
1

平成 27 年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成 28年２月 15 日（月） 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、

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、

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、

浦安市民生委員児童委員協議会、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

４．議題

（１）障害者差別解消法施行に向けて

（２）平成 28年度の議題について

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料１ 障害者差別解消支援地域協議会モデル事業

（２）議題１資料２ “現段階で取り組めること、また取り組んでいこうとしていること”

（３）議題１資料３ 相談受付フローチャート

６．議事

事務局：ただいまより、平成 27 年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いたします。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



2

手いただき、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言のあとに、団体名と氏名を述べていただ

き、その後、発言をお願いいたします。それでは、今後の進行につきましては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：皆さん、こんにちは。

一同：こんにちは。

リーダー：今日は、権利擁護部会にお越しいただきましてありがとうございます。それでは、議事のほう進

行をさせていただきます。

本日ですけども、議題１といたしまして、この４月から障害者差別法の施行に向けまして、さまざ

まな取り組みがなされています。その中でも特に相談体制の整備。また、協議会の設置について、細

かく事務局のほうから報告をしていただきたいというふうに思っております。

その後、委員の皆様から、先般の資料のほうもお送りさせていただいたように、障害者差別解消法

ができるからうんぬんということではないと思いますが、現段階で取り組めること、また、取り組ん

でいこうとしてることを中心に、ご意見をうかがえればというふうに思っております。

これらのご意見を踏まえまして、議題２といたしましては、この部会の意見をとりまとめながら、

平成 28 年度の権利擁護部会の内容等々も踏まえてまいりたいというふうに考えてございます。

それでは、初めに議題１の障害者差別解消法に向けて、ということを、事務局のほうから説明をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

事務局：事務局、障がい事業課です。よろしくお願いいたします。スライドのほうを使って、モデル事業の

ご報告をさせていただきたいと思います。

先日２月２日に、２か年にわたりました内閣府のモデル事業の最終の会議を終えたところでして。

その際も、こちらの資料で、まとめというところで２年間の取り組み状況についてご報告をさせてい

ただきました。権利擁護部会は一番関連のある部会ということで、さまざまなご意見をいただいてま

いりましたので、そういったところも含めて、ちょっと駆け足にはなりますが、ご報告をさせていた

だきたいと思います。

私たちは、モデル事業を行いましてから、いろいろな自治体さん等から、モデル事業について話を

してほしいと言われる機会が多くありまして。その説明の際に使っている資料にもなります。

まず、最初の部分は、外で対外的にお話しをするときには、浦安市の概要というところをお話しさ

せていただいています。障がい者手帳所持者数では、身体障害者手帳の方が 2837 人。療育手帳が 660

人、精神保健福祉手帳が 617 人といった構成になってます。そのうち、60 歳代、70 歳代の方の身体

障害者手帳を持ってる方の割合が非常に多くなってまして、高齢の方の身体障害者手帳の所持者とい

うところが多いという現状もお話ししてます。

取り組み状況としましては、このモデル事業をお受けする前、平成 22 年から自立支援協議会では、

広域専門指導員に委員をお願いをしているところです。また、25 年度には自立支援協議会の権利擁

護部会を設置しました。また、平成 24 年 10 月には、障害者虐待防止法が始まったことにあわせま

して、障がい者虐待防止対策協議会を設置しました。こちら、毎日新聞の論説委員であります野沢先

生に委員に入っていただきまして、早くから、虐待という観点だけではなく、差別や合理的配慮とい

ったところも取り組んでまいりました。

また、平成 24 年度から始まった障がい者虐待防止の取り組みの中で、どうしても 65 歳という年

齢で、簡単には分けられないケース。たとえば虐待を受けている高齢者のご家族の中に障がいのある

方がいらっしゃるとか、中高年のセルフネグレクトであるとか、65 歳という年齢で切れないような

ケースが多々ありまして、そういったところで、高齢者と障がい者と虐待防止対策協議会を統合しよ
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うというところで、26 年度から協議会を統合をしました。ちょうど、その統合の話がある頃に、モ

デル会議のお話しをいただきまして、委員の構成も非常に近いというところもありまして、この内閣

府のモデル事業を受託するということになりました。

続きまして、モデル会議の開催経過ですが、基本的には年２回のモデル会議と、あとはワーキング

グループを複数回行いまして２年間進めてまいりました。それだけでは検討の場が少ないというとこ

ろで、この場であります自立支援協議会の権利擁護部会ですとか、当時、障がい者福祉計画の策定委

員会も、平成 26 年度は開催していましたので、こちらのほうも活用しながら検討のほうを進めてき

ました。

最初にモデル会議でどんなことを取り組んだかというところでは、当時、障がい者福祉計画の策定

にあたりまして、前年度にアンケート調査を実施しておりまして、その中で「差別を受けたり、嫌な

思いをしたことはありますか」という質問をさせていただきまして、「よくある」という方が４％、

「時々ある」という方が 14％で、18％の方からなんらか嫌な思いをしたことがあるというご回答を

いただいてます。その割合としては、知的障がいの方が 41％、精神障がいの方が 36％、身体障がい

の方が 15％ということで、嫌な思いをされているというところが見えてきました。

「具体的に、どういったところで差別を感じましたか」というところでは、身体に障がいのある方

は、エレベーターやエスカレーターで混雑時に迷惑がられてしまう。知的に障がいがある方は、学校

や職場でからかわれたり、馬鹿にされてしまう。精神に障がいのある方は、就職活動中、病気を申告

すると断られたり、仕事をしていても配慮してもらえない。そういった自由記述もアンケート調査の

中には書かれていました。

また、本人部会では、障がい者福祉計画のヒアリングも兼ねまして、差別をなくしていくために、

合理的配慮について、というところでお話しをうかがいましたところ、やはりもっと自分たちのこと

を知ってほしい。差別や合理的配慮について知ってもらいたい。差別のない安心して暮らせる社会を

実現してほしい。そういったご意見をいただきました。

また、市内の合理的配慮、優しい取り組みとしまして、権利擁護部会の委員の皆さんからあげてい

ただいた意見です。明海大学さんからは、障がいのある方に配慮した入学試験の実施や、校舎のバリ

アフリー化。オリエンタルランドさんからは、障がいのある人もない人も一緒に楽しむための工夫。

また、広域専門指導員さんからは、障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例につ

いて、あとは相談窓口の設置等についてお話しをいただきました。

では市役所では、いったいどういう取り組みをしてるだろうというところでは、耳マークの設置で

あるとか。あとは、現在新庁舎のほう建設しておりますが、ユニバーサルデザインの意見交換会を実

施したこと。あとは救急メディカルカードといいまして、コミュニケーションが難しい方が指さしで、

どこが具合が悪いかというところを救急隊員に伝えることができるカード。こういったことを取り組

んでいるということをご報告させていただきました。

また、皆さん、よくご存知でらっしゃると思いますが、このこころのバリアフリー支援事業としま

して、こころのバリアフリーハンドブックを活用した、小中学校への福祉教育ですとか、このバリア

フリーハンドブックをイベント等でも配布しまして、実際に当事者の皆さんの声が載っている冊子と

いうことで、広く啓発をさせていただきました。

そして、差別解消法の啓発広報というところでは、平成 26 年度からモデル会議と並行してどんど

ん進めてまいりまして、市職員の研修、事業所・企業向けの講演、その他各種イベントでの啓発をお

こなってまいりました。

そして、6 年度は、この虐待防止対策協議会のほうをモデル会議に位置づけておこなってきたとい



4

うこともありまして、この虐待防止のフローを差別の相談についても活用するのがいいんではないか

という結論に至りました。

平成 27 年度につきましては、実際に私たちのほうで少し時間をかけて庁内のすべての所属に対し

て、この差別解消法の周知も兼ねて、アンケート調査やヒアリング調査を行いました。その際に多く

の職員からは、何をどこまで配慮するのかわからない。マニュアルがほしい。そういった声が多く聞

かれました。

また、今年度も同じく職員研修については、進めているところです。

そして 12 月５日は、新浦安駅前でイベントのほうを行いました。こちらは非常にお天気にも恵ま

れまして、多くの人にご来場いただきました。ちょっとお手元の資料には写真が掲載できなかったん

ですが、こちらでは写真をご紹介したいと思います。

こちらは、ステージパフォーマンスの様子です。社協さんの歳末助け合い募金ともコラボしました。

これは大学さんの映像の様子ですね。こちら、ちょっと上から撮ったんですが、常時こういった形で、

多くの人にご来場いただきまして、大変盛り上がったイベントとなりました。また、この場でも、差

別解消法の周知も兼ねておりましたので、そのチラシの裏面にクイズを掲載しまして、クイズラリー

ということで、多くのお子さん方にも参加していただいたところです。

また、今年度の自立支援協議会権利擁護部会では、この差別解消法に関連しまして、お互いに歩み

合うことが必要でしょう、知識だけでなく、感性や人としての思いやりが必要。知識として知ること

はもちろん、まずは人としてどう接するか、社会全体として障がいが属性であることを忘れないよう

にすべき。障害のある人への対応をマニュアル化すると、かえって画一的で心ない対応になってしま

うのでは。というご意見を一部ですがいただきました。私たちが職員のヒアリング等おこなった際に、

何をどこまで、どうすればいいかわからないといった声を多くいただきまして、マニュアルが必要で

はないのかと考えていたんですが、こういった皆さんからのお声をいただいたときに、必ずしも、そ

のマニュアル先行型でない、優しい取り組みを広げるようなところから進めていくのがいいんではな

いかうふうに考えるようになりました。

そして、この２年間のモデル事業。そして、これまでの虐待対応等の取り組みから、この差別や虐

待が、偏見だったり、誤解だったり、障がいについての理解不足、そういったところから少なからず

生じているんではないのかという結論に至りました。これは、すべてそれだけが理由ということでは

ないんですが、そういったところで、差別と虐待は、やはり近しいところにあるというところで、こ

の障がい者差別を解消をするための取り組みは、虐待を防止する取り組みと一体的に行われることが

効果的ではないかというところが見えてきました。

また、平成 26 年に統合しました高齢者と障がい者の虐待防止対策協議会。そこでモデル会議をお

こなっていく中で、やはり高齢者施策と一緒に取り組むというメリットも見えてきました。高齢者待

防止と障がい者虐待防止については、原則市町村での対応ということで、非常にスキームは似ていま

す。また、先ほども申しましたとおり、手帳所持者のうち 60 歳以上が過半数を占めている現状とい

うところで、やはり高齢の障がい者の方が増加しています。また、認知症施策においては、すでに先

行して認知症高齢者に対する偏見や誤解、理解不足を解消する取り組みが、高齢者施策のほうではな

されていますので、やっぱり私たちとしても、非常にモデルになると感じております。

こうしたところから、障がいを理由とする差別を解消する取り組みは、高齢者の虐待防止や認知症

施策等と連携しながら、私たちも、そこから学びながら進めることが効果的であろうということも見

えてきました。そういったところを、市の施策として具体的に位置づけていこうというところで、条

例を制定しようということになりました。こちら条例の構成としましては、前文と、第１条から第
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13 条までという構成になっております。

そして、県と市の連携というところで、すでに千葉県というのは、日本で初めて障がい者の差別に

関する条例を独自に県としてつくっています。活動実績のある広域専門指導員さんとの連携は不可欠

であろうというふうに考えていました。この２年間のモデル事業、千葉県のほうも受けておりますの

で、千葉県とは連携をしながら、やっぱり広域専門指導員さんの活用が、市町村にとっては、本当に

必要なんですということを再三にわたって、千葉県のほうには伝えてまいりました。28 年４月から

この法律施行されますが、ご相談にいらっしゃった方にたらい回しだとか、私たちのスキル不足によ

って、困った思いをしていただかないためにも、広域専門指導員の皆さんとは連携をして相談対応の

ほう、進めていきたいと考えています。

また、県には県の条例もあります。また、私どもも今回、市で条例を制定することになりました。

そういったところで、この法律もあるというところで県と市の役割をきちんと明確化していくという

ところで、市域を越えるような広域的な事例ですとか。あとは市がお話しをしていくことが、ちょっ

と難しいようなケース。高度専門的な支援等を要する事例や、困難事例等ですね。そういったものに

つきましては、やはり県のほうに調整に入っていただくことが必要かなと思っています。

また、この法律施行する段階で、今、事例の積み重ねが全国的にないという中で、やはり県のほう

では、一つ一つその市町村の対応事例を積み重ねていってもらって、ぜひ市町村にそれを共有化する

ような仕組みを設けてほしいと考えています。

こういった形で、２年間モデル事業を取り組んできました。以上になります。

続きまして、こちらのフローの図をご覧ください。４月以降、差別解消法が始まり、いったいどう

なるのかというところで、この前の第３回の権利擁護部会の中でも、こういったフロー図をお出しし

てご説明させていただいたんですが、もう一度お話しをきちんとさせていただきたいと思います。

まずは、障がい事業課に、仮称ではありますが「浦安市障がい者権利擁護センター」という窓口を

設置する予定です。今、障がい事業課「障がい者虐待防止センター」という看板がかかっていますが、

虐待と差別を一体的に受けていくというところで、障がい者権利擁護センターという名称に変更しま

す。相談していただく方は、当事者の方ご本人もあるでしょうし、支援者の方、ご家族の方、または、

相談支援事業所の方、民生委員の方と、いろんな方が相談に訪れることを想定しています。

先ほど２つの円が重なるような虐待と差別の図を出しましたが、やはり差別とか虐待というところ

は問題的に近しいところにあり、やはり当事者の方、周りの方々も、それが虐待なのか、差別なのか

というところがなかなか見えづらいところもあると思います。そこで我々のほうで、ご相談を受けた

際に、それが虐待の案件であるのか、差別や合理的配慮の欠けるような案件であるのか。そういった

ところをコアメンバー会議といいまして、管理職まで入った会議をスピーディーに開催しまして、緊

急性の判断だったり、今後の事実確認の方法等を検討します。

虐待と判断された場合は、点線四角になっていますが、虐待の対応フローにのっとり、支援をおこ

なっていきます。ここでは虐待のフローについては省略しています。

内容が、合理的配慮が欠けるといったような問題があったり、差別にあたるような問題と判断した

場合には、障害者差別解消法というのは、一方的に誰かを罰したりだとか、責めたりとか、そういう

法律ではありませんので、調整というところで、双方のお話しを聞くという作業を、我々のほうでさ

せていただきます。その上で必要があれば、たとえば、嫌な思いをされてしまった場所に、その相談

者の方と一緒に同行し、お話し合いの場に同席させてもらうとか、そういったところと連絡調整をす

るといったことが対応としては想定されます。

また、この際に広域専門指導員さんとの連携が、不可欠というお話しをしましたが、やはり私たち、
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この４月から調整活動をする中で、こういったときはどうしたらいいんだろう。どのように調整活動

に入ってけばいいんだろうというところで、広域専門指導員さんとも連携を図りまして、助言をいた

だいたりということも考えています。

そうした中で基本的にご相談について対応していくんですが、たとえば浦安市内で同じようなケー

スが散見される場合だったりとか、浦安市全域に広がるような問題であるとか。困難な事例等、そう

いったものについては、この図の下にあります、「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」こちらのほうに諮っていこうということを考えています。

こちらは４月以降、虐待と差別を一体的に取り扱う会議体として発足をさせる予定です。こちらの

会議では、高齢者に対する虐待の防止に関すること、障がい者に対する虐待の防止に関すること、そ

して障がいのある人に対する差別の解消に関すること。この３つを主に協議していきます。

第３回の権利擁護部会の際に、自立支援協議会との関係性は？ということで、ご質問があったかと

思いますので、その横に、今回「連携」ということで、自立支援協議会と矢印をつなげております。

あくまでも、この対策協議会については、この自立支援協議会とは別の会議体になります。ただ、自

立支援協議会にも権利擁護部会として、虐待ですとか、差別ですとか、障がいのある方の権利擁護全

般について話し合う部会がございますので、内容については連携を図りながら進めていくということ

で、このように自立支援協議会を位置づけております。

一応こちらが、４月以降の組織、体制というところで、現段階で確定しているところになります。

説明は以上です。

リーダー：ありがとうございました。障害者差別解消法の施行に向けて行政の中で、今説明があったような

形で進んできているというところでございます。ただいまの説明に関しまして、ご質問等いかがでし

ょうか。

サブリーダー：いいですか。

リーダー：はい、どうぞ。

サブリーダー：先ほどのスライドの取り組み状況。２番目の取り組み状況っていうところに 25 年に自立支

援協議会に権利擁護部会を設置となってますが、もっと前からあると思いますけれども、権利擁護部

会は。25 年から始まったのは、本人部会が加わったんだと思います。私、23 年から入ってまして、

権利擁護に入ってます。

事務局：事務局です。確か名称が、広報啓発プロジェクトだったかと思います。

サブリーダー：いや、権利擁護になっていました、23 年から。

事務局：はい、確認をさせてください。

サブリーダー：はい。

リーダー：はい。そこは確認のほど、よろしくお願いいたします。はい、コスモさん。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループです。質問

をさせてください。前回、この連携というのを今日、入れていただいたところの質問をしたのは私だ

ったかと思うんですが。わからないのは、この会議は何をするところなんですか。この会議とこれの

関係が、連携なんていう言葉だと。たとえば、私と隣りのうちのお母さんだって、連携してるっちゃ

連携してる。だから、すごく広い意味で、具体的に何をして、何をしないのか。ここがダブっている

と、外から見ると非常にお金の無駄づかいに見えるし。私たちだって時間をつくって来ているときに、

ここはこれをやり、あっちはこれをやるんだっていうのがしっかりしてないと、何に向かって会議を

するのかが、ちょっとわかりにくいと思います。以上です。

リーダー：はい、上田委員のご質問に対して事務局、お願いします。
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事務局：はい、事務局です。まず、今度新しくできる協議会のほうでは、高齢者と障がい者の虐待防止。あ

と、差別解消についてのみ協議するというふうにイメージしてください。権利擁護部会のほうに関し

ましては、いつも年度の初めに資料としてお配りしてるとおり、障がい者の権利擁護に関する事項と

いうことで、広くなっています。やはり啓発、広報活動の推進。それが先ほどお話ししましたバリア

フリー・ハンドブックを活用した福祉教育ですとか、学校現場への出前ですとか。あとは成年後見制

度の普及。前回、事例のほうはさせていただきましたがそういったもの。そういうところは、そこに

プラス虐待防止というところの実績報告。そういったところが、これまで権利擁護部会で話し合うこ

とということで入っていました。

ですので、この権利擁護部会では、やはりもっと広い観点で、虐待や差別だけではなくて、障がい

のある方への理解の促進だったり、そういったところでの広報啓発活動。そういったところに、どう

やっていったらいいだろうかとか。地域の皆さんでどういったネットワークを構築できて、連携でき

るだろうかとか、そういったところを協議いただく部会だというふうに考えております。

リーダー：はい、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：はい。視覚障害者の会トパーズクラブです。今、ちょっとご説明が

あったんですけど、常日頃感じていることはですね、あまり具体的な話がここで出ないもんだから、

今、上田委員の質問と同じなんですね。いったい何をやるのかと。具体的な事例とか、そういうの。

この前、成年後見人の話でありましたけれども、差別とか、虐待とか、そういったものは抽象的な話

しか、我々わかんないわけですよね、聞いてないわけです。だから、ある程度聞かないと、我々、ど

ういうことをしていいのか、ちょっとわからないんですが。だからその連携っていっても、もう少し

深く入り込んで、ここで説明してもらわないと、連携できないんじゃないかということすら感じてる

んですけど。以上です。

リーダー：はい、今、お２人の委員さんからご意見いただきました。事務局どうでしょう。

事務局：はい、事務局です。今年度は、前回、成年後見の事例を出させていただきましたが、今後も、その

具体的なというところでは事例等のご紹介を通しまして、皆さんに考えていただくという場はありま

すので、このあとの平成 28 年度に向けた議題という項目もありますので、具体的にこういうことを

話し合いたいとか、こういうことを知りたいとかっていうところを、教えていただきたいというのも、

率直に事務局としてはありますので、ぜひそこで、こういうことなんだということを言っていただけ

ればなと思います。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ちょっと待って。はい。

リーダー：はい。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：あの、そうなんですけどね。具体的なものは、ある程度示していた

だかないとわからないんですよね。全然。だから差別とか虐待とか、どういう状態で行われているか

っていう報告がないと、それはわからないんですよ。だから、議論のしようがないんじゃないかと。

どういうものか示してくれって言っても、あんまり私のまわりで、その具体的に虐待を受けてる例っ

ていうのはないし、差別を受けてるっていう感じもしないんでね。だから、その辺をちょっと議論す

るなら、ある程度想定の報告していただかないと、こちらのほうから示してくれって言われても、な

いっていう感じですね。以上です。

事務局：はい、事務局です。虐待の事例ですとか、４月以降に、実際にこの相談窓口に様々なご相談をお寄

せいただくことになると思いますので、そういったものは、やはり議論していただく際には、ないこ

とにはお話しができないというのはよくわかりますので、そういった場合には事例を、こちらの部会

でも非公開という形で出させていただきたいとは思っております。
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リーダー：今の話でどうでしょう。両委員のお話し、私もそこはちょっと実感しております。この委員会で、

新しく虐待防止、差別解消対策協議会というのができますので、権利擁護部会そのものの形が変わっ

ていくのかなというふうにも、ちょっと思っております。

権利擁護部会そのものは、先ほど、この組織の中で、主な課題として出されているように啓発広報、

それから、障がい者の虐待防止に関する事項。それから後見制度に関する事項を、ここの中で議論し、

障がい者の権利を擁護していこうというのが主目的というふうになっておりますので。やはりここに

向けて議論できるような、それぞれ、委員のおっしゃったような、具体的なものを提示しながらとい

うふうにしていかないと、すごくし議論しづらいなというのも、私も感じておりますので、そこら辺、

準備のほう、よろしくお願いいたします。

ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、今日の議題にあります、議題２のほうに、

それぞれ、こちらの部会は、事業所の皆さん、それから当事者の団体の皆さん方に委員になっていた

だいているところでございます。そこら辺で、28 年度にも向けてということになるんですが、それ

ぞれご意見をと思っております。

では、議題２のほうの説明を、事務局のほうお願いします。

事務局：はい、事務局です。すみません、本日ご意見いただきたいということで、ペーパーで事前に送らせ

ていただいたんですが。まず、この条例を制定するというところで、決して条例をつくったから、も

うそれでオッケーという話では全くございませんので。この条例をやはり生かしていく浦安市になっ

ていかなくてはいけないというところで。また、法律も同じでして、法律ができたからオッケーでは

なく、どうしていこうかというところが大事なのです。

やはり、この権利擁護部会の強みといいますのが、団体の方もいらっしゃれば、民間企業の方もい

らっしゃったり、公的な機関として、警察署さんですとかが入っていらっしゃったりとか、非常に多

く方々がですね、入っている会議になります。

この差別解消法ですとか、浦安市の条例の目指すところも、やはりこう、相互理解とか、互いに個

性を尊重し合うといったところで、そういったところの共生する地域社会の実現を目指しているとい

うところがございます。

この４月以降もですし、これまでも、もう皆さんのほうで、こういった取り組みは日頃から行われ

ているかと思うんですが、やはりここで、それぞれ皆さんが現段階で取り組めること。また、取り組

んでいこうとしていること、ということで、前向きなご意見をいただきながら、ぜひそれを、浦安市

の、我々ここも一つのネットワークだと思いますので、資源として、それぞれ有効に活用できるよう

な形にしたいと思っています。これからの法律の施行、条例の施行に伴う、やさしいまちづくり、そ

ういった浦安市の実現に向けて、皆さんからご意見のほうをいただきたいと思います。

これは資源として、今後、このネットワークで、活用していただけるという前提で、お話しをして

いただければなと思います。

リーダー：はい。では、事務局のほうから議題２の話について、ということでお話しをいただきました。

現在、説明もされたように、法律が施行されるということで、現段階は、行政、それから当事者の皆

さん、それから関係機関、福祉関係団体等々に趣旨説明をしているという段階が、４月以降法律が施

行され、また浦安市においては、条例が施行され、そうすると民間の事業所さん、一般の市民の方々

にこの趣旨を含めて周知していくというふうに移行していくんだと思います。

これは、私、最初に申しましたように、法律が施行されたからうんぬんということではないものだ

というふうに理解はしておりますが、昨日の読売新聞をご覧になった方もいらっしゃるかと思います

が、知的、精神障がいの方々の自立支援という記事が載っておりました。その中で、やはり一番ある
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べきだと思うが難しいところというところで書かれていたのが、地域の理解や支援が、実はまだまだ

乏しいと。これによって自立生活への流れということが難しいんだというのが現実なのかなというふ

うに理解しております。

ですので、今回権利擁護部会に所属する委員さんの事業所または団体のお立場から、今、取り組め

ること。また、取り組んでいこうとすることについて、ご意見をいただきながら、一朝一夕にできる

ものではないと思ってます。ただ、小さなことでも一歩ずつ踏み出して、具現化していくこと。そし

て、部会の大きな目的として、啓発広報というのがうたわれておりますので、ぜひ、そういった視点

からの展開ということを視野に入れてまいりたいと思ってます。

ですので、今月の 25 日は警察署さんで、たぶん県がこういう研修をしていないというふうにおう

かがいしてますが、差別解消法に向けての研修もなさっていただくという話もお聞きしてますし。ま

た、事業所という部分では、今日ちょっとお話しをおうかがいできればと思ったんですが、商工会議

所としたら、どうやってやれるのかなというふうなのも感じながら、今日この席にまいりました。

ちょっと前置き長くなりましたが、委員の皆様からということで、うまく振っていきたいと思いま

すが、ちょっと手短になっちゃうかもしれませんけど、よろしくご意見をいただければと思ってます。

では、大変恐縮なんですけど、順番に振らせていただいて。では、明海大学さんから。大学の立場

からということで、お願いいたします。

明海大学：はい、明海大学です。大学というか、学校ですので、教育機関ということですので、やはり一番、

私たちにできるというのは、本当に啓発広報といいますか、教育という面で、学生たちに、きちんと、

社会人になっていくわけですし。千葉県の学生がほとんどなもんですから、かつては浦安が多かった

んですが、今、千葉県域全体に広がっていますので、そういった学生たちにですね、合理的な配慮の

問題とか、差別とか、そういったものに対して、むしろそういうものをいけないとか。あるいは、そ

ういったものに対して逆に憤りというか、そういうものは示していけるように、さまざまな形で教育

していくというのが、まず一番最初にできることかなというふうに思っております。

もちろん大学としては、今お示ししましたように、いろんな形で、ソフト、ハード面でいろいろな

合理的な配慮というか、障がいを持った方もたくさん入学されてますし、高齢者の方もかなりいらっ

しゃいますので、そういった方への配慮ということで、いろんな形でやっております。教育機関とい

うことの特性を生かして、そういった差別とか虐待防止に向けて、学生たちにきちっと、正しい知識、

あるいは正しい人としての振る舞いというのを教えていくということが、一番できることかなと思い

ます。

特に、地域の理解という点で、学生たちは今、就職するにも最近、介護関連の仕事に就く学生増え

てますし、また、浦安の市内の至るところで学生がアルバイトをしておりまして、飲食店なんかも中

心にやってるんですが、そういった学生が、きちっとそういう場で、いろいろな形で配慮できるよう

な指導、教育をしていきたいというふうに考えております。

また、学内でも、そういった障がいを持った学生が入ってきた場合には、それをサポートしていけ

るような体制について、学生たちの組織化を今、図っているところでございますし、授業の中でもい

くつか、そういった問題について取り組んでいる授業といいますか、こころのバリアハンドブックを

使ってやっている授業、いくつかちょっと今。特に、経済学部中心にやっておりますけれども、そう

いった形で、教育、啓発、広報に邁進していきたいと思ってます。ちょっと不十分なんですけれども。

リーダー：はい、ありがとうございます。まわしたいと思うんですけど。どれぐらい学生さんたちが、その

授業の中で、どれくらいの数の方々がというようなところ等々がわかると。

明海大学：経済学部では、今 100 名の授業と、160 名の授業、それから 50 名の授業の３つで、これを軸に
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進めておりまして。今はちょっとそれ以外に、どういう広がりがあるかは、ちょっと、またこれから

チェックしたいと思いますけれども。そういった授業の中では、ことあるごとにそれを取り上げてお

ります。

リーダー：はい、ぜひ、いわゆる広報啓発される部分では、やっぱり小学校、中学校って、すごく大事かな

と。ましてや、地域の大学として、ぜひともよろしくお願いできればと。次の方お願いいたします。

いちょうの会：あの、いちょうの会です。私たちのほうは、当事者が精神的な面の障がいを持ってるメンバ

ーが多いので。それと共に、家族会もメンバー少ないんですけど、親、当事者を抱えてる家族も、だ

んだん歳を取ってきておりますので、その点で難しいことと。また、精神という面で、皆さんにご迷

惑かけちゃいけないっていう家族の考えで、つい、外へ声を出しそびれているんですね。

それで今までこういう会に私も出させていただきまして、やはり自分たち、受けるのを待ってるん

でなくて、やはり皆さんがおっしゃる通りに、声を自分たちのほうからあげて、「こういうことで困

ってるからお願いします」ということを言いたいなと思って、あの、家族会に話をしたいと思ってお

ります。

それと、先日、市川と浦安のほうの合同で各方面の、警察、個人病院、大学病院などなどの先生方

やなんかお出でいただいたときに、警察の方からのお話しなんですけれども。とかくうちのほうの場

合は、緊急で 110 番かけちゃう場合が多いんですね。その場合、警察とすれば、保健所がお休みだ

ったりとか、どこへまわしてっていう、その時間がすごいかかりすぎるから、もう少し時間を短縮で

きないだろうかっていうお話しがあったんですよ。

それを私聞いておりまして。確かに緊急でお願いするんで、１日、２日待ってっていうんじゃ、家

族は、その、当事者を抱えての、どのようになだめていいかわからないんで、そういうときの手配の

仕方っていうんですか。役所関係やなんかの連絡網を早めにお願いできればありがたいなと思います。

あとは、もう皆さんのお話しうかがいながら、もっと会のほうで、家族会に話をして、勉強してい

きたいと思っております。

リーダー：はい。今のいちょうの会さんのお話で、事務局何かありますか。まわしてからでいいですか。は

い。では、私もメモりますので、お聞きしたいこと等々について、いったん全部まわさせていただき

ますので、次自閉症協会さん、お願いいたします。

浦安市自閉症協会：はい、自閉症協会の神谷です。そうですね、できることはなんなんでしょうね、会とし

て。とても難しいんですけれども。差別とか、虐待っていう言葉が入ってくると、とっても、すごい

遠い話になってしまって、私たちが感じてる、その、嫌だなって思ったりすることって、取りように

よっては取られちゃうなぐらいの。たとえば、学校の就学の相談に行ったときに、「あなたのお子さ

んは知識レベルがこれだから、もう通常学級は無理ですね」って言われれば差別といえるかもしれな

いですけど。今は、みんな賢くなってるので、そんな言葉は使わないし。いろんな負のネタを言った

あとに、「でも、選ぶのはお母さんですよ」っていう言い方をするとか。とても見えにくくなってい

て。でも、私たちが日々感じているのは、それぐらい小さなことの積み重ねだったりするんですね。

なので、ここの会議の場で、代表として言えることってなってくると、そういう話って「何月何日

に、どこどこの誰さんが、誰にこう言った」って、そうやって言える話じゃないので。議題にもあげ

られないし。なんていうんですかね、親同士の話の中で、「そういえば何々さんとか、何々小学校の

あの子も、こういうこと言われたんだって」とか、そういう話で伝わってくる話なので、なんていう

のかな、こういうところに、ほんとに持っていきにくい。でも、そういう話が、とってもいっぱいあ

る状況なんです。

なので、ほんとに難しいんですけど。たとえばだったら、私いろんなとこで、おんなじことばっか
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り言ってると思うんですけど、この大きな会の前に、もっと前の段階で、会に所属してる人も、会に

所属してる人の知人だったりしてもいいから、その人たちと、いろんな話を持ち寄って、わいわい話

す中で、「議題でもしかしたらちょっとまとめて持ってけれそうじゃない？でも、嫌だったら、名前

を出さない方法を探そうね」とか。そういうことをする段階があって、それでここに持ってくるって

いうことができれば、私たちも、自分、子どもとして考えやすい議題が、ここに来るだろうし。

正直、なんていうのかな。遠い話になりがちなんですよね、会議で議題になってしまうと。大事な

のはわかるんだけど、なんかちょっと違うんだよなっていう思いが、どうしても、たぶん障がい者の

親の会の中にはあると思うんですね。だから、それをどういうふうに、この会に持ってこれるように

できるのかなっていうのが、課題といえば課題なのかなっていう気がします。

あと、私は、個人的に思っているのは、嫌な思いをしたっていう人たちが、きちんと言うべき人に

言わないっていうのも、私はすごく気になっていて。「ある人が、こういうとこあったよ」っていう

話も、「じゃあ、どこの誰」って聞いても全然わからないし。じゃあ、すごい嫌なことされて、それ

ちょっと問題なんじゃないって思うようなことでも、世間の人は、皆知らないまま終わっていったっ

ていうこともよくあって。

だから、なんていうのかな、ちょっとやっぱり、個人の問題もあるなっていう、その個人個人が、

やっぱり、言うべきところにちゃんと言うとか、労力を使うっていうこともしなきゃ結局いけないと

思うし。いつも着地点がない話になるんですけど、そんな課題を感じています。以上です。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：千葉発達障害児・者親の会コスモでございます。自閉症協

会さんのこととたぶんつながるんですけど。私たちは、すごく離れているというか、それぞれの持ち

場がすごく違っているから、この人たちを、こう持ち寄る何かのすべがあるといいなっていうふうに

思います。

それでこの議題の聞かれてることを言うと、学齢期のときはですね、ほんとに望んでるのは、安全

に楽しく学校に行けること。これが、なかなか難しゅうございまして、いろいろつまずくのでござい

ます。それが、差別かとか、障がいの理解が足りないのかっていうと、これも、なかなか証明がしづ

らい問題でございますね、はい。

それから今度社会人になります。社会人になりますと、もっと言うのは、やはり地域とつながって

いる実感が持ちにくい。会社には行けたり平日行くところはある。たぶんある方が、ほとんどだと思

うんですけど。そうではない、たとえば余暇のときとか、夕方以降のプライベートな時間とかで、地

域の人と交わるというか、接点があるというチャンスが、たぶんない人がほとんどで。で、ここをね、

私ほんとに思うんですけど、こここそが、障がい者差別じゃないって思うんです。それは何度も言っ

てるんですけど。

健常な人は、いろんなところに行けるじゃないですか。来ちゃいけないというところはないです。

たとえば、公民館にしても総合体育館にしても、来ちゃいけないところがないようにしてありますっ

て市役所は言うんですけど。だけど、行けるわけではないとか、使えるわけではないとか、そこで友

だちが探せるわけではないっていう人たちが多いのを、どうやって友だちを探すか。私、僕のことを

わかって、少し助けてくれそうな人を個人的に探していくかっていうのが、そこが、私たちの求めて

いる生きづらさであり、それがないことが、私は差別だと思うんです。

ほかの子は、それぞれ自分の価値観、もしくは自分の望みに合った人を、現実なり、ネット世界な

り、もしかしたら世界かわかんないけど、何をやっても自由だけど、それがいろんなふうにできない。

そうすると一番簡単な、簡単なっていうか、現実的な着地点、やっぱり地域の中で探すっていうこと

だと、なかなか苦労をしております。
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私はむしろ、虐待をされてる人がいるなら、それはほんとに、こんなところで話ができるものでは

ないのであれば、そこの生きづらさをどうやって知恵を出し合い、少しを工夫をし合うと、生きづら

さが薄くなるかっていうことに、むしろ絞って、これができたのであればしてほしいなというふうに

は思います。以上です。

リーダー：はい。フレンズさん。

ＮＰＯ法人フレンズ：フレンズです。なかなかちょっと難しかったんですけれども、現段階で取り組めるこ

ととか、取り組んでいこうかなっていうことは、普通に法人内で、このことを、ここの協議会で学ん

だこととか、話したこととかを持ち帰って、会議の場とかで話していって伝えていくことと。具体的

な取り組みっていうんですかね。なんかちゃんと決めて、自分たちなりに取り組んでいってもらうこ

とですかね。ちょっと考えていっていただいて。で、その上で、また、みんなで集まって話し合って

っていう感じのことを繰り返していけば、だんだんと自分自身も意識が変わってくるんじゃないかな

って思うんですよね。自分自身が働いてて、なんとなくそうなった気がするので、少しは。でも、ま

だまだなんですけど。

そう思いますので、そういうことぐらいしか、ちょっと取り組んでいけないかなって今の段階では。

質問に対してあまりうまい言葉で返せるほうではないので、と思います。すみません。以上です。

ＮＰＯ法人あいらんど：はい。こんにちは。あいらんどです。たぶんね、皆さん、もんもんとしていて、ど

こまでしゃべったらいいか、どこまでこの場を利用して言っていいかどうかっていうのは、非常にち

ょっと私もここまであって、どこまで言っていいのか。でも、最初にトパーズさんとかコスモさんが、

事例がないと先進まないんじゃないか、見えてこないんじゃないかっていうこともおっしゃっていて。

事例言っちゃっていいかどうかわかんないですけれども。職務質問に、うちの利用者さんがあって。

いいですかね、そういうこと言って。職務質問にあって、おうちに帰って、お母さんに相談したら、

これは、あいらんどの職員に言ったら迷惑がかかるだろうって言って。結局うちに連絡来たのが２日

後ぐらいなんですね、事業所に連絡来たのが。非常に親子で悩んだみたいなんですね。

結局、あの、見た目は普通じゃないですか。それで、警察の方に「ちょっと、ちょっと」って呼ば

れて、それでいろいろ聞かれた。だけれども、聞かれたことに対して、その制服を着ている警察の人

に対しては何も答えられなくて、余計怪しい。そんな場面をこう想像したら、もう私のほうは、いら

だちがすごくて、「どこの警察？！」とかね、ちょっとカリカリきてしまったんですけれども。

結局、あいらんどに迷惑かかるから最初は黙っていたという、その親御さんの気持ちとか、あと、

その、ばーっと来られたときに、「どこ行ってきた、どこへ行く」って聞かれたときに、何も答えら

れなかった彼を想像すると、もうなんか心が痛くて痛くて、そういう社会なのかなっていうふうに思

ったのと。警察の中の人にも、たぶん聞き方。あとは歩み寄り方。あと、そういう職務質問という形

じゃなくて、「どこ行ってきたの？」、「どこ行くの？」とか、さらっと聞くとか、あっさり答えられ

るような質問の仕方の訓練とか、そういうのないのかなとか、いろいろ、その一件の事例で、たくさ

ん思いが募って。で、こういう会議で言っていいのかどうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：それは言わなきゃ駄目ですよ。

ＮＰＯ法人あいらんど：すみませんね。それで、ほら、議事録に残っちゃうでしょう。あいらんどがこんな

こと言ってたっていうので、ちょっと、もしかしたら、うちの利用者さんに、わわわわって広がって

いくかなとか思うと、だいぶ前にね、自立支援協議会の全体会で、ショッパーズで知り合いの自閉症

のお子さんが警察の人呼ばれちゃって、お母さんまで呼び出されたって言ったときも、あとからおま

わりさんとこに言いに行ったりとかして、「そんなことありました？」みたいに言われたりとか。結

局困ったときのおまわりさんなのに、わかってもらえないっていうときは、「もう私を呼んでちょう
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だい」とかって言ったんですけど、結局私たち、仲介者としてやっていかなきゃいけない責任ってい

うのを、すごく感じましたね。

おまわりさんが悪いとか、利用者さんの表現力が悪いとか、そういうことじゃなくて、私たち、こ

こにいる人１人が仲介者として、あの、障がいのことを伝えていかなきゃいけない。だから障害者差

別法ができたり、あとは、虐待防止法もできているけれども、みんな水面下で、水面下だっていうと

ころの、その名前を抜いた事例っていうのをかみ砕いて、そこで論議するよりも、「こんなことあっ

たから、私たちも１回聞いたらちょっと駆けつけようよ」とか、そういう、なんか、こう座って会議

するっていうよりも、なんかこう情報があれば、「ああ、そういう事例を、うちの利用者さんから聞

いたら、今度は私は、どうしたらいいんだろう」とか、そういうことを、の場その場にいる方に、今

答えを聞きたいとか、ちょっと思ってしまうんですね。

ちょっときりがないので、次の人に渡さなきゃいけないんですけど。前回の権利擁護部会のときも、

バスの運転手さんに対してとか、いろいろありましたけれども。うちのグループホームの利用者さん

も、バスに乗るたびに、なんかほかの乗車してる方に蹴られたり、押されたりとか、いろいろするか

ら、「どうしたらいい？」って、すごく言うんですよね。うん、それ、「蹴られたら蹴り返しなさい」

も言えない。言えないです、やっぱり。だって、傷つけたら大変ですからね。だから、そういうとき、

どうするんだろうって。

たくさん、もしかしたらバス会社の方は事例をご存知だから、「こういうときは、こういうふうに

言ってください」とか、運転さんに言っても、運転手さん知らんぷりだとか聞くと、彼たち、彼女た

ちは、いったい生きていくのにどうやっていったらいいんだろうっていうのを、せっかくこういう偉

い人たちが集まっているので、この話を持ち帰って、具体的に生々しい話ができたらいいんじゃない

かなって思うんですね。

だから、うちも、いろんな事例があったら、必ず従業者というか、スタッフ会議で必ず出して、「こ

んなことがあったんだって、ひどいよね」って、それで終わらせるんじゃなくて、次そういう話があ

ったら、自分で解決できなかったら、本当にスタッフの○○さん呼んでとか、そういうふうに流して

いけるような、せっかくこうやってきたんだから、「ねえ、○○さん」とか、そういうふうになって

いける会議のほうが、私は実になると思います。以上です。

リーダー：はい。では、ヤマダ介護さん。

合同会社ヤマダ介護：合同会社ヤマダ介護です。僕たちの事業所は訪問介護をやってるんですけども。まず

現段階で取り組めることといったら、やっぱり従業員に、こういう障害者差別解消法の周知徹底と、

勉強会っていうかミーティングは月に１回やってるんですけども、そこでもやはりいろいろ資料もら

ってますので、しっかり徹底していこうかなっていうことですかね。

あとは、訪問介護で障がい者の方と接する機会が多いんですけども、利用者様に、まだ、この４月

から始まるっていう、この解消法知らない方が結構いまして、そういうのをこう、スタッフみんなで、

伝えていけたらなっていうところですかね。

利用者様のほうに伝わり次第、まあ、アンケートとか聞き取りですかね。だから、アンケートで返

ってくることと、実際、生で、こう、サービスに入って聞き取りしたときの意見って結構違うので、

その違いとかも、ちょっとまとめられて、こういう場に持ってこれたらなと思っています。

あとは、利用者様が、浦安障がい者権利擁護センターに、結構言い出せない人っていうのが結構多

くて。そういう言い出せないような声を、やっぱり拾っていけるように、言いやすい環境を整えてい

ければなというところです。以上になります。

浦安警察署：まず職務質問に関しては、もちろん、個々の勉強もありますし、定期的な指導、そういったこ
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とも、もちろんやっておりますね。職務質問は上から目線で入れとか、そういったのはまずないので、

まずは「こんにちは」から入りますので、一つ、そこは信頼していただいたらいいかなと。

ＮＰＯ法人あいらんど：いや、男の子のお母さんは、結構、職務質問を受けるものだと。歩いてるだけで、

きっとうちの子は不審な歩き方をするのでしょう。多いですよ。はい。

浦安警察署：それと、虐待に関しては、おっしゃる通り、なかなか窓口が、どこに相談していいのかわから

ないというところが、私の実際の仕事上でも、やはりそういった方もいました。なので、話には出て

いましたが、広報し理解者、そういった方を少しでも増やせる機会をどうすればよいかというのが、

課題なのかなと思います。以上です。

浦安市自治会連合会：自治会連合会からです。その自治会連合会には、82 自治会が登録しております。自

治会連合会のほうでは、誰でも取れるわけではないんですが、要支援者名簿っていうのを市役所でい

ただいて。これは誰にでも見せられないものなんですけれども、自治会で厳重に保管して、何かあっ

たときには見るようにしてます。

それと、私の自治会に１人精神障がいの方がいらっしゃいまして、かなり上から怒鳴ったりなんか

して病状がひどい方が今いらっしゃるので、保健所の方と相談してみようかなと思っておりますが、

保健所の方いらっしゃいますか。

市川健康福祉センター：はい。地域保健課というところに精神班という精神疾患をお持ちの方の相談の島が

あるので。保健所の代表に電話をして、「精神障がいについての相談なんです」って言っていただけ

ると、そこの島につないでいただけると思いますので、ぜひ、相談してみてください。

浦安市自治会連合会：はい、わかりました。ありがとうございます。以上です。

リーダー：はい。それでは、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：すみません。民生委員をしております。いつも申し上げてるんですけど、

民生委員は本当に高齢者に向けての支援は、割と熱を入れてはおりますけれど。障がい者の方に対し

ては、本当に申し訳ないけど、行き届かないところがずいぶんあると思ってます。それで、今、自治

会の方がおっしゃったように、情報としていただいてるのは、緊急時の要支援の方の資料は自治会に、

市のほうからいただいてるというところです。

あとは、自分の担当。もう民生委員、結構大勢おります。自分の担当区域があって、その区域には

自分で、その区域の資料をいただいて、自分の区域の中にどんな方がいるのかということを、知ると

いうような感じのところなんですが。高齢者の人に対してもそうですけど、障がい者の方に対しても

そうですけど。今、お話しを聞いてて、非常に難しい。本当に私も切ない、非常に難しい意見がいっ

ぱいあって、本当に難しいなと思いながら聞いてますが、やっぱり、近くの方の支え合い、みんなの

心の思いやりが大事なんだな。でもそれって、簡単なようで、一番難しいところなんだと思ってます。

それと私、あの、非常に個人的なことで。近くに身障者の方が１人ちょっと前から住んでるから、

存じ上げてるんですが。最近越してらした方で、ここ、もう１年ぐらいになるんでしょうか。とても、

本当に重度なお子さんをお持ちの方がいらっしゃるんですが、どうやって声をかけていったらいいの

か。なんていうんでしょう、ちょっと前を通って、お会いしたりするときは、「こんにちは」とか、

「おはようございます」とかって言うんですけど、その先が、自分でできない。あの、本当に悩んで

るんですけれど、どうしておいたらいいんだろうって。やっぱりそういう情報って、いただくだけで

は駄目だし、どうやって訪ねようか。やっぱり、「こんにちは」って言ったときに、頭は下げてくだ

さるけど、その先に、ちょっと目を背けられたりすると、その先が、どうしてもできないという自分

に、もどかしさを感じています。非常に恥ずかしい話なんですが、本当にやっぱり小さなことが大事

なんだけどできない歯がゆさを申し上げます。以上です。すみません。
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リーダー：はい。では、聴覚障害者協会さん。

浦安市聴覚障害者協会：聴覚障害者協会と申します。よろしくお願いします。なんと説明したらいいかわか

らないんですけれども、私は当事者ですので、私は聴覚障がいを持っているのですが、見ただけでは、

どこの障がいかわからないので、よく誤解を受けます。声をかけられて「無視をした」と言われたり、

「馬鹿」と言われたりします。また、市役所、警察署、「聞こえないんですけれども」と言っても、

しゃべりかけてきます。そういうことが何回もありました。

ほかにもいろいろ悩みはあるんですけれども。でも、相談する場所。先ほど、聴覚障がい者に理解

を持って相談できる場所、これがあるのかどうかちょっとお聞きしたいと思いました。先ほど浦安市

高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会が立ち上がるというふうにご説明受けましたけれ

ども。ここに聞こえない人が行って相談できるのかどうか。それができる場所なんだろうかというの

を、あとでお聞かせ願いたいと思います。

あと差別解消法とか虐待防止法。これはサークル、協会で、みんなに啓発していきたいと思ってい

ます。

リーダー：はい。それでは、トパーズさんお願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：１週間前に聞いたんで会員に知らせる時間はないし、ディスカッシ

ョンする時間もなかったんですけれども。我々の問題で、今一番大きな問題になってるのは、我々、

自分１人では、いろいろ見えないもんだから、情報が入ってこないと。それで市の広報課のはからい

っていうか。実は、ボランティア団体のはからいでですね、市の広報。それから、選挙のときには選

挙公報。それから私どもの会報についてボランティア団体はまゆうさんっていうところに朗読してい

ただいて、それを CD にプリントして配布していたわけ。それで情報得られてるわけです。

ところが、録音室が自由に使えなくなって、月に２回使えるんですけど。ところが、はまゆうさん

の方たちはボランティアですから、仕事を持っておられる方もおられるし。だから、その辺のメカニ

ズムについて改善を、今、図っていただきたいということで、障がい事業課にお願いしています。そ

の原因はかなり根深いところにあると思いますけれども、よろしくお願いしたいと。

それからちょっと具体的にどういうとこを、これは差別とか、そういうことじゃなくて、虐待って

ことじゃないんですけどね。理解してもらえないということで、４年ぐらい前ですか。イクスピアリ

の視覚障がい者用の誘導ブロックのとこに荷物置いてある。で、どこだっけな、旅行社の前にその点

字ブロックあるもんだから、そこがどうしてもあるっていうんで。オリエンタルランドの案内のとこ

ろに申し入れたら、すぐにそれ撤去して、旅行社の場所まで移してくれたわけですね。

また同じような問題で、たとえば、こういう問題あるわけです。東京から、ディズニーランドへ来

る人っていうの、ものすごい勢いでたくさん降りるわけですね。私も週に１回、10 時半頃、舞浜駅

から渋谷へ買い物に行くんですけど。ヘルパーさんと行くんですけども。降り切れないうちに、もう

お乗りくださいって、それで、乗ろうとするときに、ドアが閉まってしまうことがあるんですね。

これ、どうしたらいいのかと。こういうのはちょっとね JR 東日本に言うのかねと。こういうこと

についても、ちょっと浦安市から言ってもらったほうがいいかなという感じですね。もうちょっと、

時間をずらしてもらわないと、あれだけの人数が降りるところを、そう急がせられても、それは簡単

に乗れないですよね。赤ちゃんを乗せたあれを乗っけてる人なんかも大変だと思うんですね。まあ、

ちょっと具体的には、それだけです。以上です。はい。

リーダー：はい。それでは、あいあいさん。

介助グループあいあい：はい。介助ボランティアグループあいあいのです。私どもは個別活動を中心にした、

高齢者、障がい者のボランティア活動をしており、一堂に会する機会が少ないことですから、まず啓
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発、周知徹底をさせるということで、昨年 11 月に障がい事業課の方に講師として来ていただいて、

まず第１段階、研修会を実施し周知徹底しました。これは１回だけのことで、引き続き意識を持たせ

ていかないといけないということで、半年経った時点で再度研修を計画、周知徹底をさせていきたい

と思っております。

もう一つは、障がい者に対する日常のボランティア活動は、相手の身になって、あいあいの愛は愛

情の愛ということで、愛情を持ってやさしく活動するという活動姿勢を持っております。実態はその

ようになっているかどうかということで、そこを徹底させていけば、この問題の徹底ができていくと

思います。以上です。

リーダー：はい。それでは、千葉県弁護士会さん。

千葉県弁護士会京葉支部：千葉県弁護士会の弁護士です。千葉県弁護士会の中には、高齢者・障害者支援セ

ンターという、あの、委員会がありまして、主に高齢者・障がい者の問題は、そこで検討するように

なっています。その千葉県弁護士会の中に、高齢者・障害者支援センター設置規則というものがある

んですけれども、このたび、障がい者の害の字が漢字だったのをひらがなにしようとしています。ま

あ形だけの問題ではないんですけれども、理解を進めるということで、そういうことをしています。

あと、高齢者・障害者支援センターの中では、委員のツテを頼って、施設見学をさせてもらってま

す。やっぱり、そういう実地で知るということは弁護士にとって大きな経験になっています。また、

この委員会の中で勉強会をおこなったりなどしてますね。あと、問題の共有もしています。

弁護士業務、相談業務という観点で言いますと、出張相談、ファックス相談、電話相談、あと、最

近だと浦安市内で、年に何回か巡回相談というのをおこなってまして、皆さんが、ちょっと大変に思

ってることをお手伝いできるような形で相談ができればと思っています。ただ、先ほど、情報が入っ

てこないなんていうお話しもありまして、確かにどこまで皆さんに知っていただいてるか、電話相談

なんかも毎週電話よくかかってくるんですけれども、まだまだ行き届いてない人もいるのかな。そう

いえば、チラシにひらがなふってなかったかとか思ったりして、ちょっとまだまだ変えていくところ

があるかと思います。

すみません。個人的に、先ほどあいらんどさんのお話しの中で、バスの中で蹴られたみたいな話が

あったんですけれども、たぶん私、その場に居合わせたら、すごくびっくりしてしまうと思うんです

けども。加えて、その場で「大丈夫ですか」とかってまわりからも、やっぱり声かける。その、声を

かけたのをまわりの人が、また見てくれて、いろいろ思うこともあるのかななんていうふうに思った

りしました。以上です。

リーダー：はい、では、オリエンタルランドさんお願いします。

株式会社オリエンタルランド：はい。オリエンタルランドでございます。前回、中間報告ではないんですけ

れども、企業内の取り組みというところで、２つの視点で、１つは弊社、舞浜コーポレーション内に

は、障がいをお持ちの従業員の方がいらっしゃるということで、規模が結構、大規模な人数で、いろ

いろな場面で働いていただいておりますので。そういう中で、障害者差別解消法の施行に向けて、ま

た、それを意識した取り組みというところを報告させていただいております。

近々４月から施行ということですけれども、会議に出る前に確認してまいりましたけども。コミュ

ニケーションをとって、合理的配慮であるとか、不当な差別が起こらないよう。また、そうはいって

も企業ですので、１人の人が全員を見るわけではなく、いろんなタイプの方。いろんな管理指導のス

タイルを持った方がどの企業にもいらっしゃると思います。

均一的な対応という部分ができれば、ということだと思いますけども。それらを踏まえて最低限は、

共通認識をもってやっていくというとこだと思っております。そういう中で、従業員の方の声という
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ところを広く拾って、コミュニケーションをとって、お互いが、よい方向に循環していくようなシス

テムといいますか、そういう仕組みづくりをやっていくということを、企業からうかがっております。

もう一方では、事業活動というところでは、障がいをお持ちの方がゲストとして遊びに来ますので、

そういう中で、法ができるから、もちろん法の精神といいますか、法が述べてることというのは正し

く理解した上で、オペレーション活動に生かしていくっていうことでございますけども。そういう中

で、ディズニーの理念といいますか、ポリシーというところには、すべて VIP というところがあり

ますので。法律があるから、ないからということではなくて、おもてなし、あるいはホスピタリティ

というところをですね、これからも高いレベルで邁進していけたらなと思っております。

最後に、個別企業というところから、地域社会という視点で、個人的にちょっと思うところは、４

月の法施行というところですけども。なかなかこの法律が施行されるというところが、世の中的には、

かなり認知が低いんではないのかなと、そんなふうな気がしております。

そういうところで、法の精神といいますか、法が求めるところ、団体、あるいは企業というところ

に正しく理解していないと。法はつくりましたけれども、魂はないといいますか。あるいはもともと、

知らないわけですから。その知らないことに対して、人々は行動ができない。何をしていいかわから

ないということが、悪循環として起こってしまうのかなと。そういう部分で言いますと、やはり権利

擁護部会の一つの命題といいますか、課題解決である、広報周知というところで、浦安の地域社会に

向けては、強く発信していく必要があるのかなと思っております。以上でございます。

リーダー：はい、それでは、ベイシティ交通さんお願いします。

東京ベイシティ交通株式会社：はい、東京ベイシティ交通と申します。バス会社ということで、昨年末から

今年にかけてもですね、大きなバスの事故が起きておりますけども。いわゆるバスといいますか、交

通産業にとりまして一番大事なのは、やはり安全だということで、そういう意味ではここでいう安全

というのは、交通安全の安全ですね。事故を起こさないということだと思います。

ただ当社ももちろん事故起こさないようにはしておりますけども。そういう意味での社員教育、そ

の中での安全という意味では、逆に、利用者の皆さんを守るという意味では、交通事故っていうこと

ではなくて、障がいの方ですとか、高齢者の方ですとか。そういう方にも車内事故ですとか、そうい

うことを起こさないようにということが、結構多いもんですから、そういった教育を、以前お話しを

いたしましたけども、一昨年の秋からやっております。全社員を対象に、ステップ４といいますか。

４回ほどやっておりまして、今年の３月には、さらに進歩させて、レベルアップ５と言って 5 回目を

やります。

そういう中では、今度私のほうから、この法律が施行されるということに合わせてということでは

ないんですけれども。そういった社内事故等々、運転手さんとのやり取り等々、そういった部分での

話をですね、強化する意味で、外部の講師を招いてやっておりますので、その外部の先生を通して、

合わせてそういった教育も入れてもらうということを、今考えているところであります。

冒頭、スライドにも出ましたけれども、４キロ四方の中で営業してる本当に小さい会社ではありま

すけれどもですね。今言った浦安市の中での１企業としてできることを果たしていきたいと思ってお

ります。以上です。

リーダー：はい、市川健康福祉センターさんお願いします。

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、障がいのある人もない人も共に暮らしやす

い千葉県づくり条例の担当をしている、広域専門指導員です。日頃より調整活動のご協力とか、あと

周知活動へのご協力のほう、いつもありがとうございます。

今取り組んでいること、これから取り組むことということですが、一応私のほうが千葉県条例の担
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当しているというところから、すでに、もう相談活動のほうは実施をしているというところで、ちょ

っと皆様にご案内というか、ご紹介したいことがあります。

この千葉県条例は、平成 19 年に、実はもう施行されていて。千葉県全体で、平成 27 年３月末現

在で、全体で 1707 件の差別に関する相談を受けつけています。いよいよ差別解消法が４月から施行

されるわけですけれども。法としての、周知活動ということを、相談活動の場以外であげるとすると、

まず、この健康福祉センター。保健所の中での周知っていうものが、実はできてないんです。

先ほど、ご指摘もあったように、実は、世間一般の中でも周知率が上がってないということもさる

ことながら、これは非常に残念なことではあるのですが、私たち、その県庁内の中でも、障がい担当

課以外の部署は、この県条例もさることながら、この法律のことを知っている人たちは、どのくらい

いるのかと考えた場合、残念な数字だと思います、たぶん統計をとってみれば。

というところで、せめてセンターの中だけでは、もうちゃんとやっていきたいなという、私の思い

があって。センターの中に総務部があるので、総務部の人にちょっと一斉メールをしてくださいと。

法律が施行されるということと、やはりこの公務員と事業者向が対象となる法律ですので、特に公務

員に関しては、公務に携わるものに関しては、合理的な配慮も提供しなければならないという義務に

なることから、やはり目に見える合理的な配慮というところで、本当に、遅ればせながらなのですが、

合理的な配慮のメールをしました。

一応私のほうから提案をさせていただいたのは、今できてないこととして、まず入り口に補助犬シ

ールを貼りましょうというところ。実は耐震工事を行う前、３年前は貼ってあったんですが、ちょっ

とそれから貼ってなかったので、厚労省が出している、この補助犬マークのシールを貼りましょうと。

それから、耳マークの設置ですね。それから、筆談ボードの設置。これは奥深くにしまってあった

のを、引っ張りだしてきて載せました。

それからコミュニケーションボードといいまして、やはり言語によるコミュニケーションが難しい

方に対して、たとえば、「あいうえお」と書いたものを指差しでやってもらうとか、「はい」とか、「い

いえ」を選んでもらうとか。そういうものを視覚的にコミュニケーションが、指さしでできるような

もの、コミュニケーションボードというのですが、そういうものをちょっと、これ独自のものを今つ

くろうとしているので、今設置しようと計画をしているところです。

あと、ちょっと遠いと思うんですけど、特別な配慮や、お手伝いの必要な方は、職員に声をかけて

くださいというものを、ちょっと掲示しています、あと、障がい特性に合わせた、その説明の仕方と

か、連絡方法の工夫なんていうことは、気をつけていきましょうということは、お話しをさせていた

だきました、本当に基本中の基本ですけど。

それからもともとあった、従来からのものとしては、当センターでは、多目的トイレはすでに設置

をしていて、あと点字ブロックによる誘導もされるようになっています。あと、庁舎内の案内板とい

うのは、入って入口左側のところにあるのですが、そこには点字表記がしてある案内板がございます。

それから、エレベーターを耐震工事をしたときに設置をしました。それから障がい者用の駐車スペー

スというものも設けてございます。

これは、目に見える形での配慮の例になりますが、あと、私が先ほど申し上げましたように、千葉

県条例のほうを担当している関係から、いろんな調整活動を行ったときの相手の企業さんとか、事業

所さんとのお顔合わせをする機会が多いのですが、まあ、そういうお知り合いの方々を通じて、この

障がい者条例とともに、法律に関するお話しを聞きたいということを、よく依頼されたりしますので、

そういうところで、お話しをするような機会が、去年、今年から結構ありまして。

つい最近ですが、これは浦安市の障がい事業課の課長さんもお受けになった、シルバー新報という
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高齢者用の新聞社があるのですけれども。こちらのほうの取材を受けまして、ちょっと今日皆様に、

お、配布させていただいた字が小っちゃくて申し訳ございません。このチーバくんのチラシの２枚目

にあるのですが、こういう取材もちょっと受けております。

私がこういうふうなお話しをいただいたときに、いつもやっているのは、先ほどから出ている、そ

の事例ということなんですけども。事例のお話しを通して、合理的な配慮って全然難しくないんだよ

っていう、こういうことも合理的な配慮になるんだよっていうことを、ちょっとわかりやすく伝えた

いなと思って、努力をしてお伝えしています。

法の施行後は、市で受ける相談。あと、大きな会社では、そういうその対応窓口を持ったところが

対応する。また雇用関係は、雇用促進法の観点から、我々ではなくて、ハローワークさんとか労基署

っていうところが、相談をお受けするいうところで。私たち、その県条例の相談窓口が、どういう形

になっていくのかっていうことは、実は私もわからない。いまひとつ見えないような状況ではあるん

ですけども。この 1707 件の事例の積み上げもございますので、そういうものをぜひ皆さんと、生か

しながら活用させていただきながら、事案の解決。困ってる人が少しでも減っていくように、皆さん

と一緒に協力してやっていただければと思っています。

県条例も、この国の差別解消法も、障がいのある人とない人の、思い違いというか、溝を埋める一

つの手段であるというふうに私は考えています。なので、その法で何かを罰するとか、そういうこと

ではなく、みんなが暮らしやすい、そういう中に至るためのツールだと思っているので、これからも

皆様と連携を取らせていただきたいと思っています。以上になります。

健康福祉部次長：事務局でございます。今、皆様方からの、活動報告、あるいはご意見等うかがったんです

けれども。事務局から申し上げました通り、条例をつくって一つ一つ進めていくつもりでございます

けれども。先ほど、オリエンタルさんのほうからもありましたけれども、条例をつくった、つくらな

い関わらずということが、前提になりますけれども、窓口での対応うんぬんっていう、先ほどのお話

しがございました。そういう中で、職員にも研修等々しっかり示して、こういった条例に乗って進め

ていきたいというふうに思っています。

リーダー：はい、ではサブリーダー。

サブリーダー：手をつなぐ親の会です。私は、サービスもなんにもない時代に子育てをいたしました。本当

に親が丸抱え。重い子ほど、親がみるのが当たり前。それから外出するのも、親がつき添う。本人が

いるところには、必ず親がいるという生活をしてまいりました。

ですから、今、こう、いろんなサービスがあるこの世の中は、とてもうらやましいです。土日なん

か、よくヘルパーさんの人と一緒にお散歩してる方も見かけますけど、昔は、まずそういうことはな

かったです。まあ、昭和の時代ですけれど。

そういうことを考えると、今の世の中は、すごくよくなったのかなと思いますけれども、根本的な

ものは、やっぱりみんなの思いやりと、それから、気にかけることだと、私は思っています。そこに

いる人がどんな人かなとかっていうんじゃなくって、冷ややかな目じゃなく、やっぱり気にしていた

だけるっていうことは、とっても、親にとっても、すごくうれしいことだと思います。

親の会っていうのは、県にもあるし、全日本もあるし。組織的には非常に大きくて、古い時代、年

期が、60 何年っ 50 年以上経ってる。組織なので。いろんな情報が入ってくると思いますので、これ

からは、横のつながり。障がい者団体の、ですから親の会と、それから自閉症さんとか、それから、

コスモさんとか。横のつながりを、もっと深めていけたらいいなと、私は思っています。それからそ

れが、来年度の課題にしたいなと思っています。

リーダー：いろいろご意見いただきました。本当に、すごくご苦労されてたりとか、本当、大変なんだなと
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いうご意見いただきました。

その中で、まず１つ、この部会の中で２つあるなというのは、もう再確認したんですけども。まず、

大きな意味では、広報啓発という部分は、これは、あるなというところと。それから権利擁護という

部分では、本当に、実際に事例の話をお聞きしてて、これをそういう場面でどうするんだということ

を、これをしていかなきゃいけないなということ。それから、なかなか、言う場所はないよというこ

と。それから、居場所の話ありました。これ、居場所の話って、すごく大事なんだなというふうに思

いました。

すると、私どもも、こういう業務、仕事をさせていただいていて、本当に、弁護士さんのほうから

も、弁護士が実際出向いて問題の共有をするとか。やはりこういうふうな動きも必要だなというよう

なことも改めて考えました。ボランティアグループさんは、社協のほうのグループのメンバーで、本

当に一生懸命やっていただいて。ただ、やはり、ボランティアグループ全体の意識を持ってもらわな

きゃいかんかなというようなこともいただきました。

それから、今日ちょっと、用があって、お帰りになったんですが、民生委員さんからは、率直な意

見かなと思って。お声かけをどうやってしようかなっていうのは、これ、割と単純な話のようだけど、

すごく難しいんだというのがありました。この辺、すごく課題だと思いました。

今日、ご意見をたくさんいただき、いい材料をいただきました。今日、これに一つ一つご返答して

いくということができません。けれども、非常に具体的な意見をいただいたというふうに思ってます

ので、それを、事務局のほうと調整していきたいと思います。

やっぱり、冒頭にお２人の委員さんからも、具体的なとこってどこから切り出していいのかなと思

ってはいるものの、リーダーとして、これ、本当に、お聞かせいただいて、こういうことかっていう

のを改めて感じましたので、事務局と重々に調整させていただきたいと思います。ご返答できなくて

すいませんがよろしくお願いいたします。

１つだけ、先ほど、聴覚障害者協会さんから、相談できる場所はという、ご質問だけは、ちょっと

ここで、ご返答を事務局のほうからお願いします。

事務局：はい、事務局です。先ほど、聴覚障がいのある方も、相談はきちんとできるの場所があるのでしょ

うかというご質問だったかと思いますが、当然に４月から開設する予定の、障がい者権利擁護センタ

ーでは、メールやファックスででのご相談も可能ですし、もちろん筆談といった対応もきちんとさせ

ていただきますので、聴覚に障がいのある方も、どうぞご相談にいらしていただければと思います。

浦安市聴覚障害者協会：通訳を伴わなくても、大丈夫なんでしょうか。

事務局：大丈夫です。

リーダー：はい、聴覚障害者協会さん、よろしいでしょうか。

浦安市聴覚障害者協会：すみません。聴覚障がい者のことを深く理解している方が相談にのってくださるっ

ていうことはありますか。障がいに理解がない方が、相談にのっていただくというのは、ちょっとど

うなんでしょうか。

事務局：事務局です。対応する職員につきましては、障がい事業課の職員と、あと、社会福祉士や精神保健

福祉士等の資格を持った相談員を配置する予定ですので、福祉についての基本的な事項については、

承知してる職員が対応することになります。

浦安市聴覚障害者協会：わかりました、ありがとうございました。

リーダー：はい、では、本当に委員の皆さん、ご意見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：ちょっと、すみません。

リーダー：はい、トパーズさん。
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浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：視覚障がい者の会です。さっきちょっと、あの、いちょうの会さん

からの質問を、事務局がお答えになるという話で、ちょっと僕も聞きたいんですが。警察に相談する

とか、そういった前に、基幹相談センターが受けられないのかどうか、ちょっとそれ、事務局にちょ

っとお聞きしたいんですけど。

リーダー：はい。事務局お願いいたします。

事務局：はい、事務局障がい事業課です。今は、警察のほうにも夜間・休日の緊急連絡先。保健所の関係の

電話番号が届いていると思います。以前、やっぱり休日ですので、緊急連絡先が届いていても、なか

なか実際職員につながらないということもあって、市のほうも、浦安市の代表番号が、24 時間 365

日電話がつながりますので、その関係で、障がい福祉課・障がい事業課の職員のほうにも、自宅、携

帯のほうに、夜間・休日にも連絡が来ることがあります。

そういった場合には、保健所の緊急の連絡先と、職員が連絡を取り合いながら警察に連絡対応する

といったこともしておりますので、連絡先としては把握されているかとは思います。

ただ、休みだったり、夜間なので連絡に時間がかかるということは、あるのかなとは思っておりま

すが。

いちょうの会：ありがとうございます。

リーダー：いちょうの会さん、よろしいですか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ちょっと待って。

リーダー：はい、ではトパーズさん。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：あの、基幹相談センターにつなぐっていうことは、できるんですね。

リーダー：はい、事務局お願いします。

事務局：障がい事業課の橋野です。基幹相談支援センターのほうも、緊急対応の電話としては、夜間・休日

対応されていますが。先ほどのいちょうの会さんからの、精神に障がいのある方が、緊急時警察に電

話をして、警察から保健所への緊急連絡ということでしたので、それにつきましては、やはりまず、

警察から保健所が１番。その次に、保健所がつながらない場合には、市のほうに来るというようなこ

とで、現在は対応しております。

リーダー：トパーズさん、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、わかりました。

リーダー：はい。いろいろありがとうございました。それでは、もう１つ議題のほう、平成 28 年度の議題

について、ということで、今、本当にお話しいただいたことが、まさしく 28 年度の議題になってく

るものだなというふうに思っております。一応、事務局のほうからも、お話しがあるかと思いますの

で、お願いいたします。

事務局：はい、事務局です。28 年度の議題ということで、今いただいたご意見の中からキーワードとして、

いろいろ出てきましたので、そこも十分、今後リーダー・サブリーダーと検討し、来年度の議題とさ

せていただきたいんですが。今、ここに出てきたもの以外で、もし、来年度以降、たとえば先ほどの

事例というところでも、こういう虐待の事例を知りたいであるとか。４月以降差別の相談等も入って

くることになりますので、そういったこともありましたらですね、ちょっと具体的に、教えていただ

けると助かります。よろしくお願いします。

リーダー：はい、ありがとうございました。今、本当に、貴重なご意見をたくさんいただきましたので、議

題のほうをしっかりつくってまいりたいと思ってます。

また、各事業者さんのほうで、オリエンタルランドさんはじめ、ベイシティさん等々で、さらに、

障がいに向けてということでの研修。また、警察さんのほうでもやっていただいてます。やっぱり、
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この権利擁護部会委員というお立場から、やはり地域の中で、社員の皆さんからより多くの企業の

方々に、この法施行の趣旨を理解していただくことというのは、すごく大事なことだと思ってます。

市とも、たとえば研修会をもうけるときに、行政のほうともご連絡をとっていただきながら、組み

立てるということも必要だと思っていますので、その辺もあわせて、広報啓発ということでよろしく

お願いいたします。それでは最後に議題３その他、をお願いいたします。

事務局：事務局のほうから３点ほど、イベントの紹介をさせていただきます。お手元に、チラシのほうもお

配りさせていただいております。

１つ目が、高齢障がい虐待防止講演会、行動障がいのある人の暮らしを支えるということで、行動

障がいのある人への支援の仕方というのをテーマに講演会を行います。講師は片桐公彦氏。社会福祉

法人みんなでいきるの副理事長。厚労省の委任等もやられております。日にちは、平成 28 年の２月

26 日金曜日。６時半から総合福祉センターで行います。

次に、映画の上映ですね。『人生、ここにあり!』という映画。ソーシャルサポートセンターのほう

が主催してる映画になります。精神障がいの方の就労といったところがテーマになっています。こち

ら３月 17 日に文化会館で行います。

もう一つ、お配りしていないんですけれども、２月 23 日に、障がい者就労支援ネットワーク講演

会ということで、まさにテーマが、差別解消法の施行に向けてということで、こちらは事業者様向け

の講演会になります。講師は高梨憲司氏。千葉市の視覚障がい者の協会の副理事長や県の障がいのあ

る人の相談に関する調整委員会の委員長等やられております。

いずれも空きがございますので、ぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします。

リーダー：いいですか。はい、よろしいですか。

事務教：今、皆様のお手元に、この黄緑色の案内を置かせていただきましたが。３月６日日曜日、１時半か

ら、東野の総合福祉センター２階にて、基幹相談支援事業の講演会として、「自分のことは自分で決

めたい。障がいのある人の意思決定支援とは」というテーマで講演会を行います。今、皆さんとお話

しいただいた内容と、とても密接に関わっている意思決定支援についての講演会を行いますので、日

曜日というお日にちではありますが、ぜひ皆様に、お足を運んでいただきたいのと、まわりの方にも、

ぜひお声をおかけいただきまして、多くの方に聞いていただければなと思っておりますので、よろし

くお願いします。

用紙に書いてお申込みくださいとなっていますが、今日お帰り際に、私に声をかけていただいても

結構ですので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。

リーダー：はい、今、事務局のほうからご連絡いただきました。ぜひ、お時間のご都合等つけば、ご参加い

ただければありがたいなと思います。それでは、委員の皆様方から、連絡事項等がございましたら、

この場でお聞かせいただければと思います。はい、あいらんどさん。

ＮＰＯ法人あいらんど：すみません。連絡というよりも、さっき警察の方に職務質問の件でお話しいただい

たんですけれども。あの、その事例があったあとに、うちの事業所として、みんなに、携帯するカー

ド、でっかい字で「困ったらここに電話しよう」みたいな、独自のオリジナルのカードを。おまわり

さんに言われたときに、なんにも言えないっていうときに、「自分はあいらんどの利用者ですよ」み

たいな、その自分を証明するものをつくらせていただいたので、それを今度、なんか困ったことがあ

ったら見せたほうがいいよっていうことなので、警察の人を批判しようとか、そういうことではない

ので、はい、それだけ言いたかったんです、すみません。

リーダー：はい、ありがとうございます。本当に、当然皆さん警察の人を批判しようと思ってお聞きしてい

ないと思いますし、本当に、浦安警察のほう、一生懸命やっていただいてると思ってますので。あり
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がとうございます。ほかに、ほか委員さんのほうからございますか。

ＮＰＯ法人あいらんど：すみません。後見人制度のことで、ちょっと親の会向けに、あいらんどは講演会を

したいと思っていて。社会福祉協議会のいい人がいたら、紹介してもらおうかと。

なんだろう。本当に身近な話を、今、サブリーダーほうに、もやっと湯気が出てると思うんですね。

事例がたくさんあって。そういう生々しい話を、「うちは、まだいいわ」っていうより、どんどんどん

どん、私たち平等に歳とっていくので、事例が発生してからじゃ遅いので、ということでちょっとね。

サブリーダー：本当に遅いです。

ＮＰＯ法人あいらんど：年度末までにやりたいと思っています。日にちが決まったらお知らせします、以上

です。すみません。

リーダー：はい、成年後見につきましても、この権利擁護部会の一つの大きなテーマでありますので。後見

制度。やっぱり、本当にその場になるというよりは、制度自体を理解して、準備しておくということ

は、やっぱり大切なものと思いますので、また、ご連絡等々いただければと思います。

それでは、部会のほうこれで終了させていただきます。委員の皆さん、本当に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４回権利擁護部会

次第

平成 28 年 2 月 15 日（月）

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）障害者差別解消法施行に向けて

（２）平成 28 年度の議題について

（３）その他

３．閉会



1

障害者差別解消支援地域協議会
モデル事業

１ 浦安市の概要

２ 取り組み状況

３ 県と市の連携

浦安市健康福祉部障がい事業課

1

議題１資料

１ 浦安市の概要

2

特徴

・市域は４キロ四方16.98㎡

・面積は埋立てで４倍に

・人口は埋立てで３倍に

・高齢化率14.7％※

（国25.1％ 県24.3％）

※27.4.1現在15.51％

障がい者手帳所持者数

各年3月31日現在

平成24年 平成25年 平成26年 全国

人 口 162,679人 162,155人 162,952人 12,711.3万人

身体障害者手帳 2,685人 2,774人 2,837人 393.7万人

割 合 1.7% 1.7% 1.7% 3.1%

療育手帳 598人 626人 660人 74.1万人

割 合 0.4% 0.4% 0.4% 0.6%

精神障害者保健福祉手帳 474人 527人 617人 75.1万人

割 合 0.3% 0.3% 0.4% 0.6%

手帳所持者の合計 3,757人 3,927人 4,114人 542.9万人

割 合 2.3% 2.4% 2.5% 4.3%

※人口は、登録人口

※全国は、平成26年6月総人口、平成26年版障害者白書、平成25年度衛生行政報告例

3

年齢別障がい者手帳所持者数（Ｈ26年1月）

4

２ 取り組み状況

【権利擁護の取り組み】

・平成22年より自立支援協議会に「障害のある人もな
い人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」広域専門
指導員に委員を依頼。

・平成25年に自立支援協議会に権利擁護部会を設置。

・平成24 年に障がい者虐待防止対策協議会を設置。
虐待防止はもとより、差別解消法や合理的配慮などに
ついても早くから取り組む。

・平成26 年から高齢者、障がい者の虐待防止対策協
議会を統合し、高齢者、障がい者の権利擁護関係機関
との連携を図る。

5

２ 取り組み状況

【障害者差別解消支援地域協議会モデル会議】

・千葉県の条例制定及び体制整備の実績を活用するこ
ととし、県と連携して対応することを基本。

・新たな協議会設置ではなく「浦安市高齢者・障がい
者等における虐待防止対策協議会」を「浦安市障がい
者差別解消支援地域協議会」として位置づけ。

・第1 回モデル会議から、浦安市域を管轄とする市川
健康福祉センターの広域専門指導員も会議に参加。

6
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障害者差別解消支援地域協議会あり方検討会

（高齢者）

有識者
介護保険サー
ビス事業所

地域包括支援
センター

高齢者支援課

（障がい者）

有識者
障害福祉サー
ビス事業所

就労関係機関
基幹相談支援

センター
当事者団体

障がい事業課

浦安市高齢者・障がい者等に
おける虐待防止対策協議会

7

（共通）

医師会
弁護士
警察

民生委員
人権擁護委員

中核地域生活支援
センター

市川健康福祉
センター

社会福祉協議会

モデル会議等の開催経過

平成26年度 期日 議題

第１回
モデル会議

5月30 日（金） ・協議会の統合について
・通報・届け出状況について
・年間計画（案）について
・障害者差別解消法について
・（仮称）障がい者差別解消支援地域協議会につ
いて

第1 回
ワーキング

７月31日（木）
※千葉県と合同

・浦安市からの差別事例の報告
・千葉県から
・市川健康福祉センターから
・内閣府から
・当面の方向性について

第2 回
ワーキング

９月10 日（水） ・障がい者差別事例について
・大学・オリエンタルランドにおける取組みにつ
いて
・障害者差別に関する相談体制について
・市川健康福祉センターから

相談窓口、ヘルプカードについて
・地域フォーラム・中間報告会について

8

平成26年度 期日 議題

第３回
ワーキング

10 月7 日（火） ・千葉県との連携について

第２回
モデル会議

11月18 日（火） ・障害者差別解消法について
・千葉県の調整体制について
・浦安市の差別事例について
・浦安市の優しい取り組みについて
・中間報告会について
・質疑・意見交換

第４回
ワーキング

12 月9 日（火）
※千葉県と合同

・中間報告会について

第5 回
ワーキング

2 月12 日（水）
※千葉県と合同

・支援体制の整備について
・平成27 年度の取り組みについて

第3 回
モデル会議

2 月23 日（月） ・中間報告会について
・支援体制の整備について
・平成27 年度の取り組みについ

モデル会議等の開催経過

9

平成27年度 期日 議題

プレ
モデル会議

第１回
ワーキング

6月2日（火） ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基
本方針（概要）について
・千葉県障害者差別解消支援地域協議会体制整備
事業準備会 高梨憲司会長より

「障害者差別解消法と千葉県条例の役割」につ
いて
・法施行までのスケジュール等

第２回
ワーキング

10月15 日（木） ・実施経過及び今後のスケジュールの報告
・庁内及び権利擁護部会委員からの配慮事例等の
収集結果の報告
・相談受付フローチャートについて
・県と市の連携について
・イベントについて
・対応要領について
・次回モデル会議（11/24）について

モデル会議等の開催経過

10

モデル会議等の開催経過

11

平成27年度 期日 議題

第１回
モデル会議

11月24日（火） ・障害者差別解消法施行に向けた取り組み
・配慮等の事例収集について
・相談窓口と相談の流れ
・県と市の連携について
・条例案、職員対応要領案について
・イベントについて

第２回
モデル会議

２月２ 日（火） ・障害者差別解消法施行に向けた取り組み
・条例案、職員対応要領案について
・障がい者差別解消支援地域協議会の在り方につ
いて（まとめ）

権利擁護部会
学識者、社会福祉協議会、
警察、交通機関、企業、
商工会議所、広域専門指
導員、団体、事業所、教

育委員会 等

自立支援協議会・障がい者
福祉計画策定員会の活用

各部会のリーダー、サブリーダー中心に構成

こども部会
公立小中学校、高等学校、
特別支援学校、保育園、
幼稚園、私立学校、団体、
事業所、教育委員会、こ
ども発達センター 等

相談支援部会
介護給付審査会、医師会、
弁護士、訪問看護、中核
地域生活支援センター、
団体、事業所、地域包括

支援センター 等

地域生活支援部会
事業所、団体 等

本人部会（公募）

知的、精神、身体障がい者 12
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障がい者福祉計画アンケート調査

※平成25年11月実施 4,795人配布 2,506人回答 52.3％

13

「どのような時に、差別を受けたと感じたり、
いやな思いをしましたか。」（アンケートより）

身体障がい

○エレベーターやエスカレーターで混雑時に迷惑がられる。

○健常者に見えるため、優先席などを使用すると嫌な顔をされる。

○バスやタクシーなどで手帳を提示すると嫌な顔をされたり、

乗車拒否をされる事がある。 等

知的障がい

○学校や職場で、からかわれたりバカにされたりした。

○外出時に変な目で見られたり、避けられたりする。 等

精神障がい

○友だちが離れて行ったり、避けられたりする。

○就職活動中、病気を申告すると断られたり、仕事をしていても

配慮してもらえない。 等

14

障がい者福祉計画ヒアリング

「差別をなくしていくために」

「合理的配慮について」
○路線バスを待っていたが、無視されて、バスが通り過ぎて

しまったことがある。

○介助に従事している人が、障がい者に対して、親切心から、

「他の人はこうしているから、あなたもこうしたら」という

言い方をすることがあるが、それが障がい者にとっては、

差別的な言動と感じられることがある。

○インターネット上で、差別的表現がある。

○自分たちのことをもっと知ってほしい。

○差別や合理的配慮について知ってもらい、

差別のない安心して暮らせる社会を実現してほしい。 等

15

市内の合理的配慮、優しい取り組み

○障がいのある方に配慮した入学試験の実施・

校舎のバリアフリー化

（権利擁護部会：明海大学より）

○障がいのある人もない人も「一緒に」楽しむための工夫

（権利擁護部会：オリエンタルランドより）

○「障害のある人もない人も共に暮らしやすい

千葉県づくり条例」の施行・相談窓口の設置

（権利擁護部会：広域専門指導員より）

16

市役所の合理的配慮、優しい取り組み

声の広報、ホームページ

耳マークの設置

会議、イベント、選挙等での配慮

新庁舎建設ユニバーサル

デザイン意見交換会

学校等における医療的ケア

検討委員会

救急メディカルカード

（救急車掲載用、本人携帯用）

こころのバリアフリー支援事業

17

こころのバリアフリー支援事業

障がいと障がいのある人への理解を深めるための小冊子
「こころのバリアフリーハンドブック」

児童生徒、教職員への周知啓発

○小中学校の教職員に配布。児童生徒への配布と

事業での活用と講師の派遣等を提案。

○小中高生を対象にした「福祉体験教室」で

紹介、配布。

年間を通した啓発活動と他機関との連携

○イベントでの啓発活動

市民まつり、ふれあいまつり、Ｕセンター夏祭り、

バリアフリーコンサート、

夏休みボランティアオリエンテーション、市役所でのパネル展 等

○浦安警察での講演 18
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差別解消法の啓発広報（平成26年度）

○市職員研修
平成２６年１０月７日
差別解消法研修会

対象職員 部長、次長、課長
参加人数 １１５人

○事業所・企業向け講演
平成２７年２月２日
虐待防止法、差別解消法講演会

○イベントでの啓発広報
バリアフリーコンサート（H26.12.21)
市役所でのパネル展（H26.12.17～26) 等

19

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

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

＝

（新名称案）

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

相談窓口と支援体制 ※「虐待防止センター」のフローの活用

20

法施行までの取り組み（27年度）

・市役所各部署へのアンケート、ヒアリングの実施

“何をどこまで配慮するのかわからない”

・職員対応要領の作成

・合理的配慮の事例収集

・職員研修（管理職、窓口担当、消防職員）

・啓発広報

民間事業所・企業

小中学校、高等学校、大学

市民、当事者

21

○市職員研修
・平成27年１０月１５日

対象職員 課長補佐（参加人数 ７９人）
・平成27年１１月１１日

対象職員 部長、次長、課長（参加人数 ７９人）
・平成28年１月～３月予定

対象職員 担当、係長

○イベントでの啓発広報
平成27年１２月５日
障がい者週間に合わせて
新浦安駅前広場でイベントを実施
『障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす』

22

法施行までの取り組み（27年度）

障がい者週間記念イベント

23

日時 平成２７年１２月５日（土）

10：00 ～ 15：00

場所 新浦安駅前ステージ及び周辺

内容 ステージでのパフォーマンス

福祉事業所等による飲食ブース、物品販売

障がい福祉に関するクイズラリー

差別解消法の周知・啓発

障がい福祉サービス事業所展示

主な実績

ステージ出演団体数 11

（出演者 市民活動団体、市内大学学生等）

出店団体数 17

（内訳）障害福祉サービス事業所 ８

当事者関係団体 ２

その他（民間企業、社協等） ７

障がい福祉サービス事業所売上額 245,230円

差別解消法の周知チラシ配布数 6,500部

クイズラリー参加者数 464人

クイズラリー
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自立支援協議会権利擁護部会委員からの意見

・お互いに歩み会うことが必要。

・知識だけでなく、感性や人としての思いやりが必要。
知識として知るのはもちろん、まずは人としてどう接す
るか、社会全体として障がいが属性であることを忘れな
いようにすべき。

・障がいのある人への対応をマニュアル化すると、かえ
って画一的で心無い対応になってしまうのでは。

25 26

モデル事業・これまでの虐待対応の取組から…

など・・・

虐待 差別

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
虐待を防止する取組と一体的に行われることが効果的である

偏見
理解
不足

誤解

・高齢者虐待防止と障がい者虐待防止については、スキ
ームが似ている（原則市町村での対応）

・障がい者手帳所持者のうち、60歳以上が過半数を占
める現状（高齢障がい者の増加）

・認知症施策においては既に先行して、認知症高齢者に
対する偏見や誤解や理解不足を解消する取組がなされて
いる（モデルとなる）

27

高齢者施策と一緒に取組むメリット

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
高齢者の虐待防止や認知症施策等と連携しながら

進めることが効果的である
28

条例の制定へ

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
高齢者の虐待防止や認知症施策等と連携しながら

進めることが効果的である

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
虐待を防止する取組と一体的に行われることが効果的である

これらを市の施策として
位置づけるために・・・

「浦安市障がいを理由とする差別の解消の進推に関する条例」
を制定することに

浦安市障がいを理由とする差別の解消の進推に
関する条例の構成

前文

第1条 目的

第２条 定義

第３条 基本理念

第4条 市の責務

第５条 市民及び事業者の役割

第６条 市における障がいを理由とする差別の禁止

第７条 事業者における障がいを理由とする差別の禁止

第8条 障がい者差別解消推進計画

第９条 状況の公表

第10条 職員対応要領

第11条 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

第12条 広報及び啓発

第13条 協議会 29

３ 県と市の連携

相談体制・解決の仕組みを実効性のあるものとするために

○広域専門指導員との連携

平成19年度から県条例に基づく相談体制が
構築されている。その相談実績を生かして、

・市町村への助言
・相談事例を市町村と共有
・市町村職員研修
・障害保健福祉圏域ごとの相談窓口から

市町村への巡回相談
県庁や中核など窓口を集約して毎日の配置に

30
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３ 県と市の連携

相談体制・解決の仕組みを実効性のあるものとするために

○県と市の役割の明確化（法律と県条令）
・市域を超える広域的な事例対応
・高度専門的な支援、困難事例対応

市と市民との調整が必要な場合は、県が調整
・市町村のバックアップ・補完・市町村格差の是正
・啓発広報
・研修
・事例の集約・共有化

ご清聴ありがとうございました。
31



議題１資料２

「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」では、障がい

を理由とする差別の解消を推進することで、全ての市民が、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

社会の実現に寄与することを目的としています。

この条例の目指す、“相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会”

の実現に向けて、権利擁護部会委員の皆さんが所属する事業所や団体の立場か

ら“現段階で取り組めること、また取り組んでいこうとしていること”につい

て意見をいただきながら、法の施行に伴う“やさしいまちづくり”に向けて検

討していきたいと思います。



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

（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

・高齢者に対する虐待の防止に関すること
・障がいのある人に対する虐待の防止に関すること
・障がいのある人に対する差別の解消に関すること

・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１-３ 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

自立支援
協議会

連携


