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平成 27 年度第３回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成 27年 11 月 26 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２会議室・地域連携室

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、

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、

浦安市自治会連合会、浦安市民生委員児童委員協議会、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、株式会社オリンタルランド、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）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

①取り組み状況について

②対応の流れについて

③条例案の概要について

④職員対応要領について

⑤障がい者週間記念イベントについて

（２）成年後見制度の活用事例について（事例を取り扱うため非公開）

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料１ 障害者差別解消法施行に向けた取り組みについて

（２）議題１資料２ 相談受付フローチャート

（３）議題１資料３ 浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例の制定について

（４）議題１資料４ 職員対応要領（案）

（５）こころのバリアフリーハンドブックの改訂について
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６．議事

事務局：ただいまより平成 27 年度、第３回浦安市自立支援協議会 権利擁護部会を開催いたします。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。

初めに会議の進め方について確認事項がございます。自立支援協議会及び部会は会議を公開し、議

事録もホームページで公開いたします。議事録には発言者の法人名、または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、十分なご配慮をお願いいたします。

また、ご発言の際にお願いがございます。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

をいただき、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。よろしくお願いいたし

ます。

浦安市社会福祉協議会：皆さん、こんにちは。

一同：こんにちは。

浦安市社会福祉協議会：本当に急に寒くなりまして、お風邪をめしてたり、体調を悪くなさらないようにし

てください。私のほうもちょっと喉の調子が悪くてすみません。それでは、議事を進行させていただ

きます。

本日、議題をお配りさせていただきましたように、前半につきましては、差別解消法をテーマとい

たしまして、来年の４月の１日から法律が施行されるということになってまいりました。そのような

ことを踏まえまして、今の進捗状況等を事務局から説明を受け、委員の皆様からもご意見をいただけ

ればというふうに思っております。

また、本日後半は、非公開となりますけども、主な課題の一項目であります、成年後見制度の普及

に関する事項ということで、この成年後見制度の事例について取り上げまして、いろいろご議論いた

だければというふうに思います。

それでは、初めに、障害者差別解消法施行に向けた取り組みに入ります。それでは、事務局より説

明をよろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課です。着座にてご説明のほうさせていただきます。失礼します。

お手元の資料の１の１をご覧になってください。先ほどリーダーからご説明ありました通り、障害

者差別解消法が来年の４月１日から施行となりまして、その中において、行政、役所については、差

別的取り扱いをしてはならない、あと合理的配慮をしなければならない。企業については、もちろん

差別はしてはならないんですけれども、合理的配慮については努力義務になってくるということがご

ざいます。昨年度から内閣府のモデル事業をお受けしまして、県と協力させていただきながら実施し

てるということです。

浦安市においても、来年度差別解消法が施行するにあたり、今までおこなってきたことと、今後の

予定についてご説明のほうさせていただきます。

浦安市では、昨年度からモデル事業やってる関係で、近隣各市町村のほうから視察に来られてまし

て、障がい事業課で対応しています。５月は市川市が視察に来られてます。７月は柏市、10 月は野

田市ということです。

それ以外に、７月に市役所の庁内各課に合理的配慮に関するアンケート調査を実施し、その取りま

とめを行いました。それを受けて、８月の中旬から下旬にかけて、庁内各課の、担当職員の方を集め
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まして、個々にヒアリングのほうを実施しております。

その中で、こういういい取り組みをしてるよとか、来年度から差別解消法が施行するにあたり、こ

ういうところがちょっと気になるな、というご意見をいただいております。こちらについては、今後

取りまとめをおこなって、各関係機関のほうに周知をおこなっていくということを検討しております。

それ以外に、さまざまな機関から講師派遣依頼がございまして、９月には、県の広域専門指導員

の研修会のほうにおうかがいしております。

それ以外に、庁内各職員に対する、研修会ということで、10 月に管理職研修。こちらは課長補佐

級の職員を対象として差別解消にかかる研修会を実施しました。79 名の参加がございました。こち

らの研修会については、講師として、毎日新聞社の論説委員の野澤先生をお呼びして、実施しました。

それ以外に 11 月に、千葉県の手をつなぐ育成会の権利擁護セミナーの講師ということで、お邪魔

をさせていただきました。あと同じく 11 月 11 日に、次は、課長級以上ということで、部長・次長・

課長の管理職を対象とした研修会を実施しております。こちらも同じく 79 名が参加しました。講師

については、千葉県の障がいのある人の相談に関する調整委員会の委員長であられます、高梨憲司様

をお呼びしました。

今後の予定ですが、12 月 5 日に、後ほどご説明させていただきますが、障害者差別解消法の周知

を目的とした、障がい者週間記念イベントを実施する予定になっています。こちらについては、障が

い当事者、家族のみならず、市内の大学であるとか、学生さんであるとか、子どもさん、さまざまな

団体をお呼びして、新浦安駅前のステージを使って、さまざまな催し物をしながら周知をはかってい

きたいと考えております。

来年の１月には、次は、市の担当職員向けの研修ということで、こちら係長以下の研修会のほうも

予定しております。最後３月に国の障害者差別解消法の施行を受けて、市のほうで、推進するための

条例と、職員向けの対応要領も作成したいというふうに考えております。この件に関しては後ほど担

当のほうからご説明させていただきます。

次に、お手元の資料の１の２の相談受付フローチャートをご覧になってください。こちらが、来年

の４月１日から差別解消法が施行するにあたって、相談受付の流れをですね、お示ししたものになっ

ております。

障害者虐待防止法については、もう施行されてまして、今、窓口のほうで私たちが所属してる障が

い事業課のほうでお受けして、支援をおこなっているところでありますが、そちらの窓口を使って一

本化してやっていけないかというふうに考えております。

やはり、障がい者の虐待は、障がいがある方への差別等があって、虐待が行われるものということ

もございまして、表裏一体的な部分がございますので、窓口を一本化しましょうということで、ご家

族とか支援者・ご本人、地域の民生委員さん等から差別及び虐待等のご相談があった場合は、市の障

がい事業課にある仮称浦安市障がい者権利擁護センターで一括でお受けして、ご相談が、差別に値す

るのか、それとも虐待に値するのかということで、判断をしていきたいというふうに考えております。

その中で、コアメンバー会議ということで、これは、市の管理職員を含めた会議なんですけれども、

そちらで今後の対応について、検討を行うということ。本日も、広域専門指導員さんがいらっしゃ

ってるんですけれども、県とも事例によっては協力、助言をいただきながら対応していきたいとい

うふうに考えております。

もちろんコアメンバー会議の中で、対応困難な事例等々ございますので、その際には、その図の下

の、「浦安市障がい者差別解消支援地域協議会」なんですけれども、こちらの地域協議会の中の委員

さん、弁護士さんであるとか、警察の職員さんであるとか、そういう方々から専門的なアドバイスを
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いただきながら、市として対応していくというふうに考えております。

今現在、その一番下に、「浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」というものが

あるんですけれども、こちらの協議会を使って、地域協議会を一体となって運営していきたいという

ふうに考えております。右側に、まだ仮称ですが、高齢者と障がい者の虐待に関してと、障がい者の

差別解消に関して扱う、仮称「浦安市高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会」というこ

とで、一体的に運営していきたいというふうに考えております。以上です。

浦安市社会福祉協議会：ありがとうございました。今年になりまして、市の取り組みを今説明していただき

ました。５月からお手元に資料でお配りさせていただいたような形で取り組みを進めておりまして、

資料の１の２で、実際来年４月に法律が施行されたときに、どういう形で浦安市が相談受付等の対応

をはかっていくかというところでは、資料の中にありますように、仮称「浦安市障がい者権利擁護セ

ンター」というものを新たにつくって、業務にあたっていこうというところまで、進んできてるとい

うご報告を受けたものというふうに思います。

今の、市のほうのご説明で、何かお聞きになりたいこと等ございましたら、委員の皆様方よろしく

お願いいたします。はい千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさん。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：すみません。千葉発達障害児・者親の会「コスモ」でござ

います。すごく初心者な質問なんですけど、ここは自立支援協議会の権利擁護の部会でしょ。これは、

この図の中のどこにあるのかっていうのが、世界観が見えないので教えてください。

浦安市社会福祉協議会：自立支援協議会の権利擁護部会の一番大きな目的といたしまして、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、広報活動を行うというのが、大きなテーマとなって

ます。この障がい者の、今日は成年後見のお話しをということなんですが、障がい者の権利擁護に関

わる啓発広報等に関する事項。それから障がい者虐待防止に関する事項が、この部会の主な課題とな

っています。そこまでのことが部会の中の課題というふうになっておりますので、まず、市の動き。

市の今の動向について、ご説明をいただいたという形でございます。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：違います、違います。

浦安市社会福祉協議会：じゃあ、事務局のほうからいいですか。

事務局：ごめんなさい。わかりにくい説明で申し訳ございませんでした。こちらの図には、確かに自立支援

協議会は入ってないです。今リーダーからご説明いただいた通り、権利擁護部会の中では、啓発であ

るとか、市の政策等について、ご意見をいただく場ということで、もちろん、連携をはかっていくと

いうことはございます。

こちらの権利擁護センターとか、この地域協議会の部分っていうのは、個々のケースの対応を行い

ます。たとえば、こういう差別を受けたということで、関係企業等との調整を行う。その調整を行う

ために、対応を検討する場所ということです。

だから、もうちょっと、こちらの協議会の中で、幅広く、権利擁護等の政策等とか、啓発であると

か、そういうところの検討をおこなっていただくということです。どちらかというとこの図における

地域協議会は個々のケース対応というところです。

浦安市社会福祉協議会：はい、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさん。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：国語的にはよくわかるんですけど。じゃ、何をどういう関

係で連携もしくは協働していくのかっていうのが私たちピンと来ないし、この人たちが実際に絵では

なっているけれども、実際にどんな人が、どんな顔の人が、どういう考え方の人が、日々やっている

のかもわからないから、それは図として連携してあっても、どんな人が、どんな考え方で何をしてる

のかが、結局私たちと情報共有されてなければ、それは協働とは言えないんじゃないかって思うので、
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どこかに、自立支援協議会の権利擁護部会が、どこの位置にいるのかっていうのが、この図に入って

なければ、課題も整理できないし、私たちが何をしなきゃいけない、もしくは何をしてはいけないか

もわからないと私は思いました。はい、以上です。

事務局：そこの部分については、まだ始まってないところもあって、確かにどういう形で連携をはかってい

くのか、自立支援協議会をどういう位置づけにしていくのかっていうのは、ただいま貴重なご意見い

ただきましたので、行政のほうで検討させてください。

浦安市社会福祉協議会：はい、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさん、よろしいですか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：はい。

浦安市社会福祉協議会：今のご意見、それでは事務局のほう、よろしくお願いいたします。

ほか、ご意見ございますでしょうか。はい、浦安市自閉症協会さん。

浦安市自閉症協会：自閉症協会です。浦安市障がい者権利擁護センターというのは、行政の中にできるもの

ということで、コアメンバー会議という、なんか市の管理職っておっしゃったんですけど。そういう

人たちがメンバーなんですね。

事務局：そうですね。一時的な、最初の対応。初期対応になります。

浦安市自閉症協会：管理職っていうのは、課長さんになるってことですね。

事務局：そうですね。

浦安市自閉症協会：はい。それは、福祉関係に限らず、いろんな部署の方ということなんですか。

浦安市社会福祉協議会：では、事務局のほうから、ちょっと今の検討状況についてお願いします。

事務局：事務局です。権利擁護センターにつきましては、障がい事業課に窓口を置くことで想定してます。

それで、今、虐待防止センターも障がい事業課で窓口設けてまして、相談員も置き、我々職員が相談

等受けているんですが、虐待防止のフローの中でも、まず、相談を受けた際には、管理職を含めたコ

アメンバー会議というのをまず開催して、その相談内容についてみんなで情報共有し、緊急度だった

り、もう急いで介入しなきゃいけないねとか、ここはこういう方法で事実確認をしていこうかとかと

いうことを、まず、話し合います。

４月以降、この窓口を、虐待防止センターの機能と、これから始まる差別解消法の差別のご相談だ

ったり、あと合理的配慮についてのご相談。そういったものを、一体的に、いくつも窓口があっては、

皆さんがかえってわかりづらいので、障がい事業課にこの権利擁護センターという窓口を置きまして、

全部受けていこうっていうフロー図になります。

そうなりますと、やはり受けたものを一度全員で情報は共有し、まず差別なのか、虐待なのか、そ

ういったところから整理をしていかなきゃいけなくなります。そういった意味のコアメンバー会議に

なります。

浦安市社会福祉協議会：はい、浦安市自閉症協会さん、よろしいでしょうか。ほかに、はい、浦安市視覚障

害者の会「トパーズクラブ」さん。

浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」：視覚障害者の会「トパーズクラブ」です。お２人の質問ってち

ょっと私も、似たような感じなんですけれども。どうも、はっきりしない。っていうか、情報公開が

原則ですよね、浦安市の。浦安市に限らず、日本全国、この市のことについては。それは、個人の情

報とかそういう問題がありますけど、法とかいう問題ありますけども。

これ、今出てきてる委員っていうのは、どういう人からなってるのか。その辺がよくわからないし、

それから、これから情報公開どの程度やっていくかっていうことについてはですね。やっぱり情報公

開ないと、こういうものは死んじゃいますから、その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思うんで

すけど。
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浦安市社会福祉協議会：はい、浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」さんの質問に、事務局のほうから

お願いします。

事務局：そうですね、今日も、その権利擁護部会の後段で、その権利擁護に関する、要は事例報告のほうを

させていただく予定ではいるんです。市のほうと、社協含めて、こういう対応してるというご報告な

んですけれども。

それで、その、差別とか、虐待の部分についての対応については、今のところ、こちら、後段にあ

ります浦安市の、高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会の中で、要は、事例の報告をさせ

ていただいて、市としてその判断がどうだったのかも含めてですね、協議をおこなってるというのが

現状です。

浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」：いいですか。

浦安市社会福祉協議会：はい、では、浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」さん、お願いします。

浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」：すみません。視覚障害者の会「トパーズクラブ」です。その評

議会っていうのは、どういう人によって構成されてるんですか。

事務局：はい、地域協議会のほうでよろしいですかね。

浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」：これからつくるのでしょうか。

事務局：そうなんです、これから、その地域協議会のほうですね、４月１日に向けてつくっていく予定です。

その中には、国のほうでもある程度示しがあって、学識経験者とか教育関係者。あと、うちのほうで

今後、弁護士等を考えております。

浦安市社会福祉協議会：はい浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」さん、よろしいでしょうか。

浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」：はい。

浦安市社会福祉協議会：はい、ほかにご質問よろしいですか。今、各委員さんからご質問等々ございました

ように、４月に向けて、この、仮称障がい者権利擁護センターとあわせて、仮称の浦安市高齢者・障

がい者虐待防止及び差別解消対策協議会というのを、４月に向けて検討しているということで、全体

的なご報告になりました。

これから、今いただいたご意見等々踏まえて、いろいろ、行政側で対応をしていくことが多かろう

と思いますので、気がついた点等、市のほうにいただければと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

それでは、差別解消法に基づきまして、浦安市のほうで、条例案と、それから、これは職員が必須

になりますので、浦安市の職員の対応要領を検討しているということなので、この点についても市の

ほうからご説明をお願いいたします。

事務局：事務局障がい事業課です。座って説明させていただきます。資料１の３。資料１の４を、お手元に

ご用意ください。こちらは本日配布させていただいた資料になります。

まず、資料１の３の浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例の制定についてです。４

月から始まる法律のほうでは、市町村では、職員対応要領については、作成するよう努めること。あ

とは、今、話しにあがりました障がい者差別解消支援地域協議会。こちらについては、設置すること

ができるという言い方でして、努力義務規定となっています。

ですので、自治体によっては、支援地域協議会は持ちません。設置しません、対応要領もつくりま

せんといったところも、今、動向の中ではあります。現在虐待防止センターとは、障がい者虐待防止

法にのっとって各市町村の窓口で設置してますが、やはり同じように、虐待と差別は近いところにあ

る問題であるというのが、私たち、ここで虐待防止センターを平成 24 年 10 月からやってきまして、

相談を受ける中で感じているところです。
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それで、相談に訪れる方は、内容が虐待であるのかとか、差別であるのかとか、そういったことを、

こう、わけていらっしゃるわけではなくて、やはり困っているんだ、大変であるんだ、助けてほしい

んだという思いで皆さん、いらっしゃいます。そういった中で、やはり市町村できちんと責任持って、

相談窓口設けて、それをお受けしまして、それをきちんと話し合う場がある。バックにそういった協

議会を持つということが、責任を持って、その相談される方の思いを受け止めることであろうという

ところで、法律では努力義務規定となっているところをきちんと実施するということにしまして、そ

の法律の実行性を担保したい。そういった意味で、やはり条例を制定するのがいいのではないかとい

うことで、今、条例を４月に向けて制定するというところで準備を進めているところです。

今、申し上げました通り、特徴としましては、障がい者権利擁護センターを設けまして、障がい者

の虐待について、差別等についての相談を、全面的に受け付ける窓口を設置するということを明記し

ようと考えています。

また、もう１つは、法律の中では努力義務規定である、障がい者差別解消支援地域協議会の機能を、

現行の高齢者・障がい者虐待防止対策協議会に付加して、名称を、新たに、高齢者・障がい者虐待防

止及び差別解消対策協議会としまして、これについては高齢者の虐待、障がい者の虐待そして、差別

等についての権利擁護全般を協議する協議会を設置する。こういったことをきちんと、条例の中に明

記しようということで考えています。

条例案の概要ですが、基本的には差別解消法という法律がございますので、その法律を、より実行

性を持たせて推進するというところが、基本になっています。それで、目的、定義、基本理念、市の

責務、市民等の責務、事業者の責務。あとは、県との連携ということで、皆さんもご存知の通り、千

葉県は日本で初めて、障がい者の差別に関する条例をつくった県です。その県下にある１市町村とし

まして、そういった条例を持つ千葉県との連携という内容を設けたいと考えています。第２章としま

して、基本的施策。具体的な施策のところでは、職員対応要領をつくって公表すること。あとは、相

談及び紛争の防止等のための体制整備。これが、障がい者権利擁護センターの窓口のことです。そし

て、啓発活動をしっかりしていきますよということ。そして、協議会の設置。こういったことについ

て盛り込んだ内容を検討しております。施行は法律にあわせて来年の４月１日で予定しております。

今後のスケジュールですが、内容につきましては、すでに、今月の 19 日に行われました自立支援

協議会本会及び、今、差別解消について内閣府のモデル会議を浦安市が受けているんですが、24 日

に行われました、そちらの第１回のモデル会議の中でもご説明をさせていただきました。それで、本

日が権利擁護部会でして、このあと 12 月３日にこども部会もございますので、そちらでも内容のほ

うをご説明する予定です。

そして、ちょっとスケジュール的にタイトなんですが、12 月 15 日に、市民の皆さんにご意見をう

かがうというところで、パブリックコメントを実施する予定です。そして３月の議会のほうに上程す

るという予定で進めてまいりたいと思います。

続きまして、資料１の４。浦安市市長部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関す

る対応要領案についてです。こちらは、浦安市の職員に対するものになります。職員は、こういうこ

とを守ってやっていきましょうねといったことを書いてある内容になります。

内容としましては、目的から始まるんですが、まず、この対応要領、こちらの行政の話しで恐縮な

んですが、任命権者ごとっていうのが、たとえば、市長部局っていうのは、我々がいるところなんで

すが、教育委員会っていうのは、また違うんですね。

そういった形で、任命権者ごとにつくるっていうことになっていまして、こちらの市長部局の対応

要領につきましては、市長部局と選挙管理委員会事務局、議会事務局。あと、監査員事務局について



8

を包括する内容の対応要領とする予定です。なので、教育委員会と、あと浦安市消防もありますので、

そこについてはまた別で対応要領をつくっていっていただくというようなことになっています。

内容としましては、法律で言ってます通り、職員は行政職員にあたりますので、不当な差別的取り

扱いはしてはいけませんよということが第２条に。そして合理的配慮を提供してくださいねというこ

とが第３条に。そして、第４条には、監督者の責務ということで、監督者にあたる人はちゃんと、適

切な合理的配慮が提供されるよう、やってくださいねということが書いてあります。そして、第５条

が懲戒処分等ということで、あまりにも対応がよろしくない職員の場合は、懲戒処分等の措置に付さ

れることもありますよといったことが書かれています。

あと第６条に相談体制の整備ということで、こちらは障がい事業課に、障がい者権利擁護センター

を置きます。それで、ここで市民の方の相談。あと、庁内各課の、どういった合理的配慮をしたらい

いだろうかとか、そういったところの相談も受けていこうと考えています。

また、第７条で研修・啓発。これは、新人の職員ですとか、あと、昇格した職員に対して研修があ

るんですが、そういったところできちんと研修していこうということが書いてあります。

そして、めくっていただきまして、４ページ目からが別紙ということになりまして、本文だけでは

どうしても、合理的配慮だとか不当な差別的取り扱いだとか、そういったところのイメージがつきに

くいというところで、それぞれの考え方について書いてあります。

そして、最後７ページで、不当な差別的取り扱い及び合理的配慮の具体例ということで、各省庁で

この対応要領つくっているところについては、ここに結構具体的にどういったことが合理的配慮にあ

たる具体例だってところを羅列してあるんですが、浦安市では、権利擁護部会の委員の皆さんご存知

の通り、バリアフリーハンドブックですとか、そういった既につくられてきてる、皆さんや当事者の

方の声も入った冊子もありますので、そういったものを参考にしてください、ということで、あえて

ここには配慮事例等を列挙せずに、バリアフリーハンドブックですとか障がい事業課のほうで集めた

配慮に関する事例、千葉県のほうでも、この差別解消法の施行にあたり事例集を作成しておりますの

で、その事例集であったり、障がいのある人に対する情報保障のためのガイドライン、こういったも

のを参考にしてくださいと職員のほうには周知をしていきたいと考えています。以上です。

浦安市社会福祉協議会：はい、今、市のほうの取り組みの状況と進捗状況について、説明をいただきました。

４月に向けて条例を設置すること。それから、市職員の対応についても、今、マニュアル等の検討を

しているということでした。

それで、この差別解消法の推進に向けましては、12 月 15 日から、パブリックコメントを控えてい

るというふうなこともあるそうです。全体的な今の説明をうかがいまして、ご質問等々ございました

ら、お願いいたします。はい、千葉発達障害児・者親の会「コスモ」浦安グループさん。

千葉発達障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ：私ばっかりすみません。千葉発達障害児・者親の会「コ

スモ」でございます。

まずお礼を、ありがとうございます。つくってくださってありがとうございますというのが１つと、

市役所の普通の行政マンは、これがなくても、なかなか差別をすることは少ないのではないかなとい

うふうには思っていて、せめぎ合う現場のところでは、実は教育委員会がとても大事で、教育委員会

にこそこれが必要で、これがないとなかなか戦えないので、どうやったら教育委員会にこれをつくっ

てもらえるだろうか。もう、合理的配慮であるか、特別扱いであるかというのを日々戦っているとこ

ろでございまして、そこにほしいなあって思います。よろしくお願いします。どうしたらいいでしょ

うか。お知恵を借りたいです、はい。

浦安市社会福祉協議会：はい、では、事務局から。
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事務局：任命権ごとと先ほどご説明しましたが、教育委員会や消防本部とも、調整してますので、もう少し

お待ちいただければなと思います。

千葉発達障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ：ありがとうございます。

浦安市社会福祉協議会：条例を設置するという自治体というのは、本当に全国でもほとんどないようです。

千葉発達障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ：素晴らしいです。

浦安市社会福祉協議会：浦安市は本当にこの解消法に向けて、非常に進んでるという話を聞いております。

職員の皆さんにも、すでに研修がされてて、これからは本当に、市民の皆さんの、実際普段の生活の

中でいろんな課題があろうと思います、そういうものをしっかりと受け止めていくということが、改

めて、大事かなというふうに思っております。

それでは、次に、この、12 月 5日に、、障がい者週間を記念いたしまして、イベントを企画してお

ります。このイベントにつきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。

事務局：はい、障がい事業課です。ご説明のほうさせていただきます。すみません、本日、チラシのほう、

委員の皆様に配布させていただいたところなんですけれども、12 月５日の土曜日。場所が新浦安駅

前広場のステージと、その周辺を使って、障がい者週間記念イベントを実施する予定です。

プログラムに関しましては、こちらにも書いてあります通り、よさこいであったり、市内の市民活

動団体。浦安カルテットさんであるとか、順天堂大学駅伝部のチアダンス。ブラスバンド。午後から

については、民謡であるとか、明海大学の吹奏楽部の学生さんなんかにもお越しいただいて、ステー

ジ上で実施するということ。

出店団体については、市内の福祉事業所と、あと企業等にも、大体、20 店舗弱ぐらいのお店を開

きまして、その中で、いろいろと加工品等を販売していただく。その中で、調達法の関係もございま

すので、その売り上げについてはですね、障がいのある方の工賃につながっていくということになり

ます。

10 時から３時までやってますので、お友だちをお誘いいただいて、ご参加いただければというふ

うに思っております。以上です。

浦安市社会福祉協議会：はい、今、ご説明いただいた通り、12 月５日、新浦安の駅前広場で、10 時から３

時まで、屋外でということですので、今日、寒いと言ってますが、再来週になりますか。本当に、お

天気にして、このイベントをしっかりと成功させたいなというふうに思っておりますので、委員の皆

様方もご参加なり、これは、紹介されてる皆さんも多くいらっしゃると思いますので、よろしくお願

いいたします。

このイベントにご質問等はよろしいですか。はい。それでは、12 月５日、どうぞよろしくお願い

いたします。

今日、前半のほうの議題につきましては、今の進捗状況等々、それから、本当にこれから、配慮に

関する事例集、それから、障がいのある方に対する差別と望ましい配慮に関する事例集等々できてき

ておりますので、これを踏まえて、また、この部会で、権利擁護という視点で、合理的配慮という部

分を取り上げてもらいたいというふうに思っております。

前半の議題につきましては、これで、終了とさせていただきまして、本日、ここからは、この部会

の１つの課題でもあります、成年後見制度の活用事例ということについての議題へと移らせていただ

きます。傍聴人の方は大変恐縮ですが、個別事例となりますので、退席をよろしくお願いいたします。



平成 27 年度浦安市自立支援協議会 第３回権利擁護部会

次第

平成 27 年 11 月 26 日（木）

健康センター第２会議室・地域連携室

午後１時 30 分～３時 30 分

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取り組み状況について

②対応の流れについて

③条例案の概要について

④職員対応要領について

⑤障がい者週間記念イベントについて

（２）成年後見制度の活用事例について（事例を取り扱うため非公開）

（３）その他

３．閉会



資料１-１

障害者差別解消法施行に向けた取り組みについて

５月 ・市川市視察対応（20 日）

6 月

・自立支援協議会 権利擁護部会（4 日）

・プレ 障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会（２日）

・第１回ワーキンググループ（２日）

7 月

・庁内配慮に関する事例のアンケート収集（1 日～30 日）

・柏市視察対応（９日）

・千葉県第１回ワーキンググループ（29 日）

8 月
・千葉県第２回ワーキンググループ（21 日）

・庁内ヒアリング実施（24 日～28 日）

9 月

・広域専門指導員研修会講師派遣（５日）

・自立支援協議会 権利擁護部会（17 日）

委員からの配慮・課題等の事例を発表してもらい意見交換を実施。

・千葉県第３回ワーキンググループ（18 日）

・市町村アカデミー講師派遣（30 日）

10 月

・野田市視察対応（１日）

・障がい者差別解消法 管理職研修（課長補佐級）（15 日） 79 名参加

講師：野澤和弘氏（毎日新聞社 論説委員）

・第２回ワーキンググループ（15 日）

・千葉県第４回ワーキンググループ（21 日）

11 月

・千葉県手をつなぐ育成会権利擁護セミナー講師派遣（９日）

・障がい者差別解消法 管理職研修（課長級以上）（11 日） 79 名参加

講師：高梨憲司氏（千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会 委員長）

・千葉県第５回ワーキンググループ（20 日）

・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（24 日）

・自立支援協議会権利擁護部会（26 日）

12 月

・障がい者差別解消法周知イベント（５日）※障害者週間に合わせて

新浦安駅前広場にて、障がい当事者、家族、団体、事業所をはじめ、障がいのある人もな

い人も共に参加できるイベントを開催予定。差別解消法の周知も行う。

1 月 ・障がい者差別解消法 担当職員向け研修（未定）

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（２日）

・自立支援協議会権利擁護部会（15 日）

3 月 ・条例、対応要領の完成



市への差別や配慮の相談、虐待の通報・届出

（仮称）浦安市障がい者権利擁護センター

コアメンバー会議

差別・配慮・虐待の判断
情報共有

緊急性の判断
事実確認の方法の判断

虐待と判断した場合
の対応フローは省略

広域専門
指導員

連携・助言

連携・助言

浦安市障がい者差別解消支援地域協議会

・市内関係機関との調整が必要なケース
・困難ケース等

千葉県
障害者差別
解消支援地
域協議会

連携・助言

千葉県

事業者
事業者相談窓口

資料１-２ 相談受付フローチャート

ご家族
等

民生委員相談支援事業所支援者 ご本人

助言・同行
調整支援

市町村

浦安市高齢者・障がい者等における
虐待防止対策協議会

＝

（仮称）

浦安市高齢者・障が
い者虐待防止及び差
別解消対策協議会



資料１-３

浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例の制定について

・制定理由

法律で市町村は努力義務となっている「職員対応要領」、「障がい者差別解消支

援地域協議会」の設置を市の施策として定めるほか、相談体制として本市独自に

「障がい者権利擁護センター」の設置等を定め法律の実効性を担保する。

・特徴

「（仮称）障がい者権利擁護センター」は障がい者虐待防止センターの名称を

変更し、障がい者の虐待・差別等の相談を受ける。

「障がい者差別解消支援地域協議会」は、現行の「高齢者・障がい者虐待防止

対策協議会」を「（仮称）高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会」

とし、高齢者・障がい者の虐待、差別等権利擁護全般を対応する。

・条例案の概要

前文

第１章 総則（第１条～第７条）

目的、定義（障がい者、社会的障壁、市民等、事業者）基本理念、市の責務、

市民等の責務、事業者の責務、県との連携

第 2 章 基本的施策（第８条～第 11 条）

職員対応要領、相談及び紛争の防止等のための体制の整備「障がい者権利擁

護センター」、啓発活動、協議会の設置「障がい者差別解消支援地域協議会」

施行日 平成 28 年４月１日

・スケジュール

平成 27 年 11 月 19 日（木）自立支援協議会で概要提示

平成 27 年 11 月 26 日（木）自立支援協議会権利擁護部会で概要提示

平成 27 年 12 月 3 日（木） 自立支援協議会こども部会で概要提示

平成 27 年 11 月 24 日（火）障害者等差別解消支援地域協議会の在り方検討

会（内閣府モデル会議）で条例案提示

平成 27 年 12 月 15 日（火）パブリックコメント

平成 28 年３月 議会上程
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浦安市市長部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領（案）

（目的）

第１条 この要領（以下「対応要領」という。）は、浦安市障がいを理由とす

る差別の解消を推進する条例（平成 28 年条例第●号。以下「条例」とい

う。）第●条に基づき、浦安市市長部局、選挙管理委員会事務局、議会事務

局及び監査委員事務局に属する職員（非常勤職員を含む。以下「職員」とい

う。）が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

（不当な差別的取扱いの禁止）

第２条 職員は、条例第●条の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当た

り、障がい（身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）

その他の心身の機能の障がいをいう。以下この対応要領において同じ。）を

理由として、障がい者（障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下この対応要領において

同じ。）でない者と比較して不当な差別的取扱いをすることにより、障がい

者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める

留意事項に留意するものとする。

（合理的配慮の提供）

第３条 職員は、条例第●条の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当た

り、障がい者から現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

あった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の

権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障

がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配

慮（以下「合理的配慮」という。）の提供をしなければならない。これに当

たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。

（監督者の責務）

第４条 職員のうち、職員を監督する地位にある者（以下「監督者」とい

う。）は、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げ
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る事項に注意して障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注

意し、また、障がい者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなけれ

ばならない。

一 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関

し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に

関する認識を深めさせること。

二 障がい者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、

苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

三 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的

配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

２ 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速

かつ適切に対処しなければならない。

（懲戒処分等）

第５条 職員が、障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、若しくは、過重な

負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっ

ては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分

その他の措置に付されることがある。

（相談体制の整備）

第６条 職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族そ

の他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口として、障がい

者権利擁護センターを健康福祉部障がい事業課に置く。

２ 相談等を行おうとする者は、手紙、電話、ＦＡＸ、メールなどの任意の方

法を用いて、相談を行うことができることとする。

３ 相談の記録は、障がい事業課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつ

つ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

４ 障がい事業課（障がい者権利擁護センター）は、必要に応じ、相談体制の

充実を図るよう努めるものとする。

（研修・啓発）

第７条 障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要
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な研修・啓発を行うものとする。

２ 新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関す

る基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職

員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割につ

いて理解させるために、それぞれ、研修を実施する。

３ 職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者へ適切に対応

するために、意識の啓発を図る。

附 則

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。



資料 1－4

4

別紙

浦安市市長部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領に係る留意事項

１．障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止

（１）基本的な考え方

障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや

各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、

障がい者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障がい者

の権利利益を侵害することを禁止するものです。

≪補足≫

○障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要となる次のよ

うな特別な措置は、不当な差別的取扱いではありません。

・障がい者でない者と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置）

・合理的配慮の提供による障がい者でない者との異なる取扱い

・合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつ

つ障がい者に障がいの状況等を確認すること

○不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がい者を、問題となる事務

又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障がい者でない者より

不利に扱うことです。

（２）正当な理由の判断の視点

○障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取

扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照ら

してやむを得ないと言える場合は、「正当な理由」に相当するため、不当な

差別的取扱いにはなりません。

○正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに、障がい者、第

三者の権利利益（例：安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等）及び事

務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に
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応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

○正当な理由があると判断した場合には、障がい者にその理由を説明し、理

解を得るよう努めることが望まれます。

２．合理的配慮の提供

（１）基本的な考え方

事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がい者から現に社

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おいて、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害すること

とならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を提供しな

ければなりません。

（２）留意点

○合理的配慮は、事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされ

る範囲で本来の業務に付随するものに限られ、障がい者でない者との比

較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は

事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必

要があります。

○合理的配慮は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場

面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。

○当該障がい者が現に置かれている状況を踏まえ、代替措置の選択も含め、

双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、

柔軟に対応がなされるものです。

○合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得

るものです。

○合理的配慮の提供に当たっては、障がい者の性別、年齢、状態等に配慮

する必要があります。

○合理的配慮を必要とする障がい者が多数見込まれる場合、障がい者との

関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではな

く、環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削
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減・効率化につながる点は重要です。

（３）意思の表明

○意思の表明に当たっては、言語（手話を含む。）のほか、点字、拡大文

字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達

など、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段（通訳

を介するものを含む。）により伝えられます。

○知的障がいや精神障がい（発達障がいを含む。）等により本人の意思表

明が困難な場合には、障がい者の家族、介助者等、コミュニケーションを

支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含みます。

○意思の表明がない場合であっても、当該障がい者が社会的障壁の除去を

必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みて、適切と思

われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組

に努めることが望まれます。

（４）環境整備との関係

○合理的配慮は、障がい者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバ

リアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環

境の整備を基礎として、個々の障がい者に対して、その状況に応じて個別

に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況

により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障がいの状態等が

変化することもあるため、特に、障がい者との関係性が長期にわたる場合

等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要で

ある。

（５）委託事業等について

○事務又は事業の一環として実施する事務を事業者に委託等する場合は、

提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障がい者が

不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた合

理的配慮の提供について盛り込むよう努めることが望まれます。
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３．過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的

場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

過重な負担に当たると判断した場合は、障がい者にその理由を説明し、理解

を得るよう努めることが望まれます。

・事務又は事業への影響の程度（事務又は事業の目的、内容、機能を損なう

か否か）

・実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）

・費用負担の程度

４．不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例

不当な差別的取扱いに当たり得る具体例及び合理的配慮の具体例については、

以下の資料等を参考にしてください。

○ わたしたちにできることがあります～うらやすこころのバリアフリーハン

ドブック～／浦安市自立支援協議会

○ 配慮等に関する事例集／浦安市健康福祉部障がい事業課

○ 障害のある人に対する差別と望ましい配慮に関する事例集～こんな配慮も

あります／千葉県健康福祉部障害福祉課障害者権利擁護推進室

○ 障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン／千葉県
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当日資料

「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」の改訂について

現在、下記の通り改訂を行っている。

改訂後のものは、12月中旬以降配布予定。

P.6 難病

↓



2

P.8 内部障がい

↓



3

P.9・10「発達障がい」

検討中

P.13 左下

→


