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平成 27 年度第４回浦安市自立支援協議会 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 19 日（木） 13：30～15:10

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

明海大学（会長）、ＮＰＯ法人タオ（副会長）、和洋女子大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、

浦安市聴覚障害者協会、浦安手をつなぐ親の会、株式会社オリエンタルランド、

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、ＮＰＯ法人フレンズ、ケアラビット浦安センター、

社会福祉法人敬心福祉会、社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、

介護給付費等の支給に関する審査会、浦安市社会福祉協議会、千葉県立市川特別支援学校、

健康福祉部、こども発達センター、教育研究センター

４．議題

（１）部会活動報告

（２）市の事業の報告

５．資料

（１）議題１資料 部会活動報告

（２）議題２資料 市の事業の報告

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を開催いたします。本日はお忙しいなか、

ご出席くださいましてありがとうございます。協議会を開催する前に、会議の進め方について確認させ

ていただきたい事項がございます。

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

に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。なお、議事録には発言者が所属す

る団体名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

ご発言の際にお願いしたいことがございます。議事の記録及び会議を円滑に進めるためにも、ご発言

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

ただき、その後発言をお願いいたします。それでは、今後の進行につきましては会長にお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。
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会長：それでは、早速議題に入らせていただきたいと思います。議題１でございますが、11 月に第２回本

人部会を開催いたしましたので、事務局から報告をお願いしたいと思います。

事務局：前回の第３回自立支援協議会から、本日までに開催した部会は第２回本人部会のみですので、今回

は本人部会の報告をさせていただきます。11 月 12 日に総合福祉センターで開催いたしました。議題は

３つで、自立支援協議会および部会活動報告。障害者差別解消法を施行に向けた取り組み。浦安市内の

グループホームの現状について。この３つでした。

議題１の自立支援協議会および部会活動報告では、まず今後の本人部会委員の各部会の参加について、

説明しました。各部会で本人部会の委員から直接意見を聞くことが必要だと判断した課題がある場合、

参加の案内をすると報告しました。

自立支援協議会および各部会の詳しい活動報告は、ほかの部会と同様に合同部会でおこなうこととし、

特に本人部会でも意見をうかがいたい事項について報告して、意見をうかがうこととしました。前回の

自立支援協議会でも報告した防災訓練での要援護者支援訓練の実施を報告し、要援護者支援バンダナの

作成についてご意見をうかがいました。

総合福祉センターの防災訓練と、９月 27 日に実施しました市の総合防災訓練での要援護者支援訓練

の報告をし、当事者の立場でのご意見をうかがいたいと考え、意見を伺いました。「訓練のプランや支

援マニュアルなどをつくるときは、当事者の意見を聞いてはどうか」「自治会や消防の方に地域に何人

ぐらい障がいのある方がいるのかを把握していただき、意見交換ができればいいと思う」「地震以外の

災害を想定した訓練も必要ではないか」などの意見をいただきました。

前回の自立支援協議会でも報告させていただいた要援護者支援バンダナの作成の報告もしました。実

際に使用する当事者の立場でのご意見をうかがいたいと考えて、今回この意見も本人部会で意見をうか

がいました。いただいた主な意見としましては、車いすの方からはバンダナが車いすにもつけられれば、

周りの方にも伝わりやすい、赤のラインを入れるなどの目立つような工夫をしてほしい、オレンジなど

目立つ色がよいのでは、外国籍の方が使うことも考えて、SOS などの英語表記もあればよいのでは、自

治会や消防の方にもバンダナの存在を知らせてほしいなどの意見をうかがいました。

議題の２番として、障害者差別解消法の施行に向けた取り組みとして、内閣府の対応要領案より配慮

の一例を紹介しました。今回はその一部を報告させていただきます。スライドの写真は、段差がある場

合に車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどして車いす利用者が安心

して移動できるような配慮をおこなう例です。次の事例は、車いすを使用される方に配架棚の高いとこ

ろに置かれたパンフレットなどをとって渡す配慮事例です。

次の事例は、疲労を感じやすい障がいのある方から、別室での休憩の申し出があったとき、別室の確

保が困難であった、あったことから、その申し出があった障がいのある方に事情を説明して、対応窓口

の近くに長イスを移動させて、臨時の休憩スペースを設けるという配慮事例です。

こちらは聴覚に障がいのある方に対し、筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用い、

意思疎通をはかる配慮事例になります。続きまして、知的障がいのある方から申し出があった際に、ゆ

っくり丁寧に繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対しますという事例です。

馴染のない外来語は避ける。漢数字は用いない。時刻は 24 時間表記ではなく、午前・午後で表記す

る。などの配慮を念頭に置いたメモを必要に応じて、て、適時渡すなどの配慮事例です。また漢字でル

ビを振って、説明をおこなうことも配慮の１つとして考えられます。

市や教育委員会の各課に差別解消法についてヒアリングをおこなったところ、職員からは対応マニュ

アルを作成してほしいとの意見が多く出ました。一方で、権利擁護部会では、マニュアルを作成すると

画一的になるなどの意見が出ています。本人部会では、先ほどの配慮事例をご覧いただいて、どんな配
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慮があればいいか。ご意見をうかがいましたが、どこまで手伝えばいいのか。戸惑う人もいると思うと

か。人によっては自分でやりたいという方もいる。配慮についての考え方や受け止め方は、人それぞれ

というご意見をいただきました。

続いて議題３の浦安市内のグループホームの現状についてという議題ですが、のちほど市の事業の報

告でもお話いたしますが、浦安市の状況を報告してご意見をうかがいました。「浦安にも身体障がい者

が住めるグループホームが増えてほしい」とか、「グループホームが増えると選択肢も増える。少ない

と、ここは合わないと思っても、ほかの選択肢がない。重度の障がい者が住めるグループホームがあれ

ばいい。」、「グループホームをつくるにあたり、近隣住民の理解を得ることはなかなか難しいのだと感

じた。」などのご意見が出されました。市でも身体に障がいのある方や、重度の方が住めるグループホ

ームの整備も必要であると考えております。以上で、本人部会の報告は終わらせていただきます。

会長：はい、ありがとうございました。それでは、ただいまのご報告につきまして、何か質問あるいはご意

見等ございますか。よろしいでしょうか。それでは次に、議題２の市の事業の報告を事務局にお願いし

ます。

事務局：学校での福祉教育支援ということで、２点ほどご報告いたします。「福祉体験教室とバリアフリー

ハンドブックの配布」ということで、学校での福祉教育支援についてご報告いたします。平成 26 年度

から、浦安市内で活動しているボランティア団体の介助グループあいあいさんにご協力いただいていま

す。あいあいさんが市内の小中学校で、福祉体験教室を開催しまして、その際にバリアフリーハンドブ

ックを配布しています。平成 27 年度は 12 校訪問し主に４年生の児童 1768 人にバリアフリーハンドブ

ックを配布いたしました。今後もあいあいさんと協力しながら、学校への配布と周知を進めてまいりた

いと思っています。

小学生が車いすを押したり乗ったりする体験では、コースに自転車を設置して障害物により、通りづ

らい状態を、つくって実体験しています。また、アイマスクをして白杖をもって、目の見えない体験と

ガイドヘルプの体験をしています。この体験のあとにバリアフリーハンドブックを配布していますが、

本人部会などでもご意見いただいていますけれども、設備が整っていても、スロープや点字ブロックに

障害物があったり障がい者専用駐車場が使われていたりと、人による心のバリアによって住みづらい、

街になっている場合があるということを中心にお話しています。体験のあとなのでより身近なこととし

て、受け止めてもらっていると考えています。

続きまして、本年度より福祉教室を企画して、児童向けの福祉講座や教員向けの研修について、学校

より相談があった際に障がい事業課で講師を紹介しています。また年間２校程度の範囲で障がい事業課

の予算で講師を派遣するとしていまして、校長会などで周知をはかってまいりました。

現在、１校で実施しておりまして、高洲北小学校４年生 120 人が、高梨賢司さんのお話を聞き、白杖

を使用した視覚に障がいのある人の体験、介助体験をしました。今回講師を引き受けていただきました

高梨さんは、元千葉県障がいのある人の相談に関する調整委員会委員長で、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制定にも関わられた方です。ご自身の体験や障がいのある方への

配慮の例も、ご自身の障がいである視覚障がいだけでなく、聴覚や身体、知的障がいの方などへの配慮

などをお話しいただきました。

また、白杖を使用した介助体験をとおして、子どもたちも視覚に障がいのある方、介助する方の双方

の体験をしました。子どもたちも多くの質問を高梨さんに投げかけまして、体験待ちのときは、「おじ

さん、おじさん」と高梨さんの周りを囲んでお話を聞いたり質問をしたりと、終始和やかな雰囲気で教

室を終えました。 また、画面下ですが、最後に生徒さんから高梨さんに歌のプレゼントがありました。

このような教室を実施しています。
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続きまして「グループホームの整備状況」ということで、本人部会でも報告しましたが、平成 25 年

度の統計資料では、千葉県で身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の障がい者手帳

を所持している方で、千葉県内のグループホームの定員数で割り返すと、72 人当たり１人の割合でグ

ループホームが整備されていることになっています。一方、浦安市では障がい者手帳を所持している方

は、身体障がい者が 2837 人。知的障がい者が 660 人。精神障がい者が 617 人の合計 4114 人で、浦安市

内のグループホームの定員で割り返すと、129 人あたり１人の割合でしかグループホームが整備されて

いない、平成 25 年度はそういった状況でした。

このようなことから、浦安市では民間の事業者に整備費用を補助したり、旧第３職員住宅を活用した

グループホームを新設するなど、グループホームの拡充に取り組んでまいりました。平成 27年 11 月現

在では、グループホーム猫実の定員が５名、グループホームタオで定員が９名、フレンズの定員が 28

名、オフタイムハウスあいらんどの定員が４名で、定員の合計は、46 名になり、比率は、手帳を持っ

ている方 92 人あたり１人と改善されてきました。

まだまだ不足している状態ですので、浦安市障がい者福祉計画では、平成 29 年度までに定員 100 を

目標としています。現在、浦安市の取り組みとして、グループホームの整備補助金。運営費補助金。重

度障がい者等支援事業所運営費補助金を交付しています。特に整備補助金と、重度障がい者等支援事業

所運営費補助金は、国・県の補助を受けず、市独自の補助金として市の財源のみで交付しているものに

なります。

続きまして、グループホーム猫実を紹介します。今年の９月にオープンしたグループホーム猫実は、

教職員住宅だった建物を改修したものです。画面の写真、左上が入り口付近、左下が居室の一部、右側

は食堂の様子になっています。

こちらが、利用者の部屋の様子です。家賃は約４万 5000 円から６万円程度で光熱水費および食費は

別途かかりますが、家賃については減免になります。部屋は、畳敷きの和室となっています。

会長：ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、同じようにご質問、ご意見等をお受けした

いと思います。何かございますか。１番の学校での福祉教育支援。２番のグループホームの整備状況と

いうことで２点の報告がございましたが、よろしいですか。それでは、３番目の浦安福祉事業体の報告

に移らせていただきます。浦安福祉事業体は、浦安市内の就労支援事業者で構成される共同受注・販売

のための共同体で、平成 27 年４月。つまり、今年の４月から活動しております。

その組織は、「新庁舎食堂・売店部」、「小型家電リサイクル部」、「エスフロント部」の３部門で構成

されております。ここでは、各部門でリーダーの事業者さんがいらしておりますので、今回はリーダー

からお話をうかがいたいと思います。初めに、新庁舎食堂・売店部のリーダーの NPO 法人フレンズさん

より現状報告をお願いします。

NPO 法人フレンズ：現在決まっているところだけをちょっとお話しします。食堂と売店の運営は、どのよう

な販売の仕方があるとか、仕事があるとかも含めまして、皆さんにご協力していただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

食堂ですけれども、昼は定食をメインにして、昼過ぎからは軽食、あとドリンクなどを販売していっ

て、夜のほう、営業させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。売店では、基本

的に、福祉の事業所でつくったものを中心に売っていきたいなというのもありますので、それと合わせ

て浦安の物産みたいなものなどを情報発信できる場にもできたらいいなと思います。今のところは、こ

れぐらいしか言えないんですけど、またご報告させていただきたいと思います。

会長：はい、ありがとうございました。ご意見とかご質問は、３部門のご報告をいただいてからまとめて、

おうかがいしたいと思いますので、次の報告を先にお願いさしていただきます。続きまして小型家電リ
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サイクル部のリーダーでいらっしゃいます。社会福祉法人なゆたさん。ご報告をお願いします。

社会福祉法人なゆた：浦安福祉事業体に参加している５事業所で、小型家電のリサイクルを平成 27 年７月

１日からおこなっております。業務内容は、市内の 11か所の小型家電の回収 BOX。公民館であったり、

市役所、クリーンセンターから回収をしまして、事業所に持ち帰って、分解・選別・軽量でごみゼロ課

へ報告をさせていただいております。

そのあと、指定の場所へ納品しております。流れ的にはこのような形で、事業所で分解の作業をやっ

ている写真を持ってきました。この小型家電の作業はわかりやすい作業なので、今までなかなかじっく

り作業に向かい合えなかった方も、ネジの取り外しだったり、分解の作業をすごく前向きに取り組んで

いますので、このような作業を委託していただいて、すごくよかったかなと思っております。

会長：ありがとうございました。続きまして、エスフロント部のリーダーでいらっしゃる、NPO 法人タオの

さんよりお願いしたいと思います。

NPO 法人タオ：エスフロント部は、新浦安駅前で事業をスタートしました。27 年の４月１日から、福祉事業

体７法人のうちの６法人と提携して朝７時半から夜の 11 時までおこなっています。ここは、タオの A

型事業所として登録しています。A 型事業所はご存じだと思いますが、「週 30時間以上働き、社会保険

に入ること、最低賃金を払うこと、雇用契約結ぶこと」という条件の元におこなっているんですが、現

状、A型事業所の４名の方がここで働いております。

大体、最低賃金をもらって 30 時間以上働くと月当たり 10万から 11、2 万の収入になるわけですけど

も、納税者になる可能性が極めて高い事業になりつつあります。各事業体とどんな形で業務提携してい

るかというと、今までは、自分たちでクッキー売ったりパン売ったりしていたんですが、エスフロント

では、バーコード方式を用いて、皆さんがいらっしゃらなくても、商品だけ届けば、レジでバーコード

処理をして、月末に〆てお金を払うという仕組みでやっております。

具体的な成果は、４月から９月末までで、大体 130 万円くらいの収入があがっております。エスフロ

ント部ができたことによって、今まで、福祉団体は参加できなかった事業、たとえば、カラーランの事

業であるとか、カフェテラス in 境川にも参加して、現状 130 万ぐらいの収入になっていると。これは、

市役所で共同受注販売で目標をかかげている額の恐らく半分以上がこのエスフロント部の事業で達成

するんではないだろうかと思われます。

福祉事業体が結成されて、共同受注販売っていうのが、恐らくこういう形は日本でも本当にめずらし

いのではないかと私は思っているんですけども、新庁舎ができたり、小型家電もタオも参加してますが、

それなりの収入がありまして、大変、工賃アップにも貢献してる事業になっております。エスフロント

は、コーヒーも安いですから皆さまご賞味いただければと思います。

事務局：浦安市福祉事業体について、ちょっと補足させていただきます。まず、新庁舎食堂・売店部ですが、

お手元の資料ですと、平成 28 年５月からとなっておりますが、ちょっと遅れておりまして、引っ越し

が５月頃になるという予定です。６月もしくは７月からの開始ということで。10 階が売店となってお

りますので、一番上の見晴らしのいい場所を食堂としております。

もう１つ、小型家電リサイクル部なんですが、資料として、広報うらやすの 10月 15 日号に掲載させ

ていただきました。なゆたさんで、取材を受けて小型家電リサイクル部の PRをさせていただきました。

会長：ありがとうございました。それでは、質問あるいはご意見は何かございますか。

浦安手をつなぐ親の会：広報に載るのはたぶん１回で、皆さん見てぽっと忘れてしまうと思うんですけど、

小型家電リサイクルが始まるときに、新聞などでいろんなものが回収できるって書いているんですね。

たとえば、テレビの接続コード関係とか、携帯の充電器ですとか、いろいろできるということになって

いますので、たぶんごみゼロ課かどこかで出しているのかもしれませんけれども、こういうのをやっぱ
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りもっと配布していただければと思うんですね。ごみゼロ課で、たぶん年に１回ゴミ収拾の本みたいな

ものが出ると思うんですけど、そこにも載せていただいて、無駄をなくしていただければと思います。

会長：ご意見をありがとうございます。ぜひ、ごみゼロ課とも連携をとりながらお願いしたいと思います。

浦安手をつなぐ親の会：グループホーム猫実のところで、２LDK の形式でつくってあって、もったいないな

っていう感じがすごく私たちしていたんですね。反対に親の会では、親が高齢化してるので、「子ども

と一緒に入りたいわ」っていうふうに、冗談まぎれに言ってるところもありました。

できればこういうところは、グループホームから地域にあるアパートなどに越すような段階の物件と

して、ぜひ活用していただきたいなと思います。グループホームだけで使うのではちょっともったいな

いので、ステップアップの１つの段階として、次の段階では、地域に住めるという形をぜひ、とってい

ただきたいと思います。

事務局：昨年度グループホームを整備させていただくなかで、要は建築基準法の関係で、最近グループホー

ムの整備について、若干厳しくなってきていて、今までグループホームを民間の事業者さんが整備する

なかで、たとえばアパートの部屋が一室あったとしたら、壁をつくって定員２人でやってもいいよと全

国的に進められてきたんですけれども、最近、建築基準法でちょっとそれはまずいだろうという解釈が

されてきたということがあって、消防設備の関係とか、もろもろの関係があるんですけど。

それで、今回、委員がおっしゃるように、２DK でかなり広い物件ですけれども、１つの扉に対して

お１人で住めるようなグループホームを整備したという経緯がありました。

もちろん、地域移行ということで、障がいがある方が、地域に住んでいただくという社会資源という

のが必要というふうには考えていますので、委員のご意見等も参考にしながら整備を進めていきたいと

思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：小型家電リサイクルの事業なんですけど、地球のためにもすごくいい

ことではないかと思うんですけれども、私たち今まで燃えないゴミのときにこういうものをたくさん出

しているんですよね。今、回収の場所は 11 か所で、距離があったりしてもっていけない人も結構多い

と思うんですよね。たとえば燃えないごみの回収は月２回だとか。毎週１回のときもありますけれども、

ビン・カンとか分けて入れるところが決まっているんですよ。そこのところに小型家電を入れるものを

一つ置いていただければ。ごみゼロ課と協力して、燃えないゴミの回収で小型家電も集めて、ごみゼロ

課から福祉事業体に持って行っていただければ、もう少し大規模にできるんじゃないかな、スムーズに

いくんじゃないかなと思ってはいるんですけれども。

会長：ありがとうございました。確か小型家電は、特別な回収枠が用意されておりますが、数はそんなに、

多くなかったですね。そういうものが集積所にあればいいってことですよね。

介護給付費等の支給に関する審査会：そうですね。それをやるところで、支障とか制約というのがあるんで

すか。

事務局：ごみゼロ課には、ご意見があったことはお伝えしようと思うんですけれども。要は解体をする福祉

事業体が５事業所でやっているっていうところもあって。今年度は、委託事業で、実施していただいて

いるんですけれども、ちょっとまだどの程度できるのか業務量の調整もしながらやっている状況です。

今年度の実績に応じて、業務量であるとかやり方を、ごみゼロ課で考えていくというようなお話もい

ただいていますので。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。将来的な展望として、そういうことを考えていただけ

ればと思います。

会長：ありがとうございました。たぶん収集を別途ですること自体はそんなに問題はないかと。２か月前ま

で、廃棄物等減量集会というごみゼロ課の審議会の会長をしておりまして、この話をちょっとしたもの
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ですから。

そのほかございますか。４番目はイベントや講演会の開催ということで事務局からご報告をいただき

たいと思います。

事務局：平成 28 年４月に障害者差別解消法が施行されることに伴いまして、現在市役所の職員に向けて、

差別解消法の理解と周知を目的に研修を開催しています。階級別におこなっておりまして、10 月 15 日

に、課長補佐級を対象に講師に野澤和弘氏をお迎えしまして、「障害のある人もない人も暮らしやすい

地域とは」という内容で 79 名が参加しています。

続きまして、11 月 11 日に部長・次長・課長級を対象に講師に高梨賢司氏をおむかえしまして、「当

事者と行政職員の両者の視点から考える合理的配慮」という内容で、79名が参加しております。

今後は、一般職の職員に向けても研修をおこなう予定になっております。

続きまして、発達支援セミナーのご案内をいたします。11月 27 日金曜日の午後６時より新浦安の市

民プラザ Wave101 大ホールにおきまして、「こどもの未来を見据えて～将来を考えた支援とは～」とい

うテーマで、発達が気になる子どもの支援方法と題しまして、臨床発達心理士であり発達障害特化型支

援機関 NPO 法人それいゆ創立者である服巻智子氏の講演会を開催いたします。

服巻先生は佐賀市在住で、地元佐賀でワークショップや高機能障害とアスペルガーの子どものための

活動。アインシュタインクラブなども定期的に開催されているとともに、全国で講演活動をされていま

す。その活動は NHK のドキュメンタリー番組でも取り上げられました。NHK の番組ホームページでも、

概要がご覧いただけます。

また、発達障がい、自閉症についての本も数多く出版されています。現在定員 200 名のところ、180

名弱の応募がありまして、まだ席に余裕がございます。ぜひ、自立支援協議会の委員の皆さまにもご参

加いただきたく、改めてご案内いたします。

また、この講演会は浦安市自閉症協会様、千葉発達障がい児・者親の会コスモ浦安グループ様との共

催で開催いたします。企画、講師の招聘、運営に多大なご協力をいただきました。また、発達わんぱく

会様、こども発達センターにも周知、広報、保育の準備、運営でご助力、ご助言いただきました。この

場をお借りしましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

続きまして、ハッピーダンスのご案内です。市民グループあすか 21 さんとの共催により開催するイ

ベントで、プロのダンサーグループであるダンスチーム・エモーションさんをお招きし、障がいのある

方や支援者と出演者が一緒に歌やダンスを楽しむイベントです。11月 28 日土曜日に総合体育館の武道

場で開催いたします。毎年音楽に合わせて伸び伸びと体を動かしている参加者の方の楽しそうな姿を見

ることができ、また、企画や運営をおこなっている市民グループの方々の「障がいのある方のために何

かできないか」という気持ちが伝わってくるイベントとなっております。お時間があるようでしたら、

見学という形でもご参加いただけますので、ぜひ、現地にお越しください。

続きまして、障がい者週間記念のイベントは、12月５日土曜日の午前 10時から午後３時まで新浦安

駅前のステージとその周りでイベントを開催いたします。お手元にチラシをお配りしておりますが、内

容としましては、ステージでは、よさこいや浦安カルテット、順天堂大学駅伝部、明海大学吹奏楽部、

そういった方々の踊りや演奏などを披露いたします。また、福祉事業者様をはじめとする 15 団体にご

参加いただきまして、飲食販売などがありますので、飲んだり食べたりしながらステージをご覧いただ

けるようになっております。

また、差別解消法の啓発が大きな目的となっておりますので、クイズラリーをしながら差別解消法に

ついて学んでいただくような形となっています。イベント当日は、ぜひ新浦安駅前にお越しいただけれ

ばと思います。
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続きまして、年明けになりまして、発達支援講演会として東京大学の中邑賢龍教授をお招きして、仮

題ですが、「夢を実現できる・学びの環境のつくり方」と題してお話をうかがいます。中邑教授がプロ

ジェクトリーダーをなさっています東大・異才発掘プロジェクト“ROCKET”は、突出した能力はあるも

のの、現状の教育環境に馴染めず、不登校傾向にある小中学生に継続的な学習保障、および生活のサポ

ートを提供するプログラムです。その活動は NHK のドキュメンタリー『不器用な僕らの教室～東大・異

才発掘プロジェクト』や日本テレビ『世界一受けたい授業』でも取り上げられ、大きな反響がありまし

た。

私も番組を見ましたが、学校環境に馴染めなかった子どもたちが、一つの目的に向かってグループを

つくり、初めは個性と個性がぶつかり合ったり、意見を全く言うことができなかったりとバラバラだっ

たグループが、だんだん相手を受け入れたり、意見が言えるようになったりという姿が描かれておりま

して、まさに学びの環境づくりというものの形を見せていただいたように思いました。番組の概要はテ

レビ局のホームページでもご覧いただけるようになっています。こちらも下旬ぐらいから、申し込みを

受け付ける予定になっておりますので、ぜひ、お申し込みいただければと思います。

会長：ありがとうございました。講演会やイベントについて、お話いただきましたが、こういうことを聞い

てみたいあるいは、この辺をもう少し詳しく教えていただきたいというようなものがありましたら、ど

うぞご発言をお願いしたいと思います。

社会福祉法人サンワーク：イベントの最後にご紹介いただいた発達支援の講演会は、市民の方に広くってい

う形でよろしいですか。

事務局：会場は文化会館小ホールで 400 名定員ですので、市民の方に広くご参加いただければと思っており

ます。

会長：よろしいでしょうか。それでは、議題としてはこれで、すべて終了ということになりますが、このほ

かに、事務局のほうからご報告がございますので、お願いいたします。

事務局：来年の４月から障害者差別解消法が施行されます。皆さんご存じかもしれないんですけれども、役

所については、不当な差別的取扱いに関しては、「してはならない。」合理的配慮については、「しなけ

ればならない。」、企業に関しましては、同じく不当な差別的取り扱いについては、「してはならない。」、

合理的配慮については「努力義務」となっています。

昨年度から内閣府にお声をいただきまして、浦安市でモデル事業を実施しているわけなんですけれど、

進めるなかで、来年度４月１日に向けて、「浦安市障害を理由とする差別の解消を推進する条例」を制

定しようということで、準備を進めております。

条例制定の理由ですが、障害者差別解消法では、市町村は努力義務ということで、市職員が事務事業

をおこなうにあたり、障害を理由とした差別をおこなわないように、適切に対応するための事項を定め

た職員対応要領と、障害を理由とする差別を解消するための取組等を効果的に円滑的におこなうために、

関係機関、たとえば医師、弁護士さんであるとか、警察、民生委員等々の委員から構成される「障害者

差別解消支援地域協議会」を努力義務として設置するということなんですけれども、浦安市の場合、職

員対応要領と地域協議会の両方を進めていきたいという考えがありまして、既存の障がい者虐待防止セ

ンターが障がい者権利擁護センターの業務もおこなうということで、障がい者権利擁護センターの設置

も含め、国の法律の実行性を担保する目的で条例を制定するということです。

その特徴としては、来年の４月１日に障がい者権利擁護センターを設置しまして、そのなかで、虐待

とあわせて差別についても相談業務をおこなっていくと。観念的には、虐待とその差別に関しては表裏

一体であるという考えの元に、総合的に受付をおこなっていくということです。

もう一点、地域協議会については、現在、「高齢者障がい者虐待防止対策協議会」を設置しています
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が、「（仮称）高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会」ということで、差別解消に向けての

取り組み等について協議をおこなっていくということです。

これらの内容を条例に盛り込んでいくということです。条例案の概要は、骨子になりますが、前文が

あって、１章総則で目的、定義、基本理念等々を、書かせていただく。第２章については、基本的な施

策ということで、対応要領と、相談整備体制、啓発活動。地域協議会の設置等について書かさせていた

だく。施行は、平成 28年４月１日を考えております。

今後のスケジュールは、本日の協議会で条例の概要を説明をさせていただいた後、11月 24 日に内閣

府のモデル会議で条例の概要について提示させていただき、ご意見をいただく予定になっております。

また、翌週の 11 月 26 日に権利擁護部会で、条例について同様の概要を説明させていただきます。

12月15日に条例の骨子についてパブリックコメントで市民の方からのご意見をいただく場を設けて

いきたいと考えております。来年の３月には議会に条例を上程していくというスケジュールで考えてお

ります。

差別解消に関しての条例については、県ではやっているところあるんですけれども、調べたなかでは

市町村では初めてのことかと。市では、モデル事業も実施する中でより一層推進していきたいという考

えで、条例をつくっていきたいと考えています。

会長：ありがとうございます。何かございますでしょうか。よろしいですか。それでは、報告ということで、

事務局からお願いします。

事務局：今後のスケジュールについてご連絡させていただきます。合同部会を１月 21 日木曜日午後１時 30

分より、総合福祉センターの会議室で開催いたします。続きまして、第５回自立支援協議会を１月 28

日木曜日午後１時 30 分より健康センター第２会議室で開催いたします。ご出席をお願いいたします。

和洋女子大学：最初のほうに戻って申し訳ないんですけれども。バンダナですが、色覚異常の方にはちょっ

と配慮していただければと。スライドを見ましたら黄色のベースに白の文字で書いてあったものがあっ

たと思いますが、コントラストがはっきりしないものについては見づらいっていう方もいらっしゃるの

かなと。実は私もちょっと見づらかったので、その辺少しご配慮いただけたらなというふうに思いまし

た。

もう一点、グループホームについてなんですけれども。待機者と言いますか、どういった方からご相

談があって、今待ってもらっている状態なのかとか、ニーズとしてどういった方が、何人ぐらいお待ち

なのかっていうふうな、現状が把握できるようなシステムがあるのかどうか。その辺ちょっとお聞きし

たかったんですけれども。

事務局：待機者リストは、市ではつくってないんですね。なので、どういう障がいのある方が何名お待ちい

ただくという情報は、今のところないんですけれども。ただし、今後 100 床まででグループホームを整

備していくという障がい者福祉計画で整備の計画をして、やはり、どのようなグループホームがどのよ

うな形であったらいいのかっていうところの今ニーズ調査を実施しております。

その結果については、自立支援協議会の地域生活支援部会で資料を次回提示させていただいて、協議

しようと考えております。はい。

和洋女子大学：ありがとうございます。今後、やはり区分１とか２などの軽度者のグループホーム利用の報

酬が下がってきて、重度者に重点化していくんだろうなという思いもあるなかで、重度者に対応できる

ようなグループホームをもっと増やさなきゃいけないと市の答えにもあったんですけれども。

そういう整備の状況とニーズっていうところを少し合わせていかないと、100 を目指すのはいいので

すけれども、どこをターゲットにするかをきちんと目指しながら整備しないといけないのかなというふ

うに思った次第です。
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会長：ありがとうございました。ほかにございますか、よろしいですか。それでは、これをもちまして、第

４回、浦安市自立支援協議会を終了とさせていただきたいと思います。本日は、本当にお忙しいなか、

ご出席いただきましてありがとうございました。



平成 27 年 11 月 19 日（木）

午後１時 30 分～３時

健康センター第 1会議室

浦安市自立支援協議会（平成 27 年度第４回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

本人部会 ※資料は当日配布します。

（２）市の事業の報告

（３）その他

３．閉会
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議題１資料 第 2 回本人部会活動報告

１．開催日 １１月１２日（木）

２．内容

（１）自立支援協議会及び部会活動報告等

①本人部会委員の各部会への参加

各部会で本人部会の委員から直接意見を聞くことが必要だと判断した課題

がある場合、参加の案内をする。

②自立支援協議会及び各部会の活動報告

他の部会同様、合同部会でおこなう。特に本人部会でも意見を伺いたい事

項は、報告して意見を伺う。

③防災訓練での要援護者支援訓練実施報告

④要援護者支援バンダナの作成

（２）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（３）浦安市内のグループホームの現状について

（４）その他

情報の提供や議題の提案等

３．主な意見

○訓練のプランや支援マニュアルなどを作る時は当事者の意見を聞いてはどうか。

○自治会や消防の方に、地域に何人ぐらい障がいのある方がいるかを把握していた

だき、意見交換などができればいいと思う。

○要援護者支援用バンダナは、より目立つような工夫をしてほしい。

○自治会や消防の方たちにも要援護者支援用バンダナの存在を知らせてほしい。

○合理的配慮についての考え方は人それぞれ。

○浦安にも身体障がい者が住めるグループホームが増えてほしい。

○グループホームが増えると選択肢も増える。少ないと「ここは合わない」と思っ

ても他の選択肢がない。 など
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議題２資料 市の事業の報告

１．学校での福祉教育支援

（１）福祉体験教室とバリアフリーハンドブックの配布

障がいや障がいのある方への理解を小学生にも深めてもらうために、「福祉体験教

室」（「ボランティアグループあいあい」による車いすと白状を使用した介助体験）

を実施した小学校に、バリアフリーハンドブックを配布。

平成 27 年実績（11 月１２日現在）

12 校 1768 人。

（２）当事者による福祉教室

児童向けの福祉講座や教員向けの研修について、学校より相談があった際に、障

がい事業課で講師を紹介。また、年間２校程度の範囲で障がい事業課の予算で講師

を派遣。

平成 27 年度実績（11 月１２日現在）

①対象 高洲北小学校４年生 120 人

②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）

③内容 講和（ご自身の体験や障がいのある方への配慮の例など）、白杖を使

用した介助体験

２．グループホームの整備状況

名称 主な対象 運営法人 所在地 定員

グループホームねこざね 知的 （福）南台五光福祉協会 猫実 ５人

グループホームタオ 身体・知的

精神・難病
ＮＰＯ法人タオ

今川

北栄
９人

ブレーメンの家フレンズキッチン 知的・精神 ＮＰＯ法人フレンズ 今川 28 人

オフタイムハウスあいらんど 知的・精神 ＮＰＯ法人あいらんど 富士見 ４人

合計 46 人

（浦安市障がい者福祉計画にかかる見込量）

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 人 80 90 100



2

３．浦安福祉事業体

浦安市内の就労支援事業所から構成される、共同受注・販売のための共同体を平成 27

年４月から構成。

浦安福祉事業体

・ＮＰＯ法人あいらんど

・（福）敬心福祉会

・（福）サンワーク

・ＮＰＯ法人タオ

・（福）パーソナルアシスタンスとも

・ＮＰＯ法人フレンズ

・（福）なゆた

新庁舎食堂・売店部

（庁舎建設課・財政課）

Ｈ28.６～

【リーダー】ＮＰＯ法人フレンズ

ＮＰＯ法人あいらんど

（福）敬心福祉会

（福）サンワーク

ＮＰＯ法人タオ

（福）パーソナルアシスタンスとも

（福）なゆた

小型家電ﾘｻｲｸﾙ部

（ごみセロ課）

Ｈ27.７～

【リーダー】（福）なゆた

（福）敬心福祉会

ＮＰＯ法人タオ

（福）パーソナリアシスタンスとも

ＮＰＯ法人フレンズ

エスフロント部

（商工観光課・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会）

Ｈ27.4～

【リーダー】ＮＰＯ法人タオ

ＮＰＯ法人あいらんど

（福）敬心福祉会

（福）パーソナルアシスタンスとも

ＮＰＯ法人フレンズ

（福）なゆた
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４．イベント・講演会の開催

（１）障害者差別解消法管理職研修 課長補佐級対象

①日時 10 月 15 日（木）実施

②講師 野澤和弘氏

③内容 障害のある人もない人も暮らしやすい地域とは

④実績 79 名参加

（２）障害者差別解消法管理職研修 部長・次長・課長級対象

①日時 11 月 11 日（水）実施

②講師 高梨憲司氏

③内容 当事者と行政職員の両者の視点から考える合理的配慮

④実績 ７９名参加

（３）発達支援セミナー

① 日時 11 月 27 日（金）

② 会場 市民プラザＷａｖｅ１０１大ホール

③ 講師 服巻智子氏（臨床発達心理士・発達障害特化型支援機関「ＮＰＯ法人

それいゆ」創立者

④ 内容 「こどもの未来を見据えて～将来を考えた支援とは～」

発達が気になる子どもの支援方法。

（４）ハッピーダンス

① 日時 11 月２８日（土）

② 会場 総合体育館

③ 出演 ダンスチーム・エモーション

④ 内容 出演者と参加者が一緒に歌と踊りを楽しむ。

障がいのある方と保護者・支援者が対象。

※市と市民グループ「あすか２１」の共催事業

（５）障がい者週間記念イベント

① 日時 12 月 5 日（土） 午前 10 時～午後 3 時

② 会場 新浦安駅前ステージ及びその周辺

③ 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

福祉に関するクイズラリー

※協議会当日にチラシを配布。

（６）発達支援講演会

① 日時 1 月 18 日（月） 午後 1 時 30 分～3 時 30 分

② 会場 文化会館小ホール

③ 講師 中邑 賢龍氏（東京大学教授）

④ 内容 「夢を実現できる・学びの環境のつくり方」（仮題）

発達障がいなど、さまざまな理由により、現状の教育環境に馴染め

ず、不登校傾向にある小・中学校生のサポートをする「東大・異才発

掘プロジェクトＲＯＫＥＴ」の取り組み など
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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 11 月 24 日（火）障がい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）で概要提示

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


