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平成 27 年度第２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９月 17 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、明海大学、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、

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、

介助グループあいあい、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

４．議題

（１）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

①権利擁護委員からの配慮事例等の報告

②市役所内アンケート及びヒアリングの結果報告

③イベントの実施について

（２）その他

５．資料

（１）議題１資料１ 配慮に関する事例（権利擁護部会委員）

（２）議題１資料２ 浦安市役所内での配慮に関する事例

（３）障がい者週間記念イベント（案）

６．議事

事務局：ただいまより、平成 27 年度第２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。はじめに会議の進め方についてご確

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。議事録には

発言者の団体名を記載いたしますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。特に

個人情報に関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。また、ご発言の際にお
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願いがございます。当部会におきましては、聴覚障がいのある方、視覚障がいのある方が委員として

参加されております。また、会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は挙手いただき、リーダーの

「○○委員お願いします」の発声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。

なお、本日は、本人部会から５名の委員が、本日の議題についてご関心があり、参加されておりま

す。Ａ委員、Ｂ委員、Ｃ委員、Ｄ委員、Ｅ委員です。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。よろしくお願いいたします。

リーダー：はい。皆さんこんにちは。今日は、雨で本当に足元の悪い中、部会へ足をお運びいただきまして

ありがとうございます。それから今日は、本人部会の皆様にもご参加をいただいております。どうぞ

よろしくお願いいたします。

それでは、ただいま事務局からお話しがありましたように、本日の中心的な議題といたしましては、

来年の４月に障害者差別解消法、正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と

いう、ちょっと長い名前の法律が施行されます。この法律は、普段生活をしていく中で、不当な差別

的取り扱いの禁止と、それから、合理的配慮という形で、聴覚障がいのある方に声だけで説明をした

りだとか、視覚障がいのある方に書類を渡すだけで読み上げないなどといったような、障がいのある

方が困っている場合に必要な工夫ややり方を、相手に伝えまして、それを相手方に理解してもらう。

そういう意味では配慮していただく、ということがこの法律で定められているところです。

委員の皆様におかれましては、普段からこの姿勢に立っていらっしゃっており、実はこれって当た

り前だよなというように思うこともあろうかと思いますが、今日はこの法律の施行にあたりまして、

障がいのある方として、また事業所として、こんな場合はどうだろうと悩んでいる点等々もあろうか

と思います。

今回、そういうことから、まず事務局から手元に送付させていただきましたように、配慮している

事例、それから、悩んだり困ったりというような事例をご提出いただいて、事務局でとりまとめてご

ざいます。そこから、本日の議題のほう進行させていただければと思います。またお寄せいただきま

した委員の皆様全員に、お話しをいただければというふうに思っておりますので、お話しが完結せず

に次の方に移ったりというところもあろうかと思いますけど、その点はどうぞ、ご容赦、お願いいた

します。

それでは、お手元の資料に基づきまして進めさせていただき、ご報告をいただきまして、そのあと

意見交換をいただきたいというふうに思っております。それでは、最初に、株式会社オリエンタルラ

ンドさんからご報告をいただければと思います。よろしくお願いします。

株式会社オリエンタルランド：こんにちは。お手元の資料に沿ってご説明をさせていただきたいと思います。

弊社内の状況から申し上げますと、東京ディズニーリゾート、事業等の視点。それから、弊社に、舞

浜コーポレーションという特例子会社を保有しておりますので、従業員視点というところでご紹介さ

せていだければと思います。

最初に、東京ディズニーリゾートを訪れる、ゲスト視点というところになりますけども、この法律

が来年施行されるからということではなくて、弊社のほうでは、ディズニーのオペレーションスタン

ダードに、すべてのゲストは VIP というところで、障がいをお持ちのゲストの皆様並びに、健常者の

皆様、分け隔てなく、パークで１日楽しく過ごしていただくという、理念と申しますか、方針という

ところで、施設設計、あるいは、オペレーション対応というところを心がけているところでございま

す。

そういう中で、視覚障がいお持ちのゲストの皆様には、音声ガイドシステム。これを TDS のほうに
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全域で導入しております。TDL のほうでは、まだ導入しておりませんが。それで、聴覚障がい者の方

には字幕表示システムというところで、以下、TDL で導入している施設、ウエスタンリバー鉄道。そ

れから、TDS ではマジックランプシアターというところになっております。

これらの施設につきましては、今後も拡大していく予定になりますが、加えまして、この２つ、今

それぞれ、端末機と言いますか。それが個々にわかれておるんですけども。今、同じ一つの端末機で

切り替え装置によって使いこなせるというようなところも検討しておりまして、できるだけ早く導入

できればなと思っているところでございます。

それから、今年度から３年かけてになりますけども、パーク内のパブリックレストルームというと

ころの改修工事をスタートしているところでございます。車イスご利用ゲストの優先レストルームの

仕様を統一していくと。これすでに、TDS では、個室のトイレ、すべて自動ドアになっておりますが、

まだ TDL のほうではそうでないところがありますので、その辺の仕様というところを統一して、品質、

あるいは、皆様の利用しやすい環境を整えていきたいというところでございます。

それから、身体障害者補助犬法に定められた介助犬、それから、聴導犬、盲導犬は、パークのほう

に入園可能となっております。そういう中で、啓発を目的に、毎年、社会福祉法人日本介助犬協会の

ご協力をいただきまして、一般キャストを対象に、研修といいますか座学を実施して、平成 24 年度

で言いますと約 300 名弱が参加をしているところでございます。あわせまして、サービス介助士２級

取得というところで、毎年継続してキャストに受講を促し、約 300 名が取得しているというところに

なります。

そのほかとしましては、情報冊子、音の情報、触地図、地図ガイドブックというところを、定期的

に施設の変更あるいは改廃というところにあわせて、更新をしているという状況でございます。

もちろんこれに加えまして、いろいろとゲストの皆様から日頃からご意見、あるいは、こうしたほ

うがいいんじゃないのというところは、社内、汲み取りシステムができあがっておりますので、そこ

で、各部署に共有する中で、改善できるところは、優先順位をつけて取り組んでいるというところに

なっております。

一方、先ほど申しました特例子会社のほうの取り組みというところで、舞浜コーポレーションにな

りますが、現在 246 名の方が従業員として勤務しております。これは、全体の約７割を占める数値に

なりまして、直近、今年の６月１日現在で言いますと、法定雇用率 2.16 というところになっており

ます。

それで、次ページをちょっとめくっていただきますと、舞浜コーポレーションのほうで、法施行に

向けて配慮すべき事項というところ、ヒアリングしてきておりますけども。弊社の場合ですと、結構、

一つの業務というよりは、多種多様な業務が存在するというところで、障がい特性・能力・経験等踏

まえた適正な配置というとこが可能であります。

また、事前の見極めでフィットしていた。しかしながら、職場配置後に、どうも、不一致というと

ころでありますと、また別な職場の適正というところを充分話し合いした中で転換も可能というとこ

ろでございます。

それで、弊社の組織の中で言いますと、舞浜コーポレーションの中に雇用開発部ノーマライゼーシ

ョン推進グループというところがございます。こちらのグループが中心となって、職場環境のノーマ

ライゼーションの推進。あわせて従業員トレーニング等の業務遂行能力・職場提供能力の向上に努め

ているというところでございます。

それから、お話しというか、舞浜コーポレーションの担当から聞いて、私もちょっと驚いたって言

い方は変なんですけども、会社での生活だけではなくて、このやはり大変なところは、会社に慣れて、
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あるいはその生活を支援していくっていうところも常に大事なことなんだと。それで、生活が安定し

ていると、会社のほうにも安定して出勤していただけるという状況もありますので、いわゆる家庭の

中で、不安な面があったり、何か悩みがあったりすると、会社にも影響があるというところで、家族・

支援機関・学校等、これは、出身学校の先生方のお話しによれば、卒業してしまって、学校離れたか

ら、もう知らないということでなくて、すごく丁寧、親切にお付き合いいただいてるということを、

私自身確認いたしまして、すごく力強いご支援をいただいているんだなというところを感じたところ

でございます。

という意味では、就労だけではなくて、生活面でのバックアップ。これは、ご本人と会社という、

あるいはご家族だけではなくて、今、申し上げた、ネットワークと言いますか、その環境下の中で、

やっているというところを、一つあげられるのかなと思っております。

また個別の会社内のご本人とのやり取りと言いますか、状況の確認というところでは、３か月単位

で目標設定というとこがあるんですけども、そういう面談の中で、ご本人から体調のこと、あるいは

ご自身が抱えている不安というところを汲み取りまして、それらを、ロケーション単位、あるいは個々

共通する事項として合理的配慮事項を整理整頓しているというところ。それで、それらの情報という

のは、面談した担当者と本人だけではなくて、各職場の上司含めて共有しているというところでござ

います。

それから、障がい者に関する面談になりますけども。これは本人が希望するタイミングで実施して

おります。ですから、６か月に１回ですとか、１年に１回という単位ではなくて、先ほどの３か月単

位の面談に加えて、本人が「ちょっと話し合いをしたいです」とか、何か相談ごとがしたいというと

ころにはいつでも、適宜、面談ができる体制を整えているというところでございます。もちろん先ほ

ど同様に、そちらで把握した情報というのは、共有化して、データベース化してるというのも言い方

が変ですけども、それぞれの特性を状況というところを管理しているということでございます。

それからハード面につきましては、自動扉の設置。車イスの方もいらっしゃいますので、車イス用

駐車場に、キャノピーを設置し、あるいは多目的トイレの設置、敷地内展示ブロックの設置等をおこ

なっております。

それから来年に向けまして、昨年度から始めていることでございますけれども、従業員一人一人に

向き合うと、障がい者の方と言っても一括りにできるわけではありませんので、一人一人特性も異な

れば、障がいをお持ちになっている具合というところも異なるものですから、一人一人と向き合って、

一人一人の問題としてとらえているというところを、担当者のほうは、私のほうに熱く語ったと言い

ますか。そういうところを、よく説明しといてくれということでございました。

それで、来年に向けて、個々の面談のフォーマットと言いますか、確認事項、それから共有して、

共通事項があれば優先的にどこから、職場環境含めて手当てをしていくのかというところをあげられ

るようなスキームと言いますか。そういったところを整えていきたいと。もちろん、できることもあ

れば、すぐにできないことがある。すぐにできないことに対しても、本人へフィードバックして、そ

の都度、ご本人と話し合いをして、ご本人にご理解をいただくと、こういうスキームになっておりま

す。

最後になりますけども、従業員向けの個別の相談窓口。あるいは、生活面を支える健康管理セミナ

ー。あるいはコミュニケーション関連トレーニングというところも施しているというところで。お話

し聞いていると会社で一生懸命明るく元気に、私も職場を見させていただきましたけども、皆さん取

り組んでいただいております。

そういう中で、会社を離れたあとの生活面というところも、なかなか会社が手を出せないところで
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ございますけれども、先ほどの、三位一体ではありませんけども、関係者の協力によって一人一人が

サポートをしていく体制というところが、必要なのかなと。

いろいろなお話しの中でも、やはりどうしても、親御さんが目を離したりですか。会社のスタッフ

の中でも、体調管理という面では一つあげやすいこととしては、どうも食べ過ぎてしまったり、そう

いうことがままあるというところですので、体重のコントロール含めてですね、生活面においても、

いろいろな形で、またいろいろな方々と手を共に携えて取り組んでいるというところを、ご報告させ

ていただきたいと思います。以上でございます。

リーダー：はい。詳細にご説明いただきました。ありがとうございました。オリエンタルランドさんのよう

な取り組みが各事業所で行なわれているかというと、なかなか、そうはいかないと思いますが、今回

の法律施行に向けて、こういった今オリエンタルランドさんからお話しいただいたようなところを参

考に、事業所さんというのが、一つは法律の趣旨かなというふうに思っておりますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。

特に今の中で、ご質問等ありますか。皆さんにお話しいただきたいと思いますので、ちょっと進め

させていただきます。それぞれここに書かれている中で特に、こういうところをというところを、時

間の関係ありますので、できれば重点でお願いします。

浦安市聴覚障害者協会：ちょっとよろしいですか。

リーダー：はい。

浦安市聴覚障害者協会：聴覚障害者協会です。ディズニーランドの中で、船で、ジャングルクルーズとかだ

と思うんですけど。皆さん、スタッフの声を聞いて、それで、すごく楽しそうにしているんですけれ

ども。私は聞こえないので、その点をご配慮願えればと思います。

リーダー：はい、ではお願いします。

株式会社オリエンタルランド：字幕スーパーのほうもですね、まだまだ、すべてのアトラクションで導入さ

れているものではありませんので、なかなか、すべてのアトラクションに、先ほどの音声含め、字幕

表示システムという導入が、できるとこもあればできないとこもありますけども、可能な限り、これ

は、ここでお話しが出たからというわけではありませんけども、多くのゲストの皆様が１日楽しんで

いただけるようにですね、最大限、数を含めて、質も含めて取り組んでいけたらなと思います。

浦安市聴覚障害者協会：はい、もう一つよろしいでしょうか。

リーダー：はい。

浦安市聴覚障害者協会：今、ジャングルクルーズのお話しで、字幕のっていうことでお話しいただいたんで

すけれども、手話のガイドさんがいてもいいのかなというふうに思いますので、その点ご配慮お願い

いたします。

株式会社オリエンタルランド：そのようなご意見があったことはですね、会社のほうに伝えさせていただき

ます。

リーダー：はい、よろしいですか。

浦安市聴覚障害者協会：ありがとうございます。

リーダー：はい。ありがとうございます。きっと本当にこういうところが、あ、そうなんだなって。これが

でも、すぐ実現するかというと難しい話だと思いますが、こういう場が、そういうところとつながっ

ていけばよろしいかなというふうに思ってます。

では、たくさんいただいてますので。進行がうまくなくて申し訳ございません。それぞれ、ちょっ

と、要点をまとめていただいてご説明いただければと思います。よろしくお願いします。

それでは、今度、市川健康福祉センターからお願いします。
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千葉県市川健康福祉センター：はい。千葉県市川健康福祉センターで、広域専門指導員、障がい者条例のほ

うの担当をしております。よろしくお願いします。いつもお世話になっております。着座のまま報告

させていただきます。

私のほうには、相談の方であるとか、窓口のほうに近況報告に来られたりということで、雑談に来

られる方たちもいっぱいいらっしゃって。その雑談の中からいろんな、「あ、これは」っていうよう

なヒントをいただくことが非常に多いので、それについてちょっと今回いくつか拾って掲載をさせて

いただきました。

そういうものは実は私たち、健常と言われる人たちにとっては、目からうろこの話でもあったりす

るので、いくつかご紹介させていただきたいと思います。

１番目の「都内に配布されているヘルプマークをカバンに付けて電車等に乗車した際、優先席を譲

ってくれる」。これちょうど１年後ぐらい前の議事録を拝見しましたら、去年の 10 月ですか。ヘルプ

マークについては、前の委員さんはもうお聞き及びかと思いますが、ちょっとだけ紹介をさせていた

だいた経緯がございます。

このマークがヘルプマークと言われるもので、都内のほうでは、いわゆる、地下鉄で、都営地下鉄

とか東京メトロですね、あと、舎人ライナーとか、荒川電鉄とか。そういうふうな、交通機関を中心

に主に配布をされているマークです。浦安市さんのほうでも似たような、いわゆるハートプラスマー

クというもので、内部障がいの方を主に対象としたマークは、キーホルダーとして、今、配布をされ

ていますが。このヘルプマークに関しては、極端な話、妊娠されている方とか。今、たとえば精神障

がいの方とか。何かの助けを必要とされている方が、このマークをカバンなりにつけることによって、

ちょっとした配慮をお願いしますねっていう、ちょっとしたアピールですね。マタニティマークと同

じような形で使われているということで、これが配布されている。これを、わざわざ千葉県の人がも

らいに行ったりしているようなのをよく聞くんですね。やっぱり浦安市・市川市は県境だったりする

ので、このマークをつけている人を結構多く見かけるようになりました。これはたぶん県が動かなき

ゃいけない問題かなと思っているのですが、こんな情報提供として、これがヘルプマークと言われる

ものです。

それから、ホワイトボードの掲示物が、たとえばこういうものに掲示している掲示物を、雑然とし

ていてわかりづらい方たちもいらっしゃるんです。これを、やっぱり、いろんな人たちが、みんなが

わかりやすいものにしてほしいっていうことを、いろんな人たちと話し合って、みんなが見やすいボ

ードにするっていう。これも、やっぱり、ある特定の人たちが話し合ってやるのではなく、いろんな

人たちの意見を取り入れながら整理することによって、わかりやすい掲示板になったっていうのは、

よく聞きます。これは、浦安市の委託事業で青少年サポート事業をやっている、そらいろルームさん

なんかが、とてもこういうヒントを持っています。ですので、もし、事業所さんとかで、何かこうい

うヒントをいただきたいなということであれば、そらいろルームさんなんかからヒントをいただける

のかなというふうに思っています。

それから、バスを利用するときに手帳を提示する際の話なんですが。東京都には、たとえば知的障

がいのある方の手帳は、千葉県では療育手帳と言いますが、東京都では愛の手帳というふうに申し上

げるようです。それで、色はオレンジ色なんですね。ちょっと小っちゃいのですが、これちょっとコ

ピーしてきたものです。これがオレンジ色の愛の手帳と言われるもので、東京都には実はこれに、も

う一工夫加えています。裏面にひっくり返すと、実は透明のビニールカバーになっていて、その部分

には別に障がい種別は書いておらず、写真と、名前と、その手帳番号が書いてありますね。なので、

いちいち、こう、ペラっと開けなくてもいいし、なんの障がいか、ちょっとわかりづらいような配慮
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をしているものが、平成 21 年の１月から交付されているという、ちょっとカバーに工夫をしている

っていうことを、これいいなっていうことを言っている人がいました。

それから、次から、読んでいただければわかるのかなと思いますが、視覚障がいのある方のこと。

これはご説明したいなと思っていて。やっぱり、何か商品を買ったりするときに、下から２番目の黒

丸になりますが。お店の人にお金を払うときに、そのお店の人は「今、いくらいくらをお預かりしま

した」と。それで、「お代は、いくらいくらですので、いくらのお釣りです」って声をかけてほしい

っていうことをよく言っていました。それはあまり、あってはならないことですが、もらったお金を

ごまかすというか。そういうふうなことがあって、お釣りを少なくもらっちゃったけど、自分が出し

たお金も本当にこのお金だったか自信がないから言えなくて、泣き寝入りっていうことも聞いたこと

があって。こういうのってやっぱり配慮なのかなというふうに思ったりしました。時間もないので、

このくらいにさせていただきます。

リーダー：はい。今のお話し受けて、東京と千葉と違うんでしょうか。

千葉県市川健康福祉センター：はい、これは独自に、はじめは団体がこういうものを提案したようで、そこ

から都の福祉局のほうで、動きました。だから全国的に広まってるものではなく、少しずつ広まって

る感じです。

リーダー：はい、ありがとうございます。きっとやはりそういうことも、合理的配慮というところへと繋が

っていくのかなというふうに思わせていただきました。今のお話にご質問等々ございますでしょうか。

すみません。６ページに③その他というとこがありますので、ここもちょっとかいつまんで説明お

願いいたします。

千葉県市川健康福祉センター：はい。実はこの、その他に載っている、私どもからのご意見。ページで言う

と資料１の６ページになりますが。ここに載せているものに関しては、実は、同じ県の障がい福祉課

のほうから、広域が課題と思っているものをあげてほしいという意見聴取をされたときに、同じこと

をあげさせてもらったような内容です。ですので、こちらのほうでご紹介するというものでもないの

かなと思ったのですが、私自身が広域として、県の職員として、これから法律が施行されるにあたり、

こういうことが課題なのかなっていうことを、数点載せさせていただいております。

ただ、一つご紹介申し上げるとすれば、一番最後の４つ目の黒丸に、施行にあたって、実は、行政

機関の障がい担当課以外の担当課の人たちが、この障害者差別解消法についての周知がうまく行き渡

ってないんじゃないかっていうご指摘が非常に多くて。今回法が施行されるにあたり、差別解消法は

合理的な配慮も義務になってくることを考えれば、私たちその行政職員というものの周知啓発という

ものは、とても大事になってくる。

そのときに、法が施行されるときには一生懸命その庁内職員に研修はしても、これは施行されてか

らも継続的にやはりおこなっていく必要はあるのかなというふうに思っています。こういう事例があ

ったよっていうことを、各関係課で、やはり情報共有をしていくということは大事かなというふうに

思ったっていうことをご紹介申し上げます。はい、以上です。

リーダーはい、ありがとうございました。まさしくおっしゃった通りだと思います。日々徹底してやるくら

いの勢いでやらないと、なかなか行き渡らないのかなというふうな意識は持っております。自分の法

人も本当にご多分に漏れず、しっかりと職員に周知していきたいと思ってます。

本人部会Ａ委員：本人部会の視覚障がいのＡです。

リーダー：はい。

本人部会Ａ委員：議事進行についてお願いがございます。本議題のうち「２その他」がありますけど。こ

れについて発言がしたいので、議事進行前のことについて早くしていただきたいんです。
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２について権利擁護部会ですので、私どもは理解してる問題について、こういう問題がありますよ

ということを提起したいので、議事進行、２の問題をとる時間を割くよう進行していただきたい。

リーダー：はい。では、今、進行のほうにもご意見いただきました。

一応、今回、事業所さんのほうからいただいておりますので、それぞれその要点を、それから特に

課題という部分は大事かと思いますので、その辺を中心にお願いできればというふうに思います。で

は、引き続き進めさせていただきます。

ＮＰＯ法人タオ：NPO 法人タオです。よろしくお願いいたします。私たちは、障がいを持つ方たちの就労訓

練の事業所と、ほかにグループホームとかを運営しております。

建物に関しましては、グループホーム以外では、市の公共の建物をお借りしている関係上、あまり

建物自体に手を加えるということはありません。事業の内容としても、すべてが障がい者の方が対象

になりますので、もう決められたことに、たとえば、一人一人個人の計画をつくって、その個人個人

に対して訓練をしていく、支援をしていくっていうことは、もう決められてることですので、それ以

外にこちらでやれることというのは、配布物にルビをつけるとか。たとえば、本人に手渡しても読め

ない方。ルビをつけても読めない方たちには、保護者との連絡ノートをつけるとか。あと、視力の弱

い方には、パソコン用の拡大読書機を購入したり、音声読み上げソフトを導入したりという工夫はし

ております。

グループホームに関しましては、入る人それぞれに必要なものが違いますので、たとえば身体障が

い者の方が１人入られるようでしたら、その人にあわせて、どこに手すりがあったらいいのかってい

う、そういう工夫はしております。また、グループホーム内で、やはり身体的な理由によって、同居

者との間にトラブルが生じてしまい、やはり１人でしか生活できないっていう人も出てきましたので、

タオでは単身用のグループホームはなかったんですけれども、急きょ、サテライトも増設して、その

人にあわせたというようなことはやっております。

その他もろもろ、それぞれ個人にあわせてやっておりますので、ここに書くのもちょっとと思った

りしたこともありますので、おおまかなところであげさせていただきました。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のトパーズクラブ：ちょっとすみません。

リーダー：はい。

浦安市視覚障害者の会のトパーズクラブ：視覚障害者の会のトパーズクラブです。権利擁護部会だから権利

擁護に関することに焦点をあてて進めていただきたいと思うんですね。やっぱりＡ委員がさっきおっ

しゃった通り、やっぱり問題が何かっていうところは全然、今までの中で浮かび上がってこないんで、

市川健康福祉センターがちょっとおっしゃったっていうのはありますけど、ほかの方があんまり浮

かび上がってこないような。権利擁護についての問題点は何かってことを、まあ、そもそも質問が

そういう質問だったかどうか、ちょっとだいぶ前のことで忘れてしまいましたけれども。そういう

方向に集約していただけないでしょうか。

リーダー：はい、ご意見ありがとうございます。今、いただいたものに目を通していただいてというところ

でありますが。おっしゃるように、権利擁護という視点で、先ほど申しましたが、実際に困ってたり

悩んでたりというようなところ等々について中心にお話しを、各事業者さん並びに当事者団体の方々

からいただ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。では、ともさん。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：はい。パーソナル・アシスタンスともです。この、アンケー

ト結果を提出させていただいた時点では、うちの事業所もいろいろ事業やっているんですけれども、

すべての部署から集めきれておらず、ちょっとここにないものも含めまして発表させていただきます。
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配慮の事例というところでは、自分たちが配慮していることもいっぱい集まったんですけれども、

これに関しては実際、もうできていることだったり、福祉の事業所として当然のことということで、

ちょっとこの場では割愛させていただきます。

それで、実際に配慮してもらった事例と、あるいは配慮が不足と感じた事例というのがあるんです

けれども、それは本当に表裏というか。たとえば、レストランでミキサー食に対応してくれたってい

う、配慮してもらったという事例もあれば、逆に、そういったミキサー食などを断られて、そのレス

トランが利用できなかったっていう意見もあったり。お店とか施設の方々のほうから声をかけて、気

持ちよく手伝ってくれることが増えたという意見もあれば、なかなかそういった手伝いをしていただ

けなくって、自由に行きたいところに行けないという意見もありました。

それから、そうですね。あとはちょっと、ベイシティの方もいらっしゃるのかと思うんですが、よ

く、バスの話を出して恐縮なんですけれども、それも両方ありまして。バスに乗りたいと思ったんだ

けれども、１台の車イスの方が乗車していて、「もう乗れません」っていうふうに言われたんだけれ

ども、あとで問い合わせたら２台乗れるバスだったとか。嫌な顔をされてしまったっていうこともあ

れば、逆に、バスの運転手さんのほうから、「何かあったら声をかけてください」って言ってくれた

り、そういう違和感なく自然に対応してくれたという意見もありました。なので、もう、同じ事業所

だったりという場合には、やっぱり、従業員の方のそういった対応を統一していただけるといいなと

思います。

それから、困ったり悩んだりしたことというところでは、言葉をやっぱりうまく発することができ

ない利用者さんとのコミュニケーションも、正しく理解できているか。差別であったりっていうこと

に自分が加担していないかっていうことでだと思うんですが、悩んでしまうっていうこともありまし

た。それから知的障がいの人への子どもたちの正直な反応があったときに、簡単なことなのに、大人

なのにできないんだって反応があったときに、ご本人にどういうふうに声をかけるべきか。あるいは

周囲のその子どもたちに、ご本人の思いを伝えるべきかということで悩んだというのもありました。

それから障がいのある子どもさんが就学する際に、地元の学校を希望していても、環境が整ってい

ないので就学ができないというところで親御さんが困っているの見て、どうすればいいのかと悩んで

しまう。それから障がいがある人にとって、必要な環境調整をお願いしても、物理的に難しいと言わ

れてしまうと、どういうふうにするのが双方にとっていいとかっていうことを悩むというのがありま

した。

それから、法律ができたあとの不安点ですけれども。皆さんやっぱり啓発をしっかりしてほしい、

研修をしてほしいという意見が大多数でした。それから法律の背景。どういう地域づくりを目指して

施行されるのかとか、なぜこの法律ができるにいたったのかっていうことも、きちんと説明。ただ法

律ができました、守ってくださいということではなくて、説明をしてほしいということ。それから、

どんなに法律ができても、そこに心がなければ意味がない。最近の福祉職の人は、単に仕事として資

格を取得して、サラリーマン感覚で働く人が多くなっているんじゃないかと。その辺もしっかりなけ

れば法律ができても意味がないということをおっしゃる方もいました。

それから、合理的配慮というのは、負担が過重であれば、必ずしもすべてが、やらなくてはいけな

いというわけじゃないみたいなことはあるんですけれども、その判断基準。負担が過重であるかどう

かっていう判断基準を明確にしてもらえるのかとか、そういう客観的評価を、されるような制度設計

にされるのかどうかというところが心配という意見がありました。

あと手話通訳者の方の人数が、やっぱり不足をしているのかなと。ボランティアっていうことでは

なくて、何か、こう、学問とか国家資格としての、社会的な位置づけがきちんとないっていうことも
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問題なのかなという意見もありました。はい、以上です。

リーダー：はい、ありがとうございます。では、この議題のほう、一通りやらせていただいてよろしいでし

ょうか。では、続きまして、明海大学、下田委員お願いします。

明海大学：はい。明海大学の下田直樹と申します。以前に、大学としての事例紹介というのを一度やらせて

いただいたんで、それについて書こうかなって思ったんですが。まずは、学生たちといろんな場で意

見交換して、その中で、重なるところが大変多いんですけれども、これだったらたぶん、ほかのとこ

ろで取り上げてないかなというのをちょっと事例として出させていただいたんですが。

話としてうかがっておりますと、やはり、自分の所属する団体とか、事業所、私の場合、大学とい

うところですが、そこでの取り組み事例ということが、中心のようでしたので、ちょっとそちらに少

し話を変えさせていただいて、これをあわせてご報告させていただきます。

大学では、すべての学生の学びの権利を保障するというのが一番重要な課題というふうに考えてお

りまして、そのために、入学の段階から、入試にあたっての配慮ですとか。また授業をきちんと受講

できるように、すべての学生が受けられるようにということで、授業上の配慮。あるいは学生生活上

の配慮。それから就職活動にあたっての情報提供とか、また指導というようなことについて、いかに

学びの権利を保障していくかということを中心に取り組んでおります。

ハード面、それから情報提供、それから人的サポートということで、いつでも、相談に乗れる体制

とか、そういうものを、できる限りいろいろな形で、これまでにもやってきましたし、今後もまだ足

りないところが多々ありますので進めていきたいと思っています。

ただ、バリアフリーとかスロープの問題なんですが。ハード面で特にまだ、26 年前には非常にき

れいな大学ということで賞賛を浴びたんですけれども、いろんな方が使ってみると使い勝手が悪いと

か、実際障がいのある学生の学びの権利を保障するには非常に不十分な点が多々目立ってきました。

特に、スロープというのは、普通に見ると緩いんですけど、今年車イスの学生と一緒にちょっとス

ロープを降りてみたところ、非常に急なんですね。それで、怖いということを受けましたので、それ

をなだらかにするための改修工事をするとかですね。いろんな形で取り組んでまいりました。

ただ、まだまだ、非常に不十分な点ありますし、それから特に、今の若い学生を中心とするような

若い人ってのは、よく知らなかったとか、気づかなかったとか、どうしたらいいか迷ってしまうとい

うようなことで、やっぱり、まずいろんなことを知っていくとか。あるいはそういうことに気づくと

か、気遣いをどうしたらいいかという、こういう点で、教育の場できちんと、バリアフリーハンドブ

ックなどを、権利擁護部会でつくりましたので、こういうものを使って今後、いろいろと学生たちの

教育をしていきたいと思っています。

ここで取り上げた事例は、たまたま学生たちと、飲み会ということで、進んで飲んでるわけではな

いんですけども、行ったときに見かけた事例で。それからあと、学生の中で劇団をやっている学生も

いまして、その劇団でこのようにですね、聴覚障がいの方が見に来たときに芝居をより楽しんでいた

だけるために、先に台本を渡して読んでもらっていると。場合によってはいろんな形で説明をしてで

すね、書いたものを見せて説明をして、こういうような芝居ですというようなことやっているという

ような報告がありました。

そして、その他のところでは、これも、若い人といろいろな意見交換しながら書いたものなんです

が。７ページのところになりますが、いわばマニュアルと言うんでしょうか。ここでは、対応とか対

応指針というものを作成するというようなことで、これが、まあ、マニュアルというものになるかど

うかちょっとよくわかりませんが、そういうものができると、かえって対応が画一化したり、気持ち

の入らない対応になるんではないかというような懸念を若い人から多数聞いたものですから、そうい
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うように書かせていただきました。

学生たちはバイトをよくしておりまして、マニュアルがあると、どうしてもマニュアル以外のこと

は「やりません」とか「できません」っていうことになってしまうということで、脱マニュアルとい

うのが、マクドナルドでないところでも進められてるとこでございますが、そういうことでございま

す。以上です。

リーダー：はい、ありがとうございました。続きましてヤマダ介護さんお願いします。

合同会社ヤマダ介護：はい。ヤマダ介護です。よろしくお願いします。従業員のみんなと障がいのある人へ

の配慮の事例を、あんまり時間がなかったんですけど、話し合って出た主な３つな例で、ちょっと読

み上げさせていただきます。

全身性麻痺、車イスの方への配慮の事例です。市川市行徳にて 100 円ショップの店舗が２階にあり、

１階階段の下で、ヘルパーが商品を口頭や写真で、スマートフォンとかですね、で説明しているとき

に、１階のスーパーマーケットの店員の方が「荷物用のエレベーターならあるので、使用しますか」

との声かけをしていただきました。それで、ご本人とても、満足して自分の目で見て買い物ができた

と喜んでいました。

同じく、全身性麻痺、車イスの方ですね。浦安市に外出してって、浦安市に帰宅してきたんですけ

ども。バスも電車もなくて、タクシーに乗ろうとして、車のトランクに車イスを入れようとしたんで

すけど、入らないんですね。それで、２台ほどちょっと乗車拒否されましたけども、最後にもう１台

ちょっと止めてみようということで止めましたら、その運転手さんがロープとかで、こう、うまく説

明できないんですけど、トランクのふたを閉めていただいて、さっと帰宅することができて、とても

助かったとおっしゃってました。

あとは、視覚障がい者の方への配慮の事例で、浦安市の、とあるカラオケボックス来店して受付し

たんですけども。白杖か、ヘルパーさんなのかわからないんですけども。「普通の部屋も空いている

けど、あと５分、10 分するとトイレのとなりの部屋が空くけど、どうされますか」という声かけを

していただきました。その視覚障がい者の利用者さんは、トイレにはご自分で行きたいということで、

ちょっと弱視なんで見づらいんですね。それで、とても助かったとおっしゃってました。以上でござ

います。

リーダー：はい。それでは、続きましてベイシティさん、お願いします。

東京ベイシティ交通株式会社：はい、東京ベイシティ交通です。浦安市内を走るバス会社ということで、い

つもご利用いただきましてありがとうございます。バスに関して言いますと、いわゆるノンステップ

バスと言いますか、段差のないバスですね。こちらのほう、通常の一般路線の割合でいきますと 65

パーセントほど導入をさせていただいております。コミュニティバスにつきましては 100 パーセント

導入をしております。ただノンステップバスというのは、運転手さんの左側のところが低くなってい

ますので、大変に混雑しているようなときですと、そこももうお客様が入ってしまって、逆にその左

側が運転手さんからは全く見えないという。ちょっと、そういう運転手さんのほうの声もあることは

あるんですけども、利用面では、そういった意味で 65 パーセントほど、今導入をしているというこ

とです。

それから、先ほど来、車イスの関係でもいろいろお話しがありましたけども。今回、車イスの乗降

時の時間を短縮するということで、これは、当社がということじゃなくて、自動車の業界のほうで、

新型車両からは反転式のスロープ板に今度は変えるということです。

ちょうど、バスの真ん中ら辺に車イス乗せるときに、引っ張ってあげたり、こっちから蛇腹式とか、

今でもいくつかあるんですけれども、今度は、床板をそのままこっちへ、こう、取るような反転式の、
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スロープ板ってのができるんですが。随時そちらに変えていく。あわせて車イスにつきましても、固

定する留め具を、もうちょっと簡素化したものを順次入れていくということを考えております。

それから、もう一つ、そういった車イスを利用される方を、優先して、乗車をさせるということで

すね。それから、運転席には、筆談具が置いてありますよということであります。以上になります。

リーダー：はい、続きまして浦安警察署さん、お願いします。

浦安警察署：こんにちは、浦安警察の生活安全課です。よろしくお願いいたします。警察のほうでですね。

ハード面につきましては、障がい者用のトイレ。あと出入り口のスロープが設置されております。あ

と今年に入りまして出入り口の階段に手すりを設置させていただきました。

あと、職務上いろいろ障がいをお持ちの方と接する機会が職務柄あります。その人の要望に応じた

聴取を心がけるようにしておりまして、必要に応じて関係者からもお話しを聞いて、どういうことを

望んでらっしゃるのかということを把握した上で対応するように心がけております。以上です。

リーダー：はい。ありがとうございます。では、次、民生委員さんお願いします。

浦安市民生委員児童委員協議会：はい、こんにちは。民生委員です。今日は代理で参加しました。民生委員

は、どちらかと言うと高齢者の方たちとの対応が非常に多いんですけども、ちょうど今の時期、市の

ほうから 77 歳以上の方のお祝いのものをお預かりして、個別で訪問してるんですね。それで、去年

までお元気だった方が、具合が悪くて車イスになられたり、１人暮らしの方が１人で住めなくなって

ホームのほうに行かれたっていう方が年々なんか増えてるなと感じます。今は健康でも、いつ障がい

者となるかもしれないっていうのを、すごく実感しております。今日のこういった事例を持ち帰って、

みんなに発信していけたらなと思ってます。ありがとうございます。

リーダー：はい、それでは、続きまして介助グループあいあいさん、お願いします。

介助ボランティアグループあいあい：介助ボランティアグループあいあいです。私ども、前回申し上げまし

たように、高齢者とか障がい者の介助を主たる活動としておるグループです。

ですから、皆さん方のように、職場があるわけではなし。ボランティアセンターを拠点にした活動

が多いために、１番目のような事例はちょっとここへご紹介するようなものがないためにですね、割

愛させていただいております。２番目の、障がいのある方への対応で困ったこと・悩んだことってい

うところで、１点掲載させていただきました。これも読んでいただければ、おわかりの通りなんです

けど、障がいがあることがわからないために、配慮に欠けて困ったというような事例は多々あるわけ

なんですね。

これは、視覚障がいの方は白杖という、障がい者ですよっていう目に見えるものがあるわけですけ

ど、弱視の方なりですね、持つのが嫌だっていうことで、白杖を持ってないとですね、お手伝いしよ

うとしてもできなくって困ったという事例は、私どもの会員の中でも、多々声が出ております。

身体障がい者の方についても、車イスに乗っておれば、お体がご不自由なんだなということでわか

るわけですけど。自立目的とかで、なんらかの形で乗ってみえなかったりとかですね。あるいは、障

がい手帳持ってみえても、障がい手帳をぶら下げて歩いてるわけでもありませんので、気がつかなく

って配慮に欠けたというような事例も会員からは報告を受けております。

そういうことで、２番目のところにありますように、「お手伝いしましょうか」というボランティ

ア精神を全面に出してやっても、その方が自立目的で努力して見えると、その声がけがいいのかどう

かということで悩むという声も日常聞かれておるということで、対応をどのようにしていったらいい

かということでは、苦慮してる面が多々あるという。こういうふうな内容のご報告しかできませんけ

ど以上でございます。

リーダー：はい、ありがとうございます。では、続きまして、いちょうの会さん、お願いします。
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いちょうの会：はい。すいません。いちょうの会です。私どもの会は、どちらかと言うと、いつも言ってお

ります通り、なかなか外へ啓発しにくいグループなんですね。というのは、目に見えてわかるもんじ

ゃなくって、やっぱ精神面とか気持ち。心の中の変化が多いものが多いので、そういう点で家族でも

当事者を扱うのに手こずってる場合も多いという話をお互いにし合っておりますので、こうやってこ

こに、何人かの方の、書かせていただきましたが、働いているって言っても本当にごくごく僅かで、

あとは親の手かかるというものが多く、また年齢的にもばらばらですので、なかなかこういうとこで

発表させていただくには、ちょっと遠慮がちかなみたいなとこあります。

ただ、皆さんの声かけ、こうやって、会があっていろいろ、お手を差し伸べていただいております

が、やはり私自身思うのは、こういうことは学校で、小さいときから、こういう人たちには親切にと

いう家庭教育が大事かなと思いました。あとは、すみません。ここに書いてあるのをお読みいただけ

ば、少しはおわかりいただけるかなと思っております。

リーダー：はい、ありがとうございます。それでは、トパーズクラブさん、よろしくお願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：トパーズクラブの足立です。だいぶ前に書いたことなんで、そこ

に書いていることをお読みいただいて、大部分がその権利に関することなんで、ここでは省略させ

ていただきたいと。それで、ちょっと申し上げたいことは、障がい者の権利に関する問題で、差別

解消、そういう問題についてちょっと話をしたいんですけど。

先ほどからちょっと言われてる合理的配慮。合理的配慮の不作為を公的機関で禁止っていうことに

なってるんですけれども。この厳しさがですね、残念ながら、浦安市障がい事業課はよくわかってる

んですけれども。さっき、どなたかがおっしゃったように、どうもそこを浦安市役所の中でも、外行

くと全然違ってしまってると。要は、具体的に、つい最近２週間ほど前に経験したんですけれども。

浦安市の、新しい新庁舎を建てるときのユニバーサルデザインについてのディスカッションの過程

で、そういうことをはかりましてね。一応決まった、点字ブロックについて、それをちょっと解消で

きないかって。まあ、それはすごく軽い気持ちで聞かれたのかもしれないですけども、そういうこと

は非常にがっかりする。市役所の職員の方は合理的配慮の、不作為が禁止されてるっていうことがよ

くわかっておられないんじゃないかと。それを強く感じるわけですね。

それからもう一つ、皆さんいろいろおっしゃって、特に今いちょうの会さんのお話しでもあれなん

ですけども、障がい者についての理解っていうのが、非常に足りないと。視覚障がい者がどういうこ

とに困ってるかっていうことについても、理解非常に足りないと。こういうことがありました。

総合福祉センターのところにプランターがある。それで、我々の会員で、ゆうあいでマッサージや

ってる人がそこを通って、そのプランターの位置を白杖で叩いていくことによってわかるんだけど、

そのプランターの位置が変わってしまったのでわかんなくなってしまう。で、これ早速障がい事業課

に相談したら、皆さん、一緒になって出てくれて直してくれたんですけども。そういうことなんです。

それで、その点についてですね、市役所の職員、それから皆さんにちょっと理解していただきたいの

は、やっぱり障がい者ってのは、どういうものかって。どういうことで助かるのかと。

それで、去年お話ししましたけれども、僕あんまり、オリエンタルランドさんを誉めるつもりじゃ

ないんですけれども。ディズニーの、イクスピアリの入り口のところに、ずっと、点字ブロックがあ

るんですね。それで、そのイクスピアリの入り口のとこの一番いい場所に、JTB のカウンターがあっ

て。JTB のカウンターがお客さんがたくさん来ると、そこにその荷物を置いて、カウンターで受付や

ってると。だから点字ブロック通れないわけですよ。私はしばらく放置しておいたんですけれど、こ

のままでいいのかなとか思って、センターの、受付の女性のところに行って、「ちょっと、あれは困

りますよ」って言ったら、「あ、大変失礼しました。すぐ直します」って言って、帰りには、もう直
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っていたんですね。それで、そのあと、翌日か、オリエンタルランドだと思いますけども、責任者の

方から電話関わってきて、「申し訳なかった」ということだったんですね。

さっきのオリエンタルランドさんの話しでは、具体的にそういうお話しはなかったんで、私のほう

からしますけれども。それからしばらく間をおいて、１か月ぐらい経ったんですかね。JTB のカウン

ターが移ったんですね。つまり、一番いい場所が、ちょっとずらさないように移った。だから、その、

点字ブロックを守って、その障がい者の権利を守るための合理的配慮を、民間企業がそこまでやって

くれるという。それに対して、浦安市はまだそこまでの工夫がまだできていないんじゃないかという

感じがします。

今、ちょっと、リーダーにもお話ししましたけれども、視覚障がい者はいろんな面で今、たとえば、

総合福祉センターの部屋を借りるのも、全くほかと条件は同じで、競争して取るっていう格好になっ

てますけれども。視覚障がい者が１か所に集まるっていうことというのは非常に難しいし、それから

それを連絡するっていうのは、音声 CDで会報で流すしかないんですね。

集まる場所をくるくる変えるってことはできないし、ほかの、健常者の方や晴眼者の方が、いろん

な場所に、老人センターとか公民館とかそういったところに移動することは簡単なんですけども、

我々は、そんなことできないです。だから、そういったことについての合理的配慮を、これからして

いただかなきゃいけないので、やっぱり相当のことを、やっぱり皆さん覚悟していただかなきゃいけ

ないと、そういうふうに私、視覚障がい者の会として痛感しております。以上です。

リーダー：はい。ありがとうございました。先ほども、認識の部分ってお話しをいただきましたんで、そこ

の意見を重々受け止め、私どもとしても、運営をしてもらいたいと思っております。それでは、聴覚

障害者協会さん。

浦安市聴覚障害者協会：聴覚障害者協会です。この文書を出すの遅くなって申し訳ありませんでした。今

日、皆さんにお配りするという形になってしまいました。申し訳ございません。

１つ目は、筆記で、かきぽんという筆談のときに使うのがあるんですけれども。わかりやすい簡単

な資料を、かきぽんというのを常設していただけるということと、あらかじめ資料など内容がわかり

やすいものを用意してくださっているということ。それから３番目の、音声会話が不自由な人のため

の、タッチパネルが用意してあるということが助かります。ただ大きな病院の場合には、呼び出しが

番号で表示されるんですけれども。診療所などの場合は、番号で表示がないので、いつ呼ばれるか、

私はわからないので、大変不便を感じます。

聴覚障がいの、私が耳が聞こえないっていうことをわからないということで、わからないんですけ

れども、突然、声をかけられたりとか、あと、マスクをかけてお話しされると、ちょっと、こちらも

口の動きもわからないので困ってしまうという場面があります。

バス、タクシーなどに乗る際なんですけれども、「降りるのはどこですか」っていうのに、こちら

がお答えしなくてはいけないんですが、そのときに、声でお答えすると、ちょっと通じにくいときが

あるので、何か、こう、書くものを用意していただけるとありがたいと思っています。

それと、インターネットと、クレジットカードでの申請をするときに、通訳の人にそれを電話でか

けてお願いするんですけれども、そのクレジットカード会社からは「本人がかけてください」と言わ

れるんですね。でも、私は電話はかけられないので非常に困っています。

その他のところなんですが、放送が私は聞こえないので、字幕をつけてほしいと思っています。法

律が施行されて、聴覚障がい者への理解が広まるのか。そのあたり、どのような配慮があるのかとい

うのが、ちょっと心配なところです。

就業の、働いている障がい者。たとえば、面接のときにコミュニケーションがとれない。そのため
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に、仕事に就くことができないという意見の人がいっぱいいます。手話ができる人を置いてほしいと

思います。それと、警察とか、官庁、役所。公共の施設に手話のできる人がいていただけると助かり

ます。突然、警察に行っても、ちょっと、通じないときがあって、手話通訳の人を呼ぶとなると時間

もかかってしまうので、はじめから、手話通訳を設置していただけると助かります。

それと、習いごと。たとえば、お花とか、習字とか、パソコン教室とか。毎週、習いごとで通いた

いと思うんですけれども、通訳が一緒に通えるようにしていただきたいと思います。そういった面を

どうかしていただければ、ありがたいです。

手話サークルとか、何かイベントのときに、講演会とかがあるんですけれども、そういったときに

通訳を依頼しても断られるということがあるんですね。要約、手話通訳があるからということで、サ

ークルが依頼しても断られることがあるんですけれども。サークルの中には、ろう者とか、中途失聴

の方もいらっしゃるので、サークルからお願いしても許可していただけるようにしていただきたいと

思います。

ろう者も、聞こえる方たちと同じように、泣いたり、一緒に応援したりとか笑ったりとかしたいの

で、そのためにも、ぜひとも、情報保障、手話とあと、スクリーンによる要約筆記などの配慮いただ

けると助かります。

リーダー：はい、ありがとうございました。それではサブリーダーのほうからお願いします。

サブリーダー：浦安手をつなぐ親の会です。うちのほうの定例会がちょっと、だいぶ遅くあったもので、

皆様のお手元に資料は配布できませんでしたけれども。すごく難しい話ではないので、聞いていた

だければと思います。

重度障がい者の場合は大抵、親子で歩いてます。それで、当事者は、別に皆様の視線とか、そうい

うのあんまり気にならないんですが、親にとって非常に、じろじろ見られる、特に、低学年から幼児

の子たちにじーっと見られるというのは、普段は、耐えられても、やっぱり耐えられないときがある

ので、やっぱり理解をさせてほしいということですね。

それと、これは警察との関わり合いだと思うんですが、最近、知的障がいの子って、こうすごく気

になること、じーっと見たりとかするんですね。そうすると、その視線を感じて、すぐ警察に通報さ

れてしまうっていうことがあるんです。そうしますと、警察の方がいらしても、ご近所の交番の方と

かですと慣れてるからいいんですけれども、全然知らない方がいらして、大きな声や手を捕まえると

いうか、拘束されるってことが、非常に障がい者にとってはパニックになってしまうんです。

それで、パニックを起こしてしまうと、それがおさまるまでは、とても手がつけられない状態にな

ってしまうんですね。ですから、やっぱり声かけっていうのは、大きな声ではなく、普通の声、トー

ンで優しく聞いていただきたいと思います。それで、あまり手をつなぐ、つかむとか拘束、押さえつ

けるってことじゃないかもしれないんですけれども、やっぱりそういうのが非常に、知的障がいの子

にとっては、とてもつらいことですので、親のほうにすぐ連絡来てそれまでに、落ち着けばいいんで

すけれども。

一応事例としておっしゃった方は、知ってる方だったので、別に、呼び出してどうのこうのってい

うことではないんです、けれども、障がいのこと、子が落ち着くから、お母さん来てくださいってい

う電話があったっていうことはあったんですけど。やっぱり、地域に住む障がいの子たちを、交番の

方は大変だと思うんですけれども、少しでも理解をしていただければと思います。

それと、親が望むのはですね、わざわざ法律で成立させなくても、普通に接してほしい。それが願

いです。差別解消法も、たとえばそうですけれども、国連の権利条約を批准しましたから、その法律

が施行されて、いわゆるそれで今までやったことを国が国連に報告しなくてはならないということが
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あるんですね。ですから、非常に親も、障がい者も勉強しなくてはならないことが、たくさんあると

は思うんですけれども。

私が子ども育ててるときは、なんのサービスもない時代でした。ですから、親が全部やらなくては

いけない時代。今は、サービスが非常にあります。あり過ぎるから、ちょっとわがままになってるの

かなっていう感じもします。本人にも、それから親も。それはちょっと一方的な見方かもしれません

けれども、お互いに歩み寄るところが非常に大切ではないかなと思います。以上です。

リーダー：はい。じゃ、自閉症協会さんお願いいたします。

浦安市自閉症協会：浦安市自閉症協会です。事例って言ってもちょっとあげられなかったんですけども。

話はいろいろ聞くんですけれども、直の話よりも、又聞きの話がやっぱり多くなってしまって、自

閉症協会の会員自体がっていうのは、やっぱり少ないんですね。

それなぜかって考えると、やっぱり会員なってる人たちっていうのは、子どものこと、割と気にか

けてる人たちだったりするので、やっぱり子どもと行動することが多かったり、サービスを受けてた

りっていうことが多いので、大きな問題なることがやっぱり少ないのかなって思うんですね。

それで、どちらかと言うと、サービスを受けていない、だから、割と軽度の人たちとか、そういう

ところにもしかしたら問題が起きやすかったりするのかなっていうふうには思うんですけれども。自

閉症協会っていう中では、直の事例っていうのは、そういうのはあがりにくいっていうのが正直なと

ころです。

それで、よく障がい者側は、障がいについて知ってほしいっていうことをよく言いまして、発達障

がいについても、もう、何年も前にずっとやっているんですけれども。最近、私、思っているのが、

特に、重度の人は、見るからに知的障がいを持ってたりするので、見てわかるっていうのもあるんで

すけども。軽度の人の中には、やっぱり、障がい者っていうレッテルを張られたくないとかそういう

目で見られたくないとかいう方もいらっしゃて、だから、そこにその矛盾が出てしまう。

障がいについて知ってほしい、理解してほしいって言う割に、障がい者として見られたくないって

いう思いがある人もいて。そういう人たちに対しては、とても周りの人困るんじゃないかなっていう

ふうにも、ちょっと思ったりするところがあるんですね。

それで、知識として持ってほしいっていうのは、もちろんなんですけれども、やっぱり助けがほし

いのであれば、障がい者側のほうも、「こういう事情でできないので、こういう手伝いをしてほしい」

っていうことを、やっぱり言ってくべきだなっていうふうに私は思っています。ただ、知的にある人

たちとか、発達障がいの人たちっていうのは、その説明も難しくなってきたりするので、そこの工夫

っていうのもやっぱり、サポートする側の知恵っていうのも必要かな。

先ほど枝川さんがおっしゃったように、やっぱり、障がい者だからやってくれとか、してくれって

いうばっかりじゃなくて、障がいを持ってるほうにも、その障がい者サポートする側にも、工夫とか、

それを、共有していったりっていう情報交換みたいなものが、やっぱり必要なのかなっていうふうに

思います。

先ほど脱マニュアルっていう言葉が出て、本当にそうだなと思うのが、発達障がいっていうのが数

年前にこうブームみたいになったときに、知識として知ってもらう機会は増えたと思うんですけれど

も、やっぱり発達障がいと言っても、大体が知的障がいと２本柱なので、その割合というか、知的に

すごく重いけど、発達障がいの部分はとても軽かったりとか。知的障がいは軽かったり、なかったり

するんだけど、発達障がいがとっても重くて、ものごとの考え方にとても偏りがあるとか、いろんな

人がいるんですね。なのでそこに、本当に知識だけで対応されると、なんだか違うぞっていう問題が

とっても起こってしまうんですね。
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なので、本当に脱マニュアル。知識を入れた上で、その人の感性っていうんですかね。人とのつな

がり方とか、本当に基本的な、障がい者だからとかいうよりも、人として、人と接するときにはこう

いうことが必要だとか、思いやりとか。そういうとこが、とっても必要になると思うので、知識とし

てとか、知ってほしいっていうことと同時に、まず人間として、どういう振る舞いをするべきなのか

っていうようなことを、普段、学校教育とかでも同時にしていくことが、とっても大事だなと思って

いて。それは社会全体にもそうかな。

障がい者には、障がい者だから、とかだけじゃなくて。障がいっていうのは、その人のすべてでは

ないので、その人の、特性の一部というか。なので、そこのところを忘れないようにっていうのを、

親もなんですけれども、障がいだけに覆ってしまって、その子自身を見なくなるようなことをしない

ように、気をつけなければいけないし、接する機会多かったりする方も、そういうところを、一番大

事に思っていかなきゃいけないのかなっていうふうに思います。

あと、具体的なことですと、療育手帳のことなんですけれども、バスとか電車乗るときに、割引と

いうかあるんですけれども。特にバスなんかベイシティさんなんかは、半額なるのはわかっているん

ですけれども。本人の自立ということで、PASMO で１人で今、乗る練習をしているんですけれども。

やっぱり療育手帳本人に持たせることはできないんですね。物の管理が苦手だっていうこともあるん

ですけれども、そこでバスに乗るときに行き先を伝える。その前に、時計を見て、時間を見て、どの

バス乗るかを決める。そして、バス乗るときに行き先を告げるとか、手順がすごくいっぱいあるので、

それを全部忘れないようにして、その上で手帳を出すっていうことやると、もう、とっても大変な作

業になってしまうので、そこは、使わないようにしてるんですね。

ですけれども、手帳を使うっていう、サービスが使えるんであれば、そういう１人で乗ってる子も

多いと思うので、手帳を直に使わなくてもいいような、なんか工夫があればいいなっていうのは、ず

っと思っています。手帳にかわるような、PASMO に印をつけるとか、シール貼るとか。なんかそうい

うのができたら、ちょっと嬉しいかなっていうふうに思います。以上です。

リーダー：はい、ありがとうございました。すみません。進行がうまくなくて、お時間をだいぶとってい

ただきました。それで、今日、本人部会の皆さんお見えになっていただいてて、この議題について

は、これずっと、この部会もはじめ、自立支援協議会全体で考えていくことだというふうに思って

おります。それで、今日、本人部会の皆さんのほうから、ご意見等々いただければと思います。Ａ

委員さん。お願いします。

本人部会Ａ委員：本人部会のＡと申します。私の認識では権利擁護ということですから、私ども障がい者

の権利内容について聞いてくれるものと期待して今日出席しております。

もう時間がないから要点だけ申し上げますので、あとで、ご回答いただければありがたいと思いま

す。まず、ここに案内書をいただきましたが、本人部会の人が会議出席させるかさせないかについて、

事務局が権限があると書いてあります。一番最初の案内のところに。少なくともそれは、いくら事務

局と言えども、依頼されてる範囲を超えてると。権利乱用だと思います。しかもその目的が、障がい

者差別解消法を議題になってると。そこでやる以上、これは明らかな差別だと思う。その点をご検討

いただきたいと。

その次に、説明があったうち、市の建物を建てるのに、いろいろ配慮してくださってるということ

なんですが、これは、いつの時点でこの文書作成されたのですか。聞くとこによりますと、点字ブロ

ックがあると。それを一部取り外してくれという指令が、９月８日にあったようです。点字ブロック

があるのは、ある目的のところに行くためにあるはずです。それを取るということは、いろいろ配慮

されてると書いてありますけど、それは事実と違うと思いますので検討をしていただきたい。これが
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事務局に対してのお願いです。

それから権利擁護部会さんにおうかがいしますんですが、まず、こういう本が、市のほうから発行

されています。『障がい者福祉ガイドブック』と。それで、ここに、「視覚障がい者を除く」と書いて

あれば、この本はいいと思いますが、視覚障がい者。これ見て、この内容がわからないわけなんです。

見えないわけ。見えないものを持ってきておいて、いいんだということは、ちょっと、おかしいんじ

ゃないかと思います。

そして、なおかつ、目が悪いから、拡大読書器を補助で買えますよというときに、他の自治体では、

パソコンに取り込んで、字を拡大したり、音声で聞くという制度があるから、パソコンもそれで対応

でいいんじゃないかということを、トパーズの会を通して聞いていただいたら、それは駄目だという

回答なの。ところが、この文章には、パソコンがどうのといろいろ書いてあると。実際、あれはパソ

コンは、補助なんかの対象外ですと。拡大読書器をしなさいと言ってながら、この文書を書くことは、

言ってることが、いいとこどりじゃないかということが思います。

それから、このガイドブックが出ております。その中に老人クラブってのが書いてあって、現在

46 あるということなんですが、障がい者が使えるのは一つもないと。ここら辺のとこは、配慮をお

願いしたいと。

それから、私が、移動支援の手続きをとりまして、市のほうから、600 時間 OK ですよということ

をもらいましたので、社会福祉法人にそのことで相談に行ったところが、受けることができないと。

拒絶されたということで、これから、おうかがいしたいのは、居宅介護、同行援護、行動援護、重度

訪問介護、移動支援について、各々、指導の要項があるのかどうなのかを教えていただきたいと。そ

して、その内容に、申請するときに、欠格条件が入ってるのか。許認可の取り消しが入っているのか。

それから、取り消しする場合にはどうするんだということは、その条項に入ってるのか。それから、

これは一般的に公務員になれば、悪いことした場合は、警察に届けなさいと。ただし、罰則規定がな

いから、実際はそれをしないで、逆に、そういう、違法行為をしてる恐れがあるんで、そういう条項

が入ってるかどうか。それについて、すみませんがもうお時間ないからまとめてあとで回答いただき

たいんです。以上です。

リーダー：はい、ありがとうございます。後日事務局のほうで回答させていただきます。続きましてＢ委員

お願いします。

本人部会Ｂ委員：本人部会委員のＢです。東京ベイシティバスさんにおうかいがいしたいんですが、車イス

で乗車した際に、「身体障害者手帳を見せてください」と言われるんですが、私たちの中では、差別は

してほしくないです。障がい者の皆さんがおっしゃっているように、一緒になって活動していきたい

ので、そういうのがなくても乗車できるようにしてほしいです。「ないです」とおっしゃると、どうし

ても「次回は持ってきてくださいね」とか、「次回は、お持ちください」と、言われてしまうことが多

く。だとすると、乗れないんですか、それがないと乗れないんですかって話にもなってきてしまいま

すので、そういうシステムの解消をしていただきたいのと、身体障がいを抱えておりますので、スロ

ープがないと乗れないんですね。運転手さんによっては時間がなかったりすると、「乗っけられて乗る

ことできませんか」とか、もしくは、「スロープ出すのは、面倒くさいから、また入れちゃっていい」

って言われたこととかも多いので、本当にスロープというのを出していただけるというのを徹底して

いただきたい。っていう２つなんですけれども、お時間がございませんので、あとでご回答いただけ

たらと思います。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。じゃ。では、東京ベイシティ交通さんお願いいたします。

東京ベイシティ交通株式会社：はい、いろいろなご意見ありがとうございます。東京ベイシティ交通です。
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先ほどの中で、②のほうの、困ったり悩んだりしたほうの事例のところを、言い忘れましたというか、

抜かしましたので、先に補足をさせていただきたいと思いますが。

バス会社ですので、時間帯、系統により、満員時、特に車イスの利用者を乗せることができないとい

うようなことがどうしても出てしまいますので。現在、混雑時、緩和のためには、土休ダイヤの見直し

をおこなっています。ここには書いてありませんが、大体 10 月ぐらいを目途に、今、考えているとこ

ろであります。先に、土休のほうが本数が少ないので、そちらをやってから平日ダイヤの見直しを考え

ておりますので、極力、そういった、満員のところの台数を多くして、多くの方にご利用いただくとい

う、ダイヤの見直しを今、考えております。

同じようにあわせて運転手さんの対応について、これも、いろいろ皆様のほうからの苦情をいただい

ております。現在、社員教育として昨年の 10 月から、安全サービス研修という名目で、今年、今９月

いっぱいのステップ１から４まで、各自が４回ほど、そういった教育受けながら、ハード面だけじゃな

くてソフト面についても、皆様からいろいろなクレーム等が来ないようにということはおこなっており

ます。ただ、その辺につきましては、なかなか浸透しないといった実例もありますので、しばらくは、

時間をいただきたいと思います。

それから、先ほどいただいた、手帳の関係ですとか、通知の関係とかも、ちょっと絡みがありますの

で、それについてはまた後ほど対応させていただきたいと思います。ありがとうございました。

リーダー：はい、ありがとうございました。では続いてＣ委員お願いします。

本人部会Ｃ委員：すいません、本人部会のＣです。前、ベイシティのバスを使ったときに、私、通勤のとき

に、バスのステップが出なくなってしまって、30 分乗れなかったんですね。ほかのお客さんの目も

だんだん気になってしまって、代車を乗せ、持って行ってもらうまでに 30分かかってしまったので、

ほかのお客様に申し訳ないなと思ってしまったのと、自分がそのバスに乗る権利とどうなっていくの

か、すごいちょっと何分間の中で気持ちが、すごく悩みました。そのときの、もう少し早い対応を考

えてほしいです。つたない言葉ですいません、ありがとうございました。

リーダー：では東京ベイシティ交通さんよろしいでしょうか。

東京ベイシティ交通：はい、東京ベイシティ交通です。すみません、いつもご利用ありがとうございます。

また、不愉快な思いをさせて大変申し訳ございません。

先ほどもお話ししましたが、今いろいろな意味で、交通産業といいますか、車をつくるほうの事業

母体もですね、そういった障がい者の方に対しても、できるだけ、簡易化、時間を短縮ということで、

先ほども言いましたが、引き出すやつじゃなくて、今度は、ボディのところの床からすぐパッと引っ

張るような、そういった今、工夫もして、当社としても、新車につきましてはそういった、車を入れ

るようにしておりますので、大変ご迷惑かけて申し訳ございませんけども、順次見直しをしていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

リーダー：はい、続いては、Ｄ委員お願いします。

本人部会Ｄ委員：本人部会Ｄと申します。先ほど浦安のバスの回数券と、カードの変更の件なんですよね。

以前、回数券を配られて、該当者に書類で取りにきてくださいと。それがカードに変更になって、レ

シートがないとカードは発行しませんということになってるんですね。ちょっと考えると、職員の手

間が増えてるわけですね。カードをもらうには、領収書がいると、発行した署名の。障がい者は、も

う、最初っからわかってるんですよね。だれそれがカードもらう人か。わかってるって、それで、通

知も出してるのに、証明書がいると、カードを発行した。ま、最近障がい者の方が増えるってことで、

各自治体もそういう方針でやってるんでしょうけど。どうも職員の数が増えるような方向に持って行

く。それで、障がい者の福祉のほうは、減らすという意向があるみたいですね。
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先ほど障がい手帳を出すのがちょっと面倒な方も、いらし。それで、以前に回数券で済ませれば、

回数券だけで、手帳を見せることなく乗れるんじゃないかと。

サブリーダー：いや、乗れないです。

本人部会Ｄ委員：回数券を持ってる方も、高齢者か障がい者か、浦安の場合ね、どっちかなんですよね。

サブリーダー：でも、乗れません。

本人部会Ｄ委員：でも、乗れないんですか。

サブリーダー：はい、療育手帳がないと乗れません。

本人部会Ｄ委員：バスが認定すれば、乗れるでしょ。

サブリーダー：療育手帳がないと乗れません。

本人部会Ｄ委員：乗れないですけど、違法で、それが、健常者が持ってる場合もあるけど、券を持って。だ

から借りられるってことでしょ。県の発行だ。

サブリーダー：いや、一応、障がい者はみんなもらってますけれども、さっき、おっしゃってたように、１

人で乗る場合は、ほとんどのお母さんがそのまま払わせてます。結局、療育手帳を本物を持たせるっ

ていうことは、失くした場合の発行とか、非常に、手続きが面倒くさくなってしまうんです。ですか

ら持たせられないから、結局現金で払うしかないということで、割引は使わせないで払っています。

それが現実です。

本人部会Ｄ委員：だから、バス会社が回数券があるだけで、療育手帳を見せなくても OK だと言えれば使え

るわけですね。

サブリーダー：そうですね。ただ。

本人部会Ｄ委員：それは、条例で決めりゃ。どうして決めるんですか。

サブリーダー：：やっぱり国。

本人部会Ｄ委員：国って別に条例が、浦安市が決めればいいことじゃない。

サブリーダー：いや、それは、ちょっとどうですかね。JR が半額になったのも、ものすごい何年も運動し

て、やっと半額になったんですよね。それで、今、子ども用 Suica っていうのがあるんで、できれば

それを結局、障がい者にやってくれないか。そうすると、それだけでピッとすれば、半額のいわゆる

割引料金で通れるわけです。だけど、これは国会承認とらなきゃ絶対無理だと思うので、非常に難し

い問題なんですよね。ですから、本物の療育手帳を持たせなくても済むんだったらばいいんですけれ

ども、私も何年もずっと権利部会に入ってますけど、前から、ベイシティさんと、それから浦安市で

話し合ってもらえませんかっていうことは、投げかけてはいるんですけど、やっぱり法律的なことも

あるんで。

本人部会Ｄ委員：条例で済む話じゃないですか。

サブリーダー：はい、いや条例では済まないんですよね。

本人部会Ｄ委員：どうですか。事務局。

事務局：はい、障がい福祉課です。市だけで解決できる問題ではなく、やはりバス会社というのがあります

ので、その辺での連携というのは必要になるかと思います。

本人部会Ｄ委員：もちろんそうですね。

事務局：はい。

本人部会Ｄ委員：なら、バス会社とやっぱ話しあってもらって。

事務局：そうなります。

本人部会Ｄ委員：浦安とバス会社、２か所でいいんでしょ。この２件が解決すれば、国は別に構わないんで

しょ。
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事務局：割引のときの提示の要件になりますので、基本的には、バス会社との話し合いというのが、一番か

なというふうに思っております。

事務局：障がい事業課です。以前から、障がい者当事者団体の皆さんからのご要望として、検討している事

項です。それで、バス会社さんのほうとも相談させていただいておりますが、バス会社さんのほうか

ら国のほうへの届け出なんかもあるようですので、両者の２者の話し合いだけでは済まないというこ

とで、こちら、継続的な課題として受け止めて、引き続き話し合いしていきたいと思いますので、時

間かかりますが申し訳ありません。

サブリーダー：よろしくお願いします。

本人部会Ｄ委員：あと、さっき言ったように、回数券からカードに変更になったときに、領収書の提示がな

いとカードをもらえないっていうのを改善できますか。

事務局：申し訳ありませんけれども、今、制度上、その 3000 円分、入金いただいたものの確認書類を持っ

て IC カードを発行してるというようなことでやってますので、それについては今すぐ、回答を出す

ことは難しいので、今後個別に対応させていただければと思います。

本人部会Ｄ委員：：わかりました。

リーダー：はい。では、議題のほう、今後とも、今日、本当に盛りだくさんにしてしまいましたことを、進

行もうまくいかず本当恐縮でございました。ちょっとお時間かかってしまいましたけど、ただ、これ

は、ずっと続くことですので、今、本当に、いろいろいただいたお話しを受けながら、私どもは、こ

の事業者側としても、また、行政も、共にですね、それから、当事者の皆様方とこの合理的配慮とい

う視点で取り組んでいくこと、そこが大事だと思っていますので、継続的に、こういう場で話しをさ

せていただければというふうに思ってます。

では、お時間が、だいぶきておりますので、市のほうから、イベント等々のお話しをさせていただ

きますので、事務局のほうへお渡しいたします。

事務局：事務局障がい事業課です。議題１資料２ということで、市役所内での配慮に関する事例等について、

アンケート調査とヒアリング調査を８月に行いました。ここにありますとおり主だったアンケート結

果の内容は物理的環境への配慮の事例、意思疎通配慮の事例、ルール・慣行の柔軟な変更の具体例と

いうところで掲載しておりますのでご覧ください。

全部署の職員集めてヒアリングをしました結果、主だったところとしまして、やはり合理的配慮と

いうとこ、どこまで配慮をしたらいいんだろうか。あと、今まで、委員の皆さんからもありました通

り、障がいによってそれぞれ配慮をしてほしいところだったりというのが、やはり異なりますので、

ご本人、当事者の皆さんからも、ここを助けてほしい、ここをこうしてほしい、そういった、お声が

ほしいなといったところがご意見としてありました。

あとは 1000 人超える職員が浦安市役所もおりまして、障がい福祉を経験しない職員もたくさんお

ります。ですので、やはりガイドライン的なものや、マニュアルといったものがほしいといった声も

ありました。ただ、危惧されますのは、先ほどありました通り、かえってマニュアルのあることが画

一的な支援になりがちじゃないかとか、心のこもってないものになっちゃうんじゃないか。一人一人

違うんだ。そういったところもございますので、そこは、こういった場で皆さんからご意見いただき

ながら、教えていただいて、職員のほうにきちんと周知していきたいと思います。

また、今後の予定としましては、担当職員から監督権限のある職員まで、すべての職員に対して研

修を予定してます。10 月、11 月、そして年明けとやっていきたいと思っております。差別解消法に

ついて、法律ができる背景だとか、合理的配慮とは、共生社会とは、といったところを中心に、職員

のほうには、研修のほう実施してまいりますので、私たちのほうが中心になりながら周知をしていき
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たいと思っております。以上です。

事務局：続いて、事前にお配りした資料、議題１の資料３の部分で、また今年度も障がい者週間記念イベン

トのほうを検討してます。それで、こちらの目的なんですけれども、皆さん、ご存知の方も多いかな

と思うんですけれども、毎年、12 月３日から９日までの期間については、障がい者週間とされまし

て、障がいや障がいのある方に関するですね、市民の関心と理解を深めていくということが目的とさ

れたものです。

あと、議題にもなってあります通り、平成 28 年４月から障害者差別解消法が施行するにあたって、

まだまだ、市民の方への理解が深まっていない。それで、解消法を、もちろん、協議していくのはも

ちろん大事なことなんですけれども、そもそも、大事なところは、先ほども各委員の方からお話しあ

ったように、障がいとはなんだろうか、障がいのある人への配慮とはなんだろうかというところをで

すね、もっともっと理解を深めていただきたいということもございますので、今回の、障がい者週間

記念イベントとあわせて、差別解消法の法律の関係もあわせて、周知できないかということで考えて

おります。

それで、日時につきましては、まだ予定案の段階なんですけれども、今年の 12 月５日土曜日。時

間がですね、日中、大体、10時から 16 時ぐらいを考えております。場所については、毎年、文化会

館とかですね、Wave 等でやってるんですけれど、今年は、人がたくさん集まるところで、はじめて

の試みなんですけれども、やってみようかということで、新浦安駅前広場。ステージのあるところで

すね。あそこにテントを張ってできないかというふうに考えております。

それで内容については、あとから、皆様から参考までにご意見いただきたいんですけれども。今回

の差別解消法に関する講演会であるとか、各団体の催し物、演奏とか、よさこいとかやってるかなと

思うんですけど。あと、市内の障がい福祉事業所の各ブースですね。あと、今年度から浦安市福祉事

業体なんかですね、一緒になって、出展なんかもしてるので、そういうものがあってもいいのかなと。

あと、障がいの関係だけじゃなくてですね、市内の企業の方にもですね、ご参加いただいてやるのも

面白いのかなと。

あと、どうしても、障がい者週間記念イベントとなると、障がい者当事者であるとか、その保護者

とか、障がい福祉サービス事業所に、どちらかというと、こう、偏りがちになってくるかなとも思う

ので、先ほどもちょっと一部委員からもお話しがあったように、たとえば子どもであるとか、高齢者

の方であるとか。今日も、委員の中でご出席いただいてます、学校ボランティアさんなんかも巻き込

んで、障がいあるなしに関わらず、みんなが協力して、イベントを実施できないかというのも、ちょ

っと考えられるかなと思っております。

こういうことも踏まえてちょっと、お時間があんまりないんですけれども、こんなふうな、企画が

あったらいいよとか、こんな内容があったらいいよとかっていうものをですね、ちょっとご意見いた

だければなと思っております。以上です。

リーダー：はい、今、障がい者週間記念イベントの案についてのご説明がありましたが、ご意見いただけれ

ばありがたいと思いますが、いかがでしょうか。すみません、本当、突然のふりになってしまってお

りますので、申し訳ございません。

ただ、１２月５日の日に、こういう、コンセプトでやってこうということで、事業課さんのほうか

らお話しをいただいているところです。ですので、権利擁護部会、やっぱり、非常に、この、障害者

差別解消法等を PR していかなきゃいかんと思っておりますので、委員の皆様、また今日ご参加いた

だいてます市民の皆様と、ご尽力いただければというふうに思っておりますので、また、情報等々い

ただければと思います。一応、この予定でということで。
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本人部会Ｄ委員：これ、予定が決まってるんですけど、準備段階が何日かいるわけですよね。準備段階の日

にちがいるはずですよ。これだけの団体でやるには。どれだけ見てますか。

リーダー：事務局のほうからお願いします。

事務局：そうですね、一応 12 月５日に場所はおさえさせていた。それで、その前の日ですね。４日の日あ

る程度、テント張ったりとかブースをつくったりとかっていう関係で、一応場所については４日、５

日の２日間おさえてあります。もちろんそれは物理的な準備であって、その前ですね。一応、もう、

今日ご意見いただいて、そろそろ準備のほうを２か月ぐらいかけてしようかなというふうには考えて

るんですけども。

本人部会Ｄ委員：ま、各団体に連絡しなきゃいかんでしょうから。

事務局：そうですね。

本人部会Ｄ委員：12 月５日となると、あまり日にちがないですね。

サブリーダー：全部、事務局にお任せしてよろしいんですか。それともワーキングをつくるんですか。

事務局：一応、市のほうでやらせていただこうと考えていますので、逆にどんどんご意見いただきたいと思

います。

リーダー：はい、今ご意見いただいたように、４日準備のというところですが、おっしゃるように前段階が

ありますので、そこは、しっかり事務局のほうから各団体さん等々にご連絡をいただきながら、５日

の日の記念イベントというところにつなげていければというふうに思っております。よろしいでしょ

うか。

いいですかね。はい、本当に本日は、ちょっと進行が不行き届きで申し訳ございませんでした。た

だ、事業所さん、それから、当事者の皆さん等とのご意見を、いろいろお聞きしながら、

合理的配慮というところに向けていければというふうに思っております。

それでは、今日、本当に、足元の悪い中、ご出席いただきましてありがとうございました。それで

は、事務局のほうからご報告があればと思います。よろしくお願いします。

事務局：事務局です。次回、第３回の権利擁護部会は 11 月 26 日になります。この日は、イベントの直前に

なりますので、その頃には、詳細なご案内ができるかなと思いますので、それまでの準備でいろいろ

とご協力よろしくお願いいたします。以上です。

リーダー：はい、それでは、それぞれの団体さんのほう等々、ご連絡させて、事務局のほうからいただくよ

うになろうかと思います。

では、第２回目の権利擁護部会、これで終わりとさせていただきます。本当に今日、なかなか進行

うまくなくご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。また３回目、より精度上げていきたいと思

ってます。よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
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１．開会

２．議題

（１）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

①権利擁護委員からの配慮事例等の報告

②市役所内アンケート及びヒアリングの結果報告

③イベントの実施について

（２）その他

３．閉会
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配慮に関する事例（権利擁護部会委員）

①障がいのある人への配慮の事例

内容 団体・法人名

■ゲスト視点

・視覚障がい者：音声ガイドシステム TDS（パーク全域）/TDL なし

・聴覚障がい者：字幕表示システム

TDL：ウエスタンリバー鉄道、魅惑のチキルーム、ミッキーのフィルハー

マジック(対象施設の拡大を予定)

TDS：マジック・ランプ・シアター、海底 2 万マイル、トイ・ストーリ

ー・マニア(対象施設の拡大を予定)

尚、上記 2 種類のサポート端末機（音声ガイドシステム、字幕表示シス

テム）を統合したサポート端末機の導入を検討。

・2015 年度から約 3 年を掛けて、パーク内パブリックレストルーム（多目

的含む）の改修工事を実地予定。(車イスご利用ゲスト優先レストルームの

仕様統一。自動ドア、オストメイト、多目的シート)

・身体障害者補助犬法の啓発を目的に、毎年オフ期（1 月）、社会福祉法人「日

本介助犬協会」の協力を受け、一般キャストを対象として、補助犬の適切

な対応について座学を実施（2014 年度：2 日間 4 回 約 300 名弱参加）

・サービス介助士２級取得（オンステージ部門スーパーバイザー以上 36 名）

毎年継続 既に約 300 名取得

・情報冊子（TDR インフォメーションブック）定期更新（年 2 回）

・音の情報（TDR インフォメーション CD）定期更新（年 1 回）

・触地図ガイドブック（上記 CD と合わせて使用）定期更新（年 1 回）

■従業員視点

株式会社オリエンタルランドでは、特例子会社の株式会社舞浜コーポレーシ

ョンを中心に、障がい者雇用に取り組み、障がい者雇用率(2015 年 6 月 1

日現在)は 2.16％。

株式会社舞浜コーポレーションの主な業務は、メールサービス、マーキング、

配車室、ランドリー、バーバー、マッサージ、３Ｄメガネ洗浄、ナプキン折

り、花卉栽培事業などで、246 名(2015 年 4 月 1 日現在／全体の約 7 割)

の障がいのある従業員が勤務している。

障がいのある従業員にソフトとハードの両面で配慮した就労・生活支援体制

を構築し、充実した仕事ができる職場環境を整えている。

株式会社オ

リエンタル

ランド
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・多くの職種が存在することにより、障がい特性・能力・経験等を踏まえた

適正配置が可能。

・ノーマライゼーション推進グループ（ＮＤＧ）を中心に、職場環境のノー

マライゼーションを推進。併せて、従業員トレーニング等を行い一人ひと

りの業務遂行能力や職場適応力の向上に努めている。

・課題が生じた時には、職場の管理者とＮＤＧで協力し、組織的にサポート

をしている。

また、家族・支援機関・学校等によるネットワーク支援を整え、タイムリ

ーに情報を共有し、就労だけでなく生活面での支援も可能としている。

・情報共有シートの記入や３カ月単位の目標設定面談を通じて、勤務する上

で配慮して欲しい要望を本人から聴取し、会社もしくはロケーションで出

来る合理的配慮点を整理整頓するだけでなく一人ひとりの情報をスーパー

バイザー以上が共有し、現場対応に活かしている。

・障害に関する面談は、本人が希望するタイミングで適宜実施。体調の変化、

通院状況などきめ細かく状況を把握し、更新データはその都度本人、管理

者、ＮＤＧで共有している。

・環境整備の事例としては、自動扉の設置、車イス用駐車場のキャノピー設

置、多目的トイレの設置、敷地内点字ブロックの設置等。

・来年度障害者差別解消法が施行されることに伴い、改めて昨年度から障が

いのある従業員一人ひとりと面談を行い、要望する合理的配慮等を確認し、

整理しているところである。

今後会社として対応方法、費用、実施時期等について検討を行っていく。

進捗状況については、タイムリーに本人へフィードバックし、その都度内

容等について話し合いを行っていく。

・一般的な従業員向け相談窓口も開設している。

・生活面を支える健康管理セミナーやコミュニケ－ション関連トレ－ニング

は毎年実施しており、過去には障害者虐待防止法や千葉県障害者条例のトレ

－ニングも行っている。

・都内で配布されているヘルプマークをカバンに付けて電車等に乗車した際、

優先席を譲ってくれる。

・ホワイトボードの掲示物が雑然として、重要な知らせが頭に入らない。当

事者の意見を聞きながら整理し、写真を使ったりマグネットを移動させる

等の工夫で結果的には全ての人に分かりやすい掲示版になった。

・バスを利用する時に手帳を提示する場合、周囲の人に障害があると思われ

るのに抵抗を感じる。東京都の「愛の手帳（療育手帳）」はカバーがオレン

ジ。カバーを自分で換えられたら良いと思う。

・駅に設置されたホームへ上がるエレベーター。入口と出口が別なも

千葉県市川

健康福祉セ

ンター
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のは、車椅子は方向転換しなくていいので助かる。

・駅のトイレ、最近は「右が男子トイレ、左が女子トイレです」のアナウン

スは助かる。

・トイレの水を流す方法がトイレによって違うので困る。間違って緊急呼び

出しを押してしまう事がある。統一されていると良いが。自動洗浄は便利

である。

・色弱の障害があることを店員に伝えたら、丁寧に色の説明をしてくれた。

・視覚障害者。「今、○○円お預かりしました。お代は○○円ですので○○円

おつりです。」など声をかけて欲しい。

・視覚障害などがあっても運転手は「目的地までのご希望のルートなどござ

いますか？」など聞いてくれる人は比較的に良心的。わざと遠回りする運

転手がいるので。

配布物にルビをつける。

パソコン用拡大読書機、音声読み上げソフトの導入。

グループホーム室内に障害者の必要に応じた手すりをつけた。

グループホームで身体的な理由により、同居者との間にトラブルが生じる恐

れが起こったため、単身用にサテライトを増設した。

ＮＰＯ法人

タオ

・重心の方の外出時、レストランでミキサー食対応をおねがいしたところ、

こころよく引き受けてくれた。

・聴覚障害の方が向かい側から歩行しているときは、道を譲っている。

・（車椅子の方が乗車時）路線バスの運転手から、「何かあったら声をかけて

ください」と言ってくれた。

社会福祉法

人パーソナ

ル・アシス

タンスとも

１．会館のバリアーフリー化

１）段差の無い通路

２）アプローチの点字ブロック

３）エレベータの点字表記

４）障害者用トイレ設置

２．イベントでの手話説明

３．検定試験受験者への受入れ体制の検討

浦安商工会

議所

飲食店に身体に障がいのある方を含む団体が入店し、飲み物を注文した際、

その段階で特にお願いした様子ではなかったが、その注文を受けた店員は、

運んできた飲み物をテーブルに置く際、さりげなくストローを添えた。身体

障がいの方はそれを使っておいしそうに飲み物を飲んでいた。

ある劇団では、聴覚障がいの方に芝居を楽しんでもらうために、入場後開

演時間まで、その芝居の台本を渡し、事前に目を通してもらっているとのこ

と。

明海大学



議題１資料１

4

・全身性マヒ、車イスの方への配慮事例

市川市行徳にて１００円ショップの店舗が２階にあり、１階階段の下で

ヘルパーが商品を口頭や写真で説明している時、１階のスーパーマーケッ

トの店員の方が荷物用のエレベーターならあるので使用しますか？との声

掛けあり。ご本人、自分の目で見て買い物が楽しめて、とても満足してい

ました。

・浦安市にて外出し帰宅がとても遅い時間になってしまい、バスも電車もな

く、タクシーに乗ろうとした時、車のトランクに車イスが入りきらなかっ

たのですが、運転手の方が閉まらないトランクをロープでうまく止めて頂

き、乗車することが出来てとても助かりました。（２台ほど乗車拒否の後）

・視覚障害の方への配慮事例

浦安市カラオケボックスにて来店し受付をしていると、白杖などで視覚

障害だと分かったようで、普通の部屋も空いていますが、あと５分～１０

分待つとトイレの隣りの部屋が空きますがどうされますか？と声掛けがあ

り、トイレの隣りの部屋に入りとてもトイレに行きやすかったし、本人と

ても助かったとおっしゃっていました。

合同会社ヤ

マダ介護

①ノンステップバスを路線で 65％、コミュニティバスで 100％導入してい

る。

②車いす乗降時の時間短縮を図るため、新型車両から反転式スロープ板に変

更する。

③車いす利用者を優先して乗車させる。

④運転席に筆談具を置いてある。

東京ベイシ

ティ交通株

式会社

警察は職務上、障がいのある人を取扱うケースが多く、事情聴取の際は、そ

の人それぞれに見合い、人権に配慮した聴取を行っている。

浦安警察署

事例ではありませんが

民生委員・児童委員はどうしても高齢者、子供の方へ目がいき、障がいの

ある方と接する機会が少ないのが現状です。

そんな中、いつも思うことは、障がいのある方への配慮はどうすれば良い

のか…

宮城まり子さんが小さい頃母親に「障がいのある人のことをかわいそうだ

と思ってはいけません。一生懸命生きておられるのよ」

だめなんて子は一人もいない…寄りそうことの大切さを教えていただいた

と…簡単そうでそれはとても難しいことと思います。

特別なことでなく、「特性を持った人」。皆、同じなんだと小さい時から教

えていくことが必要と思います。

浦安市民生

委員児童委

員協議会
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②障がいのある人への対応で、困ったり、悩んだりした事例

内容 団体・法人名

・新浦安駅ロータリーの車道と歩道の傾斜がきつい。

・マンション等で入口に段差があり、スロープがなかったり、あっても不便

な位置にあったりする場合がある。また、そこに障害物（自転車など）が

おかれていたりする。自立して生活する障害者は、介助者がいるとは限ら

ないので、一人で対応が難しい。

・自動販売機の機種交換により、それまでの機種のほうが使いやすい障がい

者がいたのに、以前のタイプは故障が多く製造中止になったという。ユニ

バーサルデザインになったというが、どのくらいの障害の方の意見を取り

入れているのか。また、その施設に導入する際に、その施設を多く利用す

る障がい者の意見を聞いているのか。

・事故で自身が構語障害になったときに、言語リハビリで、「できないことは

無理しないように」といわれて、回復をあきらめるように促された気がし

た。

・「痛み」や、レントゲン等の画像で診断できない症状については、ご本人の

話と状況を信じるしかない場合もある。しかし、何らかの嘘も含まれる場

合もある。差別や放置、虐待に過敏になるあまりに対応に悩むこともある。

知的な面や、精神的な幼さも配慮しながら、多角的に判断していくことの

難しさを感じる。

社会福祉法

人パーソナ

ル・アシス

タンスとも

障害者の障害内容についての事前把握が難しいこと。 浦安商工会

議所

視覚障がいの方が駅構内で、どう進んでよいか迷っている様子だったので、

黙って手を握って導こうとしたところ、拒否された（撥ね除けられた）。

（自分自身の名前を告げ、声をかけることが不可欠）。

明海大学

①時間帯、系統により満員時に、車いす利用者を乗せることができない。現

在、混雑時緩和のために、土休日ダイヤの見直しを行っている。（平日ダイヤ

の見直しは、土休日ダイヤ実施後を予定しています。）

②運転士の対応について苦情がある。

現在、社員教育として昨年 10 月から「安全サービス研修」を社員全員を

対象に行っている。

東京ベイシ

ティ交通株

式会社

障がいのある人は、自分の意思を伝えられないことがあるため、何を伝えた

いのか、本人の意向はどうなのかを把握すること。

浦安警察署

①障がい者であることが判らないため配慮に欠けること。例えば視覚障がい

者の方で白杖利用をされていないため気が付かず配慮に欠ける。

②身体障がい者の方に「お手伝いしましょうか」と声をかける場合、自立努

介助グルー

プあいあい
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力をしている場合の「見分け方」「声のかけ方」等。

③その他

内容 団体・法人名

・相談者は、法も条例も判別せず相談してくると思われる。

広域としては条例と法のどちらを基本に対応するのか等事案をどのように

扱っていくのか、県で方針を出して欲しいと思っている。（条例の改正や解

釈指針が変更となるのか）

・上記に関連して、市町村と県の相談体制の在り方について早い段階で方針

付けを行い、法施行前にシミュレーションを行うことが出来れば良いので

はないかと考える。

・法の施行後、各自治体によって取り組みに温度差が懸念される。相談体制

について市町村との連携の仕方は県下で統一し、地域格差なく県民が混乱

を避けられるよう検討した方が良いと考える。

・施行にあたって、行政機関障害関係課以外での周知が行き渡っていないと

感じる。施行前は勿論、施行後も継続して事例等の研修など、庁内職員へ

の周知を計画的に進めていく必要がある。

千葉県市川

健康福祉セ

ンター

・ペースト食しか食べられない方が、レストランで再調理を断られた場合、

差別行為にあたるのか？

・法が施行されても罰則がなく訴えたりしない限り、これまでと変わってい

かないのでは？

・ハートプラスマークの着用などが一般化しているのか？自ら着用しようと

思えるほどの環境整備や理解の浸透があるのか？

・さまざまな障がい者マークの啓蒙が不十分。

・手話通訳者の人数が不足している。ボランティアに頼りすぎているのでは

ないか？

学問や国家資格としての位置づけがきちんとないため、軽視されているの

では？

・点字についても同様。

・教育の中で、法律施行と同時に、「違いを認め合い、補い合い、かつ社会人

としてだれもが同じ楽しみを享受し、サービスを受ける権利がある」とい

うことを地道に伝えていかないと、なんら変わらない気がする。

・いっときの障がい者福祉年？ではないが、大々的なキャンペーンに打って

でないと、そんな法律ができなくちゃいけないほど差別が蔓延しているこ

とにだれも気づかないのでは？

社会福祉法

人パーソナ

ル・アシス

タンスとも
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・自分たちが差別者となってしまう可能性について、日々どのくらいの感受

性や判断力を持って支援にあたればいいのか、不安になる。また、自分自

身がわかっていても、それを後輩や他の支援者に伝えていけるか非常に不

安。

共通対応マニュアル等があれば、役に立つと思われます。 浦安商工会

議所

障害者差別解消法によれば、行政機関等、あるいは分野ごとに障害を理由と

する差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成することと

なっていますが、いわゆるマニュアルのようなものが出来ると、かえって対

応が画一化したり、気持ちの入らない対応になるのではないかという懸念は

よく聞きます。

明海大学

・家族会の中で、自力で働くことをできる人は少なく、女性で２名、自分で

探しているようですが、すぐにトラブルを掛り合うことが多く、すぐにや

めてしまうが、また探す、働く、の繰り返しが多いようです。（１名は薬を

飲んでいません）

・男性では１名、この方は市の方から指導を受けて働いております。当事者

にとっては、自分の考えで行動が伴うことができないことは、親も承知し

て本人にアドバイスをして、上手におこなっているのではないかと思いま

す。

・それぞれ年齢、病状に違いがあり、家族もはっきりと外へ声が出しにくい

のではないかと思っております。

・このような会ですが、協議会に出席することで、会合において話をしてお

りますので、ありがたく思っております。

いちょうの

会

①市議会議員選挙に関しては、「声の広報」が配布されたが、県議会議員選挙

に関しては配布されなかった。

②同行援護に関わる講習会で不適切な指導が行われている。具体的には（イ）

視覚障がい者が白杖を持たないことを想定しており、更に（ロ）同行援護す

るガイドヘルパーが視覚障がい者の荷物を一切持たないよう指導している。

これは虐待を意味することも生ぜしめる。

③乳癌手術を受けた視覚障がい者の術後の検診に男性のガイドヘルパーを指

定してきた。相談員、事業所とも人権についての配慮がない。

④「合理的配慮」については、現在ゆうあい建物内においてマッサージ施術

を行っている当会会員が、ゆうあい建物取り壊し後に適切なマッサージ施術

の場所を確保できるよう、「合理的配慮」を市に要望したい。

浦安市視覚

障害者の会

トパーズク

ラブ

現状、この法律を知っている方は「障がい者または障がい者対応関係者」以

外では少ないかと思われます。よって、法律施行まで積極的な啓発活動によ

り、いかに周知徹底を図るかが課題であると思います。今後の啓発活動の内

介助グルー

プあいあい
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容と予定を教えてほしい。



議題１資料１ 当日追加資料

団体・法人名 浦安市聴覚障害者協会

①障がいのある人への配慮の事例

◎ 筆談対応（「かきぽん」を常置している等）

◎ あらかじめ、内容が分かりやすい資料を用意している

◎ 音声会話が不自由な人のためにタッチパネルが用意されている

②障がいのある人への対応で、困ったり、悩んだりした事例

◎ 大きい病院は呼び出し番号があって助かりますが、個人病院は呼び出し番号がなくて不

便です

◎ 聴覚に障害があることに気付いてもらえず、後ろから呼ばれたり、マスクをしたまま会

話されてしまう

◎ 乗車時に行先を告げなければならない公共交通機関でこちらの発音を不信がられてしま

う（配慮がない）

◎ 電話でのインターネット、クレジットなど申請の時、必ず本人でなければできないと言

われる。電話が出来ない障がい者本人への配慮してほしい。（代理人しないこと）

③その他

※障害者差別解消法が施行されるにあたり、質問や懸念されることがあれば記入してくださ

い。

差別解消法では

◎ 聴覚に不便を感じる人への文字伝達、字幕放送などは保障されるのか？

◎ この法律が施行されて、聴覚障がい者への理解が増えるのか？そのためのどんな配慮が

考えられているのか？

◎ 就業の時も聴覚障がい者への通訳確保など保障があるのか？障がいによる差別はなくな

るのか？

◎ 官庁・警察署など公共の施設には手話通訳の設置を義務つけてほしい。

◎ 習い事の時毎週曜日でも派遣してもらいたい。

◎ 手話サークルのイベントの時難聴者、ろう者が沢山いますので要約筆記も手話通訳も積

極的に派遣してもらいたい。（情報保障が必要）
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浦安市役所内での配慮に関する事例

①物理的環境への配慮の事例

内容

１ 新庁舎の実施設計にあたり、バリアフリー法や千葉県福祉のまちづくり条例に基づきユ

ニバーサルデザインに配慮した庁舎とするため、ユニバーサルデザイン意見交換会を開

催して、障がいのある方から施設整備に関して意見を伺い、建設に反映している。

（主な対応策）

・福祉関連部署の配置（エレベーターからの各課のならび）

・入口付近にインターホンや音声案内の設置

・点字ブロックの設置

・多目的トイレへのオストメイトや大人用ベッドの設置

・非常時にエレベーター内で事態を把握できる機能の設置

・落ち着いた色調、わかりやすい内容のサイン表示の設置

・災害時に音声誘導だけでなく、誘導灯やフラッシュライトの設置

２ エレベーターがない建物の２階にある部署では、障がいのある方への対応として、１階

フロアの一部を借用しで相談受付を行っている。

３ 外出が困難な方のため、資料の宅配（ご自宅まで届ける）を行っている。

４ 必要とする方へ、トイレへの付き添い、車いす用の席の用意を行っている。

②意思疎通配慮の事例

内容

１ 市ホームページでは、画像のみ、添付ファイルのみの情報提供はしない、画像に分かり

やすい代替テキスト（画像の代わりとなるテキスト）を入力する、図解するものには必

ずテキストによる説明を添える、色や形・位置のみに依存した情報提供はしない、分か

りやすいページタイトル・見出し・リンク名称を付けるなどの配慮をしながらページの

作成を行っている。

２ 申請用紙の文字を緑色で印刷しているものがあり、色弱の方に「読みづらい」とのご指

摘をいただいたので、見やすいよう濃い緑色に変更した。

３ 聴覚に障がいがある方のために、耳の聞こえが弱いことを示す「耳マーク」を設置し、

筆談が必要な方に提示してもらっている。筆談については、筆談用ボードを使用してい

る。

４ 窓口に「目が悪く小さな文字が見えないため、内容を要約して教えてほしい」という方

が来た際に、内容を簡潔に声で伝えた。

５ 知的に障がいがある方に説明をするときは、わかりやすく、身振り手振りを交えている。
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６ 視覚に障がいがある方へ会議資料等を送付する際は、テキスト化しメールで読み取れる

よう配慮している。

７ 市民向けに発送する通知や発行物には、聴覚に障がいがある方への配慮として、ファッ

クス番号やメールアドレスなど、連絡先を記載するようにしている。

８ 聴覚機能または音声言語機能に障がいのある方など、言語による救急事案の主訴を伝え

ることが困難な方を対象に、救急事案での主訴を明確にするための「ＳＯＳカード（人

体を図式化し、辛い部位を指し示してもらい意志疎通するカード）」を作成し、聴覚機

能または音声言語機能に障がいのある方への救急対応を実施している。

９ 活字の図書や雑誌などをそのまま読むことができない方のために、点字図書・録音図

書・テキストデータ資料の製作及び、点字図書館等からこれらの資料の取り寄せを行っ

ている。また、視覚に障がいのある方のために対面朗読も行っている。

③ルール・慣行の柔軟な変更の具体例

内容

１ 障がいのある方が、複数の課をまたがる要件があって来庁された時、来所されている課

の窓口へ出向いて対応した。

２ 駅近ということから駐車スペースを設けていない施設では、来所者は、徒歩やバスなど

の公共機関を使っての来所となるが、障がいのある方は自家用車を利用されることが多

いため、一時的に公用車を移動し駐車スペースを確保している。

３ 粗大ごみの収集依頼を受ける場合電話か電子申請のみの対応だが、聴覚障がいのある方

からの対応は、ＦＡＸも可としている。

４ 視覚障がいのある方の見学の際には、抽象的な言葉の説明を避けるのは勿論、展示物に

実際に触れる機会を増やし、提供するサービスの差を可能な限り少なくする様、取り組

んでいる。

５ 車椅子利用者、歩行困難者等の見学の際には、博物館裏口で降車し、裏口から入館して

頂いている。（総合駐車場から、正面玄関までは距離があるうえ、傾斜もあるため。）

６ 施設内にドライブシュミレーターがあり、車いす利用の子どもと母親から利用したい申

し出があり、アクセル・ブレーキを母親に、ハンドルを子どもに操作してもらうようお

願いし利用してもらうと、とても喜ばれた。他では利用を断られてしまっていたとのこ

と。

７ 認知症の方がすでに投票されているのに再度投票しに来たが、尊厳を傷つけないよう丁

寧に対応した。

８ マラソン大会で視覚に障がいがある方については、伴走を可としている。



議題１資料３

障がい者週間記念イベント（案）

１．目的

毎年 12 月 3 日から 9 日までは、「障害者週間」とされ、障がいや障がいの

ある人に関する市民の関心と理解を深めるとともに、障がいのある人の社会参

加を促進するため、障がい者週間記念イベントが各地で実施されています。

平成 28 年４月に障害者差別解消法が施行されるにあたり、法の目的である

『全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会』の実現に向け、市民に幅広く周知す

るために、イベントを開催するものです。

２．日時（予定）

平成 27 年 12 月 5 日（土） 10 時～16 時

３．場所（予定）

新浦安駅前広場 等

４．内容

①講演会（障害者差別解消法等）

②障がい者団体催し物（演奏、ダンス等）

③市内障がい福祉事業所ブース

④浦安市福祉事業体出店

⑤市内企業出店 等


