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平成29年度第１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６月１日（木） 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（リーダー）、ＮＰＯ法人フレンズ（サブリーダー）、浦安手をつなぐ親の会

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法人あいらんど、ＮＰＯ法人発達わんぱく会

社会福祉法人敬心福祉会、浦安市自治会連合会、介助ボランティアグループあいあい

千葉県弁護士会京葉支部、浦安警察署、株式会社オリエンタルランド、市川健康福祉センター

健康福祉部（次長）

４．議題

（１）平成29年度・30年度権利擁護部会の運営と議題

（２）平成28年度実績報告

・障がい者権利擁護センター

・障がい者成年後見制度支援事業

（３）障がい者差別解消推進計画について

・平成28年度取組状況の報告

・平成29年度計画について

（４）障がい者福祉計画の策定について

（５）その他
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５．資料

（１）議題１資料（１） 平成29年度・30年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

（２）議題１資料（２） 自立支援協議会の議題について

（３）議題１資料（３）平成29年度自立支援協議会スケジュール

（４）議題２資料 障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業 平成２８年度実績報告

（５）議題３資料（１） 浦安市障がい者差別解消推進計画（平成28年度）取組状況の報告

（６）議題３資料（２） 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）

（７）議題４資料（１） 計画の概要と計画策定スケジュールについて

（８）議題４資料（２） 障害者基本計画及び第５期障害福祉計画に係る基本方針について

（９）議題４資料（３） 市の現状について
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６.議事

事務局：それでは定刻となりましたので、ただいまより平成 29 年度第１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。

会議に入る前に、ここで委員のご紹介に移りたいと思います。なお、本部会のリーダーにつきまして

は、浦安市社会福祉協議会。また、サブリーダーにつきましてはＮＰＯ法人フレンズにお願いをしてお

ります。よろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、新しい委員の方もおりますので、改めて自己紹介をお願いします。ご所属い

ただいている団体についてお互いにご理解いただき、今後の連携につなげるためにも、団体や事業所の

概要や障がい福祉への取り組み、この部会で提案していきたいとお考えの地域課題などをお聞かせくだ

さい。

それではリーダー、まずお願いいたします。その次にサブリーダー、そして浦安手をつなぐ親の会、

という形で、着席順でお願いいたします。

リーダー：皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、社会福祉協議会と申します。皆さんご存じだ

と思いますけれども、社会福祉協議会は地域の方々とともに、さまざま障がい者、高齢者、子ども、さ

まざまな視点から地域づくりを行っている団体でございます。

昨年、私、前任から引き継ぎまして、この権利擁護部会に参加させていただきました。後ほど事務局

からご説明あると思うんですけれども、この権利擁護部会につきましては、障がいのある方の権利を擁

護するというところとネットワークづくり、また広報、啓発、活動をということでございます。

昨年度最後の部会、そこにいらっしゃった方もいらっしゃると思うんですけれども、昨年度の最後の

部会におきまして、皆様からご意見いただきまして、お互いに学んで理解して、何度も何度も行ってい

くことが大事なのかなというふうに、私のほうでは実感しております。

この 29、30 年度で何かこの部会から発信できるもの、つくり出していければなというふうに思って

おりますので、ぜひ皆様、ご協力よろしくお願いいたします。以上です。

サブリーダー：ＮＰＯ法人フレンズと申します。29 年度、30 年度、自分がサブリーダーということで務めさ

せていただくんですけれども、何分、何も経験等も、何もないもので、皆様にもご迷惑かけることも多

いと思うんですけれども、ことし、来年と皆様どうぞよろしくお願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。権利擁護部会、ことしで７年目に私はなりました。ただ

古いだけで、どんどん年がいって、親の会自体も保護者はほとんど高齢化しております。子どもも、こ

の間県のほうからちょっと調査がありまして、子どもの年齢を世代別に書くというところで非常に悩ん

で、でも 65 歳以上は１人しかいないなって、子どもは、というあれなんですけれども。いわゆる介護

保険払う感じの 40歳から 64歳というのが今一番、親の会では会員、本人が多いんですね。それの親と

いいますと本当にもう、私ももう前期高齢者の中に入っておりまして、どんどん先が見えてきてしまい

ますけれども、新しい人がなかなか入ってこないってほかの団体さんとも言っているんですが。

浦安は非常に統合教育が進んでおりまして、親の、割と意思を尊重している感じが多いので、団体に
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所属していない方がすごく多いんですね。だからそういう方の声をどうやって拾っていこうかと今、悩

んでおります。よろしくお願いします。

いちょうの会：私はいちょうの会と申しまして、特に当事者が精神的な面で病んでいる、障がいを持っている

会の親の会の者です。皆様、いろいろこういうところに出させていただいて、自分なりに勉強して、ま

た会のほうに反映したいと思っております。

浦安市自閉症協会：浦安市自閉症協会と申します。送られてきた書類で、１分程度お話してくださいという宿

題が出ていたので、議題に取り上げてほしいこととか、今言っていいんですかね。

まず、会の紹介からですけれども、発達障がいのある、知的障がいも伴っている人が多いんですけれ

ども、子どもたちの親の会です。なので当事者側ではありますけれども、当事者というよりも保護者の

会になります。

うちの会も随分会員は減ってというか、新しい人がふえなくて、初めは児童の親だったんですけれど

も、ほとんど今は高等部も卒業して就労している人がほとんどの親の会になりました。なのでやっぱり

小さい学齢期のお子さんとかの親御さんの声を聞きたいというのは随分言っていて、こういう市の協議

会とか部会に出たりすると、もどかしい思いをすることも、直接の声を聞く機会が私自身が少ないので、

伝えることがしづらくなってきて、もどかしい思いをしています。

取り上げてほしいことというのは、やっぱり権利擁護なんですけれども、やっぱり自分たちの周りの

ことを思うと、一番思うのは小学校や中学校のときの学齢期、学校行っているときのことがほとんどな

んです。高等部卒業して就労してから、これはどうなのとかいうひどい思いしたという話はぐっと減り

ます。なので、権利擁護部会でいろんな企業の方とかいらっしゃってくださっていますけれども、やっ

ぱり学校の問題というのがとても大きい課題だと思っています。

こども部会にも以前出ていまして、そこでも随分、保護者側からは声は出たんですけれども、何とい

うんでしょうね、なかなかこういう会議の場で本当の思いを伝え合うというのはとても難しくて、結局

保護者の側が熱く語り、それを何か流されるみたいなのが、そういう空気感がどうしてもあったと思う

んですね。

なので、この権利擁護のところでも、こういうことをやっていますとか、企業の方とかがすごく努力

してくださっているのは、もう本当にわかっているんです。課題がなくなったとは思わないんですけれ

ども、でも学校というところを本当に、本当に何というのかな、もう表に出しにくいというか、そうい

う私が事例を聞いてきて、じゃ、と言っても、やっぱり具体的に現実のことが、こういうことがあった

なと伝えるためには、やっぱりどこの学校でとかそういうことを言わなきゃいけなくなると思うんです

けれども、そういうところになるとやっぱり引っ込められてしまう、ずっと子どもが行っているので。

とても持ってきにくいんですけれども、何とか親のほうの思いとして、上っ面に感じてしまうような、

大事なことではありますけれども、ことではなく、もっと今の現実、生活にもっと近づけた話ができる

ような部会にしていきたいなという思いがとても強くあります。

そういう一方で、親の側も、権利擁護というか自分の権利とかいうことをもうちょっと勉強して、今
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法律とかもいろいろ変わってきているので勉強して、ちゃんとその人自身が考えて、そこの学校現場と

かで問題点を先生とすり合わせるとか、そういうことがきちんとできるように、親のほうも勉強会みた

いなのもあったらいいかなと思っていて。親のほうも勉強し、事例をここで持ってきて取り上げていた

だきたいというのと。

あともう一個は、福祉体験とかそういう実習をやっていますよというお話をされたんですけれども、

よくよく聞くと、やっぱりそれは浦安市内の人じゃなくて、市がどこかの団体の人にお願いしたりとか

という話だったので、私たちも自分たちのほうから積極的に言わなきゃいけないのかなとは思うんです

けれども、もうちょっと発達障がいについて勉強したいと思うんだったら、浦安市にある発達障がいの

親の会の人にちょっと意見聞いてみるとか、視覚障がい、聴覚障がいについても、そういうふうに浦安

市にせっかくいるんですから、そういう人に話を聞いてみるとか、もっとちゃんと、本当に身近にいる、

浦安に住んでいる人たちということを頭にちゃんと置いて、研修とか勉強とかをする場を設けていって

ほしいなと思っています。

議題とはちょっとわかりにくくなっちゃいましたけれども、以上です。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：こんにちは。千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

です。よろしくお願いします。

自閉症協会とどこが違うのといつも言われてしまうのですが、選べるんですね。手をつなぐ親の会に

入ってもいいし、どこでもあれなんですけれども、いるのは発達障がいの子、知的にボーダーか、すご

く重い子はいなくて、軽い知的障がいがある子と、精神障がい、いろんな子がいます。

ニーズとして持っているのは、とにかくそういう人たちが例えば成人して、社会参加をしたいといっ

たときに、何度も市役所の人は、どこでも、例えば公民館の行事でも、どこでも入れるんですよと言い

ますが、現実にそんなところに本人は行けたりしない。スポーツクラブもそうだし、民間の普通の例え

ばサークルもそうだし、習い事もそうだし、何かもう少し多様な選べる場が欲しいな。そうでないと、

権利擁護になっていないな。普通の人が行けるようなところに普通に行ける。同じところじゃなくても

その人用に少しアレンジされて、でもスポーツもある、お料理教室もある、何か音楽の教室もあるみた

いに選べたらいいなというのを、すごく切実に思っていて、それは難しいかもしれないけれども、結構

権利擁護という視点ではすごく大事なんじゃないかなと思っています。

それから、浦安市自閉症協会と重なるのは、やはり私たちも学齢期の親御さんの話を聞いても、一番

困るのは教育委員会。小学校、でももっと前の中学校の先生の大変さ、何というのかな。トラブルが起

きたときに密室化するし、長期化するし、知らんぷりされるというか、知らんぷり。ああ、そうですね、

そうですねと言って１年終わるということが一番多いのはやっぱり小学校と中学校であって、そこを何

とかできないものか。それは教育委員会を何かたたくとかそういうのじゃなくて、皆様のお知恵をおか

りして、あれをもう少し風通しよくする方法で救われる、救われるというのは、被害が最小限で済むと

か、最短で済むとかいう方法をどなたから知恵を欲しいなという、その２点です。よろしくお願いしま

す。
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ＮＰＯ法人あいらんど：こんにちは。ＮＰＯ法人あいらんどでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

権利擁護にかかわり始めてだんだん、だんだん本当に重たいイメージがすごくあります。私どもも福

祉サービス事業ということで、たくさんの利用者さんと触れ合っていますけれども、制度がどんどん、

どんどん、しょっちゅう変わることで立ちどまってしまうことがすごく多い。で、親御さんだったり利

用者さんだったり、かかわる人たちに伝えていくのが非常に難しくなっています。なので、利用者さん

は意外と同じ環境を同じ状態でキープしていくのが大好きというようなイメージがとてもあるんですけ

れども、その環境を提供しながら事業を運営していくのが非常に難しくなっています。

だけれども、最終的には、今ＮＰＯ法人あいらんどが目指しているところはやっぱり住むところなの

かなということを非常に感じます。日々、利用者さんの親御さんが入院したとか、検査入院したとかと

いうことを耳にすると、あ、利用者さんひとりぼっちかしら、みたいなところがかなりあるので。前線

というか、最前線で考えることがそこなのか。あとは今、浦安市自閉症協会とか千葉発達障害児・者親

の会コスモ浦安グループがおっしゃった教育の問題なのか。本当に深いところで捉えていかなきゃいけ

ないなというので、一回一回を大事にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

社会福祉法人敬心福祉会：こんにちは。浦安市障がい者福祉センター、社会福祉法人敬心福祉会と申します。

よろしくお願いします。今回、新任ということで、初めて権利擁護部会に参加させていただきます。

私どものセンターは、主に知的障がいをお持ちの方が日中の活動をする場として、就労継続と、あと

生活介護のほうの事業をしています。そちらのほうで、利用者さんたちの日々とても明るく楽しそうに

活動する姿とか、あるいはそれぞれの、皆さんが一人一人持っている思いとか、そういったものを大切

にしながら、利用者さんの意思決定とか、そういったものを支えていきたいと思って考えております。

その辺も含めて、権利擁護という言葉がひとり歩きしてしまうような形ではなくて、もっともっと自

分の仕事にも、あと地域にも生かしていけるような権利擁護という、具体的なものをつかんでいきたい

と考えています。勉強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。

浦安市自治会連合会：浦安市自治会連合会と申します。よろしくお願いいたします。

自治会連合会、今、82 自治会が加入しております。元町、中町、新町と分かれておりまして、元町

はどちらかというと高齢者の方が多いと思います。中町は混在していて、新町地区は若い方が多いんで

すが、最近呼び寄せということが増えてきまして、老人の方も増えているんじゃないかなと思っており

ます。自治会連合会ですので、それぞれの自治会でいろんなことを行っていると思うんです。

質問なんですけれども、入学式なんかに行くと、「特別教室です」と聞くんですが、それはどのよう

な活動をしているんでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：今は支援学級と言っているんですね。法律というか、学校のが変わりまして、昔養護

学校といったのが今、特別支援学校というふうになっておりますから、それが市内の普通の学校の中に、

特別にそのクラスがあるんです。だから障がいを持っている子たちが集まっているクラスということで

すね。

今ちょっと私はわからないんですけれども、浦安の場合は、うちの子どもが通っているときは親学級
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という普通学級の中に、学年ごとに所属していて、行事とかそういうことは親学級でいろんな入学式と

か、それから学校行事、運動会とかそういうのはやっていたんですが、特別にその障がいを持っている

子たち用にカリキュラムをつくって運営している学級です。

浦安市自治会連合会：わかりました。ありがとうございます。

うちの自治会の例でいいますと、最近高齢者の方と、それから障がいの方がだんだん増えてきている

ので、どのように運営していこうかなという悩みは現在あります。いろいろ考えてはいますので。よろ

しくお願いします。

浦安市聴覚障害者協会：こんにちは。浦安市聴覚障害者協会といいます。よろしくお願いします。

耳が聞こえませんので、コミュニケーション、本当に難しいです。私ども、浦安市の職員と集まって、

東部支部と相談して、また、全国でも集まって活動しています。聞こえないという人たちで集まって活

動しています。聴覚障がい者といえば、聴力とか口話とかの力がまちまちでいます。皆さん、まちまち

でいます。また、聞こえない人たちの生活の情報は本当に少ないです。本当にストレスもたくさんあり

ます。ですから、聞こえない人が集まったときの、本当に安心して過ごせる場となっています。

ですから手話が広まっていったらいいなと思います。もっと情報をいろいろ、私も勉強していきたい

と思っております。どうかよろしくお願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブと申します。現在会員が 31 名

おりますけれども、だんだん増えているんですが、年齢が高い人が入ってきて、若い人が入ってこない

という問題があります。

それから、常日ごろからみんな目が見えないということで、欲求不満が大きい。一人一人また目の見

え方が違っているということで、ばらばらになりやすいところをまとまっていくというのは非常に大変

ですし、それから、権利って一体何なんだと。我々、それ十分に味わっているのかというと、例えば、

何にしろ、江戸時代のほうがむしろ幸せだったんじゃないかと。今ほとんどそういうほうがない。そう

いうようなふうに、欲求不満が非常に大きい。

浦安市のほうからいろいろやっていただいていますけれども、それはまあ、現実には非常に不満が多

いのが現状で、それを束ねていくというのは大変に苦労が要る仕事ですが、まあ仕方がありませんから、

ことしもやっていきます。

それで、こういった自立支援協議会とかこういった会が、何というか我々から身近じゃない議論が多

かったような気がするんですけれども。さっきの千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループとか皆

さんの話のように、やっぱり具体的な話でやっていかないと、何か離れちゃうんじゃないかなという気

がします。よろしくお願いします。

介助ボランティアグループあいあい：社会福祉協議会のボランティアセンターに登録しております、介助ボラ

ンティアグループあいあいと申します。よろしくお願いします。

私どものグループは、35 年前に発足して今、メンバー30 人で、高齢者、障がい者の支援活動を中心

にしております。ただ、ボランティアということで、なかなか若い人がいなくて、68 歳が平均年齢と
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いう、高齢者グループということで、過去２年参加させていただいて皆さん方のご苦労を聞かせていた

だくにつけ、もう少し幅広い活動をしていかないといけないというふうに思いながらも、強要ができな

い活動でもあり、いろいろ課題を抱えながらやっており、この先皆さんの意見を、できる限り会に反映

できればというふうにも思っております。

私自身は、定年退職してこの会に入り、17年になります。よろしくお願いします。

千葉県弁護士会京葉支部：千葉県弁護士会京葉支部です。弁護士会は強制加入団体となっていますので、弁護

士の皆さん、どこかの会には入っています。弁護士会の中には委員会という制度がありまして、私は高

齢者・障がい者支援センターというところに入っているんですけれども、男女の権利平等委員会みたい

なのとか、あと個別の問題を話し合う憲法委員会みたいなのもあったりします。

それで、実は千葉県弁護士会の中には子どもの権利委員会というのが別にありまして、子どもの問題

はどっちかというとそちらで話し合っています。すみません、私もちょっと高齢者・障がい者が長くて、

なかなか学校の現場というのが実感がないところもあるので、お話しできるところ、ないところあると

は思うんですけれども、どういうところでお困りというか、お感じになっているところがあるかという

ことを教えてもらえると、私も具体的に考えやすいかなと思いました。

私としては弁護士なので、個別の相談に具体的にどう動いて解決していくかということは、もう日常

の仕事なんですけれども、この権利擁護部会ということで、制度的にどう、仕組み間の調整をどう図っ

ていけるかということを考えていければいいなと思っています。以上です。

浦安警察署：皆さん、こんにちは。浦安警察署の生活安全課長をしております。よろしくお願いいたします。

皆さん方には警察行政各般に渡りまして、ご理解、ご協力いただいていることにこの場をお借りしまし

てお礼申し上げます。

私は、今年の３月に山武警察署から異動して参りました。担当しているのは生活安全部門となり、相

談や、障がい者虐待、高齢者虐待、児童虐待、そのほか保護、行方不明といった部門を担当しています。

このような機会を利用して、情報の共有を図っていきたいと感じております。私も勉強させていただ

きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社オリエンタルランド：皆さん、こんにちは。株式会社オリエンタルランドでございます。権利擁護部

会は２回目の参加となります。

私どもの事業、テーマパークであったり、ホテル、商業施設といったところには、健常者の方や障が

いをお持ちの方もたくさんお見えになります。そういう意味でハード、ソフトというところで取り組ん

でいること。また、事業敷地内では、多くの障がいをお持ちの方々に活躍をいただいているという職場

でもありますので、そういった面で少しでもお役に立てたらいいなと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

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、これは千葉県の障がい者のある方に関する条例なんですが、そちらの専門の相談員

をしております。日ごろより、皆様方には事案に関してはご協力をいただきまして、感謝の気持ちで
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いつもいっぱいでおります。また、この権利擁護部会でも、非常に貴重なご意見等いただきまして、

それが私どものいろんな方面への周知活動等のヒントをいただいたりする機会も多くて、私自身がこ

の会に出席させていただいていることにも、非常にありがたいなと思って毎回出席をさせていただい

ています。

話は変わりますが、去年４月に障害者差別解消法が施行になり、私のほうは県条例の差別に関する

条例なんですけれども、差別に関する相談が、例年大体実数で 20 件程度の相談を受け付けているんで

すが、去年 28 年度に関しましては 36 件というところで、延べ数でいうと 500 件程度だったんですけ

れども、非常にやはりふえました。

特徴的なこととして、これまで障がいのある方が相談電話に電話をしてきたときに、何かこう、判然

としない、だけれども何か悔しい思いで電話をされてこられる方が非常に多かったんだけれども、28

年度以降に関していうと、「これこれこういう嫌な思いをしたんだけれども、これは障がいのある方に

対しての配慮不足ではないか」とか、「差別じゃないか」ということを明確に主訴を持って相談をされ

てこられる方が非常に多くなっています。これは恐らく、皆様、障がいのある方たちも、私たちも含め

て、こういう法律や制度の勉強をしっかりとされているということとか、またこういう相談窓口が、浦

安市でいうと浦安市の権利擁護センターであったり、私どもの障がい者条例の相談窓口、そういうもの

を皆さんが知って、相談しやすくなったということも１つ、影響しているのかなと思っています。

一方で、やはり匿名で電話をされてきて、行政のほうから指導してほしいとか、そういう電話がある

ことも事実です。私どもの県条例は先ほどの長い名前のように、「ある人もない人も」条例なので、中

立の立場で動くというのを立ち位置としています。それはなぜかというと、「障がいのある方とかかわ

ると面倒だ」とか、「ちょっとかかわらないようにしたほうが無難だよね」とならないための条例、共

生社会を趣旨としている条例だからです。ですので、私たちもその調整活動を行うときに、双方の言い

分をしっかりとお伺いして、やはりどこで行き違いがあるのかとか、どういうところに誤解があったの

か、ここのところは配慮できる部分なのかというのを一緒に考えながら進めていくという活動をやらせ

ていただいております。

この権利擁護部会で私が、やはり目指したいものの一つとして、ここ近年、障がいのある方に関する

制度や法律というものは整ってきつつはあります。ですが、この法律も施行してから１年たちました。

その施行前後は、周知活動等が非常に頻繁にされていて、各方面に取り上げられて、ちょっとブームの

ようにもなったところなんですが、このような周知、啓発活動が継続的に行われなければ、やっぱり一

過性のブームで、ああいう法律あったよね、ああいう制度あったよね、で終わってしまわないように、

私どももやっぱり周知、啓発を継続してやっていくことにやはり意味があるのかなと考えていますので、

そういうお知恵も、私もこの部会で頂きたいなと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

健康福祉部（次長）：皆さん、こんにちは。新年度から次長職を担任しております。どうぞよろしくお願いい

たします。

皆さんご案内のとおり、今浦安市、非常に今年度は節目の年となっています。18 年ぶりに市長が交
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代をいたしました。今年度は市の総合計画の策定が着手されます。市役所というと法定主義、計画主義

ということで、基本構想というのは議会の議決案件になるくらいの、まあ市でいうとバイブルなんです

けれども、これが 14 年計画で策定する、これをことしから着手。で、前期基本計画が６年、後期基本

計画が８年ということの計画の策定の年。健康福祉部、当部においても、障害者基本法に基づく、第５

次になるんですかね、第５次の障がい者福祉計画、これがやはり今年度から策定に着手いたしまして、

30年度からの３カ年計画ということになります。

この権利擁護、差別解消等につきましては、そういった計画の中で、もうきちっと措置して位置づけ

るということはもう、当然のことなんですけれども、今、皆様からお話のあったように、具体的にどう

それを結実させていくのか、目に見える形で成果を出していくのかという部分で申しますと、やはりそ

ういった計画を策定して措置して位置づけていればそれでいいんだよということは毛頭考えてございま

せんで、きちっと行動計画を策定して、進行管理していく。その上で成果を目に見える形で出していき

たい。我々市も、引き続き取り組んでまいりますので、引き続き皆さん、どうぞご協力よろしくお願い

いたします。以上です。

事務局：皆様、どうもありがとうございました。

続きまして、会議を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきます。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してまいります。特に個人情報にかかわる発

言等につきましては、特別なご配慮をお願いいたします。また、議事録には発言者の方が所属する団体

名の記載をさせていただきます。委員のお名前ではなくて、団体名の記載となりますこと、ご了解いた

だきたいと思います。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。当部会におきましては、聴覚障がい、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、ご発言の際には、

挙手いただき、リーダーから「○○委員、お願いいたします」という発言の後に、団体名、お名前を述

べていただき、その後、発言をお願いしたいと思います。

それでは、今後の進行につきまして、リーダーにお願いをしたいと思います。

リーダー：それでは、議事進行を務めさせていただきます、社会福祉協議会でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

着座にて進めさせていただきます。

皆様、お手元に資料、ございますでしょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、初めに議題１でございます。平成 29 年度・30 年度権利擁護部会の運営と議題についてで

ございます。事務局から説明をお願いいたします。

事務局：よろしくお願いします。

この議題１の資料につきましては、毎年同じような形であったりとか、複数部会に参加いただいてい

る方についてはもうわかっている内容かとは思いますけれども、今回の部会に初めて入られた委員の方

もいらっしゃいますので、重点的な、重要な部分だけご説明をさせていただきます。
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お手元の資料の議題１資料１平成 29 年度・30 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用をごらんくだ

さい。自立支援協議会については、本会ということで協議会があり、その下に５つの部会があります。

皆様に今年度お願いしている権利擁護部会は、障がい者の権利を擁護するためのネットワークづくりと、

啓発・広報活動を行うことが主な目的になっております。

主な課題は、障がい者の権利擁護に係る、啓発・広報に係る事項。あと、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。あと、昨年度から法が施行された内容なんですけれども、障

がいを理由とする差別の解消に関する事項になります。

今年度皆様にお願いする部分は、この部会である権利擁護部会と、合同部会、それぞれの部会の委員

の皆様が集まって、合同の会議を年２回実施しておりますので、そのご参加もお願いいたします。権利

擁護部会は年４回を予定しております。報酬等については、１回の会議当たり 5,000 円を報償費として

お支払いする予定になっております。

次、議題１資料（２）自立支援協議会の議題について。１会議の進行、協議会は会議ごとに部会等に

意見収集すべき事項と、次回の議題を確認し、各部会等への協議の依頼等を行います。各部会、会議ご

とにほかの部会に意見収集すべき事項と、協議会へ提案・報告すべき事項を確認するということと、協

議会へ報告・提案等を行っていくということです。

次、２障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進ということで、今年度については、浦安市障がい

者福祉計画の見直し、策定の年になっております。市の基本構想と基本計画の内容を盛り込んだ浦安市

総合計画の部門計画である、浦安市障がい者福祉計画がありますが、そちらと福祉施策を連動した形で、

この部会においても検証等も行っていくというような役割になっております。

次、（２）権利擁護部会について、主な内容については先ほどご説明させていただいたとおりになり

ます。現在、事務局案として考えているところなんですが、今後の第２回から４回の議題については、

権利擁護に係る啓発と、広報活動について取り上げていきたいと考えております。あと、成年後見制度、

具体的な差別、虐待の事例をこの部会で取り上げて、皆さんで協議していただく機会も取り入れていき

たいと考えております。また、障がい者福祉計画の策定時期になりますので、その策定状況の報告も行

っていきたいと考えております。

次、議題１資料（３）。こちらが平成 29 年度の自立支援協議会のスケジュールになっております。

皆さんにご参加いただきたいのは権利擁護部会と合同部会の会議になりますので、合わせて年６回、ご

出席いただければと思います。議題１については以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

皆様から、ただいまの説明につきまして、ご質問とかご意見とかございましたらよろしくお願いしま

す。ご質問でも何でも、特に新しい方につきましては、内容がつかめなかったなとかというのがあれば、

ご意見いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

目的は今ご説明があったとおり、権利擁護に係る広報・啓発活動、虐待防止法に係る件、あと成年後

見、差別解消ということで、事例の検討、そういったものも行っていきます。また、ことしは障がい者



12

福祉計画の策定もあるということです。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ちょっと、広報とかそういうことも結構で、それからネットワークを

つくるというのは結構なんですけれども、すみません、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブですけれ

ども、さっき浦安市自閉症協会とか千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループがお話しになった、

権利を本当に実現させていくためにはもう少し細かいところまでやっていかなきゃいけないんじゃない

かという感じがするんですよね、学校の問題とか。そういう討論をする機会というのはやっぱりつくっ

ていただけるんですか。

事務局：すみません、先ほど、触れさせていただいたんですが、個別の事例なんかも、非公開にはなってしま

うと思うんですが、取り上げて、その中で委員の皆様から協議いただける場を、設けていきたいとは考

えております。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：浦安のことですか。

事務局：そうですね、浦安のということです。

浦安手をつなぐ親の会：いいですか。

リーダー：それでは浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：その事例の、事務局から出す事例の場合はもう最初から非公開ということで、最後に

事務局のほうからの提案の事例の場合は、もう前もってわかっていると思うんですね。例えばこちら側

が学校の問題とかがあって、それを話したいといったときは、前もって事務局のほうに伝えたほうがい

いわけですよね。

リーダー：事務局、どうぞ。

事務局：今、浦安手をつなぐ親の会がおっしゃったとおり、もしよろしければ、事例等があれば、事前に事務

局にお話しいただいて、事務局で取りまとめをして、当日資料ということでお出しすることが可能かと

思います。

浦安手をつなぐ親の会：権利擁護センターができたことによって、事例も多分増えていくと思うんですね。去

年も、まあ今まで教育委員会しか話す場所がなかったが、今度は権利擁護センターができたことによっ

て、学校関係もそちらのほうに話すことができるようになったので、少しは前進かなとは思っているん

ですが、若い会員の方たちにも、ぜひ権利擁護センターをたくさん使っていってほしいなと思っていま

す。

リーダー：ありがとうございました。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：そうであるならば、ぜひ目的は、同じようなことが本当に何

度も起きるわけです。だから、なぜこれが起きたか、これが同じように起きないために、何をしておけ

ばよかったかという整理をみんなでできたらいいなと思うんです。もちろんプライバシーがあるから、

非公開になるんだけれども、コアな部分は実は出せるはずで、何々小学校の何年何組の何とか君という

と問題があるけれども、そうじゃないものでも、ぼかして、状況を整理して、どういう担任がどういう

ふうにしたのか。そのときに、学校長はどうしてそこで介入しなかったのか。どういうふうなルールに
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しておけば、学校長がもう少し動いてくれたのかとか。

それからもっと言うと、いないのですみません、私、まなびサポートにも課題がすごくあると思って

いて、ブラックボックス化してしまって、そうですね、そうですねと聞いてはくれるんですけれども、

動いてくれないというのはすごくよく聞く話で、最初から市役所の障がい福祉課に行けばよかったとい

うのを半年やっちゃうので、一本化して、ルール、いろんなものがあって、例えば学び方の何かで違う

ものがあるかもしれない。権利擁護に関しては、つまり具体的にいうと担任と教育方針でもめて、これ

は違うんじゃないかと思ったり、本人が実際に傷ついたり学校に行けなくなっているというケースに関

しては、まなびサポートじゃないルートを明確化してしまって、もう教育委員会は外すみたいなところ

まできっちりルールができれば、かなり機能してくるんじゃないかと思うんです。みんな、忖度するん

ですよ。それから、何度も言いますけれども、やっぱり自分の子を預かってもらっているし、兄弟児も

いたりするから、担任の顔色、校長先生の顔色、うかがうなと言ったって、人間うかがいますよね。そ

こを何というのかな。もう少し平たくしていく仕組みには、この手のことでもめたら教育委員会ではな

くて、権利擁護センターです、みたいに明確化する。それから、例えば入ったときに、支援級に入った

お母さんにはそういう紙が、もし何かあったらここですよ、みたいな紙が１人ずつ、市役所の方が渡し

てくれるとか、何か仕組みが要るかなと思います。

よろしくお願いします。機能させたいと思っています。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：いやいや、もう一人おられるんでしょう。

リーダー：よろしいですか。それでは浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：学校問題ばかりではなく、浦安ばかりではなく、横の連絡が非常に悪いんです、行政

の中でも。この意見を、例えば聞くと、やれどこどこ行ってください、あっち行ってください。で、そ

っち行くとまたこっち行ってください、というたらい回しが非常に多いと思うんですね。じゃ、せめて

事業課と福祉課は、きちっと両方のことで、やっぱり全部把握してほしいんですよ。

例えば障がいのことに関して、行くのは障がいのことでしか行かないわけですよね。だから昔の、い

わゆる新庁舎になる前は非常に障がい福祉課も地域割りみたくしてこういう、まあどんどん変わってい

くからあれなんですけれども、向こうのほうから今度担当になりました、地区担当になりました誰々で

すというお電話があったんですね。それがもう全然なくなって、施設に入ってうちの担当誰って、福祉

課長に聞いてやっとわかったという感じで。

そういうこともあって、40 歳になってあれを払わなくちゃならないというときに、うちは入所施設

も浦安にないので、ほかの市に入っていますよね、ほかの施設に。入所施設というのは払わなくていい

わけですよね、介護保険は。それを、結局私たちは全然わからないわけですよ。40 歳になったら払う

ものだと思うから、払ったわけです。そしてちょうどうちは３月ですので、それだけ単独で、息子の分

だけの介護保険が来たのでわかりやすかったんですけれども、普通は健康保険の中に入ってきちゃいま

すよね、40 歳になると。だから介護保険、ああ、そうかと思っちゃうんですけれども、たまたま施設
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に行って、介護保険が来るようになったんですよ、40 歳になったからと言ったら、うちの施設は介護

保険、対象外だから払わなくていいんですよと言われたんですよね。そこで初めて私も、えっと思って、

障がい福祉課に言ったら、障がい福祉課も把握していないわけですよ。だから５市でやっている、もく

せい園とそれから２つの施設も、市のほうで最初からもう 40 歳になって、適用外だからって書けない

ところは市川市だけですって。ほかの４市は全部介護保険、請求が来るんですって。ことがわかったん

ですね。だからそういう５市でやっているところだってそういう感じなんですよ。

そこで、介護保険払わなくていいって書類を持ってきてくださいと言われて、持って健康保険の部署

に行ったら、健康保険は、介護保険は介護保険課ですと言うわけですよ。変な話、窓口にいる人は割と

非常勤さんが多いわけですよね。正規の職員の方は後ろにいるから、はっきり介護保険と言ったらすぐ

介護保険課と言うんですけれども、65 歳からなんですね、介護保険課で扱う介護保険は。それまでの

64 歳までは健康保険の部署が把握することを、結局その窓口の人もわからないわけですよ。だから、

確かに正規の職員以外に非常勤さんが入るのはいいですけれども、やっぱりそういう人たちにも、別に

ほかのところでも全部わかって、課のことをきちっとわかるようにしてほしいんですね。結局、えっと

言って、ここに来いと言われたから来たんですよ、と言ったら、後ろのほうから正規の方が来て対応す

るという感じなんですよね。だから１回で済むように、できればしてほしいです。

きのうも、ちょっと窓口に行ったら、車椅子を借りたいという人が来ていたんですけれども、それも

結局、はっきり答えが言えていないんですよね。車椅子は、社会福祉協議会行けば貸してくれる、無料

で貸してくれるということは私たち、わかっていますけれども、一般の方はわかっていない。だからせ

めて担当窓口来たら、「障がい」とついているんですから、事業課にしても福祉課にしても、やっぱり

すぐ答えられるようにトレーニングしてほしいなと思っています。お願いします。

リーダー：事務局への要望ということですか。

浦安手をつなぐ親の会：というか、市の行政全部です。横のつながりをきちっと持ってください。

健康福祉部（次長）：健康福祉部です。貴重なご意見ありがとうございます。

確かに、今いろいろなところでワンストップサービスという形で、まあ子育てワンストップですとか、

福祉の総合窓口ですとかということがあります。市としてもその辺については、ジョブローテーション

と、ひとついうんですけれども、人事、総務部で、職員の定期的な人事異動があるんですけれども、や

はりその総合窓口を担任する職員については、福祉の総合窓口であれば、まあ介護、それから障がい、

高齢者、ある程度一通りの基礎知識等がなければならない。子育てワンストップ、最近特に子育て関係

は言われているんですけれども、そういったことを受けて、きちっと定期的にジョブローテーションし

て、そういった、いわゆるマルチな、福祉でしたら福祉のゼネラリストみたいなものを育成させていた

だこうということで取り組んでいますので、すぐに来年度できるかというと、この場でご回答はできな

いんですけれども、そういう方向感を持って取り組んでいるということで、ご理解いただけたらという

ふうに思います。

リーダー：浦安手をつなぐ親の会、よろしいですか。
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それでは浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ですけれども、今の話を、皆さんのお話をお聞きしていて、最近よく、

小学生や中学生が自殺して、その後真実を追究するということを物すごくやっているんですけれども、

ああなってしまったら、もう僕は遅いと思うんですよね。その前にやっておかなきゃいけないので。だ

から今、権利擁護センター、大変、非常に重要な仕事だと思いますので、大変だと思うけれども、全て

を受けとめていただけるように持っていっていただきたい。

それから、今の浦安手をつなぐ親の会のご質問ですけれども、私、随分乱暴なことですけれども、か

なり細かいことでも今まで課長さんなんかにお願いしてやってもらっていました。この人じゃないとで

きないという仕事はやっぱりそのポストに従ってあるわけですね、細かいように見えても。だからそれ

はまあ、全体として責任を持ってやっていただきたいと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。

またさまざまな、横のつながりも含めての連携というところもありますけれども、いろいろご意見い

ただきました。

この後、恐らく実績報告というところで、権利擁護センターの関係のお話もあろうかと思いますので、

議題１につきましてはこちらでよろしいでしょうか。

それでは、続きまして議題２、平成 28 年度実績報告ですね、こちらに権利擁護センター、障がい者

成年後見制度支援事業ということで、報告ございますので、それでは事務局のほう、よろしくお願いい

たします。

事務局：議題２資料、障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業平成 28 年度実績報告をご

らんください。障がい者権利擁護センターにいては、昨年度、昨年度以前は障がい者虐待防止センター

という名称で運用しておりましたが、昨年４月に差別解消法が施行されることに伴い、虐待防止と差別

の解消を一体的に行う相談窓口として、障がい者権利擁護センターを立ち上げたところです。

まずは虐待の報告からです。１、養護者による虐待、虐待の有無の判断についてです。平成 28 年度

については、通報・届出件数、27 件ございまして、そのうち虐待ありと判断したものが 14 件、なし、

まあ事実確認中のものも含みますが、こちらが７件。判断できずとしたものが６件ございました。認定

率については 51.9％となっております。下に、千葉県全体と全国の数字も比較として置かせてもらっ

ていますが、こちらは全国、千葉県の数字については平成 27 年度のものになりますので、１年前の数

字となります。そちらに比較しても、認定率については少し、浦安市は高めとなっている傾向がありま

す。

続きまして、虐待の種別についてです。浦安市の今年度の傾向としましては、身体的虐待が一番多く、

続いて放棄・放任、ネグレクト、続きまして心理的虐待という順番になっております。

続きまして、施設従事者による虐待です。平成 28 年度、通報が６件、届け出が１件ございました。

そのうち虐待ありと認定したものが１件ございます。残りの６件の事案につきましては、虐待とまでは

言えなかったんですが、何らか不適切な部分があった部分については指導を行いました。
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続きましてその下３、使用者による虐待です。平成 28 年度は通報が２件ございました。使用者虐待

については、市町村のほうに権限はございませんで、労働局のほうが権限を持っておりますので、入っ

てきた案件については適切に千葉県のほうに報告を行っております。

続きまして、差別の件数についてです。今年度、初めてこうした統計を、１年たちまして、とること

になりましたので、ちょっとどういった数字がもっとあるといいとかというところも、皆さんからご意

見いただければ今後参考に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。

まず、どういった方からのご相談があったかという、１相談者です。障がい者ご本人が 17 人、障が

い者のご家族が５人、障がい者の関係者が８人、また、相手方の団体または法人が 10 件、その他５件

ということで、合計45件の差別に関する相談がございました。

続きましてその下、相談分野と障がい者種別との関係です。こちら、重複障がいはそれぞれカウント

しております。まず横に見ていきまして、福祉サービス、どういった障がいの対象の、障がいの方から

のご相談が多かったかといいますと、視覚障がいの方のご相談が目立ちました。商品・サービスについ

ては、聴覚障がいの方からのご相談が目立ちました。雇用については、少なかったんですが、内部障が

い、発達障がいの方からご相談をいただいております。教育については肢体不自由、発達障がいの方か

らのご相談が目立ちました。建物・公共交通機関につきましては、視覚障がいの方からのご相談が多か

ったです。そして情報の提供等については、聴覚障がいの方からの相談が多いという傾向が、このよう

に出ております。

続いて、そういった相談を受けまして、市ではどういった動きをして、どういった判断をしたかとい

うところです。まず、差別をされた、いわゆるされた側の方からのご相談というところでは、公的機関

から差別を受けたといったような相談で、いわゆる障害者差別解消法上の差別的取扱い、または合理的

配慮の不提供と判断した事例が７件あります。いずれも主には調整活動を行いました。また、法律上の

差別とまでは言い切れないというような判断をしたものが 12 件ございます。民間企業についてのご相

談では、法律上の差別と判断したものが１件ございまして、調整活動を行いました。また、法律上の差

別とまでは言い切れないということで 14 件ございました。その下、相手方、いわゆる差別をしてしま

うほうの側からのご相談というところでは、公的機関から８件、民間企業から２件のご相談ございまし

て、いずれも情報提供や助言をさせていただいております。

次、障がい者成年後見制度支援事業の実施報告です。浦安市では、社会福祉協議会さんに法人後見の

委託をしておりまして、その実績報告となります。平成 28 年度、委託による社協さんの法人後見の受

任件数は、身体障がいはゼロ名、知的障がいは２名、精神障がいは２名、合計４名の方の受任をしてい

ただいております。

続きまして申し立て費用・成年後見人に対する報酬の助成、こういった制度もしておりまして、審判

の申し立て費用の助成につきましては、28 年度はゼロ件。報酬の助成については７件行ったところで

す。

報告については以上になります。
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リーダー：ただいま報告がございました。権利擁護センター・成年後見制度の報告でございました。

ただいまの件につきまして、ご質問やご意見ございましたらよろしくお願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：たびたび申しわけないんですが、何件あった、何件あったということも

あれなんですけれども、ちょっと何か感じがつかめないものですから、典型的なものを二、三挙げてい

ただいて、こういうことがありましたということが、お聞かせいただくともうちょっとわかりやすい。

どの程度、要するに理解が進んでいるのか進んでいないのかということを知りたいので、だからそれを

ちょっとお聞かせいただけたらと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。先ほど、昨年度初めて立ち上げたということで、数値の情報にしてもど

ういった情報があればいいかということで、まあ実際の事例のようなものがあったほうがいいんじゃな

いかということですけれども。事務局、お願いします。

事務局：今回は速報値ということで、28 年度の数字のみのご報告となっているんですが、第２回目以降で、

事例については非公開という形にはなりますが、昨年同様、虐待についても差別についても、皆さんに

ご報告はさせていただきたいと思いますので、きょうのところは数字というところでご了承ください。

リーダー：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブよろしいですか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：はい。

リーダー：そのほか、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。先ほどのどういった情報を皆さんのほうで、

１年の実績知りたいかとかという、こういった情報が欲しいとかって、今、浦安市視覚障害者の会トパ

ーズクラブからございましたけれども、そういったことでも大丈夫ですので、よろしくお願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、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：この相談分野と障がい種別の関係に注目しました。これは多

分、次の年も同じだろうなという傾向がもう見えて、視覚障がいの方は建物・交通機関だし、聴覚の方

は情報の提供だし。発達障がいの人は教育と、まあ雇用が１件入っているので雇用ですかね。だから持

っているハンディキャップと、それが困る、穴が落ちるところが、これ障がい特性と多分場が、こうい

うふうになるんじゃないかと想像するようなものになっていると思いました。

そうすると、もちろん、それぞれ視覚、聴覚の障がいの方の意見も聞いてみたいんですけれども、視

覚障がいの方は建物と交通機関に絞って何かをしてみるとか、発達障がいの人は、実は教育で結構困っ

ているから、教育の場で少しルールを整理してみるとかいうふうに細かく分けて、それでそこでみんな

で知恵を出すと、毎年順繰りでもいいんですけれども、ちょっとずつよくなるかなという、これ取っか

かりになるいい表じゃないかなと思いました。以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ただいま、この表からは傾向が見えるということで、こういったところからも少しずつ、問題解決に

つながっていくんじゃないかというようなお話でございました。

そのほか、何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

事務局、補足はございませんか。では事務局。
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事務局：先ほど、事例があれば事前に提出していただきたいというような……そうですね。事務局の資料の作

成とか、打ち合わせの関係もございますので、可能であれば１カ月前までにいただけると。お願いした

いと思います。

リーダー：浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：せっかく建物・公共交通機関で視覚障がいの人の問題が多いといって、ことしの委員

の中にベイシティさんがいなくなってしまったのは非常に残念かなと思って。去年の反省で公共機関、

できればＪＲとかそっちにも入ってほしいと言っていたのに、それもいないし、ベイシティさんも手を

引いてしまったので、非常に残念に思いました。

事務局：すみません、事務局です。委員はことし、少し入れかえさせてもらっていますが、これ自立支援協議

会の設置要綱等でも、いわゆる関係のある議題のときに、その関係の方をお呼びすることができるとい

うようなことはうたわれておりますので、本当にこの先にそういった、もう今回ここに焦点絞った議論

をしていこうとか、協議をしていこうということであれば、そういった招集ということもできなくはな

いことですので、そこら辺は皆さんと、次は呼んでみたいなとかそういったことをお聞きしながらやっ

ていきたいなと思いますので、もう二度とお話が聞けないというわけではないので。

よろしくお願いします。

リーダー：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：ですけれども、今、浦安手をつなぐ親の会さんおっしゃったとおりで、

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさんがおっしゃったとおり、交通機関とか建物とかが関

係があるとなると、前回の権利擁護部会ではＪＲさん呼ぶとか、営団を呼ぶとかいうことをやりたいの

で、それはこの１年間の計画の中に入れてください。そういうことはできますということではなくて、

入れていただきたい。要望します。

リーダー：ただいま、そういった関係の方をぜひ計画的に呼んでいただきたいというお話、ございました。

事務局、いかがでしょうか。

事務局：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、委員としてということでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：いえ、委員としてじゃなくて。

事務局：オブザーバーということでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：いやいや、参加して。

事務局：参加して。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：要するにその人たちに聞かなきゃいけないし、我々の意見も発表しな

きゃいけないから。

事務局：わかりました。

リーダー：そうしましたらいろんな各委員からも、こういった問題があるんだけれどもということを、今１カ

月というお話がありましたけれども、そういった方の調整もあるので早いうちに事例も、もしあればご

提供いただければ、恐らくそういった調整もスムーズにいくのかなとは思います。
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そういった調整も事務局でするということですので、ぜひ皆様からも。

健康福祉部（次長）：すみません、いいですか。健康福祉部です。そういたしますと、事務局のほうで、営団

ですとかベイシティさんですとか、この会でご出席いただくように通知を出すという調整はいたします

が、そこでどういうテーマで何を聞くのか。やっぱり参加する側のほうも、こちらに来て、何というん

ですかね、質問攻めということであると、なかなか来づらいという面もあるので、来ていただくのなら

来ていただくなりにきちっとその内容についてをきちっとお知らせした上ででないと、なかなかやはり、

先方もいることですから、立場もあることですから、ただ呼んでいろいろ聞きたい、いろいろ聞きたい、

その「いろいろ」の中身について、やはりここはきちっとここで精査した上で、その上で参加について

依頼をするということになろうと思うんですが、いかがでしょうか。

リーダー：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：おっしゃるとおりです。それはもう、前回も議論しましたけれども、

例えば質問したいことがあれば、それは具体的に言えば、舞浜駅というのは非常に乗降客が多いと。そ

れで特に東京方面からディズニーランド、おりる人が多いと。ところが、舞浜から新浦安に電車に乗る

場合に、電車が非常に早く発車、せき立てて発車するので非常に危険だと。これは別に呼んでお話しす

る必要はないかもしれません。こういうことを言っていただければいいので。そういうことでお願いし

たいと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。そういった事例、今、お話ございましたとおり、ぜひ皆さんも個々にご

ざいましたら、事務局にお伝えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

そのほかございませんでしょうか。それでは千葉県弁護士会京葉支部、お願いいたします。

千葉県弁護士会京葉支部：今の話題に関連してなんですけれども、１つ提案というか。例えばその公共交通機

関の方に来ていただいて、その団体だとか組織での取り組みというのを説明していただいて、その中で

利用者側として困っていることとか、こういう点にはどういう配慮をしているという、そういう質問を

するという方法もあると思いましたので、意見までです。以上です。

リーダー：まず説明していただいて、その中からこう、というような。

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：確かになぜ、健康福祉部次長がおっしゃったとおり、確かに非常に不

安になると思うんですね。具体的に今言ったようなことをぶつけておいて、それで説明していただけれ

ばいいと思いますね。だから前もって言って。

私が思っているのは、非常にＪＲ、よくやってくれているんだけれども、とにかくちょっとＪＲの舞

浜駅では応対できないような大きな問題ではないかと。事故が起きないうちに、発車ベルをとにかくせ

かして、発車します、発車しますと言っても、まだ人がおりているわけですね。そういうところについ

ては改善求めなきゃいけないということで、市役所のほうからもお伝えいただければ、それで回答いた

だければそれでいいわけなんですから、そういう内容です。以上です。

リーダー：ありがとうございます。今のような問題は、事務局でも記載していただいたと思うんですけれども。
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そのほか、よろしいでしょうか。

今のような事例、個々に持たれているものがあれば、そういったところで解決ができればと思います

ので、ぜひ事務局に事前にお伝え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。

それでは、続きまして議題３ですね。障がい者差別解消推進計画についてでございます。事務局から

説明をお願いいたします。

事務局：本日お配りした資料２部を使ってご説明をさせていただきます。

最初に、浦安市障がい者差別解消推進計画（平成 28 年度）取組状況の報告という資料をごらんくだ

さい。こちら、昨年度浦安市では、障がい者差別解消をより一層推進していこうということで、市独自

で条例を制定いたしました。資料のない方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。その条例の中で、まさ

に先ほど健康福祉部次長からもお話のありましたとおり、より行動計画ということで、実際に、ただ言

っているだけでなく、行動に移すというところで、具体的な計画をつくっていこうということがうたわ

れていまして、それがこの差別解消推進計画ということになっております。そして、この計画は、ここ

ではないんですが、高齢者・障がい者権利擁護協議会という、そちらの会議のほうで一応この内容につ

いては諮りまして、そこでご承認をいただくというプロセスを経まして、市民の皆様に公表をするとい

うことになっております。

そして今回は、１年たちましたので、その進捗状況について、取り組み状況のご報告をさせていただ

いて、こちらにつきましても、先日５月 29 日に高齢者・障がい者権利擁護協議会がございまして、そ

ちらで承認をしていただきまして、この内容が、今後市のホームページで公になるものです。

中身ですが、めくっていただきまして、１障がいのある人に対する理解を広げる取組、そして、28

年度の具体的な取り組み内容と、目標数値や目標がここに書かれているんですけれども、おおむねバリ

アフリーハンドブックの改訂についても、あと市内の小学校４年生のバリアフリーハンドブックの配布、

また、11 月に行いましたイベントと、その周知・啓発というところでの目標につきましては、おおむ

ね達成ができたところです。

続いて自立支援協議会、権利擁護部会、こちらの部会ですね、との連携を掲げていました。これにつ

いては、平成 28 年度の取り組み状況としては、実施することができませんでした。何度かこの部会で

もそこの部分はお話をさせてもらっていたんですけれども、28 年度についてはその高齢者・障がい者

権利擁護協議会とこちらの部会との連携の方法というのを模索するまでとなってしまいました。連携の

仕方、こっちでやっていることをあちらに持っていって聞いてもらって、あちらの意見をこちらに持っ

てくるとか、いろいろこう、出てきてはいたんですけれども、まず会議自体、こちらは公開の会議で、

あちらの協議会については事例等を多く扱うため、もともと非公開の会議となっておりまして、そうい

った違いもあったりですとか、というところもありまして、事務局で、こちらにつきましては平成 30

年度から、また３カ年の計画、こちら見直しますので、そこでもう一度何らか具体的な連携方法につい

ては決めさせていただければなと思うことで、思っております。

続きまして、研修・啓発の部分です。こちらは市民や事業者に対しての研修だとか、市の職員に対す
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る研修だとかということで、いろいろ目標を定めまして、これもおおむね目標を達成することができま

した。特に行政では、消防職員向け研修というのを初めて行いまして、いわゆる救急隊の皆さんですと

か、やはりすごく絵カードでの意思疎通なんていうところに興味を示されまして、実際にこの講演会の

後、すぐに、もうその絵カード取り入れたいので下さいということで、話がトントンと進みまして、非

常に熱心に聞いていただけたことが印象的でした。

続きまして、大きな柱の２つ目、相談及び紛争の防止等のための体制の整備です。こちらについては

28 年度、まず権利擁護センター事業としては、新庁舎移転にあわせて直通番号を開設し、またリーフ

レットを作成しました。そこで周知を図りました。

また、高齢者・障がい者権利擁護協議会・実務者会議。これも３回ずつ実施しております。

最後、千葉県との連携です。こちらは障がい事業課長が委員として、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参加することで、浦安市や市町村の取り組み状況の発信の機会を得ることが

できました。また、部会の委員でもいらっしゃいます、広域専門指導員との連携としましては、地域相

談員、県ではある人・ない人条例に基づき、地域相談員さんがいらっしゃいますので、そうした地域相

談員と権利擁護センターの相談員との合同の研修会というようなものも初めて試みまして、１度実施し

まして、顔の見える関係というのが構築できたところです。

こうした28年度の取り組み状況につきましては、今後市のホームページで公表をしていきます。

続きまして、２部目の資料です。浦安市障がい者差別解消推進計画、５月 29 日の改訂版です。こち

らの計画は、基本的に今年度策定の浦安市障がい者福祉計画の策定年に合わせて一緒につくっていくこ

とにしておりまして、このつくり始めが昨年度だったので、初回のものは２カ年計画になっております

が、今年度また、障がい者福祉計画、３年のものをつくり直しますので、そこにあわせて、30 年から

は 30、31、32 年の計画を策定していく予定になっております。ですので、平成 29年度につきましては、

大きな目標や取り組み内容といったところは変わらずに、平成 29 年度の取り組み内容の目標値につい

てのみ、変更をさせていただいております。

ほとんど昨年度と大きな変わりはないのですが、一部変更した点としまして５ページ目、障がい者権

利擁護センターの周知というところで、この後お話しするんですが、周知率がまだまだというところで、

障がい福祉課のほうでは新規に手帳とられた方や、更新の方、あと転入の方に対して、一通りガイドブ

ック等でご説明をしていくんですけれども、その中に権利擁護センターのリーフレットを入れていただ

いて、より一層の周知を図っていくということを入れさせていただいております。

あとについては、数値の基本的な見直しとなりますので、後ほどごらんいただければと思います。

あと、皆様にご報告としまして、参考資料として、平成 28年 10月に実施しました障がい福祉に関す

るアンケート調査の結果を添付しております。こちら、本日冊子でもお配りしておりまして、協議会委

員の方につきましては既にお配りしておりますのでちょっと省略しておりますが、この冊子の内容と同

じものになっております。ちょっと一緒に見ていきたいと思います。

まず法律や条例などの認知度ということで、障害者差別解消法について知っていますかという問いに
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ついて、内容を知っているという方が 10.8％、名前は知っているが内容は知らないという方が 26.8％

でした。やはり名前だけというところでも合計で 36.8％というところですので、法律についてまだま

だ、３分の１の方しかご存じでないという実態があります。

市のつくりました条例を知っていますかという質問です。これ、10 月の時点なので、条例をつくっ

てから半年たったところですが、内容を知っているという方が 7.9％。名前を知っているが、内容は知

らないという方が 17％で、名前だけというところでも約 25％、４分の１ということですので、こうい

ったところでやっぱりもっと、周知していかなきゃいけないと考えています。

続きまして権利擁護センター、知っていますかという質問です。こちらは、知っているが、利用した

ことがないという方が 14.4％。利用したことがあるという方が 0.7％で、知っているというのが

15.1％ということになっております。そこで先ほどの、新規や転入の、新規で手帳をとる方や、転入の

方へもしっかりリーフレットを渡して周知をしていこうという目標につながりました。

続きまして、あなたは障がいがあるがために差別を受けたり、いやな思いをしたことがありますか、

という質問です。こちらは３年前の 25 年度のアンケートでも同様の質問をしているため、数字の比較

もしてあります。今回、差別を受けたり嫌な思いをしたこと、よくある、時々あると答えた方が 21％。

３年前は 18％でした。３％増えている意味はというところですが、恐らく少し法律や制度ができたこ

とで、意識が高まったのではないかなというところか、まあ３％なので誤差の範囲かというところです

けれども、こういったところ、分析はしていきたいと思います。

続きまして、ではその嫌な思いした方、よくある、時々あると回答した方の障がい種別ごとの割合で

見ますと、精神障がいの方、知的障がいの方が多くなっております。これは３年前の調査とも同じ結果

となっております。

では、皆さんに聞きました。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

か。一番多かった答えが、学校での福祉人権教育を充実する、です。続いて障がいのある人が積極的に

社会に進出する、３番目に、企業が積極的に福祉活動に携わる、こういったところが多い選択となって

おりました。

最後に、自由意見の一部抜粋です。「内部障がいの場合、外観では障がいがわからないので、電車、

車でも特別な扱いがないのでつらい時が多い」といった身体障がいの方からのご意見。「障がい者の差

別に関する条例についての言葉が難しすぎて理解が出来ない」といった知的障がいの方からのご意見。

「私からコミュニケーションをとる（積極的に人と話す）のは難しいと感じているので、困ったことを

時々聞きに来てもらえるとありがたい」といった精神障がいの方からの意見。「見た目が普通に近い為、

理解を得られることがなく、福祉的就労の場がたくさんあれば働きたい」といった難病の方からのご意

見。これ、あくまでも一部抜粋ですが、こうしたお声がありました。「条例についての言葉が難しすぎ

て理解ができない」、これなんかはもう、すぐに応えたいなという思いがありまして、今年度できたら

わかりやすい版を、皆さんのお知恵をいただきながら進めていきたいなと思っておりますので、第２回

以降の部会では、少しその下案を持ってきたいと思いますので、ぜひわかりやすい版へご協力いただけ



23

ればなと思います。

こうしたアンケート結果も福祉計画策定の、毎年前年にとっておりますので、結果見ながら、どうや

ったら障がいへの理解が深まるか、皆さんに知っていただけるか、具体的な行動に結びつけられるよう

に、事務局としてもやっていきたいと思いますし、委員の皆様からも、こういうのがいいんじゃないか

というのを、こうしたところからご意見いただけるとありがたいなと思います。報告は以上です。

リーダー：ありがとうございました。ただいま取り組み状況等、あとアンケート結果について、まだまだ知ら

れていないなという状況が、このアンケートからは読み取れるなというところ、思います。

こちらにつきまして、何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。

社会福祉法人敬心福祉会：今のアンケート結果のところで、平成 25 年度アンケートじゃなくて、10 ページ目

の、差別やいやな思いをした経験で、あなたは障がいがあるために差別を受けたり、いやな思いをした

ことがありますかのところで、平成 25 年度アンケートでも同一の質問で調査をされているということ

でしたけれども、これはこの１年間の中でという限定つきなんでしょうか。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：すみません。もうこの問１にあるとおりにお聞きしているので、生涯にわたってと捉える方もいるで

しょうし、この３年前から、この３年間であったこととして考えた方もいるでしょうし、そこは限定に

はしていません。

社会福祉法人敬心福祉会：ありがとうございます。そうすると、よくある、時々あるというのが少しふえたと

いうことは、もしかしたら３年前の間とか、その期間がどのぐらいの期間の中であったのかとか、そう

いうのがちょっとわからないのかなというふうに思いました。以上です。

リーダー：ありがとうございました。そのほかに皆様ご意見、ご質問ございませんでしょうか。

それでは、続きまして議題４になります。障がい者福祉計画の策定についてでございます。事務局か

ら説明をお願いいたします。

事務局：議題４資料（１）計画の概要と計画策定スケジュールについてをごらんください。こちらも複数の部

会に参加されていらっしゃる方は重複するものですが、初めての方もいらっしゃいますので、はしょっ

てご説明します。

先ほどご説明したとおり、市の基本構想等を定めた浦安市総合計画の部門計画ということで、浦安市

障がい者福祉計画を策定しております。

浦安市障がい者福祉計画の構成としては、障害者基本法に基づく障がい者計画と、障害者総合支援法

に基づく障がい福祉計画を一体的につくったものになっております。計画期間につきましては、平成

27 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの６カ年の計画になっておりまして、今年度策定をするの

は６カ年計画の後期の部分の見直し計画ということになります。

先日、計画策定委員ということで、策定委員会ということで、委員の皆様には委嘱させていただいて、

第１回目は行われたところですが、その構成メンバーとしては、自立支援協議会の委員の皆様 20 名と、

所属する部会の委員の方が４名、障がい福祉サービス事業所の代表の方が１名、関係機関に所属する部
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会の委員の方が１名、計26名の方にご参加いただいています。

今年度、計画を策定していくわけなんですが、そのスケジュールについては３ページ目になります。

今現在、これから準備を進めているのが、市役所庁舎内で各課の進捗状況の調査を今、行っているとこ

ろです。今後取りまとめ等を行いまして、計画の素案については大体ことしの 12 月ごろで素案ができ

た段階で、市民の皆様からも幅広くご意見をいただくということで、パブリックコメント等を実施しま

して計画をつくっていくという流れになります。策定委員会の回数については年６回を予定しています。

あと、あわせて障がい者の当事者の団体様からもご意見を聞いていくということもございますので、

４ページ目にこちら、浦安市で活動されている団体様の一覧あるんですけれども、複数の団体の方から

のご意見をお伺いしていくということを予定しております。

次、議題４資料（２）。障害者基本計画及び第５期障害福祉計画に係る基本方針についてです。日本

では平成 26年１月 20日に、障害者権利条約を批准しまして、これから国も第４次の障害者基本計画、

策定していくわけなんですけれども、この条約の批准後の初めての基本計画ということで、条約との今

後整合性の確保に重点が置かれていくのではないかと思われます。

障害者基本法を見ますと、第 11 条に、国は障害者基本計画で、都道府県、市町村につきましては、

障害者計画を策定することが規定されて、義務づけられているということです。それとあわせて、障害

者総合支援法の第 88 条には、障害福祉計画の策定も義務づけられている、市町村については、という

こともございますので、こちらも先ほども申し上げたとおり、障がい者計画と障がい福祉計画をあわせ

て今年度策定していくということです。

あと、ことしの２月に国の指針の中で障害児福祉計画も各市町村に策定の義務が出てくるわけなんで

すが、まあ、浦安市の場合はもともと浦安市障がい者福祉計画の中に、障がい児の計画についても盛り

込んだ形になっているということもございますので、今後、ことし、今年度策定に当たっても、現在の

障がい者福祉計画の中に、障がい児の福祉計画を盛り込んだもので作成していくことを考えております。

あと、国の基本指針の主な内容ですが、こちらの資料にありますところが権利擁護部会に関係のある

項目のみ、抜粋しました。例えば「障害者虐待の防止、養護者に対する支援」であったりとか、「差別

解消の推進」であったりとか、「意思決定支援、成年後見制度の利用促進」、より一層促進していくよ

うにというような国の基本指針が出ております。あとそれ以外に、余談にはなるんですけれども、地域

生活支援拠点の部分については、前回だと平成 29 年度末ということでございましたけれども、平成 32

年度まで延長されたとか、そのようなものも国の指針に盛り込まれています。

あと、最後に議題４資料（３）、すみません、計算式が間違えていまして、本日お配りした資料をご

らんください。市の現状について、浦安市の障害者手帳所持者の推移ということで、これ、浦安市の現

状になります。平成 29 年度については、身体障害者手帳をお持ちの方が 3,038 名、療育手帳をお持ち

の方が 733 名、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が 850 名ということで、計 4,621 名の方が何らか

の手帳をお持ちだということで、人口割合にしますと2.76％になります。

あと、国との比較をしてみますと、障害者白書では身体障害者手帳をお持ちの方が 393万人、知的障
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がい、療育手帳をお持ちの方が 74 万人、精神障がい者の保健福祉手帳をお持ちの方が 392 万人で、合

計 859万人の方が何らかの障がいをお持ちの方ということになります。人口に割りかえをしますと、大

体国民の６人に１人が何らかの障がいがある方ということになります。浦安市の場合、かなり国に比べ

ると障がい者の方の率は低いんですが、今後やはり高齢化が進むに伴いまして、手帳お持ちの方が増え

ていくのではないかということで想定しております。

年齢別障がい者の状況ですが、こちらも一目瞭然ですが、身体障害者手帳をお持ちの方が多いのが

65歳以上の高齢者の方。療育手帳については、10歳から大体 30歳ぐらいまでの方。精神障がいの方は、

30歳から60歳ぐらいまでの成人期に当たる方が一番多くなっております。

最後、平成 25 年から難病の方につきましても、障がい福祉サービスの対象ということになってきま

して、平成 25年４月の段階だと、国のほうでは 130疾病の方が対象になってきたんですが、平成 29年

４月からは 358 疾病に拡大になったということがございます。こちらは平成 29 年３月末の浦安市の状

況になります。浦安市の難病疾患者見舞金、難病のお見舞金を市で独自で支給しているんですが、実際

登録していらっしゃる方については、988 名ということで、何らかのこちらの病気に該当になる方とい

うことになっております。以上です。

リーダー：ありがとうございました。障がい者福祉計画の策定、今年度見直しをするということで、私も含め、

ここの権利擁護部会の委員の方も策定にはかかわっているところでございます。随時こういった報告で

あったりご意見をいただくという場面を皆さんからいただくということになります。

ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：議題４資料（１）、「その他」のところに「会議は傍聴可。委員名を記載した議事録

をホームページで公開する」ということですけれども、これは団体名ということに決まったと思うんで

すね。ですから訂正をお願いします。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：すみません、こちら前回の会議の中でそのようなに決定しておりますので、今浦安手をつなぐ親の会

がおっしゃったとおり、訂正させてください。申しわけございません。

リーダー：ただいま、計画の概要と計画策定スケジュールについてということで、その２ページ目の一番下、

「その他」のところですね。「委員名を記載した議事録をホームページで公開する」、こちら、団体名

ということになります。委員名は載せないということで、前回の自立支援の協議会の中でこちら決まり

ましたので、訂正をお願いいたします。

そのほか、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。

それでは、続きまして議題５です。その他ということでございます。ちょっと皆様に今後の会議の進

め方につきまして、ご意見を伺いたいと思っております。先ほど事例の検証ということでご意見はいた

だいたところでございます。具体的な事例を皆様がお持ちであれば、皆様からそちらを事務局のほうに

あらかじめご提出いただきまして、そういったところを例えば関係のある鉄道とかありましたけれども、

担当者の方を実際お呼びするのかどうかというところも含めて調整をして、この部会にご出席いただく
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場合もあるということでございます。

そのほか、こういった今、私も１年しかこの会議は出ていないんですけれども、こういった全体での

話し合いを私も昨年４回やらせていただいたんですけれども、さまざまな意見をこう、ざっくばらんに

出していただくという場面が今後必要なのかなと。皆様本日はお一人お一人言っていただいたので、大

分意見が、そのときもいただきましたので出たかなと思うんですが、進め方、こういった全体会議で進

めたほうがいいのか、そのほかにこういった方法があるんじゃないかというようなご意見があれば、こ

れまで経験された方のほうが意見出しやすいのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。部会の

形式でも何でも、こういったふうに進めたらいいんじゃないかというのがあったらいただきたいんです

けれども。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：個人的には、もう少し小さくて、１回で結論がある程度出る

ような、もしくはみんなの意見が全部出尽くすような小さなテーマでどうだろう。３回ぐらい違うテー

マでやると、それが間違っているかどうかわからないんですけれども、大きなテーマで、問題がないよ

うな、みんなが不賛成じゃないようなことをお互いに言い合っても深まらないので、意見が対立するか

もしれないけれども、小さい具体的な話にしてしまって、小さいテーマをやっているのねと言われても

いいから、結論がある程度出るとか、みんなで、こういう意見もあったし、こういう意見もあって、と

いうのが整理できるような具体的で小さい話がしたいなと思います。

どうしてかというと、大きいテーマだと、私これ、４年目だと思うんですけれども、なかなか深まら

ない。深まったように見えて、また人がかわっちゃうからわからなくなっちゃうということがあって。

例えば交通なら交通で、実は視覚障がいではない方でも、交通で何かお困りのことがあるかもしれない

し、例えば私たちが一番困っている教育の分野、義務教育の分野で、実は耳が聞こえない方、精神障が

いの方でも、実は学齢期にこんなことがあったということがあるかもしれないし、そこで共通するもの

が見出せるかもしれず、それからそうじゃない、障がい別の課題なんだということがはっきりするかも

しれず。何か、みんなでわかったということができるような場が、すごく参加していてわくわくするん

じゃないかなと思います。もしくは公開したときに、市民の方のためになるんじゃないかなと思います。

リーダー：具体的な話をもう少ししたいというようなお話でしょうかね。そうですね、確かに大きなテーマが

これまでも多かったような気がするんですけれども。じゃ、そういう今のようなお話ございました。

浦安手をつなぐ親の会：権利擁護ってものすごい広いんですよね。毎年この２回から４回、これだけこう列記

されて、毎年列記されているんですけれども、この中の一つをとっても物すごい広がりが、例えばある

と思うんですね。権利擁護だけ、それから成年後見だけとっても、すごく幅が広い。

それと今、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさんなんかは学齢期だから、成年後見とい

って、空のかなたかもしれないし。だからテーマは難しいと思うんですけれども、去年、おととし、議

長の前のリーダーしているときに、こういう形の並びだと、意見を言える人がなかなかいないから、グ

ループでの話し合いをしませんかと言って、１時間なら１時間話し合って、だけれども、傍聴人の方も

入るから非常に難しいということで、なかなか実現しなかったんですけれども。１回そういう形をとっ
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てみても、例えばテーマ決まったら、交通なら交通でとか、教育なら教育問題でもいいから、たくさん

じゃなく、小さい島を３つか４つつくって、そこで例えば 30分なら 30分話してもらって、それを出す

という形を、ことしはぜひ実現してほしいなと思って。おととしそれが出たんですけれども、去年１年

間は事務局に「ちょっと無理です」とずっと言われっぱなしだったんですけれども、ことしはできれば

実現してみたいなと思います。まあ傍聴人の方とか、いろいろ問題はあるとは思うんですけれども、そ

のほうが皆さんが意見を出しやすいんではないかなとは思います。

リーダー：ありがとうございました。今、テーマの話もございましたけれども、もう少し小さい単位で皆さん

の意見を出し合えて、それでまたそれを皆さんで共有したり、意見を伺ったりという、そういうグルー

プワーク的な形ではいかがでしょうかというお話もございました。

じゃ、皆さんからちょっと意見を、まず伺っていこうかなと思うんですけれども、いかがですか。そ

のほか、こんなふうに。これまでいろんな研修とか、会議とか、皆さんも経験されていると思うんです

けれども、こんな形式よかったよみたいなことでもいいんですが、いかがでしょうか。

それでは、今、ただいまご意見いただいたところを、今後やり方として行っていくということで。じ

ゃ、事務局のほうは、こちら、よろしいですか。こういった形でご意見いただいたということで。

サブリーダー：今の話からするとなんですけれども、今後グループワークみたいなことを検討していくという

ということでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：ぜひしてほしいです。あと事務局とかいうことがあるのがあれですけれども。

サブリーダー：ですよね。で、それを考えていくということを、今ので皆さんよろしいでしょうかということ

でいいんですよね。

浦安手をつなぐ親の会：実現してほしいなという。

サブリーダー：そうですよね。で、考えていただけるかなというところでよろしいですよね。

浦安手をつなぐ親の会：はい。

リーダー：そうですね、引き継いでそういう話も多少あったんですけれども、そういうことが実現、昨年はで

きず、進めてしまったんですけれどもただいまご意見ございましたので、そういったところも含めてと

いうことで、皆さんが、今のグループワークとかテーマを少し絞ってというようなお話ございましたけ

れども、そういったところを進めていくということで。まあ、まずはやってみるということでいかがで

しょうか。それでまた、ちょっと違ったら方法変えるということで大丈夫ですね。こういった部会とい

うものはまた、本当に皆様のざっくばらんな意見がないと、話、進みませんので。

それでは今のような形で次回以降、事務局のほうとも検討して、形つくっていきたいというふうに思

います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、さまざまご意見いただきまして、ありがとうございました。時間のほうもちょうど２時間

ということでございます。

それでは、議題のほうは終了いたしましたが、皆様からそのほか何か、これはちょっと言い忘れたと

か、つけ加えたいというご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
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それでは、事務局から何かご連絡事項がございますか。

事務局：そうしたら、次回の会議についてのご案内です。次回は７月 24 日の月曜日を予定しております。場

所につきましては１時半から３時半までで、今度は本庁舎の４階の会議室、Ｓ２・Ｓ３会議室になりま

すので、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した。こちらは予定表にあるとおりでよろしいんですよね。それでは次、７月

24 日、時間は同じですね、１時半から３時半。場所は本庁舎の４階になりますので、皆様お間違いの

ないようにお願いいたします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：すみません、最後に。遅れて申しわけありません。ＮＰＯ法人発達わんぱく会と

いいます。うちの法人はことしはこども部会と相談部会と、あと今年度から初めて権利擁護部会に参加

させてもらいます。

やっていることは、発達障がいの幼児、小学校入学前までのお子さんと、その家族に対する支援をし

ておりまして、ぜひ幼児の家庭の声を権利擁護という形で代弁できたらいいなと思って参加させてもら

います。どうぞよろしくお願いします。

リーダー：どうもありがとうございました。

それでは、これをもちまして会議のほう、終了させていただきます。ありがとうございました。



平成 29 年６月１日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

健康センター１階 第１会議室

浦安市自立支援協議会権利擁護部会（平成 29 年度第１回）次第

１．開会

２．議題

（１）平成 29 年度・30 年度権利擁護部会の運営と議題

（２）平成 28 年度実績報告

・障がい者権利擁護センター

・障がい者成年後見制度支援事業

（３）障がい者差別解消推進計画について

・平成 28 年度取組状況の報告

・平成 29 年度計画について

（４）障がい者福祉計画の策定について

（５）その他

３．閉会



1

議題 1 資料（１） 平成 29 年度・30 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

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、障がいを持つ当事者からの意見

を聴取するため、５つの部会を置く。

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

る。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共

に暮らしやすいまちづくりに

関し、関係機関による定期的

な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての検証

及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するた

めのネットワーク作りと啓

発・広報活動を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関する

事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

障がいを理由とする差別の解消に関する事項

こども部会

生まれてから18歳になるまで

のこどもへの支援を協議し、

ライフステージに合わせた必

要な支援と関係機関のスムー

ズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決

について協議し、相談支援事

業の充実と相談支援事業所の

連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関する事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部会

障がい者の就労・住居等地域

生活全般に係る諸問題の解決

に向けて協議を行うとともに

障がい福祉サービス事業の充

実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、

相互理解を図るとともに、地

域課題を提案する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２ 合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３ 開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度（本人部会 年３回）

合同部会 年２回

４ 報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、市内に本拠を置く社会福祉法人に所属する委員

・合同部会

・介助者及び意見聴取のために参加する方

５ 委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者
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（２）部会

任期：平成 29 年５月１日～平成 31 年３月 31 日（２年間）

選考方法

【権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援】

①当事者団体、福祉サービス事業所にアンケートを実施、参加希望の有無と希望する

部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表、事務局で決定した関係機関代表に委員の推薦書の

作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、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。

【本人部会】

①広報うらやす４月１日号及びホームページにおいて、障がいのある方（当事者団体

に加入していない方※）を公募

※本人以外の家族が団体に所属している方の応募は可

②書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

６ 代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

各部会は、公募委員を除き、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等

の会員又は職員が代理人として出席することができる。

７ 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」のみ表記する。

８ 事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課
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議題 1 資料（２） 自立支援協議会の議題について

１ 会議の進行

（１）協議会と各部会の連携体制

①協議会は、会議毎に「部会等に意見収集すべき事項」と「次回の議題」を確認し、各部

会等へ協議の依頼等を行う。

②各部会は、会議毎に「他部会に意見収集すべき事項」と「協議会へ提案・報告すべき事

項」を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

（２）障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では障がい者計画で示した重点的な取り組みを推進するための意見を伺う。

また、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証をおこなう。

浦安市社会福祉協議会 うらやす地域福祉活動計画

浦
安
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
総
合
計
画

浦
安
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

浦
安
市
介
護
保
険
事
業
計
画

浦
安
市
障
が
い
者
福
祉
計
画

健
康
う
ら
や
す
２
１

「障害者基本計画」をは

じめとする国の障がい

者関連計画及び法制度

千葉県障害者計画など

県の関連計画

浦安市地域福祉計画

そ
の
他
関
連
分
野
の
計
画

浦安市総合計画
基本構想

基本計画

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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２ 平成 29 年度自立支援協議会の議題について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成２９年度の議題案

回 議題案

第１回

５月２２日

・平成 29 年・30 年度浦安市自立支援協議会について

・基幹相談支援センター平成 29 年度事業計画について

第 2 回～第６回

・部会活動報告

・平成 29 年度基幹相談支援センター実績報告及び評価について

・合同部会について

・平成 30 年度自立支援協議会について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 2９年度の議題案

回 議題案

第 1 回

６月１日

・平成 2９年度権利擁護部会について

・平成 2８年度権利擁護センター実績報告

・平成 2８年度成年後見制度実績報告

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・権利擁護に係る啓発・広報活動について

・成年後見制度について

・虐待、差別相談事例検討（非公開）

・平成 30 年度権利擁護部会について

・障がい者福祉計画の策定について
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（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 29 年度の議題案

回 議題案

第 1 回

５月 26 日

・平成 29 年度こども部会について

・まなびサポートの事業について

・平成２9 年度の講演会等について

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・サポートファイルの活用について

・青少年サポート事業について

・こども発達センターの事業について

・事例検討（非公開）

・平成 30 年度こども部会について

・障がい者福祉計画の策定について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成２９年度の議題案

回 議題

第 1 回

５月３０日

・平成 2９年度相談支援部会について

・基幹相談支援センター平成 29 年度事業計画について

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・サービス等利用計画の評価について

・サポートファイルの活用について

・基幹相談支援センターの計画相談移行と後方支援について

・基幹相談支援センター事業報告（実務者会議、グループスーパー

ビジョン、ピアスーパービジョン等）（内容により非公開）

・平成 30 年度相談支援部会について

・障がい者福祉計画の策定について
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（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 29 年度の議題案

回 議題案

第 1 回

６月８日

・平成 29 年度地域生活支援部会について

・平成 28 年度就労支援センター実績報告

・福祉事業体の活動報告

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・地域包括ケアシステムの構築について

・障がい者就労施設等からの物品等調達実績の報告

・平成 30 年度地域生活支援部会について

・障がい者福祉計画の策定について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 29 年度の議題案

・障がい者福祉計画の策定について

※本人部会は、協議会の方針を決めて、議題提供する。

（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



議題１資料（3）

平成29年度自立支援協議会スケジュール 平成29年５月22日現在

名称 回 日程 曜日 会議時間 会場（予定）

自立支援協議会・計画策定委員会 第1回 5月22日 月 午後１時30分～４時30分 文化会館大会議室

こども部会 第1回 5月26日 金 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

相談支援部会 第1回 5月30日 火 午後１時30分～３時30分 災害対策本部室

権利擁護部会 第1回 6月1日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

地域生活支援部会 第1回 6月8日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

本人部会 第1回 7月6日 木 午後２時～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

こども部会 第2回 7月10日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第2回 7月13日 木 午後１時30分～４時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第2回 7月24日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

地域生活支援部会 第2回 8月17日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

相談支援部会 第2回 8月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

合同部会 第1回 9月28日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

自立支援協議会・計画策定委員会 第3回 10月12日 木 午後１時30分～４時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

権利擁護部会 第3回 10月16日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

地域生活支援部会 第3回 10月26日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

本人部会 第2回 10月31日 火 午後２時～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

こども部会 第3回 11月6日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第4回 11月16日 木 午後１時30分～４時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

相談支援部会 第3回 11月21日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第5回 1月11日 木 午後１時30分～４時30分 健康センター第1会議室

本人部会 第3回 1月15日 月 午後２時～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

こども部会 第4回 1月24日 水 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

相談支援部会 第4回 1月29日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

合同部会 第2回 2月8日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

地域生活支援部会 第4回 2月15日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第4回 2月19日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第6回 2月22日 木 午後１時30分～４時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

※ 日時及び会場については、変更になる場合がありますので、ご了承ください。



1

議題２資料

障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業

平成２８年度実績報告

１．障がい者権利擁護センター

（１）養護者による虐待

①虐待の有無の判断（事実確認調査を行った事例に対する）

通報・届

出件数

虐待の有無の判断

認定率

有
無（事実確認

中等含む）
判断できず

平成 24 年度 5 2 2 1 40%

平成 25 年度 15 6 9 0 40%

平成 26 年度 8 7 1 0 87.5%

平成 27 年度 16 10 3 3 62.5%

平成 28 年度 27 14 7 6 51.9%

千葉県全体 173 84 89 48.6%

全国 3,843 1,593 1,421 829 41.5%

（注）千葉県の構成割合は、相談・通報件 197 件のうち、事実確認調査を行った事例（前年度以前から

の繰り越し分含む）173 件に対するもの

（注）全国の構成割合は、相談・通報件数 4,583 件（前年度以前からの繰り越し分含む）のうち、事実確

認調査を行った事例 3,843 件に対するもの

③虐待の種別（重複あり）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放置 経済的虐待 合計

浦安市 7 0 5 6 0 18

千葉県全体 50 4 29 17 19 119

全国 993 65 505 256 409 2,228

（注）全国の構成割合は虐待判断事例 1,593 件に対するもの
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（２）施設従事者による虐待

通報届出件数
認定件数 認定率

通報 届出

平成 24 年度 0 0 0 -

平成 25 年度 0 0 0 -

平成 26 年度 1 0 1 100%

平成 27 年度 3 1 0 0%

平成 28 年度 6 1 1 14%

（３）使用者による虐待

通報届出件数

通報 届出

平成 24 年度 0 0

平成 25 年度 0 0

平成 26 年度 0 0

平成 27 年度 1
0

平成 28 年度 2 0

１件については県に報告し、労働

局の事実確認調査に同行。

不適切な支援があった部分につ

いては、事業者に指導を行った。
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（４）障がいを理由とする差別

①相談者

障がい者本

人

障がい者

の家族

障がい者

の関係者

相手方（個

人）

相手方（法

人・団体）
その他 合計

17 5 8 0 10 5 45

②相談分野と障がい種別との関係（重複障がいはそれぞれカウント）

視

覚

聴

覚

言

語

等

肢

体

不

自

由

内

部

障

が

い

知

的

障

が

い

精

神

障

が

い

発

達

障

が

い

高

次

脳

そ
の
他
（
難
病

等
）

不

明

合計

福祉サービス 5 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 11

医療 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

商品・サービス 2 7 0 1 0 2 0 0 0 0 1 13

雇用 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3

教育 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 8

建物・公共交通機関 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7

不動産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

情報の提供等 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

その他 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4

合計 12 12 0 7 1 5 4 4 0 0 7 52
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③差別をされた側・その他からの相談への対応状況

相談主

体

機関

種別

法律上の差

別か否か

相談

件数

対応

中

終結

調整活

動

状況聴

取のみ

情報提

供・助

言

関係機

関への

引き継

ぎ

その他

差別を

された

側・そ

の他

公的

機関

法律上の差

別
7 1 5 0 0 1 0

法律上の差

別ではない
12 0 2 1 4 5 0

民間

企業

等

法律上の差

別
1 0 1 0 0 0 0

法律上の差

別ではない
14 0 6 2 4 2 0

その他 1 0 0 1 0 0 0

計 35 1 14 4 8 8 0

④相手方からの相談への対応状況

相談主体 機関種別 相談件数

対応方法

状況聴取の

み

情報提供・

助言

関係機関へ

の引き継ぎ
その他

相手方

公的機関 8 0 8 0 0

民間企業等 2 0 2 0 0

計 10 0 10 0 0
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３．障がい者成年後見制度支援事業

（１）委託による法人後見受任件数（実件数） 委託先：浦安市社会福祉協議会

障がい種別

年度
身体障がい 知的障がい 精神障がい 合計

平成 24 年度 0 0 0 0

平成 25 年度 0 0 2 2

平成 26 年度 0 1 2 ３

平成 27 年度 0 2 3 5

平成 28 年度 ０ ２ ２ ４

（２）申し立て費用・成年後見人に対する報酬の助成

内容

年度
審判申し立て費用の助成

成年後見人に対する

報酬の助成

平成 24 年度 0 １

平成 25 年度 0 １

平成 26 年度 0 1

平成 27 年度 2 2

平成 28 年度 ０ ７
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議題３資料（１）

浦安市障がい者差別解消推進計画（平成28 年度）

取組状況の報告

平成29年５月29日

健康福祉部 障がい事業課

はじめに

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

定する計画であり、平成28年6月1日に策定しました。

このたび、条例第９条に基づき、平成28年度の障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた取

り組み状況について報告します。

【参考】取組状況の報告

第９条 市長は、毎年度、障がい者差別解消推進計画に基づく取組の状況を公表しなければならない。
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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。
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＜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。

取組内容詳細
目標

（平成28年度）

平成28年度

取組状況
成果・課題等

「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

平成28年10月改

定

3,000部発行

バリアフリーハンドブッ

ク１冊で障がいのある人

の権利を守る法律等につ

いても網羅できるように

なった。

より一層の活用を進めて

いく。

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

17校

1,893部配布

市内の全小学校に配布を

することができた。

引き続き、市内全小学校へ

の配布を継続し周知啓発

に努める。

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

11月5日（土）に

新浦安駅前広場でイ

ベントを実施

参加者

・ステージ 12団体

・出店 17団体

・クイズラリー

364名参加

・条例周知チラシ

6,600部配布

障がいのある人もない人

もともに参加できるイベ

ントで交流が深まった。ま

た、チラシやクイズラリー

をとおして条例の周知を

図れた。

引き続き、内容に工夫を凝

らし、周知啓発活動をおこ

なっていく。
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■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。

取組内容詳細
目標

（平成28年度）

平成28年度

取組状況
成果・課題等

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

実施せず 平成28年度は、連携の

方向性を模索するまでと

なった。

連携の仕方には様々な課

題があることから、連携

の方法については平成

30年度からの３か年計

画内で具体的に示す方向

性とする。

■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。

取組内容詳細
目標

（平成28年度）

平成28年度

取組状況
成果・課題等

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

４回

275名参加

福祉施策から具体的な支

援の方法まで幅広いテー

マで講演会を実施するこ

とができた。

引き続き、市民や事業者

に対して、障がいのある

人に対する理解を深めら

れるような企画を実施し

ていく。

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回（スキルアップ研

修は座学５回＋演習で

１回とする）

199名参加

自閉症支援者スキルアッ

プ講座を中心に、事業者

職員のスキルアップを目

指して研修会を行った。

引き続き、事業者職員の
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スキルアップや資質向上

を目指した研修会を実施

していく。

市職員（市長部局等・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

６回

354名参加

※警察職員研修を含む

障がい者差別の禁止が義

務となる行政職員を中心

に、障がいのある人への

理解と、正しい障害者差

別解消法の理解を広げる

ために研修会を実施し

た。

特に消防職員研修は初め

ての試みであった。
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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。

取組内容詳細
目標

（平成28年度）

平成28年度

取組状況
成果・課題等

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

・新庁舎移転に合わせ

センター直通番号を開

通

・障害者虐待防止法、

障害者差別解消法、条

例、権利擁護センター

について記載したリー

フレットを3,000部

作成

・概要版 950部配布

各種イベントや研修会等

でリーフレット及び概要

版のチラシを配布し、セ

ンターの周知を図った。

今後の配布物はリーフレ

ットに１本化して、より

一層の周知を図ってい

く。
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・リーフレット

1,560部配布

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 40事業者訪問 センター相談員が直に事

業所を訪問することで、

センター及び条例の周知

啓発を図るとともに、相

談員の顔と名前を覚えて

いただく機会をつくるこ

とができた。

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の解消について協議し、関係機

関による支援体制の強化と情報共有等を行う。

取組内容詳細
目標

（平成28年度）

平成28年度

取組状況
成果・課題等

協議会、実務者会議を開催す

る。

各３回実施 協議会 ３回実施

実務者会議 ３回実施

（うち１回は虐待防止

研修会を実施）

３回の協議会をとおし

て、高齢者・障がい者に

対する虐待防止、障がい

者差別の解消について、

関係機関で情報共有を

図り、実務に還元するこ

とができた。

実務者会議では実務レ

ベルの連携を図るべく、

テーマに工夫を凝らし

ながら、具体的な支援手

法等について協議を行

うことができた。
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■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。

取組内容詳細
目標

（平成28年度）

平成28年度

取組状況
成果・課題等

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 障がい事業課長が委員

として３回参加

県地域協議会へ委員と

して参加することで、千

葉県の取り組み状況を

把握するとともに、浦安

市の取り組み状況等の

発信の機会を得ること

ができ、連携を図ること

ができた。

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

相談員は必要に応じて協議

会に参加する。

合同研修会

１回実施

合同研修会

７月６日（水）実施

広域専門指導員 協議

会２回参加

広域専門指導員、センタ

ー相談員、地域相談員と

の顔の見える関係性を

構築することができた。

引き続き、より充実した

内容で研修を実施して

いく。

さらに、広域専門指導員

とは、協議会への参加を

とおして情報共有が丁

寧にできたことで、支援

体制の強化につながっ

た。
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議題３資料（２）

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

改定 平成29年5月29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
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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29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等を実施し、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。

★１ 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。

17校 2,000部配布
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★２ 障がいと障がいのある人への理解を深めるために、11月11日（土）に駅前会場でイ

ベント「第３回 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、出店20団体

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

■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 320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 200名参加

★3 市職員（市長部局等・消防・教育委員会）やその他の行政職員に対して、法律や職員対

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29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。

★１ 条例及びセンターを周知するためのリーフレットを設置及び配布する。

1,000部配布

★２ 新規手帳所持者（転入者を含む）へリーフレットを配布する。

200部
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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28年10月実施「障がい福祉に関するアンケート調査」結果より

（5,163人配布 2,459人回答 回答率47.6％）

Ⅰ 法律及び条令などの認知度

問１ あなたは、障害者差別解消法について知っていますか。（１つに○）

【区分別】

％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら
ない

まったく知らない

無回答

N = 2,458

全体

10.8％

（266人）

26.8％

（659人）

50.6％

（1,243人）

11.8％

（290人）

0 20 40 60

％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

難病 その他福祉サービス受給者

N = 309 N = 79

7.4％

（23人）

21.4％

（66人）

55.3％

（171人）

15.9％

（49人）

0 20 40 60 80

7.6％

（6人）

34.2％

（27人）

51.9％

（41人）

6.3％

（5人）

0 20 40 60 80

％ ％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

11.1％

（163人）

26.1％

（382人）

50.3％

（736人）

12.5％

（183人）

0 20 40 60 80

16.4％

（49人）

33.8％

（101人）

40.5％

（121人）

9.4％

（28人）

0 20 40 60 80

8.1％

（25人）

27.0％

（83人）

56.7％

（174人）

8.1％

（25人）

0 20 40 60 80
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問２ 浦安市では、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やさしい社会の実現に向け、「障がいを理由と

する差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。

あなたは、この条例について知っていますか。（１つに○）

【区分別】

％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら
ない

まったく知らない

無回答

N = 2,458

全体

7.9％

（193人）

17.0％

（418人）

63.6％

（1,564人）

11.5％

（283人）

0 20 40 60 80

％ ％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

8.5％

（125人）

17.3％

（253人）

62.2％

（911人）

12.0％

（175人）

0 20 40 60 80 100

11.7％

（35人）

24.1％

（72人）

54.8％

（164人）

9.4％

（28人）

0 20 40 60 80 100

3.9％

（12人）

10.1％

（31人）

77.5％

（238人）

8.5％

（26人）

0 20 40 60 80 100

％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

N = 309 N = 79

難病 その他福祉サービス受給者

5.2％

（16人）

14.9％

（46人）

64.4％

（199人）

15.5％

（48人）

0 20 40 60 80 100

6.3％

（5人）

20.3％

（16人）

65.8％

（52人）

7.6％

（6人）

0 20 40 60 80 100
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問３ 浦安市では、障がい者虐待や障がいを理由とする差別に関する相談や通報を受ける

ため「障がい者権利擁護センター」を設置しました。

あなたは、「障がい者権利擁護センター」について知っていたり、利用したことがあり

ますか。（１つに○）

【区分別】

％

知っているが、利用したことはな
い

利用したことがある

まったく知らない

無回答

N = 2,458

全体

14.4％

（355人）

0.7％

（16人）

73.6％

（1,808人）

11.4％

（279人）

0 20 40 60 80

％ ％ ％

知っているが、利用したことはな

い

利用したことがある

まったく知らない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

15.4％

（226人）

0.5％

（8人）

72.1％

（1,055人）

12.0％

（175人）

0 20 40 60 80 100

21.4％

（64人）

1.3％

（4人）

68.2％

（204人）

9.0％

（27人）

0 20 40 60 80 100

8.8％

（27人）

0.7％

（2人）

82.4％

（253人）

8.1％

（25人）

0 20 40 60 80 100

％ ％

知っているが、利用したことはな

い

利用したことがある

まったく知らない

無回答

N = 309 N = 79

難病 その他福祉サービス受給者

9.4％

（29人）

0.6％

（2人）

74.8％

（231人）

15.2％

（47人）

0 20 40 60 80 100

11.4％

（9人）

0.0％

（0人）

82.3％

（65人）

6.3％

（5人）

0 20 40 60 80 100
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Ⅱ 差別やいやな思いをした経験

問１ あなたは障がいがあるために差別を受けたり、いやな思いをしたことがありますか。

（１つに○）

【区分別】

4%

17%

37%

29%

13%

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

4%

14%

38%
29%

15%

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

平成28年10月 平成25年11月

％ ％

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

難病 その他福祉サービス受給者

N = 309 N = 79

0.0％

（0人）

6.8％

（21人）

26.5％

（82人）

47.2％

（146人）

19.4％

（60人）

0 20 40 60

7.6％

（6人）

17.7％

（14人）

44.3％

（35人）

19.0％

（15人）

11.4％

（9人）

0 20 40 60

％ ％ ％

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

2.4％

（35人）

13.7％

（200人）

39.1％

（572人）

31.6％

（462人）

13.3％

（195人）

0 20 40 60

6.0％

（18人）

30.4％

（91人）

38.8％

（116人）

11.4％

（34人）

13.4％

（40人）

0 20 40 60

12.1％

（37人）

26.7％

（82人）

33.2％

（102人）

18.6％

（57人）

9.4％

（29人）

0 20 40 60

平成 25 年度アンケートでも同一の質問で

調査をしているため、比較をしています。
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【よくある、時々あると回答した方の障がい種別ごとの割合】

Ⅲ 障がいへの理解を深めるために

問１ 障がいのある人への市民の理解を深めるためには、何が必要だと考えますか。

（主なもの３つに○）

19.2

7.8

39.8

34.9

13.8

0 20 40 60

その他

難病

知的障がい

精神障がい

身体障がい

25.3

6.8

36.4

38.8

16.1

0 10 20 30 40 50

その他

難病

知的障がい

精神障がい

身体障がい

平成28年10月 平成25年 11月

％

学校での福祉人権教育を充実す
る

障がいのある人もない人も共に参
加するイベントを開催する

障がいに関する講演会や学習会
などを開催する

企業が積極的に福祉活動にに携
わる

マスコミを通じて障がいのある人の

生活をもっとよく知ってもらう

市の広報紙等で障がいや障がいの

ある人への理解を呼びかける

障がいのある人が積極的に社会
に進出する

わからない

その他

理解を深める必要はない

N = 2,458

全体

37.1％

（913人）

21.2％

（520人）

12.9％

（316人）

23.2％

（571人）

20.7％

（509人）

17.2％

（423人）

23.5％

（578人）

12.3％

（303人）

3.4％

（84人）

1.2％

（30人）

0 20 40

平成 25 年度アンケートでも同一の質問で

調査をしているため、比較をしています。
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【区分別】

％ ％ ％

学校での福祉人権教育を充実

する

障がいのある人もない人も共に

参加するイベントを開催する

障がいに関する講演会や学習

会などを開催する

企業が積極的に福祉活動にに

携わる

マスコミを通じて障がいのある人の

生活をもっとよく知ってもらう

市の広報紙等で障がいや障がい

のある人への理解を呼びかける

障がいのある人が積極的に社

会に進出する

わからない

その他

理解を深める必要はない

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

35.2％

（516人）

20.0％

（293人）

11.7％

（171人）

20.7％

（303人）

19.5％

（286人）

19.5％

（286人）

22.5％

（330人）

12.8％

（187人）

3.3％

（49人）

1.3％

（19人）

0 20 40 60 80

43.5％

（130人）

25.8％

（77人）

11.4％

（34人）

24.7％

（74人）

22.7％

（68人）

14.7％

（44人）

26.8％

（80人）

10.0％

（30人）

2.0％

（6人）

1.7％

（5人）

0 20 40 60 80

27.0％

（83人）

15.3％

（47人）

17.3％

（53人）

27.4％

（84人）

23.5％

（72人）

13.7％

（42人）

23.8％

（73人）

13.7％

（42人）

7.2％

（22人）

1.6％

（5人）

0 20 40 60 80

％ ％

学校での福祉人権教育を充実

する

障がいのある人もない人も共に

参加するイベントを開催する

障がいに関する講演会や学習

会などを開催する

企業が積極的に福祉活動にに

携わる

マスコミを通じて障がいのある人の

生活をもっとよく知ってもらう

市の広報紙等で障がいや障がい

のある人への理解を呼びかける

障がいのある人が積極的に社

会に進出する

わからない

その他

理解を深める必要はない

難病 その他福祉サービス受給者

N = 309 N = 79

42.4％

（131人）

24.9％

（77人）

12.6％

（39人）

29.1％

（90人）

21.0％

（65人）

12.9％

（40人）

23.6％

（73人）

12.3％

（38人）

1.3％

（4人）

0.3％

（1人）

0 20 40 60 80

67.1％

（53人）

32.9％

（26人）

24.1％

（19人）

25.3％

（20人）

22.8％

（18人）

13.9％

（11人）

27.8％

（22人）

7.6％

（6人）

3.8％

（3人）

0.0％

（0人）

0 20 40 60 80



13

Ⅳ 自由意見（一部抜粋）

（身体障がい）

・市役所等で障がい者の働ける場所を増やしてほしい。私は見た目は健常者だが透析しているだけで

仕事を断られたりしてしまう。

・内部障がいの場合、外観では障がいがわからないので、電車、車でも特別な扱いがないのでつらい

時が多い。

（知的障がい）

・学習障がいのほかに「てんかん」の病気があり「てんかん」も発作がおきないかぎり普通に生活で

きるけど、いつ発作がおきるのか自分では不安で、発作が起きた時の行動に対して、変な目で見たり、

変な事を言ったりしないでほしい。てんかんのことをいろんな人達にわかってもらいたい。

・障がい者の差別に関する条例についての言葉が難しすぎて理解が出来ない。

・目に見えない障がいがなかなか理解してもらえず残念。

（精神障がい）

・合理的配慮をしてもらえないとみんなと同じように過ごすことができない。ぼくは公立の普通高校

へ進学したい。ぼくはその後、普通の会社（一般企業）へ就職したい。

・私からコミュニケーションをとる（積極的に人と話す）のは難しいと感じているので、困ったこと

を時々聞きに来てもらえるとありがたい。

（難病）

・見た目が普通に近い為、理解を得られることがなく、福祉的就労の場がたくさんあれば働きたい。
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○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28年度 約3,478部

＜平成28年度の主な内訳＞

市立小学校等17校（主に４年生） 1,893部

障がい福祉サービス事業所合同説明会 100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 100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

特別支援教育コーディネーター研修 60部

消防職員 99部

公民館７館 70部

その他講演会等 約1000部

○研修・講演会・講師派遣等実施状況

平成28年度

日にち タイトル 講師

4月7日 新規採用職員研修「障がいのある人の理解

について」

中島展氏（一般社団法人こども未来共

生会理事長）

7月5日

8月12日

9月9日

10月７日

11月28日

1月27日

1月28日

「自閉症支援者スキルアップ講座」

講義５回

演習２日間

自閉症ｅサービス＠京都

中山清司氏

岩井栄一郎氏

中村公昭氏

譲田和芳氏

松尾浩久氏

5月16日 市民後見人フォローアップ研修「障がい者

の権利擁護について」

障がい事業課職員

6月30日 手話サークルてとわ「障害者差別解消法に

ついて」

障がい事業課職員

8月４日 教員２・３年目研修「教育における、合理

的配慮について」

中島展氏（一般社団法人こども未来共

生会理事長）
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8月15日 平成 28 年度障害者虐待防止・権利擁護指

導者養成研修「浦安市の取組」

障がい事業課長

９月３日 浦安市聴覚障害者協会「障害者差別解消法

について」

障がい事業課職員

９月29日 第１回自立支援協議会合同部会講演会

「青少年サポート事業の概要と発達障

がい者等の支援について」

中島展氏（一般社団法人こども未来

共生会）

10月11日 健康福祉部職員向け研修

「障がいを理由とする差別の解消に関する

研修会」

山田真理子氏（市川健康福祉センター

広域専門指導員）・障がい事業課職員

11月8日 高齢者・障がい者虐待防止研修会「介護・

福祉施設従事者等による高齢者・障がい者

虐待防止研修会～私たちのケアを振り返ろ

う～」

小嶋珠実氏（公益社団法人あい権利擁

護支援ネット）

11月22日 平成 28 年度発達支援講演会「思春期から

就労時期にかけて働くために必要なこと」

品川裕香氏（教育ジャ－ナリスト・編

集者）

12月22日 地域科学研究会主催「障害者差別解消制度

の自治体施策」講師派遣

障がい事業課長

１月25日 障害者差別解消支援地域協議会体制整備事

業に係る内閣府アドバイザー派遣（埼玉県

７市町）

障がい事業課職員

1月26日 障害者差別解消支援地域協議会体制整備事

業に係る内閣府アドバイザー派遣（板橋区）

障がい事業課職員

2月2日 浦安手をつなぐ親の会研修 講師派遣 障がい事業課長

2月7日 障がい者差別解消職員研修 山田真理子氏（市川健康福祉センター

広域専門指導員）・障がい事業課職員

2月８日 東京都市町村職員研修 講師派遣 障がい事業課長

2月16日 第２回自立支援協議会合同部会講演会「障

がい者施策の現状について」

高木憲司氏（和洋女子大 准教授）

2月21日 浦安警察署員向け研修 中島展氏（一般社団法人こども未来共

生会）

2月27日 平成 28 年度 障がい者虐待防止講演会

「自閉症の方の自立と支援」

松尾浩久氏（ＮＰＯ法人ＨＥＲＯＥＳ）

３月6日 障がいを理由とする差別の解消に関する研 高梨憲司氏（千葉県障害のある人もな
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修会～視覚障がいのある人への合理的配慮

とは～

い人も共に暮らしやすい千葉県づくり

条例 調整委員会 委員長）

３月６日 平成 28 年度障がい者就労支援ネットワー

ク特別講演会「発達障がいのある方の就労」

服巻智子氏（臨床発達心理士）

３月21日 浦安消防署員向け研修 中島展氏（一般社団法人こども未来共

生会）

○周知啓発イベント実施状況

平成28年度 「第２回 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28年11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 12（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 10

当事者関係団体 1

その他（民間企業、社協等） 6

障がい福祉サービス事業所売上額 253,500円

差別解消法の周知チラシ配布数 6,600部

クイズラリー参加者数 364人
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浦安市総合計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画

浦
安
市
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
総
合
計
画

浦
安
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

浦
安
市
障
が
い
者
福
祉
計
画

健
康
う
ら
や
す
２
１

「障害者基本計画」を

はじめとする国の障が

い者関連計画及び法制

千葉県障害者計画など

県の関連計画

浦安市地域福祉計画

そ
の
他
関
連
分
野
の
個
別
計
画

議題４資料（１）

計画の概要と計画策定スケジュールについて

１．浦安市障がい者福祉計画の概要

（１）主旨

「浦安市総合計画」の部門計画として策定し、市総合計画との整合性を保ち、また、

国・県の関連計画とも連携を図りつつ、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進する。
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（２）構成

①第 1編「障がい者計画」

障害者基本法に基づく。

市が取り組むべき障がい者施策の方向性を示すもの。

②第２編「障がい福祉計画」

障害者総合支援法に基づく。

障がい福祉サービスをはじめ地域生活に必要なサービスの見込み量と確保策を

定めるもの。

（３）計画期間

平成 27 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの６か年計画の後期（平成 30 年 4

月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日まで）計画

平成 25 年 平成 26 年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年

（４）浦安市障がい者福祉計画策定委員会

計画を策定するため、「浦安市障がい者福祉計画策定委員会」を設置する。

①設置期間 平成 29 年 5 月 15 日～計画策定終了まで

②構成 委員 26 人

浦安市自立支援協議会の委員 20 人

当事者団体に所属する部会の委員 4人

障害福祉サービス事業所代表の部会の委員 1人

関係機関に所属する部会の委員 1人

事務局 障がい事業課

③その他 会議は傍聴可。団体名を記載した議事録をホームページで公開する。

障がい者計画

（平成２７～２９年度）

障がい者計画

（平成２４～２６年度）

浦安市総合計画＜基本構想＞

（～平成 32 年度）

障がい者計画

（平成３０～３２年度）

障がい福祉計画

（平成２４～２６年度）

障がい福祉計画

（平成２７～２９年度）

障がい福祉計画

（平成３０～３２年度）

見
直
し
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２．計画策定スケジュール

（１）年間スケジュール（予定）

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

市役所担当課進捗状況調査

福祉計画策定委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

部会の意見収集

当事者団体等ヒアリング ○

計画素案策定

計画素案提示 ○

パブリックコメント実施

パブリックコメント回答 ○

計画素案修正等

計画最終案提示 ○

計画書印刷製本

計画策定及び公開 ○

（２）策定委員会の日程と議題案

日程 議題

第 1回

５月 22 日

（１）計画の概要と計画策定スケジュールについて

（２）障害者基本計画の及び第５期障害福祉計画に係る基本方針

について

（３）当事者・事業者アンケート調査結果報告

（４）市の現状について

第２回

７月 13 日

（１）現計画の進捗状況について

（２）当事者団体ヒアリングの実施について

（３）計画の構成と重点項目について

第３回

10 月 12 日

（１）当事者団体ヒアリング実施結果報告

（２）計画の素案について

第４回

11 月 16 日

（１）計画の素案について

（２）パブリックコメントの実施について

第５回

１月 11 日

（１）パブリックコメントの実施結果について

（２）計画最終案について

第６回

２月 22 日
（１）計画最終案の決定について
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（３）部会の意見収集

各部会の課題に相当する施策等について意見を収集する。

例）こども部会 療育・教育の充実に関すること

権利擁護部会 理解と交流の促進、自立と社会参加の促進に係ること など

（４）当事者団体等ヒアリング（予定）

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、浦安市自閉症協会

浦安市聴覚障害者協会、浦安手をつなぐ親の会、市役所内ワークステション勤務者

自立支援協議会本人部会委員、身体障害者福祉会、障がい者福祉センター利用者

身体障がい者福祉センター利用者、ソーシャルサポートセンター利用者

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ （50 音順）

３．業務委託

ヒアリングの実施と報告書の取りまとめ、福祉計画策定員会の議事録作成、福祉計画の

作成は、コンサルティング業務をおこなっている事業者に業務を委託する。
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議題４資料（２）

障害者基本計画及び第５期障害福祉計画に係る基本方針について

１．障害者基本計画について

（１）障害者権利条約

障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者固有の尊厳の尊重を促進する

ため、障がい者の権利を実現するための措置等を規定している

○障がいに基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定を含む）を禁止

○障がい者が社会に参加し、包容されることを促進

○条約の実施を監視する枠組みを設置 など

⇒日本は、平成２６年１月２０日に批准（条約を締結）

国の「障害者基本計画（第４次）」は、この条約批准後初の基本計画であり、条約と

の整合性の確保に重点が置かれる。

（２）障害者基本法

障害者基本法第１１条により、国は「障害者基本計画」、都道府県・市町村は「障

害者計画」を策定することが規定されている。

（障害者基本法抜粋）

（目的）

第１条 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ

がえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、

障害の有無によつ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

ら共生する社会を実現

(地域社会における共生等)

第３条 第１条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてそ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つつ、次に掲げる事項を旨として

図られなければならない。

１ 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野

の活動に参加する機会が確保されること。

２ 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保

され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

３ 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段

についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段

についての選択の機会の拡大が図られること。
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(差別の禁止)

第４条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利

益を侵害する行為をしてはならない。

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施

に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反する

こととならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければな

らない。

３ 国は、第１項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るた

め、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うも

のとする。

(国際的協調)

第５条 第１条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と

密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。

２．障害福祉計画（第５期）に係る基本指針

障害者総合支援法第 88 条により、市町村が、障害福祉サービスの提供体制の確保その他

この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めることが規定されている。

また、児童福祉法の改正により、障害児福祉計画の策定が義務付けられた。

基本指針の主な改正内容（権利擁護部会に関係のある項目のみ抜粋）

・障害者虐待の防止、養護者に対する支援

・障害を理由とする差別の解消の推進

・意思決定支援、成年後見制度の利用促進の在り方
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浦安市障がい者福祉計画の施策の基本方向について(図)

＊現計画の基本方向

重点

重点

重点

重点

重点
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３．当事者・事業者アンケート結果の計画への反映

○当事者アンケート

ニーズの把握、障がいのある方を取り巻く状況の変化の確認

⇒障がい者計画：新規事業・事業拡大等の検討の基礎資料

障がい福祉計画：必要なサービス量の把握の基礎資料

○事業者アンケート

サービスの提供の状況と新たな事業展開の可能性の把握

⇒障がい者計画：事業の拡大等の検討の基礎資料

障がい福祉計画：必要なサービスを提供するための確保策の基礎資料



浦安市の障がい者手帳所持者の推移

○人口は、各年4月1日現在の住民基本台帳人口

議題４資料（３）

市の現状について

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

人 口 162,679人 162,155人 162,952人 163,719人 165,411人 167,463人

前年比 － 99.68% 100.49% 100.47% 101.03% 101.24%

身体障害者手帳 2,685人 2,774人 2,837人 2,869人 2,918人 2,955人

前年比 － 103.31% 102.27% 101.13% 101.71% 101.27%

人口割合 1.65% 1.71% 1.74% 1.75% 1.76% 1.76%

療育手帳 598人 626人 660人 680人 716人 733人

前年比 － 104.68% 105.43% 103.03% 105.29% 102.37%

人口割合 0.37% 0.39% 0.41% 0.42% 0.43% 0.44%

精神障害者保健福祉手帳 474人 527人 617人 695人 780人 850人

前年比 － 111.18% 117.08% 112.64% 112.23% 108.97%

人口割合 0.29% 0.32% 0.38% 0.42% 0.47% 0.51%

手帳所持者の合計 3,757人 3,927人 4,114人 4,244人 4,414人 4,538人

前年比 － 104.52% 104.76% 103.16% 104.01% 102.81%

人口割合 2.31% 2.42% 2.52% 2.59% 2.67% 2.71%



浦安市の障がい者手帳所持者の推移



年齢別障がい者の状況

○平成29年３月末現在 年齢10歳階級別

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～9歳 14,682 57 0.39% 93 0.63% 7 0.05%

10～19歳 18,302 68 0.37% 220 1.20% 47 0.26%

20～29歳 24,131 82 0.34% 188 0.78% 98 0.41%

30～39歳 23,903 133 0.56% 94 0.39% 178 0.74%

40～49歳 30,417 241 0.79% 71 0.23% 216 0.71%

50～59歳 20,793 310 1.49% 40 0.19% 155 0.75%

60～69歳 17,393 564 3.24% 16 0.09% 89 0.51%

70～79歳 12,082 805 6.66% 11 0.09% 44 0.36%

80歳～ 5,760 695 12.07% 0 0.00% 16 0.28%

計 167,463 2,955 1.76% 733 0.44% 850 0.51%



年齢別障がい者の状況

○平成29年３月末現在 年齢10歳階級別



年齢別障がい者の状況 平成27年～29年

Ｈ29年
3月末

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 29,082 107 0.37% 258 0.89% 40 0.14%
18～64歳 110,808 991 0.89% 456 0.41% 713 0.64%
65歳～ 27,573 1,857 6.73% 19 0.07% 97 0.35%
計 167,463 2,955 1.76% 733 0.44% 850 0.51%

Ｈ28年
3月末

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 29,201 107 0.37% 269 0.92% 34 0.12%
18～64歳 109,634 1,005 0.92% 430 0.39% 649 0.59%
65歳～ 26,576 1,806 6.80% 17 0.06% 97 0.36%
計 165,411 2,918 1.76% 716 0.43% 780 0.47%

Ｈ27年
3月末

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 29,547 113 0.38% 267 0.90% 25 0.08%
18～64歳 108,773 1,001 0.92% 398 0.37% 575 0.53%
65歳～ 25,399 1,755 6.91% 15 0.06% 95 0.37%
計 163,719 2,869 1.75% 680 0.42% 695 0.42%



年齢別障がい者の状況 平成24年～26年

Ｈ26年1月 住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 30,232 110 0.36% 268 0.89% 19 0.06%
18～64歳 108,644 1,040 0.96% 373 0.34% 515 0.47%
65歳～ 23,502 1,712 7.28% 12 0.05% 96 0.41%
計 162,378 2,862 1.76% 653 0.40% 630 0.39%

Ｈ25年1月 住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 30,621 108 0.35% 262 0.86% 12 0.04%
18～64歳 109,030 1,040 0.95% 346 0.32% 423 0.39%
65歳～ 22,220 1,606 7.23% 14 0.06% 80 0.36%
計 161,871 2,754 1.70% 622 0.38% 515 0.32%

Ｈ24年1月 住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 31,106 108 0.35% 257 0.83% 9 0.03%
18～64歳 108,405 1,023 0.94% 311 0.29% 389 0.36%
65歳～ 20,353 1,545 7.59% 14 0.07% 69 0.34%
計 159,864 2,676 1.67% 582 0.36% 467 0.29%



難病疾患者の状況 浦安市難病疾患者見舞金登録者数より

登録者数 人口割合 住基人口

988 0.590%

0～17歳 145 0.087%

18～64歳 536 0.320%

65歳～ 307 0.183%

特定疾患 816 0.487%

小児慢性特定疾患 168 0.100%

先天性血液凝固因子障害 4 0.002%

平成29年３月末現在

浦安市難病疾患者見舞金登録者数

167,463人

年

齢

別

内

訳

疾

患

別

内

訳


