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平成28年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

○「障がい」の表記について

法律名、団体名等固有の名称を除き「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記します。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

障がい当事者あるいはそのご家族である委員のプライバシーの保護の観点から、また、委員は団体等を代

表としてご参加いただいていることから、発言者の名称には、団体名等を掲載します。

１．開催日時 平成29年２月 20日（月） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 健康センター第２会議室・地域連携室

３．出席団体名

浦安市社会福祉協議会、浦安手をつなぐ親の会、明海大学、いちょうの会、

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会、浦安市聴覚障害者協会、ＮＰＯ法人フレンズ、

ＮＰＯ法人あいらんど、ＮＰＯ法人タオ、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、

浦安市自治会連合会、浦安市民生委員児童委員協議会、介助グループあいあい、千葉県弁護士会京葉支部、

株式会社オリエンタルランド、東京ベイシティ交通株式会社、市川健康福祉センター、健康福祉部（次長）、

教育研究センター

４．議題

（１）「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告

（２）平成29年度及び30年度権利擁護部会の方向性・議題について

（３）差別相談事例報告（非公開）

５．資料

（１）議題１資料 障がい福祉に関するアンケート調査の概要

（２）議題２資料１ 平成29年度及び30年度権利擁護部会の方向性について

（３）議題２資料２ 平成29・30年度自立支援協議会権利擁護部会 議題案
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６．議事

事務局：それでは時間と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。ただいまより平成28年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いた

します。

本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

初めに会議の進め方について確認事項がございます。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法人名または団体名を記載いたしますので、

あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

特に個人情報にかかわる発言等につきましては、十分ご配慮をお願いいたします。

また、ご発言の際にお願いがございます。

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、会議を円滑に進めるためにも、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」の発言の後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。また、発言の

際にはゆっくりご発言いただきますようお願いいたします。

では、今後の進行につきましては、リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：皆様、こんにちは。それでは、毎回なんですけれども、進行をやらせていただきます。よろしくお

願いいたします。

では、座らせていただきます。

それでは、お手元に皆様、資料お持ちでしょうか。お持ちでない方いらっしゃったら事務局のほうま

で、よろしいですか。

それでは、本日、お手元次第にありますとおり、議題のほうが３つになっております。議題１、「障

がい福祉に関するアンケート」結果中間報告、議題２、平成29年度及び30年度権利擁護部会の方向性・

議題について、議題３、差別相談事例報告についてでございます。こちらは非公開ということで進めさ

せていただきます。

それで、議題の１番ですね、「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告について事務局から説

明をお願いいたします。

事務局：私のほうから議題１資料、障がい福祉に関するアンケート調査の概要ということでご説明させていた

だきます。

こちらのアンケートなんですけれども、この部会のほうでも皆様にたくさんご意見いただきました。

平成30年度から32年度の浦安市障がい者福祉計画の策定に当たり、障がいのある方の福祉に関する施策

の推進や自立と地域生活の支援を計画的に実施するために基礎資料として障がいのある方の生活の状況

やご意見、お考えを伺うことを目的に調査を実施しました。

アンケートの結果につきましてはまだ集計のデータが委託事業者から上がってきていないため、今回

は回収状況と回収率のみの報告となっています。

２番、調査対象なんですけれども、浦安市に住所のある身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健
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福祉手帳をお持ちの方、また、難病等の診断を受けている方、そのほか障害福祉サービス利用の認定を

受けている方を対象に調査をいたしました。

３番、調査期間なんですけれども、平成28年10月１日から平成28年10月28日、１カ月間の調査を行い

ました。

４番、調査方法なんですが、調査対象の方には郵送でアンケートをお送りしまして、返信封筒により、

郵送によりこちらのほうに返していただくという方法になりました。また、書き方がわからないなどで

直接窓口にお持ちになった方もたくさんいらっしゃいますので、その際には担当のほうで一緒にお話を

伺いながら書くということもおこないました。

５番の回収状況なんですけれども、こちらは資料を読み上げさせていただきます。障がいの種別ごと

になります。まず、身体障がい者が、配布数が2,898、回収数が1,465、回収率が50.6％となりました。

続きまして、知的障がい者につきましては、配布数が593、回収数が299、回収率が50.4％、精神障がい

者につきましては、配布数が725、回収数が307、回収率が42.3％となりました。難病の診断を受けてい

る方については、配布数が758、回収数が309、回収率が40.8％となりました。そのほか障害福祉サービ

スを受けている方につきましては、配布数が189、回収数が79、回収率が41.8％という結果となりまし

て、合計としましては、配布数が5,163、回収数が2,459、回収率が47.6％という結果でした。

こちらのアンケート調査結果の報告書につきましては、３月末までに委託している事業者から納品の

予定になりますので、委員の皆様にはその調査報告書のほうを郵送によって配付ということで最終的に

ご報告させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ただいま事務局のほうから障がい福祉に関するアンケート調査の概要について、主に、まだ集計途中

だということもありまして、回収の状況、配布数とか回収の数ですね、そういったところのご報告をい

ただいたところでございます。

内容のことはまだここには出ていないので皆さん、意見いかがかなと思うんですけれども、もしこの

件につきましてご意見ございましたら、あとご質問でも大丈夫ですので出していただきたいんですけれ

ども、いかがでしょうか。

株式会社オリエンタルランド：幾つか少しお伺いしたいんですけれども、当局のほうになるんですけれども、

合計で47.6％の回収率というところで、おおむね２人に１人がご回答いただいているのかなと、この辺

の、２分の１といいますか、２人にお一人の方が回答寄せているという着地の状況を当局ではどのよう

に捉えているのか、多いのか、少ないのか、おおむね妥当な線なのか。

それからもう一点、お二人におおむね１人の方が回答されていまして、２人のうちお一人は回答して

いないと、この回答していないという背景というか、裏側の部分というところで何か、福祉計画の基礎

資料とする、あるいは、障がいがある方の福祉に関する施策の推進、自立という中で回答しない方が、

言っても仕方がないかなという空気感みたいなものが裏側に潜んでいるのかどうか、その辺どのように、

分析という言い方は変ですけれども、捉えているのかという点をお聞かせいただければと思います。
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リーダー：ありがとうございました。

今、回収率、半分ぐらいというのがどうでしょうかというところと、その状況の中でどういった背景

を考えられているのかということで事務局のほうからご回答をお願いいたします。

事務局：回収率につきましては、事務局のほうとしましては50％以上ですかね、50％程度というふうに見込ん

でおりまして、見込みよりは少し少なかったというふうには考えています。

参考に前回の回収率のほう申し上げますと、前回、３年前の回収率につきましては、身体障がい者が

56.7％、知的障がい者が54.5％、精神障がい者が43.3％、難病の方が43.2％、そのほかが38.2％、合計

で52.3％という結果になっておりましたので、それよりも下がってしまったという結果になっておりま

す。

事務局としましては、前回と同じような広報・啓発は行ってきましたので、３年たちますと、そうい

うアンケートに答えるといったところの背景が変わってくるかと思いますので、もう少し進んだ啓発方

法、広報活動が必要だったのかなと考えております。

２分の１という結果につきましては、今委員もおっしゃっていただいたように、やはり、100％とい

うふうになるのは難しいところではありますので、こちらとしては50％程度と考えていたんですけれど

も、今委員のほうがおっしゃったとおり、例えば、アンケートを出したとしても何も変わらないのでは

ないかとかそういったお考えの方がいて減ってしまったという状況であれば、やはりもう少しこの計画

によってこのように変わったというようなことをお示ししていかなければいけないのかなというように

考えています。これもまた来年度の計画策定に参考にしまして、あとは、27年度から29年度、今やって

います計画の進捗状況の報告なども含めまして、また検討していければいいなと考えています。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまご回答ございました背景、実際まだわからないような状況ではあると思うんですけれども、

そういったところですね、今後の分析をということでご回答がございました。

そのほかに皆様からご質問、ご意見でも構いません、今の事務局の回答に対するご意見でも構わない

んですけれども、いかがでしょうか。

浦安市聴覚障害者協会：協会の皆さんに聞いてみましたら、やはり、アンケートの内容がちょっと読んですぐ

わかるような感じではなくて、わかりにくい表現があるという意見が多く聞かれました。

リーダー：ありがとうございます。今、浦安市聴覚障害者協会から内容がわかりにくかったという、協会のメ

ンバーの方からの意見があったというようなお話でございました。

ほかに何か、今のような、こういう内容がこうだったからじゃないか、みたいなことを聞いていらっ

しゃったり、思ったりする方、いらっしゃいませんでしょうか。

千葉県弁護士会京葉支部：部会を離れて、後見人として受け取った身としてはやっぱりボリュームが多いなと

いう気はしました。

リーダー：ありがとうございました。

後見人をやられている立場でということですね。なかなか回答するにも、確かにボリュームは多かっ

たという感じはなきにしもあらずかなと思うんですけれども。
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今のようなご意見をいただければ、事務局のほうも参考になると思うのですが。ご自身が受け取った

感じでも構わないと思うのですが、いかがでしょうか。大丈夫ですか。

それでは、今のようなご意見を上げていただかないと、状況が、原因がわからないというところもあ

りますので、そういったご意見を聞いた方がいらっしゃいましたら、ぜひ事務局のほうに、後ほどでも

構いませんのでお伝えしていただければと思います。

それでは、続きまして、議題２でございます。平成29年度及び30年度の権利擁護部会の方向性・議題

についてでございます。では、事務局より説明をよろしくお願いいたします。

事務局：議題２資料１と議題２資料２をご説明させていただきます。

本日、次第のほうで皆様にお願いしましたとおり、平成29年度及び30年度の権利擁護部会の方向性・

議題についてということで、この２年間皆様に委員をお願いしまして協議したことも含めまして今後ど

うしていくかということをご検討いただきたいと思っております。

それに先立ちまして、この資料につきましては、この２年間の協議会及び部会がどういったものであ

ったかという、概要についてご説明させていただきます。皆さん御存じのことではあるかと思いますの

で、少し省略しながら概要のみ説明させていただきます。

この自立支援協議会及び部会なんですけれども、自立支援協議会につきましては、１、組織のところ

ですね、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つの部会を置くと

なっております。その５つの部会、こちらにつきましては、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、この５部会を置いております。

また、２番、合同部会につきましては、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し

てきました。

４番の開催回数なんですけれども、自立支援協議会が年６回、部会が年４回、本人部会は年３回、合

同部会が年２回開催を行いました。

５番、会議と議事録の公開なんですけれども、協議会及び部会の会議と議事録は原則公開としており

ます。また、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になるため非公開と

しております。

６番の自立支援協議会及び各部会の目的・主な議題というところになります。こちらにつきましては、

２ページ目ですね、（２）、こちらが権利擁護部会の場所になるんですけれども、まず、目的と主な議

題なんですが、目的が障がい者の権利を擁護するためのネットワークづくりと啓発・広報活動を行うと

なっております。

主な議題としましては、障がい者の権利擁護にかかわる啓発・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、障がいを理由とする差別の解消に関する事項、こち

らの主な議題を話し合ってまいりました。

続きまして、議題２資料２ですね。27年度、28年度の協議事項を受けまして、平成29年度・30年度自

立支援協議会権利擁護部会の議題案として皆様のほうにお渡ししております。

まず、障がい者の権利擁護にかかわる啓発・広報に関する事項ということで、こちらはこの部会の中
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で大変皆さんにいろいろなご意見を出していただいたところになります。今挙がっているのがこの４つ

ですね、バリアフリーハンドブックの配布先の拡大。今、小学校４年生に対して各学校のほうで福祉体

験教室とあわせてバリアフリーハンドブックの配布というものを行っていますが、それをもう少し拡大

できないか、あとは、体験教室自体も拡大できないかというところで話し合いを行っていきたい。

また、②としましては、高校生や大学生、新任の先生、医師、福祉関係ではない一般企業の新入社員

などへの啓発・研修を行っていくのがいいのではないか。

あとは、③として、福祉体験の種類をふやす。

④として、当事者、その家族や支援者、一般市民を巻き込んだ広報・啓発活動、こういったところの

話がこの部会で出ておりましたので、これをまたさらに進めて話を、協議をしていければいいのではな

いかということで議題案と挙げております。

続きまして、障がい者虐待防止に関する事項、こちらにつきましてはこの２年間でも行ってきました

虐待相談事例報告と虐待防止のための取り組み、こちらをまた今後も進めていってはどうかという議題

案です。障がい者権利擁護センターに寄せられた相談事例の報告と虐待防止への取り組みですね。

続きまして、成年後見制度の普及に関する事項、こちらもこの２年間も行ってまいりました成年後見

制度の実績報告、成年後見制度の普及のための取り組み、こちらについてやっていってはどうかという

議題案です。

続きまして、障がいを理由とする差別の解消に関する事項、こちらにつきましては、前回、今回と行

ってきているんですけれども、差別相談事例報告と差別解消のための取り組み、合理的配慮についてで

すね、こちらも障がい者権利擁護センターに寄せられた相談事例の報告と差別解消への取り組み、あと

は身近で感じる生きづらさや困りについて、こういったところをまた次も話し合っていってはどうかと

いう議題案です。

最後に、そのほか権利擁護に関する事項としましては、来年度が平成30年度から32年度の障がい者福

祉計画の策定年度に当たりますので、そちらについてもこの部会では話し合っていきたいというふうに

考えております。

事務局からの議題案としては以上です。皆様のほうからたくさんご意見いただければと考えています。

リーダー：ありがとうございました。

今事務局からご説明ございました平成27年・28年度のこの部会で出されたところをもとにしまして、

29年・30年、次年度以降の議題案につきまして、こういうのをやったらいいんじゃないかというお話で

ございます。

その前に自立支援協議会の状況についてお話がありましたけれども、ことし、特に広報・啓発の拡大

という話がありまして、そこを力入れていこうということ、また、権利擁護センターができましたので、

その相談の事例ですね、前回からでしょうかね、今回もこれから相談の事例報告ありますけれども、そ

ういったところに取り組んできて、そういったところは継続していこうというところでございます。

また、今の、差別の事例も含めて差別解消に係る取り組み、そういったところをどうやっていったら

いいかというようなところを今後も続けていこうというような内容でございます。
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それでは、ただいまの件につきまして何かご質問やご意見をいただきたいと思うんですけれども、い

かがでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：自立支援協議会あるいは部会にタッチして私６年になるんですけれど

も、いろんなことをやっているんだけれども、どうも余りよくなっていないのが現実であると。

例えば、よく聞く話ですけれども、障がい者の駐車スペース、障がい者を乗せた車の駐車スペースに

健常者が勝手に入って占領しているということがよくあるという話を聞きますし、それから、私、視覚

障がい者の場合には、点字誘導ブロックを使って歩くんですけれども、一向によくならない。点字誘導

ブロックが無視されて、そこを向こうから歩いてきてぶつかるとか、それから、物を置くとか、後で別

に話しますけれども、駐車したケースがあるとか、事故が起こったケース、これ、後でお話ししますけ

れども一向によくならないんですよね。

これは、広報・啓発よりももう一歩先に出なきゃいけないんじゃないかと。具体的には条例にのせる

とかね、点字ブロックに物を盛るとか、駐車はとんでもない話とか、そういうことをやっていかないと

一向に改善しない。少なくもこの６年間全然改善していなかったというのは事実だと思います。

それから、いろんな協力を求めなきゃいけないんで、前回、浦安手をつなぐ親の会のほうからＪＲと、

それから地下鉄の駅の方に参加してもらったらいいと、これはすごくいい意見で、先週も浦安手をつな

ぐ親の会とお話ししたんですけれども、ＪＲのほうは今非常に障がい者に対して親切にしようという運

動が起きているらしくて、新浦安、それから新木場、あのあたりでは非常に親切にやってくれるんです

ね。

ところが、舞浜駅はそうはいかないんです。とにかく舞浜駅は非常に苦労する。それで、健常者の方

からも舞浜駅はどうにかならないかと、あそこはそれこそホームドアでもつけないと危ないと、健常者

ですらそういう話が出ているわけですね。ですから、現実に即してもっと具体的に効果的な改善ができ

るような議論をしていかなきゃいけないんじゃないかと思います。

リーダー：ありがとうございました。

今、お話ございました、６年間携わっていただいて、なかなかよくなっていないという現状ですね、

今、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからお話をいただきました。

そのほかにご意見ございませんでしょうか。今までのお話でもいただければなというふうに思います

けれども、いかがでしょうか。

ＮＰＯ法人あいらんど：今、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃったことで、ちょっと私も個人

的に気づいたことがあったんですけれども、障がい者の駐車スペースに一般の人がとめているというこ

とですごく不具合があったりとか、また、私ども送迎とかやっているときに駐車スペースに、障がい者

のシールは張ってあるけれども障がい者のご家族の方がとめていらっしゃるというのが、ちょっと個人

個人のモラルの問題かなって思うんですね。

お買い物行ったときなんかにご家族が買い物するというところで、障がい者の方は乗っていらっしゃ

らないときにお買い物するというんで、私は実は津田沼に住んでいるんですけれども、津田沼のイオン

はご家族であっても利用者さんが乗っていないときはとめないでくださいみたいなアナウンスがいつも
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しかれている。実際、ご家族はその利用者さんのためのお買い物とかということもあるんだとは思うん

ですけれども、健常の方が乗っていて、うまく言えないんですけれども、障がい者の方を乗せていると

きに優先してとめるというのは当然のことだと思うんですけれども、私も家族に障がい者がおりますけ

れども自分はとめない。

結局一人一人がそういうふうにやっていかないと、車椅子のマークがついていれば全部とめられるか

というような認識の違いがすごくあって、そういうことも一人一人の認識の中でやっていかないと、肝

心なときに肝心な利用ができないんじゃないかと思うんですね。だから、一番困っている人が使えなく

てどうするというような気がします。

なので、本当に緊急でとめられるように、車の登録をしている方がとめられなかったりとかになると、

火事のときに消防車来ないよというような基本的なところまで戻ってしまうとは思うんですけれども、

そういうことも要所要所で言葉に出して言っていかないと、車椅子のマークがついているからいいんだ、

みたいな思いがあるとちょっと違うかなと思います。

リーダー：ありがとうございました。

そのほかに皆様、ございませんでしょうかね。

今、お二人の方にご発言いただいたんですけれども、実は、今回この権利擁護部会、このメンバーで

行うのが最後ということもございますので、ぜひ皆様のほうから、これからどういうことを話し合って

いったらいいかというお話も今ございましたけれども、これまでの状況も含めて、もしよろしければお

一人お一人ご意見伺いたいと思っております。よろしいでしょうかね、皆様に伺って。

それでは、明海大学のほうからよろしければ、順にマイクをお回ししますので、よろしくお願いいた

します。

明海大学：私も10年前からこちらの自立支援協議会、委員をやらせていただいて、そのときは広報・啓発プロ

ジェクトということでいろいろなイベントを中心にやってきたんですけれども、ある程度イベントを毎

年やるということは定着してきたんですが、これをもっと幅広く市民の方に知っていただくとか、ある

いは、市民の方を巻き込んでいくというところがまだちょっと課題として残っているように思います。

そういうところで、ここに主な目的の中に障がい者の権利を擁護するためのネットワークづくりとい

うのがありますので、こういったネットワークを強固につくっていくための方策というのをこれから中

心になってというか、もちろんここに、目的の第１に出ているんですが、やっていく必要があるのかな

というふうに強く感じております。

また、私も協議会のほうの会長、議長役としていろいろとご意見を拝聴していますと、先ほど浦安市

視覚障害者の会トパーズクラブが言われましたように、まだまだ解決していないとか、状況は変わって

いないということが多々、いろいろ報告にありまして、私も非常に微力というか、全然力が足りないこ

とを、本当に力不足を痛感するんですけれども、そういった意味でもますますこういった部会はちょっ

と強化するといいますか、先ほど出ましたが、もっといろんな多様な方を巻き込んでの部会の強化とい

うのがこれから大きな課題になるんではないかなというように考えております。

リーダー：ありがとうございました。
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それでは、いちょうの会、お願いいたします。

いちょうの会：私どもの会は、いつも皆さんに申し上げているんですが、なかなか自分のほうから啓発しにく

い当事者を抱えておりますので遠慮がちになっちゃうんですね。それで、私もこういう会に出させてい

ただいて、自分の会へ持って帰って、こういう話があったからもっと自分たちから声出さないとだめよ

というんですけれども、やっぱり会の中でも家庭内のことはなかなか話しにくいような感じなんですね。

そんなことで、それとやっぱりＮＰＯ法人あいらんどがおっしゃったとおり、こういう会に出ている

者だけじゃなくて、個々の気持ちの持ち方が足らないので、これはどうしようもないのかなというとこ

ろもあるんですけれども、やはり、皆さんと一緒に障がい者の人たちのためになるように頑張っていき

たいと思っております。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、浦安市自閉症協会、お願いいたします。

浦安市自閉症協会：さっきＮＰＯ法人あいらんどがおっしゃったので私もふと思ったのは、古くはやっぱり障

がいのある人たちというのは弱者であって少数派だったので強く私たちにはこういう権利があるという

時代が必要だったと思いますけれども、だんだん、それだけじゃなくて、私たちのほうは私たちのほう

で、私は保護者ですけれども、こういう決まりなんだから何でやってくれないの、だけじゃなくて、や

っぱり何年たっても何回も言わなきゃいけないのと思っても、こういうことが必要なんですということ

を、わかっていないなと思ったときにはその都度その都度言うということがこちら側にも必要なんだな

というのを思っています。

あと、駐車スペースの絡みでいうと、正直に言いますと、私は車椅子マークのステッカー張ってある

車は信用していないんです。あれはどうせどこでも買えるんでしょうと思っているし、すごく意地悪い

ですけれども、障がい者の駐車スペースにとまっていると本当なのかなといつも見ちゃってすごく嫌な

人間なんですけれども、実際、知人でもお子さんが小さくて大変なのはわかるけれども、肢体不自由じ

ゃないけれどもつけていたっていう人がいて、そのとき、私、それはだめだよって言えなかった自分も

すごく嫌なんですけれども、大変な思いしているんだからこれぐらいまけてよ、みたいなそういう甘さ

というか、小ずるさというか、ないとは言い切れないだろうというふうに反省も込めて思っています。

私が興味があるところがそうなんだと思うんですけれども、親の考え方というかそういうことにすご

くずっと興味があって、時代もあると思うんですけれども、小さい子のお母さんたちに対するサポート

とか、それと一緒に障がいのある子のサポートとか、障がい者のサポートとかいろんなサービスができ

てすごくよくなってきているんですけれども、ない時代を知っていてできた人たちと、あるのが当たり

前できている人たちというのはやっぱりちょっと違って、あるのが当たり前で人を差別したりするのが

ちょっと人としてどうなのという時代になったとしても、やっぱり、きちんと勉強してというか知って、

権利だ、権利だという前に、どういう流れがあって、どういうふうに権利があるんだというそこまでち

ゃんとわかって言えているのかという、こちらがそういう決まりなんだからやってくださいと言うだけ

じゃなくて、自分たちのほうもやってと言うのであれば、権利を主張するのであれば、自分たちもきち

んと言えるようにそれなりのちゃんと知識とか持つ必要があるなと思っているので、啓発・広報という
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のも周りの人に対するのだけじゃなくて、自分たちも改めて、時代も変わってきて法律とかいろいろ決

まりも変わってきているらしいよという、勉強する機会も同じようにやっていったほうがいいのかなと

いう気がしています。

もう一個言えば、本当しつこいですけれども、私も何年たっても変わらないなと思う部分もあって、

ただ、障がいの種別によってその感覚というのは違ってくるとは思うんですけれども、とにかく私は保

護者で、親なので、話を聞く機会も知的障がいの人や発達障がいの人の話が多くて、そうするとどうし

ても小学校、中学校、高等部、学校教育の場での、差別という言葉を使っちゃうとちょっときついけれ

どもそれどうなのというようなことが何年たっても同じ話を聞いているので、そこはどういうところか

ら切り込んでいけばいいのかなというのが本当に難しい問題だなというふうに思っています。

リーダー：ありがとうございました。

ＮＰＯ法人フレンズ：実は、個人的な意見みたいになっちゃうんですけれども、自分が多分子供のころに比べ

るといろいろと変わってきたのかなって正直思うときがあるんですね、客観視して見るんですけれども。

特に、駅とか、一般社会の中での公共の場所では少しはよくなってきたかなと感じるときがあります。

そういう光景を結構目の当たりにすることとかもあるんですよね。譲り合いとか、助けてあげたりとか、

そういったことは感じることはあるんですけれども、多分まだまだ全然行き届いていないのは確かだと

は思うんですよね。一般の方々の障がいがある方に対する認識とか、そういったことがよくわからなか

ったりとかすることもまだまだたくさんあるのもよくお話を聞きますので、自分もふだん仕事をしてい

ても。

ふだん仕事から離れたりするときでもそういう話は聞きますので、だから、話をまとめられないんで

すけれども、伝えていくこと、先ほど皆さん、委員の方々が言ったこと、すごく難しいなと思いながら

もこれからも自分自身も考えながらもお仕事を通しても、ふだんの生活でも考えていって、こういう協

議会とかそういった場所でも何かお役に立てることがあるといいなと思います。

リーダー：ありがとうございました。

ＮＰＯ法人あいらんど：本当に個々の障がい者に対するそれぞれの思いというのがみんなばらばらなので、そ

れを同じレールに乗せるというのは非常に難しいとは思うんですけれども、例えば、うちなんかクッキ

ーをつくって販売している。かわいそうだから買ってあげるねと、あっさり言う人がいる。そういうこ

とを聞くと、ありがとうございますって、支援員なのでそういうふうに言うしかないというところで、

差別解消法とかいっても、結局は根底にあるものが、個人個人がまだまだ周知されていないという部分

で、買ってあげるって何だよ、みたいな、私なんかは思ってしまうんですけれども、そこで逆切れして

もしようがないので、ありがとうございます、みんな一生懸命つくっていますよというふうに答えたり

はするんですけれども、そういうことに端を発して、本当にいろんな人がいろんな形で障がいのある人

にかかわっていくというところで権利を擁護していく。

権利擁護っていうところで虐待防止もあり、私のところはグループホームがあるので虐待防止法に関

して、急にいらっしゃる方がいて、その方の今後はどうなるんだろうというのが今大きな課題になって

いて、ここに身近で感じる生きづらさや困りというところも本当に今後の大きな課題、どうやって社会
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に戻っていかれるのかなというところで、まず、養護者による虐待だったり、いろんな虐待があるとは

思うんですけれども、１回ご家族と話して、さて、その後ご家族に戻せるんだろうかとか、そういうの

も毎日、毎日、さあどうなるんだろうというのが私たち一番身近にいる世話人というか、支援者という

か、そこが大きな大きな悩みで、まず話すことがいいんだろうかとか、でも、基本、お母さんはお母さ

んだよな、子供は子供だよな、おじいちゃんはおじいちゃんだよな、みたいな思いがあって、家族に戻

すのがいいのかどうかということもあるだろうし、基本的に一番身近なお父さんが自分のお子さんの障

がいを理解してなかったとかそういうこともあったりするので、お母さんだけがひとりで抱えていると

いうケースがたくさん多い中で、いろんな人が満遍なくその障がいを理解していかないと、年々議題が

変わっていくというよりも同じことを継続して審議しながら思いを深めていって、何とか自分一人だけ

でも伝え続けていけないのかなと思います。

なので、ハンドブックは本当に、一定の期間になったら全員が見るんだぞという、４年生でしたっけ、

そういうことは継続して続けていって、何らかの形で手にとって見るような機会を多くつくるような、

学校の先生、１年生持ったからとか、４年生持ったからとかじゃなくてみんなに周知していく方法も学

校の先生にも協力いただいてとか、何か焦って思いますね。

リーダー：ありがとうございました。

千葉県弁護士会京葉支部：私はこの場に出てきているので皆さん方の問題提起というのは聞いてなるほどとい

うふうにわかるんですけれども、やはりそれを一般の人に、それに対する意見というのもいろいろ出て

くると思うんですけれども、まずはそういう問題提起があるというのを知ってもらうことが必要だと思

います。

マンパワーも限られているので、あれもこれもというわけにはいかないんだと思うんです。私が思っ

たのは、新浦安の駅前でここのところやっているイベントがあったかと思うので、そういう場でこうい

うところで出た問題提起をまず皆さんに知ってもらうというようなことをしてもいいのかなと思いまし

た。

リーダー：ありがとうございました。

ＮＰＯ法人タオ：私はこの仕事を始める前は本当に周りに障がいを持っている方たちがいなかったというか、

目に見えていなかったのかなと思うんですね。本当に障がいを持っている方たちのことを全然知らない

状況でボランティアとして始めました。

それをやっているうちにもう10年近くたちますけれども、最近また新たにグループホームとかそちら

のほうを担当するようになって、今まで日中活動の中で見ていた障がい者さんたちの生活を見るように

なってきたんですね。そうなると、今まで自分が思っていた、勉強してきたことが全然違っていて、本

当にその人たちの人生を見せられてしまって、私たちももうちょっとしっかり勉強しなきゃいけないな

ということと、やはり、この世界に入るまで何も知らなかったということを踏まえて、イベントとかで

すよね、私の感想では本当に身内の人たちだけ、関係者だけが来ているような感じを受けるわけです。

ほかのイベントだと結構市民の方たちいらっしゃるじゃないですか。そこらあたりの広報活動をしっ

かりしたいなというのと、最近ちょっと小さいお子さんのお母さんとお話ししていたんですけれども、
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やはり、学校で障がい者の体験をするんですよね。アイマスクをつけたり、重いものを背負ったりして

体が不自由なという体験をするんだそうですけれども、その体験をすると今まで道を歩いていて大きい

声を出していてちょっと怖かった人たちのことが少し理解ができるようになってきたという話を子供さ

んたちがするそうなんです。

だから、やはりこの福祉体験の種類をふやし、機会をふやすということがすごく大事だし、私みたい

な何も知らない市民の方もいっぱいいらっしゃると思うので、広報活動をうまくできていけるといいと

思います。

リーダー：ありがとうございました。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：この一番最初の権利擁護のところの②番にある高校生や大学生

と書いてあるところは、ほかの方もおっしゃっていたとは思うんですけれども、私も何度かこのような

発言をさせていただきましたので、これが入っているということはとてもうれしく思います。

ただ、これを実施する、これからのことなんですけれども、実施するに当たって、例えば、何百人の

高校生とか、何十人の大学生とか、すごく大勢のところに何かパッケージを持っていって講演をしたり、

お話をしたりという一方的なものになってしまっては今までと変わらないというんでしょうか、何も多

分変わっていかないのかなと、その中で響く人は響くし、響かない人は響かないというふうに終わって

しまうんじゃないかなと思います。

なので、ちょっとやり方をすごく練ってやっていただきたいなと。高校生や大学生というけれども、

やっぱり高校生と大学生では全く受けとめ方とか理解力とかいろんなものが違いますし、その辺もそれ

ぞれの対象の人たちに合わせた方法というのはきっとあると思います。時間はかかるかもしれないんで

すけれども、最初やっぱり少人数で行って、例えば、当事者の方であったり、支援者の側から見ると何

でこんな差別的な言動をするんだとか、いろんなことを思っている、権利侵害だと思っていることを、

どうしてそういうことをしてしまうのかというのを率直に聞いたら、例えば、高校生や大学生にはそれ

なりの言い分があったり、知らないためであったり、いろんなことが出てくるんじゃないかな、お互い

のすれ違いの部分が出てくるんじゃないかなと思います。

だから、啓発・広報というか一方的なものじゃなくて、私たちのほうもそこから学ぶ、一般の人のと

いうか、感覚というのかな、そういうのを学んでそれをまたそういう啓発に生かしていくという双方向

の研修にしていただきたいなと思います。

その少人数の、例えばですけれども、この中で高校生と一緒にそういったやりとりをしてもんだ後に

一緒に何かイベントをやるとか、一緒に高校全体に何かしらそういう活動をするとかということでやっ

ていくことで少ない、５人なら５人かもしれないけれども、そこにまずしっかり理解の根が根づいてく

れればそこから身近な人たちにというふうにつながっていくんじゃないかなと思いますので、何か研修

のパックをつくって全員同じように、ただここで何人やりました、という形じゃなくて、しっかり成果

をつかめる研修をしていただきたいなと思います。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市自治会連合会：自治会連合会には自治会が82あります。100名以上で登録ができるようになっておりま
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す。

私の建物、マンションなんですけれども、障がい者と高齢者の方の入居が最近とても多くなってきて

いるのでちょっと気にはなってきているんですけれども、今、高齢者あんしんマンションという事業が

高齢者福祉課でやっているので、そこに登録しまして、その事業をやっているんですけれども、なかな

か増えていかないのでどうしたらいいのかなというのを、障がいのある方も入ってはいらしているんで

すけれども、ちょっと元気な高齢者の方が多いかなと思って、もうちょっとＰＲしなきゃいけないと思

っているような状態です。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市聴覚障害者協会：聴覚障害者協会といえば、まず一番困るのは音が聞こえないということですよね。皆

さんが話していても、ＪＲとかのことを話された委員にも、賛同します。

なぜかといいますと、電車で何か事故が起こったときとかが多いですが、事故とかいろんなことでと

まったりしても、それが、音が聞こえないものですから全くわからない状態なんですね。何かパニック

になってしまうようなときもあるんですね。ですので、こちらに来て、いろいろ話したいことは実は山

ほどあるんです。皆さんと一緒にこれからもいろいろ考えて提案していきたいと思っています。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市民生委員児童委員協議会：民生委員は、どうしても割と向いている方向が高齢者の方たちの方になって

いるところがあるので、いつも申しわけないと思いながらここに座るんですが、でも、本当にこの会に

来ていろんなことを勉強させていただきながらいつも思うことは、人間として一番優しいと言えば優し

い、思いやりの心、みんなが思いやりの心を持てたら、どうしましたか、いかがですか、何かお手伝い

することが、というような思いやりの心が持てたら、いろんなことがうまくいくんじゃないかなといつ

も思うんですが、そのところが一番難しい。誰もが持てそうで持てない思いやりの心というところで一

番難しい、簡単なようで難しいことかなと思っています。

やっぱりそれは小さいときから少しずつ親も教えなきゃいけない、学校も教えなきゃいけないことだ

と、自分が何点かというと非常に難しいんですけれども、自分もできるところで思いやりの心を出せて

いけたらといつも思っております。

リーダー：ありがとうございました。

介助グループあいあい：私ども、高齢者・障がい者の支援活動をボランティアでしているグループです。今ま

では支援活動が主力であった中、近年、啓発・広報活動、特に先ほど話のありました福祉体験活動にも

力を入れております。そのような中で、バリアフリーハンドブックの配布にも関係していることから、

いっそう配布の拡大、福祉体験教室ももう少し拡大していくというような計画があると先ほど聞き、ぜ

ひ、拡大に向けてのお手伝いができればと思っております。３年前からバリアフリーハンドブックの配

布をしており、配布には相当意義があったと思っております。また、私自身も２年前にこの協議会メン

バーになりいろいろ勉強をさせていただきました。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：さっきいろいろ申し上げましたけれども、浦安市自閉症協会の発言が
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非常に印象に残りまして、当然の権利であるというようなことになってしまうと本当にそうなのかと、

やっぱり、それはいろんなことでみんなやってもらっているわけで、その辺は我々障がい者自体のほう

も向上していかなきゃいけないんじゃないかなと。

特に日本の、特に浦安市の障がい者福祉事業というのはかなり進んでいるんですね。それは、はっき

り私の経験から言えます。だから、それをやっぱり感謝の気持ちもなきゃいけないし、当たり前だと思

うとよくないんじゃないかな。特に世の中がらっと変わりますね。今がらっと、イギリスとかアメリカ

とか変わっているから、これがそういう気持ち、さっき浦安市自閉症協会がおっしゃったような気持が

なくなると危ないような気がします。

リーダー：ありがとうございました。

株式会社オリエンタルランド：２年間、権利擁護部会ということで企業代表として参加してまいりました。き

ょう、29・30年度の権利擁護部会の議題案というところがあるんですけれども、その目的の一つに啓

発・広報というところが挙がっております。これは健常者に向けての啓発、相互理解というところ、あ

るいは、障がいをお持ちの方へのご理解というところも含まれていると思うんですけれども、どちらか

というと健常者向け、先ほど来出ているように、モラルといいますか、本来とめてはならないところに

とめてしまうと、そういうところが現実の社会、本来であれば障がいをお持ちの方も健常者の方もとも

に暮らしやすい、生活しやすい社会であることが理想だとは思うんですけれども、現実はそうではない

というところだと思います。

そういう中で、誰に対して、どの層に対して啓発、理解を求めていくかというところでは、先ほどど

なたかおっしゃっておりましたけれども、きめ細かな発信というのが大事なんじゃなかろうかと、年齢

に応じたり、あるいは、性別的なものがあるのかちょっと私勉強不足でわかりませんけれども、同じよ

うな、誰に対しても同じ内容を発信するというよりは、年齢あるいは置かれた環境に応じた内容、メッ

セージを発信して理解を求めていくというところが大事なのかなと、そういう意味ではやり方には工夫

が必要なのかなと、同じような一辺倒の発信ですとなかなか相互社会という中でお互いが理解し合って

生きるというところの理解力というところの成果というところになかなか結びにくいんではないかなと。

それから、バリアフリーハンドブック、そういう４年生から学校教育でやられているということです

が、うちの会社の例でいいますと、福祉関係ではありませんけれども、最初にディズニーの精神という

ところをたたき込むんですけれども、人というのはどうしても忘れてしまいます。忘れてしまいますの

で、時々リマインド教育というのをやっております。それは忘れないために、周年行事の何か目玉の節

目節目で同じこと、あるいは、最初教えたときよりも社会が変わっている、時代が変わっている、環境

が変わったというところを新たに加味しまして、もう一度、理念や精神は変わらないんですけれども、

お客さんのサービスという点で新たに加わった要素も加味して教育をし直しているというところがあり

ますので、どこかでそういう、なかなかタイミングというところがあろうかと思いますけれども、１回

４年生でやったところをもう一度フォローアップするというところが、それが中学生なのか、高校生な

のか、あるいは成人を迎えた成人式の機会なのかわかりませんけれども、どこかのタイミングでリマイ

ンド、フォローアップというところも理解促進のためには必要なのかなと。
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あと、もう一点、成年後見制度の普及のための取り組みというところで、ちょっと個人的になってし

まうんですけれども、お叱りを受けるかもしれませんけれども、２年間この部会の中でどのようなこと

を自分自身でこの分野で何ができたのかなというところがありまして、29・30年度も普及のための取り

組みというところがありますので、もう少し何かここで上げる成果、あるいは期待されていること、今

度新しいメンバーがこの課題に取り組んでいくということになろうかと思いますので、もう少しわかり

やすいといいますか、ここでみんなが意見の出しやすいような書きっぷりといいますか、求めているこ

とを記載していただいたほうが、なかなかこの普及のための取り組みというところで一体この２年間ど

うだったのかなというところ、それから、この分野の次の２年間についてあるべき成果というものが導

き出すことがどうなのかなというところを自分で自戒も含めて率直に思いました。

リーダー：ありがとうございました。

東京ベイシティ交通株式会社：日ごろは、バス会社ですので皆さんにご利用いただいているかと思います。も

ちろん、障がい者の方含めまして弱者と言われる方もご利用いただいておりますので、いろいろな意見

をいただいております。

私自身はこの会議に出させていただいて３年目になりますけれども、最初の一、二年は、権利擁護部

会や、そういった会議に行かせていただきますといっても、正直なところ社内的にはどういった会議だ

ろうとかっていってなかなか理解されない部分があったんですけれども、さすがにうちも、自分の力不

足もありますけれども３年目になりましたので、そういった会議だよということで自分としては社内的

にも少しは認知されてきたかなと、皆さんからすると怒られますけれども、遅いだろうと言われるかも

しれませんけれどもそういったところを感じております。

実際の取り組みに当たっては、もともとバスには車椅子を乗せるようなスペースがあるんですけれど

も、一概にバスといいましても路線バスあるいはコミュニティーバス、合わせて６種類ぐらいあるんで

すね。したがって、運転手さんによっては車が変わるとやり方がわからないとか、そういったことも出

てきますので、昨年末から、まず全員に、この３カ月余り、四、五人残してそういった実際の車椅子の

体験研修みたいなのをやらせていただいております。

それから、こちらも、以前もバスそれぞれには筆記用具みたいな、路線図はなかったんですけれども、

その辺の再点検含めまして、ことしに入りまして、筆記用具ですとか路線図もつけるようにさせていた

だきました。

それから、先ほどのバリアフリーのハンドブックですけれども、これは私のほうで、当社の場合、新

入社員といいましてもバスの運転手さんが中心になりますので、基本的には毎月二、三人必ずおります

ので、そういった折にこのバリアフリーハンドブックを使ってそういった研修のはやらせてもらってお

ります。

ただ、正直なところ、運転手さん個々によってソフト面を研修ですね、そういった教育を地道にやは

り続けていかないとなかなか理解されないといいますか、運転手さんも普通の運転以上のことを求めら

れるという部分では個々の力量というものがありますので、地道にこれからもそういった取り組みをし

ていきたいと思っているところであります。
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リーダー：ありがとうございました。

市川健康福祉センター：私は千葉県市川健康福祉センターで、障がいのある方の差別に関する条例が千葉県に

はあるのですが、そちらに関する差別の相談に乗っています。

私のほうからは１つ事例を紹介させていただきたいと思います。私に来た事例が終結するときにその

障がいのある方が私に教えてくれた事例なんですが、イギリスに、赤いロンドンバスあると思うんです

が、あのロンドンバスで起こった事例をある当事者の方が私に教えてくれたんです。

それはどういう事例かというと、車椅子の方がロンドンバスに乗りたいと思って待っていた。ロンド

ンバスには車椅子が乗るためのスペースというものが必ずあけてある。それは何であけてあるかという

と、ロンドンの条例で車椅子専用のスペースをロンドンバスの中には設けることという条例があるそう

なんです。当然のことながらそこのスペースがあいているはずなんだけれども、あるとき、その車椅子

の方が乗車しようとしたときに、ベビーカーを押したお母様、親子がそこの場所を占領していたという

か、ベビーカーが置いてあって、運転手さんがアナウンスで、その場所は車椅子の方がご乗車になるの

でスペースをあけてくださいとアナウンスをしたけれども、結局そのベビーカーを押したお母様のほう

が拒否をされて車椅子の方が乗れなかったということがあったそうです。

それで終わったわけではなく、実は、その車椅子の方はロンドンバスの会社を相手どって裁判を起こ

した。これは５年前で、つい先日、３週間ぐらい前ですか、結審しているんですけれども、裁判の結果、

バス会社は罰金を払うという結果になったそうです。判決理由というのは、そもそも条例でこのスペー

スは車椅子の方が乗るためのスペースなのにそれ以外のものがあったというところでそれをどかせられ

なかったという条例違反というのがその裁判の理由だそうです。

きょう、私がなぜこのお話をしたかというと、結局私も千葉県の差別防止条例に基づく仕事をしてい

ます。この４月に障害者差別解消法というのもできておりますし、浦安市でも障がいに関する条例、で

きていますよね。こういう条例とか法律があることによって、もちろん障がいの理解を深めていく、啓

発するという意味合いもあるんだけれども、そういうものを理由として健常と言われる人たちに根拠を

示すことで私たちに配慮をしてくださいと、迫るという言い方が正しいかわからないんですが、説明す

ることによって、結局健常者の方たち、障がい状態でない人たちが障がいのある人たちちょっと怖いな

とか、ちょっと余りかかわり合いになりたくないなとは思ってほしくないと思いました。

やっぱり、先ほど浦安市民生委員児童委員協議会もおっしゃったように、思いやりというか、例えば、

このバスの事案、私もそのバスにいたわけではないのでわからないのですが、ベビーカーのお母さんは

ほかにスペースをあけてもらえればそこに移動できたのではないかと思えば、ほかに乗っている乗客が

知らんぷりするのではなくて、ほかの立っている乗客の方とかがもうちょっとこっちに来てくださいと

もし言えるような雰囲気があったりとか、スペースがあればきっとこんなことにはならなかったのかな

と思ったり、いろんなことが多分考えられる。

今回、バスの運転手さんはちゃんと配慮をお願いしますとアナウンスをしているのにそういうふうに

なってしまったという不幸もあるし、乗れなかったという不幸もあるし、今回バス会社が負けたという

ところでそのお母さんも、ベビーカーのお母さんだっていい思いはしていないと思えば、誰も幸せな気
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持ちで終わらなかった事例ではないかと思います。

なので、条例とか法律は一つの手段ではあるんだけれども、やはり何かその人の心に働きかけるよう

な啓発、今ずっと委員さんたちがとてもいいご意見いただけていたので、ぜひ、浦安市さんのほうでは

こういうお話を吸い上げていただいて、何か効果的な、ピンポイントで効果的な何か周知・啓発という

ものをいま一つ考えていきたいなと、これは本当に皆さん得意分野が、きょう集まっていらっしゃる皆

さんもそうですけれども得意分野があって、こういう障がいにはこういう働きかけのほうがいいんじゃ

ないかというのを集約してもいいのかなと思います。漠然とみんなで話し合うよりも、みんなそれぞれ

の代表で来ていただいているので、それぞれの所属でこういう啓発がいいんじゃないかというのを吸い

上げてきてもらってそこで集約するなんていう、もう一歩踏み込んだ周知・啓発というのを何か、私も

含めてやっていきたいなというふうに思いました。

そんな事例がありましたのでご紹介させていただきました。

リーダー：ありがとうございました。

教育研究センター：私のほうからは小学校での福祉教育、それから障がい者教育について少しお話ししたいと

思います。

２年生のときに、私たちのまちということで生活科のほうで自分たちが住んでいるまちの勉強をしま

す。そのときに子供たちと一緒に探検バッグを持って自分たちが住んでいるまちに出ていくんですけれ

ども、そこでまず気づいたこと何だろうねって一緒に話し合うと、やっぱり、浦安市は公園が多いねと

か、花が多いね、緑が多いねということにまず表向きというんですかね、そういうことに気がつきます。

だんだんそれを繰り返していくうちに、あれっ、音が鳴る信号があるよとか、それから、地面に黄色

いブロックがあるということを言い始めるんです。それは何のためにあるんだろうねと言うと、子供た

ちが家に帰ってお父さんやお母さんに質問をして、実は、目の見えない方のためなんだよとか、やっぱ

り、音が聞こえないと渡れない方がいるんだよ、なんていうお話を聞いてきて、そこでまた家族での話

し合いが進むということもあります。

その後で、今度は４年生になると、今お話たくさんいただいているんですけれども、バリアフリーハ

ンドブックを使った白杖体験なども行います。そこではアイマスクをして階段を白杖を持ちながらおり

ていく、１人の子が支えながらおりていくんだけれども、やっぱり、声を、誘導してくれる子がいない

と怖いとか、それからあと、何か物が置いてあるとそこにどうしてもぶつかってしまうから何もない廊

下がいいなとかというような、体験を通しての子供たち、相手の気持ちを思いやるというものが育って

きています。

以前、やはりその中で車椅子体験も路上に出て行ったことがあったんですけれども、浦安市は歩道と、

それから道路の段差をとてもスロープを緩やかにしてくださっているので、私たちが行ったところは３

センチぐらいのスロープだったんです。車椅子もすっと、ちょっと後ろに下がって力を入れると上がれ

たんですが、そのときに講師で来ていただいていた大学の先生が、東京のほうからいらしているんです

けれども、東京はもう少し高いんだよ、浦安市は本当にバリアフリーが行き届いているねというお話を

してくださって、子供たちが、あっ、そういう配慮がまちにはされているんだといって気づいたことも
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ありました。やはり、体験を通して心を育てていくという教育をこれからも行っていく必要を感じてお

ります。

やはり、私たち大人がそれを子供たちのお手本となるようにしっかり伝えていく、それから、気づか

せていく、そういうところも大事にしていきたいなと思っております。今回、この後、22日なんですけ

れども、特別支援教育のコーディネーター研修会があるんですけれども、各小・中学校、保育園、幼稚

園の先生方が集まる研修会なんですが、そこでバリアフリーハンドブックのほうも改めて配布させてい

ただいて、各それぞれの園、学校のほうでもまた周知をしていただこうと思っております。

リーダー：ありがとうございました。

健康福祉部次長：初めに、今教育研究センターから話があった道路の段差、切り込みのことなんですけれども、

昭和の時代に管理課におりましたこと、そのときに車椅子の方からこれは高過ぎると言われたことを今

思い出しました。きっとそれが今まで何十年もたって市内に広がっているんだろうなというふうに思い

ます。

それで、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例、昨年４月に本市でも施行したわけです

けれども、この条例、県内の市町村の中では先駆けでつくったというふうなことで、こういうのをつく

りますと、やはり市は成果としてどうだったとかいうところが必ず聞かれてくるわけで、そういうのを

当然わかっている中でもこういうものを定めてやってきたということは、お言葉にもありましたけれど

も、浦安市としては最優先の事項で取り組んできて、また、この障がい事業課なりも一生懸命取り組ん

できているんだというふうに思っています。

また、この部会に限らず自立支援協議会の委員でもありまして、委員の皆様からのご意見というのが

割合すぐ反映している、全部じゃないんでしょうけれども反映している部分が多いなというふうにも感

じているところです。いろんなご意見もありましたし、これから実際に実行することもあろうかと思い

ますけれども、なかなか行政だけではできないというところも当然ではないかなというふうに思ってお

りますので、引き続き皆様のご支援をいただきたいと思っております。

長いスパンで見ると障がい者の方に対する施策については進みが遅いのかもしれませんけれども、一

歩一歩進んでいるんじゃないかなというふうに私は認識をしているところです。

リーダー：ありがとうございました。

浦安手をつなぐ親の会：浦安市自閉症協会が言いましたけれども、うちの子育てのときは何もない、サービス

なんて本当にどこっていう感じの昭和の時代でしたので、卒業後は親が見るのが当たり前、親は必死に

なってバザーやったり、チャリティーやったり、お金をためてきていました。

そういうことを考えますと、今のお母様たちは非常に恵まれています。こんなにサービスがあるの、

という感じぐらいで思っておりますから、やっぱり、それはありがたい、サービスを受けられるという

ことはありがたいということをまず障がい者のお母さんたちとか本人たちも考えなくてはいけないこと

だと思うんですね。

今まで全然受けられなかったお母さんたちも必死になって国とかいろんなところに提案して、いろん

なことが実現されて、ＪＲの半額になることも親の会で必死になって、アンケートとか全部出して、そ
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れが実現していますので、やっぱり先輩の努力を頭の中に、片隅にでも入れていただいて生活していた

だきたいなと思っております。

それから、ここ二、三カ月で感じたこと３点。まず２つはちょっと小言ということはないんですけれ

ども、12月に新浦安の前の駅前の、夕方５時近くでしたけれども、支援者さんがついて障がいのお子さ

んが歩いていたんですけれども、最初のあれはどこかわからないですけれどもイオンのほうから駅のほ

うに物すごい勢いで障がいの方が駆け出してきたんですね。支援者さんがもう間に合わない状況だった

んです。年配の方にぶつかったんですね。ぶつかっても大したあれではなかったからよかったんですけ

れども、結局、支援者さん１人だと大丈夫ですかとそのぶつかった人にも言えないし、ほうっぽり出し

て、障がい者の方を追いかけていったということを見かけました。

私が大丈夫ですかと聞いたら、大したことないから大丈夫ですということで、同じバスでマンション

も同じ方だったんで、申しわけありませんでしたと一応謝っておいて、障がい事業課のほうにはお伝え

して、支援者がつく場合の安全性をもうちょっと考慮してくれないか、支援者に言ってほしいというこ

とはお願いしました。

それともう一点は、また小言になってしまいますが、ベイシティバスの幅寄せ、段差がありますよね、

バスがきちっと寄っていれば普通にすっとおりられることが、すごく運転手さんによって幅があくんで

すね。そうすると、年配の方なんかまず下におりて、またこう上らなくちゃならないという、それが非

常に、若い人だったら飛び越せる幅も年配の方はやっぱり歩幅が小さいので渡れないということもあり

ます。それから、それこそ視覚障がいのつえをついている方は乗りおり非常に危険ですので、もうちょ

っと、もう一度、最近すごく目立つのでまたよろしくお願いいたします。

それと、もう一つ、反対にベイシティ交通さんにすばらしいなと思ったことは、車椅子でバスを利用

している人がいらっしゃるんですが、バスに乗るときに車椅子用のスペースがあるところに座っている

人は立っていただいてそこを上げなくちゃならない。作業がたくさん必要なんですね。それで、段を出

して入れる。そこに乗せて、そうするとストッパーも必要なわけですよね。それもまたしまわなくちゃ

ならないということで、すごく１人では大変なんですね。そうしたら、すぐ後ろに違う路線のバスがつ

いていたんです。そのバスの運転手さんがおりていらして、その後始末をやっていらしたんですね。だ

から、二人組ということもないですけれども、やっぱり、車椅子対応、１人ではちょっと無理、特に混

雑していて、やっぱり早く帰りたいということがあると思いますので、見かけた運転手さんは協力して

もうちょっとスムーズになるんではないかなと思いました。だから、すごくその運転手さん、すばらし

いなと思って見ていました。

それと、佐倉というところで親の会の研修会がありまして、「チャレンジフィットネスくらぶ」って

いって、佐倉は順天堂大学がございますよね、順天堂大学の学生さんが月に１回なんですけれども、第

２土曜に佐倉の育成会の会長さんが順天堂出身ということもあって、順天堂の学生さんがいろんな運動

を考えるということで、話を聞きましたら、結局学生さんのすごく成長に結びついた、その障がいの子

とのかかわり合いにおいて。初めは子供嫌いと言っていた学生さんが、最近多いと思うんですね、そう

いう学生さんがそれをやったことによって、ものすごく、特殊教育のほうの免許も持って支援学校の実
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習に行ったらすぐ来てくださいと言われるぐらいになったという話もありました。

ですから、浦安市も大学が３つありますよね、明海さんも、それから了徳寺さん、それから順天堂の

看護のほう。だから、それをやっぱり、ただボランティアとして来てくれるんじゃなく、こども部会で

もどこでも巻き込んで一緒に障がいの子たちとかかわるということは非常に大事じゃないかなと思った

んですね。

佐倉のほうは東部地区の社会福祉協議会というのがありまして、そこに児童・障がい者福祉事業部と

いう課があるんですね、部がね。それはすばらしいと思うんですね。いつも言っていますけれども、今

の支部社協は下と上、真ん中何にもなしといつも言っているんですけれども、高齢者にはすごくいろん

な行事があって、それから赤ちゃん、子育ての人たちにはいろんな毎月１回あるんですけれども、真ん

中は全然ないというふうになっています。

支部社協も皆さん大変で、行事を終わらせることで非常に大変だとは思うんです。だから、毎年毎年

同じことをただやっているという感じを受けるんですね。だから、もう少しそこも変わっていってほし

いなと思っています。

協議会のほうも、私入って６年、最初の４年間はいわゆる当事者団体って一人も入っていなかったん

ですね。事業者ばかりだったんで、当事者団体が入るという最初が親の会、私が参加させていただいて、

そのときの合同部会っていったら顔見せみたいので、何、これっていうあれで、何にもただ、席に五十

何人座っているというだけで中身も何にもなかったんですね。そういうことから比べるとすごく進歩し

ていると思うんですね。権利擁護部会にしてもいろんな団体が入ってきたりとか、それこそバスの方も

来ているし、それから、弁護士さんも来ているしということですごく、少しずつ進歩していると思いま

すので、ぜひ、来年度の２年間、ほかの新しい方を呼び込んで進んでいっていただきたいと思います。

リーダー：皆様、本当に急に振らせていただきまして申しわけございませんでした。私のほうも１年だけ、引

き継ぎまして、皆様からいろんなご意見をいただきまして、新しく議題の案が出されていますけれども、

本当に具体的に何か進めていくにはどうしたらいいかなというようなところを次の２年でやっていける

ような計画が立てられればいいのかなというふうに思っております。

事務局のほう、何かまとめ、お願いいたします。

事務局：たくさんのご意見、ありがとうございました。

委員のほうからいろいろ意見いただきまして、まず、当事者団体の皆さんですとか、親の会の皆さん

のほうから障がい者のほうがもっと声を上げていったほうがいいとか、あとは、障がい者自身も向上し

ていかなくてはというご意見いただきまして、本当にこちらとしては心強いといいますか、あとは、頭

が下がるといいますか、そういった感想を持ちました。

それにやはり行政のほうはそれに甘えてはいけないと思いますので、行政としてはこの権利擁護部会

のほうでできることがたくさんあると思いますので、委員の皆さんのご意見を聞いて一方的ではなくて

双方向で、巻き込んで、例えば、先ほどもあった高校生、大学生、そういった方と、ただこちらから一

方的に発信するんではなくて巻き込んでというお話もありましたので、当事者の方、当事者の保護者の

方、また、一般市民の方、学生、そういったところを巻き込んで啓発・広報活動をこの権利擁護部会で
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考えていければいいなというのと、あとは、行政としましては行政にしかできないこともあるかと思い

ますので、条例の推進といった点からも行政のほうでもしっかりやっていきたいというふうに考えてい

ます。

きょうは本当にいろいろありがとうございました。

リーダー：それでは、議題３のほうに移ってよろしいでしょうか。

それでは、議題３でございます。ここからは非公開となります。

先ほど申し上げたんですけれども、今回このメンバーでの任期満了となりますので最後となります。

今後も浦安市の障がい福祉、充実・発展に向けまして皆様のご協力をぜひともお願いしたいと思ってお

ります。私も、１年前に初めて入りまして進行のほうも不なれで大変申しわけなかったんですけれども、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、事務局のほうから最後に事務連絡をお願いします。

事務局：最後に事務局から事務連絡なんですが、きょうチラシを置かせていただきました。来週月曜日、27日

なんですが、午後２時から市民プラザＷａｖｅ101中ホールで「自閉症の方の自立と支援」と題しまし

て講演会のほうを行います。市民向け、皆さん対象の講演会になりますので、ぜひ、いらっしゃってい

ただきたいなと思います。

あと、お配りはしていないんですが、３月６日、月曜日に午後２時から４時で、これも市役所のほう

で障がいを理由とする差別の解消に関する研修会ということで、視覚障がいのある方への合理的配慮と

はということで浦安市視覚障害者の会トパーズクラブにもご参加いただきまして、実際、視覚障がいの

ある方の生活とかを映像で見ていただいたりとか、最後インタビューをしたりだとかということで、あ

と講演会ですね、会を構成していますので、こちらは介護職、障がい者福祉に携わっている職員の方対

象となりますので、ぜひ、事業所さんのご参加のほうお願いいたします。

あともう一つ、ちょっと同日の開催になってしまうんですが、３月６日午後１時30分から、こちらも

市役所のほうで発達障がいのある方の就労と題しまして、服巻智子先生をお迎えしまして講演会を行い

ます。こちらは就労支援ネットワーク会議の一つの位置づけとなっておりますので、就労関係、企業の

皆さんですとか、事業者もそうなんですけれども、皆さんもお越しいただければと思います。チラシの

ほう、前のほうに置いておきますので、必要な方は後ほどとって帰っていただければと思います。よろ

しくお願いします。

リーダー：それでは、皆様、ありがとうございました。これで終了とさせていただきます。ありがとうござい

ました。
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障がい福祉に関するアンケート調査の概要

１ 調査の目的

「浦安市障がい者福祉計画（平成 30 年度～32年度）」の策定にあたり、障がいのある方の福祉

に関する施策の推進や自立と地域生活の支援を計画的に実施するための基礎資料として、障がい

のある方の生活の状況やご意見、お考えをうかがうことを目的に調査を実施したものです。

２ 調査対象

浦安市に住所のある身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者、難病等の診

断を受けている方、その他福祉サービス利用の認定を受けている方

３ 調査期間

平成 28年 10 月 1 日から平成 28年 10 月 28 日

４ 調査方法

郵送による配布・回収

５ 回収状況

配 布 数 回収数 回収率

身 体 2,898 通 1,465 通 50.6％

知 的 593 通 299 通 50.4％

精 神 725 通 307 通 42.3％

難 病 758 通 309 通 40.8％

その他福祉サービス受給者 189 通 79 通 41.8％

合 計 5,163 通 2,459 通 47.6％

議題１資料
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平成 29 年度及び 30 年度権利擁護部会の方向性について

１ 組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するため、

５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務める。

２ 合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３ プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジェ

クト会議（仮称）を招集する。

４ 開催回数

自立支援協議会 年６回 部会 年４回

合同部会 年２回 プロジェクト会議 適宜

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。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず、団体名等を記載する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

協議会委員については、非常勤特別職であるため、ホームページ等で所属団体と名前、性別

を掲載した名簿を公開する。

６ 自立支援協議会及び各部会の目的・主な議題

（１）自立支援協議会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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

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

議題２資料１
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（２）権利擁護部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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

障がいを理由とする差別の解消に関する事項

（３）こども部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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

（４）相談支援部会

①目的とおもな議題

目 的：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。

主な議題：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

（５）地域生活支援部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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

（６）本人部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

（７）合同部会

①目的と主な議題

目 的：部会間の情報交換を行い、連携を図る。

主な議題：各部会の活動報告

基幹相談支援センターの実績報告



平成 29・30 年度自立支援協議会権利擁護部会 議題案

権利擁護に係る啓発・広報活動の推進

①バリアフリーハンドブックの配布先の拡大

②高校生や大学生、新任の先生、医師、福祉関係ではない一般企業の新入社員などへの啓発、研修

③福祉体験の種類を増やす

④当事者・その家族や支援者、一般市民も巻き込んだ広報・啓発活動

虐待相談事例報告と虐待防止のための取組み

障がい者権利擁護センターに寄せられた相談事例の報告、虐待防止への取組み

成年後見制度実績報告

成年後見制度の普及のための取組み

差別相談事例報告と差別解消のための取組み

合理的配慮について

①障がい者権利擁護センターに寄せられた相談事例の報告と差別解消への取組み

②身近で感じる“生きづらさ”や“困り”について

「障がい者福祉計画」について

議題２資料２

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

障がいを理由とする差別の解消に関する事項

その他権利擁護に関する事項


