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平成 27 年度第 1回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成 27年６月４日（木） 午後１時 30分～午後３時 30 分

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

浦安市社会福祉協議会、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法人フレンズ、ＮＰＯ法人あいらんど、ＮＰＯ法人タオ、合同会社ヤマダ介護、

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、浦安警察署、浦安市自治会連合会、浦安商工会議所

介助グループあいあい、千葉県弁護士会京葉支部、株式会社オリエンタルランド、

東京ベイシティ交通株式会社、市川健康福祉センター、健康福祉部（次長）、教育研究センター

４．議題

（１）平成 27年・28 年度権利擁護部会の運営と議題

（２）平成 26年度障がい者虐待防止センター実績報告

（３）平成 26年度成年後見制度実績報告

（４）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（５）基幹相談支援センターの機能

５．資料

（１）議題１資料

①平成 27年度・28年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

②平成 27年度自立支援協議会年間計画案

③平成 27年自立支援協議会スケジュール

（２）議題２・３資料 障がい者虐待防止センター・障がい者成年後見制度支援事業平成 26年度実績報告

（３）議題４資料 障害者差別解消法施行に向けた取り組みについて

（４）議題５資料

①平成 28年度からの基幹相談支援センターの機能

②基幹相談支援センターの機能（現在の仕様書より）
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 27 年度第 1 回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いたします。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。

会議に入る前に、委員のご紹介を行いたいと思います。なお、本部会のリーダー・サブリーダーに

つきましては、リーダーが浦安市社会福祉協議会の石井委員、サブリーダーが浦安手をつなぐ親の会、

枝川委員にお願いしております。それでは今後の進行につきましては石井リーダーにお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：それでは、議事のほうを務めさせていただきます。

それぞれ、部会の皆様方に、資料のほうお配りさせていただいておりまして。今、自己紹介をして

いただきましたように、新しい方も多くいらして、ということなので。事務局のほうからお話しがあ

りまして、全体的に、状況をまずもってお話しをさせていただきたいということがありましたので、

議事の議題のほうにありますように、この順に沿って、事務局のほうからのご説明もお願いしたいと

思います。

最初に、平成 27 年と 28 年の権利擁護部会運営と、議題というところについてのご説明を事務局

からお願いいたします。

事務局：事務局より説明をさせていただきます。新しい委員の皆さんもおられますので、まず自立支援協議

会というものはどういうものなのかというところから、もうご存知の方もいらっしゃるかと思うんで

すが、一通り説明をさせていただきます。

資料につきましては、事前に配布いたしました、議題 1 資料 1、議題 1 資料 2、議題 1 資料 3 と、

本日お配りしました、障がい者福祉計画の概要版というものを使いながら説明をさせていただきたい

と思います。

それでは、議題 1 資料 1、平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用について説明

させていただきます。

自立支援協議会には、本会である自立支援協議会のもとに、5 つの部会が設置されております。権

利擁護部会・こども部会・相談支援部会・地域生活支援部会・本人部会となっております。

こちらの権利擁護部会では、障がい者の権利を擁護するためのネットワークづくりと、啓発・広報

活動を行うことが主な目的となっております。課題としましては、障がい者の権利擁護にかかる啓

発・広報。あとは障がい者虐待防止に関する事項。成年後見制度の普及に関する事項等が主だった課

題となっております。課題につきましては、まさにここにいらっしゃる委員の皆様に、どんどんご発

言していただきながら、新たな地域の課題というものを探っていきたいと思っております。

次に、合同部会についての説明になります。合同部会とは、部会間で、それぞれどういうことを話

し合っているのかということを、情報交換をおこない、連携を図るために、年 2 回開催しております。

なので自立支援協議会委員をはじめ、各部会の委員の皆さん出席できる会議となっております。

続きまして、プロジェクト会議といいますのは、部会については年 4 回開催されるんですが、やは

り、内容によっては、その 4 回だけではどうしても協議しきれないといったような内容が出てきたと

きに、リーダー・サブリーダーの判断のもと、個別にさらに、そのプロジェクトチームを結成して進

めるような会議になります。これは任意の会議になります。

続きまして開催スケジュールですが、こちらは、事前にお配りしました議題 1 資料 3 に、今年度

の協議会の各部会のスケジュールをお示ししてます。権利擁護部会につきましては、本日 6 月 4 日

を皮切りに、9 月の 17 日、11 月の 5 日、2 月の 15 日となっております。

ここで一点訂正で、第 3 回権利擁護部会につきまして、11 月 5 日ではなく、11 月 26 日の木曜日、
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同じ 1 時半～3 時半の時間帯で開催をさせていただきます。また 1 か月前ほどになりましたら開催の

ご連絡はしますが、あらかじめ本日お伝えさせていただきます。

続きまして合同部会ですが、こちらは、７月 16 日と１月 21 日の 2 回開催を予定しております。

ご出席のほどよろしくお願いいたします。

続きまして報酬についてです。部会の委員の皆様につきましては、１回の参加にあたり 5000 円の

報酬をお支払させていただきます。ただし、指定管理者、あと委託の事業者と社会福祉法人につきま

しては、報酬についてはお支払をしないということになっております。

次 7 番。委員の選考についてですが、部会の委員につきましては、事前に事務局のほうで、当事者

団体の皆様、福祉サービス事業所の皆様、関係機関の皆様にアンケートを実施させていただきまして、

参加希望の有無を確認しております。それで、希望に沿った形で、人数調整等行いながら、事務局の

ほうで選出させていただきました。

次 8 番、代理出席についてですが。自立支援協議会本会というのは、代理の方が出席することがで

きないことになっていますが、部会につきましては、事前に事務局のほうにご申請いただきまして、

委員の方が所属していらっしゃる団体の方、どなたか別の方が代理で出ていただくということが可能

になっております。

9 番、会議と議事録の公開です。協議会および部会の会議と議事録は、原則、公開とさせていただ

きます。ただし、どうしても事例等扱うような個人情報等に関する事項を審議するときにつきまして

は、会議の全部または一部を公開しないということもできます。なお、議事録につきましては、自立

支援協議会および部会もすべて、委員名ではなく、その所属の団体名で議事録のほうは作成させてい

ただきます。

この自立支援協議会の事務局につきましては、障がい事業課及び障がい福祉課、基幹相談支援セン

ターで担っております。

続いて事務局からのお願いになります。皆様のお手元に届く、この資料というのも、何枚もの紙が

届くかと思うんですが、今年度から、事前資料につきましては紙でお送りさせていただきますが、簡

易なやり取りですとか、開催のお知らせですとか、この会議が終わったあとに、議事録修正の有無の

確認を毎回させていただくんですが、そういったものにつきましては、メールでのやり取りとさせて

いただきたいと思います。なかなか普段メールを使われないという方は、ついつい見逃してしまいが

ちになってしまうかもしれませんが、メールアドレスのほう事前にいただいておりますので、原則的

にはそちらで行いたいと思います。個別な事情がございまして、メールはちょっと難しいという方ご

ざいましたら、事務局のほうまでお申し出ください。よろしくお願いいたします。

続きまして、議題 1 資料 2。平成 27 年度自立支援協議会年間計画案についてです。やはり、本協

議会である自立支援協議会と、この 5 つの部会が連携をしていく。それぞれ話し合ったことがバラバ

ラにならずに、きちんと部会で話し合ったことが協議会にも持ち上がり、協議会でこういったことを

部会の皆さんに聞いてみたいといったことが、きちんと部会にも反映される。そういったやり取りを

目指して進めていきたいと思っております。

めくっていただきまして、障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進ということで。こちらは、

本日お配りしました障がい者福祉計画の概要版と連動しているんですが。まず、障がい者福祉計画と

は、というところになりますが、浦安市では障がいのある人を、必要な支援を受けながら、自らの決

定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体ととらえ、障がいのある人が自らの能力を最大限に発

揮し、自己実現できるために、市が取り組むべき障がい者施策の基本的な方向を定める浦安市障がい

者福祉計画というものを策定しております。
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浦安市障がい者福祉計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画に相当する障がい者計画と、

障害者総合支援法に基づく市町村障害者福祉計画に相当する障がい福祉計画。ややこしいんですが、

2 つの法律それぞれで計画を定めなさいとなっていまして、障害者基本法と障害者総合支援法それぞ

れの計画を一体化し、浦安市障がい者福祉計画として策定しております。

昨年度、平成 26 年度に計画策定委員会を開催し、皆さんにご意見をいただきながら、平成 27 年

度から 29 年度の３か年にわたる計画を、ちょうど策定をし終えたところです。この概要版につきま

しては、最新の、27 年度から 29 年度の計画の内容を抜粋したものとなっております。

めくっていただきまして、浦安市の障がい者施策の基本となるもので、市が取り組むべきことと、

その考え方を示しています。5 つの重点的な取り組みというものがございます。

1 つ目に、自己決定を尊重したサービスの提供ということで、障がいのある人が自身の望むライフ

スタイルや人生設計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、きめ細かいサービスを提供します。

また、サービスの質の量や、量の充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規の事業者が参

入しやすい環境を整備します。こういったことをうたっております。

2 つ目に、ライフステージを通じた支援の推進。ということで、一人ひとりのニーズに応じた、き

め細やかな支援を行うために、サポートファイル。サポートファイルといいますのは、障がいの特性

や特徴、支援内容等を記録して、支援者が、大体お一人につき、やはり複数の支援者、あと年代に応

じて、さまざまな関係機関関わってまいりますので、情報を共有するためのファイルとなっておりま

す。サポート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体制を

推進します。

3 つ目に、就労の促進ということで、障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、

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。

4 つ目に、安心・安全に暮らせるまちづくりの推進。ということで、災害時要援護者の安否確認や、

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、ともに災害時の支援にあたります。

そして、最後 5 つ目です。差別の解消と合理的配慮の推進。ということで、障がいや、障がいのあ

る人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合い、ともに生きる社会の構築のた

め、障がいのあるなしに関わらず、お互いに理解が深まるように差別の解消と合理的配慮を推進し、

障がいのある人が社会に参加する機会の拡充を図ります、となっております。

この 5 つの重点的な取り組みのうち、特にこちら権利擁護部会では、この 5 つ目の、差別の解消

と合理的配慮の推進についてがやはり一番大きく関わってくる部分になってくるかと思います。もち

ろん、権利擁護というのは、横断的な視点のため、どういった施策に対しても必要な視点にはなって

きますが、この合理的配慮の推進や差別の解消。そういったところにテーマをおきながら、1 年間進

めていきたいと思っております。

計画の概要版から、もとの資料に戻ります。5 ページ目、2 番。権利擁護部会の議題ということで、

１番。主な課題と平成 27 年度の議題の概要ということで。今、申しました通り、差別の解消と合理

的配慮の推進。あとは、啓発・広報活動の推進。成年後見制度の普及。障がい者虐待防止センター等

の実績報告や障がい者への虐待を防止するための取り組み。こういったことを議題のテーマとして掲

げていきたいと思っております。

そして、前権利擁護部会からの引き継ぎ事項等としまして、1 つ、教職員、小中高生のバリアフリ
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ーハンドブックの配布をもっともっと推進してくださいということですね。あと、周知広報活動につ

いては、12 月の障害者週間だけに限らず、年間を通して展開してほしいといったことが引き継がれ

ております。

27 年度の議題への提案としまして、虐待防止と成年後見制度については、広告を事務局のほうか

ら一方的に受けるだけでなく、虐待の防止策や成年後見制度の利用促進、その啓発・広報の仕組みに

ついて、もっと協議をしたらどうでしょうか。あとは、身近な事例を取り上げて、地域課題として検

討してはいかがでしょうか。こういったお声を前権利擁護部会からはいただいております。

議題案につきましては、こういったテーマに沿って、事務局のほうで随時、リーダー・サブリーダ

ーと協議をしながら決めていきたいと考えております。

この権利擁護部会が関連する会議等としまして、障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会。

こちらは浦安市のほうで昨年度から内閣府のモデル事業を受託しております。平成 28 年４月に施行

される障害者差別解消法の、その支援地域協議会の在り方について、検討するモデル会議となってお

ります。こちらで話し合う内容につきましても、差別や合理的配慮、その相談窓口の支援体制等につ

いてが主な議題となってきますので、権利擁護部会の皆様にもご意見聞きながら、連動しながら進め

ていきたいと思っております。

2 つ目に、高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会。こちらは、名前の通りなんですが、

高齢者虐待、障がい者虐待について、関係機関の皆様に集まっていただいて、事例の共有でしたり、

そういったことを中心に進めている協議会でございます。こちらもやはり差別や虐待といったテーマ

になってくる協議会になりますので、皆さんと連携しながら進めていきたいと思っております。

そして、資料にはないんですが、昨年度のバリアフリーハンドブックの配布状況ということで、冒

頭、サブリーダー枝川さんより、バリアフリーハンドブックはこういった経緯でできましたとお話し

いただいたんですが。昨年度、小学校 4 年生の福祉体験教室、委員でいらっしゃいますボランティア

グループあいあいさんのほうで、車いす体験、あと白杖体験というのを、小学校 4 年生の授業の中で

やっていただいているんですが、そこの中で一部分時間をいただきまして、バリアフリーハンドブッ

クの紹介を、小学校 4 年生の皆さんにさせていただきました。

26 年度につきましては 1297 名の小学 4 年生に、バリアフリーハンドブックを配布をさせていた

だきました。また今年度もその取り組みについては続けていく予定です。以上で説明を終わります。

リーダー：ありがとうございました。今のご説明に対しまして何かご質問等ございますでしょうか。盛りだ

くさんだったので、どこにつかみどころがあるのかなみたいな話なんですが、こういった、議題のほ

うでも入ってこようかと思うんですけど。

今、合理的配慮とか、ちょっと聞くと、すごく難しい言葉であろうかなと思うんですけど。どんな

ことかっていうと、たとえばこの前もちょっと資料もらったところによりますと、車いすを利用され

てる方のために、段差に携帯スロープを渡してはどうかですとか、高いところに陳列された商品を取

って渡すなどの、こう、物理的配慮っていうか、そういうところが、この合理的配慮ということにな

ってくるということですので、「あっ、こういうことか」と。なんか、言葉だけ聞くと難しいんです

けど、普段の中で、「あっ、やっぱこうしたほうがいいよね」っていうか。障がいがあろうがなかろ

うが、思っておりますので、そういうところもあわせて、この中でお話しをうかがっていきたいとい

うことになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、説明のほう進めさせていただきまして、議題 2 のほうの、虐待防止センターの実積報告

についてお願いいたします。

事務局：では、事務局より説明をさせていただきます。「障がい者を虐待から守りましょう」というパンフ
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レット、事前にお配りしてます。こちらと議題 2・議題 3 資料をご覧ください。議題 3 の成年後見制

度についてと 1 つの資料になっております。

まずは、虐待防止センターの実績報告ということで。その前にまず、障害者虐待防止法とはどうい

った法律であろうかというところを簡単に、このパンフレットを用いながら説明させていただきます。

まず、虐待防止法というのが、皆さんもなんとなく、ニュース等でご存知の通り、児童虐待の防止

等に関する法律、いわゆる児童虐待防止法が平成 12 年に成立したのをきっかけに、その後に、配偶

者からの暴力の防止及び保護に関する法律、いわゆる DV 防止法が平成 13 年に成立。そして、その

後に、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法

が平成 17 年に成立したという流れがございます。児童、配偶者、高齢者と、進んできた中で、障が

い者の虐待というところが平成23年に法律制定されまして、平成24年10月より施行いたしました。

こちら、障害者虐待防止法といってますが、正式な名称、とても長くて、障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関する法律ということで、養護者の支援についても言及されております。

基本的に、この障害者虐待防止法は、高齢者虐待防止法に準ずるような形で、法律のほうできてい

るんですが、やはり障がい者に特有な、特徴も盛り込んだ法律となっております。

たとえば、パンフレットめくっていただくと、なかに 3 種類の障がい者虐待ということで、3 つ虐

待をわけてます。養護者による障がい者虐待は家庭の中です。次に障がい者福祉施設従事者等による

障がい者虐待。これは通っている事業所での、その事業所職員等による虐待になります。そして 3

つ目に、これが、高齢者とはちょっと違うんですが、使用者による障がい者虐待ということで、障が

いのある方も働いてる方はたくさんいらっしゃいますので、その使用者からの虐待というところを想

定してつくられた法律になっております。

対象となる障がい者なんですが、手帳を持っている・持っていないに関わらず、障がいのある方、

手帳を取得していない方も、この法律はきちんと守っていきましょうということになっています。

どんな虐待の類型があるかといいますと、身体的虐待。ここでやはり、これも障がい者特有のって

いう形になってくるかと思うんですが、やはり、正当な理由のない身体拘束。パニックの状態になっ

てるところを、たとえば無理やり押さえつけるであるとか、ひもで縛るとか、そういったことは、虐

待防止の視点として禁止しております。あとは、性的虐待ですとか、心理的虐待。放棄・放任、いわ

ゆるネグレクトといわれているもの。あと、経済的虐待。こういったものが考えられます。

それと、この虐待防止法では、その予防対応システムとして、市町村に障害者虐待防止センターを

設置し、都道府県には障害者権利擁護センターを設置するものとされておりまして、市役所の中では、

こちら障がい事業課の中に、障がい者虐待防止センターを設置しております。

先ほど、法律の名称からも、こちら、養護者の支援についても言及してますということをお伝えし

ましたが、やはり、虐待をしている側の人、必ずしも皆さんが、虐待をしてると思いながらしている

っていうわけではないというところもございます。どうしても、支援をする中で介護疲れでしたりと

か、障がいに対する知識の不足、あとは家族間の人間関係だったり、養護者自身の障がい、ご自身の

障がいの要因だったり、さまざまな要因でやはり虐待が起こってしまうということがあります。

虐待防止センターでは、必ずしも虐待がないから何もしませんと、といったわけではなく、養護者

に関するサポートについても、日々おこなっているとこでございます。

もし虐待を見かけたとか、これは虐待ではないかな、そういった、小さなことであっても、ぜひ、

虐待防止センターのほうに通報してください。また、守秘義務というものございますので、どういっ

た人からこういう連絡があったとか、そういったことは当然に漏れないような形になっております。

障がい者虐待防止法の概要は以上になります。
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議題 2・議題 3 資料に沿って、平成 26 年度の実績報告をさせていただきます。まず 1 つ目に養護

者による虐待につきましては、平成 26 年度は通報件数 7 件、届出件数 1 件の、合計 8 件となってお

ります。届出というのは、ご本人からの相談、ということになります。そのうち、虐待防止センター

のほうで事実確認等おこなった結果、虐待ありと判断されたものが 7 件、なしと判断されたものが 1

件で、認定率は 87.5 パーセントとなっております。また、平成 26 年度は、施設従事者による虐待も

1 件ございました。こちらは虐待ありと認定されております。虐待防止センターの実績については以

上です。

リーダー：虐待防止センターのほうの実績報告ということで、障がい者虐待というところでのお話しをして

もらいました。高齢者虐待、それから児童虐待、本当に、今、すごく多くなっていて、どのような対

応がいいのか、先般も会議がありまして。なかなか難しいことではありますが、やっぱり関係機関と

連携というものが非常に重要だというお話しをさせていただいたところです。

続きまして、3 番目のところで、成年後見制度ということで、まず、お手元に成年後見制度のパン

フレットをお配りさせていただいておりますので、成年後見制度について、若干ご説明をさせていた

だきながら、報告をさせていただければと思います。

成年後見制度ですが、介護保険制度が平成 12 年からスタートしました。と、同時期に、成年後見

制度、民法上に制定されてきたわけですが。

これ、介護保険ということからもおわかりのように、障がいに限らず、認知症ですとか、そういう

方々の判断能力が衰えていってしまいますと、預貯金などの管理、さまざまな契約等にも支障が出て

くる。特に介護保険自体は契約制度になりましたので、そのときに制度的には発足してます。

実際に、消費者問題の話なんかあるんですが、クーリング・オフの話がされますが、8 日間はクー

リング・オフだよと。マルチ商法なんかは、20 日間クーリング・オフだよと。そこは効くんですが、

それを過ぎてしまいますと、契約はほとんど成立してしまうというのも実態です。

そういう中で、障がいを持たれてる方々、また、認知症の方々を保護し、人権等々を財産権利を守る

制度としては、今現在、成年後見制度、この制度しかありません。

発足当時なかなか浸透しなかったんですが、今、後見人に選ばれた数というのは、大体 3 万 3000

人ぐらいということのようです。これ 2013 年。最高裁が出しますんで、なかなかデータ出が遅いの

で。とは言っても、すごく少ない状態かなというふうに思っています。

それで、今申しましたように、障がいのある方の、判断能力が不十分であるがゆえの財産管理や契

約の支障をなくするための制度ということでつくられておりますので、この、社協のほうでつくった、

青いパンフレットの中に制度の内容を書かせていただいてます。

実際には、これ家庭裁判所での話になってきますので、市、行政でどうこうというレベルではなく

なります。家裁のほうに申し立てしていくというふうになってきますので、そういう意味では、なか

なか敷居が高いというのは、今も現にあるのも事実です。ただ、前と違いまして、家裁のほうもだい

ぶこれによっての支援というのが、なんていうんでしょう。ニーズと家裁の裁き方っていうんですか

ね。というのが、スムーズになってきておりまして、申し立てをしますと、早いともう本当、1 か月

かからずに審判がおりてきます。

実際には、費用は 4000 円ぐらいなんですけど。医師の診断だとかそういうのをやりますと、その

費用で 5 万も、まあ、10 万までいくかなというような、そういう費用自体は発生していく制度では

あります。

ただ、財産や権利を守るという部分では、やっぱりこの成年後見制度、非常に重要な制度だと認識

しておりますし。本当にちょっとご面倒なんですが、やっぱり、この利用、成年後見制度による権利
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擁護という部分は、踏み出さないとなかなか進まないことでありますので、ここの内容等々につきま

しても、この部会に弁護士さんも入っていただきましたので、事例等も交えて進めていければという

ふうに思っています。

障がい者成年後見制度支援事業で、これ、社会福祉協議会のほうのデータですので、数字的には平

成 26 年度は 3 人の障がい持たれてる方々の後見をしてます。26 年度末、社協のほうでの法人として

の後見は 10 人。そのうち障がいを持たれている方が 3 人というふうな状況でございます。

相談ケースはちょっとデータを持ってこなかったんですが、だいぶ増えてきておりますので、ご相

談等々は、社会福祉協議会をはじめといたしまして、基幹相談等でも、それから地域包括でもお受け

できますので、ぜひ、状況等お尋ねいただければありがたいなと思っております。報告は以上です。

今、2・3 についてお話しをさせていただきましたが、ご質問等ございますでしょうか。よろしい

ですか。

また、先ほども成年後見制度のお話しで、やはり、こういう事例だよというのを、ちょっと具体的

に言わないと、なかなかわかりづらいようなところもありますので、それは時間調整させていただい

て、今後の部会の中で言わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

それでは、4 番目の、障害者差別解消法施行に向けた取り組みということで、事務局のほう、説明

お願いします。

事務局：郵送で送らせていただいた、「障害者差別解消法ができました」というものに基づいて、ご説明の

ほうさせていただきます。今年度から新しく委員になられた方もいらっしゃると思いますので、すご

いご理解ある方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、この法律ってどんなものなのかという

ところをですね、噛み砕いて、まずご説明のほうさせていただきたいと思います。その後は、今後浦

安市の 1 年間の取り組みについてですね、ご説明のほうさせていただきます。

こちらですね、「障害者差別解消法ができました」ということで、内閣府が障害者差別解消法をわ

かりやすくパンフレットにまとめたものになります。

まず、障害者差別解消法っていうものの、法律のもともとの背景なんですけれども。平成 19 年に、

障害者権利条約に国のほうが署名して以来ですね、国内法の整備等が進みまして、平成 26 年の 1 月

に障害者の権利条約のほうを締結しております。その次、平成 23 年の障害者基本法の改正の中に、

差別の禁止を基本的な原則として規定されました。その次、平成 25 年に、障害者差別解消法、今回、

今からご説明させていただく法律が成立しまして、実際の施行なんですけれども、平成 28 年、来年

の 4 月からになります。

では、どのような法律かというのが、事前に配られたパンフレットになるんですけれども。まず大

きくわけて、不当な差別的取り扱いというのと、合理的配慮という、2 つの大きなくくりになります。

まず、不当な差別的な取り扱いというのは、たとえば、車いすの方がお店に入ろうとして、「ちょ

っとほかのお客さんに迷惑になるから入らないでください」ということで、入店を拒否されてしまっ

たとか。あとたとえば、視覚に障がいがある方とか聴覚に障がいがある方が、「災害時に避難できな

いでしょ」ということで、アパートの契約を断られてしまったであるとか。スポーツクラブとか習い

ごとの教室などで、その方の個々に対して対応できないということで、入会を断られてしまったであ

るとか。要は、障がいのない人とですね、違う取り扱いを受けてるっていうことが、不当な差別的取

り扱いに値するというものです。

その次ですね。合理的配慮をしないことの事例としましては、たとえば、3.11 のときですね。東

日本大震災のときに、避難所なんかが各公民館等に設置されたと思うんですけれども。要は、聴覚に

障がいがある方に対して、一方的な音声だけで伝えようとしたと、というような事例であったり。あ
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と、同じく聴覚に障がいある方が、たとえば会議に参加した場合、手話さんであるとか、要約筆記を

つけてほしいと言っても、そのような方を設置してくれなかった。会議に参加できなかったというよ

うな事例であるとか。あと、知的に障がいのある方に対してですね、難しい漢字をいっぱい書いたも

のを渡して説明をしたとかっていうようなものが、合理的配慮をしないことということです。

今、たとえば全国的に、このように合理的配慮のよい事例ということで、各市町村であるとか、都

道府県なんかが事例なんかを集めだしております。

たとえば大阪では、視覚障がいのある方が、最近、券売機なんか行くと、すべてタッチパネルにな

ってると思うんですね。視覚障がいの人って、昔は、券売機ってボタンがあって、比較的わかりやす

かった。でも、タッチパネルを導入することによって、健常者にとっては便利になったかもしれない

んですけれども、逆に感覚がわからないので、どのように買っていいのかわからなくなったとかです

ね。そのようなことに配慮して、タッチパネルではなく、昔の、ボタン式のですね、券売機に変えた

というような事例なんかもあります。

このように、今後、来年度の 4 月以降、不当な差別的な取り扱いに関しましては、私たち役所であ

るとか、企業ですね、会社とかお店は、してはいけないということになります。

先ほど、合理的配慮の部分につきましては、役所については、しなければならない。民間の企業等

については、するように努力。要は努力義務ということで規定されております。

こちらも障がい者の差別解消法ということで、障がい者が、どちらかといえば書かれているんです

けれども。これ、障がいに限らずですね、子どもであってもそうですし、ベビーカーを押す母親であ

ったりとか、あと、杖をつく高齢者の方であったりとか。私たちであったって怪我をするわけなので、

怪我をした方であったりとかですね。要はこのように合理的な配慮をすることによって、やさしいま

ちづくりができるというようなことも考えられるかなと思います。

次に、今後のスケジュールについてなんですけれども。先日お配りした議題 4 の資料に基づいてご

説明をさせていただきます。こちら、浦安市としての今後のスケジュールなんですけれども。本日 6

月に、権利擁護部会ということで開催のほう、させていただいておりまして。今後ですね、9 月と 11

月と 2 月の、計 4 回の開催のほう考えております。

そして、一応今年の夏ぐらいにですね、合理的配慮のよい事例を、今後、市のほうで集めていきた

いなというふうに考えております。その後、たとえば、10 月にですね、障がい者の差別解消法の市

の職員向けの研修会なんかも考えております。

次 11 月には、障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会というところで、夏にとりまとめ

ました合理的配慮のよい事例なんかを集めまして、事例集なんかもつくっていきたいなというふうに

考えております。それで、浦安市としてのですね、差別対応要領ですね。浦安市版みたいなものを案

としてつくっていきたいというふうに考えております。

その後、1 月・2 月に向けてですね、こういう協議会で皆様のご意見等をいただきまして、今年度

末には、浦安市としての、差別対応要領と、対応指針を完成させて、4 月の運用に向けてスタートし

ていくというふうに考えております。以上です。

リーダー：今、事務局のほうから、この施行に向けた取り組みについての説明をしていただきましたけど。

それぞれ、ご質問等々ございますでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：大変わかりやすい説明であったと思うんですけども。ちょっと具体

的にですね、そのサービスの、具体的に就職活動する場合に、障がい者に対しては、2 パーセント以

上の雇用をしなきゃいかんというようなですね、そういうことになってきたんですけれども。たとえ

ば視覚障がい者の場合に、「全盲の視覚障がい者は、うちでは採りません」と。こういう回答は、や
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っぱり差別になるんですか。これはちょっとどうなのかな。大きな問題になってくると思うんですけ

ど。

リーダー：はい。今のご質問に対してお願いいたします。

事務局：その、断られた、一方的にですね、たとえば障がいがある、要は視覚に障害があるとか、たとえば

聴覚に障がいがあるということだけの理由によって、たとえば、雇用を拒否されたのであれば、また

それはちょっと問題だろうというふうには考えられるかな。その背景がどうだったのかなっていうと

ころもあるかなと思って。はい。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今、移行段階だから、いろんな問題起きてくると思うんですけれど

も。結構簡単にそういうこと言う企業があるようですね。視覚に障がいがあるから採らないっていう

言い方はしないと思いますけどね。全盲だから駄目だとかね、そういうことは結構平気で言うようで

すね。まあ、これ確かめてみますけれども。そういうことは差別にあたるのかなあ、あたらないのか

なあ。この、全盲の人は全盲の人で、一生懸命全盲の中で、努力してキャッチアップしようとしてる

し、国でもそれを支援する制度は整ってきてるんですけどね。企業ではそこまでいってないところも

あるようです。以上です。

市川健康福祉センター：今の件に関しまして、障がい者の差別解消法に関しまして、雇用の分野は、法律は、

障害者の雇用促進法に実はあたります。ですので、法律の中で、もし、このことを議論していくとな

ると、障がい者の雇用促進法という法律の中で話し合われていく問題になってくると思います。そう

しますと、管轄、法律が変わってきますので、厚労省とか、そちらのほうとかの話になってくると思

います。ちなみに、情報として申し上げますと、障がい者の差別解消法に関しましては、一般事業所

なんかは、合理的な配慮に関しては努力義務ということになっておりますが、雇用の分野に関して、

障がい者の雇用促進法に関しましては、合理的な配慮も義務ということになります。はい、以上です。

リーダー：はい。ありがとうございました。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：実際の運用はどうなってるかという問題からいうと、これが運用さ

れていないのかな。28 年度から完全な施行されるわけなんですけどね。だから、まあ、ウォッチし

ていくしかないのかなということですね。

リーダー：はい、ありがとうございます。今お話しいただいたことを、私も、どうジャッジしていいかはと

もかくとして、非常に大事なことだなというふうに聞かせていただきました。

そういうこと等々、今お話しいただいたこと等ふくめまして、この障がい者、広い意味で障害者差

別解消法ということに向けた取り組みの中で、いろいろなことが議論されてくるのかなというふうに

思っております。よろしくお願いいたします。

今の議題 2 に対して、ご質問等がございますでしょうか。

それでは、進めさせていただきまして、5 番目の、基幹相談支援センターの機能についてというこ

とを説明お願いいたします。

事務局：事務局より、議題の 5 の資料として、平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能に関する資

料、2 枚送らせていただきました。

今回皆様にご意見おうかがいしたいのは、この基幹相談支援センターの機能についてなのですが。

浦安市では平成 25 年 4 月 1 日から、基幹相談支援センターを設置しております。現在運営を委託し

ている事業者さんや委託機関が、28 年の 3 月 31 日、今年度いっぱいで終了することから、今年度中

に、翌年度、平成 28 年度からの運営事業者を公募する必要があります。それで、公募に先立ちまし

て、自立支援協議会および各部会で、基幹相談支援センターの規模について、皆様からご要望などを

ご意見おうかがいしたいと考えております。
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基幹相談支援センターについて、改めて簡単にご説明させていただきます。このセンターは、障害

者総合支援法におきまして、地域の中核的な相談支援を担う機関として設置するものです。同じ法律

で、「市町村は基幹相談支援センターを設置できる」とされておりますけれど、できる限り設置する

ことが期待されております。また、運営については、民間事業者に委託することもできるとされてお

ります。

また、基幹相談支援センターですが、事業を実施するために、地域の指定障がい福祉サービス事業

者さん、医療機関、民生委員の方、身体障がい者相談員の方などと、地域の支援に携わってる方たち

と連携を図るように努めることが、法律でも規定されております。

また、設置までの経緯ですが、平成 24 年度に、基幹相談支援センターの運営する法人の公募を行

いました。選定の結果、現在、平成 25 年度 4 月 1 日から 28 年 3 月 31 日までの 3 年間を委託期間と

いたしまして、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに業務を委託しております。

また、公募に先立ちまして、当時平成 24 年度に、自立支援協議会に事業者支援プロジェクトとい

うプロジェクトがございました。これは、現在の地域生活支援部会に相当いたします。こちらで、浦

安市の基幹相談支援センターの機能として、いろんな方の意見をうかがいました。今回も、公募にあ

たりまして、自立支援協議会および各委員の方の意見をうかがいたいと思います。

今後の、運営、公募スケジュールですが、27 年９月より、申込書類、募集要項などの配布を予定

しております。公募かけまして、書類審査と応募事業者によるプレゼンテーションおよび質疑応答に

より、選定審査委員会というものを市役所内設置いたしまして、こちらの選定委員会で受託事業者を

選定いたします。

もう 1 つの資料のほう、図が載っております。「基幹相談支援センターの機能」とございますけれ

ど。主な機能としては総合相談・専門相談がございます。3 障がいに対応した総合的な総合相談支援、

専門的な相談支援の実施が求められています。また大きいところで、地域の相談支援体制の強化の取

り組みといたしまして、現在も、相談支援事業者の人材育成として、研修会や実務者会議などが実施

されております。また、関係機関の連携の強化ということで、年に 2 回以上、市内の関係機関、サー

ビス事業者さん、あと教育機関などの方をお招きしまして、連携会議が実施されております。また、

昨年度、東田直樹さんの講演会、覚えていらっしゃる方もいるかと思いますけれど。あちらの講演会

も啓発・広報事業の一環として、基幹相談支援センター主催で実施されております。

このように、基幹相談支援センターには、権利擁護や、虐待防止の取り組みなどの機能も備わって

おります。こちらは、権利擁護部会ということで、主に権利擁護方面、啓発・広報や、虐待防止の取

り組みなどに関する機能についてのご要望が主となるかと思いますが、権利擁護部会にご参加の皆様

の意見を、この場でうかがえたらと思います。

また、ご意見を今回おうかがいいたしますが、そのご意見について、「それでは仕様に盛り込みま

した」と、「こうします」と、現時点でお答えすることは、残念ながらできません。と申しますのも、

仕様書を公開するのは、9 月からとなっております。すべての応募者の方が公平な条件でやっていた

だくために、それより前の状態で、仕様に関することを公開することは避けたいと思いますので、こ

こでは皆様のご意見をちょっとうかがうだけになってしまうのですが、「それについて、仕様書に盛

り込みます」とか、「これについては回数を 5 回から 6 回にしました」とか、そういったことをちょ

っと、この場では申し上げられませんので、それだけ事前にお詫びしておきます。私からは以上です。

リーダー：はい。今、基幹相談支援センターのお話がありました。事務局のほうから、基幹相談支援センタ

ーに対してご意見等いただければということでありますけども。いかがでございましょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：実は、自立支援協議会のほうでもちょっと申し上げたのですけれど
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も。今、相談業務っていうのはかなり大変で、混乱しておる状況だと思います。それは新しく、障が

い、高齢者、障がい認定を受ける人が多くなってきて、そういう人たちの相談が殺到しているんだけ

ど、それを対処しきれない状態になってると。

それで、私、自立支援協議会で申し上げたのは、介護保険制度の下にある、地域包括支援センター

のサービス。これと統合できないかということを申し上げたんです。ここはもう 15 年の歴史を持っ

ているんで、いろんな、ノウハウを蓄積してると。

講習会とかそういうものをやっても、実際問題出てくるものっていうのは、障がい者の問題ってい

うのは非常に個別的な問題で、ケースバイケースで違ってくるわけですね。だから、そういう、講演

会とかそういうのではなくてですね、ケーススタディで蓄積されたものを起用する部分が一番いいわ

けだと思うんですね。

だから、具体的には僕、介護保険のほうは 65 歳以上っていうことになってますけど、65 歳以下で

も市によってはあるわけなんで。地域包括支援センターを、もっといろいろしていけないかとか。

ほかの自治体について、そういうことをやっているところはあるかと実は前回ご質問したら、ある

ということだったので、そういうところはうまくいってるのか、いってないのか、それもちょっとフ

ォローしていただきたいなと思いますね。だから、ちょっと、腰を折るようで申し訳ないんですけど、

今のままのやり方でいいのかなということです。

地域包括支援センターにしても、ケアマネさんっていうのはいるんですけども。これはどんどん民

間委託になってくると、かなりこの辺もちょっと、同じような問題出てきてるようですから。やっぱ

り今のままだと、これ高齢者急激に増えてきますからね、障がい者も増えてきますから、ちょっと対

応できなくなるんじゃないかという感じがします。これはちょっと、前回、自立支援協議会で申し上

げたことと同じことです。以上。

リーダー：はい。ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会：意見いいですか。

リーダー：はい。では、今のお話しに、サブリーダーのほうからお願いいたします。

サブリーダー：地域包括支援センターは介護保険の利用者を対象としております。ただ、私たちとか、それ

から、ほかの障がい者の人たちって、まだちょっと介護保険っていうところまでいっている年齢の人

は少ないと思うんですね。うちの息子もちょうど 3 月で 40 歳になりまして、介護保険の保険料の請

求がまいりましたけれども。聞きましたら、介護保険適用外の施設だから、払わなくていいですって

施設のほうから言われたんですね。そういう人たちにとっては、基幹相談センターっていうものがな

いと、ちょっと利用できないと思うんですね。

ですから、両方があって、お互いに右左流れて、相談しながら流通していって、障がい者全体をケ

アするっていうことで、地域包括は地域包括、基幹相談は基幹相談っていうふうにじゃなく、両方が

よく話し合って、障がい者の人たちのために働いてほしいなと思っております。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：たぶん実際では、地域包括支援センターが一般の障がいについても、

基幹相談支援センターの機能を果たしてくとこがあるということで、それのノウハウ、それがうまく

いってるかどうか調べていただきたいということです。

2 つに、話し合ってと言うけれども、具体的に、非常に、個別ケースが多くなっているので、やっ

ぱり 15 年間蓄積した、そういったノウハウ、これから蓄積してくノウハウをですね、使わない手は

ないと思いますし。それから、バラバラにわけていくと、せっかくの情報が使えなくなってくると。

それを私は恐れていますね。現に地域包括支援センターとか介護保険についても、これどんどん民間

委託していくと、これはどうなるのかなっていう心配はあるんですね。あの、ケアマネさんですね。
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だから、それはちょっとぎゅっとしめてて、情報を、本当にサービスができるような格好にしていか

ないといけないと思うんです。放し飼いっていうことよりかは体制の問題だと私は思います。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：すごく初歩的な質問で、ちょっとわからなかったんですけ

ど。うちの子はまだ 20 にならないので、わからないんですけど。老人であって障がい者であるって

いう人がいるというのはわかるんですけれども。老人であって障がい者である人が、地域包括支援セ

ンターに相談をするのか、基幹相談にするのかっていうのは決まっているんですか。それとも、ある

種の優先順位だとか、ルールであるとか。そこがよくわからなかったので、この話がよくわかりませ

んでした。

リーダー：では事務局側からお願いします。

事務局：では、行政のほうから先に。障がい事業課の清水です。65 歳以上の方は地域包括のほうが、窓口

になります。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：じゃあ、64 歳までの人が基幹相談ってことですね。

事務局：原則として、とお答えいたします。

サブリーダー：障がい者に介護保険の適用の判定されて、非常に今まで障害区分っていうのが、細かく出な

かったっていうことが今まであったと思うんですね。質問が全部、介護保険に対するものを 100 問

障がい者にあてはめてたわけです。それが非常に、障がい者にとって、ちょっとわかりづらい、やり

づらいっていうことで、いろいろ変わってきて、やっと今だいぶ介護保険の、その質問事項から、離

れたような、いわゆる障がい者向けの質問がつくられ始めてきてるんですね。

ですから、やっぱり、介護保険と障がい者っていうのは、ちょっと、相反する。特に知的の障がい

者にとっては、介護保険で判定されるのは非常に不利っていうことが多いわけですね。うちも判定を

受けてますけれども、やっと最近、介護保険とはちょっと違って、まあ、障がい者向けの判定項目が

出てきてるっていうことが今、現実なんです。

ですから、事例を確かに 15 年間、包括センターは持っていますけれども、それはあくまで介護保

険での問題であって、私たち障がい者自身の、相談件数っていうものではないと思うんですね。だか

ら、やっぱり高齢者で、障がい者がそのまま高齢化していくっていうのは、仕方がないっていう言葉

はないんですけれども、あり得ると思いますので。それは、本人がそちらがいいと思ったら移行して

いけばいいと、私は思っています。

若い人たちにとっては、やっぱりちょっと介護保険っていうのは先の先という頭がありますので、

やっぱり基幹のほうで、経験は浅いですけれども、これからどんどん蓄積していただいて、それを、

もとに。たとえば、包括センターのほうがわかってることだったら、そちらのほうとよく話し合って

協議して、みんなのためにやっていくほうがベストだと私は思っております。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今の話はよくわかるんですけれども。私が申し上げたいことは、介

護保険から、介護保険だけをやってる地域包括支援センターから切り離して、障がいのほうもやった

らどうかということを提案してたわけですね。それがほかの市町村でもやってるところあるっていう

ことなんで。

それから、確かにですね、なんというか、障がいをお持ちのお子さんの場合なんかについてはね、

やっぱり介護保険やってたところ、地域包括支援センターの情報は少ないと思うんですけどね。だけ

ど、それを統括してやっていったらどうかと思うんです。そういう提案です。

だから、もとに戻りますけれども。前回の自立支援協議会で、ほかの地域でやってるところがある

っていうところだったから、これは、うまくいってるのか、いってないのか。それをちょっともう一

度見ていただきたいと。それは行政のほうにお願いしたいんです。
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事務局：事務局です。ちょっと情報提供ということで。市町村の例なんですけれど、同一法人が地域包括支

援センターと基幹相談支援センターを受託しているというケースがあります。それで、同じ法人が、

たとえば社会福祉協議会さんとかの地域包括支援センターもやり、基幹相談支援センターもやりとい

う事例はございます。他市の事例としてはそういうものがあります。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：サブリーダーのおっしゃることは、よくわかるんですね。やっぱり、

お子さんをお持ちの親御さんとしては、その権利が少しでも、なんていうか、保護が少なくなるって

いうのは、これは絶対に避けなきゃいけないと。これは我々も全く同じです。

ただ、今現在生じてるのは、介護保険法と、障がいのあれの問題がこんがらがっちゃってですね、

もう、どうなってんのかわかんないっていうような状況になってますので、それをすっきり整理して

いかなきゃいけないし。それから、他の自治体でできてうまくいってるならば、それは真似したらど

うかということを申し上げたいと思います。

リーダー：はい。ただいま委員のほうからいただきましたお話し、お預かりいたしまして、再度、状況等を

調べさせていただければというふうには思います。よろしくお願いします。

ほかに、ご意見等はございますでしょうか。

千葉県弁護士会京葉支部：あの、予算の問題ですとか費用対効果の問題があると思いますが。窓口を増やし

てもらえるといいなと思います。以上です。

リーダー：はい。ありがとうございました。窓口を増やしてもらえたらというご意見としてお預かり、尽力

のほう、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：何の窓口を像やすんですか。

千葉県弁護士会京葉支部：そうですね。私の事務所、浦安駅前なんですけれども、そっちのほうにも相談で

きるところがあると、地域密着にもなるし、いいのかなと思いました。

リーダー：はい。ありがとうございました。意図はそういうお話しだそうですので、よろしくお願いいたし

ます。

ほか、ご意見等ございますでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：全く初心者なので、皆さん知ってる話だったらごめんなさ

い。権利擁護っていうと、虐待の話と成年後見が割と大きなメインのテーマだと思うんですけど。そ

うすると浦安市の自立支援協議会で扱うのは、国のことを言ってもしょうがないし、県のことを言っ

てもしょうがないわけだから、浦安の地域の中にある、たとえば障がい者の虐待であるとか、浦安市

内に住んでおられる障がい者の人の成年後見の仕組みをどうやって整えていくかとかいうことの議

論をする場だと思うんですけど。

現実には、たとえばなんだろうな。毎日新聞の野沢さんが言ってたのが、たとえば虐待防止法がで

きたときに。これは、親がやってることなんかを、もちろんそれもふくまれてているけれども、目的

は、施設内虐待をどうやって防いでいくか、どうやって明るみに出していくかっていうものを、行政

がやりなさい、責任を持ってやりなさいっていう法律だって、たとえば言っていたことを考えると、

実は、市民がいるところって、学校だったり、職場だったり、地域だったり。大きく言うとその 3

つで。それで、多くが、実は職場と学校ではないかと思うのですが。そういう視点で、なんか、話が

ないので、それは、もう、過去に話し合って何か片づけられて今に至るのかもしれないので、わから

ないので、それが１つと。

それから、同じ話なんですけど、連携をするっていうことを考えると。たとえば、ホームレスの人

の中に、知的な障がいだとか精神の障がいの人が、かなりの割合で入っているとかいうデータも出て

いるし。そういう、なんていうかな。障がい者の枠じゃない隣の人の中に、たぶん精神障がいの人と
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かが。あと、児童虐待の中に、実は、発達障がいの人とか知的障がいの子どもが入っているっていう

話があるじゃないですか。そういうどんな仕組みがあるのか私、知らないんですけど、連携を私はし

ないと、こう、なんていうか、利益がたくさん得られないんじゃないかなって思うんですけど。ここ

については、どんな議論を今までされてきたかっていうのを教えてください。

リーダー：はい。事務局のほうからお答えしますか。はい。

事務局：事務局です。基幹相談のほうでは、そういった、別に手帳が必ずある人だけの窓口であるというわ

けではなく、本当にそういった、ご本人も認知してないような精神疾患があるような状態の方である

とか、多重債務者であるとか、いろんな人のご相談を受けてもらっています。

というところからすると、そういった今の、ホームレスの人や、皆さんのおっしゃる、そういう疑

いのある人との相談も、この基幹相談の役割として包括していくものと思います。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：はい。そうすると、基幹相談が知っていても、私たちはそ

こで議論ができないので、せっかくここに、いろんなもののスペシャリストがいるはずなので、ここ

でできる話、扱える話はないのかなっていう提案です。基幹相談ではなくて。

事務局：今の、この議題からはちょっと別の話ということで。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：そうなんです。ずれるんです。初めて来た初心者としての

疑問です。というのは、変な話、ひどい話があるのよっていう話で、実は、お母さんにされた話もも

ちろんあるんだと思うけど。実は学校の話とか職場の話が、皆さんほとんどじゃないですかっていう、

現実に言うと。もしくは、たくさん言われるので言いにくいんですけど、信じてくださっている事業

所かって思うんです、現実的に。

事務局：はい。そうですね。たとえば、いろんな機関の委員さんが、こう集まられている中で、たとえば、

今回差別のお話しとかもさせていただいたんです。「こんな事例があったよね」とかっていうのは、

たぶん行政、私たち以上に、意外とお持ちだったりすると思うんですね。それで、この、ここの場で、

たとえば、非公開にはなってしまうんですけれども、その一事例を出して協議をしていただく。それ

で、情報を共有していただいて、主として、どういうふうな取り組みができるのか、皆さん、地域に

戻ってどういう取り組みができるのかなっていうところを協議する場でもいいと思うんです。

リーダー：はい。では、ちょっと私のほうからも。今、職場と学校というお話しをいただきました。私も、

これ、続けてなんて言ったら、それこそ、ここに入っていただいております、ベイシティ交通さんの

ほうで、こういうふうな配慮でとか、やっぱりこういうふうな課題があるよねとか、というお話しで

すとか。オリエンタルランドさんのほうでも、やはり社員の皆さん、また、運営そのものに対して、

こういう取り組みをしてきただとかというところは、権利擁護という視点から、「あ、そういうこと

をしていただいてんの」とか、「こんなことしてほしいよね」とかっていうようなこともですね、こ

の、26 年度ですかね、の中でお話しをいただきながらやってきております。

今日、どういうことが権利擁護ということなのかという部分で、いろんな事業の内容等々の説明に

なったので、今いただいた、職場とか学校とか、そういうお話しをうかがいながら、それから、先ほ

ど後見のお話しもありましたので、そういうものを踏まえながら、本当に、具体的なところを取り上

げながら、進められたらなというふうに思ってます。

今日、まず新しい方も委員になられたということでしたもので、事務局のほうから、この権利擁護

という部分での、いろんな説明の話になってしまいましたが。そういう運営にできるように、サブリ

ーダーと、リーダーと、事務局とも、お話をしながら進めていければというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

サブリーダー：障がい者虐待防止センターの、この数字っていうのは、あくまでも通報された数字なんです
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ね。この虐待防止法の中には、「見たら通報しなくてはいけない」っていう市民の義務があるんです

ね。ですから、皆さんが考えて、「あ、あれは虐待ではないか」と思ったことを通報すれば、もっと

数は多くなると思いますし。だから、学校の中でのお話しとか、そういうこともやっぱり取り上げる

のがあれですけども、通報していただければと思ってます。

リーダー：はい、わかりました。そういう思いでやらせていただければと思っております。今日出させてい

ただきました議題については、全部、報告等々終了させていただきました。

最後に、委員の皆様方、たとえば、今こういうイベントしてるよとか、なんかそういうことでも結構

ですので、この場で、ご紹介とかご報告とかあればお願いをできればと思いますが。いかがでしょう

か。

千葉県弁護士会京葉支部：今日チラシは持ってきていませんが、千葉県弁護士会では、高齢者・障がい者の

ための電話相談というものをおこなっています。月曜日 10 時から 12 時まで。水曜日が確か 1 時か

ら 3 時まで。すいません。電話番号とか、チラシを今日は持ってこなかったので、もし、困ったなと

いうときにはインターネットで調べるなり、千葉県弁護士会のほうにお尋ねいただければと思います。

あとは、千葉県弁護士会京葉支部のほうで無料巡回法律相談というものをやっておりまして、ほぼ

1 か月に 1 回、市内の公民館で、弁護士のほうで無料の相談をおこなっておりますので、お困りのと

きにはご利用ください。ごめんなさい。これもチラシを持ってこなかったんですけれども、予約は千

葉県弁護士会京葉支部のほうにしていただくことになりますので、お手数かけますが、電話番号調べ

て電話で予約とってもらえればと思います。以上です。

リーダー：はい。ということですので。

ほかの委員さん方からいかがですか。はい、どうぞ。

NPO 法人あいらんど：今週土曜日と日曜日、当代島公民館で文化祭がございます。端っこですが、障がい

者関係の事業者さんも、たくさん集まりますので、ぜひぜひいらしてくださいませ。以上です。

リーダー：土、日ですね。はい。お運びいただければと思います。よろしくお願いいたします。

ほか、よろしいですか。はい。それでは、事務局お願いいたします。

事務局：事務局です。私からは、6 月 16 日に開催いたします、市内の福祉サービス事業者さんの合同説明

会のご案内をしたいと思います。

6 月 16 日火曜日、10 時から 12 時半の時間帯に、市民プラザ Wave101 の大ホールで、市内で福祉

サービスを提供している業者さんによる、合同説明会を開催いたします。各事業所さんが個別ブース

を出しますので、そこで提供するサービスの説明を聞いていただけたり、ご相談していただけるとい

う、そういった企画になっております。また、10 時 10 分から、1 時間ほど各事業所さんによるプレ

ゼンテーションも開催いたします。

10 時から 12 時半の間は、いつ来ても、いつ帰ってもいいような、イベントになっておりますので、

もし、浦安の障がい福祉サービスはこんなのがあるんだって、ご興味ある方いらっしゃいましたら、

ぜひ、会場に足をお運びください。どうぞよろしくお願いいたします。情報はホームページで掲載し

ております。

リーダー：はい。Wave ですよね。浦安市社会福祉協議会：はい。そちらのほうもよろしくお願いいたしま

す。

浦安市自閉症協会：すいません。いいですか。

リーダー：どうぞ。

浦安市自閉症協会：はい。この資料、27 年度自立支援協議会年間計画案のところの、前権利擁護部会から

の意見などで、27 年度の議題への提案のところに、②で、「身近な事例を取り上げ、地域課題を検討
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する」ってあるんですけれども。これ、すべて成年後見人制度と虐待のことだけではないですよね。

なんか今日の議題見てると、私は、虐待と成年後見人のことばっかりなのかなと思って。ちょっと私

は「え？」って思ったんですけれども。

身近な事例をあげっていうのは、私、たぶん前回しゃべってると思うんですけど。基幹からの結構

深刻な議題を取り上げるっていうのももちろんですけれども、せっかく、その、企業の方ですとか、

警察の方ですとか、弁護士さんですとかいらしてくださってるので、深刻な問題とかではなくて、た

とえば、障がいのある人と関わる機会があったときに、「こういうとき、どうすればよかったのかな」

とか、「これでよかったのかな」とか、本当に、なんて言うのかな。小さな疑問っていうか、そうい

うことでも簡単にあげてもらって、「こういう取り組みをやってる」とか、「こういういいことがあっ

た」だけじゃなくて、そういう小さな疑問を投げかけてもらって、答えられる。たとえば、当事者団

体の自分の子どものこととか、いろんなことがわかって、障がいのことをわかってる人が、「こうい

うことじゃないかな」とか、「こういう方法もあるんですよ」とか。そういう、なんだろうな、話が

できるようにしてほしいっていうことを確かしゃべったと思ったんですけど。ここに短く、「身近な

事例を取り上げ、地域課題として検討する」になっちゃうと、そこのところが、中身が全く見えなく

なってしまって。

今日の流れだと、本当になんだろうな。虐待のことメインになっちゃうのかなと思うと、なんだろ

う、障がい者の理解とか、そういうことって、まだまだだと思ってるんですね。それをやる場所って

私、ここだと思ってたんで、とてもじゃないけどっていうか、ちょっと納得できないっていうか。も

ったいないっていう気持ちもすごくあったので。

事務局：事務局です。すみません、ここにお記ししてるのは、あくまでも主な議題、というとこなので。

こういう深刻な事例を持ってきて、みんなで深刻になって突き詰めるっていうのではなく。

今日、委員の皆さんの顔ぶれをご覧になっていただいて、やはり、地域の方に広く一番集まって

いただいてるのが、実は権利擁護部会なんですね。民間企業の方から、サービス事業所の方、当事

者団体の方と出ていただいているのが、この権利擁護部会になりますので、本当にそういった小さ

な、「こういうときどうしたらいいんだろう」とか、「こんなことがあったんだけど、どうしたら当

事者の方は嬉しいのかな」とか、そういった話題でいいので。そういったことを、ちょっと今後リ

ーダー・サブリーダー・事務局のほうで、事例っていうと、ちょっと大げさですけど、リーダー、

サブリーダーと検討して、取り扱っていきたいと思っております。

どうしても初回なので、こちらからの報告事項ばかりになってしまって申し訳ないですが。なの

で、逆に、かえってそういった、「こういうテーマで話し合いをしたい」とか、「こういう話題ちょ

っとあるんだけど、次回までに皆さん考えてきてくれませんか」とか。ぜひ、委員さんのほうから

もいただければ、次へのヒントになりますので、いただきたいなと思っております。広く、皆さん

からもいろんなテーマを出していきたいなと思っています。

リーダー：はい。私も自閉症協会さんと同じく前回の部会に出て、そういうお話しがあって、私も打ち合わ

せしたときに、最初にそれを言いましたので。絵的にそういう形をつくっていかないと、せっかく

これだけの方々がお見えになっていただいているので、ここで、「あ、そうだよね」って、「あ、こ

んなことだったの」っていうことがすごく大事なことなんだろうなっていうことを、事務局のほう

にも話してありますので。神谷委員のおっしゃった趣旨を踏まえて、部会の内容をですね、組み立

てていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

集まって 1 回目で、委員の皆さん方、また新しいということもあり、事務局のほうも盛りだくさ

んに説明したいというんで、これ、本当にどれぐらいわかったのかっていうと、非常に難しいかと思
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いますが。まあ、背景的なところで、だいぶ、障がい者を取り巻く施策が大きく動いているときでも

ありますので、そういった背景を踏まえた上で議論ができればということで、今日、一緒に、それぞ

れ、なんていうか、制度的なところ等々の話しになってしまいましたが。今のお話しを受けまして、

部会のほうを調整させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

サブリーダー：まだ 15 分ほど時間があるので、私からちょっと質問なんですが。ベイシティ交通のほうで

今、市内いろんなところで工事してますよね。それで、たとえば運転士さんから、こんなことがあっ

たっていうことがもしあれば、お話しいただけるかなと思っているのですが。

東京ベイシティ交通株式会社：はい。今言われましたように、市内、ただいま、3.11 の工事で。私どもの

会社の前もやっとと言いますか、まだやってるんですけども。メインでやっておりますけれども。そ

ういう意味では、いわゆる停留所がもとの位置ではない、大きくずれてしまっているので、そういっ

たところの利用ですとか、あるいはそれに伴っての、2 車線が、あるいは 3 車線が 1 車線になってる

っていうことの遅延ですとか、なぜ遅れるのかという、そういう日常的なことはあります。

あと、車いすの方がご利用なさるにあたっても、どうしても、乗り切れないというような苦情をい

ただいたこともあります。運転手のほうもちゃんと案内を全部ができればいいんですけども、中には

遅れてることに対して、ちゃんと説明しないと、そういった、もちろん苦情なんかもいただきますけ

ども。

ただ、市内全部が、道路がよくなって、会社的には、逆に、ぜひ皆さんが走りやすく、お客様にも

喜ばれるんだからということで、しばらくはちょっと我慢するしかないのかなと。我慢するにしても、

もう 5 年だよねとか、そういうのはあるんですけども。そういう形では、社内的には意思統一できて

るんですけれども。

ただ、なかなか、市内に移りますと、ちょっと新しいほうの、まあ、うちのほうの、千鳥のあたり

ですとか、いわゆる出入りが混んでしまうので。千鳥でのバス停で、なんで来ないのかなとか。ある

いは、ちょっと隣のほうで、シーの、ディズニーさんがいるんで申し訳ないですけれども、花火大会

ですとか、あるいはディズニーシーがちょうど終わる頃ですと、あそこからもう本当にバスが出るの

に 20 分とか 30 分かかってしまうと。そんなことを知らないと、普通に待ってる方は全然バスが来

ないなっていう、そういう苦情があります。

ただ、今日はいろいろお話しいただく中で、私どもが出てるのは、そういった市内の交通機関の一

部分を担ってるということで参加をさせていただいてると思います。そういう意味では、いろんな意

味で、まだまだバリアフリーですとか、そういった、車のほう、あるいは道路のほうということで、

ハード面とソフト面。当社としては今、ソフト面で、昨年の暮れ頃からですね、全社員に向けて、そ

ういった安全サービスですとか、そういうのを、今、全社員に 3 回にわけて。3 回来るっていうこと

ですけれども、今やっています。

ちょっとそういう意味では、今回こういう形で出させていただいたのも、枝川さんがよく言われて

おります、このバリアフリーハンドブックも、新しく社員を採るときには必ず私のほうからこれを渡

して、説明をしたり。そういった障がいの方のっていう問題がわかりやすく書いてあるのでっていう

ことで説明したりしております。

わかりやすく言いますと、当社のバスは、乗るときに前乗りになってますので、行き先を言ってく

ださいという形ですけども。それを言わないでいきなり、こう、ちょっと IC のところをふさいじゃ

う運転士がいると、たまたま障がいの方がそれを見て、見てと言いますか体験されて、「それはおか

しい、差別だ」というふうにちょっと誤解をされたとかね。そんなような例もあるので、こういった

ハンドブックを渡して、新しい運転士には、そういうことを説明したりとか、そういうこともやって
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ます。

まだまだ、今はいろんな方のご要望ってのは当然あるかと思います。そういう意味では、以前もお

話ししましたが、ちょっと受け身になってしまうところがあって、ちょっとつらいところもあるんで

すけれども。いろいろなご意見ということは、こちらも尊重してお受けしたいと思いますので、また

いろいろな意味で 2 年間お世話になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

リーダー：はい。ありがとうございました。今、ベイシティ交通さんからもお話しがありましたように、い

ろんな場面があろうかと思います。そういう場面を踏まえる中で、権利擁護という視点で、この部会

が議論できればというふうに思っております。

なかなか、バラバラな司会で申し訳ありません。まずは第 1 回目につきましては、以上で終わらせ

ていただきます。お忙しい中お運びいただきましてありがとうございました。また、今後、今いただ

きましたお話しもらいまして、本当に皆さんの意見が拾い上げれるような部会としていく所存でござ

いますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。本日はありがとうございました。



平成 27 年度浦安市自立支援協議会 第 1回権利擁護部会

次第

健康センター第 1会議室

午後１時 30 分～３時 30 分

１．開会

２．議題

（１）平成 27 年度・28 年度権利擁護部会の運営と議題

（２）平成 26 年度虐待防止センター実績報告

（３）平成 26 年度成年後見制度実績報告

（４）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（５）基幹相談支援センターの機能

３．閉会
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議題 1資料 1

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するた

め、５つの部会を置く。

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

る。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に

暮らしやすいまちづくりに関し、

関係機関による定期的な協議を

行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業につ

いての検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するため

のネットワーク作りと啓発・広報

活動を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

生まれてから 18 歳になるまでの

こどもへの支援を協議し、ライフ

ステージに合わせた必要な支援

と関係機関のスムーズな連携を

図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決に

ついて協議し、相談支援事業の充

実と相談支援事業所の連携を図

る。

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部会

障がい者の就労・住居等地域生活

全般に係る諸問題の解決に向け

て協議を行うとともに障がい福

祉サービス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

本人部会（＊）

当事者間の情報交換を行い、相互

理解を図るとともに、地域課題を

提案する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

＊本人部会委員は、委員本人の意思を確認した上で、地域生活支援部会等に参加する。

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

プロジェクト会議 適宜

５．開催スケジュール

６．報酬等

自立支援協議会

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

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○
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７．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブ

リーダー等を務める。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

８．代理出席

自立支援協議会は、代理の方が出席することはできない。

本人部会を除く各部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

９．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず、団体名等を記載する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

協議会委員については、非常勤特別職であるため、ホームページ等で所属団体と名前、性

別を掲載した名簿を公開する。

10．事務局

浦安市健康福祉部障がい福祉課・障がい事業課及び基幹相談支援センター
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議題１資料２

平成 27 年度自立支援協議会年間計画案

１．会議の進行

（１）協議会と各部会の連携体制

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

等へ協議の依頼等を行う。

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

を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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（２）障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では、障がい者計画で示した５つの重点的な取り組みを推進するための

意見を伺う。

また、平成 28 年度からは、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証をおこなう。

重点的な取り組み１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計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。

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。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域

移行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等を行い、日中

活動の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの基幹相談支援センター業務委託の.公募にあたり、各部会で「基幹相

談支援センターの機能」について意見を収集する。

○計画相談の質の向上や関係機関の連携やについて相談支援部会等で意見を収集する。

○平成 28 年度からの地域生活支援拠点の整備開始にあたり、地域生活支援部会で「地域

生活支援拠点の機能」について意見を収集する。

○「ヘルパーの確保策」について、地域生活支援部会で意見を収集する。
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重点的な取り組み２．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。

（福祉計画から抜粋）

○「サポートファイルの活用」について、こども部会・相談支援部会等で意見を収集する。

重点的な取り組み３．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により、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。

（福祉計画から抜粋）

○就労支援ネットワーク会議で協議し、地域生活支援部会に報告する。

重点的な取り組み４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、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、ともに災害時の支援にあた

ります。 （福祉計画から抜粋）

○支援体制の整備等の進捗状況等を協議会で報告する。
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重点的な取り組み５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し

合い、ともに生きる社会の構築のため、障がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解

が深まるように、差別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加する

機会の拡充を図ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの障害者差別解消法の施行にあたり、権利擁護部会から「合理的な配

慮の事例」を収集する。
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２．権利擁護部会の議題

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

障がい者の権利擁護に係る事項

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発・広報活動の推進（年間を通した啓発・広報活

動の企画・運営・小中高校生と、教職員を中心とし

たこころのバリアフリーハンドブックの活用）

成年後見制度の普及

障がい者虐待防止に関する事項
障がい者虐待防止センター等の実績報告と障がい者

への虐待を防止するための取り組み

（２）前権利擁護部会からの意見等

引き継ぎ事項

①教職員、小中高生のバリアフリーハンドブックの配布を推進する。

②周知広報活動は、障害者週間に限らず年間を通して展開する。

平成 27 年度の議題への提案

①虐待防止と成年後見制度については、報告を受けるのみではなく、虐待の防止策や

成年後見制度の利用促進、啓発・広報について協議する。

②身近な事例を取り上げ、地域課題として検討する。

（３）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第 1回

平成 27 年度・28 年度権利擁護部会の運営と議題

虐待防止センター平成 26 年度実績報告

成年後見制度平成 26 年度実績報告

差別解消と合理的配慮の推進

（差別解消モデル事業の報告・合理的配慮の事例）

基幹相談支援センターの機能

第２～４回

差別解消と合理的配慮の推進

啓発・広報活動の推進

成年後見制度の普及（周知・地域の人材の活用） 等

＊委員から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊差別解消モデル事業等関連する会議の報告、虐待防止センター等の実

績報告、福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせてリーダー・サブリーダー・事務局が

調整する。

（４）関係会議等

①障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会

内閣府のモデル事業。差別や合理的配慮の相談窓口や支援体制、県等との連携、

対応マニュアル等について協議をおこなう。

②高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会

高齢者・障がい者等の虐待防止にかかる施策や養護者に対する支援施策の検討等

をおこなう。



議題１資料（３）

平成27年度自立支援協議会スケジュール Ｈ２７．５．１３現在

＊行事等により日程が変更になる場合があります。

会議名 回 日時 曜日 時間 会議室

自立支援協議会 第1回 5月21日 木 午後３時～５時 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第1回 6月4日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第1回 6月10日 水 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

地域生活支援部会 第1回 6月11日 木 午後１時30分～３時30分 第2会議室・地域連携室

相談支援部会 第1回 6月18日 木 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

本人部会 第1回 6月25日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター第2会議室

自立支援協議会 第2回 7月2日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

合同部会 第1回 7月16日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

地域生活支援部会 第2回 9月7日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第2回 9月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第2回 9月16日 水 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第2回 9月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第3回 9月24日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第3回 11月5日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

本人部会 第2回 11月12日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

自立支援協議会 第4回 11月19日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第3回 12月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

地域生活支援部会 第3回 12月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第3回 12月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

合同部会 第2回 1月21日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

自立支援協議会 第5回 1月28日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

本人部会 第3回 2月4日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

地域生活支援部会 第4回 2月8日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第4回 2月15日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

相談支援部会 第4回 2月18日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第4回 2月25日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第6回 3月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室



議題２・議題３資料

障がい者虐待防止センター・障がい者成年後見制度支援事業

平成 26 年度実績報告

１．障がい者虐待防止センター実績

（１）養護者による虐待

年度 通報件数 届出件数 合計

平成 24 年度

（10 月～3 月）
4 件 １件

5 件（認定率：40.0％）

虐待有と判断：2 件

虐待無と判断：3 件

平成 25 年度 8 件 １件

9 件（認定率：66.7％）

虐待有と判断：6 件

虐待無と判断：３件

平成 26 年度 ７件 １件

８件（認定率：87.5％）

虐待有と判断：７件

虐待無と判断：１件

（２）施設従事者による虐待

年度 件数

平成 24 年度（10 月～3 月） 0 件

平成 25 年度 0 件

平成 26 年度 1 件（虐待有と認定）

２．障がい者成年後見制度支援事業

（１）委託による法人後見受任件数（実件数） 委託先：浦安市社会福祉協議会

障がい種別

年度
身体障がい 知的障がい 精神障がい 合計

平成 24 年度 0 0 0 0

平成 25 年度 0 0 2 2

平成 26 年度 0 1 2 ３

（２）申し立て費用・成年後見人に対する報酬の助成

内容

年度
審判申し立て費用の助成

成年後見人に対する

報酬の助成

平成 24 年度 0 １

平成 25 年度 0 １

平成 26 年度 0 1



議題４資料

障害者差別解消法施行に向けた取り組みについて

１．法施行までのスケジュール（案）

6 月 ・自立支援協議会 権利擁護部会（4 日）

7 月

8 月

9 月 ・自立支援協議会 権利擁護部会

10 月 ・障がい者差別解消法 研修（市職員（課長補佐以上）向け）

11 月

・第１回 障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会

「障がい者差別対応要領・対応指針（案）」の提示・「合理的配慮事例集（案）」の提示

・自立支援協議会権利擁護部会

12 月

1 月 ・差別解消研修（市職員（係長・担当）向け）

2 月

・第２回 障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会

・自立支援協議会権利擁護部会

・差別解消法の周知（市民向け）

3 月 ・「障がい者差別対応要領・対応指針」の完成

２．今年度の方向性

（１）対応要領・対応指針の作成

（２）合理的配慮事例の収集・共有

（３）啓発・広報

（４）相談の類型化、受付後のフローチャート、相談を繋ぐ機関等の検討・作成



議題５資料

平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能

浦安市では、平成 25 年４月 1 日から基幹相談支援センターを設置しています。

現在の運営事業者への委託期間が平成２８年３月３１日で終了することから、平成２７

年度に平成２８年度からの運営業者を公募します。

公募に先立ち、自立支援協議会及び各部会で、基幹相談支援センターの機能について、

ご意見を伺います。

１．基幹相談支援センターとは

基幹相談支援センターは、障害者総合支援法 77 条の２において、地域の中核的な相

談支援を担う機関として、相談支援事業等の業務を総合的に行うことを目的とする施設

とされています。

同条では、市町村は、基幹相談支援センターを設置できるとされていますが、できる

限り設置することが期待されており、運営については、民間事業所に委託することもで

きるとされています。

また、基幹相談支援センターが実施する総合的な相談業務の実効性をさらに高めるた

めに、地域の指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員、身体障害者相談員、

知的障害者相談員等関係者と連携を図るよう努めることが規定されています。

２．設置までの経緯

浦安市では、平成 24 年度に基幹相談支援センターを運営する法人等の公募を行い、

選定の結果、平成 25 年４月 1 日から平成 28 年３月 31 日まで「社会福祉法人パーソ

ナル・アシスタンスとも」に業務を委託しています。

また、公募に先立ち、当時の自立支援協議会事業者支援プロジェクトで意見を伺いま

した。

３．平成 28 年度からの運営事業者公募スケジュール

平成 28 年度からの基幹相談支援センター運営事業者は、公募により選定します。

平成 27 年 9 月より申込書類の配付を予定しています。書類審査及びヒアリング審査

(プレゼンテーション及び質疑応答)により選定審査会が受託事業者を選定します。



議題 5 資料（２） 基幹相談支援センターの機能（現在の仕様書より）

相談支援専門員・社会福祉士

精神保健福祉士・保健師

常勤 5 人以上、非常勤 1 人以上

＊半数以上は相談・援護経験者

基幹相談支援センター

権利擁護・虐待防止
成年後見制利用相談

虐待防止の取り組み

総合相談・専門相談

障がいの種別や各種ニーズに対応する

・総合的な相談支援（３障がい対応）の実施

・専門的な相談支援の実施

＊経過的取扱い（月 30 件の計画相談）

地域移行・地域定着
入所施設や精神科病院への働きかけ

地域の体制整備に係るコーディネート

地域の相談支援体制の強化の取組

相談支援事業者への専門的指導・助言（医師・弁護士等の確保）

相談支援事業者の人材育成（年 3 回以上の研修会実施）

相談機関との連携強化の取組（年 2 回以上の連携会議開催）

相談支援

事業者

自立支援

協議会

連携

運営委託等

相談窓口

月～金 9:00～17:30

土 10:00～15:00

緊急連絡

24 時間３６５日対応


