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平成29年度第３回浦安市自立支援協議会こども部会 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

○委員名の表記等について

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。

また、個人情報に係るご発言等は、議事録への掲載をいたしません。

１．開催日時 平成29年11月６日(月) 午後１時30分～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

教育研究センター（リーダー）、ＮＰＯ法人千楽（サブリーダー）、浦安市自閉症協会

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ

ＮＰＯ法人カプア、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも

特定非営利活動法人ワーカーズコープ、浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会

千葉県立市川特別支援学校、千葉県立船橋夏見特別支援学校、浦安市立小学校長会

浦安市立中学校長会、こども課、浦安市子育てケアマネジャー、こども発達センター

４．議題

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）災害時の備えについて

５．資料

議題１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

議題１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】

議題２資料（１） 特別な支援が必要なこどもへの災害時の支援に関する課題と市の現状

議題２資料（２） 指定避難所・福祉避難所一覧
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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こども部会を開催します。

本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

会議を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。特に個人情報

にかかわる発言等につきましては、充分なご配慮をお願いいたします。氏名等を出さなくても内容に

より個人を特定できる場合がありますので、ご本人の承諾がない場合は、特定の事例などに関するご

発言はお控えいただきますようお願いいたします。

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

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。

議事の記録及び会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は、挙手いただき、リーダーの「○○委

員、お願いします」の発言の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、今後の進行につきましてはリーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

リーダー：皆さん、こんにちは。

それでは、早速ですが、議事を進行させていただきたいと思います。本日の議題は２つ、障がい者

福祉計画の策定について。そして、災害時の備えについてです。

議事に入る前に、委員の交代がありましたので報告いたします。

今回よりＮＰＯ法人カプアの委員がかわりましたので、自己紹介をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

ＮＰＯ法人カプア：私は看護師として、また相談支援専門員として普段働いておりまして、看護師という立

場でもありますので、医療的ケアをメインに担っております。現在３名のケアに関わらせていただい

ております。午前中は主に生活介護の方の機能訓練の活動をしておりまして、午後は利用者様おのお

のがそれぞれ得意な分野だったり、好きなことをして過ごすという事業所に勤めております。これか

らよろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございました。これからよろしくお願いいたします。

それでは、初めに議題１、障がい者福祉計画の策定について事務局より説明をお願いいたします。

事務局：議題１の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１資料（１）と（２）につい

てご説明させていただきます。

まず、議題１の資料（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ということで、ヒ

アリング調査の結果の報告になります。

ヒアリングの目的ですが、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などの意見や要

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直接ヒアリングを行

いました。

実施期間は８月下旬から９月下旬で、この部会でもご協力いただいています委員の方が所属されて

いる団体さんのほうにもお聞きしているかと思います。

調査対象としては、下にあります１番から８番が障がい者の８つの団体さんになります。９から

11 が市の福祉施設となっています。そちらにヒアリングを行いまして、この表はヒアリングを行っ

た順に書かれています。

４団体のヒアリング結果ということで、団体さんのヒアリング結果を報告いたします。

まず（１）団体の目標達成に向けての課題ということで、各団体さんの目標をそれぞれ書かせてい
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ただきまして、右が課題となっています。団体さんの目標につきましては、そちらに書いているとお

りなんですけれども、課題につい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ことを

まとめて書かせていただいています。

まず、会員の減少、高齢化。そして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と感じる。

会員自身にも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ということで、なかなか先

輩の会員さんから話を聞く機会などがなくなって、コミュニケーションや身近に相談できる機会がな

くなっているという課題があるとお聞きしました。

続きまして（２）浦安市の障がい者福祉施策に関するご意見・ご要望ということで、こちらは、各

ご意見を７つに分類しまして、各団体さんごとのご意見をまとめてあります。７つの分類は、１番が

福祉・保健・医療サービス、２番が教育・育成、３番が就労、４番が生活環境・まちづくり、５番が

スポーツ・レクリエーション、６番が安心・安全、７番が理解の促進、この項目に分類して、ご意見

をまとめました。

全てお読みできないので、まとめてご意見についてお話し致します。

１番の福祉・保健・医療サービス。こちらは、福祉サービスなどの市の不足部分についてのご意見

が多かったです。在宅福祉サービスとして、緊急時の一時預かりや短期入所などの機能。あとは行動

援護の事業者が少ない。またサービスの質として、肢体不自由児が利用できるサービスが少ない。ま

た住まいの場として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。精神障がい、知的障がいのある方からは、グループホームの共同生

活は難しいので、支援を受けながらアパートでひとり暮らしがしたい。こういった意見もありまして、

いろいろな選択ができるようにしてほしいというご意見がありました。

医療に関しては、発達障がいや知的障がいのある人が安心して受診できるような障がいに理解のあ

る医療機関、また障がいの専門医が欲しい、そういった情報が欲しいといった意見がありました。

視覚障がい者の団体からは、情報保障として音声パソコンの技能習得をできるようにしてほしいな

どの意見がありました。

続きまして、２番の教育・育成。こども部会としては、こちらがメインになるかと思いますので、

全て読ませていただきます。

自閉症協会からは、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」浦安グループからは、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さまざまなニーズ

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からは、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があるとよいと思う。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、また身体障害者福祉会からは、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つくってほしい。肢体不自由児に対する

学校の理解を広げてほしいということで、特に親御さんの団体さんから多くご意見をいただきました。

続きまして３就労は、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意見を多数いただきました。また、

就労支援の充実もしてほしいというご意見をいただきました。

続きまして４生活環境・まちづくりです。こちらについては、やはり多くの身体障がいの団体さん

から、公共施設や交通機関のバリアフリー化を充実してほしいというご意見をいただきました。
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また、視覚障がい者の団体さんからは、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

うご意見がありました。

続きましてスポーツ・レクリエーションということで、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が使いづらい。障がいがあっても気軽に参加できるようなレクリエーションやス

ポーツ施設が欲しいというご意見が多数ありました。

続きまして、６安心・安全。こちらは主に災害時の災害対策に対するご意見を多くいただきました。

災害時に避難するとき、避難生活での情報保障をしてほしい。また、災害時の避難の仕方や避難生活

など必要な知識がないので、必要な情報が欲しいですとか、あとは必要な知識の話を聞くような場が

あるとよいと思うというご意見をいただきました。

次、７理解の促進。こちらは、聴覚障がい者ですとか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。まず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。また企業などが話すと

いうことに対するコミュニケーションしか認めていない場合があるので差別を感じる。配慮してほし

いというご意見ですとか、あと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。

続きまして、施設利用者のヒアリング結果となっていまして、１ページ目にありました９番から

11 番の施設ですが、ソーシャルサポートセンター、こちらが精神障がいのある方の施設、障がい者

福祉センター、こちらが知的障がいのある方の施設、身体障がい者福祉センター、こちらが身体に障

がいのある方の施設、この３つの施設の利用者さんからヒアリングを行いました。

こちらも７つ項目に分けて、それぞれご意見を分類しています。

まず①福祉・保健・医療サービス。こちらの主な意見としては、土日に利用できるサービスがある

とよい。あとは 24 時間 365 日の支援が必要なので、夜勤対応できるヘルパーさんがもっと必要であ

る。また短期入所のご意見としまして、なかなか一時ケアセンターの短期入所が利用したいときに利

用できない。もっと近くに短期入所が欲しい。短期入所がもっと緊急時に使えるようにしてほしい。

また重度障がい者を介護できるヘルパーをふやしてほしい。

病院に関するご意見として、知的障がい者の方など障がいに理解のある、障がい者が安心して通え

るような病院の情報が欲しい。あとは住まいの場として、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つくってほしい。

続きまして②就労です。こちらは、就労継続支援Ｂ型に関するご意見が多くありました。市内の就

労支援Ｂ型については、調理やレストランなどが多くなっているんですが、さまざまな形態の就労継

続支援が欲しい。あとは精神に特化した就労先が欲しい。あとは特別支援学校を卒業してから、なか

なかパソコン、計算、読み書きなどの勉強の場がないので、卒業後の療育、教育の場が欲しいといっ

たご意見もいただきました。

続きまして③生活環境・まちづくり。こちらにつきましては、公共施設や公共道路、交通機関のバ

リアフリー化ですとか、あとは外出のための支援者の確保、こういったところが難しいというご意見

をいただきました。

次に④スポーツ・レクリエーションです。こちらについては、スポーツなどができる施設まで出向

く手段の確保とか、スポーツをしている間の支援、そういったものを充実してほしいというご意見が

ありました。また、障がいを持った人同士が集まって自分のことを話したり、地域のことを話したり、

その他日常のささいなことなどを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ですと

か、土日に気軽に立ち寄れる居場所が欲しいといったような、居場所がないというようなご意見もい

ただきました。

続きまして⑤安心・安全。こちらも団体さんのご意見と重なるところが多いんですが、災害時に対
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するご意見が多かったです。避難するまでと避難生活での不安。あとは必要な知識の取得というとこ

ろがたくさんご意見として上がりました。

続きまして６理解の促進というところで、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。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というご意見をいただきました。

７ふだんの暮らしや今後の暮らしで不安だと思うこと、問題だと思うことについて。多かったのは、

ひとり暮らしになったときの不安というところです。親なき後の生活の質、安定、住まいの確保、こ

ういったところに不安を感じている方が多かったです。また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という

体調面でのご意見もいただきました。

８今後どのような暮らしをしたいか。こちらについても、さまざまな暮らしに対する要望が出たん

ですが、例えばグループホームに入りたいとか、支援を受けながらひとり暮らしがしたい。あとは親

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

用しながら暮らしたいといったご意見があったんですが、共通して言えるのは、浦安ですとか身近な

地域で暮らしたいというご意見が多かったことです。

議題１資料（１）については以上になります。

続いて、議題１資料（２）。浦安市障がい者福祉計画のたたき台ということでお示ししているんで

すが、今回載せているのは、もし障がい者福祉計画 27年度から 29 年度の冊子をお持ちであれば、目

次をご覧いただければと思います。今回の資料は、目次の１番、計画の基本的事項と、２番の第１編

障がい者計画について載せてあるんですが、まず１番計画の基本的事項です。

１計画策定の趣旨、２法律・制度の動向、３計画の位置づけ、４計画の期間、５計画の対象者、６

計画策定の方法、７計画の推進・フォロー体制ということで、こちらが計画の基本的事項になります。

資料では８ページ目までがそちらにあたり、現計画と同じような内容が書かれていますので、ご確認

ください。

２番の第１編 障がい者計画、資料でいうと 10 ページ目です。現計画をお持ちの方がいましたら、

18 ページになります。こちらが第１編 障がい者計画の施策の体系になりまして、こちらも今回見

直しということになりますので、大きくは変わっていませんが、何点か修正がありますのでご報告い

たします。

施策の方向性の１理解と交流の促進、前回の部会でもご報告したかと思いますが、こちらは新たに

重点項目として追加をしました。また、現計画は７番までになっていますが、新しい施策の体系は、

７自立と社会参加の促進を２つに分けまして、８差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止という

項目を設けています。７自立と社会参加の促進の基本施策が、余暇活動の促進と自主的活動の促進の

２つになりまして、８差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止は、権利擁護施策の充実、虐待の

早期発見・防止、差別の解消と合理的配慮の推進に分けました。

本日の資料は、この施策の方向性の１番から８番について現状と課題ということでお示ししてあり

ます。アンケート調査結果とヒアリング調査結果などから現状と課題をまとめた形になっています。

日程的に部会で素案がお出しできなかったんですが、次の策定委員会でしっかりとした素案を出し

て詳しく話し合うようになりますので、この現状と課題などに今回部会としてご意見いただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

こども部会にかかわりのあるところだけ説明します。

４子どもへの支援の充実。「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
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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、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上がっています。

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。」

以上が現状と課題になっていまして、最終的な素案では、施策の方向性ごとではなく、その下の基

本施策ごとの現状と課題を分けてつくっていく予定になっています。

下に基本施策というのがありまして、こちらは現計画と変わらず、１番が就学前療育・教育の充実、

２番が就学後療育・教育の充実、３番が就学・進学相談の充実、４番がライフステージを通じた支援

の推進となっています。

今回、素案をお示しできなかったんですが、国の指針でも障がい児支援体制の整備ということで、

医療的ケアの適切な支援が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を設置するというのが定められていますので、そちらの 30 年度末までに設

置するというところも計画には盛り込んでいきながら、方向性などを書いていきたいと考えています。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご意見はございますでしょうか。ございましたら挙手をお

願いいたします。

よろしいでしょうか。

では、次に議題２災害時の備えについて、事務局より説明をお願いいたします。

事務局：議題２災害時の備えについてご説明させていただきます。

前回のこども部会でもご意見をいただきましたが、災害時、特別の支援が必要な子どもたちへの災

害時の支援に関する課題を整理していくため、今回この議題を設けております。

議題２資料（１）をご覧ください。

課題と市の現状ということで、前回のこども部会でいただいた意見ですとか、あとは期限が短くな

ってしまって申し訳なかったのですが、委員の皆様へどういった課題があるのか事前にアンケートを

とらせていただき、ひとまず 10 月 24 日までに集まったものを掲載しております。また、次回第４回

こども部会でも議題として上げたいと考えておりますので、引き続き、アンケート用紙をご提出いた

だければと思います。

資料に戻りますが、事業者さんから３点課題が出ておりまして、１つ目が支援中に災害が発生し、

携帯電話が通じないような状態になったときに、保護者の方とどう連絡をとって安全に引き渡すかが

課題である。市としてそのようなときに事業所それぞれの状況を把握するなど情報集約をする体制が

必要なのではないか。２つ目が、東日本大震災では保護者がすぐに迎えに来られない利用者が数名い

て、幸いにも夜には引き渡すことができたが、保護者と連絡がとれなかった場合をどうするか。３つ

目が、車椅子を利用している方が多い事業者様からだったのですが、車椅子を利用している方ですと

か、あと医療ケアが必要なお子様が利用されているので災害時がとても不安だというご意見をいただ
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きました。

また、学校からは６つ課題が挙げられていまして、１つ目が特別支援学校からで、本校では浦安市

から通学している生徒がいるが、遠方のため、学校で災害に遭ったときに浦安に帰ることが困難にな

る可能性が高い。

２つ目、スクールバスに乗っているときに災害に遭った場合、学校の近くであれば学校に戻れるが、

行徳から浦安市内を走っている場合の避難場所をどうしたらいのか。また、万が一津波が来た場合、

車椅子で避難できる場所はない。

３つ目、医療的ケアが必要な人やミキサー食が必要な人の物品は、本人が学校に災害用として数日

分用意しているが、市の避難所に避難したとき、そういったものはどうなるのか。

４つ目、人工呼吸器や吸引器など電源が必要な場合の発電機の確保が課題だというご意見。

５つ目、こちらは障がいに限らず全体の課題だと思いますが、災害時の食料は倉庫にあるが、水が

ない。学校の水はすぐになくなってしまって、東日本大震災のときは給水車の対応が早かったのでよ

かったが、水が課題である。

６つ目、学校は避難所となっていて、東日本大震災では交通機関が止まってしまったことによって

児童の引き渡しができず、翌日やっと全員保護者に引き渡せるという状況があったそうです。実際に

携帯電話も含めて連絡がつかない状態が長く続いてしまったというということで、こちらは先ほどの

事業者からのご意見ともリンクしているか思います。

高齢者への対応の事例になりますが、避難所に、施設の方が保護を必要とする高齢者を置いて、そ

のままにしていくことがあったそうです。ご家族は中学校に避難していて、その方は施設で預かって

保護されていると思っていたということで、こういった場合の対応をどうするのかという課題が出て

いました。ご家族と離れてしまったときのお互いの場所をどう把握するかが課題かと思います。

次に、右側に市の現状の取り組みを掲載しています。１つ目、災害時要援護者支援事業ですが、要

援護者名簿といって、災害時の安否の確認や救助・避難誘導、日ごろの見守り、そういった体制を整

えるために、希望者が災害時の要援護者名簿を登録できる制度があります。こちらは１年に１回更新

をしており、地域の自主防災組織が把握しています。

次の要援護者への緊急地震速報と受信機の無料貸し出しは、現在、八十数名の方が利用されていま

すが、メーカーが廃盤になって、新規の受け付けはしていません。今はスマートフォンなどで緊急地

震速報を受信できるようになっておりますので、そちらにシフトをしているということです。

２つ目が避難所の設置ということで、今年 10 月１日現在の状況ではありますが、指定避難所とし

て 40 カ所、福祉避難所として 32 カ所設置しており、平成 29 年度の障がい福祉ガイドブックにも掲

載していますが、今回、議題２資料（２）に載せてあります。ガイドブックは地図と一覧は見開きで

見られる状態になっております。

３つ目、防災訓練で体験と展示を行っています。避難所運営体験、要援護者の支援体験として、肢

体不自由の方や視覚に障がいのある方の介助体験でしたり、あとは聴覚過敏の方の体験ということで、

携帯助聴器で周囲の音を大きくして体験をしたりですとか、さまざまな障がいの特性について説明を

して、理解促進を図るということを行っています。

展示エリアでは、支援方法、サポートの方法、そういったものを展示していました。

４つ目、支援ツールの配布ということで、まず１つ目がサポートファイル、第１回目のときに回覧

させていただいたと思うんですけれども、サポートファイルに災害対策マニュアルということで掲載

しております。今、回覧いたしますが、そのほかに救急メディカルカードといいまして、支援時にど

ういった支援が必要なのかというのを書いて意思を表示できるカードですとか、あとは、ご自身の意

思表示が難しい方等が使える災害時要援護者用のバンダナをつくっています。また、我が家の防災メ
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モというのが防災課で出しているんですが、こちらをホームページからダウンロードすることができ

ます。

５つ目に、浦安市内の水害ハザードマップの配布。市のホームページに掲載したり、防災課で配布

をしています。

６つ目が自主防災組織づくりで、自分たちのまちを自分たちで守るということで、地域ぐるみの自

主的な防災組織の支援をしていまして、市内には 82 自治会あるんですが、全てに自主防災組織がつ

くられています。市としては事業費ですとか備品の購入費の補助金を防災課で出しています。

７つ目が住民登録の際に市民課でもらえると思うのですが、防災袋の無償配布を行っております。

８つ目が受水槽緊急遮断装置設置補助金ということで、先ほど水の課題が出ていましたが、マンシ

ョンやビルなどで受水槽、水道水を一旦貯蓄しておくところがありますが、その水が流れないように

遮断する装置をつけた場合、補助金を出すということで、水を確実に確保するため行っております。

次に、先ほどの団体さんへのヒアリングなどでも災害についてのご意見など出ていますが、去年行

った障がい福祉に関するアンケート調査の結果報告書の中で、災害時の備えについて伺った項目があ

りましたので、回答を抜粋しております。そのまま載せておりますが、もしお持ちでしたらピンクの

冊子「アンケート調査結果報告書」103 ページです。災害に備えてどの程度の準備をしていますかと

いう問いに、一番多かったのが「準備はしているが万全ではない」。２番目に多かったのが「家族や

介護者と連絡を取り、必要なものを持って、避難所へ行くことができるようにしている」。３つ目が

「何を準備すればいいかわからない」。４つ目に「準備することができない」という回答になってい

ます。

次に、先ほどの設問で、「準備はしているが万全ではない」を選んだ方に伺ったものですが、準備

をしているものは何ですかという問いに、一番多かったのが、持ち出すものの確認と整理。２番目が、

避難先と行き方の確認。３番目が、家族や介助者との連絡方法の確保と確認。４つ目が、避難所の介

助者の確保となっています。

106 ページで、一番最初の設問に「準備をすることができない」を選んだ方に伺ったものですが、

準備ができない理由とは何ですかという設問に対して、１番目が、避難所の介助者の確保。２番目が、

持ち出すものの確認と整理。３番目が、避難先と行き方の確認。４番目が、家族や介助者との連絡方

法の確保と確認という順番で多くなっています。

また、自由意見でも幾つか課題をいただいておりまして、先ほどから出ていますが、災害時の食事

に関して普通食はあるが介護食はなく、災害発生時、家から持ち出せなかったり、外出しているとき

だった場合はどうしたらよいかや、あとは災害時、特に津波発生時、遠くに逃げるのではなく高いと

ころに逃げるようにと言われているが、高いところとはどこかよくわからない。逃げ場所がよくわか

らないというご意見と、自分たちの状況を把握してくれている場所があればいいというご意見。また、

放送がたまに入るが、放送が何を言っているのかわからない、聞こえにくいというお言葉もありまし

た。

また、災害時、障がい者の避難所は一般の方たちと別の場所に設置してほしいという要望、１人で

自宅にいる際、緊急の災害が起きたら１人では逃げられないという声、あとは災害時、障がい者が住

んでいることを知らせるステッカーを玄関に張り、近所の人に助けが必要だということを知ってもら

いたい、周囲の人々の壁を感じる、災害時の心得などアンケート調査をして計画を練ってほしいとい

うご意見がありました。

次のその他は、参考で載せました。２つありますが、１つ目が、社団法人日本自閉症協会さんがつ

くっている「2011.３.11 東日本大震災を受けて 自閉症の人たちのための防災・支援ハンドブック

―自閉症のあなたと家族の方へ―」から実際に被災された方々のアンケート調査を抜粋しております。
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災害時どのような支援が特に必要でしたかというところでは、一番多かったのが、本人が安定する

場や対応。２つ目が発達障がい児者への理解や配慮。３つ目が物資の配給。４つ目が家族の安否確認

ツール。５つ目が福祉避難所となっております。

そして、欲しくても得られなかった支援の中で一番多かったのが物資の配給。２つ目が本人が安定

する場・対応。３つ目が発達障がい児者への理解・配慮。４つ目が福祉避難所。５つ目が家族の安否

確認ツールとなっております。

その他に困ったこととして、食料の確保でしたり、自閉症のお子様の食べ物へのこだわりがあって、

難しかったですとか、薬が手に入らなかったり、お子様の心のケアやストレス、まず避難所での生活

が難しかったというご意見が出ておりました。

欲しかったと思う支援では、食料の確保や、買い物をするときにボランティアの方がいてくれたら

よかった、相談相手が欲しかったという意見。また、あって良かった支援では、近所づき合いを密に

したことによって協力体制が得られたというご意見がありました。

２つ目が、チームやちよキッズという医療的ケアに携わる色々な職種の方が集まっているチームが

あるのですが、そこが出している「地震が起きても困らない医療ケアが必要な子どもと家族の暮らし

方のヒント！ ―東日本大震災を体験した先輩から学ぶ―」という冊子より、体験の話を掲載してお

ります。

まず、小児科医さんのお話で、災害時、人工呼吸器とか吸引などの計器の電源の確保をあらかじめ

しておくべきだというものがありました。内部バッテリーがあるかどうか、あれば、充電を満タンに

しておくとか、吸引器も電気が使えない場合、手動式のものがあるようで、そういったものを用意し

たり、もし長い時間、停電で電気が使えなかった場合は、家庭用のガスコンロで用いられる自家発電

機というものも売っているそうなので、そういったものを用意すべきだというお話がありました。ま

た、個々の医療情報を常に身につけておくというのも大事だというお話がありました。

実際に震災を体験したお母さんの話では、先ほども出ていた、緊急時用の薬や栄養剤、医療物品な

ど、そういった災害時になかなか手に入らないものは自宅以外の場所、学校や、よく行く場所に準備

しておくと安心、準備していたので助かりましたという意見。また、事前に避難方法やルート、場所

の確認をすることが必要だという意見と、普段から人とのつながりをつくる、共助をすることが必要

ということで、自助、共助、公助の３つのバランスをとることが必要ではないかというお話が出てい

ました。

事務局としては、災害時に対する備えや、災害時どう動いたらいいのかについて、手にとりやすい

ような例えば薄いリーフレットをこども部会で作成できたらと考えております。こういったことに関

して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。

委員の皆様からご意見や障がい福祉に関するアンケートでさまざまな災害時の課題が出されてい

ます。ご質問、ご意見、またそのほかにも考えられる課題があればお願いしたいと思います。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、お願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：災害時のことで、恐らく今年１月ぐらいだったと思うんですが、

提案させていただいて、議題に取り上げていただいたことをありがたく思います。

災害時の電源確保の件が今、親御さんからの不安な点ということで載っていたんですが、やはり「ど

っこらしょ」の定例会でもそのような意見がありまして、そういう災害時の電源確保ということに関

してのお願いというのは上がっております。やはり命にかかわることですので、その認識を共有して

いただきたいということと、例えば災害時、皆さん携帯電話、大体お一人１つぐらいスマートフォン

を持っておりますので、その充電とかいろんなことに緊急で使われるという方がいらっしゃると思う
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んですけれども、そこはやはり命にかかわるということで優先して使わせていただけるところをあら

かじめ指定していただければ、わかりやすくありがたいかなと思っております。もちろん各自、発電

機とか予備電源というのは持っていますが、災害の避難生活が長期に及ぶ場合に、やはり優先して電

源を使える場所を避難所に選びたいという親御さんがいらっしゃいましたので、ぜひ市でご検討いた

だきたいと思っております。

別件ですが、先ほどの事務局の説明ですが、大体会議が２時間ほどありますが、そのうちの 15 分、

20 分ぐらい説明で話されてしまうと、せっかく皆さん、時間がないところ集まっていただいている

ので、会議というか、話し合いに費やす時間がちょっと減ってしまうので、事前に資料が配られてお

りますので、ぜひそこは短縮していただけたらと思っております。

リーダー：ありがとうございました。

電源確保について今、ご意見をいただきました。

ほか何かございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ここに上がっていたご意見というのは、ものすごくうなずけ

るものばかりで、これだけ浦安市の中に、事業所の中の一番上で上がっている意見ですが、送迎中だ

ったり、事業所を使っている間に震災が起こった場合、あと学校からも上がっていましたが、バスが

移動している間に災害が起こった場合の連絡ツールが、3.11 のときもそうなんですが、携帯電話が

なかなか通じないという現状がありました。そのときに保護者への引き渡しだったり、情報を集約す

るツールというのが拠点として市役所に何かないと、どこにアクセスしたらいいかというのがきっと

混乱を来すんじゃないかなというのが具体的に思い浮かぶので、ぜひそこら辺は市役所にそういう機

能というのが何かしらわかりやすい形であるとありがたいかなと思います。

それと、薬の件が幾つか載っていたかと思うんですが、保護者のほうで例えば１週間分とか３日分

とかというふうに、薬がないと命がつながらないという子どもたちもいます。そのときの医療機関と

の提携というか、市としてどんな形で、例えば震災の後、長く時間がかかるようなときに、必ず薬の

不足って出てくるものじゃないかなと考えられるので、医療機関との連携がどんな形にとられる状況

になっているのかというのも、できれば知りたいなと思います。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。

緊急時の連絡ツール、それから薬の件が出ました。市役所の中でもさまざまな課と連携しながら整

備していかなければならないと思いますが、今の時点でご回答等はいかがでしょうか。

事務局、お願いいたします。

事務局：まず、薬の不足の件ですが、障がい事業課一課だけではどうしても難しいと思いますので、市全体

的に考えていきたいと思います。

あと、拠点としての市役所ですが、できる限り拠点としていろいろ情報を集約するとは考えており

ますが、あまり多過ぎてもというのもありますので、その辺りを考えさせてもらえればと思います。

リーダー：どうもありがとうございました。

では、ほかにあればお願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：先ほど特別支援学校だと思うんですが、災害時のときの困

難の現状が書かれてありまして、今、こちらに浦安市内の小中学校の校長先生もいらっしゃっている

ので意見を聞いていただきたいことがあるんですが、うちの息子は市内の学校に行っていますけれど

も、間もなく引き渡し訓練をやります。これはこういった災害が起こったときにどう対応するかとい

うことでやっていて、決して形式的なことじゃなくて、実際そういう災害ではないけれども、どうし



11

てもお子さんを長く預からなければいけないときというのが出てきたりすることがあると思うんで

す。

それで昨年、会員さんの中であったことなんですけれども、支援の必要なお子さんがちょっと具合

が悪くなりました。もちろん具合が悪くなったら、他のお子さんもいるし、うつったりとかそういう

こともあるから、当然保護者の方に連絡をして引き取りに来ていただくというのが、通常の流れだと

は思うんですけれども、どうしても保護者の方も仕事をしていたりとか何らかの事情で行けない場合、

引き渡し訓練には、第１、第２、第３とあって、第３ぐらいになると相当遠くにいる方とかにお願い

する、どうしても障がいのあるお子さんだと、ご近所の方にお迎えに預かってというのはなかなかで

きない状況なので、祖父母だったり親戚だったり、そういう方が第３になってしまうケースが高いん

です。そういったことが実際起きたんです。

それが本当に命にかかわるような病態であれば、それは間違いなくどなたが迎えに来てということ

だと思うんですけれども、ちょっと風邪がはやっていたときとか、ノロウイルスのような胃腸炎がは

やっている、そういったときだったんですけれども、そういった症状が軽くあったのにもかかわらず

連絡が来て、でもどうしても保護者の方が行けないといって、それで補助の先生にお願いして、あと

何時間ぐらいとかってお願いするんですけれども、担任の先生は他の方にうつったら困るのでという

ことで、結果、第１、第２、第３の一番第３の遠い関係者が迎えに来た。だけど実際、そのお子さん

は胃腸炎でも何でもなくて、ちょっと食べたものが悪かったんでしょうね。結局家に帰ったらもちろ

ん元気で病院に行くほどでもなかったんだけれども、お迎えに来た方はすごく遠くからタクシーを飛

ばして何万もかけて来ているという、そんなようなことがあったわけなんです。

これはそんなに滅多にあることではないけれども、やっぱりそういう話を親の会で話したときもそ

うでしたし、障がいを持たない普通の保護者の方も、子どもがインフルエンザだと言われたというと

きに、保健室で親が来るまで預かってもらえたよとか、そこでちょっと障がいがある子とない子で、

ちょっと差別感もあったのかなとか、そういうところがあったので、何のために、確かに災害のため

かもしれないけれども、引き渡し訓練というのは形式的なものじゃなくて、いろいろ事情があったり、

いろんなことが起きるので、そういったとき、特に障がいのある子たちは、どこにでも預かってもら

える場がすぐにはないということを、やっぱり学校なりのところでしっかり把握してもらって、融通

がきかない場合もあるかもしれないんですけれども、話を聞いた限りでは、ちょっとそれは無理なこ

ともあったので、そういうところも学校長の先生方に知っていただいて、そういう場合はどうしたら

いいか、そんなにたくさんの人数もいないかもしれないので、話がちゃんと個々にできているといい

なと思いましたので、もしご意見があったら、この場で先生のご意見を聞きたいんですが、よろしく

お願いします。

リーダー：ありがとうございました。

ご意見があればということですが。

浦安市立小学校長会、お願いします。

浦安市立小学校長会：実際に自分も 3.11 のとき学校にいて、避難が出来ない子たちがたくさんいました。

だから、そういう場合はやっぱり学校で基本的には引き渡し訓練は本当にそこで引き渡し訓練を行っ

て、引き渡し訓練と同じように保護者に引き渡しができる方は引き渡しますし、引き渡せない方もた

くさんいらしたので、一晩中お預かりするという形はたくさんあるかと思います。これは障がいがあ

る子もない子も同じように、親に引き渡すまでは学校が責任を持ってお預かりするというのが基本に

なってくると思います。

先ほどのお話の中では、多分感染症の危険があった場合じゃないかなと思いますが、そういう場合

は申し訳ないですけれども、なるべく早く引き渡すということが原則ですし、それがあったのではな
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いかなと思います。軽微のけがとか軽微な病気の場合は学校でお預かりするということが多いと思い

ますが、感染症の場合は非常に感染が強いものについては、広がりが非常に懸念することが特にあり

ますので、そういときにはなるべく早く隔離ではないですが、引き離すという形で、これは健常者で

あれ、障がい者であれ、誰でも同じですので、そういうことがあると思います。基本的には災害時は

親御さんに引き渡すまでは学校が責任を持ってお預かりするという形になっております。

リーダー：ありがとうございます。

よろしいでしょうか。ありがとうございました。

では、その他ございますでしょうか。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：避難についてのお話ではないんですが、資料１のヒアリングの調査で質問したいと思い

ます。

度々こういったアンケートやヒアリングというのをして、問題点というか要望等を幾つか上げさせ

ていただいているんですが、その後の展開というか、進捗状況というのはどのようにして知ったらよ

いでしょうか。

例えばヒアリング調査にあります自閉症協会からの意見として、現在、安心して受診できる歯医者

がほとんどない。当番制にしてほしいというのを出させていただきましたが、これは昨年度のこども

部会の中でも私どもから要望したことでありまして、期が変わってはいましたが、要望したことがそ

の後どうなっているのかなというのは会員一同気にしていることです。それは学校であれ、就労の場

であれ、何年後にこういうものができますよというのを広報等で目にしている会員たちは、子どもの

居場所と学習の場として見通しを持って生活をしているので、それが確実なものなら確実なもののよ

うに生活の基盤を整えて、医療であれば数年後にできるからこの医療機関にかかりたいねとか、就労

の場であれば、何年後に卒業するから就労の場として子どもを行かせたいなと計画しているんです。

それが突然なくなってしまったり、なくなる情報さえ知らない間に計画そのものがなくなっていたり、

そういうことがあると子どもや家族がみんな困ってしまうのです。ですので、そういったものの進行

状況というのも、できれば確実なものを前もって知りたいと思っております。

歯医者のことも昨年度お願いしていて、何も知らせがないといいますか、どうなったのかわからな

かったので、今回のヒアリングでもこういった同じ意見を出している。だけど、どうなっているかも

わからない。このままでは、結局また来年も同じことを要望することになってしまうと思うので、要

望したものが今どうなっているかの情報収集はどのようにすればいいのか教えてください。よろしく

お願いします。

リーダー：ありがとうございます。

今は議題２についてご意見をいただいているところですが、議題１に戻ってしまいました。

浦安市自閉症協会：ここで終わっちゃうかなと思ったので、すみません。

リーダー：申し訳ございません。議題２にかかわるご質問はございますか。

浦安市自閉症協会：すみません。

リーダー：では、議題２を進めた後に議題１に戻ることにします。今のお答えはその時でよろしいでしょう

か。

それでは、議題２について進めたいと思います。ご意見やご質問、またその他にも考えられるよう

な課題があれば出していただきたいと思います。現在、議題２資料（１）にもさまざまなご意見を出

していただいておりますけれども、こちらの補足説明でも構いません。何かございましたらお願いい

たします。

千葉県立船橋夏見特別支援学校、お願いいたします。
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千葉県立船橋夏見特別支援学校：学校のところのアンケートの上の方、生徒の課題となるようなことを書か

せていただいたんですが、可能性としては低いと思うんですが、本校からスクールバスで浦安に戻っ

ていたときに、津波が発生しますよという警報が鳴った場合、どこに逃げればいいのかというような

災害を想定した際、自分で歩ける方はマンションの高いところとかに歩いて上る、誘導して上らせて

もらうとかは可能だと思うんですが、車椅子の方の場合、逃げるところが本当にないなと、バスごと

どこか高い場所に上れればいいけれども、そういう駐車場もないし、どうしたらいいのかなと結論が

出ない場合が多いです。

もしもこの辺を走っていた場合、浦安市役所とかの近くに乗りつけて上に上らせてもらうのを手伝

ってもらえばいいのかなとか、具体的な方法がなくて、ほかの事業所さんとかでも先ほどあったよう

に、移動中車椅子の方が災害に遭ったときに、添乗している方と運転手さんだけではどうにも出来な

いことが結構発生してしまうのかなということがあるので、そういったところも、何か市として方向

性があるとありがたいと思います。

リーダー：ありがとうございました。

緊急時、非常時に車椅子で避難される方、どちらのほうに避難していけばいいかということですが、

現時点ではいかがでしょうか。

事務局、お願いします。

事務局：浦安って平坦な土地ですので、なかなか高い場所がないですね。江戸川の三角州ですし。障がいの

方が車椅子とかで高いところに上れるといったら、市役所だったり、今度できる複合福祉施設だった

りというようなところが、大きなエレベーターがついていますので、避難場所にしていただければな

と思います。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：災害時ではエレベーターは使えない。

事務局：災害時、福祉施設等は使えるようになっておりますので、もし、そういう場合があれば、そこがい

いですよというわけではないんですが、利用できるかとは感じております。

リーダー：ありがとうございました。

今回、課題として挙げていただきましたので、事務局から回答がありましたが、今後、避難場所等

についても決まりましたら、ご提示していきたいと思います。

ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では、浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、お願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：今のお話で少しつけ足しというか、お願いなんですけれども、恐

らくお預かりいただけているデイサービスさんですとか施設のほうも、預かっているお子さんで結構

いっぱいいっぱいになっていて、急に支援学校の今まで見たこともない状態のお子さんとかがいらっ

しゃると、結構うわあって大変なことになると思うんですよ。そういうこともちょっと学校さんと、

あと市のほうとか、あと施設さんで話す機会を持っていただいて、事前に相談し合っていただけるよ

うにお願いできますか。

事務局：了解いたしました。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：お願いします。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。

ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。この災害時の課題については、次回の第４回のこ

ども部会でも話し合いたいと考えております。ご自身、またご所属の中でご意見等ございましたら、

来年平成 30 年１月９日火曜日までに事務局へ回答票の提出をお願いします。

事務局：いろいろ課題をいただいて、ありがとうございます。

こども部会で最終的にリーフレットというか、備えについてこういうふうに準備をしたらいいとか、
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そういったものをつくれたらというのも考えているのですが、委員の皆様がどうお考えになっている

かお伺いできればと思います。

リーダー：ありがとうございます。

議題２でリーフレットなどを作成したらどうかということが事務局から出されておりました。この

点について何かございましたらお願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：質問なんですが、そのリーフレットというのは、例えばここ

に既に市の取り組みで書かれているようなことを載せるものであるにとどまるのであれば、あまりそ

こにお金をかけてということはいいのかなという気がします。

もう少し具体的に、例えばここにこういう情報を集約するとか、今、ここのアンケートの中で出て

きているような困りに対応できるような具体的なことが書かれているようなものが出来るのであれ

ば、それはあったほうがいいかとは思いますが、現在ここに市の取り組みで書かれていることはもち

ろんありがたいことではあるんですが、具体的にここに実際アンケートに出ているものに対応できる

ものってなかなかまだないような気がするんです。なので、そこら辺が一歩でも二歩でも進んで具体

的に情報として持っていたほうがいいなというものができるのであれば、それはつくったほうがいい

かなと私は思います。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：自閉症協会でもいろんな資料がたくさんあるねと話題になりまして、「かがやくまち う

らやす」プログラムの 13 時から「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」ＰＲとありますけ

れども、定例会でこのリーフレットが埋もれてしまっているという話になりました。いろんな障がい

の特性や対応の仕方が書かれているものですが、サポートブックやその他いろんな何とかブックとい

うものに紛れてしまって、活用されないままなのではとの意見も出ました。あるものは活用しながら、

新しいものをつくるときはもう一回見直して意見をまとめたほうがいいのかなと思いました。

親の会でも定例会で話し合って、意見を上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。作成だけではなくて、周知活用までつなげていければということです。

ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では、リーフレットの作成等についても、あわせてご意見等ありましたら、事務局までお願いしま

す。

それでは、議題２はこれで終了させていただきます。

議題１に戻りますが、浦安市自閉症協会からご質問がございました。さまざまな課題が出されます

が、その後はどうなっているのかというご質問でありました。こちらにお話を戻したいと思います。

事務局、よろしいでしょうか。お願いいたします。

事務局：浦安市自閉症協会からありましたご意見ですが、団体さんもご存じかとは思いますが、今回のヒア

リングについては、計画づくりの基礎資料とするためということではありましたので、個々のご意見

やご要望に全てお応えするというのは難しいというのはもちろんわかっていただけているかとは思

いますが、おっしゃるとおり、ヒアリングやアンケート結果から計画をつくっていきますので、計画

に掲載する内容については、今後また３年間で進捗状況を確認するというふうになっていますので、

部会でもその都度、進捗状況を報告し、ご意見をいただくことになるかと思います。

また、先ほどの病院の件、歯科医師の件がこども部会で出たことがあったのは私も認識はしている

んですが、お子さんがかかる病院がなかなかかかりづらいというご意見についても、国の指針に出て

いる障害児支援体制の整備というところで、保健・医療・障がい福祉、そういったところが一堂に会
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する、連携を図るための協議の場を設置しなさいと国のほうで指針が出ていますので、そういった協

議の場などでは今後、話し合っていけるようになるかと、担当個人としては思っているところです。

今後もアンケート結果やヒアリング結果のほうで、まず計画を策定していきまして、計画の細かい

要望までが計画に載せられるわけではないんですが、方向性としては計画にしっかり載せていきたい

と思いますので、進捗の状況の報告のところでまた毎年の部会でご意見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。

浦安市自閉症協会、いかがでしょうか。

浦安市自閉症協会：よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。

議題１のご質問は、ほかには、よろしいでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：議題１で一つ質問です。

先ほど、今回の計画の中で見直しではなく新たに最後の７番が１つ項目が増えたというご説明があ

りました。その中で（３）差別の解消と合理的配慮の推進で、最後の合理的配慮の推進といったとこ

ろが、啓発広報に努めますというふうに一番最後の文章が締められているんですけれども、もう一歩

進められないかなというのが意見として伝えておきたいと思います。

現計画の冊子 72 ページの一後のところですが、それが新たに加わった文章なのかどうかはわから

ないんですが。啓発と広報に努めますのところで、さらに多分、具体的な実行する案としては恐らく

もうちょっと詳細に、この計画の中ではなくて詰めていかれるのかなとは思うんですが、先ほどのい

ろんなアンケートのご意見の中に、まちの中で嫌な思いをしたという団体さんや個人からの意見も見

受けられて、やはり合理的配慮や差別の禁止といったところが浦安のまちの中ですごく大事なことか

なと思うんです。

それは広い意味で行政も、あと民間事業所も、行政は義務ですけれども、民間事業所なんかは努力

義務だったり、商店なんかもするかなと思うんですが、例えばアンケートの実施を言葉で入れるかど

うかはこういう大きな計画の中ではわからないんですが、もうちょっと実態把握に努めて、そこの中

で起こっている不具合について取り組んでいけるような計画の案に、できたらしていただけるとあり

がたいかなというふうに意見としては思いますので、啓発と広報よりか、さらに進んだ書き方ができ

るといいなというふうに思いますので、ちょっと意見として伝えておきたいと思います。

リーダー：ありがとうございました。

ほか、ございますでしょうか。よろしいですか。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、お願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：広義の合理的配慮というような話になるんですが、障がい児を持

つ親の中で、子どもの進学先というか、学ばせる場所として、やはり例えば通常の小学校、中学校で

すとか、特別支援学校ですとか、そういうところの選択の自由というか、本人の意思を尊重するとい

うことを浦安市は大事にされていたと思います。親としてもすごくそれはありがたいと感じているん

ですけれども、実際にはそれがなかなかかなえられない環境もありまして、親の意見としてとかそう

いうことではなく、環境としてかなえられない状況とかありまして、その事例を一つ、お話しさせて

いただきたいんですけれども、例えば通常の学級を選びたいとおっしゃっているお子さんもおります

し、ちょっとそこがやっぱり難しいということを言われてしまって、特別学級を選びたいという方も

いらっしゃったんですが、医療ケアが必要なお子さんで難しいですとか、そういうことを理由に、親

御さんは近くの小学校を希望していらっしゃったんですけれども、それを婉曲にちょっと難しいです

よねというような感じで断られてしまって、親御さんのほうも無理に押すわけにはいかないというこ
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とだとか、自分の子どもの健康を、とにかく体のことを心配するので、特別支援学校にと思ったとき

に、特別支援学校がやはり距離があるので、大体渋滞がなかったとして 1.5 時間、１時間以上かかり

ますよね。大体 1.5 時間という話を聞いています。

東日本大震災のときなどはかなりかかったと聞いていて、今、船橋の支援学校は、県からのバスで

はなくて、委託先のバスを使わせてもらっているので、車椅子とかストレッチャーとか自分のもので

乗ることができなくて、通常の椅子に座ったりとかしていらっしゃるお子さんもいて、なかなかそこ

から自分で身動きすることができないお子さんですとか、うまく体勢を整えることができないとか、

姿勢保持がうまくできないお子さんとかもいらっしゃって、そういうところは非常に苦労するという

か、将来的にそれが側弯とかにつながっていってしまって、側弯になってしまうとやっぱり歩きづら

くなったりとか、歩行に支障を来したりとかあるので、そういうところを親御さんは心配をしており

ます。

今回、10 月の市議会で市議が特別支援学校の件に関して言及していらっしゃると思うんですけれ

ども、特別支援学校に関しても議論の必要があると思っていて、正直、親の中では意見が分かれると

ころではあります。特別支援学校でやっぱり体の心配があるお子さんは、そこで専門職の先生に見て

いただいてという方もいらっしゃいますし、通常級のほうでほかのお子さんの中で伸び伸び刺激を受

けて育ってほしいという親御さんもいらっしゃいます。

ただ、やはり一部のお子さんで、これは本当に個人的な私見で申し訳ないんですが、私もなかなか

人員的に難しいところはあると思いますけれども、差別をなくすという意味合いであるならば、子ど

もは子どもの中で伸び伸び育っていったほうがいいと思っています。それはストレッチャーとか車椅

子とかが日常的にある環境というのが、子どもの中で手を差し伸べられる環境、日常の中で、自分が

必要なときには手を差し伸べてもらえる環境というのをつくっていくことが、一番差別の解消につな

がると思っているんです。ただ、体としてやっぱり難しくて、特別支援学校にというお子さんもいら

っしゃるので、そこの点も考えていただきたいなと思っています。

話が飛び飛びになってしまって申し訳ないんですが、浦安市で合理的配慮という意味で、特別支援

学校というのをつくる気持ちがあるのかというのは、大分前から議題にはのぼっていたとは思うんで

すが、その点も今後、話し合いに加えていただけたらなと思っています。

リーダー：ありがとうございました。

では、ほか、ございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：福祉計画の 49 ページですが、ここは多分見直しなので、意

見としてだけお伝えしておきたいんですけれども、就学・進学相談充実というところで、現状と課題

のところに上３行書いてあることは、そうなんだなと読めるんです。ですが、一番下の②の進路選択

の充実といったところの文章で、もし可能なら案として挙げたいんですが、「小学校、中学校の修了

時には、児童生徒の教育的ニーズを把握し、本人・保護者の希望を尊重しながら合意形成を図る」と

書いてあるんですが、ここは「本人・保護者の希望を尊重し」で上の３行と一緒にしていただいて、

「より良い進路選択ができるように努めます」というふうに。「しながら合意形成」というのと、こ

のページの一番上に書いてある「尊重して教育的ニーズと必要な支援について合意形成を図る」とい

うのはイコールではないというふうに私、感じるんです。なので、下の②のところの進路選択の充実

のところが「本人・保護者の希望を尊重し」、「ながら合意形成を図る」は出来ればとっていただくよ

うにお願いしたいと思います。意見です。

リーダー：ご意見、ありがとうございました。

ほかにご意見等ございますでしょうか。
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それでは、議題１に戻りましたが、本日の議題をこれにて全て終了とさせていただきます。

このほかに委員の皆様、また事務局から連絡事項がありましたらお願いします。

では、事務局、お願いいたします。

事務局：事務局から２点ほどお知らせがございます。

１つ目が、今週 11月８日水曜日、既にメールでもお知らせはしているんですが、平成 29年度発達

支援講演会、今回のテーマは「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、助産師の川口先生に講師になっていただきまして、特別

な支援が必要なお子様たちに対する性の支援方法など、どういった問題があるのか、その支援方法な

どをお話しいただく講演会を開催します。まだ空きがございますので、ぜひご都合が大丈夫な方がい

らっしゃいましたら、お越しいただければと思います。また、周りの方たちにもぜひ周知していただ

けたらと思います。よろしくお願いします。

同じく今週ですが、11月 11 日土曜日に「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」ということで、新浦安駅前でイベントを行います。こちらもあわせてぜひお越しください。

リーダー：ありがとうございました。

本日は司会の不手際で議事の進行を混乱させてしまいました。申し訳ございませんでした。

これをもちまして第３回こども部会を終了いたします。

次回のこども部会は１月 24日水曜日を予定しております。

本日はお忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。これで終了いたします。ありがとう

ございました。



平成 29 年 11 月６日（月)

午後１時 30 分～３時 30 分

本庁舎４階会議室Ｓ２・３

浦安市自立支援協議会こども部会（平成 29 年度第３回）次第

１．開会

２．議題

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）災害時の備えについて

３．閉会
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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１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。



3

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体調を維持

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）
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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

浦
安
市
障
が
い
者
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
）

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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（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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（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（１）余暇活動の促進

（２）自主的活動の促進



20

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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（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



市の取り組み

特別な支援が必要なこどもへの災害時の支援に関する課題と市の現状

第２回こども部会での意見及び委員へのアンケート（10月24日締切分）

学校

・本校（特別支援学校）では、浦安市から通学している生徒がいるが、遠方なため、学校で
災害にあった時に浦安へ帰ることが困難になる可能性が高い。

・スクールバスに乗っている時に災害にあった場合、学校の近くであれば学校に戻るが、行
徳から浦安市内を走っている場合の避難場所はどうしたらいいか。また、津波が来た時に、
車椅子で避難できる場所がない。

・医療的ケアが必要な人やミキサー食が必要な人の物品は、本人が学校に災害用として数日
分用意しているが、市の避難所に避難した時にはどうなるか。

・人工呼吸器や吸引器など電源が必要な場合の発電器の確保

・災害時の食料は倉庫にあるが、水がない。学校の水は、すぐになくなる。震災時は、給水
車の対応がはやかったのでよかったが、水は課題である。

・学校は、避難所となってる。東日本大震災では、交通機関停止により児童のひき渡し等が
できず、翌日やっと全員保護者に渡せる状況であった。実際に携帯電話も含めて連絡はつか
ない状態が長く続いた。避難所には、施設の方が保護を必要とする老人を置いてそのままに
していく事もあった（家族は、自宅が使えなくなって、中学校へ避難していた。施設で、保
護していると思っていた）。保護した老人は、意思疎通が難しく、用務室で保護したのだ
が、施設の対応は無責任であったと思う。

事業所

・支援中に災害が発生し、携帯電話が通じないような状態になったときに、保護者の方とど
う連絡をとって安全に引き渡すかが課題だと考えている。市として、そのような時に、事業
所それぞれの状況を把握するなど情報集約をする体制が必要なのではないか。

・東日本大震災では、保護者がすぐに迎えに来られない利用者が数名いた。幸いにも夜には
引き渡すことができたが、保護者と連絡が取れなかった場合にどうするか。

・車椅子を利用している方がほとんどなのと、医療ケアが必要な児童が利用されているの
で、災害時がとても不安。

（１）災害時要援護者支援事業の実施
「要援護者台帳」の作成
要援護者へ緊急地震速報等受信機の無料貸出し

（２）避難所の設置　（平成29年10月１日現在）
指定避難所40か所　＊各避難場所等に防災備蓄庫を整備
福祉避難所32か所　うち、障がい福祉サービス提供事業所25か所

　➡平成29年度「障がい福祉ガイドブック」P93～94に掲載

（３）防災訓練
体験「避難所運営体験（要援護者支援体験）」
展示「高齢の方や障がいのある方への支援」

（４）支援ツールの配布
サポートファイル
救急メディカルカード
災害時要援護者バンダナ
わが家の防災メモ　等

（５）浦安市内水ハザードマップの配布

（６）自主防災組織づくり

（７）防災袋の無償配布

（８）受水槽緊急遮断装置設置補助金

議題2資料（１） 



障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書　「災害時の備え」についての回答を抜粋

Ｐ.103　問39　災害（地震や水害など）に備えてどの程度の準備をしていますか。
（１つに○）

Ｐ.105　問39-2　問39で「準備はしているが万全ではない」を選んだ方におた
ずねします。準備しているものは何ですか。　（複数回答）

Ｐ.106　問39-3　問39で「準備することができない」を選んだ方におたずねしま
す。準備できないものとその理由はなんですか。　（複数回答）

・災害時の防災食は、普通食はあるが介護食はない。災害発生時、家から持ち出せなかったり、外出
している時だった場合どうしたらよいか。

・災害時、特に津波発生時、遠くに逃げるのではなく高い所に逃げるようにと言われているが、高い
所とはどこかよくわからない。

・自分たちの状況を把握してくれている場所があれば良いなと思う。

・たまに火災の時など放送が入るが、何を言っているかわからない。

・災害時、障がい者の避難所は、一般の人たちと別の場所に設置してほしい。

・一人で自宅にいる際、緊急の災害が起きたら一人では逃げられない。

・災害時、障がい者が住んでいる事を知らせるステッカーを玄関に貼り、近所の人に助けが必要だと
いうことを知ってもらいたい。

・周囲の人々との壁を感じる。災害時の心得などアンケート調査をして計画を練ってほしい。

自由意見から抜粋（身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病・その他福祉サービスを受けられている方）

％

家族や介助者と連絡を取り、必要な物を持って、

避難所へ行くことができるようにしている。

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わからな
い

無回答

N = 2,458

全体

21.0％

（517人）

48.6％

（1,195人）

4.7％

（116人）

12.7％

（312人）

12.9％

（318人）

0 20 40 60
％

持ち出す物の確認と整理

避難先と行き方の確認

避難所の介助者（家族も含む）の
確保

家族や介助者との連絡方法の確
保と確認

N = 1,195

全体

56.8％

（679人）

40.9％

（489人）

23.8％

（284人）

33.2％

（397人）

0 20 40 60

％

持ち出す物の確認と整理

避難先と行き方の確認

避難所の介助者（家族も含む）の
確保

家族や介助者との連絡方法の確
保と確認

N = 116

全体

38.8％

（45人）

35.3％

（41人）

44.0％

（51人）

31.9％

（37人）

0 20 40 60



社団法人　日本自閉症協会　「2011.3.11東日本大震災を受けて　自閉症の人たちのための防災・支援ハンドブック　-自閉症のあなたと家族の方へ-」より

被災地の方々のアンケート調査から

♦「どのような支援が特に必要でしたか」（複数回答あり）　上位５つ♦「欲しくても得られなかった支援」（複数回答あり）　上位５つ　　　　　　

本人が安定する場・対応　56.0％ 物資の配給　22.6％

発達障害児者への理解・配慮　44.7％ 本人が安定する場・対応　17.9％

物資の配給　43.2％　 発達障害児者への理解・配慮　15.2％

家族の安否確認ツール　43.2％ 福祉避難所　13.2％

福祉避難所　32.5％ 家族の安否確認ツール　7.8％

♦その他に困ったこと ♦欲しかった支援、助かった支援

・食料の確保、こどもの食べ物へのこだわり　　　　　 ・食料の確保や買い物のボランティア

・薬が手に入らなかった ・相談相手

・子どもがパニックになった ・近所付き合いを密にしたことによる協力体制

・子どもの心のケア、ストレス

・避難所での生活が難しかった

チームやちよキッズ　八千代市版「地震が起きても困らない医療ケアが必要な子どもと家族の暮らし方のヒント！　-東日本大震災を体験した先輩から学ぶ-」より

♦震災を体験した小児科医のお話

・人工呼吸器や吸引などの電源の確保

・個々の医療情報を身につけておく（診断名、かかりつけ医療機関、処方内容、緊急時対応を記載したヘルプカード等の携帯）

♦震災を体験したお母さんのお話

・緊急時用の薬や栄養剤、医療物品など普通には手に入らない物は自宅以外の複数の場所に準備しておく（自助）

・事前に避難方法やルート、場所の確認をする（自助）

・普段より人との繋がりを作る（共助）

・自助、共助、公助のバランスをとる

その他
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