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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 25年7月18日（木）14：00～16：00

２．開催場所 文化会館 中会議室

３．出席者

下田直樹委員（リーダー）、石井克典委員（サブリーダー）、小林章宏委員、

平野文明委員代理山村英氏、枝川芳子委員、足立誠之委員、神谷澄子委員、野坂秋美委員、

西田良枝委員、市川恵子委員、清水美恵子委員、鈴木俊之委員、三浦圭一郎委員、渡邉聰子委員、

落合進委員、森嶋宏治委員、山本典子委員、橋野まり子委員

４．議題

(1)ワーキンググループ活動報告及びイベントの実施について

(2)バリアフリーハンドブックの活用について

５．資料

（1）議題１資料 啓発・広報イベントの開催について

６．議事

事務局：部会を開催する前に会議の進め方について再度確認させていただきます。自立支援協議会および部

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、個人情報に関わる発言等につきまして

は、十分なご配慮をお願いいたします。

また、発言の際にお願いしたい点がございます。当部会におきまして、聴覚に障がいのある方、視

覚に障がいのある方が委員として参加されております。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際に

は挙手をいただき、団体名と氏名を述べていただき、そのあとご発言をお願いいたします。

続きまして、委員の紹介に移りたいと思います。社会福祉協議会、石井委員、一言ご挨拶いただい

てよろしいでしょうか。

石井委員：浦安市自立支援協議会権利擁護部会のサブリーダーをさせていただきます石井と申します。社会

福祉協議会から自立支援協議会に出させていただいております。この権利擁護部会ですが、障がいの

ある方々の権利を擁護するためのネットワークづくりと、啓発、広報活動を行うということで、委員

の皆様方と一緒にこの目的に沿って取り組みをしてまいりたいと思います。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。次に浦安市健康福祉部石田委員、お願いします。

石田委員：健康福祉部次長の石田と申します。健康福祉部には２人の次長がおりまして、私は、障がい福祉

課と障がい事業課を担当しておりますので、この部会に参加することになりました。昨年度も協議会

に参加をさせていただいたんですが、部会にも参加するようになりました。皆さんと一緒に勉強しな

がら、考えていきたいと思います。また今日は大変暑い中、参加いただきましてありがとうございま

す。

ここ２日ぐらい涼しいなと思っていたんですが、今日はまた暑さがぶり返してきました。ちょうど
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一番暑いこの時間にご参加いただき、皆さんには感謝を申し上げます。今日もよろしくお願いいたし

ます。

事務局：代理で出席していただいております委員を紹介いたします。浦安警察署から山本様。

山本氏：山本と申します。よろしくお願いいたします。

事務局：次にNPO 法人フレンズの鈴木様。

鈴木氏：鈴木です。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。それでは今後の進行につきましては、下田ﾘｰﾀﾞｰにお願いしたいと思い

ます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ご参集いただきまして本当にありがとうございます。熱い議論を交わして、浦安の福祉を少し

でもよくしていきたいということで、皆さんと力を合わせていきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

それでは、平成 25年度第２回権利擁護部会を早速始めさせていただきます。本日は２件の議題に

ついて協議していただきたいと考えております。

まず最初に議題１ワーキンググループ活動報告ということで、ワーキンググループを作ることは、

前回の権利擁護部会で、皆様から合意をいただきました。早速活動を開始いたしましたので、その報

告と、イベントの実施について事務局から説明をさせていただきます。

事務局：障がい事業課職員清水と申します。７月４日に開催いたしました、仮称イベント企画ワーキンググ

ループの活動報告をさせていただきます。今回ワーキンググループには、６名の委員の方にご参加い

ただきました。ご紹介させていただきます。浦安手をつなぐ親の会の枝川委員、権利擁護センターぱ

あとなあの市川委員、NPO 法人タオの清水委員、NPO 法人フレンズの辻委員。民生委員児童委員協

議会の安藤委員、市川健康福祉センターの山田委員。そのほか、障がい事業課職員と基幹相談支援セ

ンターが事務局として参加いたしました。

今回のイベントの大きな目的ですが、広く市民の方に障がいについて、障がいのある方について知

っていただきたい。そのためのツールは昨年、啓発・広報プロジェクトで、「わたしたちにできるこ

とがあります。『うらやすこころのバリアフリーハンドブック』」わかりやすく障がいについて知って

いただくためのパンフレットを作成いたしましたので、「バリアフリーハンドブックを多くの市民の

方にお手にとっていただき、ご覧いただきたい。」これを今回のイベントの目的とさせていただきた

いと思います。その目的に沿いまして今回の趣旨ですが、エンターテインメント性の高いイベントを

開催し、広く市民の方、特に今まで福祉関係のイベントには来場されなかったような方、福祉関係の

イベントには興味を持たれなかったような方、そういった層の来場をうながして、来場者にはバリア

フリーハンドブックを配布してPRするとともにPRして障がいについて関心を持っていただくきっ

かけづくりをすることをポイントに企画を進めてまいりました。

イベントの対象は一般市民で、12 月８日の日曜日、文化会館小ホールで開催いたします。ステー

ジの時間ですが、入場者の途中入退場を避け、最初から最後までなるべくご覧いただくため、２時間

から２時間半程度でコンパクトにまとめたいと考えております。出演者については探しているところ

なのですが、演目としましてはコンサート、ダンス、または著名人による講演など、広く一般市民の

方に来ていただけるものをメインとして持ってきます。そしてその内容は福祉に限らず、広く一般の

方に関心を持っていただくような内容としたいと思います。そこに合わせまして、バリアフリーハン

ドブックの PRや当事者の発表を行いたいと考えております。ステージの時間としましては、おおむ

ね適してるのが午前中からでしたら 10時から、午後でしたら１時半から２時からが最適ではないか

と考えております。また小ホールにはホワイエという場所がございます。こちらでは、昨年度も開催

した物品の販売や作品の展示、団体の PRなどをしていただけます。会場が使用できる午前 10時か
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ら４時までの時間帯で、ステージの時間に合わせて開催時間については調整が可能です。広く障がい

者団体、障がい福祉関係事業所等に参加を募りたいと考えております。また、受付でバリアフリーハ

ンドブックを配布いたします。

協力体制についてですが、前回は自立支援協議会主催ということで、ほとんど自立支援協議会と市

役所、障がい福祉課で企画、運営をしたんですが、今回は市内の団体や法人に幅広く共催や応援を募

り、団体の名称の使用や広報活動にご協力いただきたいと考えております。また、協力団体に所属す

る会員にイベント会場に来ていただくように積極的に周知をお願いしたいと思います。まだイベント

自体が決まっておりませんので、具体的にこの団体に交渉したいというプランはできていないんです

が、ステージのメインとなるものが、固まり次第、市内の団体に交渉に行きたいと思っております。

また、広報活動ですが、昨年同様に広報うらやす、ホームページ、おさんぽバスでの周知もしてま

いりたいと思ってますが、今回は余裕を持って１か月半ぐらい前からポスターを掲示したり、チラシ

を配布していきたいと思います。また合わせて共催、後援団体に周知いたします。さらには市のイベ

ントでも、積極的にチラシをまいていきたいと思います。なので今回は早め早めに動きたいと考えて

おります。

ステージのメインとなる出演者については、現在事務局で探しています。ご意見やお心当たりあり

ましたら、ぜひお知らせいただきたいと思います。少ない予算の中で人を呼ぶので、ぜひご協力いた

だけたらと思います。

事務局では、市内の講演会やイベントなどで、バリアフリーハンドブックの PRを進めてきており

ます。７月 13日の Uセンターの夏祭りで PRをさせていただき、バリアフリーハンドブックを配布

させていただきました。こういったバリアフリーハンドブックを受付やブースで置いてくださるとい

うイベントもしくはステージで５分間ほどでもいいので PRさせていただけるようなイベント、ご所

属の団体やお知り合いの団体などが企画するイベントでお心当たりありましたら、事務局に情報をお

寄せいただければと思います。

そのバリアフリーハンドブックについての PR についてですが、具体的に昨年度、そして７月 13

日にどんな形で PRをおこなったかについて、前回機械の不調でご覧いただけなくて申しわけなかっ

たんですが、VTR をご覧いただこうかと思います。当事者の方や、このバリアフリーハンドブック

を編集してくださった方、協力してくださった方にステージ上で発表いただいております。こちらに

合わせまして数分でございますがわがまち浦安フスティバルのダイジスト版をご覧いただきたいと

思います。

（ＶＴＲ上映）

事務局：次のスライドはが、７月 13日土曜日に開催された Uセンター夏祭りの模様になります。こちら

の夏祭りには、模擬店として福祉関係団体事業所の方が数多く参加なされているとともに、ステージ

では、先ほどの「わがまち浦安フスティバル」にご参加いただいておりました中岫謙さん、高木里華

さんがステージで参加されております。今回模擬店でも参加いただきました、地域活動支援センター

とも佐々木さんのご協力もいただきまして、ステージで発表させていただきました。

当日、自立支援協議会会長である下田ﾘｰﾀﾞｰにもお越しいただきまして、バリアフリーハンドブッ

ク発行のいきさつや趣旨についてお話いただきました。また、このあとライブ出演なさる中岫謙さん、

高木里華さんからご自身の体験を語っていただきました。「普段暮らしていて困ったことはどんなこ

とですか、うれしかったことや助かったときはどんなことですか」というインタビューをさせていた

だいたんですが、町を歩いていてまたは職場で声をかけられたり、さりげなく気遣いをしていただい
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たとき。そういったときがうれしかったと、お２人ともおっしゃってました。

また地域活動支援センターともの佐々木さんには、声をかけることの大切さについてお話いただき

ました。このバリアフリーハンドブックの PRのあと、ステージでシンガーソングライター中岫謙さ

んのライブと手話パフォーマーの高木里華さんのライブがありました。

外の模擬店には多くの団体さんが参加されてました。地域活動支援センターともさん、NPO 法人

あいらんどさん、NPO 法人フレンズさん、NPO 法人なゆたさん、障がい者福祉センターきらりあさ

ん、ソーシャルサポートセンターさんです。

バリアフリーハンドブックは、予想を超えて 250 部をお手に取っていただき、お持ち帰りいただ

くことができました。

Uセンターの夏祭りに来られている方ですが、一般のイベントですので、普段、福祉のイベントで

は配布する機会のない方にも、近所のお祭りということで、ご参加いただき、ハンドブックをお手に

取っていただけたのではないかと思います。今回、Uセンター夏祭りに出演させていただくきっかけ

をつくっていただきました U センターを運営していらっしゃいます社会福祉協議会の石井事務局長

が本日お越しでいらっしゃいますので、この場を借りまして改めてお礼を申し上げます。ありがとう

ございました。

ハンドブックを渡す際に、あの、手に取っていただけた方と少しお話しすることもできましたが、

予想以上の手ごたえを感じましたので、前回の会議でも委員さんのご意見でございましたが、こうい

った福祉以外のイベントに積極的に入り込んでいって PRするというのも、かなりの効果をあげられ

ると感じました。

啓発・広報イベントの開催についてに、立ち戻らせていただきますが、エンターテイメント性の高

いイベントを開催して、多くの方にご来場いただく。そして、ハンドブックを手に取っていただく機

会をつくるというコンセプトで、イベント企画プロジクトを開催して、具体的なイベントの内容につ

いて、メインとなる出演者。そして、どんな形でバリアフリーハンドブックを PRしていくのか。こ

ういったことを練り込んでいこうと考えております。

障がいについて、多くの方に知っていただくそのツールとして、バリアフリーハンドブックは啓

発・広報プロジクトの大きな成果物であると考えております。多くの方に手に取っていただくために

も、今回のイベントは、広く市民の方にご来場いただけるようなイベントを開催したいと考えており

ます。事務局の報告は以上です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。

ただ今、事務局から、ワーキンググループの活動報告およびイベントの実施について、報告があり

ました。ただ今の説明に対しまして、ご質問あるいはご意見、ございますでしょうか。

ございませんか。途中でお気付きになられたり、また「こういうことはちょっと聞いておきたかっ

たな」とかいうようなことがございましたら、戻っていただいても結構ですので、まずはこの議題の、

２つ目のほうに、進めさせていただきたいと思います。

「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」は、Uセンター夏祭りでも、多くの方が手に取っ

て見てくださいました。このバリアフリーハンドブックの活用について、事務局のほうからご報告を

お願いしたいと思います。

事務局：事務局の清水です。「こころのバリアフリーハンドブック」ですが。昨年、この権利擁護部会の前

身となりました、啓発・広報プロジクトで発行いたしました。印刷分と増刷分を含めて合計 3500部

印刷いたしまして、概算になりますが、イベント関係、わがまち浦安フスティバルや U センター夏

祭り、社会福祉協議会の映画会など、お声をかけていただいたイベントや主催のイベントで配布した

冊数が、およそ 1000部ほどになっております。また、市役所関係、市内の施設、福祉関係施設公民
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館、図書館などに配布した冊数が約 600部ほどです。

また、市内の当事者団体の皆さんや事業所の皆さんが配布に協力してくだった分が、900部ほどに

なっております。ほかの市町村からの福祉団体からの問い合わせに対しまして、こちらから送付させ

ていただいたもの、取りに来ていただいたものが、約 200部ほどです。

残念ながら窓口に置いてあるものについては、まだ４,50部ほどしかはけておりません。ただ置い

てあるのではなくて、積極に売り込んでいくことが大事なんだなと、ここでも感じました。

残部は 800部ほど手元にございます。現在の配布状況は、このようになっております。

今後ですが、各種イベントにブースをいただいたり、PRの場を設けていただいたりなど、どんど

ん（主催以外のイベントに）入り込んでいこうかと考えています。交渉の段階で決定した例がないの

で、具体的な名称は申し上げられないのですが、市内の施設のお母さん向けの講座、高齢者向けの講

座、多くの方が集まる講座に５分間だけＰＲする時間をいただけないかと交渉をしております。

また、委員の皆様にもハンドブックを置いていただいたり、５分ほどお時間をいただけるようなイ

ベントをご存知でいらっしゃいましたら、ぜひ事務局にご一報いただきたいと思います。

こちらのハンドブックは、もともとは町田市のバリアフリーハンドブックを参考に、ベースにつく

っていこうという話だったんですが。当事者の意見や障がいがあってもいきいき自分らしく暮らして

いけるんだよというところをもっと前面に打ち出すなど、いろんな意見を頂戴いたしまして、町田市

さん版とは違ったものになったと思います。

やさしい表現にしたり、イラストを採用したり、わかりやすい資料をということで、委員の皆さ

んが頑張ってつくってくださったものです。市内外を問わず、広く障がいについて理解していただく

ために周知していただきたいと考えておりますので、ぜひ配布や PRの機会と情報について随時、事

務局にお寄せいただけたらと思います。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ただ今の説明につきまして、何かご質問あるいはご意見はございますでしょうか。

事務局から話がございましたように、これから単に置いておくということだけではなくて、積極的

に PR し配布していくというような方向性をですね、明確にしたいということと、委員の皆様には、

こういった PRを行えるようなイベントですとか、講座、会議等についてご提案を積極的にいただき

たいというお願いも合わせてございました。これを含めまして、何かご質問、ご意見等、ございます

でしょうか。

事務局：事務局からよろしいでしょうか。

イベントの内容と出演者につきましては、今後、ワーキンググループで具体化していく形でもよろ

しいでしょうか。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：事務局から提案がございましたが、今後、イベントの出演者等については８月中に決定したい

ということで、出演者ご紹介いただけないかという提案がございました。今後の企画等は、特にご異

論がなければワーキンググループで進めさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょう

か。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。反対に、ワーキンググループの方にお任せしちゃっていいんですかとい

うか、引っ張っていくというか大きくまとめて動く人たちであって、こういうふうにしたほうがいい

んじゃないという意見を私たちが簡単に言っていいのか、反対にワーキンググループの方がこの委員

の方に聞きたいこととかないのかなって思ったんですね。

たとえば委員が、もうやるって決まったんだから私たちでやりたいってなったら、そのほうがいい

と思うんですけど、委員の人にお任せねということであったら、次回から委員になったらやっぱり大

変だという思いで、委員にならなかったら口出しできないみたいな。なんかそういうふうになっちゃ

うのも、なんか違うのかなと思って。
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反対に委員になった方々が、もうほぼ決まってると思ってらっしゃるのか、意見ぐらいは聞きたい

んだけどと思ってらっしゃるのか、そこが知りたいなと思ったんです。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。ワーキンググループの皆さんには、お忙しいところ、ご協力いただき

まして。まず、イベントをやるかどうか、どんなイベントをやるか概要をまとめることを、一度ご協

力いただいたところです。

具体的には、この部会の会議の場で、皆さんからご意見を聞いていこうということで、ご意見や心

当たりがありましたらお知らせくださいと事前に委員の皆さんにお知らせしておりまして、やはり、

一つでもいろんなご意見いただきたいなと思ってこの場には出させていただいています。

ただ、なかなかこの場で意見が出しきれないということであれば、やっぱり少人数のワーキングに、

具体的にどういうことをしようかということを出していかなきゃいけないのかなと思いまして。また、

ワーキングのほうに返してもらってもいいでしょうかとお話をさせてもらったところです。

できれば、１つ２つでも、どんなイベントがいいとか、こんなイベントは逆効果じゃないかとか、

ご意見いただけると、また次のワーキングの話し合いにつながるとは思っておりますので、できれば

ここでご協力いただけると助かります。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ということでございますが、神谷委員いかがでしょうか。一方的にワーキンググループに任せ

るということではなくて、ワーキンググループの中で詰めていただきながら、我々も意見を出して一

緒につくられていくと考えておりますので。意見を拝聴しながら、ワーキンググループで骨格を組み

立ててよりよいものになっていくという、こういう作業をしたほうが、いいのではないかなというこ

とで、ご提案をさせていただきました。で、「意見を言ってはいけない」とかって、そういうことは

全くございませんので、どしどし事務局に寄せていただいたほうがいいと思います。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。せっかく集まってる場なので、委員の方の直接の声が聞きたいなと思っ

たんです。なんていうのかな、正直この流れでざっくばらんに意見を言い合う雰囲気ではない気がし

たんですよ。なので、なんとなく、さーっと流れていってたので、これでよかったのかなってちょっ

と思ったので。

なので、直接委員の方から意見が聞きたいなと。あの、枝川さんの意見など。うまくいってるから、

大丈夫よということであれば、じゃあ、もう安心して任せようと思うしということです。はい。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：よくわかりました。ありがとうございます。

ワーキンググループの委員になられた方で、いろいろご苦労も含めて、お話いただければと思うん

ですが、ございますでしょうか。

枝川委員：浦安手をつなぐ親の会の枝川です。去年、神谷さんも一緒にワーキングをやって、慌ただしくフ

ェスティバルをつくったということがありました。

たくさん来てもらうため、イベント形式にするのかなどは、やっぱり全員で決めたほうがいいと思

うんですね。DVDを見ていただければ、当日参加した方はすごいなとたぶん思ってらっしゃると思

うんですけど、それを一般の方になかなか見ていただけないっていうのが、私たちのもどかしさがあ

るので。

ワーキングでも協賛を求めるなどの意見が出たんですけれども。そういう大きな基本的なことは、

やっぱり大勢の皆様の意見を聞いたほうが、私はいいと思います。

市川委員：権利擁護センターぱあとなあの市川です。昨年は開催まで日にちがなかったということで、バタ

バタしたということを聞いてきたので、基本的なところは全体で話し合いをしないといけないと思う

んですけど。基本的なところを決めたところを、さらに具体的に、もうちょっと枝葉ができるような

話し合いをワーキンググループでというのも考えております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：大枠のところは、部会で決めておく必要があるんではないかと。で、細かいところはワーキン
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ググループのほうで決めていったほうがいいのではないかというようなお話で出てまいりましたが、

いかがでしょうか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。６月 29日に、ライオンズクラブ主催のチャリティコンサートがあり

まして、文化会館の小ホールに行ってきました。昨年のわがまち浦安フスティバルも同じ文化会館の

小ホールでおこなったんですけれども、400人の定員がなかなかいっぱいにならなくて、来ていただ

いた方は関係者の皆さんだったっていうイベントと比べますと、このライオンズのチャリティコンサ

ートは、ライオンズの集客力というものもあるんでしょうか、小ホールがいっぱいになってるような

状況で。ライオンズだけではなくて国際交流協会の協賛・後援も受けてましたので、そういった団体

の集客力というところで、400人定員の会場がいっぱいだったんです。昨年のイベントに比べるとず

いぶん違いがあるなということで、企業、団体の協賛・後援をいただきながら、今回はやってみたら

どうだろうかという提案を、そのワーキングの中でさせていただいたところです。

チャリティコンサートの内容は、全く福祉とは関係がなかったんですけれども。外国の音楽のグル

ープの方がいらっしゃって、とてもいいンサートではあったんですけれども、その音楽を目的に聞き

に来た方がチャリティの目的もさらにその場面で知ったというような形で参加されてましたので、ま

あ、そういうのも一つ１例になるのかなと思いまして、今年は共催公演をおこなったらどうかという

ことを提案させていただいたところです。

この権利擁護部会には、いろいろな団体の方を幅広く委員としてお願いしているんですけども、障

がい福祉計画をつくるためのアンケート調査というのを３年に１度おこなっておりまして、今日は 3

年前のアンケート調査結果をお配りしています。

あとで説明させていただきますが、こういった中で、まだまだ障がい者に対する理解が不足してる

んじゃないかという指摘たくさんあげられておりましたので、今日参加していただいてる委員の皆様

の関係機関にも、共催・後援、イベントに参加する、集客をお願いするといった形で、呼びかけお願

いするだけでもまた去年とは違った、１歩進んだイベントができるのではないかなと考えています。

枝川委員：「啓発・広報イベントの開催について」という資料が事務局から配られてるいと思いますので、

この中の例えば１番の「ステージ」、これをみんなで話し合う。福祉関係には限らなくていいのかと

か、そういう根本的なことをこの場で話したらどうでしょうか。それと、協力体制の中で協賛、後援

を募るのか募らないのか、そういう基本的なことは、やっぱりここの場で話したらいかがでしょうか。

この項目全部じゃなく、この中で特に大切なところは、たぶんステージと協力体制だと思うんですけ

れど。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ワーキンググループも勤めていただいております枝川委員のほうから、特に啓発広報イベント

の開催についての中でステージと協力体制が、非常に重要なところなので、まずここを議論してはい

かがかというご意見がありました。私ももっともだと思います。

このあたりを中心にご意見を拝聴できればと思いますが、いかがでしょうか。エンターテイメント

性の強いイベントという趣旨で、これまでのように関係者だけでなくて、もう少し一般の市民を含め

て広く来場していただいて、こころのバリアフリーハンドブックを一般の方々にも手に取っていただ

きたい。ハンドブックには、障がいをお持ちの方がどういった困難を感じていたり、どんな時の手助

けが嬉しいと考えているかというようなことについて書いているものですから、一般の方を多くお呼

びできるようなエンターテイメント性の強いイベント、福祉関係に限定しないというような提案をさ

れておりますが、この点についてどのようにお考えになるか、

足立委員：前回も大体そういうふうにまとまったような記憶があるんですけれども、それでよろしいと思

うんですよね。やっぱり一般の人と一緒にというか、参加していかなきゃいけないということで、そ

の内容でいいと思うんです。
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市でやっている一般の人とやっている行事、その他にくっつけることができないかというのが一つ

と、それからもう一つは、そのワーキンググループの方のご提案のあった講演会があるということで

すね。そういう一つだと思うんですけど、例えば、年に２回、オーケストラで演奏会をやってますよ

ね。ああいうのと一緒にできれば。演奏会をやっておられる方をどうやって結びつけるかって、ちょ

っと難しいかもしれないけど、そういうのをご検討いただければよろしいのではないかと思いますけ

れどね。方向としては僕は非常にいいと思うんです。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：そうですね、他の市の行事や、他のイベントと一緒にとか、あるいは共同開催ということも、

ワーキンググループの中で吟味したほうがいいのではないかというご意見で。

渡邉委員：私は自治会連合会から来ているんですけども、自治会が浦安市にいくつあるかご存知でしょうか。

81 自治会があります。そこへ全部呼びかけたら、このハンドブックはすぐはけるのではないでしょ

うか。それと、結構、芸達者の方もたくさんいらっしゃるんですよね。声をかけると、やりますって

いう方も、夏祭りのときなんかいますので、いいかなと思います。あの、橋野課長は、よく自治会連

合会のことをご存知のはずなので、よろしくお願いします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：貴重なご意見ありがとうございます。そうですね。81の自治会に声をかける、あるいはその中

で芸達者な方にちょっとお声をおかけしてご協力いただくと、非常によいのではないかなと思います。

提案は受け止めまして、ワーキンググループの中でぜひ検討していきたいと思います。

鈴木委員：浦安市ソーシャルサポートセンターの鈴木と申します。ハンドブックの配布についてなんですが、

置いてあるのは、図書館であったり役所であったり、利用されない方のほうが多いですよね。例えば

大学で配っていただくとか、消防署とかいろんなところだと思うんですけど。一般の例えばお酒を飲

みに行くところであるとか。どうしても話し合っているところの、福祉寄りの考え方になってしまっ

ているんじゃないかとふと思いまして。一般って何を指すのかは、ちょっと難しいところではあると

思うんですけど。例えば去年に開催した浦安バルとかお酒を飲むイベントは、いろんな方がいらっし

ゃるし、広く一般の方を対象にするのであれば、そういうところに目を向けたほうがいいのではない

かと思いました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。私の勤めている大学にも置いているんですが、見ることは見るんです

けど、持っていかない学生が多いですね。私の宣伝不足かなとちょっと思っておりますけれども。そ

うですね、居酒屋に置くというのはいい案かと。この意見を反映させて、広くバリアフリーハンドブ

ックを多くの方に手に取っていただく方法として検討していきたいと思います。

渡邉委員：追加ですが、これから 81自治会は、夏祭りや秋祭りが始まるんですね。持ち出しはいけないの

かと思って、言わなかったんですけれども、そういう形で外へ置けるんであれば、夏祭りとか秋祭り

に、お越しいただいて、置いておくだけでもかなりの集客がありますので、はけるのはできると思い

ます。それから、夏祭りも見ていただくといいかなとも思います。以上です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。そうですね。夏祭り、秋祭り、多くの方が集まる場になります

ね。

小林委員：前回の会議で申し上げたことの繰り返しになることもあるのですが、ハンドブックを配ることが

目的ではないのですよね。ハンドブックというのは、あくまでも、こういった状況を皆さん認識して

ください。こういった、まあ、方々がいたら、一声お声掛けください等の周知をするための手段であ

って、別にこれはハンドブックでなくても、なんでもいいとは思うんですけども。結局、何らかの障

がいがある方々に対して、私たちが、手を差し伸べるというか、心の訴求というか、そういったこと

をやるためのツールだと私は思います。

で、前回の学校とのコラボレートといいますか協働とかですね、そういった話もさせていただいた

んですけれども、やはり子どもとか、ある程度まだ小さいというか年齢がいかないというか、そうい
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う子どもたちとの連携であるとか、あとは年配の方との連携。特に、子どもなんかは、心にそういっ

た種を植えておけば、大人になったときにも必ずそれが芽生えているはずで、困ってそうな人がいた

ら、積極的に本人から声をかけるというような情操的な部分も育まれるはずだと思っております。

このイベントで人を集めるのも確かにその通りだと思うんですけれども、イベントをやるためのイ

ベントではないと思いますので、このイベントをやることにどういった趣旨、目的があるかというと、

やっぱりこのハンドブックに限らず、このような会議で我々が考えて話していることを皆さんに少し

でも訴求していくために、こういったイベントをやるわけであって、もちろんある程度目玉がないと、

人を動かすということにおいては難しいでしょうから、市内にエンターテイナーの方も多くいらっし

ゃるという話がありましたけれども、そういったものをフックとして、来ていただいた方々に対して、

ハンドブックなりを配って、我々がやっている活動はとか現状はとか、皆さんへの認識とか、マイン

ドに訴求していく何かを本来の趣旨ということを我々委員は再度認識をしておくべきかなと思いま

す。

で、会議の進め方といいますか、今、この１番と６番について話し合ったらいかがですかというの

がありましたけども。であれば、議題を市役所さんからメンバーに送っていただいた時点で、次回の

会議では、このポイントについて意見を聞きますからこのポイントに対する意見を持ち寄ってくださ

いということをあらかじめ知らせておけば、この場でこれを見て考えて意見を言うというのは、なか

なか難しいといいますか、そういうことはなくなると思います。

たとえば今、２時間の枠の会議をとっていますけれども、これがあらかじめこのポイントについて

話し合いますよということだったら１時間で会議が済むかもしれません。そこは会議のこれからの進

め方ということもあるんでしょうけれども、そこはもう一段、会議の進行ということに関しては考え

たほうがいいかなと思います。ここでこの場に関して意見を言うのは簡単でしょうけれども、まず決

めるまではいかないと思います。

それと、委員の方々の中でメンバーが６名の推進委員（ワーキンググループ）、その話は先週出ま

した。で、ちょうど時期的に株主総会の時期であるとか、なかなか僕も手を上げたかったのですけど

も、上げられない、上げにくかったというか、スケジュール上わからなかったっていうことで参加し

にくかったという委員の方もたぶんいらっしゃると思いますので、であれば、こういったポイントに

ついて次回、話し合いたいということを事前にメールなりレターなりで、委員の意見を事務局に知ら

せておくということもできると思います。

ちょっと意見が散漫でありましたけれども、やはり、なぜ何のためにということを僕は委員として

常に意識していきたいなと思っておりますし。このイベントをやるにも、おそらく趣旨、なぜ何のた

めにやるのかという目標といいますか、目的といいますか、それがあると思いますので、それを、じ

ゃあ、やるためにはどうしたらいいかという、ツールがこの一つという認識は持っていたいと思いま

す。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：貴重なご意見、ご指摘、ありがとうございました。確かにそうですね。ここでいきなりこれに

ついてやりますと言われても、なかなか意見が出てくるものではありませんし、事前の準備というか、

本当に皆さんの意見を出していただいて、実りある議論をおこなっていくかという意味では、事前に

いろんな形で、こういう論点でこういう議論をしますという論点提示みたいなのが必要なことは確か

に、おっしゃるとおりだと思います。

今後は、会議をやる際にはですね、事務局、サブリーダーともよく相談しながら、その辺について

留意しながら議事を進めていきたいと思います。確かにおっしゃる通り、最初の問題に戻りますとハ

ンドブックを配ること自体が目的ではございません。この点については、小林委員の発言の最中に委

員の皆様もうなずいた方が多かったので、まさにそのとおりだと思います。
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多くの方に手に取っていただいて、中身を読んでいただいて、障がいをお持ちの方に日常生活の中

で、どんな手助けあるいは協力ができるかということを多くの方に知っていただくと。まあ、そうい

う意味では、先ほど小林委員が挙げられた、小さい子どもに配布していくというのは非常に、有効だ

と思います。そういうことも含めて、ご意見をワーキンググループに持ち帰らせていただいて、議論

したいと思いますし、ワーキンググループについても、ご意見等あれば、委員になりたくてもなれな

いなということも確かにあると思いますので、これについても今後留意をしながら呼びかけや別な形

での参加の方法を探っていきたいと思っております。

枝川委員：今回の会議の開催の案内の中に、「イベントの出演者やバリアフリーハンドブックの周知方法に

ついてご意見をうかがいますので、どうぞよろしくお願いいたします」と、事務局から書かれており

ますので、皆様、たぶん読んでいらっしゃると思うんですね。ですから、例えばこんなことを言った

らおかしいかなとは思わずに、どんどん意見は言うべきだと。参加してる以上、言っていただきたい

と思います。

ワーキンググループ、本当に６名は少ないと思うんですね。ですから、例えば「次にこれがありま

すけれども参加できる方がいらしたら」という形をとってもいいんではないかなと思います。

一応６人は基本っていうことはないんですけど、その６人の中だって、用事があって来られないこ

ともあると思いますので、もうちょっと柔軟に考えて、参加できる方はぜひいらしてくださいってい

うふうに発信したらいかがでしょうか。本当に重なることは重なる。今日、私も統括 11市の会議が

柏であったんですね。で、柏の駅に戻るのがすごい時間かかって、終わったのが１時で、あの時間に

なってしまったんで、やっぱり重なってしまうと、途中から出席っていう形になってしまいますが、

なるだけ欠席はしないようにと思って頑張っていきますので、皆様も都合がつきましたら、ぜひご参

加いただきたいと思います。よろしくお願いします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。このワーキンググループについては、６人で決まりということでは

なくて、今回は参加できないけど、次回は参加できるという場合には出ていただいり、メールやファ

ックス、さまざまな形で、あの、ご意見を事務局のほうに寄せていただければ、それをぜひ、あの、

そのワーキンググループの中の議論に反映させていきたいと考えますので、引き続きよろしくお願い

いたします。

６名にすべて任せて終わりというようなことは全く考えておりませんので、この部会を含めて、自

立支援協議会全体でこのイベントを盛り上げて支えていくということで考えていきたいと思います

ので、いろんな意見を出していただいて。こういう意見を出すと、いけないんじゃないかとか、そう

いうことは一切ございませんので、ざっくばらんに議論して、いいものをつくり上げていきたいと思

いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

小林委員：オリンタルランドの小林です。このワーキンググループは、いついつどこで開催してますという

アナウンスは、何かあるんでしたっけ。

事務局：前回の開催にあたりましては、委員の皆様全員に、アンケートをお配りする形で、参加いただける

か否かを伺いました。開催日は、７月上旬のいくつかの日程の候補を挙げまして、その中でご都合の

悪い日についてお伺いし、調整して日程を決定いたしました。

今後につきましては、６人委員ご都合をおうかがいした上で日程を決定と考えていたんですが、新

たに参加を検討してる方もいらっしゃるかと思いますので、例えば８月何日から何日の間で、という

ことで皆様のご都合を聞き、参加のご要望をおうかがいした上で日程を決定したいと思っております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ワーキンググループの委員に立候補してくださった方には、いつやりますっていうのは伝えて

あったんですね。

事務局：はい。アンケートで大まかな日程をお知らせして参加の有無を募った上で、決定し６名の方に日程
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を通知しました。

小林委員：６名に限らず、全員に通知すればいいと思うんですね。そうすれば、その日に出られる出られな

いに関わらず、用事が、例えばキャンセルになったからそっちに行かれるようになったっていうのは、

日程と時間と場所さえわかっていれば行かれる。で、行きますの連絡を事務局にすればいいと思うん

で、皆さんが出られる日程の調整で出られる方々だけに連絡をするのではなくて、委員全員にそれを

いつ行うことになりましたのでって通知すれば、仮にその日が行かれる人が駄目になったとしても、

行かれなかった人が行くことができるという、そういうことをたずねたかったのです。

事務局：では、第２回目以降のワーキンググループにつきましては日程をお知らせした上で、委員の皆様全

員に周知いたします。その上で、第１回ワーキンググループに参加なさらなかった方もぜひ、第２回

からご参加いただければとは思いますので、よろしくお願いいたします。周知方法はメールもしくは、

郵送の方法で取らせていただきます。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。次回からは部会の委員の皆さん全員に開催日程をお知らせしますので、参加できるとい

うことでしたらどしどし参加していただいて、ご意見、ご指摘を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。

三浦委員：地域活動支援センターともの三浦と申します。出演者の件でお聞きしたいんですけども、福祉に

関係なくいろんな方を募るということですけども、それにあたって、その出演者のギャランティみた

いな予算的なものがあると、こんな人はどうだろうってあたりがついたときに声をかけやすかったり

とか。まあ、何やるかもあるかと思うんですけど、大体どれぐらいの予算があるのかなと思いまして。

事務局：本年度の予算ですが、出演者にお支払いする謝礼金及びポスター、チラシの作成費など諸経費込

40 数万ございます。

三浦委員：はい、じゃあ出演者だけで、まあ、いくらっていうのは、まだ、ないということですね。

事務局：そうですね。できるだけこの予算の範囲でとは考えているんですが。出演者に払う謝礼が高額と予

想される場合には、ほかを切り詰めたり、何か工夫が必要かとは思います。

三浦委員：広く集めるんだったらやっぱりネームバリューも必要かなと思いまして。どれぐらいの、ギャラ

ンティが出せるのかがわかれば、声もかけやすくなるのかな思います。ありがとうございます。

枝川委員：親の会の枝川です。そのときに、入場料を取るのか取らないのかっていうのが、非常に大事だと

思うんですね。例えば、ネームバリューのある人が来て、お金払ってまでも来たいよっていうのと、

このお金じゃ嫌だっていのも出ると思うので、まず、その基本でその入場料、例えば橋野課長がおっ

しゃってた、チャリティは 1,000円の入場料。チャリティの場合だったら 1,000円払っても来ますっ

ていう人がたくさんいるのか。その入場料を取る、取らないは、一番大事なことじゃないかなと思う

んですけど。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：入場料を取ることも含めまして、ワーキンググループやこの部会で議論して、今後検討させて

いただきたいと。もし、心あたりの方がいらっしゃいましやら、ワーキンググループや部会で話をし

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

もちろん、協賛をお願いする段階で協賛金をいただくのは、あるかと思いますので、そういうよう

な形で、多少、ギャラ等については柔軟に考えてもいいのではないかというふうに考えます。

事務局：事務局清水です。先ほどの数字を訂正させていただきます。出演者謝礼や広報にかかる経費等込み

で、今年度は 73万２千円の予算を計上しております。失礼いたしました。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。出演料だけではなくて、いろいろなポスター作製にかかる経費とか、いろんなものも含

めてのことでございますので、めぼしい方がいらっしゃったら、その中で折り合いをつけていきたい

というふうに思います。

落合委員：東京ベイシティ交通の落合と申します。予算のお話も出ましたけれども、本来の趣旨からいきま
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すと、イベントで人を集めるのももちろんあるでしょうけど、先ほど自治会のお話もあったかと思う

んですけれども、例えばよさこいなんとかですとか、ハワイアンですとか、自治会でそういうのはあ

ると思うんですよ。で、そういう方たちを呼ぶと、必ずご家族とかファンがいると思うので、そうい

った形でなるべく経費を抑えてやるほうが、私はいいんではないかなと。ちょっと有名な人だったら、

失礼ですけど、今の予算では全く足らないという気がいたしますので、できればお金を取るというの

はね、ちょっと本来の趣旨ではないかなという気がします。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：そうですね。自治会でいろんなことをやっておられる方がたくさん多くて、多彩な才能をお持

ちなので、そういう方にも参加していただくような方向で、経費をできるだけ切り詰めてという方法

もあるのかなと思いますので、その件も含めて、ワーキンググループおよび部会でさらに検討を進め

ていきたいというふうに考えます。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。ちょっと思ったのは、中学校のブラスバンド部とかもいいなと思ってい

て。うちの子は浦安中学校出身なんですけれども、浦安中学校は合唱コンクールを毎年とても盛大に

やっていて、私は毎年とても楽しみだったんですね。ほかの中学校は全然知らないんですけども。で、

合唱コンクールで優勝したグループとかがやるのはいいなと思ったんですけど、そういうふうにする

と、交渉とか学校のほうとか難しくなると思うんですね。でも、部活でブラスバンド部っていうふう

に絞っちゃば、どこかあるんじゃないかな。ただ、私はどこの中学にブラスバンド部があるか知らな

くて、浦中にあることは確かなんですけれども、ほかの中学でたくさんやってるところがあるかどう

かは知らないんですけれども、結構熱心な先生がやっているところとかだととてもいいので、そうい

うのもいいんじゃないかなって思いました。

あと、イベントに来てくださる方ですけど。とても有名な方で、お金払ってでもという人と、例え

ばその自治会の方とか、ごちゃ混ぜにするのは、ちょっとなんだろう。イベントとしてあまりセンス

がよくなくなっちゃうんじゃないかなっていう気がするので、もしもやるんだったら、今年は浦安に

いらっしゃる方で芸達者な方とか興味のある方で出ていただくとか、じゃあ、来年になったらちょっ

と有名な方をお金を奮発して呼んでとか、絞ったほうが、もしかしたらいいのかなっていう感じがし

ました。

あとは、企業さんとか民間の方がやるものではなくて、市というか公的なものでやるところなので、

ちょっと素朴な感じが残っててもいいんじゃないかなっていう気がしています。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。そうですね。イベントの雰囲気として確かにおっしゃるよう

に民間ではなくて公的なものなので、ちょっと素朴な色合いがあっていいのかなという感じも、私も

確かに感じたりいたします。またブラスバンド部というのも非常にいい提案だと思います。

それと、いろんな自治会の方と有名人っていうのを一緒にしないほうがということについても運営

というのもじっくり検討しなくてはいけないなと思いますので、このご意見も踏まえてワーキンググ

ループと部会のほうで、議論を深めたいと思います。

山本委員：教育研究センターの山本です。今は、イベントの中身とバリアフリーハンドブックの周知の２つ

についての話だと思いますが、バリアフリーハンドブックの周知についてお話していいですか。

先ほどの小林委員からお話がありましたが、子どもたちに伝えていくことの大切さという点ですが、

学校関係の教育委員会としては、今、特別支援教育の推進に関しては、とても力を入れ取り組んでい

ます。子どもたちには、さまざまな困り感がある人たちがいる。そして、自分たちが何をしていくこ

とができるのか、困り感を持っている子どもには自分の困り感を理解して、どう克服していくのかと

か、人に助けをかりることの大切さなど、支援の必要な子どもも、そうではないとおもわれる子も、

みな学ぶことができるよう一生懸命取り組んでいます。このバリアフリーハンドブックに関しては、

皆さんのお手伝いをさせていただく中で、やはり、まず子どもの先生方に知っていただくことが、大
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事かと思っていまして、今年度、特別支援教育コーディネーターその研修会で配布させていただきま

した。また、この夏休みに教職員の特別支援に関連する研修会や若年層の教員の研修会があるんです

けども、説明を加えながら、バリアフリーハンドブックを紹介し、配布させていただこうと考えてお

ります。

バリアフリーハンドブックを教職員がまず手に取って、さまざまな困り感を理解していって、どん

なことができるのかということを知ること。それから、すべてのページではなくても、一部分でも例

えば教科の時間や福祉の時間などの資料として使ったり、子どもたちが自由に見ることができるよう、

図書室に置いたりとか、少しずつですが、学校に伝えていければと考えております。

皆さんのこの意見を聞きながら、イベントで一般の市民の方たちに手に取っていただくこともとて

も大事なことだと思いますが、教育の中でも少しずつ協力していけるようにしていきたいと思ってい

ます。また、手に取ってもらった先生方からも、こういった書き方がわかりやすいねとか、意見が出

ればお伝えできるようにしていきたいと思っております。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：貴重なご報告をありがとうございました。そうですね。先生方にぜひ広めていただいて、そこ

から先ほど小林委員のおっしゃられた子どもたちに種をまくといいますか、その種を大輪にしていく

というか、そういった方向でのご協力をよろしくお願いいたします。

これで意見が終わりというわけではございませんので、ご意見あるいは提案がございましたら開催

のご案内に事務局の電話番号とファックスと E メールが記載しておりますので、そちらにご意見を

どしどし寄せていただいて、ワーキンググループや部会、自立支援協議会に意見を反映させて、実り

あるものと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。

それでは、議題の１，２を終わらせていただきます。事務局から報告事項はございますでしょうか。

事務局：少しお時間があるようなので、本日の議題は終わっているんですが、情報提供を 1 点、報告を 1

点させていただきます。

まず１点目なんですけれども、皆様はもうご存知かと思うんですが６月 19日に、障害者差別解消

法という法律が国会で可決、成立いたしました。正式名は、「障がいを理由とする差別の解消の推進

に関する法律」です。この、通称障害者差別解消法は、障がいの有無によって、わけへだてられるこ

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くといった法律になっ

ております。

もともとこの法律自体は、平成 23年の改正障害者基本法、この法律の中で障がい者の差別禁止が

定められたんですけれども、その差別解消策を具現化するために、制定された法律ということになっ

ております。大きく分けて２点ポイントがございます。「官民ともに障がいを理由にした不当な差別

的取り扱いを禁止すること」と、「要望があれば合理的配慮を障がい者に提供するように義務付けて

いる」ということです。

差別の禁止ということで、たとえば行政、民間事業者も含めてなんですけれども、障がいを理由と

して、障がい者でないものと不当な差別的取り扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害し

てはならないものとする。

それからもう一つ、合理的配慮の提供ということで、行政機関、地方公共団体、もちろん民間事業

者もそうなんですけれども、障がい者から、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明

があった場合において、障がい者の権利、利益を侵害することとならないように、当該障がい者の性

別、年齢、および障がいの状態に応じて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し

なければならないということで、定められているものです。

この合理的配慮というのは非常に難しいところなんですけれども、法律自体は、可決されて成立し

たんですけれども、施行は 2016年度を予定しております。で、今後、３年間のうちに国がある程度
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のガイドラインを策定したり、あるいは事業者向けの基本的な指針のようなものを打ち出してくると

いうような予定になっております。

この中で、差別解消のための支援措置として４つほど挙げられています。「相談および紛争の防止、

解決のための体制の整備を図ること」、「必要な啓発活動をおこなっていく」、「情報の収集、整理、お

よび提供」、「障害者差別解消支援地域協議会等の設置」がうたわれています。具体的には、これから

国からガイドラインが示される予定です。これまでも話に出ていましたが、やはり啓発・広報活動の

重要性にもつながります。

また、参考までに報告いたしますが、今年度に障がい者福祉計画のアンケートを実施する予定です。

現在、浦安市では、障がい者福祉計画を策定しておりまして、その計画は、平成 24 年度から 26 年

度のものとなっております。

2７年度から 29 年度の次期計画を策定する基礎資料とするために今年度アンケートを実施する予

定ですが、現計画のアンケートの中に差別等に絡んだ項目もありますので、参考までにご報告させて

いただきます。

今日、お配りしてある資料「浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書」の 62ページ

をお開きいただきたいと思います。「あなたは障がいがあるために、差別を受けたり、嫌な思いをし

たことがありますか」という問いに対し、「よくある」が５パーセント、「時々ある」が 16.5パーセ

ント、合計 21.5パーセントの方が、差別や嫌な思いをしているという結果が出ております。

障がい種別で見てみますと、身体障がいの方が 15.3パーセント。知的障がいの方が 41.3パーセン

ト。精神障がいの方が 41.7パーセントとなっております。

また、「差別を受けたり、嫌な思いをした経験の具体的な内容」が書いてあります。それぞれ、身

体に障がいのある方、知的に障がいのある方、精神に障がいのある方、それぞれに、ここに書かれて

あるような差別や嫌な思いを経験したことがあるということです。

それから 64 ページで「障がいへの理解を深めるために」ということで、「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」という、設問をしております。「学校での福

祉人権教育を充実すること」が 38.4パーセント、「企業が積極的に福祉活動に携わる」が 28.2パー

セント、障がいのある人が積極的に社会に進出することが必要だ」が 28パーセントとと続いて、お

ります。

また、65ページは、「市民の理解を深めるために必要なこと」を障がい種別、上位順に挙げた項目

です。例えば身体障がい者の方であれば、「学校での福祉人権教育を充実する」というのが、35.8パ

ーセント。また、知的障がいの方も、同じく「学校での福祉人権教育を充実する」が、56.9 パーセ

ントございました。また、精神の障がいの方につきましては、「企業が積極的に福祉活動に携わる」

というのが、42.4パーセントという結果になっております。

今年度も 27 年度から 29 年度の浦安市障がい者福祉計画を策定する基礎資料として、アンケート

調査を実施する予定です。アンケートの内容については、いろいろ意見を聞きながら取りまとめてい

る状況です。

下田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。今の報告について、何か質問はございますでしょうか。

それでは、本日の議題はすべて終了いたしました。事務局から報告事項があればお願いいたします。

事務局：事務局より、今後の予定につきまして、ご報告申し上げます。次回の権利擁護部会は、10 月の開

催を予定しております。日程が決まり次第、お知らせいたします。

また、先ほどワーキンググループのお話がございましたが。まずは、日程を決定させていただきま

す。日程が決まりましたら、委員の皆様にご報告申し上げますので、日程の合う委員の皆様のご出席

をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
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下田ﾘｰﾀﾞｰ：今後は、部会の委員の皆様全員にワーキンググループの日程についてお知らせするということ

になりますので、都合が合いましたら、ぜひご参加ください。また、いろいろ用事があって出られな

いけれど意見があるという場合は、事務局へお知らせください。その意見を尊重し、反映してつくり

上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上で、本日の部会は終了いたします。ありがとうございました。



平成 25 年７月 18 日（木）

午後２時～４時

文化会館中会議室

浦安市自立支援協議会第２回権利擁護部会

１．開会

２．議題

（１）ワーキンググループ活動報告及びイベントの実施について

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

３．閉会



議題１資料 啓発・広報イベントの開催について

１．主旨 エンターティメント性の強いイベントを開催することにより、広く市民の方、

特に今まで福祉関係イベントに来なかった層の来場を促す。来場者には、バ

リアフリーハンドブックを配布してＰＲし、障がいについて関心を持つきっ

かけを作る。

２．対象 一般市民

３．日程 １２月８日（日）

４．場所 文化会館小ホール

５．内容 （１）ステージ

入場者の途中退場を避けるため、２時間から２時間半程度でまとめる。

コンサート、ダンス、著名人による講演など広く一般市民の来場が見

込めるものをメインの演目とする。内容は、福祉関係に限らない。

バリアフリーハンドブックのＰＲや当事者の発表をあわせておこなう。

（２）物品販売・作品展示

午前１０時から４時までの時間帯でステージの時間にあわせて調整。

障がい者団体、障がい福祉関係事業所等に参加を募る。

（３）バリアフリーハンドブック配布

受付で配布。

６．協力体制 市内の団体や法人に幅広く共催・後援を募り、名称の使用や広報活動に

ご協力いただくとともに、所属する会員等にイベントに来場いただくよう、

周知をお願いする。

７．広報 広報うらやす、ホームページ

路線バス、おさんぽバス、市内施設へのポスター掲示

共催・後援団体への周知

市のイベントや市が後援するイベントでチラシを配布 ほか

８．その他 ○ステージのメインとなる出演者については、現在事務局で探しています

が、ご意見やお心当たりがありましたらお知らせください。

○現在事務局では、市内の講演会やイベント等でのバリアフリーハンドブ

ックの配布とＰＲをすすめています。ハンドブックを配布いただけるよ

うなイベント等にお心あたりがありましたら、お知らせください。




