
平成28年度第２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28年７月 11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１会議室

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、

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、ＮＰＯ法人フレンズ、

ＮＰＯ法人あいらんど、合同会社ヤマダ介護、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、浦安商工会議所、介助グループあいあい、

千葉県弁護士会京葉支部、東京ベイシティ交通株式会社

４．議題

（１）浦安市障がい者差別解消推進計画（平成28 年度～平成29 年度）について

（２）啓発・広報活動について

①「こころのバリアフリーハンドブック」の改訂

② 福祉教育について

③ 障がい者差別解消啓発イベントについて

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料 浦安市障がい者差別解消推進計画（平成28年度～平成29年度）

（２）議題２資料 福祉教育について
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６．議事

事務局：ただいまより、平成28年度第２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。特に個人情報に係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、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。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。よろしくお願いしま

す。

リーダー：皆様、こんにちは。

前回からこちらの権利擁護部会のリーダーということで、前回お休みされた方もいらっしゃると思いま

すけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは座らせていただきます。それでは、本日の議事を進めさせていただきます。

初めに、進行についてご説明をさせていただきます。お手元に次第が皆様のほうに送られてきていると

思いますけれども、議題が１、２、３とございます。まず、議題１につきまして、浦安市障がい者差別解

消推進計画ということで、まず、事務局から説明いただいた後、意見交換ということでさせていただきた

いと思っております。その次に、議題の２にまいりまして、啓発・広報活動についてということで、「こ

ころのバリアフリーハンドブック」改訂ということで、前回もお話ございましたけれども、こちらにつき

ましてご説明の後、皆様からご意見をいただくということですね。続きまして、福祉教育についてという

ことと、あと障がい者差別解消啓発イベントについてということで、こちらも説明いただいた後、皆様か

らご意見をいただくという流れになっております。その他ということで、事務局からのお知らせがござい

ます。

それでは、初めに議題１ですね。浦安市障がい者差別解消推進計画について、事務局からご説明をお願

いいたします。

事務局：皆さん、こんにちは。障がい事業課です。着座にてご説明のほうさせていただきます。

お手元の資料の議題１資料の、浦安市障がい者差別解消推進計画（平成28年度～平成29年度）の部分を

ご説明させていただきます。以前の協議会でも、事務局からご説明させていただきましたとおり、浦安市

では、国の差別解消法の法律の施行を受けまして、より一層、差別解消について推進していくということ

で、「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を今年の４月に制定しました。この市

の条例の第８条の部分として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するために、浦安市障がい者差別解消推進計画をつくりますよという規定を設けさせていただきまし

た。その差別解消推進計画というのは、市で考えているのはどういうものなのかというところを、ちょっ
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とお時間いただきまして、お話できればと思います。

まず、計画の期間ですね。１ページ目の１、計画期間なんですけれども、当初につきましては、要は平

成28年度から平成29年度までの、まずは２カ年計画として取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。その後なんですけれども、「浦安市障がい者福祉計画」というのを、また別で市のほうで策定してお

ります。それは、障害者総合支援法に規定する障がい福祉計画と、基本法に基づく障がい者計画を一体的

に策定した「浦安市障がい者福祉計画」なんですけれども、こちらについては、３年ごとに見直しを行っ

て策定しているということがございますので、やはりそちらの障がい者福祉計画のほうにもリンクさせて

いったほうがいいんではないかということもございますので、以後については、障がい者福祉計画の見直

しごとに、同じようにして、こちらの差別解消推進計画のほうも見直しを行っていきたいというふうに考

えております。その中で、やはり計画の策定であるとか、場合によっては変更であるとか、取り組み状況

なんかも随時、評価・検証などを行いながら、こちらの推進計画を調整していくというふうに考えており

ます。

次、３番目、障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた目標及び取り組み内容についてなんですけ

れども、こちら、条例の第４条については、市の責務ということで、市は障がいを理由とする差別の解消

の推進に関する施策を実施するということ。条例の第５条の部分については、市民及び事業者の責務とい

うことで、障がいのある人の理解を深めるというような条文になっております。これら市の条例の第４条

と第５条に基づきまして、要は目標の設定に当たっては、基本理念を定めて、実施していくというふうに

考えております。基本理念等については、こちら参考までにご覧になっていただければと思います。

その次、お手元の資料の３ページになります、目標及び取り組み内容です。こちらは具体的な市として

の２カ年にわたる取り組みをどうやっていくのかというものを書かせていただいております。まず、取り

組みの方向性ということで、まず広報紙等を使って、理解を促進していきたいなというふうに考えていま

す。具体的に、お手元にも本日お配りさせていただいたんですけれども、「こころのバリアフリーハンド

ブック」等を使って、障がいとは何だろうかと。障がいのある人に対する理解と関心を深めるための活動

を行っていきたいというふうに考えております。

その次、２番として、理解と協力の呼びかけということで、市内の公共的機関とか、施設、障がい福祉

サービス事業所、民間企業等に対して、浦安市の「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」

であるとか、今年の４月から始まった、国の「障害者差別解消法」の内容等を私たち権利擁護センターの

職員が訪問等をさせていただいて、周知を図っていきたいというふうに考えております。

その次ですね、３番目として、啓発活動の推進ということで、福祉関係の講座の開催とか、講師の派遣

を行うとともに、地域相談員や障がい者関係団体などと連携し、啓発活動を推進するということで、こち

ら、今まで地域相談員ということで、例えば身体に障がいのある方とか、聴覚に障がいのある方、当事者

の方に相談員ということで、私たち市のほうがお願いして、地域の相談業務を担っていただいたというこ

とがありました。引き続き、もちろんそういう一般相談にも乗っていただくとともに、今回この国の法律

を受けて、やはりより綿密に、この地域相談員の方にも中心になって、地域の差別解消に関する相談に乗

っていただきたいという意図があります。市のほうでは、今年度、また後ほどもちょっとご説明させてい
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ただくんですけれども、地域相談員の方に差別解消に関する講習会とか勉強会なんかも今後、取り入れて

いって、うちのほうで、そういう勉強会も設けて、その地域相談員さんのスキルアップを図っていただけ

ればというふうに考えております。

その次、４番として、職員対応要領の周知と研修機会の充実ということで、こちら、今年の４月から市

職員が適切に対応するための、職員対応要領というのを作成しております。４月以降、市の職員は、その

職員対応要領に従って、要は障がいのある方に関する差別に関するご相談等々、適正に対応していってい

ただいていることにはなっているんですけれども、なかなかまだまだ周知が図れていないということもあ

りますので、今年度については、市の職員を対象とした研修会も、職員対応要領を使いながら、引き続き

複数回実施していきたいというふうに考えております。

次、平成28年度の取り組み内容になります。こちらが具体的な取り組み内容になります。４ページ目を

ご覧になっていただければと思います。

１番として、「こころのバリアフリーハンドブック」に条例や法、イエローリボン（障害者権利条約の

シンボルマーク）について盛り込む改訂を行うということで、国の法律とか、それに付随して市の条例な

んかも制定したという関係がありますので、こういうものを「こころのバリアフリーハンドブック」のほ

うに盛り込んで改訂を行いたいというふうに考えております。

その次、２番目として、社会福祉協議会やボランティア団体と連携し、市内小学校４年生の福祉教育で

「こころのバリアフリーハンドブック」を配布し、周知啓発を行うということで、福祉教育の一環という

ことで、市内の小学校14校を回りまして、こちらの「こころのバリアフリーハンドブック」を2,000部配

布していきたいなというふうに考えております。

次、３番目、障がいと障がいのある人への理解を深めるために、11月５日の土曜日に、新浦安駅前イベ

ント、「障がいのある人もない人も！ともにかがやくまち うらやす」を開催するということで、こちら

については、去年12月５日でしたか。かなりちょっと寒い時期に新浦安駅前で、ブースを設置して、あと

市民活動団体等にもいろいろステージ上で披露していただいたんですけれども、もうちょっといい時期に

できないかということで、今年度については１カ月前倒しをして、11月５日にイベントを開催したいとい

うふうに考えております。こちらは、後ほどの議題にもちょっと重複する関係もございますので、詳細に

ついては後ほどご説明のをさせていただきます。

あと、その次ですね、大きなところとして、自立支援協議会（権利擁護部会）との連携が必要ではない

かというふうに考えております。やはり皆様、各委員の連携等、事例の共有化を図るために、こちらの権

利擁護部会の委員さんとあわせて、また別枠で地域協議会というのを、今年の４月から設置しておりまし

て、こちらの委員の皆様の何か合同研修会みたいなものも企画できないかというふうに考えております。

その次、研修・啓発活動ということで、市民とか事業者に対して、障がいのある人に対する理解を深め

るための研修や講演会等を開催するということで、これは３年前から内閣府のモデル事業のほうをお受け

していまして、その中で見えてきたものとして、差別というのはなぜ起こるのか、やはり障がいがある方

への理解であるとか、そこの部分が不足しているから起こるんだというような話になりまして、まず、市

の職員の幹部ですね、市長、副市長、部長、課長級の職員を対象とした研修会を２年前から実施しており
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ます。それと併せて、課長補佐級、係長以下級、係員の全職員を対象とした研修会も２年前から毎年複数

回実施しております。あと、浦安警察署の警察官を対象とした研修会も以前実施して、警察の方もこのよ

うな研修の機会というのもなかなかないということで、また引き続きやっていただきたいというご意見等

もありました。

今年度については、消防と教育委員会の職員の方も対象として、障がいを理由とする差別の解消につい

ての研修会を行っていきたいというふうに考えております。

あと、市民や事業者に対しての講演会を年４回、約500名程度のものと、事業者に対しては２回程度。

ちょっと重複するんですけれども、市職員、行政、消防、教育委員会の職員に対しては、年５回で、延べ

人数で300名程度、参加していただくものを、２カ年にわたって実施をしていきたいというふうに考えて

おります。

その次、お手元の資料５ページ目をご覧になってください。相談及び紛争の防止等のための体制の整備

ということで、やはり、こちら相談窓口の充実が大事であろうと考えておりまして、浦安市の場合、障害

者虐待防止法が施行になった年から、障がい事業課の窓口に、障がい者虐待防止センターを設置して、障

がいのある方の虐待の相談に応じてきたということがあります。

内閣府のモデル事業をお受けしまして、虐待は何で起こるのかなというふうな議論になりました。やは

り根底には、障がいのある方への差別があるから虐待が起こるんだよねと。虐待と差別というのは表裏一

体的なものであるというような意見等が出まして、やはり相談窓口も一体的に受け付けていったほうがい

いんではないかというような結論に至りました。もちろん、相談する側も、虐待の相談は虐待防止センタ

ー、差別に関する相談は、差別解消法に規定する相談窓口ということで、縦割り行政になると、やはり相

談しにくいだろうということも考えられたので、今年の４月から、障がい者虐待防止センターを改めまし

て、虐待と差別とを一体的に受け付ける、浦安市権利擁護センターというものを、同じく障がい事業課内

に設置しまして、ご相談を受け付けているということです。

現状、差別に関するご相談については、大体20件弱ぐらいの相談が、今年の４月から法律が施行になっ

て、お受けしている状況です。

あと、２番目として、障がいを理由とする差別の解消ネットワークの強化ということで、こちらは、協

議会とか実務者会議。これはこちらの国の虐待防止法に規定する地域協議会の部分になるんですけれども、

各関係機関の委員から構成されるメンバーの方と、連携を図りながら、情報共有を図っていくというよう

な内容になっております。

その次、３番目としまして、広域専門指導員・地域相談員との連携ということで、こちら、千葉県のほ

うは市に先立って、「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」というのをつくって

いまして、こちらの条例に基づく広域専門指導員という相談員さんを設置して、長年にわたって、障がい

のある方の差別に関する相談に乗ってきたということがありました。やはり、千葉県の相談の実績である

とか、そういうノウハウなんかも取り入れて、連携のほうを図っていったほうがいいんじゃないかという

ようなことになりまして、広域専門指導員と定期的に、月１回なんですけれども、来ていただいて、アド

バイザーという形で権利擁護センターの相談事例についてのご相談に乗っていただいているということも
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ございます。

それであと、今年度以降、進めていきたいのが、市がお願いしている地域相談員の方にも、こちらの法

の趣旨なんかも理解していただくような研修会を実施して、今後、地域に密着した相談に乗れるように連

携を強化していきたいというふうに考えております。

次、平成28年度の取り組み内容についてなんですけれども、こちらもちょっと重複するんですけれども、

障がい者権利擁護センターを、今年の４月に設置するということ。障がい者の差別と虐待についての通報、

届け出、相談等を一体的に受け付けていくということ。あと、市の職員、正職員なんですけれども、今現

在、うちの係で３名体制でお受けしているんですけれども、今年から精神保健福祉士等の資格のある相談

員を２名設置しまして、合計５名体制で相談をお受けしているというようなことです。

その次、最後６ページ目をごらんになってください。こちら、新庁舎移転にあわせて、障がい者権利擁

護センターの直通番号を開設するとともに、条例及びセンターを周知するためのパンフレットを作成し、

配布するということで、こちらも実は市民の方から結構ご意見として出ていた内容で、以前から虐待防止

センターは設置していたわけなんですけれども、やはり直通電話がなくて、なかなか相談しにくいと。要

は、市の代表の電話にかかって、それから交換に回されて事業課に回ってくるということで、なかなか個

人情報であったりとか、そういうようなご不満があったというお話もお受けしまして、今回、６月に新庁

舎に移転したんですけれども、そこで、権利擁護センターの直通番号を設置させていただいたということ

がございます。

あと、次、事業者等を訪問し、積極的に条例及びセンターの周知・啓発に努めるということで、こちら

についても、もう今年の４月から実施していまして、相談員２名が、市内の障がい福祉サービス事業所か

らまず実施してるわけなんですけれども、事業者を訪問させていただいて、実際支援に当たっている状況

なんかも確認させていただいて、その中でちょっと気になったことであるとか、あと、今回の４月からの

この条例の制定とともに、こういう趣旨のもと、これからこういうところを気をつけてくださいねという

ような啓発活動なんかも行っているということです。今年度につきましては、50事業者訪問していく予定

なんですけれども、もう半数以上訪問させていただいて、お話をさせていただいているということです。

あと、その次、浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会・実務者会議ということで、こちらは国の差別

解消法に規定する地域協議会と、あと実務者から構成される実務者会議の部分なんですけれども、こちら

も６月に権利擁護協議会を実施しまして、今日皆様にご説明させていただいている、この推進計画の部分

を、こういう形でやっていきたいということで、報告をさせていただいております。

あと、最後です。千葉県との連携ということで、やはり市だけでこの差別解消に関する取り組みという

のはなかなか難しい。例えば、市域を超えた部分、広域的な部分だと、やはり千葉県との連携とか調整が

必要になってくるということもありますので、千葉県も国の法律を受けて、県の地域協議会というのを設

置しています。その中に、障がい事業課長が、委員として、こちらの協議会のほうに参加して、市の実情

であるとか、今後の課題等について、ご説明をさせていただいているということです。

最後になります。広域専門指導員と連携し、地域相談員とセンター相談員との合同研修会を開催すると

いうことで、こちら、実は、先週の６日に実施しました。本当は、地域相談員さんもこの国の法律が始ま
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ると、何をしていいのかということがやはり全くわからないので、相談員さん自身もかなり不安があった

ということがありました。この日、県の広域専門指導員さんに来ていただいて、まずは、インテークから

だよねと。要は、その相談者からの話をまず聞いてくださいというようなお話であるとかいうようなとこ

ろで、すごく広域専門指導員さんと地域相談員さんとの顔合わせにもなりましたし、今後の差別解消に関

する相談業務ということで、不安なんかも解消されたということもございました。こちらについては、合

同研修会は、年１回程度交えていきたいんですけれども、定期的に県の広域専門指導員の方と、地域相談

員の方と、市が間に立ってできるだけ接点を持っていただいて、情報共有なんかも今後図っていきたいな

というふうに考えております。

あと、参考資料ということで、こちらは後ほどご覧になっていただければというふうに思います。

リーダー：ありがとうございました。ただいま、事務局から障がい者差別解消推進計画ということで、ご説明を

いただきました。これは既に冊子として存在するというようなことではない。これからご意見を伺ってよ

ろしいですか。

事務局：そうですね。それで、ちょっとこちらそういう立派な冊子というのが、予算上の関係でないんですけれ

ども、本日お配りしたものが、その推進計画の原本といいますか、そのものになります。もし、何かこち

らの計画の中で、ご意見等あればいただければというふうに考えています。

リーダー：ありがとうございます。今、ご説明いただき、こちらが原本ということで、ご覧いただきたいという

ことでございます。中に、バリアフリーハンドブックの改訂という部分が入っておりましたけれども、こ

ちらにつきまして、ちょっとその後に議題としてありますので、こちらのほう、後でご意見をいただくと

いうことでお願いしたいと思うんですけれども、それ以外で、今、ご説明ありました中でのご質問やご意

見、皆様のほうでございましたら。ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：こんにちは。よろしくお願いいたします。地域相談員さんという名前がたくさん入って

いたんですけれども、どういう方から選ばれて、どういう資格をお持ちの方か、お伺いしたいです。

リーダー：それでは事務局、お願いいたします。

事務局：今現在、市のほうが、各団体、例えば身体に障がいのある方とか、視覚に障がいのある方とか、聴覚に

障がいのある方、あと、知的障がいのある家族の方であるとか、そういうような当事者の方を相談員とい

うことで、うちのほうで報償ですか、費用をお支払いして、お願いしているということです。

リーダー：よろしいですか。ありがとうございます。そのほか、こちらの今のご説明で、素朴な疑問でも大丈夫

だと思いますので、ざっくばらんに。浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今のご説明では、いろんなところに啓発活動をやるというお話なんです

けれども、障がい者団体の話を聞くという機会を多くしたほうがいいんじゃないかと思います。それは、

実際の差別解消法が実施された後、いろんな問題に我々ぶち当たっているんですよ。実際のトパーズクラ

ブとしては、９月に実はそういうミーティングを持つことに、市役所から来ていただいて持つことになっ

ているんですけれども、例えば、きのう、私選挙に行きましたけれども、選挙の投票のときに、「視覚障

がい者だから代筆と代読をお願いします」と言ったんだけれども、それが正しい手続がとれないんですね。

正しい手続は、まず、１人の人に代筆をお願いして、その人が代筆した投票用紙を私が持って、別のもう
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一人、ちょっと離れたところにいる方に読んでもらって、正しく書かれているかどうか確認したものを投

票するという格好になっているはずなんですよ。ところが、それが昨日行われていなかった。そういった

ことが実際に行われるようにしていかないと、障がい者の差別をみんなで議論していても、具体的なそう

いったものをやっていかないと改善できないんじゃないかと思うんですね。以上です。

リーダー：ありがとうございました。昨日、選挙があって、その中で正しい手続がとられていなかったというお

話です。先ほど、市の職員等に研修を行うというところでお話ありましたけれども、そういった一つ一つ

の理解促進ということではないのかと思うんですね、こちらの正しい手続というのは。このあたり、事務

局いかがでしょうか。

事務局：本当に、もうおっしゃるとおりだと思います。もちろん、障がい者団体の各委員の方も含め、当事者の

方ももちろん含め、ちょっとそのような機会も積極的にやっていきたいなというふうには考えています。

具体的に今の代筆、代読の選挙の手続の部分のお話をいただいたので、こうやって具体的に、こういうと

ころがやはりまずいんではないかという。もちろんないのが一番いいんですけれども、こういうご意見な

んかを、具体的なご意見をいただければ、私たちも間に入って、今回は、選挙管理委員会の部分であると

思うんですけれども、調整のほうを行っていきたいなというふうには考えております。以上です。

リーダー：ありがとうございます。浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、よろしいでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：調整を行うんじゃなくて、これは権利の行使ですから、厳しく言ってい

ただきたいんですよ。調整じゃないんです、この投票行動は。だから、それが正しく行われるようにする

のが、行政の義務なんですよ。だから、行政の義務としてやってください。

リーダー：事務局、どうぞ。

事務局：もちろん、その権利の部分ということで、今言葉がよくなかったんですけれども、そこの部分は事実確

認を行って、改善すべきところはもちろん改善を求めていきたいというふうには考えています。

リーダー：ただいま、事務局の改善するというようなお話でございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：あんまり中途半端だね。

リーダー：それでは、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：よろしくお願いします。

ちょっと的外れだったらすみません。何度も申し上げているのは、意外と教育委員会も学校の場に子供

がいて、そこで平等でないなということを感じるものが、やっぱり多いんです。子供がどうしても通って

いる場なので、親はできるならにっこりしたいし、先生とも校長先生ともうまくやりたいし、しかし、う

ちの子の権利も主張したいしというところで、とても大変。例えばＰＴＡの役をやるとか、いろいろなこ

とをしながら何とかやるんですけれども、そこで言いたいのが、例えば特別支援学級があったとして、そ

こがある程度の自分の子がいて安全だったり、学ぶことが多かったり、楽しくお友達ができたり、親が学

校に求めているのはそういったことだと思うんですけれども、そんなことが基準にならないというところ

が結構あって、それはどうしても、議事録に残るので大変過激だったら申し訳ないんですけれども、結局、

あまり意欲がなかったり、ある種のスキルが普通級の担任だったりとしては、スキルがない方が、なり手

として担うことがあったりする事実が現実にあって、どんなふうに話しても、いい先生に、説得したって、
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資料持っていったって、泣いたって、一生懸命理路整然と説明したって、とにかくいい先生にはなってく

れないということが結構あるんです。

例えば、隣の先生がすごくいい先生で、学校の場合にはよくあることですけれども、うちの学級の先生

がだめだと、その１年間、本当に大変な１年になるんです。子供も大変、親も大変。そういうときに、救

われる仕組みが、普通学級にももちろんなくて、それも苦労するんだけれども、意外と特別支援学級の場

合、風通しが悪いし、学校長は、いや、「何とか君」も一生懸命やっているみたいな、一生懸命やってい

るといえば、そうかもしれないけれども、そうじゃなくて、スキルが全然足りないですよねとか、全然障

がいに対する知識がないですよね、とかいうような話のときに、１年、２年とほかにやってくれる人がい

ないからとか、仮に例えば言われたとすると、そこの部分ですごく、これは本当に障がい者差別だろうと

思うんです。

普通の学級だったらあり得ないような先生をあてがわれて、あえて過激な言葉を言うと。解消されない

まま、その問題点も、ある程度本当言うと、学校長だってわかっているだろうにということがあって、何

が言いたいかというと、風通しをよくするのを行政をやっていく市長さんとか幹部の方がやってくださる

のはとてもありがたい。それから、警察の方とか、消防の方、とてもありがたく思うんですけれども、教

員の場合には、ただ説明するだけではだめで、だって意欲のある先生はもちろんおられるし、そういう人

は聞いてくれるに決まっていて、そういう人はいい授業をしてくださっているので、そうでない人をどう

やってのいていくかという話なんです。改善してくれる、もしくは現場から退くという仕組みを教育委員

会にどうやってつくってもらうのかとか、どうやって校長先生と交渉したら、そういうふうに実現するの

かとかいうのが、私は結構大事なことじゃないかなと思っていて。あそこ結構密室なんです。何度も同じ

話をしてすみません。

リーダー：ありがとうございます。ただいまの教育現場でのお話。前回もそのなようなお話もあったかなという

ふうに思いますけれども。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：直らないので。

リーダー：切実な思いだと思います。本日は、教育委員会の先生がいらっしゃっていないようなので、事務局の

ほう、いろいろこちらのほうで、教育委員会の方たちも、本当に単なる研修という話でいいのかどうかと

いうのもこれはあるのかなと思うんですけれども、例えば、学校の先生なんかに具体的なこういったとこ

ろだとか、あとこれだけにとどまらず、今の仕組みですね。そういった仕組みづくりというのについて、

どのような形を今後、考えていかれる。まだこれからというところだと思いますけれども、いかがでしょ

うか。

ＮＰＯ法人あいらんど：ちょっといいですか。

リーダー：先どうぞ。

ＮＰＯ法人あいらんど：すみません。学校関係の話が今、出ましたけれども、やっぱり私たちの事業所にも実習

生がいらしたときの先生の対応だったり、いろいろございます。やっぱりあとは制度を知らない先生が普

通にいたりとか。なので、別に私たちは教育者を教育するつもりでも何でもないんですけれども、あまり

にも利用者さんに対して失礼な言葉をがんがん吐いている現状を見ると、私たち事業所は、たくさんこれ
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は差別法だよとか、これがバツだよとか、これは丸だよとか、これは虐待だよとか、いろいろ私たちも研

修して、いろいろ毎回、毎回利用者さんに対しても思っているんですけれども、そこにぽっと年に２回、

必ず実習生が来ます。

そうすると、いろんな先生がいてくださって、そのときの対応が非常に、何といっていいか、具体的に

は言えないんですけれども、そういう状況でいいのかなということなんですけれども、今、千葉発達障害

児・者親の会コスモ浦安グループがおっしゃったこととか、あとさっき浦安市視覚障害者の会トパーズク

ラブの委員が現場で大変な思いをされたとか、そういうのもひっくるめて例えばなんですけれども、その

場にいるその場所のスタッフさんに、委員は当事者として、きちんとこういうふうに決まっているんだか

ら、こういうふうにしたらどうと言うとか、それでもし伝わらなければ、その言われた人は絶対学ぶんじ

ゃないかと思うんですね。そこから広げてもらう。１回行政が吸い上げて、また研修か何かをして、委員

のところにぐるっと回って時間がかかるじゃないですか。だから、その場で携わった選挙関係の人は、も

しかしたら役所の人かもしれないし、地域の有識者かもしれないし、やっぱり何か資格を持ってそこにい

らっしゃるんでしたら、委員のその話、その大変な話を委員自身がお伝えすると、伝わるんじゃないかと

か、ちょっと思ったりします。

あと、今、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループがおっしゃったように、学校の先生がいくら

言ってもわかってくれない。でも、わかってくれないままにしていると、その先生はずっと先生になって

しまう。だから、そこで千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループの委員も言い続けるというか、あ

とは即校長先生に相談して、頑張っているんですけれども、じゃなくて、もっともっと何らかの形で対応

してくださいと言い続けるしかないかな。そこでもし委員がごくんとその言葉を飲んでしまったら、その

先生はそれでいいと思ってしまうかもしれないので、ささやかな努力かもしれないけれども、もう言い続

けるしかないんじゃないかなと思いますね。やっぱり偉い先生方がいるところで、いっぱいもんでもらっ

ても、その段階じゃもう年度が変わっていたりするじゃないですか。だから、私はそういうふうに個人的

に思います。以上です。

リーダー：ありがとうございます。浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、どうぞ。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：選挙のことにつきましては、これは当然それはやらなきゃいけないこと

で、それを注意しなきゃいけないというのは全くふざけた話で、こんなのは今まで経験したことがないん

で、やっぱり質が落ちているんじゃないかと。やっぱりきっちりとしたスキルを身につけさせなきゃいけ

ないと思うんですよね。千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループがスキルとおっしゃったことは、

非常に大きいんで。スキルで発展していかなきゃいけないと思うんですよ。

視覚障害者の会で、今ちょっとこれから問題にして、９月に市役所の方に来ていただいてお話しようと

思うんですけれども、グループホームとか、デイサービス、ショートステイとか、そういったときに、必

ず視覚障がい者というのはのけ者にされるんですね。差別されるんですよ。というのは、１週間泊まると

きに、トイレは自分で行ってくださいとか。自分で行ってくださいと、自分の家なら行けるけれども、初

めてのところでそんなことできないでしょう。だから、そういったことができるような設備にしておくと

か、スキルを身につけて行かせるようにするとか、そういった準備がないと、差別解消と言ったって、差
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別解消できないですよ。千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループのおっしゃっているのはよくわか

るんで、それはやっぱりスキルが整っていない人にいくら何度言っても僕はしようがないと思うんですね。

それはやっぱりスキルを身につけていただくまで、それは外してもらうしかないと思います。以上です。

リーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：率直な話をすると、県の教育委員会に行くと、研修制度がある

じゃないですか。能力に達しない先生を、研修センターみたいなところで、あそこに出して、校長の評価

が下がることは絶対ないので、遠慮なくどんどん出してくださいと言っているんです。県は、そういうの

を退くしかないということは理解しているんです。でも、それを現場の校長先生は、やっぱり温情がある

のか、それとも何か思い違いがあるのか、なかなか研修センターにお出しに多分ならないんだろうと。そ

こですごく苦心しているところがあるので、ルールがはっきりしているので、研修センターに出しましょ

うと。出したら欠員１で、教員が１人減るので、誰かもらえるじゃないですか。やりくりするのがとても

大変だと現場の方はおっしゃるので、研修センターに送ることを推奨してほしいと思うんです。それが結

局、差別解消になるんだということを、教員の人に、現場の先生に理解してほしいんです、私たちは。２

年、３年かかる、ばかみたいなので。

リーダー：ありがとうございます。ただいま、いろいろご意見いただきました。事務局、何かございますか。

事務局：実は、ちょっと個別の事案とかのお話はなかなかできないんですけれども、もちろん個人情報の関係で。

やはり千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループみたいに、教育委員会とか、教育の現場における、

そういう差別に関する相談というのは、４月以降入ってきているんですね。

こちらの特に、差別解消法についても、もちろん、教育の現場にも私たちお邪魔させてもらって、その

事実の確認であるとか、状況によっては、ここの部分を改善してくれということでの、また調整になっち

ゃうんですけれども、その改善の部分を求めていったりとかということもしていますので、もしも、例え

ば、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ以外の方でも、その教育の現場における、そういう差

別的な取り扱い等々のご相談があるようでしたら、権利擁護センターにご相談いただければなと思います。

なかなか教育の現場に、福祉の視点で入っていくというのが難しいのは難しいので、もちろんそれがまた

いい部分でもありますので、ご相談いただければなというふうに思います。以上です。

リーダー：浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：教育委員会というのは、非常に一種の牙城で、行政も踏み込めないという感じがすごく

強かったんですね、今まで。何かというと、教育委員会が盾になっていて、市と県の。いろいろな問題が

今まであっても、あやふやで解決されている。昔、浦安でも裁判がありましたけれども、それでも何とな

くうやむやに終わってしまった。あそこではっきりさせたほうが、よかったとは私は思っているんですが、

裁判の結果ですので、仕方がありませんが、今年権利擁護センターができましたので、非常に私は、教育

の問題を取り扱かっていただけると思って、すごく楽しみに期待しておりますので、頑張ってください。

リーダー：ただいま、皆様からご意見いただき、また事務局から説明ございました。今の新しく整備されました、

障がい者権利擁護センター、ぜひこちらをご活用いただくという、そういう今のご回答をいただいており

ますので、こういったところ、教育の現場にもそういったもの、当然相談いただいたものについては、全
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て解決というか、の方向に持っていくわけですから、そちらのほう、ぜひご利用いただいて、活用いただ

ければというふうに思います。千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、いかがでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：はい。

リーダー：ありがとうございます。浦安市聴覚障害者協会、お願いします。

浦安市聴覚障害者協会：よろしくお願いいたします。

市役所の窓口や警察署などに筆談用のホワイトボードを置いていただきまして、ありがとうございます。

ありがたいのですが、最初は職員の方に筆談していただけるんですけれども、次第に、職員の方が声でお

話しするようになってしまいます。そうすると、私は聞こえないので、「書いてください」とお願いする

のですが、そのときはよくても、また書いてくださらなくて声でお話しされるので、その都度、その都度

お願いしなければなりません。なかなか理解していただけないので、きちんと書いて筆談をしていただけ

るような習慣をつけていただきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。これについてはいかがですかね、このあたりは。もう既に行われているとい

うことですが、途中でそういうふうな形になってしまうというお話ですね。部署で徹底されているんでし

ょうかね、そのあたり。

事務局：今は、個別のお話ということで、市の全職員には周知徹底を図っていきたいというふうには考えていま

す。周知徹底をしていきます。今、全体を通して、やっぱり当事者の方のご意見というのは、まだまだ拾

い上げ切れていないなというのがちょっと実感でしたので、先ほども浦安市視覚障害者の会トパーズクラ

ブからもお話しいただきましたとおり、やっぱり障がい者団体からのそういう意見とか、当事者のご意見

というのをもっともっと拾い上げて、聞いていかないといけないというふうに思っております。すみませ

ん、反省です。以上です。

リーダー：ありがとうございます。浦安市聴覚障害者協会、よろしいでしょうか。

浦安市聴覚障害者協会：わかりました。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございます。それでは、そのほか、ございませんでしょうか。では、浦安市自閉症協会の

ほうから。その後、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

浦安市自閉症協会：教育のところにまた戻っちゃうんですけれども、改めてこれぱらぱらと読んでいて、「ここ

ろのバリアフリーハンドブック」を、学校にすごく配っているんですよね、考えてみたら。福祉教室とい

うのもやっているらしく。なのに、実際のそこで学ばせている親の中には、そういうことがいっぱいある

ということは、結局、学校の先生たちは、障がい者というのを、身近にやっぱり感じていないというか、

感じるつもりがないというか。だから、相当根深い問題だと、改めて思いました。

それで、この資料の４ページに、研修・啓発のところで、市職員のお話のところで、教育委員会もとい

う話があったんですけれども、これはちょっとうれしいなと思ったんですけれども、また、誰が出るかと

かという問題で、結局、こういう研修会とかは、割とトップのほうの人に早目に浸透していって、ずっと

おりて現場にいくと、結局、変わっていないなみたいなことがやっぱりあったりするので、聞いてほしい

人はどういう人かとか、あとそれを考えると、今度は時間帯とか、ただいい先生を呼んできて開催するだ

けじゃなくて、どういう時間帯で、どうやったら行かれないと言わせないかぐらいの、本当にそれぐらい
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でやってほしいなというふうに思っていて、本当にしつこいですけれども、うちの子も卒業しちゃって、

正直思い返すのが嫌だなと思っちゃうこともあるんです、最近、子供のことに関して。嫌な思い出が残っ

てしまっているので、自分の中でちょっとそういうふうに思っちゃうときもあったりして、やっぱり先生

によっても違ったり、中学校から小学校で全然違う。小学校のとき随分よくても、中学校になったら、心

がないというか、のれんに腕押しというか、悪い人じゃないんだけれども、ちっともわからない。この人

はきっとわからないんだな、一生、と思っちゃうところもあったりしたので、本当に根深い問題だと思う

んです。

だから、先生たちも多分お勉強ができて、成功者だと思うんで、自分のプライドの部分を突かれるよう

なところもあったりするところなので、拒否反応は強いと思うんですけれども。学生時代は本当に早いの

で、ちっとも変わらないと思っている間に卒業しちゃうんですよ。だから、待っていられないのも事実な

んですけれども、でも、相当時間がかかると思うんです。でも、浦安市の課題ぐらいに考えて、本当にち

ょっとずつの進みであっても、ここは本当に外さずにやっていってほしい。結果的にみんな大人になって

いくわけで、その人たちがこの浦安市をつくっていくので、大事なことだと思うので、これからもずっと

変わらず取り上げてほしい問題だなと思っています。以上です。

リーダー：ありがとうございます。先ほどのお話とあわせて、今のお話、スキルだったり、意識だったり、そう

いうのを改善していかないと。よくあることですね。トップには言いますけれども、なかなか組織全体に

浸透しないということですね。ありがとうございます。すみません、社会福祉法人パーソナル・アシスタ

ンスと、あわせてよろしいですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ちょっと感じたところなんですけれども、今、おっしゃられたよ

うに、パンフレットを小学校の４年生とか、小学校にはたくさん配っていらっしゃって、あと研修もトッ

プの方たちから順番にされているということなんでしょうけれども、やっぱり間の、実際に一番接する人

というか、私が考えているのは、高校生とか大学生とか、新任の先生とか、新しく普通の一般の企業でも

新人の人。若い人たちのところが、一番一般の社会でも抜けているところかなと思うんですね。

小学校、中学校は、子供の目から見たら浦安は特別支援学級もあって、身近で見かけることもあり、自

然に受け入れている子供もたくさんいると思うんですけれども、高校、大学に行くと、なかなか身近にい

ない。だんだん全く分かれた暮らしになっていってしまって、そのまま就職するという形に自分の子を見

ていても思うんですけれども、その中で、やっぱり興味のある子はボランティア講座とか来ますし、そう

いうところで実際に直接福祉にかかわる仕事につく子たちというのはいると思うんですけれども、一方で、

自分たちは一般企業に行くし全く関係ないと思っている人たちがやっぱりすごく多いのかなと思うんです

ね。

先生とか、医師とかそういう人であっても、意識が低い人は多分いると思うので、どんな仕事について

も、逆に福祉的な視点を持って仕事をすることはできるというような発見、そういう視点がないと思うの

で、そういうことを例えば浦安市視覚障害者の会トパーズクラブもおっしゃったように、当事者の方が行

ってお話をされたりというのもいいと思いますし、差別解消法とはという話ももちろん、前提にあっては

いいと思うんですけれども、実際にものをつくる仕事についても、物を販売する仕事についても、何か教
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える仕事についても、差別だの虐待だの権利擁護だのということも含めて、福祉にかかわることはあるん

だよということを若い人、しかももうすぐ社会に出て、実際にそこに携わっていく人たち。まだ、凝り固

まった考えがない人たちに、ぜひ啓蒙とか啓発をしてほしいなと思うんですけれども、そこの部分が、今

の時点ではまだ弱いのかなと思うんですが、今後何か計画があるのかということをお聞きしたいです。

リーダー：ありがとうございます。こういった今のお話ですね、推進計画というところにも書いてあるんですけ

れども、今後のお話としてはいかがでしょうか。事務局は。

事務局：今、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともがおっしゃったとおり、もちろん、高校生、大学生、

新人の社会人なんかも、皆さんこれはこの国の法律を守っていただいて、市のほうではやさしいまちをつ

くっていくんだという理念のもとに、この条例を制定したということもございます。私たちも、この国の

法律が４月にできて、これからいろいろ推進計画をつくって、具体的に目標設定をして進めていくわけで

ありますけれども、もちろん今いただいたそういうご意見なんかも、どんどん取り入れて、もちろんこの

推進計画の内容も市民の皆様に評価をいただいて、改善すべきところは改善していく。実施していくとこ

ろは実施していくということで、そこは臨機応変にやっていきたいなというふうに考えています。

今回、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともからいただいたお話については、今後、この計画の

参考にさせていただければなというふうには思います。以上です。

リーダー：よろしいでしょうか。それでは、この後、（２）番の啓発・広報活動というのが、実は今、皆様ご議

論いただいている内容がもう既にこのような内容にはなっておりますので、一旦、推進計画の内容につき

ましては、終了させていただきたいというふうに思っております。

続きまして、議題の２番、啓発・広報活動ですね。引き続き、今のようなご議論いただければというふ

うに思うんですけれども、まず、１番目の「こころのバリアフリーハンドブック」の改訂について、事務

局からご説明いただきたいと思います。

事務局：本日お配りした「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

～」についてなんですけれども、こちらは、平成24年12月に、こちらの自立支援協議会の権利擁護部会の

各委員さんのほうで皆さんで一緒に検討していただいて、作成していただいた冊子になっております。障

がいがある方はどんな方なんだろうとか、障がいのある方への合理的配慮ってどういうことなんだろうと

いうことで、とても小学生から小さい方までわかりやすく作成していただいたものになります。

この中に、これもちょっと重複するんですけれども、差別解消に係るものとか、あと市のほうでやさし

いまちの取り組みなんかも、小学生の方でもわかるような形で盛り込んでいけないかなというふうに考え

ているんですね。今年度、小学校については14校、2,000部配布するということもありますので、できる

限り早い段階で、そのような内容を盛り込んで配布していきたいなというふうに考えています。あと、そ

れをどういう形で教育の現場に生かしていくのかについては、あとで事業係のほうから、ご説明をさせて

いただきます。

リーダー：それでは、今、バリアフリーハンドブックの改訂についてということでお話ございました。今回、法

改正、条例制定とか、そういったところもありますので、先ほど計画の中にもありましたね。４ページの

上のほうに、条例や法、イエローリボンのシンボルマーク等についての盛り込み改訂を行うと。そういっ
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たことがございました。ですから、これに少し、そういった部分を加えるというような改訂を行うという。

これから改訂をするということでよろしいですか。

事務局：はい。

リーダー：では、改訂に当たりまして、もし今つくられた中でも、ちょっとここもあわせて直したほうがいいん

じゃないかとか、そういったのをもしあれば、あとこういうのを盛り込んだほうがいいんじゃないかとい

う、今回、この後、福祉教育について、またお話をさせていただきますけれども、このバリアフリーハン

ドブックの改訂に当たってのご意見は、皆様、ございませんでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：私、これをつくったときに、実はお仕事をしていなかったので、

これをやってくださった人にとてもありがたいと思いながら、一つ意見を言うと、「わたしたち」って誰、

とずっと思っていました。というのは「わたしたちにできることがあります」というと、障がい者の人み

たいに見えるし、市民にも見える。どっちにも読める。なぜかというと、「わたしたちのまちでは」とい

うときの「わたしたち」には多分、配られる小学生の子とかから、普通の人、浦安市民。でも例えばその

次の３ページの、「聞いてください。わたしたちの声」は、多分ハンディキャップのある人の意見。「わ

たしたち」が２ついるんです。

そうすると、この「わたしたちにできることがあります」というのは、掛け言葉なのかもしれないんだ

けれども、とにかく、掛け言葉だったとしたら、とてもわかりづらい。その小学生の４、５年生が、僕た

ちにもできることがあるんだと思って何か手伝ってあげようという気持ちになるんだったら、それでもい

いし、そうじゃない、ハンディキャップの人にできることがありますというんだったら、それもそれいい

んですけれども、表現を少しどちらから見てつくった本なのかというのをしたほうが。私はこんがらがる

んです。そうすると、私みたいな人はこんがらがると、このもの自体を読むのがすごく苦手になってしま

うんですけれども。どっちでもいいんですけれども、多分つくられたときの経緯があると思うので、と思

いました。以上です。

リーダー：ありがとうございます。事務局、今の件は、いかがでしょうか。今の「わたしたち」がございました

けれども。いかがですか。

浦安手をつなぐ親の会：社協を中心に、リーダーを中心に、浦安市自閉症協会とか浦安手をつなぐ親の会、今残

っている中では２人がつくりました。この「わたしたち」というのは、いろいろとられるとは思うんです

けれども、あえてこの名前にしたんです。だから、それは浦安市民の「わたしたち」でもあるし、障がい

者自身の「わたしたち」ということもあって、わざとあやふやにしたと思うんですけれども、そうですよ

ね。だから、結局、障がい者から発信ばかりしていても、やっぱり普通の人に理解してもらえないという

こともあると思うので、あえて「わたしたち」という全部ひっくるめての「わたしたち」ということで、

「わたしたちにできることがあります」ということでつけたと思います。

リーダー：ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、いかがでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：つくってもいないのに、すみませんという感じなんですけれど

も。特にないです。ありがとうございます。
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リーダー：よろしいですか。今、つくられた方からのお話でございました。

浦安手をつなぐ親の会：浦安市聴覚障害者協会もいらっしゃいましたよね。すみません。

浦安市聴覚障害者協会：そうです。

リーダー：そうですか。浦安市聴覚障害者協会からも何かございますか。

浦安市聴覚障害者協会：聴協のほうからも言われまして、不満とかは聞いていないですね。

リーダー：わかりました。このあたりは、ここでこの「わたしたち」でいってもよろしいでしょうかね。どうで

しょう。またご意見ございましたら。

浦安商工会議所：この一番後ろのほうのページのほうに、発行は浦安市自立支援協議会ということで、自立支援

協議会とは「浦安市自立支援協議会は、障害者総合支援法に基づいて市が設置し、「障がいがあってもな

くても市民の誰もがともに暮らしやすい街づくり」」ということで、「わたしたち」というのは、障がい

があってもなくても市民がともに暮らすということで、「わたしたち」ということでおつくりになったん

じゃないかなと私は思うんで、「わたしたち」という捉え方でどうのというよりも、一緒にやっぱり共生

的な意味合いで、一緒にやっていくということがやっぱり大事なのかなと私は感じた次第でございます。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。そちらは、ほかで何か出ている意見とかございますか。

明海大学：そのときは聞いていないんですけれども、非常に見やすくていいというのはたくさんいただいていま

す。

リーダー：ありがとうございます。ここで皆さんで決めることかどうか、私もよくわからないんですけれども、

今、いろいろご意見をいただきましたので、このあたりちょっと踏まえながら、改訂のほうを行っていけ

ればというふうに思っております。そのほか、ございませんでしょうか。この後、福祉教育についてとい

うことで、また同じような内容になりますので、進めさせていただいてよろしいでしょうか。それでは、

次の２番ですね。福祉教育についてということで、事務局のほうからご説明をお願いします。

事務局：よろしくお願いします。議題２の資料、福祉教育についてという資料をご覧いただきたいと思います。

まず、平成27年度の福祉教育の取り組みについて、ご報告とご説明をさせていただきます。先ほどもお

話にありましたが、「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」の配布実績です。前年と同様に、市

内の学校で、社会福祉協議会ボランティアセンターさんが、総合学習の時間に行っている福祉体験教室で

配布を行いました。そのほかにも、校長会でしたり、あとは教員２・３年目研修、あとはボランティアの

イベントですとか、市が主催している講演会やイベントで配布を行いました。具体的な数字としましては、

まず学校なんですけれども、市内の小学校４年生、学校全体で言うと11校で、配布冊数は1,121冊。小学

生５年生、学校数で言うと２校なんですけれども、配布は209冊。市内の高等学校、１年生に１校お配り

しているんですが、こちらは560冊で、学校では全部で14校お配りしていまして、総配布冊数は1,890冊に

なっています。そのほかにも、明海大学のボランティア講座で40冊、ボランティアセンターの夏休みボラ

ンティアオリエンテーションで90冊。市民活動センターの夏休みボランティアガイダンスで150冊。こど

も家庭支援センター相談員研修で15冊。浦安警察署で行われた研修で180冊。そのほかに、校長会や教員

２・３年目研修、あとそのほかに市主催の講演でしたり、イベントで配布して500冊配布しまして、その
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他で全て合わせて975冊配布しておりまして、学校とその他を合わせますと、平成27年度は2,865冊配布を

しています。

学校において、福祉体験教室を行っているんですけれども、先ほども申し上げましたが、学校の総合学

習の時間に実施しておりまして、ボランティア団体の介助グループあいあいさんにご協力をいただきまし

て、障がいを持つ方々の体験や、その介助体験というものを行っていただいています。車椅子の体験では、

コースに自転車を置いて、障害物で通りづらいという状況を体験してもらったり、あとはアイマスクをし

て、白杖を持って視覚を塞ぐ体験をしたり、その方をガイドヘルプするという体験を行いました。

そして、平成27年度に初めて実施したんですけれども、高洲北小学校で、視覚に障がいを持つ当事者の

方、高梨憲司様を講師としてお願いをしまして、ご自身の体験に基づくお話ですとか、あとは主に視覚障

がいを持つ方への介助体験になるんですが、こちらの実施を行いました。生徒たちはやはり当事者の方の

声を実際に聞くほうが、より理解を深められたというような意見が出ていました。

今年度も、先ほどからもたくさん皆さんからご意見をいただいているんですけれども、今後、この福祉

体験教室ですとか、福祉教育について、もっと理解を深めてもらうためには、どのようなことをしたらい

いかというのをお伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。

リーダー：ありがとうございます。ただいま、事務局のほうからご説明がございました。今後、こういった福祉

教育、先ほどの啓発活動も含めて、どうやって進めていったらいいかということも、ご意見を伺いたいと

思っております。

今のご説明の中に、社会福祉協議会の名前が随分、あとボランティアセンターが出てきたんですが、私

ども社会福祉協議会ボランティアセンターというセンターがありまして、こちらのほうで、小学校が主な

んですけれども、各小学校から福祉体験学習をやってほしいと。総合学習という時間がありまして、その

中で、介助グループあいあいさんにご協力いただいて行っているところでございます。

本日の委員の中に、あいあいの委員がいらっしゃいますので、ちょっと現場での現状とかお話いただけ

ればというふうに思っております。

介助ボランティアグループあいあい：今、話がありましたとおり、私は定年になってこのグループに入りまして

15年になります。定かな記録がなく、いつからこの活動を開始したかは不明です。私が入会する５年ぐら

い前からやっておりましたから、もう20年以上、この活動はやっておるということです。

私ども、以前にも申し上げましたとおり、高齢者、障がい者の介助を中心にした活動をしておるり、そ

の活動をするに当たって車いす・白杖の取り扱いに精通していないと、その活動をすることが若干困難と

いうことから、精通している我々のグループに小学校から依頼があります。今、17校ありますが依頼は13

校です。14校と書いてありますが、１校は高校で、小学校としては13校から依頼を受けております。

車いすと白杖とを教えておりますが、教育の一環ということで、実際は一般の道路で体験をしたほうが

実体験ということで実感が湧くのですが、危険を伴ってはということから、車いすについては体育館の中

で、白杖は校舎内の廊下と階段を利用してやっております。体育館でやるわけですから、一般の道路とは

全然違いますので、体育館の中にマットを敷いて、道路状況の悪い舗装のしていない田舎道というような

想定とか、飛び箱の踏み切り板を利用して、これくらいの段差しかありませんが側溝上げ、上り坂下り坂



1717

という設営とか、一つ実体験に近いのは、自転車を４台、４台、計８台並べて、その横を走行する、放置

自転車の横を走行するとか、８台を狭い道路になぞらえて、その間を走行するというような想定でやって

おります。

体育館の中で限られた用具でやるということで、ちょっと中学生だとか高校生となりますと、物足りな

い内容ですが、小学生を対象とした体験としてはご納得いただいていると思っております。また、現時点

で20年以上継続して依頼を受けていることは、一定の教育になっていると、私どもは理解しております。

それから、白杖については、校舎内の廊下と、階段を利用して、階段の上り下りだとか、廊下の所定の

場所に障がい物になぞらえた段ボールの箱を設置したりで、走行の体験をしていただいております。ただ、

生徒さんは初めて目隠しをして走行するということで、目が見えない、目が不自由だということはいかに

歩きづらいかということで、生徒さんによっては、階段の途中ですくんでしまって歩けない生徒さんも出

てきて、ある意味では、いい体験をしたとの感想も聞いております。

そういうことで体験については、今言ったような内容の体験をして、生徒さんから感想を聞いたり、そ

れに対して我々が受け答えをしております。また、視覚障がい者の方、数名にお願いして、１回には１人

の方ですが、10分程度の時間障がいを持っている中での日常活動ということで、お話をしていただいてお

ります。

ちょっと前後するのですが、体験は１人の生徒さんについて、４つの体験をしていただいております。

一つは車いすに乗っていただいて、障がい者の気持ちをわかっていただくという体験と、それを押す、介

助するという体験です。白杖はアイマスクやバンダナで目隠しをして、視覚障がい者、目の不自由な方の

気持ちをわかっていただくという体験の計４つの体験を生徒さんにはしていただいております。このよう

な内容の福祉体験を先ほど言いましたように、20年以上やっております。

３年前から、体験学習の最後に障がい事業課の方が来られて、バリアフリーハンドブックを、その場で

配布して簡単な説明をしていただいております。先ほどどなたかが、これだけ配っているのにという話が

出ましたがこれだけ立派な内容のものを単に配っただけでは、浸透するわけではございませんので、いか

にその学校の体験した学年の先生がフォローしていただくか。これを利用して、勉強するかというところ

にかかっていると思っております。

それ以外に、今からスライドが出るんじゃないかと思いますが、毎年市役所に入庁された方にも同じよ

うな体験をしていただいており、我々のグループが担当しております。市役所の場合は、社会人というこ

とで、午前中、社協で室内体験と室内説明をして、午後、一般道路へ出ていって、実体験をしております。

それ以外に、一般の企業からも、最近はあまりないんですけれども、以前は数社から依頼が来ておりま

した。ちょっと長くなりましたが、以上です。

リーダー：ありがとうございます。今、現場でどういうことが行われているかというご説明と、あと今写真がお

手元に回っているかと思うんですけれども、写真とあわせて正面にスライドを出させていただいておりま

す。こういった活動、リクエストがあったところなんですけれども、小学校、以前は企業からのリクエス

トもあった、ここのところはないんですが、そういった活動に対応しているというところでございます。

介助ボランティアグループあいあい：このスライドに出ているのは市役所の新しく入庁された方の、研修の中に
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１日福祉体験を盛り込んでおり、我々グループが研修支援依頼を受けております。写真は26年度、27年度、

28年度の３年間の写真が混在しております。ここに出ているのが、車いすの段差体験です。これは総合福

祉センターの屋上と３階で体験している写真です。

これは、体験開始前の総合的な説明です。説明しているのは、私です。年度が違いますので、着ている

服が違っております。

これは、車いすに座るときの、座り方の指導と、説明をしているところです。

これは、私どものメンバーが、白杖に対する取り扱いの説明をしているところです。

これは、一昨年ですか、新浦安のＷａｖｅ101からスタートして、新浦安の駅の周辺を一周実体験でし

たときの写真です。これはＷａｖｅ101のスタートした直後のところです。これも実体験ですから、エレ

ベーターに乗る、降りる、それから新浦安駅コンコースの中を通って、オリエンタルホテルのところをぐ

るっと回って一周してくるときの写真です。

これは、昨年度の写真です。新浦安駅前は人通りが多くて迷惑がかかることで、去年からこの周辺に変

えて、これは健康センター、この前のところの写真です。

今、回覧しているのは、小学校の体験教室で写した一部で、小学校の場合は、こういうような内容でや

っておりますという写真を回覧させていただいております。

リーダー：ありがとうございました。ただいま、グループさんからご説明ありました。何か今の、ご質問でも構

わないんですが、よろしいですか。では、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：市内に小学校が17あって、配っているもの13。そうすると、行

っていない小学校はどことどことどこですか。具体的に教えてください。

介助ボランティアグループあいあい：行っていない小学校は３校ありますがその校名はご容赦ください。私ども

からは。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：障がい事業課さんは言えるんじゃないですかね。

介助ボランティアグループあいあい：年度によって依頼をしてくる学校もあれば、昨年もある学校が台風で急に

中止になったり、数年前は、インフルエンザがはやったことがありまして、５年前ですか。その学校は全

校休校になったということで、そのときは中止ということでカウントしていないとか、中にはいろんなや

むを得ない事情でできなかったところもあります。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：別に何かを責めるとかじゃなくて、データなのではっきりさせ

ないと、議論にならないので、どこの小学校であるか、差し支えがなければ教えてください。

事務局：今、手元に学校の明細の資料がありませんので、今、事務局のほうで確認しますので、後ほどお伝えい

たします。すみません。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ありがとうございます。

リーダー：すみません。手を挙げられた方。浦安市聴覚障害者協会。

浦安市聴覚障害者協会：聞こえない体験というのも、ぜひしていただきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。ちょうど、ボランティアセンターのほうも、今、実はいろいろ体験グッズが

出ているということも伺ってはいるんですけれども、まだ、グッズというか、あと小学校で100人超える
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対象者もいますので、なかなかそこが追いついていないという状況でございます。今、ご意見の中では、

聴覚障がいについての体験もぜひ入れていただきたいというようなお話をいただきました。すみません。

ごめんなさい。ちょっと要約できていませんでしたか。

浦安市聴覚障害者協会：例えば、テレビの音を消して見てみたりとか、そういう簡単な方法でも聞こえない体験

ができると思うので、そういった形でもよろしくお願いいたします。

また、歩行中に自転車のベルや、車でクラクションを鳴らされても聞こえないので、怖い経験をしたこ

ともあります。そのような聞こえない体験も取り入れていただきたいです。よろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございます。先ほど、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブのほうからもございました。

知覚に障がいのある方、聴覚に障がいのある方、直接いろんなところでお話ししていただく場面が多くな

るといいのかなというふうには思っております。

こちらの権利擁護部会も当事者の方も大分在籍されております。そういったもし学校とかで、そういっ

た体験の教育にご協力いただけるような、皆様でなくても会員の方でもいいんですけれども、そういった

方がいらっしゃいましたら、ぜひこの中で。それで、今、介助ボランティアグループあいあいのほうから

ありましたけれども、３年ぐらい前から福祉体験教室とあわせて、先ほどのこちらの「できることがあり

ます」という冊子をお配りしていると。

通常は、障がい事業課の職員の方がそちらに配っている、本当に短い時間なんですけれども、そういっ

たところでも、権利擁護部会の皆様にもご協力いただきながら、冊子を配られるとか、その時間を少しと

れないかというお話、なかなか学校のほうも３、４時間目とか、そういった時間で非常にタイトな時間で

やっているものですから、なかなかあまり時間がとれないというところで、配るだけに終始してしまう部

分も多少はあると思うんですけれども、少しでもこういったところを先ほどのいろんなお話ございました

けれども、浸透していくような形を、こういった体験教室ですね。きっかけに進めていければなというふ

うに思っているところでございます。

浦安市自閉症協会：改めてですけれども、本当よくわかっていなかったんですけれども、このハンドブックを学

校に配るときは、必ず福祉体験とペアでということだったんでしょうか。まず、そこをちょっと確認した

いんですけれども、どうですか。

事務局：これまでにつきましては、体験教室とセットでやらせていただいていまして、その体験教室の最後に障

がい事業課の職員のほうで、少しお話をさせていただく時間をいただいていたという形でした。以上です。

浦安市自閉症協会：すみません。わかりました。それで、ああそうかと思ったのが、あいあいさんを否定すると

かそういうこと全然ないんです。うちは、自閉症協会なので、先ほどずっとしゃべった教育委員の学校の

ことでの感じることとかも全て知的障がい、発達障がいの子供についてのことなんですね。正直言えば、

浦安市の小・中学校、うちの子供２人行きましたけれども、視覚障がい、聴覚障がいのお子さんと一緒に

学んだという経験がないんです。うちは、肢体不自由のお子さんと一緒になった経験もないんです。通常

学級に行っていたということもあるんですけれども。

この福祉体験は、視覚障がい、聴覚障がい、車椅子の方。だから、こっちは障がいの人ということでや

っていたとしても、向こうのとり方は、高齢の方とか、あまり会ったことのない視覚障がい、聴覚障がい
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の方。だから、普段やっぱり接することのない人たちを思い浮かべてやっていて、ハンドブックをもらっ

た。であれば、私たちのような発達障がい、知的障がいの子のそこの理解が、このバリアフリーハンドブ

ックで広まるわけないなということは、やっと理解できたというか、それは人ごとのままだなというふう

に思ってしまいました。

私は、ハンドブックを使って、学校の中で先生方が道徳の時間に授業してくれたりとか、たしか、ずっ

と思い返してみれば、そんな話もつくった当時は出ていたような気がするんですけれども、そういうこと

がないのであれば、それは無理だなというふうに改めて思いました。

なので、やっぱり根が深いなというか、そういう発達障がいや知的障がいのことも支援学級は、まずは

浦安市はどこで学ばせたいかというのは、親と子供の希望で選べるはずなので、今ほとんどの子が支援学

級、支援学校に行っている現状がまずおかしいと思っているんですけれども、まずはそれは置いておきま

す。

それにしても通常学級に行っている子で、発達障がい、知的障がいがかすかにある軽い子というのは、

場合によっては、できるのに努力していない子とか、先生に怒られてばかりの子とか、そういう見方をさ

れてしまいがちなんですよね。だから、私は個人的にずっと思っていることは、この障がいの特徴はこう

だからとがっとそれぞれの障がいをやれということよりも、やっぱり身体的な障がいであれ、脳の中の問

題であれ、障がいのある人というのがいて、人はそれぞれいろんな特性があるんだということを、ざっく

りしちゃいますけれども、そこの教育をしながら、中でも障がいのある人はこういう人でということの両

輪でやっていかないと、絶対偏ってしまって、障がいのある人と実生活でかかわりを持つ機会がない人は、

やっぱり遠くの人、すぐ隣のうちに住んでいるかもしれないけれども、全然かかわりがなければ、ずっと

自分と遠い世界の人という感覚は抜け切れないんですよね。だから、本当に大勢の中にいろんな人がいる

んだよ。そういうことからまず理解しよう、そういう当たり前のことから感じようねというところからや

っていかないと、根深い、障がい者に対する差別というのも、なくなっていかないかなと思っているんで

す。

障がいがあってもなくても、何となく、ちょっと疲れていてぼうっとしていて何か失敗してしまうとか、

そういうこともあったりするし、障がいのある人に親切にするというのは、ちょっと失敗しちゃったとか、

ちょっと疲れている人に手を差し伸べるのと、実は延長線上で変わらないんだというところの、感覚的な

ところを持てる人になってもらうというのが、本当は一番と思っているので、いつもこういう会議に出て

くると、本当は障がい者のことなので、そこでがっちりやるべきかもしれないですけれども、区切って障

がいがない人にはこうというやり方に行き過ぎると、私はある意味、自分と関係ない人と思わせがちにな

ってしまうので、そこも大事にしてやっていかないとと思っています。

リーダー：ご理解いただいたと思います。では、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：たびたび。実は、多分私たちの会の別の委員が、別の場でだと

思うんですけれども、発達障がいの疑似体験のワークショップもメニューに入れてくれと多分言ったんだ

と思うんですけれども、その情報をくださいというふうに言われたので、それを一応、調べてきたので言

いますと、去年ＮＨＫとかに取り上げられていたので、どこかで見たことがあるかもしれないですけれど
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も、新宿にあるＮＰＯ法人で、ＡＤＤＳというところが、謎解き×自閉症体験ワークショップ「88ぶんの

Ｉ」、アイというのは私ですね。88というのは、自閉症の発症率の数なんだそうです。そこで、ワークシ

ョップをされていますという情報です。

それからいろんな障がいがあって、いろんな疑似体験があると思うので、一つに限らず幾つかメニュー

をそろえていただいて、本当言うと、どれでもいいから小学校のうちに、まだ偏見とかが割とない小さい

子のうちに、大変なんだな、僕にも助けられることがあるかなと思っているようなときに、一つどの障が

いでもいいから１個やってもらえると、一歩進むかなという気がします。もちろん、インフルエンザもあ

りましょう。いろんなことがありましょうが、とりあえず浦安市に生まれた小学校であれば、少なくとも

４年生か５年生のうちに、どれか１個やったよという感じになったら、ここで会議をしている意味もある

かなと思います。

リーダー：ありがとうございます。今、いろんなご意見をいただいております。では、浦安市民生委員児童委員

協議会。

浦安市民生委員児童委員協議会：私、すごい勉強不足で深いところは全然わかっていない発言なんで申し訳あり

ませんが、私も先ほどおっしゃった、目の見えない方の体験をさせていただいたことがあったときに、本

当に目の見えない方は大変だなというのを、本当に心の底から思う。ジュースを買うにも、ふだん何も知

らないから、100円も10円も50円もどれがどれかわからない。こんな状態でもというような体験。それか

ら、本当に杖に当たってもどこに当たっているかわからないというような体験をしたときに、とてもいい

体験をさせていただいた。例えば、シャンプーの横にポツポツがあるとか、そんなことも知らなかったけ

れども、本当にいろんな意味で勉強させていただいたときに、やっぱりこういう体験をすることが、何か

自分たちに手伝えることがあるんじゃないかという気持ちが持てるようになれればいいなというふうに思

ったことを、今、すみません、告げさせていただきました。以上です。

リーダー：ありがとうございます。ただいま、いろいろご意見いただきました。そのほかございませんでしょう

か。

合同会社ヤマダ介護：障がいのある方のお宅のヘルプ、外出支援などをやっております。「こころのバリアフリ

ーハンドブック」の改訂のことについてなんですけれども、いいですか。

リーダー：どうぞ。大丈夫です。

合同会社ヤマダ介護：これを見ていて、障がいのある方のことというのは結構書いてあるんですけれども、障が

いのない方が、ヘルプをしようと思って困ったことというのが全然書いていなくて、そういう意見という

のもちょっと大事なんじゃないかなと思って。ヘルプしたくてもヘルプの仕方がわからなくて、できなか

ったという人が結構いると思うんですよ。そういうのをちょっと載せてもらったりとかできればなと思っ

て、ちょっと皆さんの意見をお願いいたします。

リーダー：ただいまお話ございましたけれども、いかがでしょうか、このあたりは。皆様は。

合同会社ヤマダ介護：サービス業界とか、そういう立場にある方と接する機会は多いんですけれども、例えば、

ほかの業種の方たちの意見とか、どういうことで困っちゃったとかというのが知りたいんですけれども。

リーダー：ありがとうございます。本日いらっしゃっているのが、東京ベイシティ交通株式会社。現場でのとい
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う話はありましたけれども、何かお話しできること、ございますでしょうか。現場で困ったこととか。

東京ベイシティ交通株式会社：第１回の前回はちょっと欠席してしまいました。大変申し訳ございません。「こ

ころのバリアフリー」につきましては、先ほど学校等に配っているということで。ちょっと今の合同会社

ヤマダ介護の質問とは若干ずれますけれども、先にお話をしますと、私どももこの「こころのバリアフリ

ー」企業としては、新入社員の研修ですとか、いわゆる実際に障がいの方に限らず、いろんな方がバスに

乗りますので、こういった資料をもとに、説明等では使わせていただいています。今、このお手元にある

やつ、これは新しいものでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：今までのやつです。まだ新しいのは、これから。

東京ベイシティ交通株式会社：10月ですよね。ですから、そのまた新しいものにつきましては、できればうちは

これをコピーをして、日常的な運転手さんが毎日バスを運転していますので、そういった意味では、全員

に配付する方法でやりたいと思っております。

実際に、私どものほうで、今、合同会社ヤマダ介護が言われたようなことといっても、現実にいろんな

意味で見た目でわかる車椅子の方は確かにわかるけれども、そうじゃないと、もう正直わからない部分が

ありますし、運転手の場合は、１に基本はこれも教育ですけれども、安全にということが第一になってし

まうので、どうしても安全に快適に目的地に時間どおりに着けるというのが主になってしまって、接客、

接遇をその中で、こういった対応をするという、そういうこともあるんですけれども、どうしても現場の

ほうの方は、やっぱり運転、大切なお客様を乗せて事故に遭ってはいけないということで、いろいろ意見

はあるんですけれども、会社として、先ほど言ったように、私もベイの代表としてはここへ来ていますけ

れども、それを現場にいかにということを話をしてというなかなか機会がないので、そういう意味では、

浦安市として、こういった、私もこれ３年ほど出させていただいていますけれども、全体の底上げをする

という意味で、こういう会に出ることで、会社の中の全体の障がい等を含めた、みんなに知ってもらうと

いう意味での、そういうことを意識づけしていきたいという考えですね。

リーダー：ありがとうございます。突然、指してしまって申し訳ございませんでした。よろしいでしょうか。

合同会社ヤマダ介護：先ほど言ったように、障がいのない方の困っているようなことを載せることに対しては、

どうなんでしょう、皆さん。要は、障がいのある方と接したときに、困ってしまった例。それを介護の例

として載せるような感じの冊子にできればなと思って。

浦安市自閉症協会：障がいの説明のところの部分に、組み込んであるというか、視覚障がいのある方は時刻表が

どこ行きのバスかわからないときがあります。また、席があいているのかどうか確認できません。声をか

けてみてください、とか文章の中に組み込まれているので、これでしているんじゃないですかね。

健常な人たちが困っているときの事例というのは、これに載せづらいかなというか。だから、それでこ

ういう形になっているような気がするんですけれども。ただ、事例集みたいに読みたいと思ったときに、

ぱらぱらと見たとしたら、見つけられないと思うかもしれないですけれども、全部読んでいくと、知的障

がいのところも、９ページのところにも、ゆっくり話してくださいとか、ところどころに書いてある感じ

ですよね。まとめて書いてあるという、障がいのところを読んでいくと、こういうふうにするんだとか書

いてあるみたいですね。
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これよりもさらにもっと困った、こういうときの事例はないかみたいに探せるようにという。

合同会社ヤマダ介護：障がい者の方からの目線のそういう困っているところを書いて、こうしてくださいという

ことは書いてあるんですけれども、逆が書いていないなと。こうしてあげたい、助けてあげたい、でもで

きなかったという。そのできなかった部分。何でできなかったのかなと、そういうところがみんな共感で

きるんじゃないですかね。障がいのない方が、と思いまして。

リーダー：そういった目線でということですね。わかりました。

浦安手をつなぐ親の会：多分これをつくるときに、そういう事例を集めることが非常に難しかった。まず、第一

歩として、障がい者が困っているときに、こういうふうにしてほしいんですということで、これをつくっ

たんですね。さっき浦安市自閉症協会が言いましたか、４年生の道徳の時間にというのは、それは私たち

が最初につくったときの願いだったんです。でも、教育委員会の壁に阻まれまして、教育委員会は受け付

けないということで、授業に組み込めないということで、それで福祉体験のほうに多分スライドしたと思

うんですね。そういういきさつだと思うんです。ですから、皆様の事例をということを、例えば障がいの

ない人が見かけたときに、こういうことを助けたいんだけれども、どうしたらいいかということですよね。

合同会社ヤマダ介護：どうしたらいいかというか、困ってしまったこと、多分みんなあると思うんですよ。助け

ようと思って。

浦安手をつなぐ親の会：だから、去年浦安市民生委員児童委員協議会がおっしゃった、近所に障がいの方がいら

っしゃっていて、声をかけてどこまで立ち入っていいかわからない。すごく悩んだとおっしゃったことも、

多分、それも含まれることだと思うんですね。ですから、これを組み込むというと、別紙、別冊というこ

とで、今度は健常者から見たというやつをつくったほうがいいのかなと。ここに一緒に入っちゃうと、非

常に難しいかなと思ってしまうんですけれども。

浦安市自閉症協会：思い出したんですけれども、たしかハンドブックをつくるときに、余りにも立派なものをつ

くるというよりも、いろんなところに差してあって、チラシのようにぱっと手にとりやすいものにしよう

と、たしかその意味があって、それでわざとページ数の少ないものにしてあると思うんですよね。だから

多分そういうことはページ数の問題もあって、盛り込むというふうな話にならなかったと思うんです。

だから、私もやっぱりそういうのが必要だとしたら、多分それはワンステップ上の人たちというか、本

当に初心者の人たちはやっぱりこれだなという気がしていて、全然違う話になっちゃうかもしれないです

けれども、もしもそういうのが必要であれば、やっぱり私も別紙というか別冊というか、もしくは、これ

を卒業して、全然違うものをつくるかとか、そういう話になってきちゃうのかなという気がするんですけ

れども。

リーダー：ありがとうございました。私もちょっと別の方から、今の合同会社ヤマダ介護のようなお話を伺って、

そういうときはといって今こうぱらぱら開いてみて、そういうときはこういうふうにしたらどうですかみ

たいなことを、これを使って説明したことがあったんですけれども、そういう使い方をしていただく。

これについては今視点のほうとか、載せ方が難しいということもありますので、そのお声に対して、割

と対応が載っているというか、いる部分もありますので、そういったところをちょっと今は活用していた

だいて、ちょっと別の視点でのまた作成というところは考えていければなというふうに思っています。



2424

それでは事務局。

事務局：たくさんご意見をいただき、ありがとうございました。バリアフリーハンドブックの部分で言いますと、

今、サブリーダーですとか、浦安市自閉症協会からもありましたように、手軽に手にとっていただいて、

入門編といいますか、そういったことでつくられているものかと思います。ページ数をこれ以上ふやすと

か、なかなかそこまでのところを取り入れるのが難しくなってくるかとは思うんですけれども、１点、そ

の前にも浦安市聴覚障害者協会ですとか、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループなどからもお話

しいただきましたように、やはり合同会社ヤマダ介護が言ったような、助けたいというか、支援をしたい

んだけれども、どうしていいかわからないという方がたくさんいらっしゃるかと思うんですね。

そういったお話が、今、障がい事業課のほうにもたくさん入ってきていまして、たまたま先日も、自治

会の自主防災組織さんからのお話もありまして、何か災害時のときに、災害時要援護者の方を支援するよ

うな今、取り組みをされているんだけれども、いざというときに、支援するためには、日ごろからコミュ

ニケーションをとらなければいけない。だけれども、そのコミュニケーションのとり方がやはりわからな

い、どうしていいかわからない。やりたいけれどもどうしていいかわからないというお話をお聞きしたと

ころだったんです。やはり、そういうところからも、そういう身近なところで、先ほど浦安市自閉症協会

がおっしゃったように、ワンステップ上と言うんですかね、本当にそういったことをやりたいという方に

対して、研修ですとか、養成ですとか、そういったことを気軽にできるような、そういった体制を今後、

整えていければなというふうには、こちらでも考えているところなんです。

本日いらっしゃっています当事者の方、当事者の団体さんのご意見ですとか、あとは浦安市聴覚障害者

協会ですとか、そういった当事者の方のお話を聞けるとか、体験をお話ししてもらえるとか、そういった

お話だけでも大分いいきっかけになるかと思いますので、そういったことをちょっと少しずつつくり上げ

ていければなというふうに事務局のほうでは考えております。

もう１点、すみません。続けてなんですけれども、先ほどの千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グル

ープからのご質問の件なんですけれども、昨年度配られていない小学校が４校ありまして、浦安小学校、

美浜北小学校、明海小学校、日の出南小学校の４校というふうになります。

このバリアフリーハンドブックの配布というところが、障がい事業課のほうでも、いつどのタイミング

でお配りというのが、ちょっとなかなかタイミングがなくて、それで社会福祉協議会さんのほうでやられ

ています、介助ボランティアグループあいあいのほうにお願いしてやっています体験教室が学校でやられ

ているということで、そこでやらせていただくというふうな流れができていたところなんですね。

そこにちょうど依頼がなかった学校についてお配りができなかったというふうになっていまして、ただ、

今後につきましては、浦安市自閉症協会もおっしゃっていただいたように、さまざまな体験とか、バリア

フリーハンドブックの配り方についても、少し検討していければなというふうに考えておりますので、逆

に何かいいご意見ですとか、こういった体験を交えてやったらどうかとか、そういったことがありました

ら、ぜひご意見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。以上です。

リーダー：ありがとうございます。皆様、いろいろご意見いただきまして、ありがとうございます。ちょっとお

時間のほうが押しておりますので、このあたりで一度とめさせていただいてよろしいでしょうか。
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浦安市自治会連合会：配布なんですけれども、自治会連合会なので、そちらに配ってもらうということはできな

いんでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：希望があれば。自治会連合会の会議が月に１回行われますよね。

リーダー：そうですね。ございますね。

浦安手をつなぐ親の会：自治会宛てに配ってもいいんじゃないかと思いますので。

リーダー：ぜひ、ぜひ。

事務局：ありがとうございます。そういったご意見いただけると、声を上げていただけると、配りに行きやすい

ですし、お話もしやすいかと思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：それから、社協は、支部社協というのが市内につくられていますよね。私も今年から、

支部社協のほうに委員になりまして、参加いたしました。障がい者団体で入っているのは、親の会だけな

んですね。多分、ほかの支部でも親の会は、みんなほとんどが入っている。ちょっと欠けているところも

ありますけれども、入っていると思いますが、他の障がい者団体はいらしていないんですね。支部社協を

経験してみたら、子育てとシニア、これが絶対的なメーンなんですね。はっきり言って、障がい者のこと

は、皆さんわかっていらっしゃらない。このバリアフリーハンドブックにしても、たしか、公民館には置

かれているはずなんですけれども、いろんな公民館に一切ありませんでした。ですから、やっぱり事業課

のほうも配るのもあれですけれども、その後の例えば、ないのかとか、そういうこともちゃんと把握して

いただいて、やっぱり公民館だと誰が来ても手にとれますので、せめて公民館だけには置いていただきた

いと思います。ですから、いろんな団体が例えば、自治会連合会ですとか、民生委員の役員。民生委員の

方も多分これ持っていらっしゃる方は少ないと思います。

浦安市民生委員児童委員協議会：この間、いただきました。

浦安手をつなぐ親の会：全員。

浦安市民生委員児童委員協議会：ごめんなさい。南は。

浦安手をつなぐ親の会：だから私が行ったところは、全然皆さん知らない。見たこともないというふうに言われ

ましたので、今月のときには、持っていこうと思っています。ですから、やっぱり少しずつでも、活用し

てもらうのが最高なんですけれども、何しろ手にとって見ていただくということが、最低限だと思うんで

すね。ですから支部社協の皆様、できれば配っていただきたいと思います。社協にちゃんと責任者います

よね、支部社協のね。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。早速ですけれども、７月７日に支部長さんとか副支部長さんの会議がありま

したので、そちらでも配らせていただいて、各地域、あと支部社協また民生委員さんもございます。そう

いったところも我々社会福祉協議会事務局やっておりますので、配らせていただきたいと思っています。

それでは、お時間のほうが過ぎてしまって申し訳ないんですけれども、次の議題ですね。３番の差別解

消イベントにつきまして、事務局のほうからお願いいたします。ちょっとお時間のほうが迫っております

ので、手短にお願いします。

事務局：では、手短にご説明させていただきます。昨年度、初めて周知啓発イベントということで、主に差別解

消法って何だろうというところで、イベントのほうを新浦安駅前で開催しました。今年度も引き続き、実
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施していきたいというふうに考えています。予定は11月５日の土曜日で、また日中の時間帯ですね。まだ、

本決まりではないんですけれども、これからちょっと詰めていきたいというふうに考えています。

最近、ちょっと運営していただく事業者さんのほうが決まりまして、これから事業計画等をつくってい

くわけなんですけれども、去年ご来場いただいた皆様、ちょっとご感想なんかもいただきながら、もし、

こういう形でやったほうがいいよとか、もっとこうしたほうがいいよというものがあれば、今ちょっとお

時間あるので教えていただければなと。もちろん後日でも結構です。

あと、これから障がい者団体等を通じて、また昨年度どうだったかとか、ご意見なんかもいただく場を

ちょっと設定していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。それでは、何かこれはということで、前回も伺ったところですけれども、何

かこのイベントでこういったことがということがありましたら、お出しいただきたいんですが、いかがで

しょうか。

浦安手をつなぐ親の会：何しろ天候ですよね、第一番は。

リーダー：そうですね。寒かったというお声については11月という、１カ月前倒しにしているというところでご

ざいます。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：だんだん定着していけばいいですよね。

リーダー：そうですね。今、定着していけばいいんじゃないかとお話がございました。割と新浦安の駅前はいろ

んなイベントをやっておりまして、電車をおりてイベントやって、お店が出ているなと、それだけで終わ

ってしまうという、そういうことがないような形で今回はこういうイベントだということを、前面にわか

っていただくような工夫、なかなか難しいですね。新浦安駅、いろんなイベントやっていますので、今日

何のイベントだといってお店が出ていると、買って帰るというだけで終わってしまうという、そういった

ところで、何か工夫ができればなというふうには、私個人的には思ったんですけれども。

では、もし何かございましたら、またご意見をいただければというふうに思っています。お時間、すみ

ません、過ぎてしまっておりますので、それでは、その他のほう、事務局ございますかね。

事務局：１点だけ。自立支援協議会の日程なんですけれども、変更で申し訳ないんですが、第１回合同部会なん

ですけれども、日程が変更になりまして、９月29日木曜日の午後１時30分からというふうに変更になりま

した。何回か変更で申し訳ないんですが、変更になりまして、そちらのほうだけ、ご連絡させていただき

ます。また会場等につきましては、ご連絡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。

以上です。

リーダー：合同部会ですね。以前の日程から９月29日木曜日に変更になりましたということで、ご連絡でござい

ます。それでは、一応議題のほう、以上で終了でございます。皆様から何かこれはちょっと言っておかな

ければということがありましたら、最後にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、浦安市聴

覚障害者協会、お願いします。

浦安市聴覚障害者協会：要望があります。警察署や銀行など２つ３つ合同で、よく使う手話を教える教室が開け

れば良いと思います。どうぞご検討よろしくお願いいたします。

リーダー：対象はどういった方になるんですか。
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浦安市聴覚障害者協会：浦安市聴覚障害者協会からろう講師が参りまして、市役所、警察署、消防署の職員の方

を対象に手話を教えるということで、ご検討いただきたいと思います。

もう一つなんですけれども、11月26日、ろう協の30周年記念大会があります。皆様の団体にもお知らせ

したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございます。11月26日でよろしいですか。

浦安市聴覚障害者協会：はい。11月26日です。

リーダー：浦安市内で行うということですね。

浦安市聴覚障害者協会：はい。Ｗａｖｅ101でやります。

リーダー：Ｗａｖｅ101ですね。わかりました。それでは後日、このほか、自立支援の協議会、権利擁護部会と

いうのは、年に限られた回数しか行っていませんので、そのほか自立支援協議会。またそのほか、委員の

方、出ていらっしゃらない方もいらっしゃるので、そういった方にもぜひお配りできればというふうに思

います。できましたら、よろしくお願いいたします。

そのほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、すみません。私の進行が申し訳

ない。10分ぐらい予定時間過ぎてしまいまして、申し訳ございませんでした。それでは、これをもちまし

て、第２回の権利擁護部会のほうを終了させていただきます。

次回、12月１日木曜日ということで予定しておりますので、お願いいたします。本日はありがとうござ

いました。



平成 28 年 7 月 11 日（月）

午後 1時 30 分～3時 30 分

健康センター第 1会議室

浦安市自立支援協議会権利擁護部会（平成 28 年度第 2回）次第

１．開会

２．議題

（１）浦安市障がい者差別解消推進計画（平成 28 年度～平成 29 年度）について

（２）啓発・広報活動について

①「こころのバリアフリーハンドブック」の改訂

② 福祉教育について

③ 障がい者差別解消啓発イベントについて

（３）その他

３．閉会



1

議題1資料

浦安市障がい者差別解消推進計画（平成28 年度～平成 29 年度）

平成28年６月1日

健康福祉部 障がい事業課

Ⅰ 総論

浦安市障がい者差別解消推進計画（以下「本計画」という。）は、障がいを理由とする差

別の解消を推進することで、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とした「浦

安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」（平成28年条例第16号。以下

「条例」という。）第８条に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するために、市長が策定する計画である。

１ 計画期間

当初の計画期間については、平成28年度から平成29年度までの２年間を計画期間と

し、以後、「浦安市障がい者福祉計画」（３年ごとに見直し）の策定に合わせた計画期間と

し、様々な状況の変化により見直しの必要が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行うも

のとする。

２ 障がいを理由とする差別の解消を推進するための体制整備等

本市では、市をはじめ、市民、事業者と市全体で障がいを理由とする差別の解消を推進

するため、条例第13条に基づき「浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会」（以下「協

議会」）を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・目標の達成状

況の点検・評価等について協議を行うものとする。

３ 障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた目標及び取組内容

条例第４条並びに条例第５条に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する

施策の実施にあたり、目標を設定し、目標の達成に向け取組を実施する。

なお、目標の設定にあたっては、条例第３条の基本理念に基づくことを基本とする。

≪基本理念≫

１ 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、全ての障がいのある人が、障がい

を理由として差別を受けず、障がいのない人と等しく個人の尊厳が重んぜられ、その尊

厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として、行われなければなら
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ない。

２ 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいを理由とする差別の多くが

障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、

障がいのある人に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなければならな

い。

３ 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいのある人に対する虐待の多

くが障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏ま

え、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一体のものとして、行われなければ

ならない。
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Ⅱ 目標及び取組内容

１ 障がいのある人に対する理解を広げる取組

目標：障がいを理由とする差別の解消を推進するために、市の職員、市民、事業者に

対して、障がいのある人に対する理解を深めるための、周知啓発を図る。

＜取組の方向性＞

①広報紙等による理解の促進

広報紙やパンフレット、「こころのバリアフリーハンドブック」などを通じて、障

がいと障がいのある人に対する理解と関心を深める。

②理解と協力の呼びかけ

市内の公共的機関・施設や事業所等に対し、「浦安市障がいを理由とする差別の解

消の推進に関する条例」「障害者差別解消法」等の条例や法律の内容などの周知を図

り、障がいと障がいのある人に対する理解とバリアフリーのまちづくりに対する一層

の協力を求める。

ＣＡＴＶ、タウン誌、民間企業等に障がい者福祉等に関する情報を提供し、啓発活

動に対する参加と協力を呼びかける。

③啓発活動の推進

福祉関係の講座の開催や、講師の派遣を行うとともに、地域相談員や障がい者関係

団体などと連携し、啓発活動を推進する。

④職員対応要領の周知と研修機会の充実

障がいを理由とする差別の解消の推進に関して、職員が適切に対応することができ

るよう、条例第10条に基づき市長部局、教育委員会、消防本部で策定した職員対応

要領を職員に周知する。市の職員等に対する研修機会を充実し共生社会の理念や合理

的配慮への取り組みなど、障がいと障がいのある人に対する理解を深める。

＜平成28年度 取組内容＞

■障がい者福祉推進事業

障がいと障がいのある人に対する理解と関心を深めるために、小中高校生、一般市

民等に向けた講演会や啓発イベントを実施し、啓発用の冊子「こころのバリアフリー

ハンドブック」を配布する。
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★１ 「こころのバリアフリーハンドブック」に条例や法、イエローリボン（障害者

権利条約のシンボルマーク）について盛り込む改訂を行う。

平成28年10月末までに3,000部発行

★２ 社会福祉協議会やボランティア団体と連携し、市内小学校４年生の福祉教室で

「こころのバリアフリーハンドブック」を配布し、周知啓発を行う。

14校 2,000部配布

★３ 障がいと障がいのある人への理解を深めるために、11月５日（土）に駅前会

場でイベント「障がいのある人もない人も！ともにかがやくまち うらやす」

を開催する。

参加者 ステージ15団体 200名、出店20団体100名

啓発企画（クイズラリー等） 500名参加

差別解消法・条例の周知チラシ 6,500部配布

■自立支援協議会（権利擁護部会）との連携

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活動を行うことを目

的とした「権利擁護部会」で、関係機関の連携を強化し、啓発活動を推進する。

★１ 委員相互の連携と事例の共有を図るため、自立支援協議会権利擁護部会委員と

高齢者・障がい者権利擁護協議会委員の合同研修会を実施する。

1回 43名参加

■研修・啓発

市民、事業者等に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修や講

演会等を開催する。

市職員（行政・消防・教育委員会）に対して、障がいを理由とする差別の解消に

ついて研修を実施する。

★１ 市民や事業者等に対して、障がいのある人への理解を深めるための講演会を開

催する。

4回 500名参加

★２ 事業者に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会を開催する。

2回 100名参加

★3 市職員（行政・消防・教育委員会）に対して、職員対応要領に基づき障がいを

理由とする差別の解消について研修を実施する。

5回 300名参加
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２ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

目標：障がいのある人及びその家族等関係者からの障がいを理由とする差別に関する

相談に的確に応じ、紛争の防止または解決を図ることができるよう必要な体制

の整備を図る。

＜取組の方向性＞

① 相談窓口の充実

障がい者虐待の通報・届出、障がいを理由とする差別・配慮の問題等についての

相談を一体的に受付け、迅速な事実確認や差別をしたとされる相手方との調整支援

等、必要に応じた支援体制の整備と障がいのある人の保護を行う「障がい者権利擁

護センター」の充実を図る。

② 障がいを理由とする差別の解消ネットワークの強化

協議会や実務者会議を中心に、関係機関の連携を図り支援体制の強化と情報共有

等を行い、障がい者虐待の防止や障がいを理由とする差別を解消するための具体的

な施策や養護者に対する支援施策等を推進する。

③ 広域専門指導員・地域相談員との連携強化

相談体制の整備の一環として、差別や配慮についての相談実績が豊富にある千葉

県「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく相談員

の広域専門指導員と地域相談員（浦安市８名）等との連携を強化する。

＜平成28年度 取組内容＞

■障がい者権利擁護センター

障がいを理由とする差別と障がい者虐待についての通報・届出・相談を一体的に

受付ける窓口として、障がい事業課内に障がい者権利擁護センター（以下「センタ

ー」）を設置し、相談員（ソーシャルワーカー）を配置し相談を受け付ける。
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★１ 新庁舎移転に合わせてセンター直通番号を開設するとともに、条例及びセンタ

ーを周知するためのパンフレット（詳細版・概要版）を作成し、配布する。

詳細版 3,000部作成・1,000部配布

概要版 3,000部作成・3,000部配布

★２ 事業者等を訪問し、積極的に条例及びセンターの周知啓発に努める。

50事業者訪問

障がい者権利擁護協議会・実務者会議■浦安市高齢者・

高齢者・障がい者に対する虐待防止、障がいを理由とする差別について協議し、

関係機関による支援体制の強化と情報共有等を行う。

★１ 協議会、実務者会議を開催する。

各３回実施

■千葉県との連携

千葉県及び広域専門指導員、地域相談員と連携を強化し、相談事例の蓄積・共有

を図ることで、相談支援体制の整備を図る。

★１ 千葉県が設置する「千葉県障害者差別解消支援地域協議会」へ委員として参

加する。

３回参加

★２ 広域専門指導員と連携し、地域相談員とセンター相談員との合同研修会を開

催する。

また、広域専門指導員と地域相談は必要に応じて協議会に参加する。

合同研修会 １回実施
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Ⅲ 参考資料

○平成25年11月実施「障がい福祉計画アンケート調査」結果

（4,795人配布 2,506人回答 回答率52.3％）

（１）質問「差別を受けたり、いやな思いをしたことはありますか」

（２）よくある、時々あると回答した方の障がい種別

（３）「どのような時に、差別を受けたと感じたり、いやな思いをしましたか。」

※自由記述より一部抜粋

（身体障がい）

・エレベーターやエスカレーターで混雑時に迷惑がられる。

・健常者に見えるため、優先席などを使用すると嫌な顔をされる。

・バスやタクシー等で手帳を提示すると嫌な顔をされたり、乗車拒否をされる事がある。

（知的障がい）

・学校や職場で、からかわれたりバカにされたりした。

・外出時に変な目で見られたり、避けられたりする。

よくある

4%

時々ある

14%

ほとんど

ない

38%

まったく

ない

29%

無回答

15%

知的

障がい

41%

精神

障がい

36%

身体

障がい

15%

難病

8%
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（精神障がい）

・友だちが離れて行ったり、避けられたりする。

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

○うらやすこころのバリアフリーハンドブック配布

状況

平成24年度 約2,800部

平成25年度 約1,400部

平成26年度 約3,900部

平成27年度 約2,865部

＜平成27年度の主な内訳＞

市立小学校等14校（主に４年生） 1,890部

明海大学ボランティア講座（社協主催） 40部

ボランティアセンター夏休みボランティアオリエンテーション 90部

市民活動センター夏休みボランティアガイダンス 150部

こども家庭支援センター相談員研修 15部

浦安警察署 180部

その他講演会等 約500部

○市職員向け研修実施状況

平成26年度

・10月７日 障害者差別解消法研修会（部長・次長・課長級対象） 115名参加

講師：毎日新聞論説委員 野澤 和弘 氏

平成27年度

・10月15日 障害者差別解消法研修会（課長補佐級対象） 79名参加

講師：毎日新聞論説委員 野澤 和弘 氏

・11月11日 障害者差別解消法研修会（部長・次長・課長級対象） 79名参加

講師：千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会 委員長 高梨 憲司 氏

・3月23日 障害者差別解消法研修会（係長級以下対象） 68名参加

講師：毎日新聞論説委員 野澤 和弘 氏
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○市民・事業者向け研修等実施状況

平成26年度

・8月７日 教員2・3年目研修「発達支援の必要なこどもへの理解と支援」

講師：一般社団法人こども未来共生会理事長 中島 展 氏

・11月20日 浦安警察署員研修「知的障がい・発達障がいのある人を理解するために」

講師：一般社団法人こども未来共生会理事長 中島 展 氏

・１月30日 第６回発達支援セミナー 「クラスでできる具体的な支援のアイデア」

講師：東京都杉並区立済美教育センター指導教授 月森 久江 氏

・２月２日 障がい者就労支援ネットワーク特別講演会「障害者虐待防止法と障害者差別

解消法」 講師：毎日新聞論説委員 野澤 和弘 氏

平成27年度

・７月16日 「発達障がいのこどもの行動理解とソーシャルスキルトレーニング」

講師：一般社団法人こども未来共生会理事長 中島 展 氏

・10月9日 小中学校向け福祉教室

講師：千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会 委員長 高梨 憲司氏

・11月27日 第７回発達支援セミナー「こどもの未来を見据えて～将来を考えた支援

とは～」

講師：臨床発達心理士、大阪大学大学院連合小児発達学研究科招聘教員 服巻 智子 氏

・１月18日 発達支援講演会「こどもの可能性を引き出す！学びの環境」

講師：東京大学先端科学技術研究センター教授 中邑 賢龍 氏

・2月23日 障がい者就労支援ネットワーク特別講演会「障害者差別解消法の施行に向

けて」

講師：千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会 委員長 高梨 憲司 氏

・２月25日 浦安警察署員研修「知的障がい・発達障がいのある人を理解するために」

講師：一般社団法人こども未来共生会理事長 中島 展 氏
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○周知啓発イベント実施状況

平成27年度障がい者週間記念イベント～障がいのある人もない人も！かがやくまち う

らやす～

日時 平成２７年１２月５日（土）10：00～15：00

場所 新浦安駅前ステージ及び周辺

内容 ステージでのパフォーマンス、福祉事業所等による飲食ブース・物品販売、障がい福

祉に関するクイズラリー、差別解消法の周知・啓発、障がい福祉サービス事業所展示

主な実績

ステージ出演団体数 11（市民活動団体、市内大学学

生等）

出店団体数 17

（内訳）障害福祉サービス事業所 ８

当事者関係団体 ２

その他（民間企業、社協等） ７

障がい福祉サービス事業所売上額 245,230円

差別解消法の周知チラシ配布数 6,500部

クイズラリー参加者数 464人



議題２資料

福祉教育について

平成 27 年度「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」の配布実績

前年と同様、市内の学校で社会福祉協議会ボランティアセンターが総合学習の時間等にお

こなっている「福祉体験教室」で、「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」を生徒

に配布。その他、校長会や教員 2・3 年目研修、ボランティアイベントや市主催の講演会、

イベントで配布。

学校（福祉体験教室）

学年(学校数） 配布冊数

市内小学校 4年生（11 校） 1,121 冊

5 年生（ 2校） 209 冊

市内高等学校 1年生（ 1校） 560 冊

計 14 校 1,890 冊

その他 配布冊数

明海大学ボランティア講座（社協主催） 40 冊

ボランティアセンター夏休みボランティアオリエンテーション（中学・高

校・大学）
90 冊

市民活動センター夏休みボランティアガイダンス（高校・大学・社会人） 150 冊

こども家庭支援センター相談員研修 15 冊

浦安警察署 180 冊

校長会、教員 2・3年目研修、その他講演等 約 500 冊

計 約 975 冊

学校における「福祉体験教室」

社会福祉協議会ボランティアセンターが、市内の学校で総合学習の時間等に実施。

ボランティア団体の介助グループ「あいあい」さんのご協力のもと、障がいをもつ方の体

験やその介助体験を行った。

例：車いす体験、コースに自転車を設置して、障害物により通りづらい状態を体験、

アイマスクをして白杖を持ち、視覚をふさぐ体験・ガイドヘルプの体験 など

また、高洲北小学校では、自らも視覚に障がいをもつ、高梨憲司氏（元・千葉県障害のあ

る人の相談に関する調整委員会委員長）を講師として派遣し、講話と介助体験を実施。


