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平成 27 年度第６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 28年３月３日（木） 13:30～15:00

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

明海大学（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、

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（権利・こども・相談・地域・本人）

（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（案）

（３）平成 28年度の予算と事業

（４）平成 28年度の議題

（５）その他

５．資料

（１）議題１資料（１） 部会活動報告

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

（３）議題１資料（３） サポートファイルうらやす 共通シート（案）

（４）議題２資料（１） 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（案）

（５）議題２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職員対応要領（案）

（６）議題２資料（３） 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する浦安市教育委員会職員対応要領

（案）

（７）議題２資料（４） 浦安市消防本部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職員対応

要領（案）

（８）議題３資料 平成28年度予算と事業

（９）議題４ 参考資料(第1回自立支援協議会資料再掲・自立支援協議会の議題)
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６．議事

事務局：それでは、時間となりましたので始めさせていただきます。ただいまより、平成 27 年度第６回浦

安市自立支援協議会を開催いたします。本日はお忙しい中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、十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。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。当協議会におきましては、聴覚に障がいのあ

る方、視覚に障がいのある方が委員として参加されております。ご発言の際はゆっくりお話しくださ

るようお願いいたします。進行が速いようでしたら、恐れ入りますが、手話通訳の方より挙手をお願

いいたします。

また、議事の記録およ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。

会長：改めまして、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、年度末のお忙しい中、協議会

のためにお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。迅速に、かつ的確に、議論を進め

ていきたいと思いますので、どうぞご協力、お力添えのほどよろしくお願いいたします。それでは、

座って議事を進行させていただきます。

今日の議事は、議事次第にございますように５点ございます。１つは部会活動報告。２つ目は浦安

市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例案でございます。３番目が平成 28 年度の予算

と事業。４番目が平成 28年度の議題。５がその他となっております。

それでは、まず初めに、１番目の部会活動報告に入らせていただきます。第２回合同部会のあとに

開催した部会の報告をリーダーからお願いいたします。なお、同じ議題を検討している部会もありま

すので、質問、あるいは意見につきましては、一通り報告が終わってからお受けしたいと思いますの

で、合わせてよろしくお願いいたします。最初に、第４回権利擁護部会の報告を浦安市社会福祉協議

会にお願いいたします。

浦安市社会福祉協議会：よろしくお願いいたします。権利擁護部会の部会報告をさせていただきます。

お手もとにお配りさせていただいた資料をご覧いただきたいと思います。部会は２月 15 日の月曜

日に行いました。内容は、障害者差別解消法の施行に向けてということで、議題といたしまして、２

点。まず、障害者差別解消支援地域協議会。その中でのモデル会議等々の取り組み、報告。それから、

今後の相談体制の整備から、協議会の設置についての報告を事務局からいただき、その確認をしあい

ました。それと、もう一点、部会の委員のメンバーの中で、いろいろ議論していこうということで、

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をテーマとして話し合

いをいたしました。

主な意見といたしまして、部会のスタートが、25 年度より前ではなかったかですとか、この点は

事務局からご説明をいただきました。また、差別解消、相談受付フローについて、自立支援協議会が、

連携関係という形にあるけれども、協議会と今後つくられていきます高齢者、障がい者、虐待防止お

よび差別解消対策協議会との関係、それぞれが何をするのか、はっきり見えるように、すべきであろ

うと。それから、全体的な、権利擁護部会の中で、もっと具体的に事例を出していこうということで、

お話をいただいております。
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一緒にお配りさせていただきました、議題１の資料で、委員の皆さんから本当に、闊達なご意見を

いただきました。それぞれ、全部ご紹介するとちょっと時間がありませんので、主だったところで。

たとえば、聴覚障がいをお持ちの方では、見た目でわからないので、本当に誤解を受けるというよ

うなことですとか。見た目ではわからないことから、職務質問にあわれたとか。どうやって友だちを

探すのか。遊び場ですとか、居場所ですとか。視覚に障がいをお持ちの方では、電車に乗ろうとする

ときに扉が閉まってしまうことがあるとか、本当にご苦労されているお話をいただきました。

また、事業者さんのほうからも、まず、ベイシティ交通さん等からは、事故防止に向けて、法施行

に合わせ、さらなる職員研修をしていくこと、オリエンタルランドさんも、そういうお話をいただき

ました。また、浦安警察のほうからも、職務質問等については、まずどうやって対応していくことが

という中で、やはり「こんにちは」から入ろうと、できるだけ心がけて、心を開く形でというような

お話もいただいてきたところです。

全体的に、平成 27 年度につきましては、差別解消法が導入されるということがありましたので、

具体的なお話がなかなかできなかった点もあり、部会といたしましては、当然、権利擁護に関わる啓

発・広報のさらなる取り組みということが、一番の課題ではあると認識してこれからもやっていきま

しょうということですが、やはり事例から考える、こういう場面でどうしていくのかということにつ

いて、この 2 月 15 日に行われた部会でお話することができたかなと思っています。まず、話せる人

や場所。居場所の問題、それから、声かけをどうやっていくのか。

これは、民生委員さんからあったのですが、近くに障がいを持たれた方がいらっしゃるんですけど、

コミュニケーションをどう取ってこうかとか、やはりどうやって声かけをしていくかということも、

実は悩んでいるというようなお話もいただきました。

それと、トパーズさんからもお話いただいていたのですが、やっぱりボランティアの情勢と、それ

から、ボランティアの意識向上ということも課題だというようなことで、お話をいただきました。今

ありました点を踏まえて、新年度、啓発するとともに、具体的な対応なども取り組んでいこうという

ことで、それぞれの委員さんからの意見をいただいたということでございます。以上でございます。

会長：ありがとうございました。先ほど申し上げましたように、質問とか意見につきましては、すべての部

会の報告が終わってから、お受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは続き

まして、第４回こども部会の報告をお願いいたします。

教育研究センター：皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。それでは、第４回こども部会の活動報

告をさせていただきます。資料は、２ページ、３ページとなっております。

第４回こども部会は、２月 25 日に開催しました。議題は、市の事業報告、サポートファイルの活

用、平成 28 年度の議題についての３点でした。まず、議題１の市の事業報告ですが、事務局より報

告がなされたところです。１つ目として、研修会の実施報告がありました。主なものとして、１月

18 日に講師として、東京大学先端科学技術研究センター教授の中邑賢龍氏を講師にお招きし、発達

支援講演会を開催しました。演題は、「こどもの可能性を引き出す！学びの環境」ということで、参

加者は 214 名でした。

次に、2 月 25 日に、一般社団法人こども未来共生会理事長の中島展氏を講師として、浦安警察職

員研修を、「知的障がい・発達障がいのある人を理解するために」をテーマとして実施いたしました。

２月 26 日には、「社会福祉法人みんなでいきる」の副理事長、片桐公彦氏を講師として、「行動障が

いのある人の暮らしを支える」というテーマで、高齢・障がい虐待防止講演会を実施しました。また、

学校の教職員向けの研修として、まなびサポート研修会、通級指導教室担当者研修会、特別支援学級

担任研修会、特別支援教育コーディネーター研修会、心身障がい児補助教員研修会の報告がなされま
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した。

２つ目として、うらやすこころのバリアフリーハンドブックの、小中高生への配布について、平成

27 年度の実績報告がありました。福祉体験教室で、小学生、高校生へ配布しており、市立小学校 13

校 1330 名、私立の高校 560 名、合計 1890 名に配布したところです。

続きまして、議題２のサポートファイルの活用についてです。まず、サポートファイルの活用につ

いて、利用者と事業者へのアンケートの結果の報告がありました。アンケートの内容としましては、

これまでにサポートファイルうらやすを利用したことはありますかですとか、共通シートへの要望意

見等のものが入っております。総括しますと、利用者、事業者ともに、アンケートからは、サポート

ファイルを利用するメリットが感じられず、活用が進んでいないという結果になりましたが、今後も

活用していく、改善されれば利用したいという意見が約 80 パーセントを占めており、サポートファ

イルの必要性につきましては、十分認識されていることがわかりました。

次にサポートファイルの共通シートと成人用サポートファイル案、２つの案についてご意見をいた

だきました。共通シート案に対しましては、さまざまな事業所などで、定期的に類似した書類を記入

することが負担である。サポートファイルを活用できないかとのご意見から、保護者の方や支援員な

どの書類作成の負担を軽減するために、作成したものです。主な意見としては、年金の情報がファイ

ルの最初に入っているため、サポートファイルを手に取ったばかりのまだ保護者の気持ちが容認され

ていない段階で、障害年金という情報はショックが大きいので、もう少し後ろのページに入れてはど

うかというご意見。

また、成人用サポートファイルの中の学校の振り返りシートの部分の作成については、教育委員会

の意見を聞いたほうがよいのではないか。また、共通シートは事業ごとに作成してはどうか。共通シ

ートは事業者と連携するとのことだが、学校でも使えるようにしてはどうか。そして、共通シートは、

ほぼ必要な情報が含まれていると思うので、すぐに利用できるようにしてほしい等の意見がありまし

た。

最後、議題３の平成 28 年度の議題についてです。事務局から、また、主な意見として、今年度に

引き続きサポートファイルについて議題にしたい。次に、平成 28 年４月１日より障害者差別解消法

が施行されることに伴い、幼稚園、保育園、小中学校における配慮について議題としたい。発達支援

セミナーなど、市が開催する講演会の内容などについて議題にしたい。平成 28 年度より開始する発

達障がい児超早期療育事業の、事業の進捗状況等の報告。そして、子どもに対する支援に関する事例

検討、という、ご意見をいただきました。以上でこども部会の報告を終わります。

会長：はい。どうもありがとうございました。それでは、報告が続きますけれども、次に、第４回相談支援

部会の報告を、リーダーの社会福祉法人パーソナル・アシスタントともよりお願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタントとも：はい。相談支援部会の活動報告をさせていただきます。開催

日は 2 月 18 日。資料を読み上げる形になりますけれども、まず、内容です。議題の１つ目は、計画

相談の進捗状況を、障がい福祉課さんのほうから報告をいただきました。計画相談の作成率が、障が

い福祉サービス等が、99.7 パーセント。障害児通所支援が、95.1 パーセント。市内の事業所および

市外で計画相談補助金を交付している事業所が 10 事業所ということで、計画相談の作成率が、成人

のほうは、ほぼ 100 パーセントに近くなってきましたということと、ずっと懸案だった計画相談を立

てる事業所が 10 事業所に増えましたっていうことが、今年度の最後の数字の報告というふうになり

ました。

次に議題の２ですけれども、市の事業の報告がございました。計画相談の補助金制度がありますが、

これは、28 年度も継続していきますというお知らせ。それから、基幹相談支援センターの計画相談
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についてですけれども、基幹相談支援センターが持っている計画相談の件数が 106 件だったと思いま

すが、平成 28 年度から 3 年間かけて段階的に基幹相談以外の相談支援事業所へ引き継いでいき、基

幹相談支援センターは地域の中核的な立場で、支援困難なケースですとか、他事業所の後方支援にシ

フトするという方針が、示されました。

次に、平成 28 年度より障がい事業課に権利擁護センターを設置しますというお知らせとご説明を

いただきました。それに対して主な意見と、事務局のご回答ですが、権利擁護センターはどこに設置

されるのですかというご質問があり、市役所の障がい事業課内ですというご返答がありました。

それから、この障がい事業課内に設置された権利擁護センターの中に、コアメンバー会議というの

があるのですが、このメンバーは、第３者の視点が、このコア会議の中にも必要ではないかという、

ご質問がありまして。コアメンバー会議は行政の職員で構成されていますが、その後、仮称ですけれ

ども、虐待防止および差別解消対策協議会というものが設置され、そこにかける仕組みとなっていま

すと。この協議会には学識経験者などが含まれていますというご回答がありました。

次に議題の３つ目。サポートファイルの活用についてです。この相談支援部会の第３回で出された

意見を参考に、成人用のサポートファイル案に、以下の案、シート案を追加しましたというご報告を

いただきました。経済状況、それから、成人になっても使えるようにということで、就労状況。大人

になってから利用を開始する方のための振り返りシート、それから、障害年金等の情報というシート

を追加されました。

それに対しての意見として、成年後見人の記録のところで、実際に決定した成年後見人を記録する

ようになっているけれど、開始時期とか、後見人が開始された時期とか終了時期を入れたほうがよい

のではないか。それから、成年後見人の手続き方法などの情報があるとよいですねという意見をいた

だきました。

そして議題の４つ目。実務者会議の報告をさせていただきました。実務者会議では、障がい福祉課

さんから、マイナンバーについてご説明いただきました。平成 28 年の１月１日から、新しい申請書

ができまして、それを確認しました。個人番号を利用することになりますので、いろんな事務手続き

上の確認書類が増えていきます。そこにおいて、相談員さんが利用者さんの個人番号をどのように対

応してよいかなど、詳細なご説明をいただきました。

それから、もう一つ、計画相談支援のガイドラインというものが福祉課でつくっていただいている

んですけれども、それについての読み合わせをして、お互いに行政の方と、それから相談員さんが共

通認識を持つというような取り組みをさせていただきました。そのご報告をさせていただきました。

次に、議題の５つ目。平成 28 年度の議題を考えましょうということで、そこで出た意見としまし

ては、相談員の質の向上のため、計画相談の補助金交付の条件。今は、40 件つくったら補助金が出

ますよっていう仕組みになっているんですけれども、そういう達成数値っていう条件から、今後は、

もう質の向上に関する条件にシフトすることを検討したらどうでしょうかという、意見が出ました。

これは、先ほど申し上げたように、99.7 パーセントの達成率がある現状においては、今度は質を、

数をこなそうではなく質を見ていったらどうかっていうご意見だったと思います。

次に、事業所ですとか相談支援専門員の考えに偏りが見受けられることが課題なのではないでしょ

うかと。１人の専門相談員さんが、たてることであっても、別の視点を入れられるようになるといい

ですねというご意見。

それから、サービス等利用計画等の評価の仕組み。この評価の仕組みというのは、ずっと相談支援

部会始まって以来、評価の視点はつくってきたんです。基準はつくってきたんですけれども、これを

どうやって実際に評価していくのか、仕組みづくりが道半ばになっておりますので、これをきちっと
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解決していくというご意見が出ました。

それから、相談員さん。たとえば非常勤の相談員さんが、ずっと緊急の携帯を持っていたりとか、

その待遇が、あんまりよろしくないとかいろんな意見が出まして、それは報酬等の処遇の、報酬から

見る処遇の改善というのをみんなで話し合い、国のほうにも伝えていきたいというようなご意見が出

ました。

それから、自立支援協議会、およびこういう部会が、地域にどの程度貢献しているのか。まあ、部

会同士の連携をどうするのかというような、少し広い視点のご意見もいただきました。

議題６。最後ですけれども、基幹相談支援センターのほうで計画相談に対するグループスーパービ

ジョンをやっておりまして、それの事例の報告をいつもさせていただいております。そこでは、個別

事例を扱うことから非公開ということですので、ここで特に資料は用意しておりませんが、それを実

行いたしました。以上となります。ありがとうございます。

会長：どうもありがとうございました。それでは、今のこども部会と、相談支援部会のほうから、サポート

ファイルの活用の話が出てまいりましたので、これにつきまして事務局のほうから、サポートファイ

ルの活用についての進捗状況の報告をさせていただきます。

事務局：私のほうからは、ただいま、リーダーよりこども部会、相談支援部会の部分で説明がありましたサ

ポートファイルの改善の進捗状況について、ご説明させていただきます。

こども部会の報告のほうでも触れましたアンケート結果について、少し補足をさせていただきます。

利用対象の個人へのアンケートにつきましては、質問事項として、これまでにサポートファイルうら

やすを利用したことはありますかという質問がありました。現在利用している、知っているが利用し

たことがない、知らなかったという項目があったのですが、それぞれ３分の１ずつぐらいの結果にな

りました。知っているが利用したことがないという回答からは、やはり、利用するメリットを感じな

いという結果なのかなというように、事務局では考えています。

続きまして、事業者へのアンケートについては、90 パーセントの事業所さんが、保護者が持って

こないという理由により、利用していないことがわかりました。保護者が持ってこないということと

合わせて、事業所さんのほうでも、持ってきてくださいとかそういった使い方はされていないのだな

ということがわかりました。

最後に、改善したほうがよい点というアンケートもあったのですが、やはり、100 パーセントの方

が持ちやすい大きさにするという回答をいただいていますので、その辺が検討課題かなというように

思っています。

続きまして、こども部会の報告のほうでも、ご説明しました共通シート案なのですが、本日、当日

資料でお配りしております。当日資料が大変多くて申し訳なかったのですけれども、議題１資料（３）

というものがこの共通シートの案になります。こちらについては、リーダーからもお話がありました

ように、委員さんのほうから、各事業所で同じようなことを何度も記入するのは負担だというご意見

をいただきまして、今回、事業所、各事業所に、保護者に記入いただいたり、または保護者から聞き

取って支援員等が記入するシート、こちらのシートを提供してくださいということを事業所にお願い

しまして、その提供されたシートを参考にしながら作成したものになります。

内容としましては、事業所として必要な情報、実際に支援する際に必ず知っておかなければならな

い、本人の今現在の情報が必要ということがわかりました。内容の詳細としましては、身体の状況、

通院、服薬状況、障がい名など手帳の情報、アレルギーなどの情報。また、生活の状況、飲食、食事

ですとか、排泄、移動などの支援の状況。そういったところが必要であるということでしたので、そ

の辺を、内容を凝縮してこちらのシートには盛り込ませていただきました。
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もう一点、事業所から提供されたシートをいろいろ見させていただきまして、ほとんどその内容が

既存のサポートファイルに記録されているということがわかりました。ですので、今あるサポートフ

ァイルを、すべてコピーして事業所に差し出すことは難しくなりますので、このシートに凝縮しまし

て、事業所ごとの特色によりさらに詳しい内容が必要な場合には、サポートファイル本文から部分的

に提供できるように、共通シートの項目と一致するサポートファイルの項目というのを、この共通シ

ート案の①から⑨という黒い丸なんですけども、そちらのほうに記載しまして、もし事業所のほうで

詳細がほしいという場合には、サポートファイル本文のほうから提供していただくという方法を取っ

ていただきたいと考えております。

第４回のこども部会では、ほぼこの内容で利用可能ではないかという回答をいただきましたので、

また、そこで少し手直しをしまして、こちらのシートで、できれば決定をしたいというふうに考えて

おります。

今後のスケジュールなんですが、３月末までには、事業所さんに周知、あとは、ホームページにア

ップの準備を整えまして、４月ぐらいからは稼働できるようにしたいと考えています。このシートを

使っていただきまして、もちろん、これですべての事業所様が足りるというわけではないと思います

ので、それぞれの事業所様で、裏の一番下に独自使用欄というのを設けていますので、そちらの欄を

使っていただいたりですとか、あとは、事業所さんで、シートを追加していただいて、使っていただ

ければと考えています。事業所様にはひと手間おかけすることになるかとは思いますけれども、利用

者の方の負担を軽減するということを考えまして、ぜひご協力いただければと思っています。

次に、相談支援部会のほうから報告がありました成人用サポートファイルなのですけれども、こち

らについては、当初、現在のイラスト入りのサポートファイルをシンプルに記入するだけのシートに

つくり変えたものを提案させていただきました。相談支援部会でさまざまなご意見を受けまして、先

ほどリーダーからも説明がありましたとおり、経済的背景や収入、就労の経過を記入するシート。あ

とは、大人になってから手にとった場合でも、子ども時代を思い出して書くシートがあるといいとい

うご意見から、振り返りシート。また、障害年金の情報などを追加いたしました。こちらの成人用サ

ポートファイルについては、今後も改良を重ねて、最後１つの形にしたいと考えておりますので、ま

た、固まりましたらこちらのほうでも報告させていただきたいと思います。

最後にそのほかの改善点なのですが、記入するだけでは負担なだけなので、困ったときに開きたく

なるような役立つ情報があったらいいというご意見がありましたので、そういった役立つ情報を、掲

載していくということを考えています。また、記入の仕方がわからないとのご意見が多いので、記載

例などをつくることも考えています。また、シートの改善だけではなくて、子育てサポートファイル

ですとか学校との連携、事業者さんとの連携を強めまして、このサポートファイルをすべての事業所、

支援者と保護者の方で共通、共有していきたいと考えておりますので、またご協力のほうよろしくお

願いいたします。私のほうからの報告は以上です。

会長：はい。どうもありがとうございました。この点についてよろしいでしょうか。はい。それでは、続い

てあと２つ部会の報告がありますので、続けさせていただきます。では、次に第４回地域生活支援部

会の報告を社会福祉法人敬心福祉会よりお願いいたします。

社会福祉法人敬心福祉会：はい。第４回地域生活支援部会の報告をさせていただきます。日付は２月８日月

曜日で、内容、議題については、６ページ目にありますが、住まいと生活について。その中で、１月

22 日に開催されました、市内のグループホームの設置および運営等に関する説明会の報告がありま

した。当日は 82 名の参加があり、うちスタッフ 19名ということです。内容については、市内のグル

ープホームの整備状況についてと、市内のグループホームの運営についての説明があり、その後４事
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業所は各ブースでの相談受付をおこなったということです。

その次が、住まいと生活に関するアンケート調査の分析の報告。これも市のほうからあったのです

けども。昨年行いました、浦安市障がい者福祉センターの利用者を対象におこなったのですけれども。

大体 79 名、75.2 パーセントの回収率がありまして、その中の意見として、将来の暮らし方の希望の

中ではグループホームがもっとも多く、グループホームで 32 名、40.5 パーセントありました。

それからグループホームの暮らしを始める希望時期については、５年以上、いや、わからないとの

回答が、59 名、３分の２を占めていましたという報告がありました。これは、親の年齢と将来の暮

らしを開始する希望時期との関係を重ねて集計すると、親が高齢であればあるほど、今すぐ、もしく

は５年以内の割合が高くなっていくということだと思います。

それから、これは来年度アンケート調査、浦安市障がい者福祉計画策定のための、30、31、32 だ

と思うんですね。そのための、アンケート調査にいかしていくということになりました。

１月 22 日に開催されましたグループホーム説明会におけるアンケート調査で、重度障がいのある

方、身体に障がいのある方に適用できるグループホーム。それから、女性用のグループホームの整備

要望のほか、個々の状況に応じたオーダーメイドによるグループホーム整備の要望があったという報

告はありました。

これに対しての意見なのですけども、グループホームの家賃助成について、国と市から助成を受け

ることができるか。その取扱いについてはどうなっているのか。それから、グループホームの整備目

標。これが市が出しているのは平成29年度まで100定員分を現在今46名分だと思うのですけれども、

その整備が遅れているのではないか。それから、施設整備の計画はどうなっているのか。それから、

１月 22 日のグループホームの説明会のアンケートの調査について、最低でも５年以内の利用ニーズ

が高いのではないかというような意見がありました。

それから、議題２としては、来年度の課題についての意見をまとめました。概要としては、地域生

活支援拠点について平成 28 年度設計。平成 29 年度、建設工事。平成 31 年の４月のオープンを目指

す。その中で、主な意見としては、拠点について同一敷地内の整備になるのか。それとも、東野地区

のどの場所で整備するのかという意見がありました。議題３として、その他としては、人材不足とヘ

ルパーと処遇の改善については、引き続き、来年度も検討していってほしいという意見がありました。

以上です。

会長： はい。ありがとうございました。よろしいでしょうか。では、部会報告の最後に、第３回本人部会

の報告ということで、こちらは事務局よりお願いします。

事務局：本人部会の報告をさせていただきます。開催日は２月４日です。議題は３つありまして、議題１住

まいの場の充実ということで、事務局より、グループホームの整備計画。先ほど地域生活支援部会の

サブリーダーからもご報告ありましたように、平成 29 年度末までに 100 人定員分をつくるというこ

とが目標になっていますというご説明があって、グループホームの整備費や運営費の補助をおこなっ

ているという説明、そのあと市内のグループホームの現状について情報提供がありました。それらを

聞いて、委員の皆さんから出たご意見ですが、まず、浦安は土地代が高いという問題がある。次に、

広域事業として、市川市などにグループホームを建てられないのか。都市開発についての意見を出す

などして、土地や建物を確保してはどうか。土地などの確保論をまず議論して、確保してからどんな

グループホームがほしいのかを話し合うべきではないか。高齢になった家族の介護疲れなどを考える

と、入居できるグループホームがあればすぐにでも入居したい。車いすで入居できるグループホーム

があるといい。車いすを使ったり、介助者を入るスペースを考えると、居室は８畳程度の広さが必要

だろうか。維持費の面から、知的や精神の方よりは身体に対応したグループホームが少ないかと思う



9

が、身体障がいに対応したグループホームがあればよい。５人程度の規模のグループホームを希望し

ます。夜は不安があるので、複数の人が常時いるようなグループホームがいい。お風呂には取り外し

のできるリフトがあれば入りやすい。また、お風呂は１人から２人の介助者が入れる広さがあるとよ

い。ダイニングテーブルの高さは、調整ができれば使いやすい。重度の障がいのある人が住めるグル

ープホームがあるといい。グループホームに入居したいと思っているが、身体障がいに対応したグル

ープホームがない。こんなグループホームがあればという希望はわかるけれども、建物には基準があ

るのではないか。グループホームねこざねのように、建物は市が用意をして、運営は事業者が行うの

が理想的ではないか。家賃が年金では賄えないという声に対して、事務局より収入に応じた補助制度

があるというご説明をさせていただきました。

次に、議題２。障がい福祉サービス等におけるマイナンバーの取り扱いについて、事務局より、新

規にサービスや手当を受ける場合などは、マイナンバーを伝える必要があるということ。それから、

窓口でご本人であることの身分証明が必要になったということ。そして、保護者や成年後見人の方が

手続する場合は、代理権がわかるその方の身分証明書が必要になったという情報提供がありました。

それにつきましての委員さんからのご意見としまして、マイナンバーの代筆や書類の代読に対応し

てほしい。非常に困っていますというお声が上がりまして、事務局より庁内の窓口に働きかけていき

ますというご回答がありました。

最後に平成 28 年度の議題について委員の皆さんにご議論していただきましたときに出たご意見で

す。協議会のあり方、運営の仕方などを検討したい。事務局は GHQ のようだ。議長の権限も予算もな

い。自立支援協議会の存在の周知が必要である。協議会と部会の情報の共有が必要ではないか。一時

宿泊施設の増加を希望したい。ヘルパーさんの人材不足の解消について議論したい。訪問入浴サービ

スや入浴できる施設の増加を希望したい。グループホームの話をさらに詰めていきたい。本人部会で

の委員はいつ頃までに反映できるのか示してほしい。本人部会での意見が言いっ放しになっているの

で、本人部会での意見がどのような形になるか情報を示してほしい。さらに先に進むための議論をし

たい。市の道路のでこぼこを直してほしい。希望したら資料を提供してほしい。音声パソコンの教育

をしてほしい。視覚障がい者を支援するヘルパーの技術水準が一定となるような研修をしてほしい。

市の差別解消法の条例案を本人部会では見ていない。市の差別解消法の条例案では罰則はどうなって

いるのか。緊急時に対応できる事業者やヘルパーを増やしてほしい。今ある制度があるべき姿で運営

されていないことについての分析や検証をしてはどうかなど、本当にさまざまな意見が出ました。以

上です。

会長：ありがとうございました。今、部会の報告が行われましたけれども、これについて質問ご意見お受け

したいと思います。何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。このあと議事を進行していく

過程で、お気づきになられて立ち戻っていただいても大丈夫でございますので。では、来年度の議題

につきましては、各部会のほうでご報告がありましたが、その各部会からの報告をもとに、会長、副

会長、リーダー、サブリーダーで協議いたしまして、その結果をまた事務局が取りまとめて、平成

28 年度第１回自立支援協議会に案として報告していただくよう、お願いするということで、事務局

のほうに投げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。はい。どうもあ

りがとうございました。

それでは、次の議題に移ります。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案につ

いて、事務局からご報告をお願いします。

事務局：資料の議題２です。協議会のほうでも以前ご説明させていただいた内容ですが、今年の４月から、

国のほうで、障がい者差別解消法が施行されます。
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それにあたって、国とか地方公共団体については、不当な差別的取扱いはしてはならないと、合理

的配慮はしなければならないという規定になります。会社、企業等においては、不当な差別的取り扱

いは、同じく、してはならない。合理的配慮については努力義務ということになっております。

浦安市においては、内閣府から差別解消支援地域協議会のモデル事業の話を受けまして、昨年度か

ら今年度、２か年にかけて、内閣府のモデル事業を実施しました。そのモデル事業の協議会について

は、既存の虐待防止法にかかる、虐待防止対策協議会と近いということから、新たな協議会の設置は

しないで、既存の、高齢者と障がい者の虐待防止対策協議会をモデル事業である差別解消支援地域協

議会と位置づけて行うこととしました。

そこから、見えてきたものとしては、やはり、障がいのある方に対しての虐待や差別の多くが、障

がいのある人に対する誤解であるとか、偏見その他理解の不足が生じているということがまずわかっ

てきたということです。

２つ目としては、当事者にとって嫌な思いをしたという相談が、障がい者差別に値するのか、それ

とも虐待に値するのというのがわかりづらいということがあります。場合によっては、当事者にとっ

ては差別だと思ったものであっても、虐待だということもあって、緊急対応しなくてはならないとい

うケースも出てくるのではないかということが議論され、これらの課題を踏まえて、障がいを理由と

する差別解消をするための取り組みについては、障がいのある人に対する虐待の防止と取り組みと一

体的におこなっていくことが、効果的ではないかというふうに考え、浦安市の場合、障がいを理由と

する差別の解消の推進に関する条例の制定について３月議会で新規に審議をお願いしていますが、条

例を制定し、障がいのある方の差別の解消の推進を進めていきたいというふうに考えました。

条例の構成ですが、まず、前文がございまして、そのあと目的、定義、基本理念、市の責務、市民

および事業者の役割、事業者における差別の禁止、障がい者差別解消推進計画、取り組み状況の公表、

職員対応要領、紛争の防止のための体制の整備、広報啓発協議会ということで、13 条立てて、規定

しているということです。

はじめから説明するとお時間の関係もございますので、この条例の特徴的なところというと、前後

になるんですけど、障がい者差別の推進とまず高齢者障がい者の虐待と防止の取り組みを一体的に行

うというのが、特徴的な部分になります。

あと、８条の第１項の部分にございますとおり、障がい者の差別解消推進計画を毎年度、市のほう

で策定して、協議会にはかって、実施していく。計画をもって実施していくということです。

その次、第 10 条の部分ですが、不当な差別的取り扱いの禁止であるとか、合理的配慮の提供を規

定しまして、差別解消の推進にあたっての、非常勤職員を含めた市職員が適切に対応するための必要

事項を定めた職員対応要領も策定していくと。国のほうでは、努力義務になっていたかなと思います。

その次、第 13 条の部分です。市は、同じく障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを

効果的かつ円滑に行うための地域協議会、こちらも、国のほうでは努力であったと思うんですけれど

も、浦安市の場合は、地域協議会の設置を行うということで、規定をさせていただきました。

次に、先ほどの条例の第 10 条の部分の職員対応要領にあたる部分です。議題２資料（２）の部分

が、職員対応要領の部分になります。こちらの職員対応要領については執行機関ごと、浦安市の場合

は市長部局、教育委員会、消防本部の３執行機関で、それぞれ対応要領のほうを作成させていただい

たということです。

基本的なつくりですが、国の各省庁のつくりと大体同じような形にはなっています。それで、その

構成なのですが、３本大体同じですが、まず、目的があって、不当な差別的取り扱いの禁止、合理的

配慮の提供、監督者の責務、懲戒処分、相談対応、研修・啓発を７条立てて、規定をしてるというこ
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とです。

その中で、３本とも同じですが、特徴的なものとしては、市職員による障がいを理由とする差別に

関する相談を的確に対応できるように、こちらの対応要領で言いますと、第６条の第１項の部分にな

りますが、市役所障がい事業課内に、障がい者権利擁護センターを置くということで規定をしました。

さらに、その相談で窓口にいらっしゃった方、たとえば、各課であったり、教育委員会であったり

か、消防本部ももちろんそうなんですが、その相談が、たらい回しにならないような形をとっていき

たいと考えまして、そちらの第６条の部分で、特に教育委員会、消防本部については、障がい者権利

擁護センターに案内をして、障がい者権利擁護センターが相談に乗っていくということで、規定をさ

せていただいたということです。事務局からは以上です。

会長：では、ただいまの報告につきまして、何かご質問ございますでしょうか。ＮＰＯ法人発達わんぱく会、

お願いいたします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：条例に関して質問をさせてください。前文ですが、すごい思いの詰まった文章

だなというように思うのですけども、これはどんな感じでつくったか教えてもらってもよろしいでし

ょうか。国のものをそのまま持ってきたとか。興味があって。

事務局：こちらもモデル会議を実施していまして、先ほどもご説明させていただきましたが、昨年度から２

か年に渡って、学識経験者の方や各団体の方、人権擁護団体の方であるとか、そういう方に集まって

いただいて、市では条例をつくっていきたいというお話をさせていただいた中で、モデル事業を実施

する上で、浦安市の場合は、障がいだけではなくて、障がいのある方に対する合理的配慮をすること

によって、障がいのみならず高齢者やお子様をもつ親御さん、お子様に対しても、優しい街づくりが、

究極の目標になってくるという話になりました。ある程度、思いを込めた前文をこちらの条例の中に

設定していって、思いを入れていきたいというような話が出たということです。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：ありがとうございます。

会長：よろしいでしょうか。確かに通常とは違う非常に思い入れがある文章で、非常に訴えるものがあるか

なと感じます。ほかにございますでしょうか。介護給付費等の支給に関する審査会、お願いいたしま

す。

介護給付費等の支給に関する審査会：少しこの条例からは離れるかと思うのですが、実際に施行される場合、

相談に来られる方の基本的な情報というものがありますね。その相談の内容によっては、いろんな機

関で情報を共有しなきゃいけない場合が出てくるのではないか。あるいは、そういうところに、色々

問い合わせをしなきゃいけないのではないかということが出てくると思うんですね。

それで、私が千葉県のほうの障がい者の差別の条例のところで広域専門相談員をやっているときに、

県では、情報をどこまで各機関で情報共有するかということに関して、相談があった時点でいろいろ

聞いて、こういうところに相談、問い合わせなり、いろんなところの情報共有をしたいという承認を

得ると、相手の方から書面で得て、動いてるんです。

実際に、なぜそれが必要なのかというと、それをなしでやった場合に、別な権利を侵害するような

ことも出てくるので、実際に相談者の方ときちんと詰めないと、あとからトラブルになることもある

んです。私はそこまでやられたら困るとか。そういうようなことも実際にあったりするので、そこの

ところはきちんと相手の方と書面で交わすような形が必要になってくるのではないかなと思いまし

て、参考意見として言わせていただきました。

会長：どうもありがとうございました。もっともだと思いますので、これについてはまたなんらかの形でこ

こに反映させていただければと思います。ほかございますでしょうか。社会福祉法人パーソナル・ア

シスタントともお願いいたします。
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社会福祉法人パーソナル・アシスタントとも：では、職員対応要領の中の、案の中の１番、６条の４。３ペ

ージ目の６条の４で、障がい者権利擁護センターに寄せられた相談等は、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というふうになって

おりますが。先ほど相談支援部会のところでも意見の中であったと思うんですけれど。やはり行政の

職員の方たちも差別の対象者、差別をするかもしれない人っていうふうに言われている中で、たとえ

ばですけど、行政からの不当な扱いを受けたときに、行政に直接言いに行くってすごく言いづらいん

だろうなっていうふうに思っていて。行政に何かあったときにはこういうサブの窓口がありますよと

か、そういうことの仕組み全体が、この中だとちょっとよくわからないので、仕組みを説明していた

だきたくて。そうなるときっとここに関係者間って書いてあるこの関係者の人々とか、機関とかとい

うことがたぶん後ろにあるんじゃないかなと思っていまして。機関としては、仮称差別虐待防止協議

会でしたっけ。防止協議会とかが出ていますけれども、それのほう、動きとかフローとか、あとは、

誰がどうやって評価し、評価っていうか、見ていくのかっていう、第３者の目をどう入れるのかって

いうのは、教えていただきたいなっていうふうに思いました。もし、あれば今教えていただきたいで

す。

それから、教育委員会のほうですけれど。教育委員会の職員への対応のほうは、一般的な職員の方

より、範囲が限られているのか、とても具体的なことがたくさん載っていて、読む市民としてはガイ

ドラインのようになって良いのではないかなって感じたのですが。浦安市は、平成 13年ぐらいから、

障がいのある人が、その保護者と本人の意向にもとづいて就学先を選択することができるっていうこ

とが、教育の条例の中に盛り込まれて明文化されてまして、今もそうなっているはずなんですけど、

それは、自分の行きたい学校に行けるっていうことを阻害されることは差別であるっていうような大

きな流れっていうのは、どこかに、うたうことっていうのはされているのか。ここを読み込めばいい

んですよっていうこととか。ガイドラインですから。でも、ガイドラインだけど、大きなことは、ば

ちっと書けるのかなっていうふうにちょっと思いました。以上です。

会長：どうもありがとうございました。それでは、現段階でもし、できる範囲のことがあればお願いしたい

と思います。

事務局：まず、第三者の目の部分なんですが、市の職員もあってはならないことですけど、もしかすると、

その障がいがある方に対して、差別的取扱いをしてしまう。相談者自らということもありますので、

今、社会福祉法人パーソナル・アシスタントともの委員がおっしゃったように、地域協議会ですね。

地域協議会のほうを使って、図っていきたいというふうに考えてまして、その地域協議会の構成メン

バーが、これから４月以降お願いしていくのですが、今、現状考えているのが、学識経験者の方、弁

護士の方、人権擁護関係の方であったりとかですね。もちろん当事者の方、当事者ご家族等々の構成

メンバーを考えていまして、この事案について、こういう取扱い、こういうような評価でよかったの

かどうかっていうのは図っていきたいというふうには考えてます。

会長：あと、窓口。

事務局：今年の４月から、権利擁護センターのほうで、障がい者差別等についてのご相談は乗っていくんで

すけれど、まず、もちろん教育委員会だったら教育委員会、消防本部だったら消防本部、企業だった

ら企業のほうで、当事者の方からその相談を一時的には受け止めていただくと。それで、その中で調

整がすまないことについては、市の権利擁護センターが間に入って調整をおこなっていくと。困難な

事案等については、そちらの地域協議会のほうに図らさせていただいて、そこである程度ご意見をい

ただくということ。あと、場合によっては市域、市だけで、なかなか、調整できない部分については、

要は県域的な部分で、県の広域相談員の方に調整しながら、対応していくということも考えておりま
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す。

その相談フローっていうのを市のほうでも作成していたのですけれども、本日、準備ができなくて

申し訳ございません。

浦安手をつなぐ親の会：権利擁護部会で配られた 「相談受付フローチャート」をコピーしてほかの部会の

方に配ればわかりやすいと思います。

事務局：本日そちら、コピー取らさせていただいて、お帰りまでにお渡しさせていただくということで。

会長：社会福祉法人パーソナル・アシスタントともの委員、お願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタントとも：すみません。フロー図はいただいているのですが、私が、言

い方悪かったのかもしれません。こういう条例ができました、法律ができました、条例もできました。

困った人がどこに行けばいいのかっていったときに、たとえば行政に、トラブルだったら、行政だけ

が窓口だと行きづらいというふうに思うんです。基幹相談支援センターを法人でやってますけど、い

ろんなそういう差別のことも入ってきます。そこから当然権利擁護センターにつないでいくというこ

ともありますし、行政の方のこと、教育委員会のこと、学校の中のことというふうにいただいたとき

に、今度は権利擁護センターに、専門窓口ができるわけですから、そこと調整を図っていき、その人

たちで解決してもらうっていうことだと思うんですけれども。やはり、条例ができたので、権利擁護

センターだけではなくて、たとえば計画相談をやってる相談支援事業所でも受けますよとか、基幹相

談でも受けますよとか、いろんな、自分が相談しやすい窓口に、この差別に関しても相談していいん

だっていうような、広報というか周知の仕組みを入れたほうが、いろんな目が入っていいんじゃない

かなって思うんです。

介護給付費等の支給に関する審査会の委員がそうでしたけれども、広域専門相談員を置いて千葉県

は、差別条例やってましたけれども、県庁の中にというか、広域専門相談員さんたちが、民間の人で

あるということは割と周知されていたので、相談しやすかったのかなって。で、中立公平ですってい

うことをすごくうたってくださっていたので、どんなことでも相談しやすかったっていうのがあった

ときに、健康福祉部の中だけで、行政の中だけにしかないってなると少し敷居が高いんじゃないかっ

ていう危惧がありますっていうことを、すいません。上手に言えなくて申し訳ありません。

事務局：今、社会福祉法人パーソナル・アシスタントともの委員がおっしゃったとおり、もちろん、広域の

相談員さんであったりとか、これからまた、委嘱のほうをさせていただく地域相談員さんなんかもで

すね、今後はちょっと、この差別に関してのご相談を乗っていただくようにお願いしていきたいとい

うようには考えてます。

会長：よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。

それでは、次の議題に、移らせていただきます。次の議題は、このこととも深く関わるのだと思い

ますが、平成 28 年度の予算と事業について、事務局から報告をお願いいたします。

事務局：議題３資料、平成 28 年度予算と事業についてです。こちら、予算の関係があるので、３月議会で予

算が確定してから、実施ということになるのだけご承知置きください。

まず、市のほうでいま考えているのが、新規事業の補助金ということで、短期入所。要は、ショート

ステイの運営事業者に対しての補助金を新規で創設することも検討しています。事業概要ですが、こち

らの短期入所事業所は、いま市内に１か所あって、結構、重度障がいがある方であるとか、医療的ケア

の必要な方であるとか、利用率も高くなっているという現状があって、市民の方から、ショートステイ

の事業所が新たにほしいっていうようなお話しも、出てきているということがあったものです。

ただし、現在の国の給付単価で、なかなか、浦安の土地・建物を借りたり、購入したりとかして、単

独で設置するのが、運営事業者は困難だというところもございましたので、事業所の運営事業者に対し
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て運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付して行こうというふうに考え

ています。

補助対象事業者については浦安市内で短期入所事業所を運営する事業者ということ。補助金額、こち

らまだ予定の段階ではあるのですが、定員１人当たり、月額 15 万円または補助対象経費ですね、運営

に要する経費なので、実質支出額から寄付金その他補助の対象経費にかかる収入額を控除した額のうち、

いずれか少ない額ということで、要は、赤字補填の補助金ですよということを考えております。

次に、（２）の障がい者グループホーム施設整備費補助金。こちらは、一部改正になります。事業概

要については、グループホームを設置しようとする運営事業者に対して、施設整備にかかる補助金を交

付しているという状況ですが、運営事業者は、なかなか、ハード面でのノウハウがなく難しいとかいう

ところもあったり、ハウスメーカーさんのほうで、浦安市内にグループホームをつくりたいんだけれど

も、補助金、補助メニューがないのかというようなお話がある中で、いまの制度の中では、直接ハウス

メーカーさんに補助金を交付する仕組みがなかったというところもございましたので、４月から運営事

業者だけではなくて、土地所有者、建物所有者、ハウスメーカーへの直接補助をおこなって、そういう

所有者とかハウスメーカーがグループホームをつくっていただくということで、お願いしていきたいと

いうふうに考えております。

それで、補助金額の予定ですが、こちらもちょっと若干変更をかけまして、今までだと、建物の所有

権者による設置の場合、４人以上の場合一律 1000 万円の補助だったんですね。それで、５人でも 1000

万円、６人でも 1000 万円ということで、やはり、こちらも補助の形態が少しまずいのではないかと。

利用人数に合わせて補助金を交付できる仕組みを整えたほうがいいのではないかということもござい

ましたので、１人あたり利用定員を整備した場合については、250 万円を補助すると。それで、２人に

ついては、250 万円の２倍の金額で 500 万というような形で、積み上げた形での補助金を交付していく

というふうに考えています。建物の貸借権による設置の場合は、1,157,500 円、１人当たり補助金を交

付していきたいというふうに考えています。

次に、障がい者グループホーム等消防設備設置費補助金。これは、新規になります。こちらは、背景

としまして、消防法施行令の改正が平成 27年４月からございまして、平成 27 年４月以降に新規で、グ

ループホームや入所系の事業を実施する場合は、スプリンクラーの設置を義務付けられます。既存の施

設の部分については、三年の間に消防設備を設置しなさいという規定になりました。

こちら、以前の事故等を受けて国が、法律を改正たわけなのでが、スプリンクラーを設置しなくちゃ

いけない対象の事業所としまして、まず、区分４以上の方が８割以上いらっしゃる、短期入所とグルー

プホームが対象になってきます。短期入所の方は市で指定管理で実施していますが、特にグループホー

ムは、国の法律の改正に伴って、消防設備を設置するとなると、かなり負担が大きくなるだろうという

ことが予想されますので、今年の４月から消防法改正に伴う、消防設備の設置についての補助金を交付

していこうと考えました。

スプリンクラーの設置に必要な工事費については延床面積に 9,000 円をかけた数ということです。消

火ポンプユニットの設備の設置に必要な工事費。これはタンクですけど、１施設あたり 225 万円。自動

火災報知設備については、１施設当たり 100 万円。火災通報装置。これは事業者から、消防のほうに、

通報する装置ですけれども、こちらは１施設あたり 30 万円。最後に、消防設備の設置に必要な調査費

ということで、消防法改正に伴って、どの部分に、スプリンクラーを設置しなくちゃいけないのか。

それと、市内のワンルームをシェアして、１人ではなく２人で、生活している部分については、場合

によっては用途変更が必要になるということもございます。住宅から寄宿舎みたいな、用途変更が必要

になって、奇宿舎になると更なる、消防設備の設置が必要になると。大きな改修が必要になってくると
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いうことも想定されるので、建築士による調査費についても今年の４月から、補助ということでお出し

していきたいというふうに考えました。その調査費については、１施設あたり 50 万円ということで考

えております。

最後に、４番の障がい者グループホーム運営費補助金についてです。こちら、もともとあったグルー

プホームの運営費補助ですけれど、運営事業者側に、人件費等々の運営費を補助していくというような

ものですが、運営事業者側から、やはり、グループホームを設置しても、なかなか入居者がすぐに入っ

てこなくて、この部分がそのまま丸々赤字になってしまうというお話しも結構、シビアなお話しも受け

まして、市でグループホームを設置していただいてから概ね３か月分は家賃相当分を補助していこうと

いうふうに考えました。日割り計算等もあると想定されることから、１日 2,000 円程度を限度として、

補助金を交付していこうというふうに考えております。次に、継続する補助金のほうも行ってよろしい

ですか。

会長：引き続き。はい。お願いいたします。

事務局：継続する補助金について、簡単に概要のみ説明させていただきます。

まず、（１）地域生活体験事業補助金。こちらは、地域での生活を望む知的障がい者および精神障が

い者が、グループホーム等の利用にあたり一時的に生活体験を行う地域生活体験ホームの事業者が、障

がい者への一時的な居室を提供した際の経費を補助するというものです。

続きまして、（２）福祉避難所における物資等購入費用補助金。こちらは、浦安市と福祉避難所の提

供を結んでいる事業者が、福祉避難所に備蓄する物資等を購入した際の経費について補助するというも

のです。

（３）障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金。こちらは、27 年度からの補助金になりますが、従業

員に浦安市在住の障がい者等への医療的ケアを行うため、研修を受けさせる際の経費について補助をす

るというものです。

（４）重度障がい者等支援事業所運営費補助金。こちらは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就

労継続支援、グループホーム、短期入所を行う事業所で、市が定めた人員配置や設備の要件を満たし、

障害支援区分４以上の障がい者を支援する事業所の運営費、経費に対して補助を行うものです。

続きまして、（５）重度障がい児通所事業所特別支援事業補助金。こちらは、児童発達支援、放課後

等デイサービスを行う事業所で、利用する障がい者や障がい児に医療的ケアを行う看護師の人件費につ

いて補助を行うというものです。

（６）計画相談支援等推進事業補助金。こちらは、先ほど相談支援部会のほうからも報告がありまし

たが、計画相談支援、障害児相談支援を行う相談支援事業所の相談員の人件費について補助を行うとい

うものになります。私からは以上です。

事務局：予算と事業ということで、前回の会議で、「次回に回答いたします」と言った部分がありましたので、

ここでご回答させていただきます。まず、スプリンクラーに対する補助金について、移転費用を補助し

てもらえないかというような意見があったかと思います。この件につきましては、今回の補助金の中で

調査費がついておりますので、この調査をもとに、今後移転費について補助するかどうか検討していき

たいと思います。

あともう一点、知的障がい者の緊急時支援事業について。こちら、浦安手をつなぐ親の会の委員より、

対象者の基準を見直してほしいというご意見がありまして。現在、この知的障がい者緊急時支援事業は、

モデル的に実施しておりまして、まだ半年ということですので、もう少し現状を把握したいとも思って

おります。ただ、地域生活支援拠点では必須事業として入ってきますので、また、対象者について改め

て検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。私からは以上です。
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会長：どうもありがとうございました。それでは、説明につきまして何かご質問、あるいはご意見ございます

でしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：グループホームの整備費の補助金ですが、具体的な例として、親御さん

が亡くなったあとに一軒家を持っている障がい者の方がいらっしゃるとして、その方が、その家にそれ

以降も住んでいたいという形で、その家をグループホームとして改修をして、グループホームを運営す

る事業所にそれを、例えば毎月お貸しして、そこに自分も住んでいるという、そういう形で何かをやり

たいとしたときに、その障がいを持っている、家を所有しているそのご本人にも、貸す前に、グループ

ホームとして適切な建物にするための整備の費用が、ここでは補助が新しく出るということで考えてよ

ろしいんですか。

それと、対して、今度は運営する事業所が、その方から借りたりするときのいろいろな費用とかって

ありますよね。この最初に、敷金でもないし、なんかいろんなお金とかってありますよね。そういう運

営する上での、なにか事業費の、そこのところの補助も両方から得られるというふうにして大丈夫なの

でしょうか。

事務局：まず１点目のご質問です。土地所有者と建物所有者がいらっしゃって、その方がグループホーム運営

事業者に、要はその物件を貸すのを前提として、たとえば新しくグループホームをつくりましたとか、

今ある既存の建物の改修をしましたっていうところについては、今回新設分で補助金をお出ししようと

いうふうに考えています。だから、その方が障がいがあろうとなかろうと、補助要件該当になれば補助

金はお出ししようかなというふうには考えています。

２点目の部分についてですが、たとえば土地のオーナーさんが、新しくグループホームをつくるため

に補助金を受けてグループホームをつくりました。それで、それを運営事業者側に物件をお貸ししまし

た。運営事業者側も改修をやっていっていう場合の、要は重なる部分の補助については、補助対象外と

しよう。まだ、補助要綱を作成してるところでですが、対象外としようかというふうには考えておりま

す。重なる部分についてはですね。

会長：はい。いかがでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：ごめんなさい。改修ということではなくて、事業者さんが、改修のとこ

ろでは２重だから、そこは受けられないのはわかっております。そうじゃなくて、事業者さんが、実際

に、借りて運営するにあたって、他にもいろいろと、別な分での運営費補助金というのがありますよね。

そういう部分のところは、借りている方の事業所さんもまた別に受けられるという形でよろしいんです

よね。それと、スプリンクラーの消防設備設置費補助金というのは、こういうところもどうなのでしょ

うか。ごめんなさい。すごく個人的な相談になってしまいましたけれども。

事務局：回答の仕方が悪くてすみません。もちろん、運営事業者側の補助ということで運営補助もございます

ので、運営事業者さんについては、このグループホーム運営費補助のほうを使っていただいて、赤字補

填の補助を受けていただくということで問題ないと思います。もちろん、グループホームの消防設備補

助で新規分についても、設置する方が誰なのかっていうところで判断します。たとえばグループホーム

で設置される方が誰かというところでは、判断していく。今のところ、消防設備については既存のグル

ープホームのみで、消防設備の補助を実施していきたいというふうには考えております。新規分は一応

対象外というふうには考えています。はい。

会長：よろしいでしょうか。社会福祉法人パーソナル・アシスタントともの委員お願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタントとも：同じグループホームの補助、消防設備のところですが、事務局

がお答えいただいたときに、新設は対象外っていうのは。

事務局：ごめんなさい。調査の部分だけです。
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社会福祉法人パーソナル・アシスタントとも：調査の部分。でも、単純に平成 27 年４月から新築については

これらが設置してないと認可が下りないはずです。だから既存のものに、そうは言っても既存で建てる

ことになっちゃって建て替えなきゃいけない施設とか、結局スプリンクラーつけるより、もう建て替え

ちゃったほうが早いという県内の事業所さんたくさんあったように私も直接聞いておりまして。という

ことは、27 年の４月以降に建てられたグループホームとか短期入所っていうのは、当然ながら法律で

建てて、ついてなきゃ認可が下りなかったはずですから、県も駄目って言っていたので。ここに新規事

業を除くっていうのが一番下にだけ書いてあるのはなんでかなって思っていて、既存の 27 年４月以降

に建てられた、運営していたグループホームとか、短期入所に対してもっていうことですよね。

事務局：既存の、グループホームに関しては、やはり今後調査をかけて、１級建築士とかの、調査がたぶん必

要になってきて、用途変更がどうなのかとか、消防設備はどの部分に必要なのかというところの調査費

用が結構かかってくるので、こちらは、既存のグループホームのみの補助金ということです。それで、

それよりも上の部分ですね、スプリンクラーとか消化ポンプユニット、火災通報装置については、新規

も既存も両方補助対象ということで考えています。

社会福祉法人パーソナル・アシスタントとも：新規というのは、平成 27 年４月からの建物は、これらが用意

されてないと駄目ですよっていうことだったのに、それをしてないところがあって、それに対して補助

してくださるってことですか。これからつくるときにこれを出してもらって、既存のものはついてない

からつけるし、これから建てるところにもこの費用は、負担しますよってことですか。わかりました。

ありがとうございます。

会長：よろしいでしょうか。浦安手をつなぐ親の会の委員お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。たぶん、スプリンクラーについては、１月のときに私が

質問したことの結果になっていると思うのですが、現実に、南台五光福祉協会がつくっているグループ

ホームで、大家さんが、スプリンクラーを設置するのを拒否されたんですね。それで非常に困って、考

えていたところは、鎌ヶ谷につくってたものを、松戸の方が、今度、新たに新しく建てるというので、

そこで建築会社が出てきたんですね。

建築会社が、全部いわゆるグループホーム仕様に建てて、それをそっくり、南台五光福祉協会のほう

に貸すという形になったんです。で、一件落着っていうことになってできたんですが、それで、結局、

建築会社が受け、補助をしてくれますかっていうことを、こういう行政のほうに、聞くことが多いから

っていうことで、たぶんここに明記されたのだと思うんですね。一括して借りるっていうことで、すん

だことで、これから非常に増えることだと思います。普通のところではやっぱり、非常にタンクを乗せ

るとか、共同的に無理っていうことも、スペース的にも無理っていうことで拒否されるところが多くな

る可能性があるので、これは、建築会社が新たにつくって、丸ごとっていうのがこれから増えるかなと

思っております。

それから、先ほど介護給付費等の支給に関する審査会の委員がおっしゃった、住んでる方がグループ

ホームにして貸すっていう形にすることもあるとは思うんですけれども、その場合障がい者本人の収入

が増える形になるのですよね。家を貸しているっていう形で家賃として入ると、障がい者の収入が増え

てサービスが受けられないこともありますので、やっぱり、よく調べてからしたほうがいいと思います。

現実的に、家賃補助が受けられていたのが受けられなくなったっていうこともありますので、親御さ

んは、やっぱり親亡きあとに、少しでも子どもに、持たせたいと思って考えたことが裏目に出るってい

うこともありますので、相談員の方も、これから高齢化に親御さんから相談があった場合はそういうこ

ともよく考えて、アドバイスしていただければと思います。

会長：どうもありがとうございました。ほかよろしいでしょうか。それでは、次の議題のほうに移らせていた
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だきます。次の議題、平成 28 年度の議題についてということで、先ほど、部会からもいろいろ出てお

りましたが、それを踏まえて事務局から説明をお願いします。

事務局：では、時間も押しておりますので、私からでは、概要のみ簡単に説明させていただきます。参考資料

として平成 27 年度の最初に提示した議題案を、お示ししましたが、今年は第１回に、自立支援協議会

と部会の運営と議題について確認した上で、基幹相談支援センターの事業計画のご報告をいただきまし

た。

それで、第２回から第６回については各部会の報告と市の事業の進捗状況の報告ということで、報告

をしておりました。

皆様には、２年任期で来年度まで委員としてお務めいただきますので、今年の課題を引き継ぎ、来年

も最初は、自立支援協議会と部会議題について再確認し、基幹相談支援センターの事業計画の報告を受

け、また、逐次、部会の報告と市の事業がどのように進捗しているのか。どのような予算を組んでいる

のかという報告をし、皆様のご意見をいただきたいと考えております。

また、来年度は、もう次の計画の話になってしまうのですが、平成 30 年度から 32 年度の障がい者福

祉計画の策定の準備が、始まってしまいます。来年度にアンケートを実施して、再来年に障がい者福祉

計画の策定委員会を設置いたしまして計画の検討をおこなっていきます。

来年ぜひ自立支援協議会の委員の皆様、部会の皆様にアンケートの内容について、３年前と同様、ご

意見をちょうだいしていきたいと考えております。事務局の提案としてはこのようになりますが、その

ほかに皆様のほうから、来年度、ぜひ、協議会のほうでこの課題について協議したほうがいいのではな

いかというご意見がございましたら、これから、会長、副会長あと各リーダーとも議題について話し合

っていくかと思うのですが、そのときの参考にさせていただきたく、ご意見ちょうだいしたいと思いま

す。私からは以上です。

会長：ありがとうございました。今、お話ございましたように協議会への議題ということで、何かこういうも

のを取り上げてほしいと、あるいはこういったことについて、議論してほしいというようなものござい

ましたら、今もしありましたら出していただいて、あとでもし気づいた場合には、メールとかあるいは、

FAX 等で事務局のほうへ、届けていただければよろしいかと思いますが、今はございますでしょうか。

また、各部会のリーダー、サブリーダーの意見をうかがいながら、私とそれから、副会長と協議し、事

務局と調整をしながら取りまとめて平成 28 年度の第１回自立支援協議会に案として報告する形にした

いと思いますので、事務局のほうでもよろしくお願いいたします。

では、次の議題、その他ということで何か、報告や前回いただいた意見への回答などがございましたら、

お願いしたいのですけどよろしいでしょうか。事務局からお願いいたします。

事務局：事務局より、２点報告させていただきます。１つは、今回 28 年度の予算積算を見合わせた補助金の

ことと、来年度のスケジュールのことでございます。

まず１つ、今回、住宅確保に関する補助金を検討しておりました。これは人材確保のために、介護や

保育関係の事業所を対象に、従業員の方の、居所用の住宅の借り上げについて補助金を交付するという

ことを、担当課が検討しておりましたことを受けまして、私どもも障がい福祉部門も、同じ健康福祉部

ですので、従業員の住宅の借り上げをおこなっている事業者があれば、その費用の一部を助成して、支

援者の確保に努められないかなということで、市内の障がい福祉サービス事業者様あてにアンケートを

実施いたしました。

今回のアンケートの回答では、住宅の借り上げをおこなっている事業者さんはいらっしゃいませんで

した。ただ、住宅手当を支給していたり、検討している事業者さんが多かったため、28 年度は、積算

を見合わせましたが、28 年度中に検討を行いまして、平成 29 年度、またそれ以降の補助事業として、
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住宅手当も含めた住宅借り上げへの補助について検討していきたいと思っております。

２点目に、来年度のスケジュールですが、また年間スケジュールという形で皆様にお示ししたいと思

います。もう、３月ですのでご予定を入れられる都合があるかと思いますので、とりあえず４月の開催

はございませんとだけ、お伝えいたします。５月のゴールデンウィーク明け以降に、第１回自立支援協

議会。そのあとに各部会を開催したいと考えております。年間スケジューがル決まりしだい、委員の皆

様にご連絡いたしますので、もう少々、お時間くださるようにお願いいたします。私からは以上です。

会長：ありがとうございました。これについて何かございますか。よろしいでしょうか。そのほか何かご連絡

等特になければ、用意しました議題はすべて終わりましたので、委員会を閉じ、協議会を終了したいと

思いますがよろしいですか。

それでは、これをもちまして、第６回自立支援協議会を終了いたします。委員の皆様の任期は、先ほ

どございましたが、平成 27 年度、それから 28 年度の２年ということになります。従いまして来年もま

た委員として引き続きですね、ご尽力賜りたくお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。本日は本当お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。どうもお疲れ様でございま

した。



平成 28 年３月３日（木）

午後１時 30 分～３時

健康センター第 2 会議室

・地域連携室 2

浦安市自立支援協議会（平成 27 年度第６回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告（権利・こども・相談・地域・本人）

（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（案）

（３）平成２８年度の予算と事業

（４）平成２８年度の議題

（５）その他

３．閉会
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議題 1 資料 部会活動報告

第４回権利擁護部会活動報告

１．開催日 ２月 15 日（月）

２．内容

議題１ 障害者差別解消法施行に向けて

（概要）

・モデル会議の取組の報告

・相談体制の整備、協議会の設置について

・“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”

（主な意見）

・権利擁護部会のスタートは平成 25 年度より前ではなかったか？

→事務局調べ：“権利擁護部会”は平成 25 年度から創設しました。それ以前は

“啓発・広報プロジェクト”にて権利擁護関係の啓発広報について協議して

いました。

・差別解消相談受付フローにて自立支援協議会が連携関係にあるが、自立支援

協議会と高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会それぞれが何を

するのかはっきりすべき。

・話し合いたいことと言われても、具体的な事例が出てこないと、わからない。

「連携」と言われも、もう少し深く入り込んで説明してもらわないと意見を

出せない。

・差別や虐待がどういう状態で行われているか報告してもらわないと。

※別紙“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”まとめ参照

議題２ 平成 28 年度の議題について

（主な意見）

・特になし。議題１での意見及び“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”と重複。



2

第４回こども部会活動報告

１．開催日 ２月２５日（木）

２．内容

議題１ 市の事業の報告

（概要）

（１）研修会実施報告

・発達支援講演会「こどもの可能性を引き出す！学びの環境」

・浦安警察職員研修「知的障がい・発達障がいのある人を理解するために」

・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」

・教職員研修

まなびサポート研修会

通級指導教室担当者研修会

特別支援学級担任研修会

特別支援教育コーディネーター研修会

心身障がい児補助教員研修会 等

（２）うらやすこころのバリアフリーハンドブックの小中高生への配布

福祉体験教室で小学生・高校生へ配布（平成 27 年度実績）

市立小学校 13 校 1330 名、私立高校 560 名 合計 1890 名

議題２ サポートファイルの活用

（概要）

・利用者、事業者へのアンケート結果

利用者・事業者ともに、アンケートからは、利用するメリットが感じられず、

活用が進んでいないという結果となった。しかし、今後も活用していく、改善

されれば利用したいという意見が約 80％を占めており、サポートファイルの

必要性については認識されていることが分かった。

・共通シート（案）の作成

「様々な事業所などで定期的に類似した書類を記入することが負担である。

サポートファイルを活用できないか」とのご意見から、保護者の方や支援員な

どの書類作成の負担を軽減するため、共通シート（案）を作成した。

・成人用サポートファイル（案）の作成

（主な意見）

・年金の情報がファイルの最初に入っているが、サポートファイルを手に取った

ばかりの、まだ保護者の気持ちが容認されていない段階で「障害年金」という

情報はショックが大きい。もう少し後ろのページに入れてはどうか。

・学校の振り返りシートは、教育委員会の意見を聞いたほうがよい。

・共通シートは、事業ごとに作成してはどうか。
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・共通シートは、事業者と連携するとのことだが、学校でも使えるようにしては

どうか。

・共通シートは、ほぼ必要な情報が含まれていると思うので、すぐに利用できる

ようにしてほしい。

議題３ 平成 28 年度の議題

（事務局案及び主な意見）

・今年度に引き続き、サポートファイルについて。

・平成 28 年４月１日より「障害者差別解消法」が施行されることに伴い、幼稚

園、保育園、小中学校における配慮について。

・「発達支援セミナー」など、市が開催する講演会の内容などについて。

・平成 28 年度より開始する「発達障がい児超早期療育事業」の事業の進捗状況

等の報告。

・「子どもに対する支援」に関する事例検討。
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第４回相談支援部会活動報告

１．開催日 ２月 18 日(木)

２．内容

議題１ 計画相談の現状

（概要）

・計画相談の作成率 障害福祉サービス等 ９９．７％

障害児通所支援 ９５．１％

・市内事業所及び市外で計画相談補助金を交付している事業所 １0 事業所

議題２ 市の事業の報告

（概要）

・計画相談補助金を２８年度も継続

・基幹相談支援センターの計画相談

平成２８年度から３年間で段階的に基幹以外の相談支援事業所へ引き継ぎ、

基幹は、地域の中核的な立場で支援困難なケースや他事業所の後方支援にシ

フトする。

・平成２８年度より障がい事業課に「権利擁護センター」を設置。

（主な意見と事務局回答）

・権利擁護センターはどこに設置されるのか

⇒市役所障がい事業課内

・コアメンバー会議のメンバーは。第三者の視点が必要でなないか。

⇒コアメンバー会議は行政の職員で構成されているが、その後「（仮称）虐待

防止及び差別解消対策協議会」にかける仕組み。この協議会には学識経験者

等が含まれている。

議題３ サポートファイルの活用

（概要）

第 3 回で出された意見を参考に、「成人用サポートファイル（案）」に以下のシ

ート（案）を追加した。

・経済状況、就労状況

・大人になってから利用を開始する方のための振り返りシート

・障害年金等の情報

（主な意見）

・成年後見人の記録のところで、実際に決定した成年後見人を記録するように

なっているが、開始時期や終了時期を入れたほうがよい

・成年後見人の手続き方法などの情報があるとよい。
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議題４ 実務者会議報告

（概要）

・マイナンバーについて

平成 28 年 1 月 1 日からの新しい申請書の確認

個人番号を利用する事務手続き上の確認書類

・計画相談支援のガイドラインについての読み合わせ

議題５ 平成 28 年度の議題

（主な意見）

・相談員の質の向上のため、計画相談補助金交付の条件は、４０件の計画作成

という達成数値の条件から、質の向上に関する条件にシフトする検討をして

はどうか。

・事業所や相談員の考えに偏りが見受けられることが課題。別の視点を入れら

れるようになるといい。

・サービス等利用計画等の評価のしくみをつくってはどうか。

・相談員の報酬等処遇の改善。

・自立支援協議会及び部会が、地域にどの程度貢献しているのか。部会同士の

連携をどうするか。 など

議題６ グループスーパービジョン報告（非公開）



6

第４回地域生活支援部会活動報告

１．開催日 ２月８日（月）

２．内容

議題１ 住まいと生活について

（概要）

・1 月 22 日に開催されたグループホームの設置及び運営等に関する説明会の報告

→ ①市内グループホームの整備状況について

②市内グループホームの運営について

③各事業者ブースでの相談等受付

・住まいと生活に関するアンケート調査の分析

→ 将来の暮らし方の希望は「グループホーム」が最も多いが、グループホームで

の暮らしを始める希望時期は「５年以上先」や「わからない」との回答が３分

の２ほどを占めた。

親の年齢と将来の暮らしを開始する希望時期との関係を重ねて集計すると、

親が高齢であるほど「今すぐ」もしくは「５年以内」の割合が高くなっている。

来年度のアンケート調査では、将来の暮らしを開始する時期が「わからない」

理由を詳細に把握する必要がある。

→ １月 22 日に開催されたグループホーム説明会におけるアンケート調査では、

重度障がいのある方、身体に障がいのある方に対応できるグループホーム、女

性用のグループホームの整備要望のほか個々の状況に応じたオーダーメイドに

よるグループホーム整備の要望があった。

（主な意見）

・グループホームの家賃助成について、国と市から助成を受けることができるが、

その取扱いについてはどのようになっているのか。

・グループホームの整備目標（平成 29 年度末までに 100 定員分）を達成するに

あたり、現在ではその整備が遅れているのではないか。

・施設整備の計画はあるのか。

・1 月 22 日のグループホーム説明会のアンケート調査について、最低でも５年以

内の利用ニーズが高いのではないか。
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議題２ 平成 28 年度の課題について

（概要）

・地域生活支援拠点について

平成 28 年度設計、平成 29 年度建設工事、平成 31 年 4 月のオープンを目指

す。

（主な意見）

・拠点整備について、同一敷地内の整備になるのか。

・東野地区のどの場所で整備するのか。

議題３ その他（人材不足と（ヘルパー）と処遇の改善について

（概要）

・来年度に引き続き検討を行っていく。
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第３回本人部会活動報告

１．開催日 ２月４日（木）

２．内容

議題１ 住まいの場の充実

（概要）

・グループホームの整備計画

平成 29 年度末までに 100 定員分が目標

・グループホームの整備費、運営費の補助をおこなっている

・市内のグループホームの現状

（主な意見）

・浦安は土地代が高いという問題がある。

・広域事業として、市川市などに建てられないのか。

・都市開発について意見を出すなどして、土地や建物を確保してはどうか。

・土地などの確保策を議論して、確保してから、どんなグループホームがほしいか

を話し合うべきでは。

・高齢になった家族の介護疲れなどを考えると、入居できるグループホームがあれ

ば、すぐにでも入居したい。

・車いすで入居できるグループホームがあるといい。

・車いすを使ったり、介助者の入るスペースを考えると、居室は８畳程度必要か。

・維持費の面から、知的や精神の方よりは身体に対応したグループホームが少ない

かとは思うが、身体障がいに対応したグループホームがあれば。

・５人程度の規模のグループホームを希望。

・夜は不安があるので、複数の人が常時居るようなグループホームがいい。

・お風呂に取り外しのできるリフトがあれば入りやすい。

・お風呂は１人から２人の介助者が入れる広さがあるとよい。

・ダイニングのテーブルは高さの調整ができれば使いやすい。

・重度の障がい者が住めるグループホームがあるといい。

・グループホームに入居したいと思っているが、身体障がいに対応したグループホ

ームがない。

・「こんなグループホームがあれば」という希望はわかるが、建物には基準がある。

・「グループホームねこざね」のように、建物は市が用意して運営は事業者が行うの

が理想ではないか。

・家賃が年金でまかなえない。⇒（事務局より）収入に応じた補助制度あり。

など
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議題２ 障がい福祉サービス等におけるマイナンバーの取り扱い

（概要）

・新規にサービスや手当を受ける場合などに、マイナンバーを伝える必要がある。

・窓口で本人であることの身分証明が必要。

・保護者や成年後見人の方が手続きする場合、代理権がわかる身分証明書が必要。

（主な意見）

・マイナンバーの代筆や書類の代読に対応してほしい。困っている。

⇒（事務局より）庁内の窓口に働きかけていく。

など

議題３ 平成 28 年度の議題

（主な意見）

・協議会のあり方、運営の仕方などを検討したい。事務局はＧＨＱのようだ。

議長の権限も予算もない。

・自立支援協議会の存在の周知。

・協議会と部会の情報の共有。

・一時宿泊施設の増加。

・ヘルパーの人材不足解消。

・訪問入浴サービスや入浴できる施設の増加。

・グループホームの話をさらに詰めていきたい。

・本人部会での意見は、いつごろまでに反映できるのか示してほしい。

・意見が言いっぱなしになっているので、本人部会での意見がどのような形になる

のか情報を示してほしい。さらに先に進むための議論をしたい。

・市の道路のでこぼこを直してほしい。

・希望したら資料を提供してほしい。

・音声パソコンの教育をしてほしい。

・視覚障がい者を支援するヘルパーの技術水準が一定となるような研修をしてほし

い。

・市の差別解消法の条例案を本人部会では見ていない。

・市の差別解消法の条例案では、罰則はどうなっているのか。

・緊急時に対応できる事業者、ヘルパーを増やしてほしい。

・今ある制度があるべき姿で運営されていないことについての分析や検証をしては

どうか。

など



●啓発・広報・教育をとおして、合理的配慮や差

別や虐待等に関し、学生に正しい知識・人として

の振舞いを伝える。

●介護関連の就職を増えたり、浦安市内でアルバ

イトする学生が多いので、そういう場でしっかり

対応できるように指導していく。

●授業面やハード面で障がいのある学生への配慮

を行う。

明海大学

●精神障がい者は迷惑をかけてはいけないと思い、

声を出しそびれてしまうが、受けることを待つので

はなく、自分たちから困っていることを声を挙げて

いきたい。

●保健所が休みの休日の緊急の際の連絡網や体制

の整備をお願いしたい。

いちょうの会

●差別、虐待という話ばかりであると、遠い話に

感じる。嫌だと感じることというのは、日々の小

さなことの積み重ねであり、見えにくくなってい

る。

●こういった大きな会議の前に、話を持ち寄る場

があり、ここにまとめてもってくることができた

ら、自分事として考えやすい。

●嫌な思いをした人が、言うべき人に言わないの

は問題だと思う。

浦安市自閉症協会

●情報を持ち寄る術があるとよい。

●安全に学校に通う、というところでつまずいて

しまう。

●社会人になると地域とつながる実感が薄い。

●どうやって友達を探すのか？どうやって遊びに

出掛けるのか？→こういったことが自由にできな

い、これこそが“差別”なのではないか？

●そうした“生きづらさ”に焦点をしぼって議論

したい。

●従業員に月 1回のミーティングで伝えて周知徹

底していきたい。

●利用者で差別解消法を知らない人が多いので、伝

えていきたい。

●障がい者権利擁護センターができても、その窓口

に言い出せない人の声を拾っていきたい。

●民生委員の活動は高齢者向けが多く、障がい者

まで行き届かないことが多い。

●近くに住む障がい者と挨拶こそできてもそれ以

上コミュニケーションが続かないもどかしさがあ

る。

●近くの方の支え合い、心の思いやりが大事だと

感じるが、簡単そうで非常に難しい。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

●法人内で持ち帰って、職員に伝える→具体的な取

組を決める→みんなで集まって話し合う→意識を変

える この循環で進めていきたい。

ＮＰＯ法人フレンズ

●職務質問にあった利用者が事業所に言ったら迷

惑がかかるだろう、と連絡をためらった。いざ制

服姿の警官を前にしゃべれなくなってしまったと

いった本人を思うと、心が痛む。

●こうした事例を聞いたら、自分たちはどう動け

るか？をみんなで議論したい。

ＮＰＯ法人あいらんど

合同会社ヤマダ介護

●出前講座を活用して会員には周知徹底している

●“あいあい”の意味は“愛情をもってやさしくや

ろう”なので、この理念を徹底していくことがいい

のだろう

●職務質問の際には「こんにちは」から入ろうと心

がけている。

●虐待の窓口がどこにあるか分からないことが多い

ので、広報していきたい。

浦安警察署

●82自治会あり、要援護者名簿をもらって保管して

いる

●精神障がいで支援を必要としている人がいるの

で、保健所に相談しようと思っている。

浦安市自治会連合会

浦安市民生委員児童委員協議会

●見た目でわからないので誤解を受ける。

●新しくできる障がい者権利擁護センターでは聞

こえない人にも理解をもって相談を受けてもらえ

るのか。

●差別や虐待のことについては、サークル内で啓発

していく。

浦安市聴覚障害者協会

●自分ひとりでは見ることができず、情報が入って

こない。市の広報や選挙広報はボランティアの計ら

いで情報がとれている。ボランティアのメカニズム

について改善を図ってほしい

●電車に乗ろうとすると扉が閉まってしまうこと

がある。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ

介助グループあいあい

●千葉県弁護士会の中に「高齢者・障がい者支援

センター」があるが、障害の「害」の字をひらが

なにしようとしている。

●委員のつてで、施設を見学させてもらって、知

ることで勉強している。

●出張、FAX、巡回相談等もあるので、知ってもら

いたい。

●障がい者が困っている場面に遭遇したら、「大丈

夫ですか」等と声をかけたいと思う。

千葉県弁護士会京葉支部

●色々なタイプの従業員がいるので、コミュニケ

ーションをとり、お互いがよい方向に循環するよ

うな取り組みを行いたい。

●法の有無ではなく、おもてなし・ホスピタリテ

ィを高いレベルで維持していきたい。

●法の認知度が低いと感じる。法の精神を正しく

理解していないといけないことから、権利擁護部

会の命題の１つでもある、啓発・広報に力を入れ

ていきたい。

株式会社オリエンタルランド

●まずはは安全第一。

●外部の講師も入れ、社員教育にて利用者を守る教

育をしていく。障がい者を含む利用者の事故防止に

努める。

東京ベイシティ交通株式会社

●保健所内での周知に努める。

●掲示物や連絡方法の工夫に努める。

●事例を交えて、わかりやすく法や条例について

を伝えることを心掛けている。

●事案の解決にあたり、県条例と法も、障がいの

ある人とない人の溝を埋める一つの手段。皆と連

携を図っていきたい。

市川健康福祉センター

●根本的なものは、皆の思いやりと気に掛ける心。

●障がい者団体の横のつながりをもっと深められた

らよい。

浦安手をつなぐ親の会

●権利擁護に係る啓発・広報の更なる取組み

事例会から考える※こういう場面でどうするのか？

●話せる人や場所・居場所の問題

●声掛けをどう行っていくか

●ボランティア醸成と意識の向上

浦安市社会福祉協議会（リーダーまとめ）

現段階で取り組めること

取り組んでいこうとしていること
～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～

議題 1 資料（２）



サポートファイルうらやす 共通シート（案）
このシートは、サービス利用開始時や、定期に事業者等に対し提出するシートです。提出時に最新の状況に書

き替えてください。サポートファイル全体の概要版になっていますので、事業者から詳細情報を求められた場合

は、項目の番号（❶～❾）のシートを渡してください。 

【基本情報】❶ 
ふ り が な 性

別
男 ・女

生 年
月 日

S・H 年 月 日
歳 か月氏 名

住 所 浦安市
電話番号
（FAX）

自宅 （ ）
携帯電話 （ ）

家族の情報(緊急連絡先)

続柄 氏名 年齢 連絡先（上記自宅以外） 別居の場合住所

（ ） (携帯電話)
（ ） (勤務先： )

E メール

（ ） (携帯電話)
（ ） (勤務先： )

E メール

続柄 氏名 年齢 生年月日 職業・学校等

兄
弟
姉
妹

S・H 年 月 日

S・H 年 月 日

S・H 年 月 日

【現在の本人の状況】

手
帳
情
報
❺

手帳の種類 程度 障がい名・診断内容・状態等 障害支援区分

所属 学校等（ ） 勤務先（ ）

利
用
サ
ー
ビ
ス
・

施
設
等
❹

施設・事業者名 受給者証 利用日(例：火 AM) 利用内容（例：OT 訓練）

使用・不要

使用・不要

使用・不要

使用・不要

身
体
・
健
康
の
状
態
❸

通院

医療機関名 受診科 症状・治療内容 通院日（火 AM 等）

服薬
薬名（病院名） 常用・臨時 効能・副作用等 服用の仕方

常用・臨時
朝・昼・夜 食（前・後）

１回 錠（他 ）

発作・てんかん・アレルギー・医療的ケア等

その他、気になること

年 月 日記入 記入者( )

議題１資料（３）



生

活
❽
（
２
）

移動
支援不要 ・ 杖 ・ 車イス（電動・自走） ・ その他（ ）

必要な支援（ ）

食事
好き きらい

ｱﾚﾙｷﾞｰ 介助 全介助 ・ 部分介助 ・ 見守り

排泄 小便
全介助 ・ 部分介助 ・ 見守り

大便
全介助 ・ 部分介助 ・ 見守り

身支度 衣服着脱 全介助 ・ 部分介助 ・ 見守り 整理整頓 できる ・ できない

その他、気になること

遊
び
・
趣
味

❽
（
３
）

外出 可 ・ 否

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

❽
（
３
）

本人からの意思表示
できる ・ できない

独自の方法で伝える（ ）

説明の理解
理解できる ・ 理解できない

伝え方（ ）

その他気になることや具体的な支援方法

支
援
が
必
要
な
行
動

❽
（
３
）

こだわり 有 ・ 無 パニック 有 ・ 無

自傷 有 ・ 無 多動 有 ・ 無

具体的な支援方法や、その他気になること

その他の必要な情報は、ファイル本文から個別にお渡しください。

○妊娠・出産の様子  ❷          ○乳幼児期の発達の様子  ❷ 

○病歴        ❸          ○生活スケジュール    ❾ 

【独自使用欄】事業者が独自に必要な情報について、追加で記載してください。



議題２資料

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（案）

このまちの誰もがお互いの存在を認め合い、安心して暮らすことができるこ

とを私たちは願う。私たちの住むまちは、障がいのある人もない人も、夢を追

いながら、かけがえのない人生を歩むことができるまちでありたい。

そのためには、差別、偏見、虐待など、障がいのある人に理不尽な困難を強

いている要因をなくしていかなければならない。福祉サービスの充実はもとよ

り、障がいのある人が社会に能動的にかかわりながら自立を図ることができる

よう、様々な障壁を取り除いていくべきである。

そうした取組は、障がいのある人だけでなく、このまちで暮らす全ての人に

ぬくもりと希望をもたらし、地域社会を根底からやさしくしていくはずである。

私たちは、こうしたやさしいまちを目指し、障がいのある人の固有の尊厳を

尊重し、多様性に満ちた共生社会を実現するため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消について、基本理念を定

め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がい

を理由とする差別の解消に関する基本となる事項を定めることにより、障が

いを理由とする差別の解消を推進し、もって全ての市民が、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する。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1) 障がいのある人 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（以下「障がい」という。）がある

者であって、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をいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で

障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの



をいう。

（基本理念）

第３条 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、全ての障がいのあ

る人が、障がいを理由として差別を受けず、障がいのない人と等しく個人の

尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有するこ

とを前提として、行われなければならない。

２ 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいを理由とする差

別の多くが障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じ

ていることを踏まえ、障がいのある人に対する理解を広げる取組と一体のも

のとして、行われなければならない。

３ 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいのある人に対す

る虐待の多くが障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から

生じていることを踏まえ、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一

体のものとして、行われなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、障がいを理由とする差別

の解消の推進に関する施策を実施するものとする。

２ 市は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施するに当

たり、市民、事業者、国及び千葉県その他の地方公共団体と連携協力を図る

ものとする。

（市民及び事業者の役割）

第５条 市民及び事業者は、障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理

由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

２ 市民及び事業者は、市が実施する障がいを理由とする差別の解消の推進に

関する施策に協力するよう努めなければならない。

３ 市民は、障がいを理由とする差別の解消について、障がいの有無にかかわ

らず、お互いの立場を理解し合い、協力するよう努めなければならない。

（市における障がいを理由とする差別の禁止）

第６条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい

のない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利



益を侵害してはならない。

２ 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的

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、障がいのある人の権利利益を侵害するこ

ととならないよう、当該障がいのある人の性別、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をしなければ

ならない。

（事業者における障がいを理由とする差別の禁止）

第７条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのな

い人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を

侵害してはならない。

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人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、障がいのある人の権利利益を侵害することと

ならないよう、当該障がいのある人の性別、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をするように努めな

ければならない。

（障がい者差別解消推進計画）

第８条 市長は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するための計画（以下「障がい者差別解消推進計画」とい

う。）を策定し、公表するものとする。

２ 市長は、障がい者差別解消推進計画を策定するに当たっては、第13条第１

項に規定する協議会に意見を聴かなければならない。

（取組状況の公表）

第９条 市長は、毎年度、障がい者差別解消推進計画に基づく取組の状況を公

表しなければならない。

（職員対応要領）

第１０条 市の機関は、第６条に規定する事項に関し、当該機関の職員が適切

に対応するために必要な要領（以下「職員対応要領」という。）を定めるも

のとする。



２ 市の機関は、職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。

３ 市の職員は、職員対応要領を遵守しなければならない。

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備）

第１１条 市は、障がいのある人及びその家族その他の関係者からの障がいを

理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障がいを理由とする

差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備

を図るものとする。

２ 前項の体制の整備に当たっては、障がいのある人に対する虐待を防止する

取組と一体のものとして対応できるよう配慮するものとする。

（広報及び啓発）

第１２条 市は、市民及び事業者の障がいのある人に対する理解を広げるとと

もに、障がいを理由とする差別の解消のために必要な広報及び啓発を行うも

のとする。

２ 前項の広報及び啓発は、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一

体のものとして行うものとする。

（協議会）

第１３条 市は、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ

円滑に行うため、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する協議会（以

下「協議会」という。）を置く。

２ 協議会は、前項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、協

議会を構成するもの相互の連携を図るものとする。

３ 協議会は、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一体のものとし

て行うとともに、高齢者等に対する虐待を防止する取組と連携を図るものと

する。

附 則

この条例は、平成28年４月１日から施行する。
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議題２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職員対応要領（案）

（目的）

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 10 条第１項の規定及び浦安市

障がいを理由とする差別の解消の進推に関する条例（平成 28 年条例第 16 号。

以下「条例」という。）第 10 条の規定により、また、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する基本方針（平成 27 年２月 24 日閣議決定。）に即し

て、法第７条及び条例第６条に規定する事項に関し、市の職員（臨時的任用

職員及び非常勤職員を含む。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、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障が

いのない人と不当な差別的取り扱いをすることにより、障がいのある人の権

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。

なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場

合であっても、法及び条例に反すると判断されることはないが、障害者基本

法（昭和45年法律第84号）の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだ

け取り組むことが望まれることを意味する（次条において同じ。）。

（合理的配慮の提供）

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に

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、障がいのある人の権利利益を侵害

することとならないよう、当該障がいのある人の性別、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。
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（監督者の責務）

第４条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者（以下「監督者」とい

う。）は、前２条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推

進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 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。

(2) 障がいのある人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。

(3) 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、障がいのある人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

戒処分等に付されることがある。

（相談対応）

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のある人及びその

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、健康福祉部障がい

事業課に相談窓口として、障がい者権利擁護センターを置く。

２ 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面の

ほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障がいのある人が他人とコミ

ュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対

応するものとする。

３ 障がい者権利擁護センターは、相談者から相談の内容となる事実の詳細そ

の他必要な情報を聴取し、事実確認をしたうえで、相談対象事案があると認

めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を採るものとする。
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４ 障がい者権利擁護センターに寄せられた相談等は、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。

５ 障がい者権利擁護センターは、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

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、障がいのある人へ適切

に対応するために、意識の啓発を図る。

附 則

この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。
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別紙

浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意

事項

第１ 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

法は、障がいのある人に対して、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、障がいのない人に対しては付さない条件を付けることなどによ

り、障がいのある人の権利利益を侵害することを禁止している。

ただし、障がいのある人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要

な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障がいのある人

を障がいのない人と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置）、法に

規定された障がいのある人に対する合理的配慮の提供による障がいのない人と

の異なる取扱いや、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のある人に障がいの状況等を確認することは、不当な差

別的取扱いには当たらない。

このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がいのある人を、

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のな

い人より不利に扱うことである点に留意する必要がある。

第２ 正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは、障がいのある人に対して、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

合である。浦安市においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的

な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、

個別の事案ごとに、障がいのある人、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）及び浦安市の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応じて総合的・客観的に判断する
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ことが必要である。

職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がいのある人にその理由

を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

第３ 合理的配慮の基本的な考え方

１ 障害者の権利に関する条約（平成 26 年条約第１号。以下「権利条約」と

いう。）第２条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を

基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保す

るための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要と

されるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と

定義されている。

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、

その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がいのある人か

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、障がいのある人の権利利益

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

配慮を行うことを求めている。合理的配慮は、障がいのある人が受ける制限

は、障がいのみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対す

ることによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえた

ものであり、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、障

がいのある人が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するた

めの必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもので

ある。

合理的配慮は、浦安市の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ること、障がいのない人

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

がある。

２ 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
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や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障がいのあ

る人が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び

方法について、「第４ 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮

し、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ある。さらに、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あ

る。合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状態等

に配慮するものとする。

なお、合理的配慮を必要とする障がいのある人が多数見込まれる場合、障

がいのある人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

とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコ

ストの削減・効率化につながる点は重要である。

３ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関す

る配慮を必要としている状況にあることを言語（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、障がいのある人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。）により伝えられる。

また、障がいのある人からの意思表明のみでなく、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

いのある人の家族、支援者・介助者、法定代理人等、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む。

なお、意思の表明が困難な障がいのある人が、家族、支援者・介助者、法

定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当

該障がいのある人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、法の趣旨に鑑みれば、当該障がいのある人に対して適切と思われる

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

ことが望ましい。

４ 合理的配慮は、障がいのある人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



7

環境の整備を基礎として、個々の障がいのある人に対して、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、障がいのある人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 浦安市がその事務又は事業の一環として実施する業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

がいのある人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しい。

第４ 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するな

どして法の趣旨を損なうことなく、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ある。職員

は、過重な負担に当たると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明

するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

○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

第５ 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／千葉県健康福
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祉部障害福祉課

○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



1

議題２資料（３）

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する浦安市教育委員会職員対応要領

(案)

（目的）

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25年法律第65号。以下「法」という。）第10条第１項の規定及び浦安市障が

いを理由とする差別の解消の推進に関する条例（平成28年条例第16号。以下

「条例」という。）第10条の規定により、また、障害を理由とする差別の解

消の推進に関する基本方針（平成27年２月24日閣議決定。）に即して、法第

７条及び条例第６条に規定する事項に関し、浦安市教育委員会に属する職員

（臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。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、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障

がいのない人と比べて不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのあ

る人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。

なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場

合であっても、法及び条例に反すると判断されることはないが、障害者基本

法（昭和45年法律第84号）の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだ

け取り組むことが望まれることを意味する（次条において同じ。）。

（合理的配慮の提供）

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に

社会的障壁(障がいがある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁

となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。以下

この対応要領において同じ。)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、障がいのある

人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人の性別、
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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、課長相当職以上の地位にある者（以下「監督者」とい

う。）は、前２条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推

進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 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。

(2) 障がいのある人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。

(3) 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、障がいのある人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、その具体的

な態様(状態・様子・内容)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、懲戒処分等に付されることがある。

（相談対応）

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のある人及びその

家族その他の関係者からの相談に対する対応は、必要に応じ、障がい者権利

擁護センターを案内するものとする。

（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

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、障がいを理由とする差別の解消に関する
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基本的な事項について理解させるため、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、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、障がいのある人へ適切

に対応するために、意識の啓発を図るものとする。

附 則

この要領は、平成28年４月１日から施行する。
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別紙

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する浦安市教育委員会職員対応要領

に係る留意事項

第１ 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

法は、障がいのある人に対して、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、障がいのない人に対しては付さない条件を付けることなどによ

り、障がいのある人の権利利益を侵害することを禁止している。なお、障がい

のある人及びその家族その他の関係者に対する不当な差別的取扱いが、障がい

のある人本人の権利利益に不利益を与えることがあり得ることに留意すること。

ただし、障がいのある人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要

な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障がいのある人

を障がいのない人と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置）、法に

規定された障がいのある人に対する合理的配慮の提供による障がいのない人と

の異なる取扱いや、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のある人及びその家族その他の関係者に障がいの状況等

を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。

このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がいのある人を、

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のな

い人より不利に扱うことである点に留意する必要がある。

第２ 正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは、障がいのある人に対して、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

合である。浦安市教育委員会においては、正当な理由に相当するか否かについ

て、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損な

うことなく、個別の事案ごとに、障がいのある人、第三者の権利利益（例：安



5

全の確保、財産の保全、損害発生の防止等）及び浦安市教育員会の事務又は事

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応じて総合

的・客観的に判断することが必要である。

職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がいのある人及びその家

族その他の関係者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めること

が望ましい。

第３ 不当な差別的取扱いの具体例

不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は次に揚げるとおりである。なお、

第２で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、具体

的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことな

く、個別の事案ごとに判断されることとなる。また、これらの具体例について

は、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、これらはあ

くまでも例示であり、不当な差別的取扱いがこれらの具体例だけに限られるも

のではないことに留意する必要がある。併せて、千葉県作成の「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」も参考にすることが望ましい。

（不当な差別的取扱いに当たり得る具体例）

○障がいがあることを理由に窓口対応を拒否する。

○障がいがあることを理由に対応の順序を後回しにする。

○障がいがあることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供

等を拒む。

○障がいがあることを理由に説明会、シンポジウム、研修会等への出席を拒

む。

○障がいがあることを理由に施設への入室を拒否したり、条件を付けたりす

る。

○事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障がいがあるこ

とを理由に、来庁(来校・来館も含む。以下同じ。) の際に付き添い者の

同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付

き添い者の同行を拒んだりする。



6

○障がいがあることのみを理由に学校への入学、授業等の受講や研究指導、

実習等郊外教育活動、式典参加を拒むことや、これらを拒まない代わりと

して正当な理由のない条件を付す。

○試験等において障がいに関しての合理的配慮の提供を受けたことを理由に、

当該試験等の結果を学習評価の対象から除外したり、評価において差をつ

けたりする。

（不当な差別的取扱いに当たらない具体例）

○学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、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、障がいのあ

る利用者に障がいの状況等を確認する。

○障がいのある幼児、児童及び生徒のため、特別支援学級及び通級による指

導を実施する場合において、特別の教育課程を編成する。

第４ 合理的配慮の基本的な考え方

１ 障害者の権利に関する条約（平成26年条約第１号。以下「権利条約」とい

う。）第２条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基

礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保する

ための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とさ

れるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定

義されている。

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、

その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がいのある人及

びその家族その他の関係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、

障がいのある人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、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮におけ

る障がいのある人が受ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社

会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社

会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障がいのある人の権利利益を侵
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害することとならないよう、障がいのある人が個々の場面において必要とし

ている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施

に伴う負担が過重でないものである。

合理的配慮は、浦安市教育委員会の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ること、障が

いのない人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

意する必要がある。

２ 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あり、当該障がいのあ

る人が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び

方法について、「第５ 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮

し、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ある。さらに、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あ

る。合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状態等

に配慮するものとする。

なお、合理的配慮を必要とする障がいのある人が多数見込まれる場合、障

がいのある人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、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期

的なコストの削減・効率化につながることとなり得る。

３ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関す

る配慮を必要としている状況にあることを言語（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、障がいのある人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。）により伝えられる。

また、障がいのある人からの意思表明のみでなく、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

いのある人の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを
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支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。

なお、意思の表明が困難な障がいのある人が、家族、支援者・介助者、法

定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当

該障がいのある人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、法の趣旨に鑑みれば、当該障がいのある人に対して適切と思われる

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

ことが望ましい。

４ 合理的配慮は、障がいのある人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、個々の障がいのある人に対して、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、障がいのある人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 浦安市教育委員会がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者

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

とにより障がいのある人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

ましい。

第５ 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するな

どして法の趣旨を損なうことなく、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ある。

職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障がいのある人及びその家

族その他の関係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しい。

○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）
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○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

第６ 合理的配慮の具体例

第４で示したとおり、合理的配慮は、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あるが、具体例としては、次のようなものがある。

なお、記載した具体例については、第５で示した過重な負担が存在しないこ

とを前提としていること、また、これらはあくまで例示であり、記載されてい

る具体例だけに限られるものではないことに留意し、障がいのある人の特性に

配慮する必要がある。なお、千葉県作成の「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」、「障害のある人に対する情報保障のためのガイド

ライン」や浦安市作成の「配慮等に関する事例集」及び浦安市自立支援協議会

作成の「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～」を参考とすることが望ましい。

（合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例）

○段差がある場合には、車椅子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する。

○配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等

の位置を分かりやすく伝える。

○障がいの特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を

扉付近にする。

○研修会等を開催する場合には、移動距離が少ないところの部屋を利用する。

可能な限り移動と受講・閲覧がしやすい席を案内する。

○疲労を感じやすい障がいのある人から別室での休憩の申し出があった際、

別室の確保が困難であった場合、当該障がいのある人に事情を説明し、対

応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。

○不随意(本人の意によらない)運動等により書類等を押さえることが難しい

障がいのある人に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器

具を提供したりする。
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○事務所等が２階にある等、障がいのある人が窓口に行くことが困難な場合

は、職員が１階で受付対応をしたり、事務所等への移動の補助をしたりす

る。

○庁舎や施設内に多目的トイレ等が設置されている場合は、必要に応じて案

内する。

○災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが

難しい聴覚障がいのある人に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用い

て、分かりやすく案内し誘導を図る。

○移動に困難のある児童生徒のために、参加する授業で使用する教室をアク

セスしやすい場所に変更したり、送迎する保護者等の駐車場を確保したり

する。

○聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音

を軽減する。また、視覚情報の処理が苦手な児童生徒等のために黒板周り

の掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室環

境を変更する。

○目的の場所までの案内の際に、障がいのある人の歩行速度に合わせた速度

で歩いたり、介助する位置について、障がいのある人の希望を聞いたりす

る。

○介助等を行う保護者、支援員等の教室への入室、授業でのパソコン入力支

援、移動支援、待合室での待機を許可する。

（合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例）

○筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、指文字、拡大コピー、拡大文字、

手書き文字(手のひらに文字を書いて伝える方法)、トーキングエイドなど

の障がいのある人が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる手段

を可能な範囲で用意して説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。

○会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間で

ページ番号等が異なりうることに留意して使用する。

○会議等の場面では、発言者が変わる度に発言者の名前を告げてから話し始

める。
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○会議等においては、通訳を介することにより時差が生まれるので、相手に

通じたことを確認してから進行する。特に質問の有無の問いかけ、多数決

の場面は、タイムラグがあることを考慮する。

○視覚障がいのある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに

対応できるよう電子データ（テキスト形式）で提供する。

○聴覚障がいのある人に説明するときは、口が見えるようにして話し、視覚

的な補助を行ったり、並行して動作を取り入れたりする。

○意思疎通が不得意な障がいのある人に対し、絵カード等を活用して意思を

確認する。

○盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障がいのある人)の必要に応じて、その人の

コミュニケーション方法での情報提供及び移動を支援する。

○駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。

○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやす

い記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といっ

た配慮を行う。

○比喩表現等が苦手な障がいのある人に対し、比喩(たとえ)や暗喩(たとえ

るものとたとえられるものをそれとなく示すこと)、二重否定表現などを

用いずに説明する。

○説明をする際には、短くわかりやすい言葉で、口頭に加え手順書で行うな

ど、複数の方法で実施する。

○障がいのある人から申し出があった際に、２つ以上のことを同時に説明す

ることは避け、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する。また、なじみ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・午後で表記したり、時

計盤を使用して伝達するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて

適時に渡したりする。さらに、伝える内容の要点を紙等に書いて伝達した

り、書面を示す場合には、ルビを付与した文字を用いたり、極力ひらがな

を用いたり、分かち書き(文を書くとき、語と語の間に空白を置く書き方)

を行ったりする。
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○パニック状態になったときは、刺激しないように、また危険がないように

配慮し、周りの人にも理解を求めながら、落ち着くまでしばらく見守る。

また、パニック状態の障がいのある人へ落ち着ける場所を提供する。

○意思疎通が難しい障がいのある人に対し情報を伝えるときは、抽象的な言

葉ではなく、具体的な言葉を使う。また、本人が頷いていたとしても、口

頭のみならずメモを渡し、伝達事項を確認する。

○会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴

覚に障がいのある委員や知的障がいを持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な

進行を心がけるなどの配慮を行う。

○会議の進行に当たっては、職員等が委員の障がいの特性に合ったサポート

を行う等、可能な範囲での配慮を行う。

（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）

○順番を待つことが苦手な障がいのある人に対し、順番を教えてあとどのく

らい待つのか見通しを示したり、周囲の人の理解を得た上で、手続き順を

入れ替えたりする。

○立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の人の理解を得た上で、

当該障がいのある人の順番が来るまで別室や席を用意する。

○スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、本人の意向を聞い

たうえで、スクリーン等に近い席を確保する。

○車両乗降場所や駐車場を施設出入口に近い場所へ変更する。

○敷地内の駐車場等において、障がいのある人の来庁が多数見込まれる場合、

通常、障がいのある人専用とされていない区画を障がいのある人専用の区

画に変更する。

○他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意(本人の

意によらない)の発声等がある場合、当該障がいのある人に説明の上、障

がいの特性や施設の状況に応じて別室等のスペースを準備する。

○非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得ら

れることを前提に、障がいのある委員の理解を援助する人の同席を認める。

○説明会等において、定期的な休憩を入れたり、個別に説明する時間を設け
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たりする。

○移動に困難のある障がいのある人を早めに入場させ席に誘導したり、車椅

子を使用する障がいのある人の希望に応じて、決められた車椅子用以外の

客席も使用できるようにしたりする。

○自筆が必要でない書類の作成にあたり、職員や教員等が代筆を行う。

○点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童生徒等のため

に、授業で使用する教科書を点訳又は拡大したものやテキストデータを渡

す。

○聞こえにくさのある児童生徒等に対し、ヒアリング授業の際に、音質・音

量を調整する。

○肢体不自由のある児童生徒等に対し、体育の授業の際に、上・下肢の機能

に応じてボール運動におけるボールの大きさや投げる距離を変えたり、走

運動における走る距離を短くしたり、スポーツ用車椅子の使用を許可した

りする。

○日常的に医療ケアを要する児童生徒等に対し、本人が対応可能な場合もあ

ることなどを含め、配慮を要する程度には個人差があることに留意して、

医療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等との連携を図り、

個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し、過剰に活動の制限等をしないよ

うにする。

○慢性的な病気等のために他の児童生徒等と同じような運動ができない児童

生徒等に対し、運動量を軽減したり、代替できる運動を用意したりするな

ど、病気等の特性を理解し、過度に予防又は排除をすることなく、参加す

るための工夫をする。

○治療等のため学習できない期間が生じる児童生徒等に対し、学習機会を確

保する方法を工夫する。

○読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業でのタブレット端末

等のＩＣＴ機器使用を許可する。

○発達障害等のある児童生徒のため、次のような対応を行う。

・人前での発表が困難な場合、代替措置としてレポートを課したり、発表
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を録画したもので学習評価を行ったりする。

・適切な対人関係の形成に困難がある場合、能動的な学習活動においてグ

ループを編成する時には、事前に伝えたり、状況に応じて本人の意向を

確認したりする。

・こだわりのある児童生徒等には、話し合いや発表などの場面において、

意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十

分に確保したり個別に対応したりする。
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議題２資料（４）

浦安市消防本部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職員対

応要領（案）

（目的）

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 10 条第１項の規定及び浦安市

障がいを理由とする差別の解消の進推に関する条例（平成 28 年条例第 16 号。

以下「条例」という。）第 10 条の規定により、また、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する基本方針（平成 27 年２月 24 日閣議決定）に即して、

法第７条及び条例第６条に規定する事項に関し、消防職員（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、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障が

いのない人と不当な差別的取り扱いをすることにより、障がいのある人の権

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。

なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場

合であっても、法及び条例に反すると判断されることはないが、障害者基本

法（昭和45年法律第84号）の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだ

け取り組むことが望まれることを意味する（次条において同じ。）。

（合理的配慮の提供）

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に

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、障がいのある人の権利利益を侵害

することとならないよう、当該障がいのある人の性別、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。
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（監督者の責務）

第４条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者（以下「監督者」とい

う。）は、前２条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推

進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 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。

(2) 障がいのある人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。

(3) 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、障がいのある人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

戒処分等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のある人及びその

家族その他の関係者からの相談に対する対応は、必要に応じ、障がい者権利

擁護センターを案内するものとする。

（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

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。
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３ 職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がいのある人へ適切

に対応するために、意識の啓発を図る。

附 則

この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。
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別紙

浦安市消防本部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

第１ 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

法は、障がいのある人に対して、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、障がいのない人に対しては付さない条件を付けることなどによ

り、障がいのある人の権利利益を侵害することを禁止している。

ただし、障がいのある人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要

な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障がいのある人

を障がいのない人と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置）、法に

規定された障がいのある人に対する合理的配慮の提供による障がいのない人と

の異なる取扱いや、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のある人に障がいの状況等を確認することは、不当な差

別的取扱いには当たらない。

このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がいのある人を、

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のな

い人より不利に扱うことである点に留意する必要がある。

第２ 正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは、障がいのある人に対して、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

合である。消防本部においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体

的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことな

く、個別の事案ごとに、障がいのある人、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）及び消防本部の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応じて総合的・客観的に判断
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することが必要である。

職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がいのある人にその理由

を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

第３ 合理的配慮の基本的な考え方

１ 障害者の権利に関する条約（以下「権利条約」という。）第２条において、

「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び

基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変

更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、

均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。法は、権

利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又

は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がいのある人から現に社会

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、障がいのある人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、合理的配慮を行う

ことを求めている。合理的配慮は、障がいのある人が受ける制限は、障がい

のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによ

って生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、

障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、障がいのある人

が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ

合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。

合理的配慮は、消防本部の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ること、障がいのない

人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

要がある。

２ 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あり、当該障がいのあ

る人が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び
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方法について、「第４ 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮

し、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ある。さらに、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あ

る。合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状態等

に配慮するものとする。

なお、合理的配慮を必要とする障がいのある人が多数見込まれる場合、障

がいのある人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

とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコ

ストの削減・効率化につながる点は重要である。

３ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関す

る配慮を必要としている状況にあることを言語（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、障がいのある人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。）により伝えられる。

また、障がいのある人からの意思表明のみでなく、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

いのある人の家族、支援者・介助者、法定代理人等、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む。

なお、意思の表明が困難な障がいのある人が、家族、支援者・介助者、法

定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当

該障がいのある人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、法の趣旨に鑑みれば、当該障がいのある人に対して適切と思われる

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

ことが望ましい。

４ 合理的配慮は、障がいのある人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、個々の障がいのある人に対して、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
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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、障がいのある人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 消防本部がその事務又は事業の一環として実施する業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

障がいのある人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しい。

第４ 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するな

どして法の趣旨を損なうことなく、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ある。職員

は、過重な負担に当たると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明

するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

○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

第５ 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／千葉県健康福

祉部障害福祉課

○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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議題３資料 平成２８年度予算と事業

１．新規補助金

（1）短期入所事業所運営費補助金＜新規＞

[事業概要]

短期入所事業所については、単独で設置するのが困難であること、さらに夜間帯にお

ける人材の確保も困難であることから、円滑な運営を促進することにより、当該事業所

を利用する障がい者の福祉の増進を図るため、短期入所事業所を運営する事業者に対し、

その運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付する。

[補助対象事業者]

市内で短期入所事業所を運営する事業者

[補助金額（予定）]

定員１人あたり月額 150,000 円又は補助の対象経費の実支出額から、寄附金その他

補助の対象経費に係る収入額を控除した額のうち、いずれか少ない額とする。

（２）障がい者グループホーム施設整備費補助金＜一部改正＞

[事業概要]

障がい者の地域における生活の支援を図るため、グループホームの施設整備に要する

経費の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付する。

[補助対象事業者（予定）]

①浦安市内において新たにグループホームを設置しようとする運営事業者

②浦安市内において既にグループホームを運営している運営事業者

③運営しようとする運営事業者に建物を貸借する目的で新たに建物を創設又は既存建

物を買い取り、改修してグループホームを設置しようとする土地所有者等

④運営しようとする運営事業者に建物を貸借する目的で既存建物を改修してグループ

ホームを設置しようとする建物所有者

[補助金額（予定）]

補助対象経費 補助基準額（予定）

建
物
の
所
有
権
に
よ

る
設
置

①グループホームの新設又はグループホームの利用定
員の増加を目的とした既存施設の整備にあたり、グル
ープホームの入居者が居住するために必要な工事に
要する経費

②グループホームの新設又は利用定員の増加を目的と
した既存施設の整備にあたり、グループホームの入居
者が居住するために必要な建物を売買により取得す
る経費

2,500,000 円に整

備した利用定員の数

を乗じて得た額

建
物
の
貸
借
権

に
よ
る
設
置

①グループホームの新設又は利用定員の増加を目的と
した既存施設の整備にあたり、グループホームの入居
者が居住するために必要な工事に要する経費

②グループホームの新設又は利用定員の増加を目的と
した既存施設の整備にあたり、建物の賃貸借契約に基
づき支払う敷金、礼金及び仲介手数料

1,157,500 円に整

備した利用定員の数

を乗じて得た額
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（３）障がい者グループホーム等消防設備設置費補助金＜新規＞

[事業概要]

消防法施行令等の改正に伴い、グループホーム等を提供する施設の防火安全対策の強

化を図るため、消防設備の設置に要する経費の一部について、予算の範囲内において、

補助金を交付する。

[補助対象事業者]

浦安市内において、グループホーム及び短期入所を運営している運営事業者又は新た

にグループホーム等を設置しようとする事業者

[補助金額（予定）]

補助対象経費 補助基準額（予定）

スプリンクラー設備の設置に必要な工事費又は

工事請負費

延床面積に 9,000 円を乗じ

て得た額

消火ポンプユニット設備の設置に必要な工事費又は工事

請負費
１施設あたり 2,250,000 円

自動火災報知設備の設置に必要な工事費又は工事請負費 １施設あたり 1,000,000 円

火災通報装置の設置に必要な工事費又は工事請負費 １施設あたり 300,000 円

消防設備の設置に必要な調査費（※新規事業所除く） １施設あたり 500,000 円

（４）障がい者グループホーム運営費補助金＜一部改正＞

[事業概要]

グループホームの円滑な運営を促進することにより、当該グループホームに居住する

障がい者の福祉の増進を図るため、グループホームを運営する事業者に対し、その運営

に要する経費の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付する。

[補助対象経費]

本市において障害福祉サービスの受給者証の交付を受けた方が入居しているグルー

プホームの運営に要する、指導員等職員賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料

及び賃借料並びに備品購入費。

※開設時支援補助

平成 28 年度より、浦安市内に新たにグループホームを設置したり、定員の増加を

目的に居室を整備した場合に、設置等から 3 か月に限り、入居者が決まらなかった場

合の空室に対する補助を行う予定。補助対象経費は、事業所が支払う居室の賃借料で、

１日 2,000 円（予定）を限度とする。

２．継続する補助金

（１）地域生活体験事業補助金

（２）福祉避難所における物資等購入費用補助金

（３）障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金

（４）重度障がい者等支援事業所運営費補助金

（５）重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金

（６）計画相談支援等推進事業補助金



議題４ 参考資料

１．第 1回自立支援協議会資料再掲・自立支援協議会の議題

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

地域課題の整理と対応に関する

事項

地域課題の整理及び部会での検討議題の決定

各部会の進捗確認と検証

個別の事例から見えてくる各事業の問題点の検討

基幹相談支援センター等の事業

についての検証及び評価
基幹相談支援センター等の実績の報告と検証・評価

（２）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第１回
平成 27 年・28 年度度浦安市自立支援協議会及び部会の運営と議題

基幹相談支援センター平成 27 年度事業計画の報告

第２～６回

各部会の報告と進捗等の確認

＊各部会から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせて会長・副会長・事務局が調整する。



２．障がい福祉に関するアンケート調査

（１）概要

浦安市では、障害者基本法に基づく「障害者計画」と障害者自立支援法に基づく

「障害福祉計画」を一体化し、平成 27 年度から 29 年度までの 3 カ年計画で「浦安

市障がい者福祉計画」を策定しています。

この計画は、「浦安市総合計画」の部門計画として策定しており、また、国や県の

関連計画とも連携を図りつつ、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するもので

す。

平成 30 年度から 32 年度の「浦安市障がい者福祉計画」を策定するための基礎資

料を得ることを目的に、平成 28 年度にアンケート調査を行います。

アンケート実施にあたり、自立支援協議会でご意見を伺います。

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

浦安市

障がい者福祉計画

（２） 実施方法と対象

調査実施予定期間 調査方法 対象

平成 28 年 11 月 1 日～30 日
郵送による

配布・回収

身体障がい者（児）

知的障がい者(児)

精神障がい者

難病の方

意見書・診断書による障がい福祉サービス

利用者

（３） 実施スケジュール案

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

調査項目等検討

調査票印刷 ○

調査

結果分析・報告書作成

結果概要報告 ○

報告書製本

報告書発行 ○

次期計画（平成30～32年度）現計画（平成 27～29 年度）


