員お願いいたします。

足立委員：トパーズクラブの足立ですけれども、本人部会と権利擁護部会があるんですけど、権利が侵害さ

れたとかそういったものは、本人部会はかなり関係があるんですかね。その辺の関連は、どうです

か。

下田リーダー：はい、橋野委員お願いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。本人部会につきましては、目的が、当事者間の情報交換からの相互理

解を図るということで設置するものです。障がいはそれぞれ違いますので、そういったことも含め

ての情報交換に関する事項。また、それぞれの立場から、地域課題の提案に対する事項等について

のご意見をうかがうために設置させていただくということで、本年度は考えてあります。ご質問い

ただきました権利擁護部会と本人部会は、目的や課題が異なっているということです。

下田リーダー：はい、足立委員いかがでしょうか。

足立委員：ありがとうございます。ちょっと本人部会というのがよくわからなかったんです。そうすると、

本人部会というのも、かなり重要ですね。

下田リーダー：はい。重要ですね。

足立委員：そっちに入るべきだったような気がして。

下田リーダー：権利擁護部会でも、意見をいただければと。

足立委員：我々は、人数の関係もあるんですが、３つの部会には委員を出せたんですけど、本人部会には出

せなかったのですね。特に、どの障がいについても、個々のケースが違ってくると思うんですよね。

下田リーダー：はい、そうですね。

足立委員：だから、その辺の違いがちょっと。本人部会で視覚障がい者の部分が抜けるのはどうかなと思っ

たので、ちょっと失敗したなという感じがします。

下田リーダー：その点について橋野委員、お願いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。また補足をさせていただきますが、トパーズクラブさんのような当事

者の関係団体には、協議会や部会にお声かけさせていただいているところです。本人部会は団体に

所属せずに、なかなか声をあげることができないといった方を中心に、お声かけさせていただいた

ところです。

足立委員：わかりました、はい。

下田リーダー：ありがとうございます。ほかに質問はございますでしょうか。西田委員、お願いいたします。

西田委員：基幹相談センターの西田です。今、課長がおっしゃったことで、ちょっと誤解があるといけない

かなと思ったんですけど。浦安市からお声かけをしたわけではなく、広報して募集したということ

ですよね。広報でお知らせして、当事者の方に出ていただいたっていうことで。

足立委員：ああ、そうですか。

西田委員：声をかけたわけじゃないんですね。そこは、訂正していただけるかなと思いました。

下田リーダー：はい。枝川委員お願いします

枝川委員：その件に関して、去年（本人部会を）作るかどうか幹事会などでいろいろ提案されたんですけれ

ども、今年は第１回目ということなので、いろいろいっぺんにはできないと思うんですね。で、今

年の反省点をいろいろ見極めて、また来年度に向けて。本人部会は一応２年間ですけれども、委員

の入れ替わりとかがあると思いますし、なかなか熟成するのには難しい問題が多いと思いますので、

これからゆっくりと育てていきたいと思っています。

下田リーダー：はい。ありがとうございます。本人部会の趣旨、目的等をご理解いただけたかなと思いますが。
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足立委員：はい。

下田リーダー：はい、どうもありがとうございます。ほかに何か質問はあるでしょうか。

はい、それでは、２つ目の議題に進ませていただきます。

権利擁護部会は、平成 24 年度までの啓発広報プロジェクトの活動をかなりの部分引き継いでお

ります。したがいまして、この平成 24 年度の啓発広報プロジェクトの活動を理解することが、今

後の権利擁護部会の方針あるいは、今後どのような形で活動していくかが見えやすくなると思いま

すので、平成 24 年度の啓発・広報プロジェクトの活動の活動報告をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。

事務局：事務局の宇田川です。資料に基づいて説明をさせていただきます。

25 年の４月から、５つの部会で新たにスタートをしましたが、法改正、制度改正等もありまし

て、見直しをおこなってきたところです。昨年度までは部会ではなくて、プロジェクト会という名

称でした。その一つが啓発・広報プロジェクト会になります。

活動報告で、プロジェクト会を、３回開催と書いてあるんですが、大変失礼いたしました。４回

に修正いただきたいと思います。また、『こころのバリアフリーハンドブック』の編集を目的とい

たしました部会を４回、障がい者週間のイベントの企画を目的とした部会を３回開催いたしました。

まず、プロジェクト会ですけが、中心となった議題は、障がい者週間記念イベントの企画と『こ

ころのバリアフリーハンドブック』の作成について、この２つの議題が中心となりました。

昨年 12 月５日に、「なぜ虐待は起こるのか」というテーマで虐待防止講演会を開催しておりま

す。12 月５日に開催したところです。

それから、12 月８日に、社会福祉協議会の歳末チャリティ映画祭りに参加させていただきまし

て、啓発・広報プロジェクト会の委員と協力者が、ステージでバリアフリーハンドブックを紹介い

たしました。

続いて 12 月９日にわがまち浦安フェスティバルを開催いたしまして、ここでもまたバリアフリ

ーハンドブックを配布して、ステージ上で啓発広報プロジェクト会の委員と協力者がハンドブック

を紹介いたしました。そのほか、当事者による発表、作品展示、物品販売、活動 PR と、さまざま

なものを織り交ぜて、開催したところです。詳しくはお手元のわがまち浦安フェスティバルのリー

フレットもご覧ください。

続きまして、平成 25 年度への引継ぎ事項ですが、昨年作成したバリアフリーハンドブックの活

用があります。平成 25 年度は、企業の協賛等を募って増刷をおこなっていきたいと考えておりま

す。

また、各種研修での活用。たとえば、出前講座であるとか、教員の研修であるとか。あるいは特

別支援教育コーディネーターの研修であるとか。また、そのほか市役所関係、自立支援協議会の委

員を通し、各研修での活用を推進してまいりたいと考えております。また、PR の案としては、昨

年の 12 月９日のイベントでおこなった PR の VTR なども活用しながら、啓発広報に努めてまい

りたいと考えております。

今後の配布ですが、学校関係や教職員への配布も検討していくということで、引継ぎ事項の一つ

となっております。また、教員への配布については、内容を教育委員会とも調整して、どうしてい

くかも検討をしてまいります。そのほか警察であるとか、消防、公共交通機関、ボランティア、各

事業所等への配布も検討していきたいと考えております。

下田リーダー：ありがとうございました。ただいま平成 24 年度啓発・広報プロジェクト部会の活動報告があり

ましたが、何か質問等はございますか。昨年度までは全体会と幹事会、４つのプロジェクトがござ

いました。地域課題を集約して４つのプロジェクト会を作り、その中の一つが啓発広報プロジェク
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トということでございます。

そのほかに、あと３つのプロジェクトがあるわけですが、権利擁護部会は、啓発広報プロジェク

トがやってきたことを引き継いで、発展させていこうという性質を強く持っております。

平成 25 年度への引継ぎ事項は『浦安こころのバリアフリーブック』の協賛を募っての増刷と PR

ですね。後ほど PR のメンバーについてご案内を申し上げます。また、あとでイベントのホールを

確保したという話をさせていただきますが、イベントの開催との二本の柱で引き継いでいきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、３つ目の議題に進めさせていただきたいと思います。成年後見制度の実績報告という

ことで、事務局から説明をお願いしたいと思います。

事務局： 成年後見制度について実績報告をさせていただきたいと思います。ご覧いただく資料は、議題３

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、その中の一つの事

業です。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おります。本市の場合は、現在、

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利用支援事業の相談件数を報告します。その福祉サービス利用支援事業に

ついての相談は、知的障がいの方が 389 件、精神障がいの方が 281 件となっております。福祉サ

ービス利用支援事業は、簡単に言うと福祉サービスを利用するときの援助あるいは財産管理サービ

ス等です。福祉サービス利用支援事業以外の介護の相談やその他の相談は、知的障がいの方が 11

件、精神障がいの方が９件です。合計すると、知的障がいの方が 400 件あまり、精神障がいの方

が 290 件となっております。

また、実際に受任した件数ですが、まず、福祉サービス利用支援事業は、受任件数が、知的障が

いの方が６件。精神障がいの方が３件となっております。成年後見等につきましては、受任・実績

がございません。

また、今年度の事業計画ですが、この 25 年の４月１日から地域生活支援事業の市町村の必須事

業に一つ追加がございました。市民後見人等の育成活用を図るための研修が市町村の必須事業とし

て加わったということで、今年度は市民後見制度の講演会を実施する予定です。成年後見について

は以上になります。

下田リーダー：ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、ご質問等、ござい

ますか。はい、どうぞ市川委員お願いします。

市川委員：権利擁護センター「ぱあとなあ」の市川と申します。相談件数のことなんですが、先ほど、社会

福祉協議会に委託しているとのお話がありましたが、これは、委託した事業の件数ですか。知的障

がい 389 件、精神障がい 281 件は、社会福祉協議会で相談されたのですか、それとも市役所にも

社会福祉協議会にも行っている方なんですか。

事務局： 本日の実績報告は、社会福祉協議会での相談件数になります。

市川委員：はい、わかりました。ダブっていることもないですね。ありがとうございました。

下田リーダー：よろしいでしょうか。はい。ほかに質問はございますか。はい、吉田委員お願いします。

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。相談の 389 に対して、受任が６ということで

すね。利用できる支援事業というのは、社会福祉協議会が持っている事業もあれば、障がい福祉課

が持ってる事業も両方あろうかと思いますけども、６件というのは、少ないかなという気がするん

ですけども。少ない理由がある程度わかるならば、それを教えいただきたいのと、ここでいう福祉

サービス利用支援事業の中で社会福祉協議会の持っている事業の紹介をして、そこから相談になる

んでしょうか。そのあたりを教えいただきたいと思います。

下田リーダー：では、こちら社会福祉協議会の牧野さんから、ご説明をお願いします。
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牧野氏： はい。福祉サービス利用事業につきましては、相談件数に対して受任件数が少ないということで

すが、受任が決まるまでに何回か相談を受けています。その結果、知的障がいの方だと受任に至っ

た件数が６件なんですが、結局、利用に至らなくて他の制度に行ったりしているケースもあったり、

軽度の知的障がいということで、利用に至らなかったというケースもあります。契約をすることに

なりますので、利用に至る途中でご本人様がサービスを利用したくないとなったり、実際の相談件

数と受任件数が比例していかないという状況になっております。すみません、もう一つの質問は。

吉田委員：提供されるサービスというのは、社会福祉協議会が持っている例えばお金の引き出しのサービス

を紹介するのか、それとも障がい全般のいろいろな生活をする上での制度の紹介をするのかです。

牧野氏： 相談につきましては、大体金銭管理とかの相談で来ているので、基本はまず社会福祉協議会でお

こなっている福祉サービス利用援助事業の相談を受けまして、人によっては成年後見制度につない

でいるケースもございます。ほかのサービスの相談で、成年後見制度や福祉サービス利用支援事業

の相談に来ているケースはないので、基本は、社会福祉協議会の中でおこなっている金銭管理のサ

ービスのご紹介をしています。

下田リーダー：はい、事務局からお願いします。

事務局： 障がい事業課、宇田川です。市のサービスといたしましては、市長が行う申し立て費用の助成、

それから成年後見人に対する報酬の助成がございます。実績といたしましては、24 年度に成年後

見人に対する報酬の助成に１件の実績がございました。

下田リーダー：吉田委員よろしいでしょうか。ほかに、ご質問等はございますか。

はい。では先に進めさせていただきます。４つ目の議題としまして、障がい者虐待防止センターの

実績報告ということで、事務局のほうからご説明をお願いいたします。

事務局： 平成 24 年度障がい者虐待防止センターの実績報告です。児童の虐待防止法、高齢者虐待防止法

に続きまして、昨年の 10 月１日から障がい者虐待防止法が施行されております。障がい者虐待に

は、養護者による虐待、施設の従事者等による虐待、企業・会社等、使用者による虐待の三つの類

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、０件です。

養護者による虐待は、本人以外からの通報と本人からの届け出を分けております。まず、本人以

外の通報ですが。現在、対応中で事実確認中のものが１件。同じく、対応中で虐待ありで支援中が

２件。対応の終わったもの、対応終結ということで、結果的に虐待なしと判断したものが１件。計

４件ございました。

また、本人による届け出が１件。これは、事実確認の結果、虐待なしということで、１件。この

半年間で合計５件受理をしております。

受任事案の詳細について、まず虐待の種類は複数回答ですので、たとえば、身体的虐待と心理的

虐待があったとか、そういった形で、両方に数字が載せておりますので、合計と実人数とは必ずし

も合いません。

まず虐待の種類として、身体的虐待が３件、心理的虐待が１件、放棄・放置、いわゆるネグレク

トが３件、計７件となっております。

また、被虐待者の障がいの種別は、身体障がいの方が２件、知的障がいの方が１件、精神障がい

の方が４件、計７件となっております。たとえば知的と精神の障がいを合わせ持った方もいらっし

ゃいましたので複数回答という形になっております。

続いて、平成 25 年度の事業計画です。６月に第１回の障がい者虐待防止実務者会議を実施する

予定です。市役所内部の各関係機関との会議になります。昨年度設置した虐待防止対策協議会は、

７月に平成 25 年度の第１回目を開催いたします。また、あくまでも予定ですけれども、９月に啓

発・広報活動の一環として、研修会を予定しております。10 月と 11 月にそれぞれ第２回目の実務
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者会議と対策協議会を実施する予定です。また、12 月の障がい者週間では基調講演等の企画を予

定しております。１月には、再度、研修会を予定しております。２月には、第３回目の虐待防止対

策協議会を実施する予定です。以上になります。

下田リーダー：ありがとうございました。ただ今の障がい者虐待防止センターの実績報告につきまして、何か質

問はございますでしょうか。

実績および 25 年度の事業計画ですね。12 月の障がい者週間の基調講演が、この権利擁護部会に

深く関連してくると思いますが、何かご質問等ございますでしょうか。枝川委員、お願いいたしま

す。

枝川委員：親の会の枝川です。虐待の対応で「虐待ありで支援中」になっているところは、どのような支援

をされているのか。お聞かせ願えればと思います。

下田リーダー：事務局、お願いします。

事務局： まず、事実確認中の１件は、本人が警察署に出向いたケースです。その後、警察署から市役所に

も連絡があったケースです。その後、本人とお会いしまして、状況等を確認しました。今後も引き

続いて定期的に状況等の確認をしている状況です。現在対応しているケースになります。

「虐待ありで支援中」の２件ですが、今現在、対応中です。障がい者虐待防止法では、通報また

は届け出があったときに、まずコアメンバー会議という緊急性のあるなしの判断をする会議を経て、

事実確認も含めて動いていくわけなんですけれども、その中で、やはり虐待の疑いがあるというこ

とで、この２件は今後いろいろな福祉サービス、関係機関とともに支援していくこととなりました。

下田リーダー：はい、いいでしょうか。

枝川委員：その支援中というのは、たとえば親から離すのではなくて、親のところにいて、親かどうかはわ

かりませんけど、養護者のところにいて、市が見ているという形でしょうか。

事務局： 個別に状況は違ってきますけれども。基本的に虐待の疑いがある場合は、親から離すことを前提

に、いろいろなサービスにつなげていくことが多いです。一件はそうです。もう一件は、ご夫婦な

んですけれども、このケースにつきましては、在宅支援を継続中という形になっております。

下田リーダー：はい。橋野委員よろしいですか。

橋野委員：すみません、ここの部会は、公開になっております。個人情報に関わるようなことは、公表でき

ないものですから、申し訳ありませんが。基本的な支援といたしましては、養護者とされるご家族

との分離、それから生活支援の見守りといった支援がありますので、そういった対応をしていると

いうことで、ご理解いただきたいと思います。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す。対応中ということでございますし、少し個人的なことが出てきますので、

これについてはそういうことで。はい、足立委員お願いします。

足立委員：視覚障害者の会トパーズクラブの足立です。今の枝川さんの質問はですね、その公開を求めてい

るわけではなくて、ここで答えられることは答えていただく。情報公開を止めることはできるわけ

ですから、それはそれでいいと思います。お話いただくことは。だから、「情報は公開できません」

と言っていただければいいんじゃないですか。

枝川委員：傍聴者がいらっしゃるから。

足立委員：傍聴者がいらっしゃる？

枝川委員：はい。たぶんそういう意味でおっしゃったんだと思うんですけど。

足立委員：ああ、そうですか。

枝川委員：私もそんなに細かくではなく、どういう対応を行政がしているかということだけのことをお聞き

したかったので。例えば親から分離してるとか、さらっと言ってくだされば、細かいことまでは。
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下田リーダー：ということでございますので、これ以上は掘り下げていくと個人的なことになるので、申し訳あ

りません。ほかにございますか。はい、森嶋委員お願いいたします。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。何点かあるんですが、まとめてお話したほうがいい

か、それとも一点ずつのほうがいいでしょうか。

下田リーダー：どちらのほうがよろしいですか。一度に聞いて、答えていただくのがいいか、一つ一つ話してい

ただくか。

森嶋委員：一つずつお話します。

下田リーダー：では、一つずつお願いします。

森嶋委員：受付件数の通報のところで、本人以外からの通報があるじゃないですか。この通報ルートという

のはすごく大事なのですが、どのようなところから、通報があるんですかね。お話できる範囲でお

願いします。

下田リーダー：通報ルートということですか。はい。

事務局： まず警察。それから福祉サービス事業者。それから、地域にある相談支援事業者。こういったと

ころからになります。

森嶋委員：はい、ありがとうございます。今の回答で警察との連携がちゃんとされているということもわか

ったんですが、一つ危惧しているのが、虐待の種類によっては、確実に触法行為があるじゃないで

すか。たとえば、暴力を振るうとか。こういったときに、今日は生活安全課の課長さんも参加され

てるわけですが、「虐待だ」と言って、行政や相談支援事業所や権利擁護機関に連絡が入るよりも、

まず司法に、警察に連絡がいって。虐待を受けている相手が障がいがあるかどうかもわからないケ

ースでも行政と警察に連携のようなものがあって、本人の安全が確保されてる体制が整っていると

認識してよろしいでしょうか。

なぜこんなことを言うかというと、今後の（障がい者虐待防止センターの）事業計画の中で、研

修会の開催がありますよね。虐待は、たぶん早期介入が大前提だと思うので、どんな人たちにおい

ても、特に福祉関係の人たちにとってみれば、この通報というのは任意ではなく、もう義務なんで

すというところの研修をしていただきたいと最近常々考えてるので、その辺のところが、この権利

擁護委員会として先に進んでいけばいいかと思ったので、質問させていただきました。回答は全部

得られたようなので、私としてはこれでいいと思います。ありがとうございました。

下田リーダー：連携を密にするということで、法律的にもありますけど、そういうところをしっかりと研修の中

でやっていくと。

では、最後の議題に進めさせていただきます。イベントの企画についてですが、イベントを企画

して障がい者に対する理解や権利擁護を訴えていきたいということで、考えております。

つきましては、このイベントについて、趣旨説明と申しますか、これまでどんなイベントをやっ

て、その中でどのような、成果等があり、今後どのようにそれをつないでいくかというようなこと

を事務局からご説明をお願いします。

事務局： 障がい事業課、清水です。平成 19 年度から昨年 24 年度までに実施したイベントの概要につい

て報告いたします。

平成 19 年度から 21 年度にかけまして、目的を自立支援協議会の事業内容の広報と共生社会実

現への啓発を目的に、イベントを開催しました。平成 19 年度は、自立支援法に関する講演会の開

催。当事者の方、支援者の方が中心となりましたシンポジウムを開催いたしました。また、平成

20 年度、21 年度につきましては、講演会およびホースセラピーを開催。また、当事者団体の皆さ

んによる模擬店も出店いたしました。

また、平成 22 年度ですが、「事業所の担い手不足の解消に向けて浦安市で障がい福祉サービス
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を展開する事業所の求人活動をサポート」、「障がい並びに、障がいや障がいのある方への理解を深

める」この二つを目的に、就職フェアを開催し、同時にドキュメンタリー映画の上映も行いました。

平成 23 年度は、残念ながら、震災の影響でイベントが開催できませんでした。

平成 24 年度、昨年ですが、ご参加いただいた方も数多くいらっしゃるかと思いますが。完成し

たばかりの『浦安こころのバリアフリー・ハンドブック』を PR しました。また、ちょうど 10 月

に虐待防止センターがオープンいたしましたので、虐待防止に関する講演会を行いました。

障がい者や団体の活動を通じて、実際にそういう、活動を見ていただくことにより、障がいや障

がいのある方への理解を深めていくことを目的といたしまして、事業報告にもございましたが、虐

待防止講演会を開催。そして、社会福祉協議会の映画会のイベントで 30 分の枠をいただきまして、

『バリアフリー・ハンドブック』を PR いたしました。

12 月９日に、わがまち浦安フェスティバルを開催いたしまして、たくさんの当事者の方、団体

の方にご参加いただきました。ありがとうございます。

先ほどの平成 24 年度の引き継ぎ事項でも報告させていただきましたが、平成 25 年度のイベン

トにつきましては、障がい者週間のイベントの開催や、市民祭りやそのほかの市内で行われるイベ

ントにも参加していきたいという意見があがりました。

今年は、12 月８日の日曜日。ちょうど障がい者週間にあたりますが、その日に、文化会館の小

ホールを障がい事業課のイベント用として既に確保はしてございます。今回の部会では、まず平成

25 年度のイベントの目的、あるいはテーマについてご意見をいただきたいと考えておりますので、

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。ただ今説明がありましたように、12 月にイベントをおこないました。

平成 19 年度から 21 年度は、当時は、浦安市地域自立支援協議会と申したのですが、地域自立

支援協議会の事業内容の広報。それから、共生社会実現に向けた啓発ということで、３回ほど行い

ました。

平成 22 年度は、事業所の担い手不足の解消ということに向けまして、浦安市で障がい福祉サー

ビスを展開する事業所の求人活動をサポートすること。そのために、ブライトンホテルのホールを

借りまして、そこにブースを設けて、さまざまな求人活動をいたしました。

23 年度は、震災の影響で実施はできなかったんですが。平成 24 年度、こちらにチラシがござい

ますけれども、昨年の 12 月に行ったイベントで『バリアフリー・ハンドブック』の PR をしまし

た。それから、虐待防止の周知、障がい者団体等の活動を通して、障がいや障がいのある方への理

解を深めるという目的でイベントを実施いたしました。

平成 25 年度につきましても、先ほど、12 月８日、文化会館の小ホールがすでに確保してあると

いうことでした。以前開催したホースセラピーは、図書館の前の芝生を借りて、成田から馬を連れ

てきて催しを行いました。実施形態にとらわれず、まずテーマについて、ご意見をちょっと拝聴し

たいと思っております。「このテーマでやってはどうなのか」を積極的に出していただければ、そ

れをどんどん練り上げて、イベントに結びつけていきたいと思います。何かございますか。

安藤委員：私、初めてなもので、あまり知らなくてすみませんが、以前に馬に乗るイベントがありましたか。

下田リーダー：ええ、ホースセラピーがありました。

安藤委員：あの時に、「あっ、こういうものをやっているんだ」という、それぐらいのイメージしかできて

いなかったんですけど。もっと PR をされたほうがいいんじゃないかなと、ちょっと思ったのです。

下田リーダー：はい。平成 19 年度に発足して以降しばらくは、この自立支援協議会のことを知っていただくと

いうことは、テーマの一つでもありました。もっと自立支援協議会も PR をということですね。
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橋野委員：障がい事業課の橋野です。イベントの周知につきましては、毎年、『広報うらやす』やホームペ

ージをはじめとしておこなっています。また年よっては、協議会の委員の皆さんがチラシを学校、

スーパー、病院などいろいろなところに配っていただいて、周知活動はかなりやってきているつも

りではあるんですけれども、なかなか参加者が増えないというところが課題です。

昨年度のイベントにつきましても、参加していただいた当事者団体の皆様からは好評で、感想が

届いているんですけれども。やはり関係者以外にも広く市民の方や地域の皆さんに見てほしいとい

うところが、やはり昨年度も課題だったんですね。

たとえば、お客さんがたくさん来るようなゲストの方を呼んで、イベントをやるというのも一つ

のやり方なのかなとは思いますが。周知についても、何か皆様のほうからアイデア等いただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

下田リーダー：いかがでしょうか。はい、枝川委員お願いいたします。

枝川委員：手をつなぐ親の会の枝川です。去年、担当した当事者といたしまして、周知はしているんですが、

受け手側のその受け取り方が、いわば非常に希薄じゃないかなと思うんですね。

たとえば、チラシはずいぶん配りましたし、おさんぽバスに乗ったら、ポスターがちゃんと出て

るんですね。だから、見てる機会はたくさんあると思うんですけど。自分の子の例えば発表会とか、

そういうことにはものすごい熱心だけれども、一般的なものには、「ああ、やってるのか」だけで

済んでるのかなっていうことがあると思いますね。

ですから、去年の反省でも、たとえば小学校、中学校の人たちと一緒にイベントができないかと

いうことが出ました。去年は、ものすごく慌ただしく、（開催まで）２・３か月しかなかったので、

「最初から、そういう方向でいけたらよかったね」という反省は出ました。周知はしているんです

が、受け手の問題もあると思います。

下田リーダー：ありがとうございます。はい、この点も踏まえて、こうこういうテーマでやったら自立支援協議

会の理解が深まる、あるいは障がいや障がいのある方への理解が深まるなど、PR の方法の提案な

どがありましたら、どしど出していただければと思いますが、いかがでしょうか。

事務局： 障がい事業課、清水です。毎年、イベントの開催にあたりましては、作業部会という、実際に企

画書を作ったり、周知のお手伝いをしていただく方を募っておりました。今年も、作業部会を発足

いたしまして、こちらの作業部会で、近隣市の状況を調べたり、皆様の意見を集めたりして、たた

き台を作成したいと考えておりますが、いかがでしょうか。

下田リーダー：では、それでテーマを決めるのもいいですね。なかなか今すぐに、突然言われても、テーマは出

てこないということですよね。まず、数人で作業部会をつくって、そこでテーマを考えて、改めて

権利擁護部会にご提案して賛同を得るといように進めていくのはどうかという事務局の提案です。

いかがでしょうか。

作業部会のメンバーになっていただける委員の方は、いらっしゃいますか。はい、小林委員。

小林委員：オリエンタルランドの小林です。作業部会を作って議論していただくという提案に関しては、ま

ったくもって異論はないんですが、その作業部会がいつ何時ぐらいからどんな内容で行われるのか

がわからないので、業務とのすり合せの関係で、今この場でやりたいなと思っていても、なかなか

手を挙げられない実情がございますので、そこはペンディングさせていただくとして、やはり自分

も、なぜ、何のためにイベントをやるのか、イベントをすることによって、何がどうなって、結果

として何が予期されるのか、もしくは、するためにどうするのかというところを、まずフィックス

させれば、自ずとどの対象者に向けて、どのような内容を発信すればいいかということが見えてく

るような気がするんですね。

この自立支援協議会というものを知らない、存在を知らない方々にアピールするのが目的なのか。
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障がい者に対して、こういったことを、皆さん、もう少し知ってください、配慮してくださいとい

うことにスポットをあてるのか。

身近な電車の中やバスの中でも、オレンジ色のつり革のところで、平気で携帯やスマホをいじっ

ている学生もいれば、大人もいるわけですね。そうすると、枝川会委員もおっしゃったように、パ

ンフレットは配っているけれども、受け取ってイベントに来るというところまでに結びついてない。

来てもらうためにはどうすればいいのか。じゃあ、なんで来てもらうのかですね。そうすると、訴

求力とか、ツールとか、「これをやるから、来てください」ではなくて、来ていただいた方々に、

こういったものをアピールというところを、ある程度識別してできてくると、作業部会の方々や運

営の方々が、何をもって、どう行動すればいいかというのがわかってくると思います。

ベイシティさんのバスの中も、JR さん、メトロさんの電車の中でも本当にそうだと思うんです

けども、広告をしたから我々の役割は終わりかというと、そうじゃないんですよね。広告をして、

そのイベントとや我々のメッセージを伝えなければいけないとすると、何にしても、やはりその、

啓蒙になってくると思います。

たとえば、お遊戯会とか運動会だったら親御さんも一生懸命になるのであれば、学校の授業や放

課後の時間や PTA の活動の中で、協議会としてアピールしていく。

協議会として何をアピールしていくかというと、「こういったことをアピールや支援をしようと

していますので、ご協力ください。こういったイベントをやって、そこでは具体的にこういったも

のを提示します」というような仕組みのようなものを作っていって、結果として障がい者週間イベ

ントに繋げていく。

障がい者週間イベントだから、これをやらなければならないといのは逆だと思うんですね。障が

い者イベントをやることが主ではなくて、そこで何をメッセージとして発信していって、どういう

啓蒙や活動していって、どういうものを伝えていくかといったところを、私はこの協議会のメンバ

ーの、目立たないかもしれないけれども、啓蒙活動の役割の一環を担えるんではなかろうかと思い

ます。

その作業部会に私が入れるかどうかは別にしまして、この協議会に、我々がなぜメンバーとして

いるのか、このメンバーで何をどうしていきたいのか、なんのためにこの部会が自立支援協議会と

いうもの自体があるのかといったところから、発想を持っていくほうが、考え方として楽なのかな

という気がいたします。

下田リーダー：はい。貴重なご意見、ありがとうございます。これまでも啓発・広報プロジェクトの中で、イベ

ントをなんのためにやるのかイベントを通してどういうことを地域に訴えるかについて議論を重

ねてまいりました。

ただ、実際に 12 月の障がい者週間にこういった活動をすることが相乗効果といいますか、市民

に対する強いアピール、メッセージの発信としてはいいのではないかということから、どのような

イベントを開くかということが求められています。

地域自立支援協議会は、障がいのある方もない方もともに暮らしやすいまちづくりをするために

地域課題を発掘して、協議して、解決していく場ですから、障がいや障がい者の方に対する理解を

一般の市民の方にも持っていただいて、障がいの有無にかかわらず一緒になってよりよいまちづく

りをしていこうということをイベントという形でどうやって表すかということでこれまで協議を

重ねてまいりました。

ただ PR すればいいのかということや、周知が足りなかったということもあります。そういう意

味では、今おっしゃられたように PTA 活動でアピールしたりとか、お遊戯会に行ってアピールし

たりとかいうものも取り込みながら、作業部会を作って、今出された意見もさらにつめて、よりよ
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いイベントをつくっていきたいと、聞いていて感じました。はい、足立委員。

足立委員：視覚障がい者の会の足立です。今、小林委員のおっしゃったように、目的をはっきりさせる、何

でやるのかというのをはっきりさせていかないと、一つ一つの行事がうまくいかないということだ

と思うんですね。

今、携帯電話を使っていたという例がありましたが、あれは、例えばペースメーカーを入れてい

る方にとっては、非常に危ないことなんですね。具体的にそういうことを言っていかないと。例え

ば点字ブロックですが、おとといの定例会、橋野課長にも来ていただいたのですが、そこで「市役

所の障がい福祉課がある建物の前の点字ブロックに車が駐車している」という意見が出ました。点

字ブロックの上にですよ。点字ブロックの上に自転車が止まっていたりするのは、ざらなんですね。

だから、そういったことをもうちょっと具体的に、学校とかそういうところを中心にして吸い上

げていくようにもっていっていただければ、非常に助かるんではないかな。

だから、障がい者を理解してもらうには、もうちょっと具体的な言い方じゃないと。「ペースメ

ーカーの方、携帯電話をちょっと気をつけてくれよ」と、そういうようなところからやっていかな

いと、非常に理解しにくいと思います。

下田リーダー：ありがとうございます。はい、枝川委員お願いします。

枝川委員：親の会の枝川です。去年は「障がい者がどういうふうに困っているか」の解決というか、そのた

めに、この『バリアフリーハンドブック』を作ったんですね。

障がい者じゃなくて、一般の方に見ていただきたい、たとえば学校や、浦安市に越してきて転居

届けを出す時とか、お子さんが生まれるっていう届けが来たときに、これを差し上げて見ていただ

きたいっていう願いを込めてこれを作ったんですね。

今までのイベンフトは、わりと自立支援協議会そのものを PR する場だったのですが、そうでは

なくて、今回は障がい者を中心に持ってきましょうということで、フェスティバルを開催したんで

す。障がいのある人たちの発表を見てもらって、「こんなことをできます、こんな技量を持ってま

すよ」という、障がい者の発表の場ということで去年はやったんです。そういう経緯があります。

下田リーダー：はい、山田委員お願いします

山田委員：市川健康福祉センターの山田です。市川市の障がい者団体連絡会に出たときに、やはりこの障が

い者習慣のイベントについての議題が上がりました。周知活動というところで皆さんの中での意見

はまとまらなかったんですが、私は「障がいのある人もない人もともに暮らしやすい千葉県づくり

条例」に携わっているんですけれども、広域専門委員や指導員の中ですごく言われていることは、

ただ単にその障がいの理解というよりは、健常といわれている人たちも含めてみんな高齢化や疾病

や事故その他で障がいを持つ可能性があるというか、みんなにとって、持つべき課題であるという

ことから周知をしていくべきではないかということでした。障がいに対しての理解というよりは、

「みんなにとって共通課題なんだよ」ということを周知するのが、まず一つ大事ではないかという

ことが私がこの仕事に携わって感じていることの一点です。

もう一点が、その障がいを差別や偏見を持つということへの予防的視点から考えたときに、小さ

い子どもたちから浸透させていくのは、確かにいいのではないかというところで、小林委員の言わ

れていたような PTA 活動とか学校内での活動は、とても意味があるのではないかと感じていてい

ます。今年度、小学校まわりをやっていこうかなと実は考えていたところではあります。

いろいろな障がいがございますので、どういうところに焦点をあてるか、特別支援学級があると

ころで、障がいに関して周知が行き渡っていたりするところには、それ以外の特性の授業をやって

みるとか。いろんなところで私も皆さんのお知恵をお借りしたいと思っているところなんですが。

小さいうちからの周知活動といいますか啓発活動というのは、非常に意味があると感じているとこ
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ろです。

なので、どの程度までできるかわかりませんが、何か一緒にやらせていただければ。立候補した

いと思います。

下田リーダー：ありがとうございます。作業部会は、参加する皆さんの都合のいい日時・時間帯をお伺いして、

開催日を調整します。

山本委員：教育研究センターの山本です。昨年からこのハンドブックの製作のお手伝いさせていただいてお

ります。イベントの目的の話とちょっとずれてしまうかもしれないんですが、学校では、交流およ

び共同学習に力を入れています。困り感のある子どもとそうではないと思われている子どもも、ど

の子にも実は困り感があるということを伝えています。また、障がいのある子、ない子、特別支援

学級の子も、通常級の子も、特別支援学校とも交流および共同学習をしながら、ともに活動するだ

けではなく、一緒に学びあうということを目的として取り組んでいこうという動きが出ています。

ですので、今お話がありましたように、やはり小さな頃から、そういった教育の中でも取り組ん

でいこうと思っていますので、このイベントの中でも何かご協力できる点があるのではないかと検

討し、提案できるようにしたいと思います。

このハンドブックですが、５月に行われました特別支援教育コーディネーターの研修会では、コ

ーディネーターの先生に配布させていただきました。

学校でも使えるようにするにはどうしたらいいか、先生方からもご意見をいただき、投げかけさ

せてはいただいてあります。時間をかけて詳しく説明はしてはいないんですけれども、少しずつお

伝えできるようにしていきたいと思っていますので、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す。ほかに意見はありますでしょうか。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。広報、啓発っていうことに重きを置くのであれば、私は障がい者週間に

障がいのある人たちのこういうイベントがありますと言って、そこに一般の人たちが来てもらうと

いうのは、ものすごくハードルが高いと思います。今までも、毎年やっては同じような反省点が出

ている気がするので、そういう意味では、私は、啓発や広報というのであれば、こっちが出向いて

いく、入り込んでいく方法なんだなと思ってます。前から私は市民まつりの中に、そういう市のイ

ベントの中にまぎれこんでいくとか、そのほうがいいんじゃないかなと、ずっと思ってます。

障がい者週間イベントをやると言っても、障がいのある人たちがメインとか、障がい関係に限定

しないで、いっそ全然関係ないものをやってしまうのもありなのかな。障がい者週間イベントだけ

ど、いろいろな人に来てもらう。障がい者週間イベントを企画したり、やったりするのはそういう

関係の人たちだけど、「みんなで楽しめるものをやります」と言って、その中で、（障がいについて

の）説明をするとか、そういう形にしたほうが、たくさんの人に来てもらうというのであればいい

のかなっていう気がしてます。

また、やるにあたって、去年は当事者の人たちが発表する場という感じがとても大きかったんで

すけど、今年はそういう形にするのか、それとも全然違うものにするのかというのがわからなかっ

たので、どういうものがいいのかと言われたときに、何も浮かばなかったというのが正直なところ

であります。

下田リーダー：はい。貴重なご意見ありがとうございます。いろいろなご意見ありがとうございました。確かに、

イベントを 12 月にやらなければならなということではなかったんですが、「これまでイベントを

やってきて、今年度はじゃあどういうテーマでやるか」という問題の提起の仕方をすると、12 月

に無理やりやるのかみたいな意見も出てくることがあります。たとえば、別のイベントに出向いて

いくというのも、その一つだと思いますし、そういったことも含めて、原案づくりも作業部会を作

ってこれまでのイベントを振り返りながら、イベント自体をどうするかということも含めて、原点
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に立ち戻って協議し、作業部会で話し合った内容を、改めて第２回目の部会のほうで提案させてい

ただいてご議論いただくという形にさせていただけないかと思いますが、よろしいでしょうか。

作業部会の日時等については、調整させていただきます。公務等には、なるべく支障のないよう

にしたいと思います。作業部会にご参加いただける方は、挙手をお願いできますと。

鈴木委員：浦安市ソーシャルサポートセンターの鈴木です。作業部会というのは、たとえば第２回の開催の

前とか、たとえば何月頃というのも全くわからないという状態ですか。

事務局：障がい事業課清水です。老人福祉センターから夏祭りへの参加のお誘いを受けております。先ほど

神谷委員からご提案がありました、いろんなイベントに入っていくという活動の一環にもつながる

と思います。老人福祉センターの夏祭りに、バリアフリーハンドブックの PR のための時間を５分

から 10 分ぐらいになりますが頂戴できましたので、それに間に合わせるためにも、６月上旬に一

度開催したいと考えております。

（事務局注：作業部会メンバー募集とスケジュール調整の関係で７月初旬に開催。イベントへのお

意見は、メンバー募集の際のアンケートで収集）

下田リーダー：あとで事務局から連絡がございますが、第２回権利擁護部会は、７月の 18 日に開催したいと思

っておりまして、その前に作業部会を開催し、まずその中でご議論いただいて、提案をさせていた

だければなと思っているのですが。鈴木委員いかがでしょうか。

鈴木委員：はい。ありがとうございます。

下田リーダー：では、改めまして作業部会の委員をやっていただけるという方、挙手をお願いできればありがた

いのですが、どうでしょうか。

山田委員：はい。できる範囲で。

下田リーダー：山田委員ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、橋野委員。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。皆さんご協力ありがとうございます。また、今日この場で、なかなか

決められないという方もいらっしゃると思いますので、後ほど改めてご案内させていただきたいと

思いますので、その際にお返事いただければと思います。

補足でご報告します。去年の 12 月のイベントは、司会をシンガーソングライターの洋一郎さん

にお願いして、各団体から歌や踊り、講演などの発表をしていただきました。

司会の洋一郎さんと視覚障がい者協会のシンガーソングライター19 歳の男性の中岫さん、聴覚

障がい者協会の会員で手話パフォーマンスをされた高木さんの３人が、12 月のイベントを機会に

ずっと交流を続けられているということで、先々週、ウェーブ 101 で発表会がありました。音楽

を聞きにこられた、障がいとは全く関係ないお客さんがいらっしゃる中で、トークのコーナーで、

視覚障がいとは、聴覚障がいとはということを周知していました。

また、U センターのイベントも洋一郎さんが司会をされて、中岫さんと高木さんが３人で出られ

るということです。バリアフリーハンドブックも紹介したらどうだということで、声かけていただ

いたところです。

12 月のイベントはいろいろ反省点もありましたが、神谷委員も言われた、いろんなところに入

り込んでいくというところで、つながって継続した活動ができているということがありますので、

この場でご報告させていただきます。

下田リーダー：はい。それでは、作業部会を発足させるということについては、同意いただいたということで、

ただ、今どうかと言われても、即答できないところがあると思いますので。改めて事務局のから、

ＦＡＸなどでご案内を差し上げますので、原案の作成、あるいは企画に携わっていただけるという

ことでしたらご協力をお願いしたいと思います。

事務局：老人福祉センターからご提案いただいたイベントについてご案内いたします。日程は７月 13 日の
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土曜日、開催時間は午前９時 30 分から午後３時の予定です。バリアフリーハンドブックの PR と

いうことで、５分から 10 分、ステージに立つ枠を頂戴しました。

ただ、時間も短いので、昨年のわがまち浦安フェスティバルでは、バリアフリーハンドブックの

PR に参加していただいた全員が立つのは難しいかと思いますこの権利擁護部会の方の委員から代

表として数人立っていただくのか、また、当事者の方に数人ご協力いただいて、５分から 10 分の

枠でステージを構成していくのか考えておりますが、作業部会でプランを練るということもできる

のですが、もしこの場でこの時間にこんな PR の仕方をしてはどうかという意見がありましたら、

前もって頂戴したいと思っておりますので、何かご意見がありましたらお願いします。

小林委員：それこそ、ＦＡＸで皆さんから意見をもらったりしたほうがいいんじゃないですか。

下田リーダー：小林委員からございましたように、どういう PR の仕方があるかとか、場合によっては、私が出

向いていって話をしようとかっていうのがございましたら、ＦＡＸあるいはメールでご返信いただ

ければと思いますので、併せてよろしくお願いいたします。

突然来て意見を言われて、びっくりされてる方もいらっしゃのではないかと思うのですが。次回

からなるべく事前にお伺いしたいということをお伝えし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、夏祭りが７月 13 日ということですので、委員の皆様、土曜日ということで、なかな

かお時間が作れないかもしれませんけれども。見学あるいは参加等し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。

また、わがまち浦安フェスティバルの紹介の VTR を当初用意していたのですが、音が出ないと

いうことで上映できなくなってしまい、大変申し訳ありません。

それでは先ほど申しましたが、次回の部会は、７月 18 日午後２時半から文化会館中会議室で開

催したいと思います。（事務局注：午後２時からに変更となりました）詳細につきましては後日、

事務局より文書でご案内させていただきます。

議題につきましては、作業部会で作ったイベントの原案を次回の部会で提案していただいて、協

議をしたいと思っています。また、バリアフリーのハンドブックの活用についても協議を行いたい

と思いますので、意見等ございましたら、ぜひ、その時までにまとめておいていただけるとありが

たく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。お忙しい中、本当にありがとうござい

ました。



平成 25年５月 23日（木）

午後２時～４時

消防本部 大会議室

浦安市自立支援協議会第 1回権利擁護部会

１．開会

２．議題

（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

３．閉会
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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。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての

検証及び評価

こども部会

生まれてから 18歳になるまでのこ

どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係

機関のスムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

権利擁護部会

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。

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

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関する

事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域生活全

般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事

項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

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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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．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

４．報酬等

自立支援協議会 浦安市の非常勤特別職の基準による

１回あたり 会長 9,500円 委員 9,000円

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

５．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。

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。

６．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
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７．平成 25年度の権利擁護部会の議題

主な課題 平成 25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

・平成 25年度権利擁護部会について

・平成 24年度啓発・広報プロジェクトの活動報告

・成年後見制度の実績報告

・障がい者虐待防止センターの実績報告

・イベントの企画について

第２回

７月

・イベントの企画について（日程・概要等決定）

・バリアフリーハンドブックの活用について

第３回

10月

・イベントの実施について（役割分担等決定）

・バリアフリーハンドブックの活用について

第４回

１月

・イベントの反省

・翌年度のイベントの企画について

・成年後見制度の実績報告

・障がい者虐待防止センターの実績報告

８．平成 25年度開催スケジュール

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） ○ ○
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議題２資料 平成 24年度啓発・広報プロジェクト活動報告

１．活動報告

プロジェクト会を４回、「こころのバリアフリーハンドブック」の編集を目的とした部会を４回、

イベントの企画を目的とした部会を３回開催。

障がい及び障がい者への地域の理解を深めることを目的とした「こころのバリアフリーハンドブ

ック」を発行し、障がい者週間に障がい者虐待防止講演会と当事者や福祉関係団体などによるイベ

ント「わがまちうらやすフェスティバル」を開催。

開催日 主な議題

第１回

６月６日

（１）作業部会の報告について

（２）こころのバリアフリーハンドブック（案）について

（３）幹事会及び全体会への報告について

（４）ハンドブック印刷の経費について

（５）障がい者週間のイベントについて

第２回

９月 24日

（１）作業部会の報告について

（２）こころのバリアフリーハンドブック（案）について

（３）障がい者週間のイベントについて

第３回

11月６日

（１）こころのバリアフリーハンドブックについて

（２）障がい者週間のイベントについて

第４回

平成 25年１月 17日

（１）障がい者週間のイベントの検証と評価

（２）平成２５年度自立支援協議会「権利擁護部会」での啓発・広報活動

について

ハンドブック作成部会

第１回 ４月 27日

第２回 ５月 25日

第３回 ７月 13日

第４回 ９月３日

こころのバリアフリーハンドブックについて

イベント部会

第１回 10月５日

第２回 10月 18日

第３回 11月 16日

障がい者週間記念イベントについて

障がい者週間

イベント

12月５日 虐待防止講演会開催

12月８日 社会福祉協議会歳末チャリティー映画まつり参加

・バリアフリーハンドブック配布。

・ステージで啓発・広報プロジェクト会委員と協力者がバリアフリー

ハンドブックを紹介。

12月９日 「わがまち浦安フェスティバル」開催

・バリアフリーハンドブック配布。

・ステージで啓発・広報プロジェクト会委員と協力者がバリアフリー

ハンドブックを紹介。

・当事者による発表、作品展示、物品販売、活動ＰＲ等
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２．平成 25年度への引き継ぎ事項

（１）バリアフリーハンドブックの活用

・平成 25年度に企業の協賛等を募って、増刷をおこなう。

・研修での活用の案

出前講座、教員の研修、特別支援教育コーディネータ研修、その他、市役所関係や自立支

援協議会の委員を通して、研修での活用を推進する。

・ＰＲ案

9日のイベントでおこなったＰＲのＶＴＲを活用。

イベントでＰＲをおこなったメンバーに研修会や説明会等での発表を依頼する。

・今後の配布

学校関係 教職員への配布を検討。

生徒への配布は、内容を教育委員会と調整し、改定後の配布を検討。

その他、警察、消防、公共交通機関、ボランティア、事業所等への配布を検討。

（２）イベントの開催

①障がい者週間のイベント開催を検討

12月 8日に文化会館小ホールを確保済

②市民まつり等のイベントへの参加を検討



議題３資料

【相談件数】

知的障がい 精神障がい

福祉サービス利用支援事
業 389 281

成年後見等 11 9

計 400 290

【受任件数】

知的障がい 精神障がい

福祉サービス利用支援事
業 6 3

成年後見等 0 0

計 6 3

平成２４年度 障がい者成年後見制度支援事業 実績報告

平成２５年度 事業計画

◎成年後見制度等の相談支援業務のほか、市民後見制度講演会を実施（予定）



議題４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 1
虐待あり、支援中 2

対応終結 虐待なし 1
計 4

届出（本人） 対応終結 虐待なし 1
計 1

【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 3
②性的虐待

③心理的虐待 1
④放棄・放置 3
⑤経済的虐待

計 7
①身体障がい 2
②知的障がい 1
③精神障がい 4
④発達障がい

⑤その他

計 7

②施設従事者等による虐待

被虐待者の障がい種別

平成２４年度 障がい者虐待防止センター 実績報告（２４．１０．１～２５．３．３１）

平成２５年度 事業計画（予定）

○ ６月 第１回障がい者虐待防止実務者会議の実施
○ ７月 第１回障がい者虐待防止対策協議会の実施
○ ９月 研修会の開催
○１０月 第２回障がい者虐待防止実務者会議の実施
○１１月 第２回障がい者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３回障がい者虐待防止対策協議会の実施

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）

0



日 時 １２月５日（水）午前１０時～１１時３０分

会 場 浦安市文化会館 小ホール

講 師 野澤和弘氏
早稲田大学法学部卒。１９８３年毎日新聞社入社。

厚生省担当、薬害エイズ取材班、児童虐待取材班キャップ、

科学環境部副部長、社会部副部長などを務め、現在論説委員。

NPO 法人 PandA-J 副代表。

「わかりやすさの本質」（ＮＨＫ出版）、「なぜ人は虐待するのか」

（Ｓプランニング）、「あの夜、君が泣いたわけ―自閉症の子と

ともに生きて」（中央法規出版）「条例のある街―障害のある人

もない人も暮らしやすい時代に」（ぶどう社）など著書多数。

※申込不要。直接会場までお越しください。

※入場無料。手話通訳・要約筆記つき。

問い合わせ

浦安市健康福祉部障がい福祉課

電話 ０４７－３５１－１１１１ ＦＡＸ ０４７－３５５－１２９４

メール syougaifukushi@city.urayasu.lg.jp

１０月１日より「障害者虐待の防止、障害者の養

護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防

止法）」が施行されました。

虐待を防ぎ、障がいのある方やご家族が地域で

安心して生活するために必要なことについて、とも

に考えてみませんか。

記者として、また父親として障がい者の権利擁護

に取り組んできた野澤和弘氏にお話を伺います。


