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平成29年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成30年２月19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、千葉県弁護士会京葉支部

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、健康福祉部（次長）

４．議題

（１）「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施報告

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）平成30年度の議題について

（４）その他

５．資料

（１）議題１資料１ 「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施報告

（２）議題２資料 浦安市障がい者福祉計画（平成30年度～平成32年度）【素案 抜粋】

（３）議題３資料１ 平成30年度の議題について
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６.議事

事務局：ただいまより、平成29年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いたします。

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。

ついこの間、新しい体制でスタートということであったんですが、もう今回で４回目ということで、

非常に早いなと思っております。

前回は部会はこれで終了ということだったものですから、皆様にご意見、一言ずついただいたんです

が、今回は一人一人言っていただくというよりは、議題の中でご意見いただくという機会を設けさせて

いただきたいと思いますので、皆様に当てる場面もあろうかと思いますので、あらかじめご了承いただ

きたいと思います。ぜひざっくばらんなご意見をお出しいただきたいと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。

それでは初めに、皆様、お手元資料ございますでしょうか。「第３回障がいのある人もない人も！か

がやくまち うらやす」実施報告について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局：ご報告の前に、どんな様子だったかというのをスライドを見ながらご説明させていただきます。

「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」は、11 月 11 日土曜日に、これまで

２回と同じく新浦安駅前広場で行いました。この日もすごくお天気に恵まれまして、３回目だったんで

すが、いずれも晴れということで、最後まで本当にお天気がよかったなと思っております。

実施報告にも書かせていただいたんですが、今回チラシは 5,918 部配布をいたしました。また、今年

の啓発グッズとしては条例の名称が書かれた啓発メモを配布いたしました。こちらは 351冊配布してお

ります。あと、例年行っておりますクイズラリーは参加者286名でした。

イエローリボンカードといって、今日お持ちしたんですが、ツリー型のパネルにイエローリボンカー

ド、こちらに障がいのない人もある人も、みんながともに暮らしやすいまちのために、一人一人に何が

できるでしょうかというようなことをメッセージとして記入いただきました。後ほど枚数数えたら 224

名の方が記入してくださいました。後でお時間あるときに見ていってください。

あと、初の試みとしては体験ブース、こちらは車椅子に乗る、押すの体験と白杖体験、あと片麻痺体
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験といって右、左のそれぞれ、装具をつけての麻痺の体験というのを行いました。こちらは参加者 42

名でございました。

こちらは当日の様子です。ステージ上がにぎやかに行われまして、周りのお客さんたちも一緒に踊っ

たり参加したりという様子が見られました。こちらは展示ブース内の様子です、右下は、こちらも今回

初の試みでしたが、権利擁護部会の委員の皆様にも壇上上がっていただき、メッセージを発信してもら

いながら、バリアフリーハンドブックのＰＲも行いました。

こちらがイエローリボンツリーのコーナーで、お子さんからお年を召した方まで皆さんがメッセージ

を書いていってくださいました。

一番にぎわっているときで、出店ブースの前だとか、お昼どき、このように結構人がかなり埋まって

いて、右下、最後のサンバのステージのときですが、物すごい観客の方で会場が埋め尽くされて非常に

盛り上がって終了いたしました。

お見せする映像はここまでになりますので、すみません、お席戻っていただいて。ご協力ありがとう

ございます。

議題１資料１に戻りまして、振り返りを行いますと、１番、実績については今ご報告したとおりです。

１点、障がい福祉サービス事業所売り上げとしては 32 万 170 円ということで、これ３年間の中で一番

売り上げが多かったです。

続いて、２番の新たな試みについてということで、１つ目にバリアフリーハンドブックのＰＲを行い

ました。自立支援協議会の権利擁護部会委員の皆様及び障がい当事者の方々、その日もうイベントの会

場内にいらっしゃった方々にも直接お声がけさせていただきまして、ステージ上でバリアフリーハンド

ブックのＰＲを行いました。こちらから浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安手をつなぐ親の会、

浦安市聴覚障害者協会の３名に壇上の上でバリアフリーハンドブックに込めた思いというものを発信し

てもらいました。

続いて、２つ目の新たな試みとして体験ステージを行いました。これはキャラバン隊「空」さんとい

う、市川の親の会の皆様で結成されているキャラバン隊の皆さんに出演していただきまして、知的障が

い、発達障がいの疑似体験をステージ上で行っていただきました。会場内で実際に参加者の方を募りま

して、“言葉がわからない、伝わらないってどういうこと？”ということと、“どんなふうに見ている

の？”という２つの疑似体験のほうを行っていただきました。これも初めての試みでしたが、会場の都

合上、本当にステージの近くにいる方しか参加できない形にはなってしまったんですが、新たな試みと

いうことで、一般の通りがかりの方も見ていってくださいましてよかったかなと思っています。

続いて、イエローリボンツリー企画です。こちらは浦安市障がい者差別解消推進条例の目指すところ

であります“やさしいまち うらやす”と、既存でもともとありましたこころのバリアフリーハンドブ

ックの掲げる“わたしたちにできることがあります”とかけ合わせて、「障がいのある人もない人もみ

んなが暮らしやすい『やさしいまち うらやす』になるために、一人一人どんなことができるだろうか

ということを記入してください」と呼びかけまして、224 名の方にメッセージを書いていただきました。
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全部は記載できなかったんですが、一部原文のまま抜粋しておりますのでご紹介いたします。

「声をかける」「人が大変そうだったらたすける！」「えがおですごすこと」「けんかしない」「み

んな仲間だと思うこと」「障がいのある方とない方が出会い交流する場をつくります」「成長して立派

な大人になりたい」「しんごうがあおになったらおしえてあげる」「見て見ぬふりをしない」「お手伝

いしましょうかと声をかける」「ひとごとではなく自分のこととして考える想像力をもつ」、あとスマ

イルマークを、字の書けない小さなお子さんは絵を描いてくださいました。

続いて、４つ目の企画としては、体験ブースのほうを今回新たに行ってみました。車椅子、白杖、片

麻痺体験を行うブースで、車椅子、白杖体験については、委員でもおられるボランティアグループのあ

いあいさんにお手伝いいただいて行いました。また、片麻痺体験は浦安市身体障がい者福祉センターに

お手伝いいただきました。42 人の参加がありまして、そのうち 27 名の方がアンケートを記入してくだ

さいました。

アンケート結果をご紹介します。

体験に参加したことがまずあるかないかという質問については、参加したことがないという方が

74％で４分の３の方が初めての方ということでした。

実際体験してみて、障がいのある方への理解は深まりましたかというところでは 92％の方に深まり

ましたというご回答をいただきました。

本日体験した内容を、感想を友人やご家族等に伝えたいですかという質問については 81％の方が伝

えたいということで回答していただきました。

自由記述として感想をいただきましたので、一部ご紹介をいたします。

「段差、目が見えないことが思っていたより怖く、驚きました。ありがとうございました。」「当た

り前にやっていることが難しいですね。白杖の方を見かけたら声をかけられるようになりたいです。」

「周りの方々に気を遣わせているのではと、気疲れしてしまわないかと思いました。実際に体験してみ

ますと、白杖の先が歩道に引っ掛かり易くて人の補助がないと歩きづらく感じました。また、杖の先が

人に当たらないか心配でしたが、目の不自由な方は外に出かけるということが心身共に疲れるだろうな

と思いました。街中で拝見した際には、声掛けをしたいと思っております。」「うごきにくかったで

す。」「車いすを押したり乗ったりしている人の気持ちがよくわかりました。」「ちょっとこわかっ

た。」「コースが少し短いと思う？イスに座るのもよかった。」「障がいのある方の理解が深くなりま

した。」このようなご感想をいただきました。

成果と課題としては、今年度のイベントは過去２年の啓発イベントと同様の会場、規模、コンセプト

を引き継ぎつつも、こうした会場内の参加者に例年のクイズラリーや啓発ブース以外の方法で障がいの

ある方や障がいについて知っていただく、考えていただくコーナーを多く設けました。それぞれの企画

に熱心に参加してくださる方も一定数おりまして、とりわけイエローリボン企画でいただいたお一人お

一人のメッセージは、市民の“やさしいまち”実現への思いが純粋に反映されたものであって、今後の

宝になるものだなと感じました。
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一方、バリアフリーハンドブックのＰＲ時には、その直前、キッズダンス、ゴスペルでにぎわってい

たステージの前から、残念ながら人足が遠のいてしまったり、クイズラリー参加者は３年連続で減少し

ているような実情も見えてきております。これらを踏まえて、来年度以降の啓発イベントの実施に向け

て、ターゲットや重点を置くべきテーマ、啓発方法について、こちらの部会を通して、皆さんのご意見

いただきながら再度検討していく必要もあるということも考えられました。

イベントの報告は以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまご説明ありましたとおり、今年度、既存のイベントの内容、あわせて新しい取り組みという

ことで、主に４点加わったということで報告させていただきました。

こちらのイベントについては、権利擁護部会の方々や多くの方においでいただきましてまことにあり

がとうございました。

それでは、ただいまご説明ありました内容でご質問、ご意見等でも構わないんですが、今後このよう

なことを取り入れたらいいんじゃないかということも含めて、ざっくばらんにご意見をいただければと

思っております。皆様からご意見いかがでしょうか。

浦安市聴覚障害者協会、お願いします。

浦安市聴覚障害者協会：聞こえない体験というのもぜひ加え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。

今回、視覚障がいのある方の体験というところを含めます体験、片麻痺ということでございました。

聞こえにくいという方に係る体験も増やしてほしいということでいただきました。ありがとうございま

した。

そのほか、いかがでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：遅刻してすみませんでした。

今年初めてキャラバン隊「空」さんを呼んでくださって、確かにこぢんまりしていたんですけれども、

参加者がすごく多かったというわけじゃないとは思ったんですけれども、参加してくださっている方は

とても楽しそうに、わかりやすくやってくださって、参加する人も楽しそうだったし、空さんのお母さ

んたちも頑張ってやってくださっていて、野外だったから、屋内を想定しているプログラムなので声が

聞こえにくいとかいろいろ苦戦されていたんだと思うんですけれども、私はとても楽しく、ありがたく

見ました。こういうの、ちょこっとずつ積み上げていくとちょっとずつ違うんじゃないかなと、そうい

う気分になる疑似体験なんだけれども、気づきでもあるので、ちょこちょここういう機会があるといい

なと思いました。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございました。

皆様、空さんのステージ見られましたでしょうかね、当日参加された方。私も、初めから見させてい
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ただいたんですけれども非常にわかりやすいご説明で、本当にあの時間帯でというのが残念だなと私的

には思いまして、本当、ステージ終わった後、体験ブースとかコーナー設けられませんかねというよう

なことを考えていたんですけれども、それはちょっと今回はできなかったということなんですが、ぜひ

多くの方々に、また、空さんは出前講座みたいな形の対応をしているということでわかっていますので、

ぜひいろんなところで活用というか、お呼びいただければ喜んで参りますというお話いただきましたの

で、ぜひよろしくお願いします。

ほかに何かございませんでしょうか。いかがでしょうかね。

指名させていただいてもよろしいですか、すみません。浦安手をつなぐ親の会、発表していただいた

んですが、少しお客様が引いてしまったという部分は残念だったですが。

浦安手をつなぐ親の会：ＰＲというのは催し物の間に入れると非常に引けちゃうということもあるから、その

入れ場所をもうちょっと考えたほうがいいのではないかなと思いました。

それから、今年初めてキャラバン隊「空」を呼んだんですが、空さんは各市の親の会でつくったので

は第１号なんですが、県の育成会ではまんま隊というのがありまして、同じようなあれですけれども、

これは警察の新人研修とか、警察学校に行って初心者研修の中でいろいろ皆様に発表して体験して勉強

していただいている形なんですね。だから、今度の２月 26 日にまんま隊の講演会も千葉で、市民会館

のほうで開かれます。

一応３年間ずっと、その前は文化会館の周りとかそういうところでやっていたということと、それか

ら、障害者週間という、12 月なんですよね。第１回目は 12 月にやったんですが、やっぱり寒いという

ことで 11 月に変更になって、一つ一つ、終わった後いろいろ変更があって、２回目はサンバがすごく

盛り上がってしまって、その後に出場した人たちがすごくかすんでしまったので、３回目はサンバを最

後にしましょうよという意見が出て、今年はサンバが一番最後になったと思うんですが、やっぱり１回

ずつ積み重ねていっていろいろ変更をしていくのは仕方がないことだと思いますし、よりよいイベント

に向かっていきたいと思います。

リーダー：ありがとうございました。

いろんな入れるタイミングというのもあると思いますし、そのあたりはまた検討させていただきたい

なと思っております。

ほかにいかがでしょうか。

社会福祉法人敬心福祉会。

社会福祉法人敬心福祉会：「かがやくまち うらやす」の実行委員の皆様、どうもお疲れさまでした。私も少

しだけ参加させていただいたんですけれども、イエローリボンツリーというのは今はどこに。ごめんな

さい、私のほうでちょっと把握していなくて申しわけありません。

事務局：せっかくできたのでみんなに見てもらいたいと思ったので、庁舎の管理のほうと協議しまして、３月

31日までは、今、障がい事業課の前にちょっとスペース設けまして置いてあります。

社会福祉法人敬心福祉会：ありがとうございます。結構、抜粋された言葉とか、物すごく優しい言葉もたくさ
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ん書いてあるので、ぜひ皆さんたくさんの方が見に来られるようなところに置いていただけるといいか

なというふうに思いました。

リーダー：ありがとうございました。

そうですね、皆さんの目につく、１階とか、１階のほうがいいですかね。またいろんなご意見いただ

いてと思っております。

そのほかいかがでしょうか。

健康福祉部次長。

健康福祉部次長：「かがやくまち うらやす」、大成功裏に実施させていただきました。ご協力いただきまし

てどうもありがとうございます。

私も去年４月に担当になって初めてこうしたイベントに参加させていただいたんですが、非常にいい

内容だったなと。先ほど千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさんですか、気づきがあるとい

うお話していただいたんですが、気づきもあるし、それぞれ交流していただける出会いもあるのかなと。

市のほうも、来年度以降も引き続きウエートを置いて進めていきたいと考えています。

この権利擁護部会の中で、障がい者の差別解消推進計画というのが 28 年、29 年２カ年で策定してい

て、障がいのある方に対する理解を広げる、理解を深めるというところが最初の取り組みに来ていると

思うんです。私、市民参加、非常に担当が長くて、市民参加の世界にいると、有名なアメリカの社会学

者のアーンスタインって皆さんご存じですか、アインシュタインじゃないです、アーンスタインなんで

すが、市民参加の８つのはしごというのがあって、市民参加の発展形態をあらわしている有名な言葉が

８つのはしごですね。それが、まずは情報提供、情報共有化をして、その次にこうしたイベントに参集

していただく、みんなに集まってもらう、情報共有、その次に参集、その次に参加、市民参加というの

があって、その次に市民参画、要は企画段階からみんなで考えようと。その次が協働ということで、意

見だけではなくて汗を流しながらみんなでともに働こうよと。最後に来るのが自主自立というところな

んですが、１年間通じて、この権利擁護部会、丁寧に、丁寧という言い方おかしいですが、きちんと裾

野を広げて、障がいのある方への理解を深めていく、広げていく大切さを、恐縮ですけれども、この４

月に来て本当に理解を深めさせていただいたと思いますので、引き続きご協力を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。

イエローリボンカード、こういったことをご自身で書かれるというのがすごく重要なのかなと、私も

思っております。

そのほかいかがでしょうか。

体験ブースにご協力いただいた……介助ボランティアグループあいあい。急に振って申しわけない、

いかがでしょうか。体験ブースでのご感想とか。

介助ボランティアグループあいあい：体験者 42 人が初めてのイベント参加で、多いのか少ないのか判断がで
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きないものの、感想にもありましたように、ちょっと短い体験コースでした。小学校の体験教室では５

つの体験をしてもらっておりますが、今回は段差だけで１カ所体験だけに物足りないんじゃないかとい

う不安な感じを持っておりましたが、最後にありますようなアンケートのいろんな記述を見ると、非常

に、ある意味では満足していただいた部分が多かったんじゃないかということで、今回参加させていた

だいてよかったというのが私だけじゃなく、昨年一緒に活動したメンバーの意見でもあったということ

で、30年度またされるときには参加させていただければというふうな感想を持ちました。

リーダー：ありがとうございました。

今のは、コースについては実は余り場所がとれなかったんですよね。全体的なイベントの中でここか

らこっちまでですよという範囲が決まっていて、本当に短いだろうなと思いながらもやって、やはり短

かったというご意見もいただいていますけれども、そういったことがあっての状況でございます。あり

がとうございました。

ほかにこれからターゲットや重点を置くべきテーマ、啓発方法、既存のお店も含めて、あとチラシの

配布、アンケート、クイズラリー含めてなんですが、こういうふうにしたらいいんじゃないかというよ

うなところ、せっかくなのでぜひご意見いただければと思います。クイズラリーは減っているようです

が、私も今回がっつり参加させていただいたんですが、それまではほかの団体の絡みで参加はしていた

んですが、体感的には人は多かったような気はした、私的にはですね。なので、クイズラリーの参加者

が少ないというのがそうなのかなと、私は思ったんですが。

どういったところに今後ターゲットを置いたらいいかという、先ほどご意見もいただいていますが、

そのほか何か。

浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：今回は３つが重なったんですよね。ここでやっている「かがやくまち うらやす」と、

それからＷＡＶＥ101 の中でやったやつと、それからあと文化会館で特別支援学級の発表会が、全部３

つともぶつかってしまったということがいいのか悪いのかもよく考えて。あっち行く人はこっち来られ

ないとかあると思うので、日程の調整の仕方をもうちょっと考えてみていただけたらなと思いましたが、

ＷＡＶＥ101 で、事業所の方たちお店出していたりして、下が手薄になって、やっぱり両方で販売する

というのは非常に負担がかかると思うんですね、人数的にもそうですし品物をつくるということもある

ので、１回で終わっちゃえばいいのかなという考えもあるんですが、来年度は日程の調整をよく考えて

練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した。日程重なっていましたので、市民活動フェスティバル非常に近かったの

で、両方行ったという方の声もいただいたりしながら、委員の周りの方はどうかわかりませんが、市民

活動フェスティバルも大分盛り上がっていたというのも、ここでイベントやっていたからなのかなんて

いうような、私も双方の相乗効果というのは、もしかしたら多少あったのかなというような感じもしま

すが、文化会館ですと離れていますのでそうもいかないかなと思っております。

ほか、よろしいでしょうか。
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何かご意見ございましたら事務局に言っていただいて、来年度、同じ委員のメンバーでもう一年やら

せていただく予定ですので、また近くなりましたら皆様からご意見いただく場面を設けさせていただき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

それでは、続いて議題２です。浦安市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し

ます。

事務局：浦安市障がい者福祉計画の平成 30年度から 32年度の素案の抜粋となっています。前回、たたき台と

いうことでお出ししてあったと思うんですが、その後も策定委員会などを経まして、素案ができ上がっ

て、パブリックコメントを実施しました。パブリックコメントは１月４日から 25 日に実施しましても

う既に終わってしまっているんですが、パブリックコメントの結果についてはまたホームページに掲載

いたしますので、こちらではご報告できないのですが、ご確認いただければと思います。

本日は、素案の中から権利擁護部会にかかわるところを抜粋してありますので、パブリックコメント

は終わってしまって、大きい修正というのはもう難しいのですが、適宜、ご意見いただいたところは必

要であれば修正ということもありますので、ご意見いただければと思います。

７ページ目、２番、施策の体系というところで、こちらう何度かお見せしているんですが、前計画と

それほど変わりないんですが、重点項目として６つ掲げております。

この中で、権利擁護部会としては重点項目にも上がっているんですが、施策の方向性１、理解と交流

の促進。施策の方向性８、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止、この２つについてご説明いた

します。

全部読み上げる時間がありませんので、前回の、前期計画から変更になった点について中心にお話し

したいと思います。

８ページ目です。

施策の方向性１、理解と交流の促進。施策の方向性には基本施策がぶら下がっていまして、この基本

施策ごとに現状と課題、取り組みの方向性、主な事業という構成になっています。

（１）基本施策、啓発の推進というところです。取り組みの方向性、①広報紙等による理解の促進と

いうところで、少し文章をつけ加えまして、３行目から「より効果的な方法を検討し、充実した啓発機

会を設けていきます」という文章が入っています。こちらについては、後の、施策の方向性８の現状と

課題に出てくるんですが、差別の経験をしたという割合がアンケート結果から、３年前から少し増えて

いるという形になっていました。これまでさまざまな啓発の取り組みをしていったんですが、なかなか

理解が進んだとは言えないということで、より効果的な方法を検討しということで文章をつくっていま

す。権利擁護部会でも、効果的な啓発方法というのは検討するところになりますので、引き続き検討し

て、充実した啓発機会を設けていければと思っています。

「聴覚障がいのある人のコミュニケーション手段である手話や、視覚障がいのある人の移動に欠かせ

ない誘導ブロックなどの理解と普及を促進します」という一文も追加しました。

続いて、９ページ目です。
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主な事業というところで、障がい者福祉推進事業の中に、「啓発用の冊子として小中高生を中心に

『こころのバリアフリーハンドブックを配布するとともに『（仮称）手話言語条例』の制定に基づき、

手話の理解と普及の促進を図ります」、こういった文章を新たに追加しています。手話言語条例を制定

する予定になっていますので、それに基づいて小中学生を中心に手話の理解の普及の促進を図るという

一文を入れました。

続いて、10ページ目です。

職員研修というところで、こちらも手話言語条例に関することですが、「また、『（仮称）手話言語

条例』の制定に基づき、手話の理解及び普及を推進するため、職員研修の機会を取り入れます」という

ことで、職員研修にも手話の普及について取り入れたいという一文を追加しました。

続きまして、基本施策（２）、11 ページ、（２）の担い手となる市民との協働による支援活動の促

進です。

12ページです。

市民活動促進事業というところで、「市民活動団体と行政・自治会・事業者などが、双方の資源を持

ち寄り連携して事業を行う取り組み『つなぐプロジェクト』を行います」、この一文が新たに加わって

います。

続いて、14ページ。

基本施策の（３）交流機会の拡充、現状と課題ですが、１点修正があります。５行目の「また、」か

ら、「市では、平成 27 年度より、市川特別支援学校高等部生徒の通学時、市民のボランティアが横に

付き添い見守りを行う事業を開始し、生徒の自力通学を支援しました」とあるのですが、この「平成

27年度」は「平成28年度」の誤りですので、訂正をお願いします。

その下の「平成 27 年度より、障がいと障がいのある人への理解を深めるために、新浦安駅前広場に

おいて、障がい当事者の団体によるステージや、障がい福祉サービス事業所による出店を行い、障がい

のある人もない人もともに交流を深めています」という一文も新たに追加しています。

続いて、取り組みの方向性の①地域との交流の推進、こちらも最後、４行目から、「市民のボランテ

ィアによる市川特別支援学校の生徒に対する通学見守り事業をはじめ、障がいのある人を地域全体で見

守るような体制を推進します」、この一文が新たに加わっています。

続いて、16ページです。

ここからは施策の方向性の８、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止になります。

基本施策の（１）権利擁護施策の推進。取り組みの方向性の①権利擁護の推進というところで、一番

下の行で「市民からの相談窓口として障がい者権利擁護センターを設置・運営します」ということで、

平成 28 年度より障がい者権利擁護センターというものを設置しています。これを新たに追加しました。

18ページの主な事業でも、新たに障がい者権利擁護センターを追加しています。

続いて、19ページです。

基本施策の（２）虐待の早期発見・防止、こちらも現状と課題、「市では、平成 28 年度に、障がい
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者の虐待及び差別の相談を一体的に受ける『障がい者権利擁護センター』を設置し、障がい者虐待の通

報・届出の受け付け、事実確認や、解決に向けた調整支援等を行いました。虐待の通報・届出件数は、

年々増加傾向にあります。一方、アンケートでは、障がい者権利擁護センターの認知度は 15％にとど

まっています」という一文が新たに加わっています。

この現状と課題を受けて、取り組みの方向性の②障がい者権利擁護センター事業の充実。「『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、障がい者虐待と障がい者差別について

一体的な解決を図る相談窓口として『障がい者権利擁護センター』を設置・運営し、迅速かつ適切な対

応を行います。また、広く市民や事業者に障がい者権利擁護センターを周知・広報し、障がい者虐待防

止や障がい者差別の解消に努めます」という取り組みの方向性となっています。

続いて、21ページ。

基本施策の（３）差別の解消と合理的配慮の推進、現状と課題で、28 年度からということで、「市

では、平成 28 年４月１日に策定した『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、差別の解消と障がいに対する理解を促進する

取り組みを一体的に行ってきました」という一文が入っています。

また、その下の７行目からですが、先ほどもお伝えした、「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 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」、こういったアンケート結果を載せています。

続いて、22ページ。

取り組みの方向性の③。２行目から、「視覚障がい者や聴覚障がい者をはじめとした障がいのある人

に対する情報保障及びアクセシビリティの向上を促進します。市では、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『（仮称）手話言語条例』を制定します。『障

害者差別解消法』及び『障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン』並びに『（仮称）手話

言語条例』の啓発・広報に努めます」、これが新たな取り組みとして掲載されています。

最後に、24ページ。

最後の職員対応要領です。こちらも平成 28 年度、条例の制定に伴って新たにつけ加えられた主な事

業です。「職員対応要領に基づき、市主催の会議、講座、催し等において、障がいの特性に配慮した合

理的配慮を推進します」ということで、主な事業に加わっています。

素案について、前計画からの主な変更点は以上になります。

今後のスケジュールですが、３月１日に計画の策定委員会の第６回、最終の会が行われますので、素

案の最終の検討をして、最終的に３月末までに浦安市障がい者福祉計画の冊子の完成をされる予定にな

っております。でき上がりましたらホームページや広報等で皆様にお知らせしたいと思います。本日は

最終的に内容についてご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。
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ただいま、障がい者福祉計画の部分で権利擁護部会にかかわる部分について説明していただきました。

多少のご意見は聞いていいんですかね。ということですので、皆様、ご意見ございましたらご発言をい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。

浦安市自治会連合会、お願いします。

浦安市自治会連合会：成年後見制度についてお聞きしたいんですが、どのような人がなるのでしょうか。実は

私どもの住まいのところでも成年後見人ですという方がいらしたんですが、どうも行政書士の方のよう

なんですが、ちゃんと動いてくれないので、そういうのってどこへ不満を持っていけばいいのかとか、

行政書士でもオーケーなのかお伺いしたいのですが。

リーダー：ありがとうございました。

これは、事務局はいかがですか。

事務局：第三者の成年後見人としては弁護士さんですとか司法書士さん、あと社会福祉士さんなんかが着任さ

れたりします。あとは、今進んでいるというところでは一般の市民であっても一定の研修を受講してと

いうことでの市民後見人というものも養成はしています。これから先になると思いますが、裁判所で市

民後見人についても登用されていくということもあるのかなと、そういった方々が一応選任されている

んですが、何か不満のある際には裁判所ですかね、家庭裁判所のほうに。

浦安市自治会連合会：一回任命されちゃったら、裁判所にしか言えない。

事務局：本当に、でも例えば管理している金銭ですとかそういったところで、いけないことをしてしまうとか

そういったことがあれば、当然に裁判所はかえるということもしますので、具体的なことがあれば言っ

ていただくのがいいかなと思います。

浦安市自治会連合会：かなり敷居が高いんですね。

リーダー：浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：後見人制度、うちも主人が亡くなって遺産相続の関係で選任して、弁護士さんが資産

管理、それから身辺のほうがいわゆる法人後見で「なのはな」というところが受けています。その前に

社会福祉協議会の法人、後見人の方といろいろ相談したんですけれども、浦安市の後見センターで受け

るというのは、ここには市民後見の活用も含めた法人後見と書いてあるんですが、そのときは、３年ほ

ど前でしたので法人後見という、社会福祉協議会で受けられるのは財産がなく身寄りがない人と言われ

て、じゃだめだということでなったんですけれども、今は違うんですか。

リーダー：市長申し立ての方。

浦安手をつなぐ親の会：ですよね。ですから、市長申し立ての人でないと社会福祉協議会の法人では受けられ

ないと言われたんです。ですから、今、浦安市自治会連合会が多分自治会で同じ町内に住んでいる方の

後見人のことで悩んでいらっしゃるんでしたら、後見センターがありますよね、社協の中に。そこに相

談するというのも。いきなり普通の人が裁判所に行くというのはすごく大変だと思うんですね、ですか

ら、窓口としてやっぱりもっと市民が活用できるように考えてほしいなと思います。

リーダー：ありがとうございました。
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社会福祉協議会のほうで成年後見に関するご相談、随時受け付けしておりますので、そういったお話

も伺えるんじゃないかと思います。

浦安市自治会連合会：行政書士という方、なれるんですか。

浦安手をつなぐ親の会：なれる。

浦安市自治会連合会：なれる、はいわかりました。

リーダー：事務局。

事務局：後見人に対しての苦情というのは、市のほうで指導とかそういう権限は持ってはいないんですが、例

えばその方が障がいのある方での後見人との調整活動であるとか、その方が高齢者であれば、猫実の地

域包括支援センターとか、市の職員が間に入って、ある程度橋渡し的な役割はすることは可能かなと思

います。

浦安市自治会連合会：はい、わかりました。

リーダー：よろしいですか。

浦安市自治会連合会：考えてみます。

リーダー：よろしくお願いします。

そのほか、いかがでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、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：ほとんど愚痴なのですが、ちょっと聞いてください。このよ

うに毎回立派な福祉計画をつくってくださって、きちんとルールにのっとって決められて、これに何か

けちをつけたいわけではなくて、ただ、私の娘は文字を読むのがとても苦手なので、ほぼ文字が書いて

あれば本は読まないし、言葉で説明されても平易な言葉で簡単に説明してもらわないと内容を受け取る

ことはできない。そういう人が、これをつくってもらっていることはきっと彼女は知らないし、私が説

明してあげるにも、私ですら難しい内容で、本当は届くべき人、どういう、自分たちがどういう支援を

受けられそうなのか、どういうふうに市が考えて計画を進めているのかというのを本当は一番届けたい

人に届ける方法がないな、より言葉を尽くして、より正確に、より分厚くなればなるほど伝わらなくな

るのは、何というのか、苦情じゃないんですが、何か間違っているし、せつないなって。

１つでいい、これをやるんだとか、こっちの方向に行くんだとかいうふうに、うちの娘のような人た

ちに伝わる方法で、賢い人がもう少し、賢くない人に歩み寄るしかないわけだから、何かもう一工夫な

いだろうかってせつなく思います。わからない。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

さまざまご意見ございましたけれども、事務局、いかがでしょうか。

事務局：３年前にも作成しているんですが、概要版、振り仮名を振ったものと振っていないもので、概要版は

作成する予定になっています。前回、策定委員会では案としてＡ４の４ページのものを出したのですが、

４ページで余りに簡略化し過ぎということで、もう少しボリュームのあるものをというご意見もいただ
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いていまして、まだ案としては固まっていないのですが、ただ、４ページで本当に簡単な概要版という

のもあっていいのかなと思っておりますので、その概要版をつくるということと、今、委員がおっしゃ

ったように文字が読めないということであれば、例えば図解といいますか、絵にしてみるとかそういっ

たことも検討して、わかりやすくしてみたいと思います。

あと、策定委員会でも意見がありましたように、計画とか概要版の周知方法についても効果的な方法

を検討したいと思っていますので、ご意見をいただければと思います。

以上です。

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、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。

健康福祉部次長：すみません、いいですか。

何がわからないのかわからないとかということはあるんですかね。例えば１ページ目のところで、い

きなり本市の総合計画、総合計画って何とか、例えば障害者差別解消法と簡単に書いてあるんですがこ

れって何かとか、そういった、例えばわかりやすい凡例をつくってほしいとかそういう意味でのわかり

やすさなのか、あるいは、今、事務局が話したように概要版を作成してもう少しコンパクトにまとめて、

例えばこの計画の中にもアクセシビリティとかという言葉があって、アクセスのしやすさ、ユーザビリ

ティと大して変わらないんですが、どういう内容にしたら、用語自体がわからないということなのか、

もっと簡単にかみ砕いた文章にしてほしいのか、あるいは、用語はわかるんだけれども行政計画と一緒

で、行政もつくっている文章なので、正直回りくどいところはあるので、それをもう少し短く簡潔にし

てほしいのか、今、自分がお話しした概要版というのは後のほうになりますね、簡潔に短くまとめた文

章ということになるんですが、でも相変わらず出てくるのはいろいろな、例えば健康福祉都市ですとか

市の総合計画とか云々、そういった意味での専門用語というのが出てくるんですよね。その辺、今後の

ことも含めて、この権利擁護部会というのは理解を深める、裾野を広げるというところなので、単にわ

かりやすいというのはどういうことなのかということをもう少し具体的にお話しいただいたらありがた

いんですが。

リーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、よろしいですか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：私個人がというんだったら両方だと思います。多分ここにい

る皆さん両方だと思います。まず、用語の難しさというのは、こんなにごちゃごちゃ書いていると読む

気しなくなっちゃうという意味では、もしくは共感する気持ちがすごく薄れていく、長ければ長いほど

というのは１つあると思うんですけれども、うちの娘みたいなことについて今言ったのは、どちらかと

いうと、漫画ですら哲学的なものは読まないので、ドラえもんレベルぐらいにオチがないと、そして最

後に笑えないと、楽しい気持ちにならないとぐらいの、結局そこのレベルぐらいまで落とせるかという

と落とせないだろうなという、振り仮名が振ってあるとか４枚ぐらいのものを絶対読まないもんって思

うんです、そうなんです。だからそこはものすごく実は難しいですよ、だってドラえもん描けないもの、

普通の人に。だから、無理筋だなって、これは無理筋なのはわかっていて。
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それから、彼女がこれを知る必要があるかというと、すごく哲学的になるんですけれども、権利が守

られていればいいかという現実的には、搾取されていなければいいとか、いじめられていなければいい

のか、これをわかる必要はあるのかといったら要らないのかもしれない、これがわからないんだったら、

日本国憲法がわかっているのかとかそういうふうになっていくので、すごくややこしいところに入って

いくんですが、私が個人的に、多分多くの人がそうだと思うのは、両方です。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

私たちもいろんな計画とかつくる際に、例えばバリアフリーハンドブックについて何度も出ていると

いうところも、分野別に分かれているのでそういったところはたくさんあるんですが、これについては

１つの項目にまとめるとかそういったことも私たち、考えたりはしていたんですが、それでも難しいか

なというのは確かにあるんですが、重複しているところだったり、そういったところをかいつまんでと

いうのが必要なのかなとか、まだ理解できていないところもあるので申しわけないんですが、そういう

ふうにちょっと書いてみました。

こちらにつきましてはまたご検討いただければ、委員のほうでも検討いただければと思います。

そのほかございませんでしょうか。

浦安市自閉症協会。

浦安市自閉症協会：質問ですが、12 ページの市民活動促進事業のつなぐプロジェクトというのは全く新たに

始まるものということなんですか。私だけが知らなかったのかな。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：私も知らない。

浦安市自閉症協会：具体的なことがもしもあったらわかる範囲で教えていただけると。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：担当が違うので、私もどこまで詳しく説明できるかあれなんですが、これは市民活動センターという

ところが主体となってやっているものなんですが、概要としては、市民活動センターでは市民活動団体、

あと地域活動団体や事業所などが双方の資源を持ち寄って連携して事業や活動を行うこと、その効果を

さらに高め、みんなが笑顔になりもっと生き生きと暮らせるまちにすることを目指して、市民活動団体

からの市民活動プログラムの提案を募集しているところなんです。そのプログラムの提案の募集と、あ

とは実際にプログラムを実施する団体というのを募集しておりまして、先ほどもあった協働の事業とい

うことで、市民からプログラムの提案をしてもらって、さらにそれを市民活動団体が実施するといった

プロジェクトになっています。

事務局のほうでも担当ではないので詳しくは。

健康福祉部次長：まず、既にやっているのかやっていないのかというところ聞いているんだから、それを答え

ないと。

事務局：これはもう始まっている事業になります。

リーダー：つなぐプロジェクト、私が市民活動にかかわっているのでもう少しご説明を。
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今のお話ですが、簡単にいいますと、例えばこの団体でこういうプログラムが提供できますというこ

ととか一覧になっているんですね。本当にアクティビティ的なものでいえば、例えばオカリナを演奏し

ますとか、赤十字なんかは救命体験やりますとかというそういう、それぞれ団体さんができることが一

覧になって、１ページずつ詳しく載っているんです。例えば自治会さんだとか老人クラブさんとか、も

ちろん皆さん各種団体さんとかが、じゃこの人に来てもらってこういう話を聞こうとか、こういうプロ

グラムをやっていただこうとか、そういうプログラムを、市民活動センターのほうで冊子になっていま

してそれを提供する、それぞれの団体さんが、今回の会合にこういう方に来ていただきたいとかという

のがぴったり合えばその団体と交渉して、市民活動センターさんに間に入っていただくことができるん

ですが、そういうプログラムを、たしか昨年度くらいからだと思うんですが、始まっておりまして、自

治会連合会とか、あと老人クラブさんとか、今度私ども、支部社協でも説明があるんですけれども、そ

ういったところに協働推進課さんと市民活動センターが出向いてそういう説明を、ぐるっと回っている

という状況です。

青い表紙の冊子が、市民活動センターの１階にありますので、気になる方いらっしゃいましたら市民

活動センターに寄って、言っていただければ、いただけると思います。わかりましたかね。

今ちょっと、プロジェクトを行いますという文言がありましたけれども、この文言はもしかしたら変

えていったほうが。

事務局：多分、これを各課に投げたときに、ちょうど行いますだったのかもしれないですけれども、現在行っ

ていますと修正する必要があるなと思いました。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。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：そうするとさらに、私もここは実はちょっと気になって、こ

れ何だろうと思ったのは、浦安市の障がい者福祉計画に載るものとして、オカリナとか救命体験がどう

いうふうに障がい者福祉に関係があるのか、私にはちょっと違和感があったので、説明が１つ何か飛ん

でいるんだろうな、とは思うんですが。市民活動として悪くないと思うんですが、障がい者福祉計画に

のる必要があるものかというと、説明をされたら余計に、オカリナも救命体験もきっと障がい者福祉計

画とは関係がないのではと思いました。

リーダー：オカリナと救命というのは仮に挙げただけですね、そのほかさまざまなプログラムがあって、それ

は今、この前の会議でたまたま出てきたものが頭に浮かんだものですから。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：いや、それを非難するわけじゃないです。オカリナはすばら

しいなと思うんですけれども。

リーダー：事務局。

事務局：提案されているプログラムに活動分野というのがあって、それに保健医療福祉の増進の分野がありま

したり、スポーツの振興というところには聴覚障がいの方のスポーツを振興しますとか、そういったい

ろんなプロジェクトがありますので、障がい者の方に対する事業を、こういった市民活動と協働でやっ

ていこうというのもありますし、あとは障がいのある方の活動団体をサポートするというのもあるかと
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思いますが、そういったところで協働事業として当てていると思います。

リーダー：よろしいでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：そうしたら、それをそういうふうに書かないと、具体的にこ

ういう障がいのこういうのをやっていますと書かないと、余計わかりづらいと思います、具体的じゃな

いと。全体の何かここはかかわりがあるんだよというのであれば、かかわりのあるところを書けばいい

のではないですか。これ、こういうのが市役所的には問題がなく、普通の人が見るとえっと思うという

ところで、多分どっちかというとカルチャーギャップに近いと思うんですけれども、私のような普通の

おばさんはすごく違和感を感じます。

事務局：ありがとうございました。そうですね、障がい者に対する制度ではなくて、全体に対する中の一部が

障がい者に対する制度だということになるかと思いますので、もう少し障がいのある人にどういったと

ころの活動なのかというのをわかるような書きように検討したいと思います。ありがとうございます。

リーダー：ＮＰＯ法人あいらんど。

ＮＰＯ法人あいらんど：大したことじゃないと思いますが、事業所的には今の話というのは非常に参考になり

ますし、市民活動センターというのは意外と核になっていると思うんですね。そこの中に入っていると

ころにこのつなぐプロジェクトというのがあって、うちの事業所なんかはボランティアさんだったり、

あとはさっきおっしゃった救命救急だったりオカリナだったり、うちの利用者さんはみんな大好きです。

なので、そういうプロジェクトがあるところに乗るか乗らないか、あとはそれを保護者の方に伝えるか

どうか、それはうちの事業所が抱える課題なので、そこでもしその利用者さんの背景に一保護者の方が

いれば、それは私たちは伝えなければいけない義務があるということで、市民活動センターの利用方法

とかというのはもう絡めて絡めて、すごく重要なポイントを、うちの事業所は小さい事業所なので、す

がりついていくというか、大げさなんですが、ここの情報ってすごく大事で、地味なんですがそこには

もううちは食らいついている。だから、ここにつなぐプロジェクトが入っていてよかったなと私個人は

思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

健康福祉部次長：この記載については、行政がやっている行政出前講座ってありますよね。それと同様なもの

で、こういう自治体では、先ほどリーダーがご説明したとおり、こういう内容のイベントとか出し物と

かだったらご協力できますよというその一覧になっているんです。ですから、冒頭、最初の議題で発表

があった「かがやくまち うらやす」の中のあの一覧、青い紙を見て、来年は新しい試みとしてこうい

う団体のこういう出し物をやってみようとか、オカリナでもいいと思うんですよね、あの「かがやくま

ち うらやす」のステージでオカリナを演奏してもらったり。

ただ、確かに千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループがおっしゃるとおり、これだけだと、ち

ょっと途中で抜けているところはあるかもしれないので、どの程度詳しく書けるかは別として、若干言

い回しについては修正を試みてみたいと。
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事務局：すみません、今３部もらってきたので、回します。

リーダー：今、市民活動センターから持ってきていただいたので、ぜひ参考にしていただければと思います。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：この事業名のところに入れるの難しいかもしれないなと思うんですが、こういうことやっ

ていて、私たちでも使えるものだったのに知らなかったということがまず問題なので、そこのところ、

この小さい枠の中で右往左往するよりも、面倒になっちゃうかもしれないですけれども、前のページの

11 ページの取り組みの方向性のところにこういうこともやっているんだみたいなのを書いておいて、

それでこの小さい四角の枠にコンパクトにまとめるとか、ここの四角の枠の中だけだと絶対に無理だと

思うので、そういうやり方もあるかなと。とにかく、これを知らなかったということがまずあるので、

こういうこともやっているんですよということを書いておいて、事業名のところにこういうことという

ふうに書けば、もうちょっと融通きく感じにできるかなと思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

現状と課題のほうに触れていたというようなお話。

事務局：ありがとうございます。検討したいと思います。

リーダー：ありがとうございます。

実際のこちらのつなぐプロジェクト、まだまだ普及がこれからというところでして、昨年の活動の一

覧表を見たんですが、20 団体そこそこあるんですね、その中にオカリナがかなり多く占めていたので、

それで私、オカリナと。すみません、オカリナは本当に一部なんですけれども、オカリナというのがか

なりあったものですからお伝えしたんです。

ですので、皆様もこういったところで、普及の一つになりますので、ぜひ市民活動とのつながりを考

えていただく機会にしていただければと思います。

そのほかございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

続いて議題の３、平成30年度の議題について。

この議題では、今年度の部会を経ての課題や成果を検証した上で、次年度の議題等に、こういったと

ころも取り入れたいという１つのきっかけにしたいと思っておりますので、まだご意見伺っていない方、

積極的にご意見いただければと思います。

事務局から今年度の課題や成果の報告をお願いします。

事務局：議題３資料１をごらんください。

平成 29 年度の振り返りということで、本日４回目の部会になりますが、今年度の３回までの内容に

ついて皆さんと振り返りをさせてもらって、ご意見いただいた中で、形になったかなとか、まだやれて

いないかなというところを整理しながら、来年度どんな議題だったり、どんな課題があってどんなこと

を引き続きやっていこうか一緒にご検討いただければと思います。

まず、第１回は６月に開催されました。
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議題１の 29 年・30 年度の権利擁護部会の運営と議題では、主な意見として、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個別事例を検討する必要があるだろうと、そういう機会はつ

くれるのでしょうかというご意見をいただきました。

また、委員側から事例を提案したいというご意見も承りました。これについては、第３回の部会にて、

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、浦安市自治会連合会、３名から事例の報告

をしていただきました。

１つ目のもう少し細かいところまで個別事例を検討するというところが、かなり踏み込んで１つの事

例を掘り下げるというニュアンスだと、今年度まだやれていないかなというところです。

議題２では28年度の実績報告ということで、権利擁護センターの実績報告を行いました。

主な意見として、件数だけでなく、典型的な具体例を挙げて報告してほしいというご意見がありまし

た。これについては、今後なるべくわかりやすい具体例を交えて、ただ件数、何件でしたという報告だ

けでなく、こんな事例でしたというような簡単にでも紹介を交えながら報告を行っていきたいと思いま

す。

ほかには、障がい者差別に関する相談の相談種別と障がい種別の関係が興味深いだとか、障がい種別

ごとにテーマを絞って意見を出し合うとちょっとずつ状況が改善していくのではないだろうかとか、鉄

道関係の機関と意見を行いたいといったご意見ありました。

この辺が次年度取り扱うかどうかの課題になってくるかと思います。

議題３では障がい者差別解消推進計画、今年度はこんな計画でいきますということをご説明しました。

その中のご意見で、差別や嫌な思いをした経験について、どの期間でこの経験の質問をしているのか

というご意見ありました。確かに１個前の、３年前のアンケートのときにもその質問をしていて、期間

を限定しないと生涯かけてずっとで嫌な思いをしたことがあるかなのか、この３年間で新たに嫌な思い

をしたことがあるのかでは、確かに捉え方が違いますので、その辺は次期計画の策定に係るアンケート

調査の際には、この期間で嫌な思いをされたことがある方はお答えくださいといったように明記をした

いと思います。

議題４では計画の策定について、特にご意見はございませんでした。

その他で、第１回だったので会議の進め方、話し合いの方法についてご意見をいただきました。

ご意見として、１回で結論がある程度出るような、もしくは全員の意見が全部出尽くすような小さな

具体的なテーマを取り扱いたい、意見を出しやすいようグループワークを行いたいといったご意見いた

だきました。そこで、第２回部会後に、非公開という形で３つのグループに分かれて、作業部会を試み

で行ってみました。

続いて、第２回の部会の活動の振り返りです。

こちらは７月24日に行われました。

議題１はイベントについてです。今年も企画するんだけれども何か皆さんご意見くださいということ

でご意見をいただきました。
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主な意見として、西宮市で紙芝居をつくってやさしく詳しく障がい者差別等について見せてくれてい

た例がありますよと、文だけで書いてあるよりも視覚的に訴えたほうがわかりやすいのではないかとい

うご意見をいただきました。

また、キャラバン隊に出演してもらうのはどうか、障がいのある方の体験ブースを用意するのはどう

か。これ２つ、ご意見いただきまして、今年度イベントで実施することができました。

また、公立の小中学校にも声をかけてみるのはどうかということで、先ほど浦安手をつなぐ親の会か

らもありましたとおり、同日でぶつかってしまったため、イベントへの出演がかなわなかったので、来

年度はもしこのイベント、また同じように実行するということであれば早目に教育委員会と調整をして、

重複を避けて、こちらのイベントにもぜひ公立小中学校の特別支援学級の皆さんとかご出演いただけた

らと思っております。

続いて議題２、条例のわかりやすい版について、議題に出したのは、障がい福祉計画のアンケートの

中で条例がわかりづらいというご意見があったので、そこに対してどうしていこうかというところでご

意見をいただきました。

「絵があるものは、すごく視覚的に、直感的にわかりやすい。」「『わたしにもできることがありま

すか？』というＱ＆Ａのところがあって、多分障がいを持った方たちとかかわったことが余りない方た

ちにとっては、こういうＱ＆Ａがあると、ちょっと一歩勇気を奮い起こさせてくれやすくなるのではな

いか。」「文字は多くなるが、条文１文１文をまず易しくかみ砕いて説明するのがよいのではないか。」

「今動画とかＳＮＳといった媒体を活用した理解促進も検討してみてはどうか。」といったご意見をい

ただきました。

結局、今年度、この条例のわかりやすい版というのが作成に至っておりません。さまざまなご意見い

ただいて、事務局としてもどんな形がいいだろうかというのは悩んでいるんですが、この辺は、例えば

来年度以降の部会の傘下にワーキンググループとか作業部会といったものを設置して、そこでぜひ、皆

さんのお知恵を拝借しながらつくっていくというのもいいんじゃないかと、これは事務局の考えですが

思ったりしています。

議題３では、計画の策定についてでは主な意見として、情報保障のアプリも出ていますので行政も活

用してみてはどうかというご意見がございました。

あとは、非公開でしたが、第１回作業部会、これは第２回の部会の後に行ったんですが、テーマを

「障がいのある人もない人も、ともに暮らしやすいまちになるためのネットワークの構築について」と

掲げて、３グループに分かれてグループワーク方式でいろいろと事例を共有しました。

主な意見としては、「障がい者団体の中でも、構成員の方々の抱えている問題の内容だとか、症状の

年数なども違っていると障がいについて知られたくない、話しづらいという思いはある。」「手話を広

げて、皆さんの中でコミュニケーションができることがふえることが望み。」「手話サークルや手話自

体を習得していなくても、身振りで対話することもできると、そういう理解を皆さんに持ってもらいた

い。」「地域のコミュニティーとのかかわり方というところが薄い、きっかけがない、ちょっと各自治



21

会の加入率は十分ではないと。」「ＳＮＳでは情報が一気に拡散する、興味、関心があるところは情報

というものは早く進んでネットワーク基盤というものが自然に確立されるものなのか。」「電子媒体Ｐ

Ｃ等、スマホだと、視覚障がいの方あるいは聴覚障がい者というのは、健常者の方と比べると、ネット

のスピード感でついていけるかどうかというと、そこのところは少し置いていかれるような現状があ

る。」「小さな単位で、情報を共有して、いざというときに相互扶助ができる関係を築いていけるよう

な仕組みが必要。」「親の会にもなかなか新しく入ってくる人がいない。自分の欲しい情報だけをとっ

て、自分が傷つかないような都合のいいものだけ取捨選択しているような気がする。」「ネットは便利

だけれども、お母様方が地域でつながるのにメリットを感じてくれるようになるとよい。」

３グループに分かれて意見交換行いまして、いろいろご意見出てきたところなんですが、こういった

作業部会というものをグループワーク方式、30 年度も続けていくかどうか、その辺もご意見をいただ

ければと思います。

あとは、第３回権利擁護部会の振り返りです。こちらは10月 16日に行われました。

議題１、議題２、議題３はいずれも特にご意見はございませんでした。

議題４で、委員３名の方からの事例報告を非公開で行いました。

まず、浦安市自治会連合会からは、団地の上下階に住んでいる方同士のトラブルといいますか、上の

方は夜中に杖をつくためにその音が下の手術後の、大病を患って手術をした直後の方には夜ゆっくり眠

りたいという中ではつらいところがあると。あとは精神に障がいのある方が宅配便の方の声とか、がら

がらという台車の音とかそういったもので、それに興奮されてしまうという、なかなか生活にも困られ

ていて、いろんな機関がかかわっているということだけれども解決には至っていないというような事例

をお話しいただきました。

主な意見としては、グループホームでは、一般の賃貸のアパートを借りるケースが多くなってきてお

り、最初に住宅をお借りする際には挨拶回りをしたり、自治会長さんや地域の方も巻き込んで見守って

いただくように進めていますというご意見や、支援者が一般の方に理解していただくよう説明していた

だくとか、障がいのある方の行動を制限することは難しいので多くの方に理解していただく啓発を行う

ことが一番よいんじゃないか。あと、県条例でも不動産屋さんがアパートを貸してくれない事例はよく

寄せられる、入居まで結びつけるのがなかなか難しい、入居できたとしても世間の目は厳しいといった

ご意見いただきました。

また、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからは点字ブロックの事例を３ついただきました。

１つは、イクスピアリのＪＴＢカウンターの近くの誘導ブロックについて受付で善処を申し出たとこ

ろ、その日中にきちんと対処をしていただいたというお話です。

もう一つは、明海橋の歩道の点字ブロックが途中で切れているという、計画がきちんとないのにそう

いう切れる点字ブロックというのはおかしいですよねというお話でした。

あともう一つは、取り壊してしまいましたが、ゆうあいの敷地内の点字ブロック上に車がとめてあっ

たことで、点字ブロック上を歩いている方がその車にぶつかって白杖を折られてしまったという事例で
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した。

このように、点字ブロックに対する理解がなかなかまだ進んでいないといったお話でした。

主な意見としては、新浦安の駅前のバス乗り場付近もバスの乗車待ちの方が点字ブロック上で並んで

しまっている現状がありますよとか、点字ブロックの意味は子どもたちも知っているけれども、そこに

立ちふさがっているとすごく迷惑だということは実はいろんな人はよくわかっていないかもしれない。

あとは、本当に点字ブロックへの理解啓発というのが不足していると、こういったことは健康福祉部と

して、行政でもしかるべき場できちっとお話をさせていただき、息の長い取り組みになるかもしれない

けれども、粘り強くそういったことを伝えていくことが必要というようなご意見が出ました。

３つ目の事例としては、浦安市自閉症協会から、親の立場側でも制度とかさまざまな立場について勉

強する必要があるのではないか。親の会なので自分の子どもへの対応、自分の子どもの今の状態だとか、

こういう障がいだということで枠を囲ってしまってはその子の成長も妨げてしまうし周りへの理解も妨

げてしまうと。合理的配慮とか障害者差別解消法とかも障がいのある方のためにあるような法律だけれ

ども、実はお互いの理解、お互いの立場を尊重しながら進めていくということが理解できていないよう

なところもあって、親側としても勉強の機会を設けて、法律についても、障がいのある方、その他皆さ

んを守るためのものだということを理解していくということが大事だと考えますといったご意見でした。

これに対しては、委員の浦安警察署からお話がありまして、不審者の通報に対しては、何か疾患があ

るんじゃないか、薬物に関係しているんじゃないかといろいろな可能性があるという視点で必ず現場へ

向かっていますと、そういった状況を理解しながら対応しているので、警察の職務については安心して

いただきたいというコメントや、これはグループホームのほうですね、何か不審なことが周りであった

際に警察が訪問に来るケースがあるが、これに対応する必要はあるんですかということに対しては、警

察としてはできるだけ状況を知りたいというところで、任意ではあるがご協力いただければありがたい

と。また、防犯カメラ等を設置している施設もあるので、映像提供ではぜひ協力していただきたいとい

うようなお話がありました。

ざっと、１年間、過去３回の部会を振り返りましたが、次年度に向けて議題の案とか、引き続き話し

ていこう、グループワークはぜひまたやっていこうとか、もうやらなくていいんじゃないとか、その辺

をご意見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。

昨年と比べて、新しい取り組みを幾つか行っております。今申し上げたグループワークだったり個別

の事例報告ですね、これらさきの議題で個別事例の検討になっているのかどうかというようなところは、

考えていかなければいけないなと思うんですが、それでは、テーマ絞りながらいきたいと思いますが、

グループワーク、個別事例、事例報告、２回目はグループワークは小グループで、３回目は皆さん一緒

になって考えるということで、ご意見を引き出していただくというところにとどまるんですけれども、

こちらについてはいかがでしょうかね、今後やっていく上で。この形式がいい、こうしたほうがいいと
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かというご意見でも構わないですが、いかがでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：２回目にグループワークを開催しましたが、そのときは希望者だけというような書き

方だったんですよね。それじゃなくて、やっぱり権利擁護委員の全員が参加すべきグループワークだと

思うんですが、あれっと思ったんですが、事例というのは非常に難しい問題もありますが、やっぱり進

めていっていただきたいとは思いますが。

事務局：そうですね、何分、権利擁護部会で作業部会、グループワークするのが協議会全体の中でも初めてだ

ったもので、すごくいろいろ悩んだんですが、正式なこういったきちっと会議としての部会と、皆さん

でざっくばらんで意見交換できるワーキングというのを区切りというか、線引きのためにも、一旦そち

らへの参加は任意ということで、２回目のときはそういうご案内をさせてもらったんですが、やっぱり

みんなでやったほうがいいよねとか、みんなオーケーだよと、それできちんと作業部会というものにも

協力していただけるとか、そういったことでご意見があればもちろんそういう方向にということも考え

られるかなと思います。

浦安手をつなぐ親の会：時間外でこの間は割り振りましたよね。昔、私とか浦安市自閉症協会さんとか浦安市

聴覚障害者協会さんがやっていたバリアフリーハンドブックをつくっているときは本当にもう別の日に、

すごい何日も出てつくりましたけれども、権利擁護部会の中のスケジュールの中でおさめられるんだっ

たら全員出席のほうが私はいいと思います。

リーダー：そうですね、実際、大体２時間ぐらい、１時半から３時半ぐらいでいつも部会を行っているんです

が、その範囲内でしたので、こちらの範囲内の時間ということでしたら、皆様ご参加ということでぜひ。

浦安手をつなぐ親の会：グループワークの話は、今から３年前でしたか、当時の石井リーダーの際は、こうい

う並び方で意見を求めるのは非常に意見が出ないということで、グループワークというか個別に小さく

していろんな人の意見を聞いたほうがいいんではないかということで話は出たんですが、なかなか実現

できなくて、今回初めて実現したんですが、権利擁護部会がやったことでほかの部会でもグループワー

ク的なことをやっているということはすごく活発になっていくのでいいと思います。

リーダー：ありがとうございます。

グループワークというところが出ましたが、皆さんいかがでしょうかね。出ていない方はわからなか

ったかもしれないですけれども。３グループぐらいに分けてそれぞれ同じ課題を話し合う、ざっくばら

んにどういう話でもいいというようなことで話して、それでこんな話出ましたというのを皆さんで共有

するということですね。今日も皆様に発言していただこうと思ったら、時間が押してまいりましたので、

こういった形だとなかなか発言できないで帰られる方もいらっしゃるので、ぜひそういった小グループ

では発言ができるというところであれば。私も進めていければいいかなと思っているんですが。

株式会社オリエンタルランド。

株式会社オリエンタルランド：グループワークについて特段異論があるわけではないんですが、この権利擁護

部会あるいは自立支援協議会、あるいは策定委員会に携わる中で、最近思うところは、例えばこの権利
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擁護部会で与えられた課題といいますかテーマ、それからアウトプットしなければいけないこと、それ

は策定委員会のときにふと思いまして、例えば施策の方向性、基本政策、事業という形でつながってい

くんですが、理解と交流促進というところが当部会の担うミッションなのかなと理解しております。そ

れに重点がついていると。

それで啓発の推進、この啓発というのは非常に福祉分野は幅広いので、お互いに密接不可分とは思う

んですが、できるだけこの権利擁護部会に与えられた課題にフィーチャーして、それが成果として何年

後か、ここで議論したものが事業化されたのかされないのかとかそのような、僕は最近、アウトプット

のイメージを持っているんですが、もちろんお互いにいろんな、本人部会さんとかその他の部会との関

連性を否定するものではないんですが、いろいろとお話が広域的になってしまうというところはやむを

得ないとは思うんですが、できるだけそういうところをコントロールした中で、権利擁護部会が導き出

さなければいけない課題が、それの成果というんですかね、その辺を意識して何か議論を深めていくと

いったほうがよろしいんじゃないかなというのが最近思うところでございます。

リーダー：ありがとうございます。

そうですね、そちらについては私ども、リーダー、サブリーダーで事前にこの会議を行う前に打ち合

わせをしているんですが、前回ちょうどそういう話が出まして、実際にどういったところにこの部会の

話し合ったことが反映されていくのかという、今、株式会社オリエンタルランドのおっしゃったことに、

非常に近いところが私たちも出ていまして、漠然とした形で終わってしまうところがこれまでもあった

ということで、私もまだそんなに長くはいないんですが、そういった形で終わってしまうことがないよ

うに、何か意見を取り入れていくことで、１つはイベントで具体的なところに幾つか新しい取り組みと

いうことで４つやらせていただいたというようなところが、皆様から見ていただいたということもござ

いましたので、ぜひそういったところ、今いただきましたご意見を参考にさせていただきまして、次年

度、そういったところにつながるような形で進めていければと思います。ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。グループワーク、事例報告も含め、今後につながるような形での内容

を。

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：ずっと出ていて感じることは、現場とここの議論というのが何かギャ

ップがあるような気がすると。現場はもっと厳しいんじゃないかと。それこそ事例をもっと出していか

なきゃいけないし、それから、社会情勢、経済情勢は大いに変わってきて、例えばヘルパーさんの不足

の問題とかそういった問題が大きくなってきているんですね。そういった本質的なお話も議論していか

ないと、こうあるべきだ、こうしようという議論だけでは済まないんじゃないかという感じがしていま

す。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

事例報告を出していかないと、というようなお話になる……。
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浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：現実的に話したことを話さないとね。

リーダー：はい、わかりました。こういったところは、全体とかグループワークとかというところに特にこだ

わらずということで、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：はい。

リーダー：それでは、ありがとうございます。もう少し事例のほう、少し詰めて……

浦安市聴覚障害者協会、お願いします。

手話通訳：浦安市聴覚障害者協会じゃなくて、すみません、手話通訳です、申しわけありません。

今、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブにご質問なさった、全体的にやりますか、グループワーク

でやりますかというご質問に対しての浦安市視覚障害者の会トパーズクラブのお答えはどうだったんで

しょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：両方ともです。

手話通訳：ありがとうございました。

リーダー：健康福祉部次長。

健康福祉部次長：ご意見いろいろありがとうございます。

確かに、グループワークもマクロ的な議論、成果というのも両方必要だと事務局でも思っています。

そういった、こういうメンバーの方々から具体的な事例、ディテールですよね、いろいろなことをお伺

いしながら、それはそれとして進めていきながら、ただ、株式会社オリエンタルランド、先ほどおっし

ゃっていただいた、来年は市の総合計画がいよいよ策定着手に入って、実は前回、平成 18 年だったか

な、200 人委員会というのを、市民 200 人委員会というのをつくって、私も当時かかわっていたんです

が、少なからず、間違いなくこの障がいあるいは権利擁護部会もかかわっていくんじゃないかと思いま

す。

そういった中で、何か成果として大きなテーマですね、先ほど事務局が言ったように、例えば来年は

１つ大きな柱としてはわかりやすい版の条例みたいなものをみんなで検討していこうよという、１年間

のライフワークみたいなものですね、ここでそういったものを一本筋を通して、それに加えていろいろ

な、それぞれの細かい部分での事例発表ですとかワーキングを時間が許す範囲で進めさせていただけれ

ばなという方向感で、来年度、事務局でもう少し精査して進め方について考えていきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございました。

ちょうど今、わかりやすい版についてということで、どのように達成していくかということを皆さん

にご意見伺ったときに、絵がいっぱいあったほうがいい、Ｑ＆Ａがあったほうがいい、字は入ってもい

いからもう少し一つ一つかみ砕いて説明するのがいいという、いろんなご意見いただきました。

健康福祉部次長：条例のわかりやすい版というのが、公務の関係もやっていたところがあったのですが、非常

にこれ今おもしろくて、法律でもそうなんですが、である体なんですよ。行政的に言うと、「ねばなら

ない」というのは必ずやるということです。「努めなければならない」、「努める」というと、基本的
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には努めるんだけれどもできない場合もあるよということなんです。ですから、そういう固いわかりづ

らい表現を使うと非常に紛れがないと思ったんですよね。

これが、である体じゃなくて、例えば条文を「取り組んでいきます」というふうにすると、取り組ん

だんだけれども結果として成果が出なかった場合はどうするのというようなこともいろいろあって、実

はこの条例のわかりやすい版というのが今、全国的にも一部、例えば市民参加条例なんかではである体

じゃなくて、市民がみんなで行政に積極的にいろいろ意見を言ったり参加していこうよという趣旨の条

例なので、固い表現じゃなくてですます体でつくっているようなところもぼちぼち出てきていますし、

今後うちのほうでいろいろ条例、福祉関係の条例をつくっていく中でも、本当にこの権利擁護部会の中

でも、委員おっしゃっていただいたように、いかにして理解を広げる、裾野を広げていくのかというの

が、まずこの部会の使命の最初に来るところでもあるのかなと思うので、その辺、先ほど意見をいろい

ろいただいている中でも、行政、我々担当職員の感覚と皆さんの感覚で、どうしてもずれるようなとこ

ろがあって、我々もずっと何年も何十年も市職員としてやっていて、それが常識だと思っていることは

市民の皆さんにとって非常識だというふうに思うようなところも感じていますので、言葉遣い、使い方

ですとか、いろいろ皆さんでご検討いただければありがたいかななんて思ったりしています。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

今のわかりやすい版を、権利擁護部会ワーキンググループでどうかというようなお話で、前回、バリ

アフリーハンドブックは別の委員会で集まってやられたと。その委員の中で何人かかかわったというこ

とですかね。こちらの形でやったらいいんですかね、事務局、いかがですか。

事務局：どういうやり方でもいいんだと思います。この部会で皆さんで取り扱っていってもいいし、突っ込ん

でいろいろと時間もかかっていくかな、頻度ももうちょっとかけないとかなということであれば、かつ

てのバリアフリーハンドブックのように別日でそれこそご協力いただける皆さんでやっていくという方

法もありますし、その辺を。

ただ、要所要所ではもちろん、進行状況は確実にこちらの部会ではお知らせすることにはなっていく

と思うんですが。その辺は本当に、皆さんとつくりたいという思いが強いので、私たちからこうします

というよりは、こうしたいというのをいただきたいと思っています。

リーダー：浦安市自閉症協会。

浦安市自閉症協会：今の流れだと、この福祉計画のというか、わかりやすいものをつくるという方向で決まっ

ていきそうなんですが、そこにけちつけるわけではないんですが、そもそもこの障がい者福祉計画を親

は読んでいるかという気もしていて、これ知らない人もとても多いんですね。持っていない人も多いし

というのと、あと、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさんがお子さんにはわからないんだ

よな、せつないなと思うというのは、本当にごめんなさい、言い方、くるむことができないんですが、

やっぱりある程度わかるんじゃないか、わかりそうだというか、何ていうかな、はっきり言っちゃえば、

知的にそんなにすごく低いわけじゃないから言えるというか、いろんな工夫すればこの子にわかるやり
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方があるんじゃないかというそういう希望があるからそういうふうに思えると思うんですね。うち今２

人いるんですが、思い浮かべたときに、１人のほうはかなり難しいなと。もう一人のほうはちょっとそ

ういう気持ちもある、でも今の彼の理解程度で説明できると思えないというところなんですね。だから、

反対に私は千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさんのような発想がなかった、それも問題で

はあるんですけれども、本人のためのものなので、そもそもは。

なので、ずっと今考えていて、うちも二十歳過ぎていますし、自立ということで親離れとか自立とい

うことが、障がいのある人たちの親の中に課題にはなっていると思うんですが、でも私はやっぱり、今

まで発達が遅いんだとか、いろんな手だてが要るんだってさんざんいろいろ言ってきて、そこだけ、二

十歳で大人だから、あとは親じゃなくてお願いしますというのはそれも違うだろうという思いがすごい

あって。何ていうのかな、わかりやすい版をつくるというのは、今私が言っているのは、自分たちの、

自分の子どもを思い浮かべているので、違う障がいの人たちにとってはまた違うかもしれないんですが、

まずは親がこれを知る、読むというところから始まり、その中から自分の子どもにじゃどういうことを

教えてあげればいいのか、親も一緒に考えるべきだと思うし、それを考えると、例えば物をつくるとい

うだけじゃなくて、これを使って親子で参加する勉強会とか講演会とかそういうやり方もあると思うし、

その中でも、うちも本当に親がこういうのはねという人にもちょっと待てというために、それでもこれ

を使って、まず親が何を理解し子どもにどういうことを教えてやれるか、本当の思いであれば、あなた

もどの人とも変わりなくとても大事にされていい人間だよとか、嫌なことは嫌だと言っていいんだよと

か、本当に突き詰めるとそういうことしか教えてあげられないかもしれないけれども、そこなんだとい

うこと、まずこれ読んで親が気づくべきだと思うので、物理的なものをつくるということだけじゃなく

て、まずあるものを使って、かなめになる人を巻き込んでいく、そして当事者である子どもに伝えてい

くというためには何したらいいかということを、多分成果とか、ものとして形に残りにくいかもしれな

いけれども、実はそこが一番大事なので。

今、冊子をつくることにずるずる進んでいるような気がしちゃったので、ちょっと待ってということ

を言いたい気持ちがしたので発言してみました。

以上です。

健康福祉部次長：いいですか。まず、これわかりやすい版をつくりたいというのは条例のことを言っています。

ですから、障がい者福祉計画ではなくて条例のわかりやすい版を何か１つ、来年度を通して、筋になる

ようなものを、ここで今決めなくてはいけないということではありませんから、進め方として先ほど浦

安市視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃったように両方必要なんだと、それは我々行政もそうい

うふうに感じていますので、権利擁護部会として、株式会社オリエンタルランドがおっしゃっているよ

うな、何か形に残るようなものをできたら残したいし、そういうディテールのマーキングみたいなもの

を、こういうメンバーの方々が集まっているんで、それはそれでワーキングを開いて大切にしたいなと。

そういう二頭立ての進め方をしたいなと。

テーマについてはわかりやすい版をつくると、ここですぐに決めなきゃいけないということではない
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ので、事務局側でもう少し時間をいただいて、何案か多分出すと思うので、その中で来年度以降決めて

ほしいという趣旨です。

株式会社オリエンタルランド：先ほど浦安市自閉症協会におっしゃっていただきましたように、私もわかりや

すさ、条例をわかりやすくお伝えする、それはひるがえってといいますか、お子さんもそうですし親御

さんもそうだと思うんですが、できるだけ理解の促進を図る、誤解のないようにというところで、その

用いる手段的には別段、冊子でなければならないのか、あるいは講演会でも親御さんが参加してそこで

寸劇か何かをやってよりわかりやすく、手段のところは何も必ず冊子をつくらなければいけないとかと

いうものの縛りはないほうがいいんじゃないかなと、自由に最も浸透する、理解を生む手段を用いれば

いいのかなと思っています。

リーダー：ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：親が、特にうちの会の会員には多分理解できないと思うんですね、この策定委員会の

計画を見ていても。だから、まず親が勉強しなくてはいけないということで、抜粋は、うちは会員全員

に配付しています。ただ、ほかの会はどう……。だから、結果、市でつくるんですから、障がい者団体

全員に配って、本人が理解できなくても親がまず理解しなくてはいけない問題がたくさんあると思うん

ですね。せっかくつくったお金を無駄にしないように、親もこれを活用して勉強していったらいいんで

はないかなと思います。

リーダー：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：実際問題、読めないんですね、目が見えないから。それをどうするか

というと、ＣＤをつくるということになるけれども、それはどれぐらいの分量になるかということによ

るわけですよ。かなりの分量になると思う。だからほかに考えないと、全部勉強しろと言われてもそれ

はできないね。

浦安手をつなぐ親の会：障がいによっていろんな対応はあると思うんですが、せっかく市でつくるものは使用

すべきだとは思います。

リーダー：ありがとうございます。

説明会みたいなものというのは。

事務局：皆さんの意見お聞きしていて思ったのは、本当に手法はいろいろ何でもありだと思います。かつ、誰

に対する啓発なのか、というところも必要かと思いまして、当事者の方だとすると障がい種別が皆さん

異なりますから、絶対に違う方法が考えられるんですね。でも、例えばそれが小学生、中学生でのわか

りやすさなのかとか、当事者のご家族向けなのかとか、事業者向けなのかとか、それでもやるべきこと

とかつくるものというものは変わってくるんだなということを今、ここで聞いていて感じましたので、

来年度の第１回に向けて事務局も整理はするんですが、方法なりターゲット、どこに向けてとか、その

辺を整理した上で、どんなことが１年間通してできそうかというあたりを考えるのがいいかなと感じた

んですが、どうでしょうか。
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リーダー：ありがとうございます。

どういったことを議論していったらいいかという議題だったので、皆様から非常に貴重なご意見いた

だきましたので、どういう形、形ということをこだわらないということもありますが、どういったもの

がいいのかということも含めて、次年度の議論に持っていかせていただければと思います。

時間が過ぎてしまったものですから、皆様、ご意見なければ以上でと思いますが、よろしいでしょう

か。

それでは議題４その他について、委員の皆様、また事務局から報告事項いただきたいと思います。

委員の皆様、伝え忘れとかありましたら。いかがでしょうか。大丈夫ですか。

では、事務局。

事務局：今年度、最終になると思います、講演会のお知らせです。毎年、障がい者虐待防止講演会と障がい者

就労支援ネットワーク特別講演会ということで企画をしているんですが、今年はこの２つ、抱き合わせ

で３月 22 日の木曜日、午後６時から２時間の予定で、市民プラザＷＡＶＥ101 の多目的大ホールで、

白梅学園大学の教授でいらっしゃって、ＮＰＯ法人ＰＡＮＤＡ-Ｊの代表でもあります堀江まゆみ先生

をお招きして、仮タイトル「優しいまち浦安を目指して私たち一人一人にできることを考える」という

講演をしていただきます。キャラバン隊の活動を率先してやられている先生でもありますので、リクエ

ストとして、ぜひキャラバン隊にも触れてくださいということで、市民、事業所、企業、当事者それぞ

れがどんなことができるだろうかというのをいま一度、この制度も振り返りながらみんなで考える機会

にしたいなと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。

これからタイトルが確定してチラシができ次第、周知いたしますのでご協力もよろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。３月 22 日に講演会ですね。これからチラシができるということですので、

この後周知させていただきたいということでございます。

そのほか、特になければこれで終了させていただきます。

今年度はこの第４回目で終了です。次回の開催は来年度になりますが、来年度の開催についてはまた

後日、事務局からご案内させていただきます。

１年間どうもありがとうございました。



平成 30 年２月 19 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４回）次第

１．開会

２．議題

（１）「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施報告

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）平成 30 年度の議題について

（４）その他

３．閉会



議題１資料１

1

「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施報告

１．実績

日時：平成 29 年 11 月 11 日（土） 10 時～15 時

会場：新浦安駅前広場

平成 29 年度

11/11 晴れ

平成 28 年度

11/5 晴れ

平成 27 年度

12/5 晴れ

出演／出店団体数 出演 10／出店 18 出演 12／出店 17 出演 11／出店 17

チラシ配布数 5,918 部 6,600 部 6,500 部

啓発グッズ配布数
メモ帳

351 冊

ウェットティッシュ

約 500 個

ホッカイロ

約 400 個

クイズラリー参加者数 286 人 364 人 464 人

イエローリボンカード

記入者数
224 人 - -

体験ブース参加者数 42 人 - -

障がい福祉サービス事

業所売上額
320,170 円 253,500 円 245,230 円

２．新たな試みについて

（１）うらやすこころのバリアフリーハンドブック PR

浦安市自立支援協議会権利擁護部会委員の皆様及び障がい当事者の方々にご協力いただ

き、ステージ上でバリアフリーハンドブックの PR を行った。

障がい当事者から３名、障がい者団体から１名、ステージ上でバリアフリーハンドブック

へ込めた思いを伝えていただいた。

（２）体験ステージ

キャラバン隊「空」による知的・発達障がいの擬似体験ステージを行った。会場内から実

際に参加者を募り、“言葉がわからない、伝わらないってどういうこと？”と“どんなふう

に見ているの？”の２つの擬似体験を行ってもらった。

（３）イエローリボンツリー企画

「浦安市障がい者差別解消推進条例」の目指すところである“やさしいまち うらやす”

と、「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」の掲げる“わたしたちにできることが

あります”とを掛け合わせ、

『障がいのある人も、ない人も、みんなが暮らしやすい「やさしいまち うらやす」に

なるために、わたしたち１人ひとりができることを記入してください。』と呼びかけ、224

名にイエローリボン型のカードにメッセージを記入してもらった。



議題１資料１

2

≪メッセージより一部抜粋（原文まま）≫

声をかける ／ 人が大変そうだったらたすける！ ／ えがおですごすこと ／ 心に

ゆとりをもって人に接していきます。 ／ みんながうれしくなることを考えてすごす ／

差別をしない ／ 自分の立場になって思いやる ／ 声かけやあいさつを積極的にする

／ いつも笑顔で親切に接する！！ ／ けんかしない ／ 思いやりをわすれずに ／

目隠しして街を歩いてみる ／ 寛容な心をもつ ／ 目を見て話します！ ／ 席をゆ

ずる ／ 手話をもっとおぼえて力になるようにする ／ 元気に挨拶 ／ 私も障がい

者ですので応援しています ／ おもちゃをかたづけること ／ みんな仲間だと思うこ

と ／ 障がいのある方とない方が出会い交流する場をつくります ／ 『声かけが一番』

障がいの人に声かけすれば少しは事故もなくなるかな ／ 自転車ルール守ります ／

話すときゆっくり話す ／ 障がいのある人も積極的に街に出よう！ ／ 成長して立派

な大人になりたい ／ 気づいたことを実行する勇気が大切かなと知りました ／ しん

せつにする ／ 老人にやさしくする ／ しんごうがあおになったらおしえてあげる

／ 視覚障がい者の方がいたらうしろからやさしく声をかけます ／ 仕事をやっている

のであいさつうまくできるように目標をルールやマナーを守りたい ／ 手をさしのべる

／ 明るい町にしよう ／ ひとりひとりのきもちをきいていじめをなくす ／ ひとひ

とがささえあっていけるまち ／ 白杖の方へ肩をかせます ／ 浦安福祉活動が、皆が安

心して生活できる町に ボランティア活動も多く一人で多くの人が参加できるようにお願

いします ／ ごみを持ち帰る ごみ箱に分けて捨てる ／ 見て見ぬふりをしない ／

ニコニコいっぱい ／ 道をゆずる ／ 笑顔の町 浦安を目指す ／ わらいをいっぱ

いにする ／ ①出会った人とあいさつをする ②知らない人とも「おはよう」と言い合う

③いつも心を明るく開いておく ／ 赤いはねぼきん ／ ゆずりあい ／ 共に生きる

／ ひとごとではなく自分のこととして考える想像力をもつ ／ しょうがいのひとにで

んしゃでせきをゆずる ／ お手伝いしましょうかと声をかける ／ �（スマイルマーク）
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参加した

ことがあ

る

26%

参加し

たこと

がない

74%

伝えたい

81%

伝えたく

ない

4%

わからな

い

11%

不明

4%

（４）体験ブース

車いす、白杖、片麻痺体験を行うブースを設置。車いす・白杖体験をボランティアグルー

プあいあい、片麻痺体験を浦安市身体障がい者福祉センター、受付を市職員で対応。

42 名の参加があり、そのうち 27 名がアンケートを記入。

≪アンケート結果≫

Q1．体験に参加したことがありますか？

Q2.障がいのある方への理解は深まりましたか？

Q3 本日の体験内容や感想を友人や家族に伝えたいですか？

深まった

92%

そうでも

ない

4%

不明

4%
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≪感想より一部抜粋（原文まま）≫

段差、目が見えないことが思っていたより怖く、驚きました。ありがとうございました。 ／

当たり前にやっていることが難しいですね。白杖の方を見かけたら声をかけられるようにな

りたいです。 ／ 視覚が除かれると日常がとても不便だと体験をもってすごく感じた。

／ 前が見えないので、隣に人がいないと怖かったです。 ／ 周りの方々に気を遣わせて

いるのではと、気疲れしてしまわないかと思いました。実際に体験してみますと、白杖の先

が歩道に引っかかり易くて人の補助がないと歩きづらく感じました。また、杖の先が人に当

たらないか心配でしたが、目の不自由な方は外に出るということが心身共に疲れるだろうな

と思いました。街中で拝見した際には、声掛けをしたいと思っております。 ／ うごきに

くかったです。 ／ 押すときはむずかしかったです。乗ったら楽しかったです。 ／ 足

がうごかないととてもこまるということがわかりました。ありがとうございました。 ／

私（母）より、学校で体験したことがある娘の方がよく知っていました。 ／ 車いすを押

したり乗ったりしている人の気持ちがよくわかりました。 ／ 車いすを押す経験が今まで

なかったので、ブレーキや段差の越し方など、経験してその難しさを知れたのは、今後のた

めになりました。 ／ ちょっとこわかった。 ／ 車いす、思ったより軽くうごくことが

わかりました。つくりも大変工夫してつくられているんだなと思いました。見ているだけで

はわからない、使ってみて体験してよくわかりました。ありがとうございました。 ／ コ

ースが少し短いと思う？イスに座るのもよかった。 ／ すごくこわくて目が見えなかった。

／ 障がいのある方 自分の生活行動は大不便です！ ／ 障がいのある方の理解が深く

なりました。

３．成果と課題

今年度のイベントは、過去２年の啓発イベントと同様の会場、規模、コンセプトを引き継

ぎつつも、会場内の参加者に例年のクイズラリー・啓発ブース以外の方法で障がいのある方

や障がいについて知っていただく・考えていただくコーナーを多く設けた。

それぞれの企画に熱心に参加してくださる方も一定数おり、とりわけイエローリボン企画

でいただいた一人ひとりのメッセージは、市民の“やさしいまち”実現への思いが純粋に反

映されたものであり、今後の宝になるものとなった。

一方、バリアフリーハンドブックの PR 時には、それまでキッズダンス・ゴスペルで賑わ

っていたステージ前席から残念ながら人足が遠のいてしまったり、クイズラリー参加者は３

年連続で参加者が減少してしまっている実情も見えてきた。

これらを踏まえ、次年度以降の啓発イベント実施に向けて、ターゲットや重点を置くべき

テーマ、啓発方法について、再検討していく必要もあると考えられる。
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第１章 計画の基本理念と施策推進の方向性

１ 計画の基本理念と重点的な取り組み

本市の総合計画（計画終期：平成３２年度（２０２０年度））では、まちづ

くりの上位目標として、「市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、とも

に助け合い、支え合いながら、健康で、安心して生きがいを持って暮らせるま

ち－生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市—」を掲げています。

今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成２８年４月に施行され

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「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」の目標であ

る「全ての国民が、障害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、次の６項目を重点的

な取り組みとします。

１．理解と交流の促進

引き続き、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、

各種イベントや講演会等通して、障がいと障がいのある人への市民の理解を深

める取り組みを行うとともに、より効果的な啓発活動の方法を検討し、積極的

に展開していきます。また、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「（仮称）手話言語条例」を制定します。

２．福祉・生活支援の充実

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルに応じて自己決定を行い、自

由にサービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推

進し、一人ひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

自ら意思を決定することが困難な障がいのある人に対しては、意思決定支援

ガイドラインを活用し、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された

生活を送ることができるように、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等

が行われることを推進します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、

新規事業者が参入しやすい環境を整備します。
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３．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイ

ル（家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールで、障がいの特

性や特徴などの情報・支援内容の記録・関係機関等の支援計画を 1 冊にまとめ

たファイル）を活用して、乳幼児期から成人期までのライフステージに対応し

た支援を推進します。

また、保健・ 医療・福祉・保育・教育、障がい児通所事業所等の連携を図

り、療育を実施する体制を強化していきます。

４．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することができ、かつ、社会的・

経済的に自立できるように、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体

制の充実を推進します。

５．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者登録制度により予め市に個人情報を登録した方に対し安否

確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整備するととも

に、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

また、支援者および要援護者双方の防災意識の向上に取り組みます。

６．差別の解消と合理的配慮の提供の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、障がいの有無にかか

わらず、お互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の構築のため、差別の解消

と合理的配慮の提供を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図り

ます。
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２ 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

（１）啓発の推進

現状と課題

市では、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、

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％ともっとも高くなっています。

今後も、本市のまちづくりの大きな目標のひとつである「人間尊重のまちづ

くり」を基本に据え、「こころのバリアフリーハンドブック」等を活用し、市

民一人ひとりが、障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を深めるため

に、より効果的な啓発活動の方法を検討し、積極的に展開していく必要があり

ます。

取り組みの方向性

①広報紙等による理解の促進

引き続き、「こころのバリアフリーハンドブック」を障がいと障がいのある

人への理解と関心を深めるためのツールとして活用していくとともに、配布方

法や活用方法について、より効果的な方法を検討し、充実した啓発機会を設け

ていきます。また、聴覚障がいのある人のコミュニケーション手段である手話

や、視覚障がいのある人の移動に欠かせない誘導ブロックなどの理解と普及を

促進します。

②理解と協力の呼びかけ

各種イベントや広報紙等を通して、障がいと障がいのある人への理解と関心

を深めるための情報を提供していきます。



9

③啓発活動の推進

各種講座や講師派遣等を通して、障がいと障がいのある人への理解と関心を

深めるための情報を提供していきます。

④職員の研修機会の充実

浦安市障がい者差別解消推進計画に基づき、新規採用職員並びに新たに監督

者となった職員への研修を必須とするとともに、多くの職員へ障がいと障がい

のある人への理解と関心を深めるための機会として研修への参加を呼びかけ

ます。

主な事業

事業名 障がい者福祉推進事業（知識の普及・啓発）

担当課 障がい事業課・障がい福祉課

内容

障がいと障がいのある人への理解と関心を深めるために、啓発用の冊

子として小中高校生を中心に「こころのバリアフリーハンドブック」を

配布するとともに「（仮称）手話言語条例」の制定に基づき、手話の理

解と普及の促進を図ります。

小中高校生、行政職員、教育関係者、支援者、一般市民等に向けた講

演会や啓発イベントを実施します。

事業名 自立支援協議会・権利擁護部会（啓発活動の推進）

担当課 障がい事業課

内容

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

発活動を推進します。
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事業名 新規採用職員研修

担当課 人事課

内容
新規採用職員研修等で、障がいと障がいのある人への理解を深めるた

めに、福祉研修（車いす利用体験、障がい当事者の講話等）を行います。

事業名 職員研修

担当課 障がい事業課・障がい福祉課

内容

浦安市障がい者差別解消推進計画に基づき、新規採用職員並びに新規

課長への研修を必須で行います。また、「（仮称）手話言語条例」の制定

に基づき、手話の理解及び普及を推進するため、職員研修の機会を取り

入れます。

うらやすこころのバリアフリーハンドブック
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（２）担い手となる市民との協働による支援活動の促進

現状と課題

障がいのある人を支援する団体の活動に対し、側面的な支援を行うとともに、

障がい者団体や支援団体と連携して啓発活動に取り組みました。

また、社会福祉協議会を中心に、ボランティアに関する情報の提供、地域ぐ

るみ福祉ネットワークの整備、活動の側面的支援などに取り組みました。

障がいのある人が、地域で自立して生活していくためには、公的なサービス

の充実とともに、地域の人々の協力と支援が欠かせません。

今後も地域で福祉活動を行う人材や団体を発掘、育成、支援するとともに、

市と地域の人々が協働して障がいのある人を支援していくことが必要です。

取り組みの方向性

①市民による支援活動の支援

障がいのある人を支援する団体が、講演会やイベント等の活動の情報を発信

できるように支援を行います。

市民活動団体等との協働による講演会やイベント等の開催を推進します。

②地域ぐるみの福祉ネットワークの整備

ボランティア養成講座等の実施、地域の多様な団体による担い手の発掘、住

民活動の支援や意識の向上、活動団体間の交流・連携などに取り組むことによ

り、地域全体で支え合える体制づくりを促進します。

③ボランティア活動の推進

企業や学校等にボランティア活動の内容を周知し、ボランティア体験への参

加を呼びかけます。

市職員のボランティア活動への参加促進を図ります。
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主な事業

事業名 障がい者福祉推進事業（バリアフリーハンドブックの配布）

担当課 障がい事業課

内容

【事業内容】障がい福祉に関する知識の普及・啓発を図ります。

【取り組み】市役所の各部署が連携し、関係機関、障がいのある人、障

がい者団体、支援団体等と協力し合いながら、障がいと障がいのある人

への理解を深めるため、「こころのバリアフリーハンドブック」の配布

や講演会やイベントなどの啓発活動を行います。

事業名 事業の後援（支援団体等の後援）

担当課 障がい事業課

内容

市民活動団体等が、障がい福祉関係の講演会等の事業や障がいのある

人を対象としたイベントを行う際に、周知広報の協力等、側面的支援を

行います。

事業名 市民活動促進事業

担当課 協働推進課

内容

市民活動支援の拠点施設である市民活動センターの運営を行います。

また、市民活動団体が主体的に行う公益的な事業に対し補助を行いま

す。

市民活動団体と行政・自治会・事業者などが、双方の資源を持ち寄り

連携して事業を行う取り組み「つなぐプロジェクト」を行います。

事業名 ボランティア休暇制度

担当課 人事課

内容
職員のボランティア活動への参加を支援するため、１年に５日の範囲

内でボランティア休暇を付与します。
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事業名 地域ぐるみ福祉ネットワーク

担当課 社会福祉課（社会福祉協議会）

内容

手話、点字、拡大写本、朗読、介助等障がいのある方をサポートして

いるボランティア活動の推進を図ります。また、支部社会福祉協議会が

実施しているサロンや見守り活動等への支援を行い、住民同士の親睦や

つながりを深めます。

関連施策・計画

第２期市民参加推進計画

うらやす地域福祉活動計画（浦安市社会福祉協議会）
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（３）交流機会の拡充

現状と課題

学習指導要領においては、障がいのある子どもと障がいのない子どもが活動

を共にする機会を積極的に設けるよう示されており、小・中学校においては、

特別支援学級と通常の学級が交流を行うとともに、本市在住の特別支援学校に

在籍する児童・生徒が、地域の小・中学校において交流を図る「居住地校交流

（県の事業）」を実施しました。また、市では、平成 27 年度より、市川特別

支援学校高等部生徒の通学時、市民のボランティアが横に付き添い見守りを行

う事業を開始し、生徒の自力通学を支援しました。

平成２７年度より、障がいと障がいのある人への理解を深めるために、新浦

安駅前広場において、障がい当事者の団体によるステージや、障がい福祉サー

ビス事業所による出店を行い、障がいのある人もない人もともに交流を深めて

います。

アンケートでは、障がいのある人への市民の理解を深めるために必要だと考

えることとして、「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」が第４位となっています。また、「小さい時から一緒に学び、育つこと」「障

がいのある人と関わる機会を増やすこと」などの自由意見が出ています。

今後も、地域全体で障がいのある人もない人も、すべての人が、ともに助け

あい、協力していけるよう、交流機会の拡充を図ることが重要です。

取り組みの方向性

①地域との交流の推進

障がいと障がいのある人の理解を深めるため、今後も障がいのある人もない

人も参加できるイベントを開催していきます。障がい者団体等が地域との交流

事業を積極的に行えるように、団体に対し側面的支援を行います。

市民のボランティアによる市川特別支援学校の生徒に対する通学見守り支

援事業をはじめ、障がいのある人を地域全体で見守るような体制を推進します。

②学校での交流及び共同学習の推進

特別支援学級と通常の学級の児童・生徒の日常的な交流を基盤にし、一人ひ

とりの教育的ニーズに応じて、教科学習等の交流及び共同学習を推進します。

また、本市在住の特別支援学校に在籍する児童・生徒が、地域の小・中学校に

おいて交流を図る「居住地校交流（県の事業）」を推進していきます。
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特別支援学級担任と通常の学級担任の連携や、合同研修等を通じて、教職員

全体の障がいと障がいのある子どもに対する理解を促進し、教職員全員で障が

いのある子どもを支える校内体制の拡充を図っていきます。

主な事業

事業名 浦安市障がい福祉団体事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容 障がい福祉団体が行う事業に要する経費を補助します。

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握

し、環境を整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・

保護者・学校を支援します。

また、研修にて通常の学級や特別支援学級の担任、通級指導教室担当、

特別支援教育コーディネーター、心身障がい児補助教員・支援員等の資

質・力量の向上を図ります。

事業名 特別支援学校通学支援事業（通学見守り支援）

担当課 障がい事業課

内容
市川特別支援学校高等部生徒の通学時、ボランティアが横に付き添

い、見守りを行います。

事業名 障がい者福祉推進事業（啓発イベントの開催）

担当課 障がい事業課

内容
障がいと障がいのある人の理解を深めるため、新浦安駅前において、

障がいのある人もない人もともに参加できるイベントを開催しました。
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８ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

（１）権利擁護施策の推進

現状と課題

障がいのある人が、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を実現するためには、権利擁護の

取り組みが必要不可欠です。

市ではこれまで、自立支援協議会や高齢者・障がい者権利擁護協議会を中心

に関係機関が連携して障がいのある人の権利擁護の推進に取り組んできまし

た。

また、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％を占めています。これは前回の

38.3％を大きく上回っており、成年後見制度の周知と利用拡大に向けた新た

な取り組みが必要です。

取り組みの方向性

①権利擁護の推進

「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」に基づく「浦

安市障がい者差別解消推進計画」により、市全体で計画的に障がいを理由する

差別を解消するための施策を推進していきます。

自立支援協議会（権利擁護部会）や高齢者・障がい者権利擁護協議会をとお

して関係機関同士の連携を強化します。

市民からの相談窓口として障がい者権利擁護センターを設置・運営します。

②成年後見制度の利用の促進

成年後見制度利用促進法に基づき、成年後見制度の周知と利用の促進を図り

ます。市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。
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主な事業

事業名 自立支援協議会・権利擁護部会（権利擁護のためのネットワーク作り）

担当課 障がい事業課

内容
権利擁護に関する支援の充実を図るため、協議するとともに、関係機

関の連携を推進します。

事業名 成年後見事業

担当課 障がい事業課

内容
成年後見制度の利用の促進等を自立支援協議会で協議します。

成年後見制度の周知と利用のサポート、法人後見等を行います。

事業名 成年後見制度利用支援

担当課 障がい福祉課

内容
助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められた

障がいのある人に、費用の助成を行います。

事業名 障がい者福祉推進事業（知識の普及・啓発） 【再掲】

担当課 障がい事業課・障がい福祉課

内容

障がいと障がいのある人への理解と関心を深めるために、啓発用の冊

子として小中高校生を中心に「こころのバリアフリーハンドブック」を

配布するとともに「（仮称）手話言語条例」の制定に基づき、手話の理

解と普及の促進を図ります。

小中高校生、行政職員、教育関係者、支援者、一般市民等に向けた講

演会や啓発イベントを実施します
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事業名 消費生活啓発事業

担当課 消費生活センター

内容
障がいのある人が消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよ

う、相談、啓発、情報提供等を行います。

事業名 成年後見センター事業

担当課 社会福祉課

内容

市民の身近な心配ことや悩みに対し、各関係機関と連携を図りなが

ら、解決のための支援や成年後見制度による法的な方法など、広く相談

に応じることを目的として成年後見センターを設置します。

事業名 市民後見推進事業

担当課 社会福祉課

内容

市民後見人としての業務を適正に行うために、必要な知識・技能・倫

理が習得できるよう、研修カリキュラムを作成し、市民後見人の養成の

ためのフォローアップ研修を実施します。

事業名 障がい者権利擁護センター

担当課 障がい事業課

内容
障がい者虐待及び障がい者差別に関する相談を受け付け、必要な対応

を行います。

事業名 浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会

担当課 障がい事業課・高齢者福祉課・猫実地域包括支援センター

内容
高齢者虐待、障がい者虐待及び障がい者差別に関して協議を行い、関

係機関の連携を図ります。
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（２）虐待の早期発見・防止

現状と課題

市では、平成 28 年度に、障がい者の虐待及び差別の相談を一体的に受ける

「障がい者権利擁護センター」を設置し、障がい者虐待の通報・届出の受け付

け、事実確認や、解決に向けた調整支援等を行いました。

虐待の通報・届出件数は、年々増加傾向にあります。一方、アンケートでは、

障がい者権利擁護センターの認知度は 15％にとどまっています。

今後も関係機関が一層の連携を図り、障がいのある人の人権が守られ、社会

の中で自立して生活するための基盤づくりや、家族や支援者等の過度な負担、

閉鎖的な状況などの改善に取り組み、虐待を発生させない環境づくりをすると

ともに、権利擁護センターの周知を促進します。

取り組みの方向性

①虐待防止ネットワークの強化

障がい者虐待の防止や障がい者差別の解消に関する協議を高齢者虐待の防

止についてと一体的に行うことで、関係機関での連携を図り、横断的・協力的

なネットワークを構築します。

②障がい者権利擁護センター事業の充実

「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、障

がい者虐待と障がい者差別について一体的な解決を図る相談窓口として「障が

い者権利擁護センター」を設置・運営し、迅速かつ適切な対応を行います。ま

た、広く市民や事業者に障がい者権利擁護センターを周知・広報し、障がい者

虐待防止や障がい者差別の解消に努めます。



20

主な事業

事業名 障がい者福祉推進事業（虐待防止講演会・研修会）

担当課 障がい事業課

内容
障がい者虐待の防止や障がい者差別の解消を推進するため、市民や福

祉サービス事業者等を対象に講演会や研修会を開催します。

事業名 浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会 【再掲】

担当課 障がい事業課・高齢者福祉課・猫実地域包括支援センター

内容
高齢者虐待、障がい者虐待及び障がい者差別に関して協議を行い、関

係機関の連携を図ります。

事業名 障がい者権利擁護センター 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容
障がい者虐待及び障がい者差別に関する相談を受け付け、必要な対応

を行います。
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（３）差別の解消と合理的配慮の推進

現状と課題

市では、平成２８年４月１日に策定した「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、差別の解消と障がいに対する理解を促進する取り組みを一体的に行っ

てきました。

また、障がい者権利擁護センターでは、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受け、解決に向けた調整支援等を行いました。

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 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について情報提供の促進を必要とする結果

になっています。

今後も市職員や民間事業者に対し、障がいの特性の理解と合理的配慮の推進

を図っていきます。

取り組みの方向性

①差別解消のための体制整備

障がい者虐待と障がい者差別について一体的な解決を図る相談窓口として

「障がい者権利擁護センター」を設置・運営し、迅速かつ適切な対応を行いま

す。

②行政サービスにおける配慮の推進

国の基本指針や千葉県の「障害のある人に対する情報保障のためのガイドラ

イン」をもとに、窓口等における配慮を充実します。

また、「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

く職員対応要領により、市主催の会議、講座、催し等において、障がいの特性

に配慮した合理的配慮を推進します。

市職員の採用試験のいずれの試験区分においても、受験にあたり合理的配慮

を行っていきます。
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③合理的配慮の推進

行政や民間事業者等が連携を図り、障がいのある人が、自分に合った支援を

受けられるよう、合理的配慮を推進していきます。また、視覚障がい者や聴覚

障がい者をはじめとした障がいのある人に対する情報保障及びアクセシビリ

ティの向上を促進します。市では、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「（仮称）手話言語条例」を制定

します。

「障害者差別解消法」及び「障害のある人に対する情報保障のためのガイド

ライン」並びに「（仮称）手話言語条例」の啓発・広報に努めます。

主な事業

事業名 意思疎通支援事業

担当課 障がい福祉課

内容

聴覚に障がいがある人が意志の疎通を図る上で支障がある場合など

に、手話及び要約筆記等の方法により、コミュニケーション支援を行い

ます。

事業名 U コミサポート事業 【再掲】

担当課 障がい福祉課

内容
聴覚に障がいがある人が意思の疎通を図る上で支障がある場合など

に、市役所が閉庁している時間に電話代行業務を行います。

事業名 障がい者福祉推進事業（知識の普及・啓発） 【再掲】

担当課 障がい事業課・障がい福祉課

内容

障がいと障がいのある人への理解と関心を深めるために、啓発用の冊

子として小中高校生を中心に「こころのバリアフリーハンドブック」を

配布するとともに「（仮称）手話言語条例」の制定に基づき、手話の理

解と普及の促進を図ります。

小中高校生、行政職員、教育関係者、支援者、一般市民等に向けた講

演会や啓発イベントを実施します。



23

事業名 浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会 【再掲】

担当課 障がい事業課・高齢者福祉課・猫実地域包括支援センター

内容
高齢者虐待、障がい者虐待及び障がい者差別に関して協議を行い、関

係機関の連携を図ります。

事業名 声の広報

担当課 広聴広報課

内容
視覚に障がいのある人のため、広報うらやすの内容を吹き込んだデイ

ジー図書や CD を作成しています。

事業名 公式ホームページ

担当課 広聴広報課

内容
文字の大きさが変更できます。音声読み上げソフトへの対応に配慮し

ています。

事業名 消費生活啓発事業 【再掲】

担当課 消費生活センター

内容
障がいのある人が消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよ

う、相談、啓発、情報提供等を行います。

事業名 ハンディキャップサービス事業

担当課 中央図書館

内容

視覚に障がいのある人等のために、拡大写本、点訳図書、音声図書、

テキストデータ資料などの資料を製作して提供します。また、対面朗読

も行います。

外出が困難な方のために、図書館の本や雑誌などをご自宅までお届け

する宅配サービスを行います。
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事業名 選挙費

担当課 選挙管理委員会

内容

投票所に仮設スロープを設置、点字版氏名掲示、候補者の略歴、政見

等を点字で記載した「選挙のお知らせ」や点字器などを用意しています。

身体に重度な障がいがあり一定の要件を満たす方が、自宅で投票でき

る「郵便投票制度」を実施しています。

事業名 障がい者権利擁護センター 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容
障がい者虐待及び障がい者差別に関する相談を受け付け、必要な対応

を行います。

事業名 職員対応要領

担当課 障がい事業課

内容
職員対応要領に基づき、市主催の会議、講座、催し等において、障が

いの特性に配慮した合理的配慮を推進します。



議題３資料１

1

平成 30 年度の議題について

１．平成 29 年度の振り返り

（１）第１回権利擁護部会活動報告（開催日６月１日（木））

議題１ 平成 29 年度・30 年度権利擁護部会の運営と議題

（主な意見）

○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（個別事例を）討論す

る必要がある。そういう機会はつくれるのか。

→★次年度課題

○委員側から事例を提案したい。

→第３回部会にて、委員３名からの事例報告を実施

議題 2 平成 28 年度実績報告

（主な意見）

○件数だけでなく、典型的な具体例を挙げて報告してほしい。

→なるべくわかりやすい具体例を交えて報告を行っていきたい。

○障がい者差別に関する相談の、相談種別と障がい種別の関係が興味深い。障がい種別ご

とにテーマを絞って意見を出し合うとちょっとずつ状況がよくなっていくのではないか。

○鉄道関係の機関との意見交換を行いたい。

→★次年度課題

議題３ 障がい者差別解消推進計画について

（主な意見）

○「差別やいやな思いをした経験」について、どの期間での経験を質問しているのか。そ

れによって数の捉え方が異なると思う。

→次期計画策定にかかるアンケート調査の際には期間を明記する。

議題４ 障がい者福祉計画の策定について

（主な意見）

○特になし。

議題５ その他（会議の進め方、話し合いの方法について意見交換）

（主な意見）

○１回で結論がある程度出るような、もしくは全員の意見が全部出尽くすような小さな具

体的なテーマを取扱いたい。

○意見を出しやすいようグループワークを行いたい。

→第２回部会後に非公開でグループワークを実施。



議題３資料１

2

（２）第２回権利擁護部会活動報告（開催日７月 24 日（月））

議題１ 「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」について

（主な意見）

○西宮市が紙芝居をつくって易しく詳しく障がい者差別等について見せてくれた例があ

る。文で書いてあるよりも、目に訴えたほうがわかりやすいのではないか。

○キャラバン隊に出演してもらうのはどうか。→イベントで実施。

○障がいの体験ブースを用意するのはどうか。→イベントで実施。

○公立の小中学校にも声をかけてみるのはどうか。→今年度には公立小中学校の他のイベ

ントと日程が重なっており、イベントへの出演がかなわなかった。

議題 2 条例「わかりやすい版」について

（主な意見）

○絵があるものは、すごく視覚的に、直感的にわかりやすい。

○「わたしにもできることがありますか？」というＱ＆Ａのところがあって、多分障

がいを持った人たちとかかわったことがあまりない方たちにとっては、こういうＱ＆Ａが

あると、ちょっと一歩勇気を奮い起こさせてくれやすくなるのではないか。

○文字は多くなるが、条文１文１文をまず易しくかみ砕いて説明するのがよいのではない

か。

○今動画とかＳＮＳといった媒体を活用した理解促進も検討してみてはどうか。

→年度内では作成に至っていない。条例「わかりやすい版」の作成を、権利擁護部会のワ

ーキンググループ等で行うのはどうか。

議題３ 障がい者福祉計画の策定について

（主な意見）

○情報保障のアプリも出ているので、行政も活用してみてはどうか。

議題４ その他

（主な意見）

○特になし。

（３）第１回作業部会（非公開）

テーマ：「障がいのある人もない人も、ともに暮らしやすいまちになるためのネットワーク

の構築について」

（概要）浦安市のネットワークの現状（よい事例、困った事例）を３グループに分かれてグ

ループワーク方式で共有する。

（主な意見）

○障がい者団体の中でも、構成員の方々の抱えている問題の内容だとか、症状年数なども

違っていると障がいについて知られたくない、話しづらいという思いはある。

○手話を広げて、皆さんの中でコミュニケーションができることがふえることが望み。

○（手話はどこで習えるか？という質問に対し）、手話サークルや手話自体を習得してい

なくても、身ぶりで対話することもできると、そういう理解を皆さんに持ってもらいたい。
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○地域のコミュニティーとのかかわり方というところが薄い、きっかけがない、ちょっと

各自治会の加入率は十分ではないと。

○ＳＮＳでは情報は一気に拡散する。興味、関心があるところは情報というものは早く進

んで、ネットワーク基盤というものが自然に確立されるものなのか。

○電子媒体ＰＣ等、スマホだと、視覚障がい者の方、あるいは聴覚障がい者の方というの

は、健常者の方と比べると、ネットのスピード感でついていけるかというと、そこのとこ

ろは少し置いていかれるような現状がある。

○小さな単位で、情報を共有して、いざというときに相互扶助ができる関係を築いていけ

るような仕組みが必要。

○親の会にもなかなか新しく入ってくる人がいない。自分の欲しい情報だけをとって、自

分が傷つかないような都合のいいものだけ取捨選択しているような気がする。

○ネットは便利だけれども、お母様方が地域でつながるのにメリットを感じてくれるよう

になるとよい。

→平成 30 年度も作業部会は行っていきたいか。

（４）第３回権利擁護部会活動報告（開催日 10 月 16 日（月））

議題１ 障がい者権利擁護センター上半期件数報告

（主な意見）

○特になし。

議題 2 障がい者福祉計画の策定について

（主な意見）

○特になし。

議題３ その他

（主な意見）

○特になし。

議題４ 委員からの事例報告（非公開）

≪渡辺委員≫

・団地の上下階に障がいのある方が居住しているケース。上階の方は夜中に杖をついてト

イレに起きて歩き回るということで、たまたまその下の階の方は大きな手術をして、寝て

いることが多く、夜もゆっくり眠りたいという中で、夜に大きな音が鳴るということで、

住宅公社の方とも相談をしながら、上の階の方に厚いじゅうたんを敷いていただき、今は

状況が落ち着いている。

・精神に障がいのある方が、宅配便の方の声やドアの開閉、団地の場合は台車で荷物を移

動することが多く、そういった音がうるさいということで、ベランダから大声で終日怒鳴

ったり部屋の中で暴れるということで、これも下の階の方ががん患者で入退院を繰り返し

ているが、家で安心して休んでいられない状況。この精神に障がいのある方は、生活に困

窮されていて、さまざまな機関が動いているということですが、まだ解決には至っていな

い。



議題３資料１

4

（主な意見）

○グループホームも一般の賃貸のアパートを借りるケースが多くなってきており、そうい

ったところは最初に住宅をお借りする際に挨拶回りをしたり、自治会長さんや地域の方も

巻き込んで見守っていただくように進めている。

○支援者が一般の方に理解していただくようなことを説明していただくとか、障がいある

方の行動を制限することは難しいので、多くの方に理解していただく啓発を行うことが一

番よいのではないか。

○県条例でも不動産屋さんがアパートを貸してくれない事例はよく寄せられる。入居まで

に結びつけるのが難しいこと。入居ができたとしても、世間の目は厳しい。

≪足立委員≫

点字ブロックの事例を３つ。

１．イクスピアリのＪＴＢのカウンターの近くの誘導ブロック上にいつも何か置いてあり、

よけていた。イクスピアリの受付で善処を申し出たところ、その日中に、物を置かなく

なるようになった。

２．明海橋の歩道のところの点字ブロックが途中で切れていた。障がい事業課に話をして

善処を求めたんですが、その場所は道路が県の道路であるとか何とか、いろいろの理由

でペンディングみたいな格好になっていた。途中で点字ブロックを切るのは、ちょっと

おかしいので、理解していただきたい。

３．ゆうあいの敷地内の点字ブロック上に車が停めてあった。その車にぶつかって、白杖

を折ってしまった。しかし車を停めていた方に「あなたが悪い」と言われた。

このように、点字ブロックに対する理解はまだまだ進んでいない。

（主な意見）

○新浦安駅のバス乗り場付近の点字ブロック上にバス乗車待ちの人が乗ってしまってい

る。

○点字ブロックの意味は子どもも知っているが、そこに立ちふさがっていると、すごく迷

惑なのだということは、実はいろいろな人がよくわかっていないかもしれない。

○本当に点字ブロックへの理解啓発というのが不足している。これは道路整備者と道路管

理者、市として今、頂戴した意見含めて、こういった意見が多く寄せられていることは、

健康福祉部として、しかるべき場できちっと再度お話しさせていただく。少し息の長い

取り組みにはなるのかもしれないですが、粘り強くそういったことをこれからも伝えて

いきたい。

≪神谷委員≫

・親の立場側でも、制度とか、さまざまな立場について勉強する必要があるのではないか。

親の会なので、自分の子どもへの対応、自分の子どもの今の状態、こういう障がいだとい

うことである程度枠を囲ってしまっては、その子の成長も妨げてしまうし、周りへの理解

も妨げてしまう。合理的配慮とか障害者差別解消法とかも、障がいのある方のためにある
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ような法律だが、実はお互いの理解、お互いの立場を尊重しながら進めていくということ

が理解できていないようなところもあって、親側としても勉強の機会を設けて、法律につ

いても、障がいのある方、その他皆さんを守るためのものだということを理解していくと

いうことが大事だと考える。

（主な意見）

○警察としては、不審者通報について、疾患があるんじゃないか、薬物に関係しているん

じゃないかという、色々な可能性があるという視点で必ず現場へ向かうということで、き

ちんとさまざまな状況を理解しながら対応しているので、職務については安心していただ

きたい。

○警察が、施設やグループホームの近辺で何か事件があった場合、訪問に来るというケー

スがあるが対応する必要があるか。→警察としては、できるだけ状況を知りたいというこ

とで、任意ではあるが捜査については協力いただければありがたい。また、防犯カメラ等

を設置している施設もあるので、そういったところはぜひ協力していただきたい。


