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平成29年度第３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 10月 16日（月） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

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、ＮＰＯ法人タオ、浦安市自治会連合会

浦安市民生委員児童委員協議会、介助ボランティアグループあいあい、浦安商工会議所、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）障がい者権利擁護センター上半期件数報告

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）その他

（４）委員からの事例報告（非公開）

５．資料

（１）議題１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２９年度上半期実績報告

（２）議題２資料（１） 浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査

（３）議題２資料（２） 浦安市障がい者福祉計画（平成30年度～平成32年度）たたき台
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６.議事

事務局：ただいまより、平成29年度第３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。

会議を開会する前に、会議の進め方について確認をさせていただきたい事項がございます。

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。特に個人情報

に係る発言等につきましては、充分なご配慮をお願いいたします。

なお、議事録には発言者が所属する団体名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいた

します。

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、会議を円滑にすすめるためにも、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」の発言のあと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。

それでは、今後の進行については、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。

本当に暑かった日が続いたかと思うと、寒くなりまして、皆様、体調のほうは大丈夫でしょうか。

皆様にお送りした資料とお手元に資料、配られているかと思います。お忘れの方いらっしゃったら、

事務局にお伝えいただければと思います。大丈夫でしょうか。

それでは、初めに、議題（１）障がい者権利擁護センター上半期件数報告について、事務局から説明

をお願いいたします。

事務局：資料は議題１資料を使って説明させていただきます。

障がい者権利擁護センターの 29 年度の上半期の実績報告ということで、４月から９月の報告となっ

ております。

まず、養護者による虐待について。29 年度上半期通報・届出件数は、17 件ございました。そのうち、

虐待の有無の判断の部分は、虐待有りとしたものが６件、なし、これは事実確認中のものを含みますが、

９件、そして判断できなかったものが２件ということで、認定率が35.3％となっております。

虐待の種別としては、身体的虐待が４件、心理的虐待が３件、放棄・放任が１件の合計８件となって

おります。

施設従事者による虐待。こちらは、通報・届出件数、通報３件と届出２件の５件ございました。その

うち虐待と認定したものが１件ございました。こちらは認定率が20％となっております。

その他４件については、虐待はないと判断したものの、そういった相談につながっているというとこ

ろで、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ております。

使用者による虐待については、通報・届出とも、上半期はございません。

続きまして、障がいを理由とする差別についての相談です。29 年度上半期、どういった方からご相

談があったかというところで、障がい者ご本人からが３件、障がいのある方のご家族からが２件、障が

いのある方の支援者等の関係者の方から２件、相手方、いわゆる法人だとか団体だとか企業だとか、そ
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ういったところから３件、合計10件ございました。

分野別で見ていきますと、福祉サービスについては聴覚障がい、知的障がいの方から、医療について

は視覚障がいの方から、商品・サービスについては視覚障がいの方、雇用面については知的障がい、精

神障がいの方、教育については肢体不自由の方、建物・公共交通機関については聴覚障がいの方、その

他ということでなっております。こちらは重複もございます。

続きまして、差別をされてしまったという方からの相談の対応状況です。まず、公的機関に関するも

のについては相談件数３件ありまして、対応中のものも１件ございますが、２件は調整活動を行いまし

た。

民間企業からの相談については、４件あるうち、３件が情報提供・助言をさせていただきまして、１

件は関係機関、別の機関への引き継ぎを行っています。

あとは相手方、いわゆる差別をしてしまったとか、してしまいそうとか、どうしようというような相

手方からの相談への対応状況としては、公的機関からの相談が３件ありまして、情報提供を２件、関係

機関への引き継ぎを１件いたしました。

上半期の相談件数を見ますと、虐待については、昨年度の実績、１年間で、養護者からの虐待につい

て 27 件、通報・届出件数がありますので、例年以上の件数の通報・届出があると思われるのですが、

差別については、上半期の時点で 10件の相談ということで、昨年度年間で 45件あったことを考えます

と、法律施行があった昨年度に比べると、ちょっと伸び悩んでいると感じます。このあたり、昨年度の

法律が施行されたところで、障がい当事者の方も相談へ積極的にいらっしゃった部分もあるでしょうし、

私たちも力を入れて周知等をしていたかなと思うと、今後権利擁護センターの周知や差別解消法や条例

の周知をしっかりとやっていく必要があると思います。

そうした意味でも 11月 11日のイベント等でもしっかりと条例や法律を改めて、きちんと周知してい

く必要性を感じているところです。

以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、ただいま 29 年度上半期の状況ということで、説明がございました。比較がないものもあ

りますが、昨年の比較も含めて、ご意見、ご質問等がございましたら、挙げていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

ご質問、ご意見でも構わないですけれども、いかがですか。大丈夫でしょうか。

では、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いいたします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：１つ質問です。私の勉強不足で。障がい者権利擁護センターは……問い合わせの

方法というのは電話だけでしょうか。それとも、何かほかのものがあるかという質問で、最近見た新聞

記事でＬＩＮＥでの、あれは子どもだったと思うのですけれども、ＬＩＮＥでの受け付けが、非常に反

応がいいとか、若いママ向けの福祉サービスの申し込みをＬＩＮＥですると、すごく反響がよかった

等々の記事を見た上での質問になります。よろしくお願いします。
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事務局：周知する際に電話、もちろん来庁、あとメール、ファクス、いずれの方法でも構いませんということ

でうたっていまして、実際に電話のほかにも直接来庁されたりとか、時にメールで相談が入ったりとい

うこともあります。ＬＩＮＥは取り扱っていません。

リーダー：とりあえずよろしいでしょうか。ありがとうございます。

すみません。今の中で何が一番多いというのはありますか。数えていらっしゃいますか。

事務局：はい。とっているのですが、来庁されることが一番多いかなと思います。続いて電話になります。

リーダー：ありがとうございます。

それでは、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：直通電話が開設されていると思うのですが、その利用状況。ダイレクトでかかってく

るのか、代表電話から回されるのか。その割合はどうでしょうか。

事務局：きちんと統計をとってはいないのですが、感覚的に、障がい者権利擁護センターの直通番号に割とか

かってきています。特に虐待の通報は、きちっとかかってきていると感じます。ただ、いわゆる通報か

どうしようか。伝える側が悩んでいるような状態のときには、相談といった形で、障がい事業課自体に

かかってくるということもあります。ただやはり、これは虐待ですとか、割とはっきりしているものは、

権利擁護センターになるかなと思っています。

浦安手をつなぐ親の会：事業課の中のいろいろなものが取り外されちゃって、はっきりわからないような感じ

が今、しているのです。来訪する側としては。だから、もうちょっと市民寄りの窓口であり、その中の

組織づくりですか、それを考えてほしいなと思います。

事務局：浦安手をつなぐ親の会のおっしゃるとおり、今、３階の事業課に来ていただくと、以前は「障がい者

権利擁護センター」と掲示していたのですけれども、庁舎の管理上、掲示物を貼ってはいけないところ

と貼っていいところというのあるということで指導があり、全庁的に外させていただいたところです。

今は確かにちょっとわかりづらいと思います。

障がいのある方、字をしっかり見て、そこが何の窓口かわかっていらっしゃる方もいるけれども、ど

んなことを聞いてくれる窓口なのかというのを直感的に感じて来られる方とか、あと色使いですとか、

そういったところで区別している方もいるのかなと思いますので、庁舎の管理とも協議しながら、市民

の方にわかりやすい窓口、話しやすい窓口というのは今後も模索していきたいと考えています。

浦安手をつなぐ親の会：協議会でも出たと思うのですが、非常に窓口と遠くなったという感じで、行っても誰

が来るのかしらと、事業課にしても福祉課にしても、福祉課なんかはベルを置いてあって、それを鳴ら

してくださいという感じなので、「ええっ」という、前ほど親密になれとは言いませんけれども、やは

りもうちょっと窓口のほうを気にしていただきたいなと思うのです。やはり中で、自分たちの用事もあ

るかもしれませんけれども、窓口に来たらすぐ来られるという感じでないと、ベルを鳴らしてから来る

というのでは、ちょっと違うのではないかなと感じます。

事務局：ご意見、真摯に受けとめたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。
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浦安手をつなぐ親の会、よろしいですか。

リーダー：株式会社オリエンタルランド、お願いいたします。

株式会社オリエンタルランド：わかれば教えていただきたいのですが、虐待の有無の判断がありまして、有り

と認定されたというふうに読み込んでおりまして、それが過去の数字が 2014 年度から今年度上期まで

載っております。この虐待があったと判断されたときに、行政当局の指導が入るというようなことが、

説明があったかと思うのですけれども、この指導をされた側は、繰り返していることがあるのか。それ

とも１回指導して、それは改善されて、別な団体であったり企業が虐待をしてしまっているのか、指導

しているにもかかわらず、再度、再発につながってしまっているのか、指導したところは、発生はして

いないのかというところを確認したいのです。

リーダー：事務局お願いします。

事務局：まず養護者、いわゆる障がいのある方を養護している方、ご家族ですとか一緒に同居されている方、

近しい関係の方からの虐待というところですと、虐待がありますと、一度判断させてもらって、支援さ

せてもらったり、時には強制的に、その方たちとご本人を離したり分離させたりというようなことを、

我々のほうで判断して行います。

そうした経過の中で虐待の危険性だとかリスクが軽減したと判断した時点で、関係機関等に引き継ぎ

ながら終結とするのですが、どうしてもその後、また年月とともに、例えば、また、たたかれてしまっ

たとか、また暴言を吐かれてしまったということで、私たちのほうで再度受理をするということはケー

スとしてあります。

もう一つ、施設従事者による虐待のことを今おっしゃられたかなと思いますが、企業や施設が何度も

同じようなことを繰り返して何度も私たちが虐待としてかかわるということは、今までの経験上はない

かと思います。

一度入りますと、施設や企業側からすると、かなり重大なことであるということで受けとめていただ

くことのほうが多いので、再発防止の計画ですとか、そういったものもきちんと出してもらうことにな

っていますので、その後のアフターフォローもするのですが、それでもう一度同じようなことが起こっ

てしまったということはないかなと思います。そういったところでよろしいでしょうか。

リーダー：ありがとうございます。株式会社オリエンタルランド、よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

そのほかにご質問、またご意見でも構いません。よろしくお願いいたします。

それでは、よろしいでしょうか。

続きまして、議題（２）障がい者福祉計画の策定について。事務局から説明をお願いいたします。

事務局：議題（２）障がい者福祉計画の策定についてということで、資料は議題２資料（１）と（２）のご説

明をいたします。

障がい者福祉計画の策定に当たりまして、障がい当事者の方の団体さんですとか、市内の福祉施設の

利用者さんのほうにヒアリングを行いました。
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目的としましては、アンケートでは聞き取ることができない障がいのある方等の意見や要望を把握す

るため、当事者団体及び障がいのある方が利用する市の福祉施設から事前調書の提出後、直接ヒアリン

グを実施しました。実施期間は、８月下旬から９月下旬に行いました。

調査対象としては、そちらの表のとおりなのですけれども、市内の８つの当事者団体さんと、あとは

３つの市の福祉施設にヒアリングをさせていただきました。

時間の関係上、省略してお話しさせていただきますが、４団体ヒアリング結果ということで、団体さ

んの目標達成に向けての課題となっています。

課題としては、大体、どの団体さんも、同じような課題を抱えているという結果になりまして、会員

の減少、高齢化。また、新規で加入する会員が少ない。加入の促進が難しい。あとはネットなどで情報

収集ができるので、会に入るメリットを感じづらいということで、人間関係が希薄になってしまってい

る。また、会員個々の方々についても余裕がないため、会合などの参加が積極的に行えないというご意

見をいただいています。

続きまして、（２）浦安市の障がい福祉施策に関するご意見・ご要望ということで、こちらについて

は、まず団体さんのヒアリングから、ご意見を７つの分類に分けて、まとめてあります。

７つの分類は、①福祉・保健・医療サービス、②教育・育成、③就労、④生活環境・まちづくり、⑤

スポーツ・レクリエーション、⑥安心・安全、⑦理解の促進となっており、それぞれの団体さんからの

ご意見をまとめました。

本日は、時間の関係上もありますので、全部お読みできませんが、まとめてお話しさせていただきま

す。

①福祉・保健・医療サービス。こちらの主なご意見としては、福祉サービスについては、在宅福祉サ

ービスとして、緊急時一時預かりですとか行動援護の事業所が少ない。あとは、サービスの質というと

ころで、肢体不自由児が利用できるサービスが少ない。また、住まいのところでは、さまざまな形態の

グループホームが欲しい。高齢者の親と障がい者の子どもで入れるグループホームが欲しい。あとは、

精神に障がいのある方、知的障がいのある方のご意見としては、グループホームの共同生活が難しい場

合もあるので、支援を受けながら、アパートでひとり暮らしがしたいといった意見がありまして、いろ

いろな選択肢が、住まいについてもほしいというご意見が多かったです。

続いて、医療としては、発達障がい者や知的障がいのある人が安心して受診できる、障がいに理解の

ある医療機関が欲しい。また、障がいの専門医が欲しいといったご意見がありました。

視覚障がい者の団体からは、音声パソコンの技能修得のための研修などをしてほしい。音声ソフトを

インストールした拡大読書器を日常生活用具として補助対象としてほしいといったご意見がありました。

続きまして、②教育・育成です。

こちらは、主に教育に関するご意見を多くいただきました。子どもが望む形で、個々に対応した教育

支援をしてほしい。特別支援学級を障がい種別に分けるべきではないか。あとは、特に親御さんの団体

さんからのご意見が多かったのですが、補助教員の先生だけではなくて、学校全体で障がいの理解を広
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げてほしいというご意見がありました。

③就労、こちらの主なご意見としては、就労の数だけではなくて、仕事の種類を増やしたり、事業所

同士の連携など、個々に対応したマッチングの機能をしっかり充実してほしいというご意見が多数あり

ました。あとは、就労支援センターをはじめ就労支援の充実をしてほしいというご意見も多くありまし

た。

続きまして、④生活環境・まちづくりです。

こちらは、主に身体障がいの方、視覚障がいの方からご意見をいただきました。公共施設や交通機関

のバリアフリー化をもっと促進してほしい。視覚障がい者の会の方からは、点字ブロックの拡充と市民

への教育喚起をしてほしいというご意見をいただきました。

続いて⑤スポーツ・レクリエーション。こちらは、障がいがあることによって、一般のスポーツや余

暇施設は使いづらい、障がいがあっても気軽に参加できるレクリエーション・スポーツ施設が欲しいと

いうご意見を多くいただきました。

続いて、⑥安心・安全。こちらは災害に対するご意見をたくさんいただきました。災害時、避難する

ときや避難生活での情報保障をしっかりしてほしい。災害時、充電できる施設や、障がい者が避難でき

る場所の情報が欲しい。そして、災害時の準備や、知識、そういった必要な情報がないので、欲しいと

いうことと、必要な知識の話を聞くような場、研修の場があるとよいと思うというご意見をいただきま

した。

⑦理解の促進。こちらは、聴覚障がい者の団体さんや視覚障がい者の団体さんから多く意見をいただ

きました。

聴覚障がい者の団体さんからは、手話の普及をしてほしい。あとは、企業などが話すということのコ

ミュニケーションしか認めていないところがあるので、そういったところは差別を感じる。配慮してほ

しい。また、視覚障がい者の団体さんからは、視覚障がいに特化した対応を確立してほしいというご意

見をいただきました。

当事者団体さんのヒアリングについては、以上になります。

ここからは、施設利用者ヒアリング結果になります。

まず、施設の概要をお話しします。調査対象９番のソーシャルサポートセンターが、精神に障がいの

ある方の施設。10 番の障がい者福祉センターが、知的に障がいのある方の施設。11 番の身体障がい者

福祉センターが、身体に障がいのある方の施設、市の施設になります。こちらの利用者さんに対して、

ヒアリング調査を行いました。

５施設利用者ヒアリング結果。こちらも７つの分類ごとにご意見をまとめてあります。

①福祉・保健・医療サービス。主な意見としては、土日にリズムが崩れるので、土日に利用できるサ

ービスがあるとよい。24 時間 365 日支援が必要なので、夜勤対応が出来るヘルパーさんが、地域生活

にはもっと必要である。短期入所に対するご意見として、近くに短期入所が欲しい。短期入所をもっと

緊急時に使えるようにしてほしい、というご意見がありました。
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また、重度障がい者を介護できるヘルパーを増やしてほしい。病院について、個人病院に通うのが難

しい。受け入れてもらえない。知的障がい者などが通える障がいに理解のある病院が欲しいというのと、

情報が欲しいというご意見がありました。

また、グループホームの需要と供給を把握して、数だけではなく、内容や世話人が充実した施設をつ

くってほしいという意見がありました。

続きまして、②就労です。

こちらについては、特に就労継続支援のＢ型に対するご意見を多くいただきまして、体力がないので

週５日は難しい。短縮して働きたい。また、浦安のＢ型の事業所が、調理やレストランといったところ

が多くなっているので、さまざまな形態の就労継続支援を行ってほしい。また、精神の障がいに特化し

た就労先が欲しいというご意見もいただきました。

あとは、卒業後の療育や教育について、特別支援学校を卒業してからも学ぶ場が必要である。卒業後

の作業の仕事では、学ぶ時間も、場所もないといったご意見をいただきました。

③生活環境・まちづくり。こちらについては、公共施設や公共道路、交通機関のバリアフリー化や外

出のための支援者の確保などをしてほしいというご意見を多くいただきました。

続きまして、④スポーツ・レクリエーション。こちらもスポーツなどができる施設まで出向く手段の

確保、あとはスポーツをしているときの支援も必要というご意見がありました。

また、障がいを持った人たち同士が集まり、自分のことを話したり、地域のことを話したり、その他

日常の些細なことなど何でも話せる場所など、つながることができる場所が欲しい。あとは土日に気軽

に立ち寄れる居場所が欲しいといったご意見もいただきました。

続きまして、⑤安心・安全です。

こちらも災害時のご意見が多くありまして、避難する前と避難生活の不安、あとは必要な知識の取得

が難しいので、災害時のわかりやすいマニュアルがあるとよいといったご意見をいただきました。

⑥理解の促進。まだ理解が進んでいないというご意見をたくさんいただきました。差別解消法の合理

的配慮が難しい。市が啓発活動をしてきたのはわかるが、まだまだ企業などの意識が低く失望した。正

しい理解が出来るように市も努力してほしい。また、生を受けてから、幼稚園、保育園、そして学校と、

一緒に学ぶことだと思う。からかわれたり、笑われたりすることが多く、いかに世間が障がい者を知ら

ないか、理解をしようとしている人が少ないかと思う。成年後見制度が使いにくい。申請したら望まな

い後見人が選ばれるかもしれないと思うと、申請できない。障がいのある子どもだけでなく、親も地域

に溶け込むことが必要だと思う。そういったご意見をいただきました。

⑦⑧については、利用者さんだけにお伺いした内容になっているのですが、⑦ふだんの暮らしや今後

の暮らしで不安だと思うこと、問題だと思うこと。こちらについて一番多かったのは親亡き後の生活の

質、安定、住まいの確保というところでした。施設などに入所後、ちゃんとやっていけるのか。人間関

係がうまくつくれないので、不安である。家族がいなくなったり、倒れたりしたら不安。ひとり暮らし

なので、緊急時、どうすればよいかわからない。１日１回の安否確認などがないか教えてほしい、あと
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は、リハビリができなくなったら突然歩けなくなってしまった。運動、リハビリ、どれを抜いても今の

体調を維持できないことを痛感した。

⑧今後どのような暮らしをしたいかについては、ひとり暮らしをしたい。あとは支援を受けながら、

グループホームで暮らしたい。親が元気で健康なうちは、ぎりぎりまで一緒に生活して、その後はグル

ープホームや福祉サービスを利用しながら地域で暮らしたい。親子や高齢者と障がい者で入れるグルー

プホームがあるとよい。地域で働きながら家族と過ごしたい。こういったご意見をいただきました。共

通して、浦安など身近な地域で暮らしたいというご意見を多くいただきました。

ヒアリング結果は以上ですが、団体さんのご意見と、利用者さんのご意見として、共通するものも多

く見られたと感じています。

議題２資料（１）については、以上になります。

続きまして、議題２資料（２）になります。お届けが遅くなりまして申しわけありません。ボリュー

ムが大変あるのですが、今日は、権利擁護部会にかかわるところだけを抜粋して、詳しくお話しできれ

ばと思っています。

浦安市障がい者福祉計画たたき台ということで、今回は表紙にあるように、計画でいう１番の「計画

の基本的事項」、こちらについては、計画策定の趣旨、法律制度の動向、計画の位置づけ、計画の期間、

計画の対象者、計画策定の方法、計画の推進・フォロー体制という項目で、現計画と同様のものを、そ

のまま１番としてお載せしています。内容は、法律などについては新しいものを入れてあるのですが、

ほぼ３年前のものと同じようになっておりますので、後ほどご確認いただければと思います。

もう一つが２番「第１編 障がい者計画」。こちらの中の「施策の方向性」の現状と課題というとこ

ろを、今回はたたき台としてお渡ししてあります。

10 ページの施策の体系というのをご覧下さい。そちらに沿ってお話しさせていただきます。施策の

体系というのが、現計画にも同じようにあるのですが、こちらの施策の体系、７つの施策の方向性とそ

れに３つから４つ、ぶら下がる形で基本施策が、全部で23あります。

こちらは、ほとんど変わっていないのですが、前回もお伝えしたとおり、施策の方向性、１番の理解

と交流の促進、こちらを新たに重点として加えました。また、もう一つ、これまでは７つの施策の方向

性でしたが、最後の７番、自立と社会参加の促進を２つに分けまして、８番の差別の解消、権利擁護の

推進及び虐待の防止を別出しにしています。こちらを修正した点として、今回、挙げさせていただいて

います。

本日の資料は、この８つの施策の方向性の現状と課題をお示ししていまして、現計画では、この施策

の方向性ではなくて、その下の 23 の基本施策ごとに現状と課題というものが書かれているのですけれ

ども、今回のたたき台では、まとめて８つの施策の方向性に対して現状と課題というものをお示しして

います。こちらにつきましては、次回までに基本施策に分けて、現状と課題をもう一回お示しする予定

です。

権利擁護部会にかかわりのあるところということで、施策の方向性の１番、理解と交流の促進と８番、
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差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止、そちらのご説明をさせていただきます。

ページは11ページです。

理解と交流の促進の現状と課題。今回お示ししました現状と課題については、先ほどお話ししたヒア

リング結果ですとか、昨年行ったアンケート結果に基づいて、お示ししています。

アンケート結果については、選択方式の回答について、全回答に占める割合や順位を示しているので

すが、前回の３年前の結果も比較のため、括弧書きで示しています。

１、理解と交流の促進の現状と課題です。現状、市では、平成 28 年４月１日に施行した「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」に基づき、「浦安市障がい者差別解消推進計画」を

策定し、障がいと障がいのある人への理解を深めるための小冊子「こころのバリアフリーハンドブック」

による啓発活動や、障がいと障がいのある人への理解を深めるためのイベントを開催し、障がいのある

人に対する理解を広げる取り組みを行ってきました。障がい福祉に関するアンケート調査結果では、障

がいのある人への市民の理解を深めるために必要なことは、「学校での福祉人権教育を充実する」の割

合が37.1％と高くなっています。前回は36.7％でした。

また、ヒアリングの結果、視覚障がい者の団体からは「誘導ブロックの理解が進んでいない。」、聴

覚障がい者の団体からは「企業や学校に、聴覚障がいに対する理解や手話の啓発に行きたい」などの意

見が挙がっています。

アンケートでは、「障がいのある人が積極的に社会に進出する」ことが、「障がいのある人への理解

を深めるために必要」という結果になっています。

こちらが現状と課題になりまして、次の 12 ページで、基本施策ということで３つ入っています。こ

ちらは（１）啓発の推進、（２）市民との協働による支援活動の促進、（３）交流機会の拡充となって

います。これは現状のまま、載せさせていただいています。

続きまして、20ページです。

こちらは、新たに別出しで設けた施策の方向性で、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止にな

ります。

現状と課題です。まず、法律の説明ですが、平成 23 年、障害者虐待防止法が公布され、同年８月の

障害者基本法の改正では、障がいを理由とするあらゆる差別の禁止や消費者としての障がいのある人の

保護、選挙や司法手続き等での配慮を講じる義務が定められました。

平成 25年６月には、障害者差別解消法が公布、平成 28年４月に施行されました。国及び地方公共団

体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務化してい

ます。

また、民間事業者においては、同様に障がいのある人への不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮

は努力義務とされるなど、障がいのある人への権利擁護のための法整備が進んできています。

市の現状としては、平成 28 年度に、「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」

を制定し、あわせて「障がい者権利擁護センター」を設置しました。権利擁護センターでは、障がい者



11

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け、事実確認

や、解決に向けた調整支援等を行いました。

また、市では平成 29 年度に、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関しての

基本理念を定めた「手話言語条例」を制定し、今後は、手話の啓発を推進していきます。

アンケートでは、差別や嫌な思いをした経験について「よくある」3.9％、「時々ある」16.6％で合

計20.5％となっています。前回は合計で18.3％で微増という結果になっています。

一方、障害者差別解消法や障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例、障がい者権利擁護セ

ンターの認知度は二、三割にとどまっており、障がいのある人に対する法律や条例、障がい者権利擁護

センターについての情報提供促進を必要とする結果になっています。

平成 28 年５月に成年後見制度利用促進法が施行されまして、成年後見制度の利用促進、地域におけ

る成年後見人等となる人材の確保などが定められました。

アンケート結果では、成年後見制度について、「聞いたことはあるがよく知らない」「まったく知ら

ない」を合わせると47.9％となりまして、前回の38.3％から大幅に増加した形となりました。

こちらの基本施策が、21 ページです。（１）権利擁護施策の充実、（２）虐待の早期発見・防止、

（３）差別の解消と合理的配慮の推進となっています。

今後、お示ししたこの現状と課題も、基本施策ごとに分けた形にして、この下に取り組みの方向性を

つけまして、素案をつくっていく形になります。

次回の権利擁護部会では、この素案の中から、１番と８番の項目を抜き出しまして、もう少し詳しく

現状と課題、そして施策の方向性、そして主な事業を全て載せた素案をお出しできるかと思いますので、

そのときはまたご意見をいただければと思います。

リーダー：ありがとうございました。

ただいま、障がい者福祉計画策定に当たってヒアリング調査、また、たたき台について、権利擁護部

会にかかわるところのお話をいただいたところでございます。

それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご意見等がございましたらよろしくお願いいたし

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：ちょっと脇道にそれるかもしれないのですが、具体例を見て、

そしてこれを見ると、実は具体例の中に、例えば車椅子がわだちに入るから、もう少し狭いのにしてほ

しいとか、明日から出来そうなことが幾つかあって、それは福祉計画などというものではなく、道路を

つくったり、鏡を発注したりする人に、実はこれで困っておられる方がいますよというと、多分ベビー

カーも同じようにはまっているだろうから、これをやるのがお仕事だというのはよくわかるのですけれ

ども、これとこれの間にしかるべき部署に、情報を共有すると、多分明日とか、次に発注し直すときに、

もう楽になることが幾つかあるように思うので、それはこれとは別に進めてもらえませんかというお願

いです。
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リーダー：事務局、お願いします。

事務局：今、福祉計画策定に当たりまして、施策の取り組みの方向性をどういった方向で各担当課が実施して

いくかということを、各担当課に依頼しているところです。そのときには、もちろんこういった課題が

ある。こういった意見が上がっているということを全部各担当課にお示しして、方向性をお願いします

ということは伝えています。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な

一個一個の意見まで全てお出しはしていないです。

ただ障がい福祉に関するアンケート結果としては自由意見などもあるものを、公表はしていますので、

担当課には個々にこういったところも伝えていきまして、取り組みの方向性として考えていただくよう

に、また、この計画についても、今後も進捗状況の評価をしていきますので、そこでも毎年毎年、検証

できればと思っています。

貴重なご意見をありがとうございます。

リーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、続けてお願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：重ねてなのですが、私のいつも言いたいところなのですけれ

ども、教育の部分で、要望が団体であったり、利用者であったり、重なる部分があって、その教育の部

分を、教育ではないところは、福祉課がつくれるだろうと思うのですけれども、例えば補助教員の人数

が足りないとか、肢体不自由児だけの特別支援学校をつくってほしいとかというのは、分けてほしいと

いうことだと思うのですけれども、成果が上がるために、どうやったら教育の方とここでお話ができる

かというのが、ここに出てきていないから困るのですが、ここがないと、結構３分の１ぐらいが教育の

ことだと思うので、一緒にやれないかなといつも思うわけであります。

個人的なことを言うと、まだまだ学校で見つけてもらえていなくて、例えば手帳を取れば、そこにこ

ういう障がい福祉課のリストに載り、どんなお困り事がありますかというのを多分どこかに聞くチャン

スがあるのですけれども、見つけてもらえていない子どもが、まだ学校にたくさんおられて、お母さん、

すごく苦労して育てていて、だけど学校の先生はどういうわけかというのは、私、個別にはわからない

のですけれども、例えばハンディキャップがあるのだったら、ここに行ったらどうですかみたいな助言

はないまま、結局、もっと大きくなると、どんどん選択肢が減って、１年生、２年生、幼稚園ぐらいで

見つけてくれると、お母さんも本人もやれることがいっぱいあるのだけれども、結局、例えば知的に問

題がなかったりすると、勉強はできる、何かおかしいけどというふうになると、すごく苦労するのです。

それを学校と一緒にやれると、どうして学校がそれをやれないのかというのをここですると、こうい

うふうなことが課題だから、学校も怖くて手が出せないのだということがわかれば、そこをみんなで一

緒に浦安市全体で直そうとかいう前向きな、誰かを非難するとかでなく前向きなよくしていくことをし

たいなと思うのです。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。事務局、お願いいたします。

事務局：おっしゃるとおり、こちらの部会には学校関係が入っていないのですけれども、この自立支援協議会
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こども部会では、教育委員会も入っておりますので、まずそこがそういったことを話す場になってくる

かと思います。

あとは、今回の障がい者福祉計画の国の指針としては、障害児福祉計画というものをつくっていくよ

うになるのですが、そこでも保健・医療・福祉・教育、そういったところの連携を強化していきなさい

ということを言われていますので、うちとしても今後検討していかなければいけないと考えています。

以上です。

リーダー：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、少しお待ちください。健康福祉部（次長）。

健康福祉部（次長）：特別支援学校の誘致というのは、新市長のマニフェストという位置づけになっておりま

すので、いずれにしても、教育委員会が所管なのですけれども、この特別支援学校を整備するに当たっ

て、必ずそういった団体からの意見も聞くべく、このような形の意見を聞く場というのは設けるという

ふうには聞いております。

また、あわせて、先ほど事務局からも、このヒアリング調査に基づいて、それぞれ教育委員会ですと

か、あとは先ほどのわだちなどの問題でいくとインフラ、都市整備部門等々からいろいろヒアリングを

受ける際に、今回のこの調査結果は、必ず全部渡して、これを全部伝えるように、そういった情報の共

有化も進めてまいりたいと考えております。

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よろしいでしょうか。

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：ちょっと隔靴掻痒という感じがして、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ことというのは、もうちょっと突っ込んで話し合いの機会があった

らいいのではないか。要するに、ここでこうなって、それを教育関係者のところに渡すのではなくて、

一緒になってやるような機会を別につくってもいいのではないかというような感じで、私は捉えたので

すけれども、そういうことはできないのですか。

リーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：そうですね。教育委員会とあと、健康福祉部と、あとは保健医療、そういったところも含めた連携と

いうのを、今後検討していきたいとは考えています。

以上です。

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：それをもう少し突っ込んで、実際の当事者団体で意見を持っておられ

る方とか、それから、実際の親御さんとか、そういった人たちが入って直接意見を聞かないと、やはり

ちょっと隔靴掻痒になるのではないかという気がするのですけど。それは検討いただけないですか。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。

事務局：教育に関していいますと、当事者団体様も入っていますし、教育委員会も入っていますので、まずこ
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ども部会で、話し合いができるかと考えています。

リーダー：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、よろしいでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：全く部外者なので、私もよくわかりませんけれども、もう少し突っ込

む機会があってもいいのではないかと思った次第です。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

では、浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：特別支援学校の設置は、県が決めることだと思うのです。今回、市川の特別支援学校

がもう満杯状態で、ここの地域にもう一つつくるということで、だから浦安になるか、市川になるか、

場所的なこともありますけれども、そこにつくることは決定されたのですよね。ですから、そこに対し

ての要望とか、そういうことをこども部会でたくさんもんでいただいて、当事者の関係のある方が、ど

んどん意見を言って、進めていっ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。

ご意見ということですか。

浦安手をつなぐ親の会：はい。

リーダー：今、ご意見をいただきました。事務局、よろしくお願いします。

事務局：特別支援学校をつくるとか、特別支援学級があるとか、普通級があるというのは、当事者、保護者の

方が選ぶものであるという認識のもとに、保護者の方とか当事者の方からご意見をいただける機会とい

うことで、まずは自立支援協議会こども部会がございますので、そこで具体的に事例等を使いながら、

協議していきたいと考えています。

あと、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからも、直接話し合いの場を設けたほうがいいのではな

いかというお話もいただきましたので、それは教育委員会に相談という形でお話をしたいと考えており

ます。

以上です。

リーダー：浦安手をつなぐ親の会、よろしいですか。

浦安手をつなぐ親の会：はい。

リーダー：それでは、そのほかございませんでしょうか。

今のお話はこども部会のほうとも調整するということで。

浦安市自閉症協会。

浦安市自閉症協会：前回、策定委員会でも同じことを言っているのですが、現状と課題のところで、今回は、

大きい項目ごとに現状と課題をこれは載せていて、つくってあったけれども、新しいのでは大きい段落

ごとではなくて、一個一個ごとにまた現状と課題を載せるというお話だったのですけれども、というこ

とは、今いただいたこの 11 ページとかのこの文書というのは、まるっきりなくなるということなので

すか。
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もしもそうだったら、今、聞いて、私たちがチェックした意味って何だと思うし、これを分解したり

して、小さい項目ごとに割り振ったりすると、また文章が変わってきますよね。またそれを私たち、チ

ェックしなくてはいけなくて、文章をチェックするということが大事だということの意味は、やはりこ

のヒアリングの結果がちゃんとここに盛り込まれているかというところだと思うのです。だから、文章

をすごくしっかり見なければいけないと思うのですけれども、これからつくり直すと、本当は時間が少

ないと思うのですけれども、前、たしか 11 月の頭でしたか、終わりでしたか、という話だったのです

けれども、本当にあるのかな。

あともう一個、私が最初にこれを言っちゃったので、私は現状と課題が大きく１個になっちゃったこ

とに文句を言いたいわけではなくて、こういうふうになっちゃったのかという意味だったのです。そう

するとますます文章の中にこのヒアリングの結果とか、いろいろなことを盛り込むのってすごく難しく

なってくるので、どうなのかなということです。

なので、私は別に大きいものだけでいいのですけれども、小さい項目になったときに、また取り組み

の方向性とか、そういうところにもちゃんとこのヒアリングの結果が入っていけばいいのですけれども、

どういうふうにつくっていくのかなという。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：ありがとうございます。

今、前回の策定委員会のほうでは、同じように、基本的には、今の福祉計画をそのまま構成も変えず

にやるということで、これを分けるとお伝えはしたのですが、もちろん私たちも検討として、この施策

の方向性ごとの現状と課題でいい場合もあるのかなとは思っていたので、この施策の方向性ごとに、現

状と課題をつくって、その下に基本施策や取り組みの方向性を書くという方法もあるとは思うのです。

策定委員会でお話ししていたので、分けるように今、つくっているところではあるのですが、それは

ご意見として、現状と課題のほうは、この施策の方向性にこのまま、まとめたもののほうがいいようで

あれば、そういった方法もあるかと思います。

もちろん、今、見ていただいている現状と課題を分けたとしても踏襲しようとは思っていますので、

ここの内容を盛り込んだ基本施策ごとの現状と課題にしようとは思っています。

前回と変えないというスタンスではあるのですけれども、もしまとめたほうがわかりやすいというこ

とであれば、そのほうがいいかと思っています。また、今、つくっているところでまた変えるというの

は難しいかなと思うのですけれども、今の計画策定委員会のお話で、分けてつくるという方向で考えて

はいます。もちろん、内容を、皆様のご意見をいただいたものを乗せた上でつくるように、今、組み込

んでいるところではあります。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市自閉症協会、よろしいでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会。
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浦安手をつなぐ親の会：前回までの３年間の計画の中で、結局、各課に振り分けていますよね、この現状と課

題というのを。それを多分、今、取りまとめていると思うのですが、結果、100％ということはまずな

いと思うのです、各課とも。だから、その 100％に近くいくのには、どういうふうな対応にしたほうが

いいのかということを、やはり計画委員会では、きちっとそこまで持っていったほうがいいと思うので

す。今まではいただいて、例えば人事課何％とか、何十％とか、書いて、そこでとまっちゃっていると

思うのです。ですから、それを一歩押し進める形の３年間の計画をつくっていただきたいなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

事務局、よろしいですか。

そのようにご意見としていただきますということでございます。ありがとうございます。

そのほか、ございませんでしょうか。

浦安商工会議所。

浦安商工会議所：意見というか考え方として、一つあるのは、今、会議所も 1,800 社抱えていまして、皆さん

が言っているのは、人がいないということと人材不足。特に当然若い人が少ないという中で、これから

どうしたらいいのだという問題が非常にありまして、当然皆さんも知っていらっしゃるかと思いますけ

れども、一つは老人の方をできるだけ多く、70 あるいは 80 歳ぐらいでも働く方が、元気な方がいらっ

しゃるので、そういう方を雇うという一つの考え方ですね。

それと女性です。子どもを産む産まないはともかく、一緒に働いている方もいらっしゃるので、そう

いう方を多く雇っていただければということと、次に来ているのは身障者、言い方は悪いかもしれませ

んけれども、障がい者の方でいろいろな方がいらっしゃるのだと思うのですけれども、そういう中では

老人・女性の次は身体障がい者、あるいは障がい者の方を多く雇って、地域のためにやっていこうとい

う考え方がございまして、何が問題かというと、やはり親御さんが亡くなったときに、子どもさんがひ

とりで自立して、生活できるということで、収入の面、あるいは社会参加の面、こういうところをやは

りやっていきたいなと思って、今、ハローワーク、あるいは支援センター、労基署、そういうところと

連携しまして、できるだけそういった大きなマッチングビジネスにレベル化していきたいなと思ってお

ります。

その中で、いろいろなところと連携しながらやっているのですけれども、そういうことが増えてきて、

あるいは仕事場にそういう方が多くなってくれば、僕が思うに法整備も変わってくるし、社会システム

全体も変わってくるかなと思っております。

そういう面ではぜひいろいろな皆さんのご意見を焼きつけていただいて、支援センター、あるいはハ

ローワーク、労基署、こういうところに法整備、あるいは社会システム、そういった基盤からも変えて

いくような力になってくれば、ますますそういった方が働きやすい、将来に沿って親御さんがいなくて

も自立支援、自分だけがやっていけるという時代が来るのかなと思っています。

そういう面でもぜひいろいろなご意見をいただきながら、行政もそうですけれども、国だとか県にも

働きかけるような意見交換の場とかを設けていただければ、よりいいかなと思っております。
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「かがやくまち うらやす」ということで、11 月もやりますけれども、こういうところで、もっと

ＰＲして表へ出ていくということで、お願いできればと思っております。ましてオリンピックだ、パラ

リンピックだということで、機運もありますので、ぜひそういうところで一緒にやっていきたいなと思

っていますので、よろしくお願いいたします。

ちょっと外れてしまいましたけれども、そういったご意見もありますので、よろしくお願いいたしま

す。

以上でございます。

リーダー：ありがとうございました。

就労の支援というところも含めまして、そういった立場からお話がございました。

ありがとうございました。

では、よろしいでしょうか。

それでは、続きまして、議題（３）に入ります。

事務局からお願いいたします。

事務局：今日は、イベントのチラシをお配りしております。先週末出来上がってきたのですが、本年度 11 月

11 日に、新浦安駅前広場でイベントを行う旨は、前回の部会でもお知らせさせていただいたのですが、

正式なプログラムと出展団体さん等が決まりましたので、チラシを作成させていただきました。

裏面を見ていただきますと、今年も「クイズに答えて景品をもらおう！」ということで、クイズラリ

ーを実施しようかなと思っています。

加えて今回新しい企画で、「イエローリボンカード」というものを用意しまして、イエローリボンと

いうのは障害者権利条約のシンボルマークとして活用されていまして、障がいのある人々の、その人ら

しい自立と社会参加を目指すというような思いも詰まったリボンなのですが、こちらのカードに、バリ

アフリーハンドブックでも掲げている「わたしたちにできること」をテーマに、障がいのある方もない

方もともに生き生きと暮らせる、生活するためにはどんなことが私たちにできるかということを一言メ

ッセージで書いてもらうような形にして、この「イエローリボンカード」を、大きいツリー型の板を用

意しますので、そこに貼っていくような形で、イベントのシンボルみたいな形にしたいなと思っていま

す。

先ほども虐待の件数、差別の件数のところでお話ししたとおり、権利擁護センターですとか、条例・

法律の周知というのは、引き続きこのイベントでもテーマになってきますので、チラシ内にも条例があ

りますということをうたっていますけれども、当日は、啓発ブースも設けて、条例・法律、バリアフリ

ーハンドブック等についても、きちんとＰＲしていこうと考えています。

また、プログラムの中に 13時から 13時半に、今回、自立支援協議会からのバリアフリーハンドブッ

クのＰＲの時間を入れております。事前にご相談させていただいた委員の方もいるのですが、平成 24

年度に自立支援協議会でこのバリアフリーハンドブックを作成した際に、障害者週間記念イベントで、

文化会館のホールを使って、壇上に、障がいの当事者の方、関係の方、皆さん立ってもらって、バリア
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フリーハンドブックをつくった思い等をお話ししてもらって、ＰＲを行ったということがあります。平

24 年にできたバリアフリーハンドブックも５年経つというところで、改めてこのバリアフリーハンド

ブックをつくった自立支援協議会としてＰＲする時間を設けたいということで、今回、プログラムに入

れさせていただきました。

当日には、障がい当事者の団体さん等にご協力いただいて、浦安手をつなぐ親の会、浦安市自閉症協

会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会には事前にご相談させてもらったの

ですが、壇上に上がってもらいＰＲを行っていただきたいと思っています。

そして、皆さんにご協力のお願いなのですが、当日、自立支援協議会委員の方、会場にいらっしゃい

ましたらぜひこの時間、一緒にステージの上にのぼってください。当日、バリアフリーハンドブックを

持って、一緒にステージに上がっていただくというところでご協力いただきたくお願いします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

今、１時から１時半ということで、ハンドブックのＰＲということですね。権利擁護部会の方に。

事務局：ほかにも声かけている。

事務局：自立支援協議会委員の方には、この後メール等でも正式にお知らせしようと思っています。権利擁護

部会の皆様は、特にお願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：キャラバン隊の宣伝はしなくていいのですか。

事務局：そうでした。前回の部会で、イベントでどんなことをしたらいいか聞かせてもらったときに、体験ブ

ースがあったほうがいいのではないかというお話があって、今回それを入れさせてもらいました。

一つプログラムの中に、11 時半から 12 時に、これは市川手をつなぐ親の会さんにご協力いただきま

して、キャラバン隊を持っていらっしゃるのです。知的障がいや、発達障がいの疑似体験ということで、

これはステージ上で行っていただきます。浦安のこうした関係のイベントでは、初めて来ていただいて

やっていただくことになるので、どんなふうになるのか、ぜひ当日皆さん、一緒に参加してもらえると

うれしいなと思います。

あと、ブースの、⑱体験ブースというところで、これは介助ボランティアグループあいあいにもご協

力いただきまして、あと身体障がい者福祉センターにもご協力いただきまして、車椅子体験、白杖体験

ということで、これはアイマスクをして白杖を持ってということで、あと、車椅子も用意して、まだど

の辺を回ろうかというのはこれから詰めるところなのですが、そうした体験を行うことで、身体障がい

だけでなく、今回、知的・発達障がいの体験も、ステージということですが、できるということで、少

しそこはこの前の皆さんのご意見が入れられたかなと思っています。

リーダー：ありがとうございました。

こちらの権利擁護部会にかかわるところで、先だってご意見をいただきました、２つの取り組み、プ

ログラムの中のキャラバン隊、また、体験ブースということでございます。①の展示スペースというの

が、障がいのある方の啓発コーナーですか。



19

事務局：そうですね。展示スペースが啓発コーナーになります。

リーダー：わかりました。そのような形で、さまざま、今、ステージのＰＲというところで、平成 24 年度に

障がい者記念事業ということで行った。そのときは文化会館で行ったということで。

浦安手をつなぐ親の会：あれは社協の映画会の前に時間をいただいてやったのです。だから、本体は社協の映

画会です。

リーダー：そうですか。ありがとうございます。すみません。私も記憶がうっすらしてしまいました。

そのような形で、実際集まった方にＰＲという形になったのですが、今回は新浦安駅前で、「じゃ、

皆さん集まれ」って集まってくださる方もいらっしゃるのですけれども、通りがかりの方、さまざまい

らっしゃいます。いいＰＲになればなというところで、展示スペースや体験ブースにもできるだけ呼び

込めるよう進めていければと思います。今、舞台イベントの 13 時からというのは、皆さんにお願いし

ていましたけれども、そのほか、キャラバン隊「空」11 時半は、ぜひ見ていただくのと、体験ブース、

展示ブースにも随時おいでいただければと思っています。

イベントに関しまして、質問等、ご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、委員の皆様から何かご意見はございませんか。今までのことに関することでもよろ

しいですけれども、大丈夫でしょうか。

すみません。事務局からもう一つあるそうです。お願いいたします。

事務局：今のイベントのチラシと、もう１枚、チラシをお渡ししていまして、こちらもイベントのご案内にな

ります。平成 29 年度発達支援講演会ということで、11 月８日水曜日、１時 30 分から、浦安市民プラ

ザＷａｖｅ101 の大ホールにおきまして、「こどものこころとからだを守るために知っておきたい性教

育～特別な支援が必要なこどもたち編～」ということで、講師に川口助産所の川口眞理子先生をお招き

して、特別な支援が必要なお子さんが陥りやすい性の問題や支援方法などについてお話をします。まだ、

定員に余裕がありますので、ぜひ興味のある方、ご参加いただける方がいましたら、お申し込みいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

11 月８日ですね。講演会がございます。ぜひ皆様、足を運んでいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

それでは、皆様よろしいでしょうか。

続きまして、議題（４）に入らせていただきたいのですが、次第にありますとおり非公開という形で、

今回の議題は事例を含め、３人の方にお話をいただくので、申しわけございません。傍聴席の方、ご退

席をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

（傍聴者退席）



平成 29 年 10 月 16 日（月）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階 S２・３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３回）次第

１．開会

２．議題

（１）障がい者権利擁護センター上半期件数報告

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）その他

（４）委員からの事例報告（非公開）

３．閉会
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議題１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２９年度上半期実績報告

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%

平成 29 年度

上半期
17 6 9 2 35.3％

②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

4 0 3 1 0 8
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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%

平成 29 年度

上半期
3 2 1 20％

（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

平成 29 年度

上半期
0 0

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

平成 28 年度 17 5 8 0 10 5 45

平成 29 年度

上半期
3 2 2 0 3 0 10

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 1 1 2

医療 1 1

商品・サービス 1 1

雇用 1 1 2

教育 1 1

建物・公共交通機関 1 1

不動産 0

情報の提供等 0

その他 1 1 1 3

合計 11
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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 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 3 1 2 0 0 0 0

民間企業等 4 0 0 0 3 1 0

その他 0 0 0 0 0 0 0

計 7 1 2 0 3 1 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 3 0 2 1 0

民間企業等 0 0 0 0 0

計 3 0 2 1 0
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浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査

１ 目的

アンケートでは聞き取ることができない障がいのある方等の意見や要望を把握するため、当事者

団体及び障がいのある方が利用する市の福祉施設（事業者）から事前調書の提出後、直接ヒアリン

グを実施した。

２ 実施期間 ８月下旬～９月下旬

３ 調査対象

団体等名称 種別 団体等概要 ヒアリング対象者

1 いちょうの会 当事者団体 精神に障がいのある方の
家族の会

会を代表する会員数名

2 浦安市自閉症協会 当事者団体 自閉症など発達障がいの
ある子どもたちの親の会

会を代表する会員数名

3 浦安市聴覚障害者協会 当事者団体 聴覚障がいのある方の会 会を代表する会員数名

4 千葉障害児・者親の会「コ
スモ」浦安グループ

当事者団体 発達障がいの方の保護者
の会

会を代表する会員数名

5 浦安手をつなぐ親の会 当事者団体 知的な障がいのある方
（児童）の保護者の会

会を代表する会員数名

6 浦安市肢体不自由児親の
会「どっこらしょ」

当事者団体 肢体不自由な方（児童）
の家族の会

会を代表する会員数名

7 浦安市身体障害者福祉会 当事者団体 身体障がいのある方の会 会の代表会

8 浦安市視覚障害者の会ト
パーズクラブ

当事者団体 視覚障がいのある方の会 会の定例会

9 ソーシャルサポートセン
ター

市の福祉施設 対象：精神障がいのある
方

事業：レクリエーション
活動・軽作業・交
流の場を提供

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

10 障がい者福祉センター 市の福祉施設 対象：知的障がいのある
方

事業：生活介護、就労継
続支援B型

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

11 身体障がい者福祉センタ
ー

市の福祉施設 対象：身体障がいのある
方

事業：地域活動支援セン
ター、生活介護、
自立訓練（機能訓
練）

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

※上記以外に、「施設・サービス利用者アンケート結果」を記載している。

議題２資料（１）
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４ 団体ヒアリング結果

（１）団体の目標達成に向けての課題

団体等名称 目標 課題

1 いちょうの会 当事者を抱える家族の気持ち
を、少しでも前向きにしていく。

○会員の減少、高齢化。

○新規で加入する会員が少な

い。加入の促進が難しい。

○ネットなどで情報収集できる

ため、会に入るメリットを感じ

づらい。人間関係が希薄になっ

ている。

○会員個々に余裕がないため、

会合などの参加が積極的に行え

ない。

2 浦安市自閉症協会 子どもたちが地域の中で生涯安
心して暮らしていけるようにす
る。

3 浦安市聴覚障害者協会 聴覚障がい者の福祉の向上を目
指す。コミュニケーション支援
の充実・向上を図る。

4 千葉障害児・者親の会「コ

スモ」浦安グループ

会員の子どもたちの困難さを少
しでも改善する。母親同士の情
報交換。

5 浦安手をつなぐ親の会 障がい児者の充実した生活を確
保するための活動。

6 浦安市肢体不自由児親の

会「どっこらしょ」

肢体不自由児・者の福祉の向上。
家族の親睦、情報交換。

7 浦安市身体障害者福祉会 身体障がい者の生活の援護と会
員同士の親睦と福祉の向上を図
る。

8 浦安市視覚障害者の会ト

パーズクラブ

会員のニーズに添いつつ活動の
充実を図る。会員同士の親睦と
市の福祉に関わる情報の伝達を
図る。

（２）浦安市の障がい福祉施策に関するご意見・ご要望

① 福祉・保健・医療サービス

いちょうの会

○本人も親も体調が悪く、外出できない場合もあるので、訪問してくれるサービスがほしい。

○通院できていない人も多いので、手帳や診断がなくても気軽に相談できるところがほしい。

○退院した後の家族の支援が難しい。退院後の生活のリハビリや、就職活動までしてくれるサポートが

ほしい。

○緊急時の一時預かりや相談ができる場所があれば良い。

○精神科病院を充実してほしい。

自閉症協会

○行動援護の事業所数が少ない。

○現在安心して受診できる歯医者がほとんどない。当番制などにしてほしい。

○自閉症では共同生活は難しいので、支援を受けながらアパートで一人暮らしのような形が望ましい。

○緊急時支援事業について、２４時間統一して使えるようにしてほしい。
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千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○グループホームがほしい。訓練型・永住型・個別型とあると思う。また設置する場所も考えてほしい。

○発達障がい専門の医師（理解のある）を誘致してほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○医療費補助を障がい者全員に拡げてほしい。

○親子、高齢者と障がい者で入れるグループホームや施設があるとよい。

○移動支援や日中一時支援は非課税だと何時間利用しても無料なのはどうかと思う。介護保険になった

ときには自己負担も出てくる。何時間以上からは利用料を取るなどをしても良いのではないか。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○肢体不自由児が利用できる事業所が少ない。また、送迎が車イスに対応できない事業所もある。

○リハビリ病院で、装具の判定ができたり、障がい児のリハビリができるようにしてほしい。また、障

がい者の療養つきレスパイトを病院などでやってほしい。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○音声パソコン技能習得のためのしっかりしたシステムの構築とその実施。

○初めて音声パソコンを習得する視覚障がい者には、一定条件を定め、音声ソフトをインストールした

拡大読書器を市の補助対象としてほしい。

○多くの視覚障がい者は６５歳以上であり、介護保険の利用が優先となるが、介護保険サービスでは、

視覚障がい者への理解がされていない。ケアマネージャーをはじめ、障がい者に対する知識をしっかり

と備えてもらう必要がある。

② 教育・育成

自閉症協会

○子どもが望む形で、個々に対応した教育支援をしてほしい。特別支援学級を障がい種別に分けるべき

ではないか。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○そらいろルームなども、通級指導教室のような支援を行ってほしい。

○放課後等デイサービスについて、学習支援から預かりまで様々なニーズに対応できる、事業所ごとに

特化したサービスが受けられるようにしてほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○障がいのある児童が通う学校では、その障がいについて、生徒も先生もきちんと理解してほしい。

○補助教員の先生の相談先あるとよいと思う。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○補助教員の人数が足りていないように思う。

○肢体不自由児だけの特別支援学級を作ってほしい。

○肢体不自由児に対する学校の理解を広げてほしい。
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③ 就労

いちょうの会

○就労しても続かない。就労支援してくれるサービスを充実してほしい。

自閉症協会

○福祉的就労（Ａ型、Ｂ型）や生活介護の施設、グループホームなどを、数字だけで足りていると判断

しないで欲しい。事業所同士や、相談支援事業所の連携をし、ここがだめなら別の事業所でという選択

ができるようにしてほしい。

聴覚障害者協会

○聴覚障がい者は、コミュニケーション不足で仕事を続けられない人が多い。手話だけでなく、筆談や

チャットでもいいので、コミュニケーションをとれるようにしてほしい。

○市役所や図書館、福祉関係の職場で、聴覚障がい者をもっと雇用してほしい。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○就労支援センターでは、個々の特性にあった就労訓練を行い、就労につながる支援をしてほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○農業と福祉の連携。農作業など、いろいろな訓練ができる場所があればいいと思う。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○数は足りているというが、マッチングができるかどうか。設備の充実とできる仕事の種類を増やして

ほしい。ニーズ調査をして、マッチングしてほしい。

④ 生活環境・まちづくり

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」

○バスについて、設備面は整ってきたが、人員の関係で、車いすが乗車したいときに対応してもらえな

いことがある。

バリアフリー化を促進してほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○歩道の段差をなくして移動しやすくしてほしい。

○障がい者用トイレの増設、環境整備。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○点字ブロック（誘導ブロック、警告ブロック）の拡充と市民への教育喚起のための条例の制定をして

ほしい。

○市内の各駅の安全を確保してほしい。
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⑤ スポーツ・レクリエーション

自閉症協会

○難しいスポーツでなくていいので、大人の障がい者が体を動かす機会が増えると良い。体操やランニ

ングなどの単純なもので良い。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○一般の施設の利用は難しいので、中・高生で運動できる場が少ない。平日夜、土日休日に活動できる

場があるといい。誰でも受け入れるのではなく、できるレベルによって分かれ、課題・プログラムも細

かくできた方がよい。

浦安手をつなぐ親の会

○障がいがあっても気軽に参加できる企画、配慮。

⑥ 安心・安全

聴覚障害者協会

○災害時の情報保障を充実してほしい。

○災害の避難などが少し落ち着いたら、手話通訳が設置されたところに聴覚障がい者が集まれる場所を

作ってほしい。安心できる。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○災害時、充電できる施設や、障がい者が避難できる場所の情報がほしい。

○災害時の避難の仕方や、避難生活など、必要な知識の話を聞くような場があるとよいと思う。

⑦ 理解の促進

聴覚障害者協会

○手話を人々に教える活動や企業に啓発する活動をしたい。

○小学生に手話を覚えてほしい。

○聴覚障がいに対する企業の理解を進めてほしい。

○企業や、バス会社などで電話や口頭による対応を求められることに差別を感じる。配慮してほしい。

○少し手話ができるバスの運転手がいてうれしかった。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○視覚障がいに特化した対応を確立してほしい。
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５ 施設利用者ヒアリング結果

① 福祉・保健・医療サービス

○土日にリズムが崩れるので、土日に利用できるサービスがあるとよい。

○ソーシャルサポートセンター以外でかけこみ相談できる相談先がほしい。

○発達障害の専門カウンセリングが浦安にできればよい。

○ヘルパーにどこまでお願いしていいものか分からない。また、どこまで居宅介護で、どこまで移動支

援で利用できるか区別が分からない。

○身体障がい者福祉センターで入浴サービスをしてほしい。

○週末に利用できるようにしてほしい。

○６５歳になり、身体障がい者福祉センターの利用回数を減らされた。

○グループホームに入っているが、買い物に行きたいときに行けない、夜にトイレに行けないなど不便

を感じることがある。

○身体障がいを対象としたグループホームが少ないので、選択肢がせまい。

○２４時間３６５日支援が必要なので、日中の時間帯ももちろん、夜勤対応ができるヘルパーさんが地

域生活にはもっと必要。

○短期入所、特に一時ケアセンターが利用したいときに利用できない。

○近くに短期入所がほしい。

○短期入所が、緊急時にもっと使えるようにしてほしい。

○日中一時支援で運動不足を補いたいが、不足している。

○重度障がい者を介護できるヘルパーを増やしてほしい。

○個人病院にかかるのが難しい。受け入れてもらえない。知的障がい者が安心して通える病院の情報が

ほしい。

○病院が併設された複合福祉施設があるとよい。

○グループホームの需要と供給を把握し、数だけではなく、内容や世話人が充実した施設を作ってほし

い。

○情報を集約し、様々な方法で提供してほしい。

② 就労

○Ｂ型を探しているが、体力がないので週５日は難しい。短縮して働きたい。調理やレストランなどだ

けでなく、精神に特化した就労先がほしい。

○ステップアップしていけるような就労施設がほしい。

○特別支援学校を卒業してから、パソコン、計算、読み書きなど勉強を学ぶ場が必要。卒業後の作業の

仕事では、学ぶ時間も、場所もない。
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③ 生活環境・まちづくり

○もっと多目的駐車場を設置してほしい。

○側溝の溝に車いすの前輪がはまるので、もっと細かい目の側溝にしてほしい。

○店にバリアフリーのスロープや、エレベーターを設置してほしい。

○外出先に、スロープやエレベーター、車イス用トイレ（大人も使用できるベッドが室内にあり、個室

が広いもの）等が備えられているかどうか、車イス等利用者用の駐車場もあるかどうか。また、外出す

る前にそれらがあるかどうかを問い合わせる手段があるか。

○車いすで利用できるバスを増やしてほしい。

○１人での外出は難しいので、介助の人が必要なときにすぐ手配してもらえるかが不安。

④ スポーツ・レクリエーション

○障がいを持った人たち同士が集まり、自分の事を話したり、地域の事を話したり、その他日常の些細

な事など何でも話せる場所など、つながることのできる場所が欲しい。

○土日に気軽に立ち寄れる居場所がほしい。

○健康のため、筋肉トレーニングなどしたいが、障がい者の利用できるジムなどがない。

○暑い時は身体に熱がこもりやすく、寒い時は身体が冷えやすい。体温調整することが苦手な人が障が

いを持っている人には多いので、日差しが直接当たらない場所や、暖を取れる場所が必要。

○長時間、車椅子に乗っていると身体に負担がかかるので、車椅子を降り、身体を伸ばせる場所が必要。

○会場までの移動や交通機関、ヘルパーの確保が必要。活動中の支援も必要。

○公民館などの活動で、障がいのある方が参加しやすい仕組みやムードがあると良い。

○外出時につきそい現場まで連れて行き、送ってくれるヘルパーさんやシステムが必要。

○スポーツをできる施設を充実してほしい。

⑤ 安心・安全

○災害時に避難生活が難しい。

○災害時薬がなくなると困る。

○災害時の避難が難しい。災害時の分かりやすいマニュアルがあるとよい。
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⑥ 理解の促進

○差別解消法の合理的配慮が難しい。市が啓発活動をしてきたのはわかるが、まだまだ企業などの意識

が低く失望した。正しい理解が出来る様に市も努力してほしい。

○生を受けてから、幼稚園、保育園、そして学校と、一緒に学ぶことだと思う。

○からかわれたり、笑われたりすることが多く、いかに世間が障がい者を知らないか、理解をしようと

している人が少ないかと思う。

○成年後見制度が使いにくい。申請したら望まない後見人が選ばれるかもしれないと思うと、申請でき

ない。

○障がいのある子どもだけでなく、親も地域にとけこむ。

⑦ 普段の暮らしや今後の暮らしで不安だと思うこと、問題だと思うこと

○自分で薬の管理ができなくなることがあるので、薬の管理が必要。疲れやすく、記憶がなくなったり

すること。

○施設などに入所後、ちゃんとやっていけるのか、人間関係がうまくつくれないので不安。

○自分一人では生活できないので、入所できるような場所があるのか、不安。

○家族がいなくなったり、倒れたりしたら不安。

○一人暮らしで緊急時どうすればよいか。１日１回の安否確認などはないか教えてほしい。

○リハビリができなくなったら突然歩けなくなった。運動、リハビリ、どれを抜いても今の対象を維持

できないことを痛感した。

○親なき後の生活の質、安定、住まい確保。

⑧ 今後どのような暮らしをしたいか

○一人暮らしをしたい。できれば浦安市内でしたい。

○支援を受けてグループホームで暮らしたい。

○現在は本人の兄弟が面倒を見ているが、あまり押し付けられない。一人で生活できるようになるとよ

い。

○親が元気で健康なうちは、ぎりぎりまで一緒に生活をし、その後グループホームや、福祉サービスを

利用しながら地域で暮らしたい。

○親子や高齢者と障がい者で入れるグループホームがあるとよい。

○地域で働きながら家族と過ごしたい。

○早くグループホームなどで安定した生活がしたい。

○脳性麻痺だが、一人暮らしが希望。



浦安市障がい者福祉計画
（平成 30 年度～平成 32 年度）

【たたき台】
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浦 安 市

今回の資料は、障がい者福祉計画のうち以下の部分の文案の資料となります。

１ 「計画の基本的事項」

２ 「第１編 障がい者計画」

○「施策の方向性」に対する「アンケート調査結果とヒアリング調査結果の

まとめ」
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計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

障害者基本法の理念にのっとり、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共に支え合いながら

暮らすことができる「地域共生社会」の実現を目指して基本的な方向性を定めていま

す。さらに、平成 25 年 4 月に障害者自立支援法を改正し、障がい者の定義に難病等

を追加し、地域社会における共生の実現に向け、障害福祉サービスの充実等、障がい

のある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行されました。平成

28 年５月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改

正する法律案」が成立し、「生活」と「就労」の一層の充実や障がい児支援のニーズの

多様化へのきめ細かな対応等を図ることとしています。

また、平成 26 年 1 月には国連の「障害者の権利に関する条約」を批准し、平成

28 年 4 月に、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向け、障がいを理由とする差別の解消を推進

することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差

別解消法）」及び雇用の分野における障がいのある人に対する差別の禁止及び障がいの

ある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）

を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（障害者雇用促

進法）」が施行されています。

本市では、平成 27 年３月に「障がい者計画」と「障がい福祉計画」を一体化した

平成２７年度（2015 年度）を始期とする６年間計画の前期計画「障がい者福祉計画

（平成 27 年度～平成 29 年度）」を策定し、障がいのある人が自らの能力を最大限発

揮し、自己実現できるようにさまざまな支援を行ってきました。この前期計画の計画

期間が平成 29 年度をもって終了することから、計画の見直しを行い、新たに平成 30

年度を初年度とする後期計画「浦安市障がい者福祉計画（平成 30 年度～平成 32 年

度）」（以下、「本計画」という。）を策定します。
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２ 法律・制度の動向

（１）障がい者の権利に関する条約の批准

平成 19 年に国連の「障害者の権利に関する条約」に署名、それ以降、同条約の批

准に向け、さまざまな国内法の整備を進め、平成 26 年１月にこの条約を批准しまし

た。

（２）障害者基本法の改正

「障害者の権利に関する条約」における考え方に合わせ、障がいの有無にかかわら

ず、等しく基本的な人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられるものであると

の理念に則り、平成 23 年に障害者基本法の一部が改正、障がい者の定義を見直した

ほか、「意思疎通のための手段についての選択の機会の確保」を規定するとともに、「意

思疎通のための手段」の例示として「言語（手話を含む。）」と規定しました。

（３）児童福祉法の改正

平成 24 年の児童福祉法等の改正により、それまで障害者自立支援法（当時）と児

童福祉法に分かれていた障がいのある児童を対象とした施設事業が、児童福祉法に基

づくサービスに一元化され、市町村が支給決定する障害児通所支援と都道府県が支給

決定する障害児入所支援が創設されました。

また、平成 28 年の同法改正により、平成 30 年度から障がいのある児童のサービ

ス提供体制の計画的な構築を推進するため、「障がい児福祉計画」を策定することにな

っています。

（４）障害者虐待防止法の施行

深刻化している家庭や施設での障がいのある人に対する虐待を防ぐため、平成 24

年 10 月から「障害者虐待防止法」を施行し、家庭や施設などで障がいのある人に対

する虐待を発見した人に、自治体への通報を義務付けているほか、親による虐待が生

命に関わる危険性があると認められた場合には、親の許可がなくても自治体職員の自

宅への立ち入りを認めること、虐待に関する相談窓口の設置を自治体に義務付けるこ

となどを盛り込んでいます。
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（５）障害者総合支援法の施行と改正

従来の障害者自立支援法を、平成 25 年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」（障害者総合支援法）に改正施行し、障がい者の定義に難病

患者が加えられたほか、ケアホームのグループホームへの一元化、重度訪問介護の対

象拡大などを定めました。

また、平成 30 年４月からは、地域生活の支援として新たに「自立生活援助」や「就

労定着支援」等のサービスが追加されることになりました。

（６）障害者優先調達推進法の施行

平成 25 年４月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

する法律」（障害者優先調達推進法）が施行され、公的機関においては、物品やサービ

スを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進し、

障がいのある人の自立の促進に資することとしています。

（７）障害者差別解消法の施行

障がいのある人への差別を解消するため、平成 25 年に「障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）を公布し、平成 28 年４月に施行しま

した。

この法律では、障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を禁止するとともに、社

会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に向け

て必要かつ合理的な配慮の義務を定めています。

（８）改正障害者雇用促進法の施行

平成 25 年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法）を改正、

平成 28 年度から雇用分野における障がいのある人の差別の禁止や合理的な配慮の義

務が定めるとともに、平成 30 年度から法定雇用率の算定基礎に精神障がい者を加え

ることを規定しました。

（９）成年後見制度利用促進法の施行

平成 28 年４月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（成年後見制度利用促

進法）を公布し、同年５月に施行しました。

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成年後見人等と

なる人材の確保、関係機関等における体制の充実強化などを規定しました。
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３ 計画の位置づけ

本計画（浦安市障がい者福祉計画）は障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町

村障害者計画」であり、障がい者計画は、本市の障がい者施策を総合的かつ計画的に

推進するための基本計画です。

障害者総合支援法第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」と児童福祉法第 33 条

の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」との整合を図るとともに、「浦安市総合計画」、

「第２次浦安市地域福祉計画」、「浦安市高齢者保健福祉計画・第 6 期浦安市介護保険

事業計画」、「浦安市子ども・子育て支援総合計画」、「健康うらやす２１（第２次）」等、

本市の関連計画や、国の「障害者基本計画」、県の「第五次千葉県障害者計画」等の計

画と整合を図りつつ策定し、推進します。

第２次浦安市地域福祉計画

浦安市総合計画
基本構想・基本計画

そ
の
他
関
連
計
画

【県】
第五次千葉県
障害者計画
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うらやす地域福祉活動計画Ⅲ

【国】
障害者基本計画
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４ 計画の期間

本計画の期間は、平成 30 年度から 32 年度までの３年間とし、社会経済情勢や障

害者総合支援法の改正に伴う状況等を踏まえて、必要に応じて見直しを行います。

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

５ 計画の対象者

本計画は、障がいのある人を中心に、介助者、援助者、ボランティア、地域住民な

どすべての人を対象者とします。

障がいのある人とは、障害者基本法によって定義されている「身体障害、知的障害

又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人」、

また、「てんかん及び自閉症その他の発達障害を有する人並びに難病に起因する身体又

は精神上の障害を有する人であって、継続的に生活上の支障がある人」をいい、療育

の必要な乳幼児、児童・生徒、発達障害のある人、自立支援医療費の支給を受けてい

る人、難病患者など、日常生活や社会生活で支援を必要とするすべての人を含みます。

浦安市総合計画＜基本構想＞（～平成 32 年度）

障がい者福祉計画
（平成 27年度～平成 29年度）

障がい者福祉計画
（平成 30 年度～平成 32 年度）
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６ 計画策定の方法

（１）計画策定の方法

① 障がい者関連施策の進捗状況の洗い出しと評価

障がい者福祉計画に掲げた施策全般にわたる事業の進捗状況について、各関係部署

による洗い出しを行い、今後の施策の方向性を検討・評価し、新たな計画における方

針を定めました。

② 障がい福祉に関するアンケートの実施・分析

障がいのある人を対象にアンケート調査を実施し、障がいのある人の生活状況やニ

ーズ、現行の施策・事業に対する評価などについて把握、分析を行いました。

③ 障がい者団体等へのヒアリング調査の実施

上記アンケート結果を補完し、より具体的な問題提起や要望を把握するため、市内

の障がい者団体等を対象にヒアリング調査を実施し、また広く一般市民からパブリッ

クコメントを募集するなど、新たな計画内容への反映に努めました。

④ 障がい者福祉計画策定委員会における審議

障がい者団体関係者をはじめ、福祉・医療・教育・雇用等の各分野の関係者、学識

経験者などからなる「計画策定委員会」を設置し、新たな計画内容に関し、専門的、

大局的な観点から議論を積み重ねました。
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７ 計画の推進・フォロー体制

（１）計画の推進体制

本計画を総合的・実効的に推進していくために、以下のような連携と協働の体制の

整備を図ります。

① 庁内の推進体制の整備

健康福祉部（障がい事業課・障がい福祉課）を中心として、関連部局が連携し、計

画を推進します。

② 人的資源の確保と資質の向上

本計画を推進するうえで、不可欠である専門技術者の確保と育成に努めます。特に

ケースワーカー・手話通訳者・要約筆記者・福祉サービス従事者などの確保と資質の

向上に努めます。

③ 関係機関・市民等との連携の促進

ⅰ）福祉・医療・教育・雇用等の関係機関との連携

本計画を推進する担い手となる、福祉・医療・教育・雇用等の各分野と、より一層

の連携に努めていきます。

ⅱ）民間事業所等との連携

市民全体の力を集めて本計画を推進していくために、民間の一般事業所、マスメデ

ィア・市民団体・自治会等との連携を図り、情報交換・課題の共有、協働の推進に努

めます。

ⅲ）近隣市及び県、国との連携

広域的な対応が必要な施策・計画については、近隣市および県と連携を図ってその

実現に努めます。また、県、国に対しては、特に行財政上の措置を、必要に応じて要

請していきます。
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（２）計画のフォロー体制

本計画は、日々現実に生活を営んでいる障がいのある人を主な対象とした計画であ

り、また、福祉・医療・教育・雇用等の各分野との連携と、社会情勢の変化や障がい

の特性にあわせた配慮が必要です。

したがって、計画自体をより具体的なものにするため、また、計画の実施がその目

的に照らして効果的であるかどうか等を検証するために、実施状況等の点検が不可欠

となります。

そのため、作成した計画については、進捗を把握するだけではなく、分析・評価の

上、課題等がある場合には、随時、対応していくことになります。

浦安市では、「障がい者計画」、「障がい福祉計画」の双方に「ＰＤＣＡサイクル」を

導入し、市・関係機関・障がいのある人の代表からなる浦安市自立支援協議会と連携

を図り、計画の進捗状況を年に１回以上、自立支援協議会で評価・分析するとともに、

必要に応じて事業の見直し等を行います。

「ＰＤＣＡサイクル」は、さまざまな分野で品質改善や業務改善などに広く活用さ

れているマネジメント手法で、「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「見直

し（Action）」を順に実施していくものです。

現状の課題を元にして
計画を策定する

プランの策定・Plan

計画に沿って取組を
実施する

実施された取組の効果を
計る

評価結果を元に、さらなる
取組の改善を図る

プランの実施・Do

プランの評価・Check



第１編 障がい者計画
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施策の体系
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第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

現状と課題

障害者基本法では、身体、知的、精神の 3 障がいに加え、難病や、発達障がいを含

むその他心身の機能に障がいのある人がその定義に加えられており、多様な障がいに

対する理解を広めていくことが求められています。

市では、平成２８年４月１日に施行した「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」に基づき、「浦安市障がい者差別解消推進計画」を策定し、障がい

と障がいのある人への理解を深めるための小冊子「こころのバリアフリーハンドブッ

ク」による啓発活動や、障がいと障がいのある人への理解を深めるためのイベントを

開催し、障がいのある人に対する理解を広げる取り組みを行ってきました。

浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果（以下「アンケート」という。）では、

障がいのある人への市民の理解を深めるために必要なことは、「学校での福祉人権教育

を充実する」の割合が 37.1％【前回 36.7％】となっています。

障がいのある人が豊かな暮らしを送るためには、ボランティア等の支え合い活動や

他の障がいのある人との交流は欠かせないものです。障がい者団体等のヒアリング調

査では、障がいのある人同士が集まることができる機会を求める声が挙がっています。

また、視覚障がい者の団体からは「誘導ブロックの理解が進んでいない。」、聴覚障

がい者の団体からは「企業や学校に、聴覚障がいに対する理解や手話の啓発に行きた

い」などの意見が挙がっています。

また、アンケートでは、「障がいのある人が積極的に社会に進出する」ことが、「障

がいのある人への理解を深めるために必要」という結果になっています。
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取り組みの方向性

（１）啓発の推進

（２）市民との協働による支援活動の促進

（３）交流機会の拡充
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２ 福祉・生活支援の充実

現状と課題

障がいのある人やその家族が、地域で安心して暮らしていくためには、日頃の悩み

を相談したり、必要な支援、サービスを適切に受けることができることが大切です。

障がいのある人の相談や福祉サービスに対するニーズは多様化しており、障がい者

団体等のヒアリング調査では、専門的な相談先や、訪問による相談対応等、相談支援

の充実を求める声や、短期入所や行動援護の不足等、在宅福祉サービスの充実に関す

る声、休日の日中の活動の場等を求める声が挙がっています。

また、アンケートでは、今後の暮らしについて必要なことや課題・不安について、

「緊急時の対応」が 47.5％で第 1 位、「費用面」が 37.8％で第 2 位、「日常的な生

活面でのフォロー」が 37.6％で第 3 位となっています。

平成 24 年 4 月よりサービス等利用計画の作成が始まり、現在サービス等利用計画

の作成状況は 100％に達していますが、相談支援事業所の不足により、セルフプラン

が増加傾向にあります。相談支援事業所と相談支援専門員の不足の解消が課題となっ

ています。

また、アンケートでは 10.7％【前回 10.7％】の人が相談にのってもらえる人がい

ないと回答しています。

さらに、アンケートでは、将来の希望する暮らし方について、「ひとり暮らし」が最

も多く、次いで「グループホーム（介護や支援、見守りがある少人数の共同生活）」、

「施設など、大勢の人と一緒の暮らし」【前回 第１位「家族との同居」、第２位「支

援を受けながらひとり暮らし」、第３位「ひとり暮らし」】となっており、障がい者団

体等のヒアリング調査においても親亡き後の住まいへの不安を挙げる人が多くなって

います。
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取り組みの方向性

（１）相談支援の充実

（２）在宅福祉サービスの充実

（３）日中活動の場の充実

（４）住まいの場の充実
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３ 保健・医療の充実

現状と課題

がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病等の生活習慣病を原因とした障がいが増加する

中、市では、各種健（検）診等を通じて、障がいの原因となる疾病等の予防と早期発

見に努めています。

また、子どもの疾病や障がいの早期発見・早期療育のために乳幼児健康診査の充実

を図り、各種健（検）診等の未受診者の解消に努めてきました。

アンケートでは、暮らしやすくなるために、充実してほしいこととして「保健・医

療サービスの充実」が 29.7％【前回 35.7％】と最も高く、障がい者団体等のヒアリ

ング調査においても、医療機関を受診する際の困難さや、障がい特性に応じた医療機

関に関する情報提供を求める声等が挙がっています。

また、国の第５期障害福祉計画に係る基本指針においても、医療的ケア児が適切な

支援を受けられるように、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携

を図るための協議の場の設置が目標として掲げられています。

取り組みの方向性

（１）障がいの原因となる疾病等の予防・障がいの早期発見

（２）保健・医療・リハビリテーションの充実
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４ 子どもへの支援の充実

現状と課題

こども発達センターでは、発達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、

発達段階に応じてグループや個別での専門的な相談・療育を行ってきました。また、

市の独自事業「青少年サポート事業」では、就学後の発達に心配のある子どもとその

保護者に対する専門性の高い相談や療育支援の充実を図りました。

アンケートでは、「就学後の療育が少ない」などの意見や、放課後等デイサービスに

ついては、「土日も利用したい」「さまざまな形でニーズに対応してほしい」「重度障が

い児の受け入れ先を増やしてほしい」など、就学後の療育に対し質・量ともに向上が

求められています。

また、福祉サービスを「現在利用していない」と答えた人に、今より暮らしやすく

なるために必要なサービスや支援について聞いたところ、18 歳未満の回答では「気

軽に相談できる相談先」が最も高くなっています。さらに、障がい者団体等のヒアリ

ング調査では、子どもの個性に応じた教育支援や成人までの一貫した相談支援等を求

める声が挙がっています。

障がいや発達に心配のある子どもに対しては、早期から発達段階に応じた一貫した

支援を行っていくことが重要です。市では、サポートファイル等を活用しながら、切

れ目のない支援に取り組んでいるところです。

取り組みの方向性

（１）就学前療育・教育の充実

（２）就学後療育・教育の充実

（３）就学・進学相談の充実

（４）ライフステージを通じた支援の推進
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５ 雇用・就労支援の推進

現状と課題

障がいのある人の就労は、収入面だけでなく、社会参加の視点からも非常に重要な

課題となっています。

アンケートでは、暮らしやすくなるために充実してほしいこととして、「生活安定へ

の支援」が 29.3％【前回 30.0％】、「障がい者雇用の推進」が 24.7％【前回 25.2％】

と割合が高くなっており、働くために必要なことは、「障がいに合った仕事であること」

が 24.9％【前回 31.1％】、「勤務時間や日数を調整できること」が 24.1％【前回

26.1％】、「周囲が障がいに対して理解があること」が 23.3％【前回 27.3％】と割

合が高くなっています。また、現在就労などをしないで自宅で過ごしていると答えた

人の理由について、「障がいが重い、または病弱のため」が 30.3％【前回 38.5％】、

次いで自分に合う仕事がないため」が 9.6％【前回 12.1％】となっています。

さらに、自由意見では、「設備の充実とできる仕事の種類を増やしてほしい。」など

の意見があり、就労施設の充実や障がい特性に応じた職種・勤務時間の柔軟性を求め

る声が挙がっています。

取り組みの方向性

（１）障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実

（２）福祉的就労の促進
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６ 生活環境の整備

現状と課題

障がいのある人にとって暮らしやすい生活環境の実現に向けて、公共的施設、民間

施設、道路のバリアフリー化やユニバーサルデザインによるまちづくりを行うことが

大切です。

障がい者団体等のヒアリング調査では、店などへのスロープやエレベーター、多目

的トイレ・駐車場の設置の促進が求められています。

市では、新庁舎の建設にあたり、障がい者団体等との意見交換会を実施し、多目的

トイレの設置やエントランスの音声案内などユニバーサルデザインに配慮した庁舎と

しました（平成 28 年 6 月完成）。

アンケートでは、外出する時の主な交通手段は「徒歩」62.9％【前回 59.5％】に

次いで、「バス」45.2％【前回 42.6％】が第 2 位、「電車」44.8％【前回 42.3％】

が第 3 位となっています。

障がい者団体等のヒアリング調査では、「市内に車いすで通りづらい道路がいくつか

ある」「バスは設備面は整ってきたが、人員の関係で車いすで乗車するのは実質的に難

しいことがある」などの意見が挙がっています。

また、災害時に支援や配慮を必要とする要援護者への対策の重要性が、大きな課題

となっています。アンケートでは、災害（地震や水害など）に備えた準備について、

「準備はしているが万全ではない」「準備することができない」「何を準備すればいい

か分からない」が合わせて 66.0％【前回 65.6％】となっています。障がい者団体等

のヒアリング調査調査においても災害時の避難方法、避難生活等への不安を感じてい

るという意見が多く挙がっています。

取り組みの方向性

（１）歩行空間・建築物の整備

（２）移動・交通手段の整備

（３）安心・安全に暮らせるまちづくりの推進
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７ 自立と社会参加の促進

現状と課題

アンケートでは、現在何か趣味やスポーツ、レクリエーションをしているかの問い

について、「していない」が 44.6％【前回 52.0%】で、「している」を上回りました。

していない人について、趣味やスポーツに参加するために必要なことは、「会場に通え

る手段があること」が 25.8％、次いで「周囲が障がいに対して理解すること」が

25.3％、「趣味やスポーツに参加するに当たり、必要な配慮を受けられること」が

24.2％となっています。また、自由意見では、「一般のスポーツ施設を利用すること

は難しい。」「運動できる場が少ない」という意見が多く挙がっています。

取り組みの方向性

（１）余暇活動の促進

（２）自主的活動の促進
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８ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

現状と課題

平成 23 年、障害者虐待防止法が公布され、同年 8 月の障害者基本法の改正では、

障がいを理由とするあらゆる差別の禁止や消費者としての障がいのある人の保護、選

挙や司法手続き等での配慮を講じる義務が定められました。

平成 25年 6月には、障害者差別解消法が公布、平成 28年 4月に施行されました。

国及び地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いを禁止し、

合理的配慮の提供を義務化しています。

また、民間事業者においては、同様に障がいのある人への不当な差別的取扱いを禁

止し。合理的配慮は努力義務とされるなど、障がいのある人への権利擁護のための法

整備が進んできています。

市では、平成 28 年度に、「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」を制定し、併せて「障がい者権利擁護センター」を設置しました。権利擁護セン

ターでは、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け、事実確認や、解決に向けた調整支援等を行いました。

また、市では平成２９年度に、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及

び普及に関しての基本理念を定めた「手話言語条例」を制定し、今後は、手話の啓発

を推進していきます。

アンケートでは、差別や嫌な思いをした経験について「よくある」（3.9％【前回

3.7％】）、「時々ある」（16.6％【前回 14.6％】）で 20.5％となっており、平成 25

年度の調査結果の 18.3％より微増となっています。一方、障害者差別解消法や障が

いを理由とする差別の解消の推進に関する条例、障がい者権利擁護センターの認知度

は 2.～３割にとどまっており障がいのある人に対する法律や条例、障がい者権利擁護

センターについての情報提供促進を必要とする結果になっています。平成 28 年 5 月

に成年後見制度利用促進法が施行され、成年後見制度の利用促進、地域における成年

後見人等となる人材の確保などが定められました。

アンケートでは、成年後見制度について、「聞いたことはあるがよく知らない」「ま

ったく知らない」を合わせると 47.9％【前回 38.3％】を占めています。
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取り組みの方向性

（１）権利擁護施策の充実

（２）虐待の早期発見・防止

（３）差別の解消と合理的配慮の推進


