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平成30年度第２回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成30年７月20日（金） 午後１時30分～午後２時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

浦安市社会福祉協議会（リーダー）、ＮＰＯ法人フレンズ（サブリーダー）

浦安手をつなぐ親の会、いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会

浦安市聴覚障害者協会、ＮＰＯ法人あいらんど、ＮＰＯ法人発達わんぱく会

社会福祉法人敬心福祉会、ＮＰＯ法人タオ、浦安市自治会連合会

浦安市民生委員児童委員協議会、介助ボランティアグループあいあい、浦安商工会議所

株式会社オリエンタルランド、福祉部次長

４．議題

（１）平成30年度浦安市障がい者差別解消推進計画について

（２）平成30年度啓発活動予定について

５．資料

（１）議題１資料１ 浦安市障がい者差別解消推進計画（平成29年度）取組状況の報告

（２）議題１資料２ 浦安市障がい者差別解消推進計画（平成30年度～平成32年度）

（３）議題２資料１ 啓発活動イメージ図

（４）議題２資料２ 平成30年度 障がい事業課 啓発計画
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６.議事

事務局：ただいまより、平成30年度第２回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いたします。

会議を開催する前に、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。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページ等で公開いたします。特に個人情

報に係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の記載をいたしますので、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。

当部会におきましては、聴覚障がい、視覚障がいのある方が委員として参加されております。また、

会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は挙手いただき、リーダーの「○○委員お願いします」の発

言の後に団体名と氏名を述べていただき、発言をお願いいたします。

それでは、今後の進行につきましては、リーダーにお願いしたいと思います。

リーダー：議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。

はじめに、議題１「平成 30 年度浦安市障がい者差別解消推進計画」について、事務局から説明をお

願いします。

事務局：議題１資料１と、議題１資料２をご説明します。

障がい者差別解消推進計画については、平成 28 年４月１日に「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」を制定して、その中において、ただ条例を制定するだけでは実行力に欠けるの

で、主として障がい者差別を解消していくには具体的にどういうことをしていくかということを計画し

ましょう、そして、その取り組み状況を翌年度に公表しましょうということを条例の中で定めておりま

して、それに基づいて作成しているものになります。

今回は平成29年度の取り組み状況の報告と、平成30年度の計画ということでご報告します。

この計画については条例の中で高齢者・障がい者権利擁護協議会、この協議会は高齢者虐待、障がい

者虐待、障がい者差別について協議する会議ですが、その中で諮ることになっておりますで、５月 30

日に協議会が行われて、その中で取り組み状況の報告と計画について承認いただいたということで、現

在、既にホームページ上にも公表されておりますことをご報告いたします。

まず、平成 29 年度の取り組み状況の報告ですが、基本的にこの計画、大きな柱として２本あります。

１つ目が、障がいのある人に対する理解を広げる取り組みを行っていくこと。２つ目が、相談及び紛争

の防止、そのための体制の整備ということを掲げています

具体的にどういうことを29年度行ったかと言いますと、３ページ目取り組み状況の報告です。

社会福祉協議会やボランティア団体と連携し、市内小学校４年生の福祉教室で「こころのバリアフリー

ハンドブック」を配付し、周知啓発を行うということで、昨年度は目標値 17 校、これは市内の小学校

全校です。2,000 部配付ということで掲げまして、結果として市内の全ての小学校にお配りすることが

できました。引き続き、この取り組みについては進めていこうということで考えております。
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また、イベントとしては、「障がいのある人もない人も！ともにかがやくまち うらやす」、第３

回目になりますが、11月 11 日に新浦安駅前広場でイベントを実施しました。今回、イベントでは、あ

いあいさんにもご協力いただきながら、白杖や車椅子、あと、身体障がい者福祉センターさんのご協

力も得まして片麻痺の体験とか、イエローリボンコーナーといって、市民の皆さんに私たちのできる

ことって何だろうかというメッセージを書いて、参加していただくような企画というのを新たに盛り

込みまして、より交流という意味では距離が近いようなイベントになったかなと感じております。

引き続き、内容については特にこちらの権利擁護部会の中でもご意見いただきながら進めていきたい

と感じています。

続いて、研修としては、市民や事業者に対して理解を深めるための講演会、事業者の方についてはス

キルアップ研修として、自閉症の方の支援にかかわる方を対象に「自閉症スキルアップ研修」というも

のを座学と研修という形で行ってきました。

新職員向けの研修では、職員対応要領、障がい者差別解消法が施行されて、浦安市でもつくっていま

すが、その中で新規採用職員、及び新規に監督者となった職員、課長級職員について必ず研修をしまし

ょうということをうたっていますので、そこに基づいて研修を行いました。

研修の中で発達障がい、知的障がいの体験ということで、市川市の手をつなぐ親の会のキャラバン隊

「空」さんにご協力いただきまして、実際、職員も体験をしながらやったところであります。

続いて、体制の整備では、事業課に窓口として障がい者権利擁護センターを設置しております。相談

員を配置して、障がい者虐待と障がい者差別についての相談を受け付け対応しているところです。

まずは、この権利擁護センターを知ってもらわなくてはというところで、リーフレットを作成して、

色々なところに設置、配付しました。特に、新規の手帳を取得した方や、転入で浦安市にやってきた方

に、障がい福祉課でガイドブックをお渡しして、制度の説明等させていただくのですが、一緒に、権利

擁護センターのリーフレットを配らせていただきました。

ネットワークの構築では、協議会ということで、障がい者虐待、障がい者差別について協議し、ネッ

トワークを構築する高齢者・障がい者権利擁護協議会を３回と、実務者会議３回を実施しています。

どの回でも必ず事例を出して、委員さんから動いている最中の事例も終了した事例も出させてもらい

ながら、我々もこの対応で本当によかっただろうかという検証の意味も込めて、ご意見をいただきな

がら進めてきました。

千葉県との連携としては、障がい事業課長が千葉県が設置している障害者差別解消支援地域協議会の

委員になっておりますので、こちらに参加することで千葉県全体の取り組みを把握するとともに、浦安

市の取り組みについて双方向で情報を収集するということで連携を図ってまいりました。

また、千葉県条例に基づく広域専門指導員との連携、地域相談員との連携というところでは、障がい

者権利擁護センターの相談員と地域相談員の皆さんとの合同の研修会というものを 29 年度も１回開催

しました。以上取り組み状況というところで、市民の皆様にもご報告しております。

続いて、議題１資料２、30年度の計画です。
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今回、障がい者福祉計画が平成 30 年度からの３カ年ということで策定されましたので、基本的に障

がい者差別解消推進計画も障がい者福祉計画の策定にあわせた計画期間として、適宜、見直しを行って

いくという位置づけになっています。

ですので、基本的には障がい者福祉計画の内容に基づきながら、大きなくくりでは計画をつくってお

ります。その中で毎年度、今年はどういうことをしていこうということを目標として掲げていく形をと

っています。

これまでの２年間、計画をつくってきましたが、ここで計画のあり方を考え直したのですが、今まで

は割と数値目標、何冊配るとか、何個配るとか、講演会何回やるとか、何百人呼ぶとか、そういうもの

を設定してきたところではあったのですが、皆さんのお話を伺う中でも、目標というのはそういうもの

なのかなと改めて事務局としても感じるところがありまして、今回思い切って 30 年度の計画について

は数値目標を外しました。それよりも、こんなことをしてみようというところを具体的に書かせていた

だきました。

取組内容、大きな柱２本というのは先ほどご説明したところと変わりません。

まず、障がいのある方への理解を広げる取り組みとしては、一つ、広報紙等による理解の促進。この

辺、障がい者福祉計画にも書かれている内容です。

星印のところに、今年やってみようということを書いているのですが、具体的には自立支援協議会や

事業所の皆さんや関係団体の皆さんへのアンケート調査等を通じて、バリアフリーハンドブックのより

効果的な活用方法の検討を行いたいと書いています。

今日、議題３以降のグループワークで、まさにバリアフリーハンドブックの活用方法の検討します。

浦安市にとってとてもわかりやすくて大事な冊子ではあるのですが、少しマンネリ化していると言いま

すか、ただ配っていけばいいのかといった課題もありますので、皆さんにもたくさんのご意見をいただ

きたいと思っております。

また、市民の方に広く知らせるチャンスって何だろうと考えたときに、広報紙って大きいところがあ

るのです。12 月１日号というのが「障害者週間」というところで、割と特集号をこれまで組むことが

多かったのですが、12 月１日号の紙面はよく練って、効果的に、市民の皆さんに理解を広めてもらう

ようなものにしていきたいと思っています。

続いて、啓発活動の推進。具体的にまずイベントの開催を掲げています。これは前回の部会でもお知

らせしましたが、今年は 11 月４日に新浦安駅前広場で開催します。これは理解を広めるという側面も

あるのですが、交流という側面も持ち合わせておりますので、市民の皆さんと積極的に交流できるよう

な場にしたいと考えています。

また、市民向け、事業者向けの研修、講演会を実施していきますと書かれています。また、皆さんか

らの色々な要請に応じて、講師派遣と言いますか、我々が出向いて行ったり、時には適任の講師の先生

をお招きして、皆さんのニーズに応える形で、小さい規模であっても研修会、勉強会をやっていこうと

掲げています。
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続いて、研修について。先ほども申したとおり、職員対応要領に基づいて研修をしていくというとこ

ろです。そして、公的機関の職員、我々、市の職員については、消防の職員、教職員、警察さんなんか

も公的機関になりますが、そういったところ、合理的配慮義務がありますので、しっかりと研修を行っ

ていくというところを書いています。

続いて２本目の柱、体制の整備です。

権利擁護センター事業の充実というところで、これまで障がい者福祉計画を策定する前の年に、障が

いのある方と、事業者の皆さんに向けてアンケート調査を３年に１度行っているのですが、障がいのな

い方たちにアンケートを取ったことって、そう言えば一度もないよねと今さらながら思い、そういった

ご意見をいただいて、今年どうやって取ろうかと考えたのですが、浦安市インターネット市政モニター

制度「Ｕモニ」という制度がありまして、これ浦安市民の皆さん、今日登録がすぐに出来るのでしてい

ただきたいのですが、登録されている方を対象に、条例とか権利擁護センターの認知度とか、どのくら

い知っているのだろうというところを問うてみようかなと思っています。

ここで出てくる数字が精度の高いものかどうかはさておき、我々としてもそういった一般市民の方に

向けたアンケートをしたことがないことを、まず一歩として参考値にするために、秋ごろ実施しようと

考えています。

また、引き続き、新規手帳所持者の方、転入者の方への案内を障がい福祉課の協力も得ながら行って

いきたいと思っています。

ネットワークの強化としては、引き続き、高齢者・障がい者権利擁護協議会実務者会議を通してネッ

トワークの強化を行っていきます。

また、地域相談員、広域専門指導員との連携では、研修会は引き続き開催していくということで書か

れています。

行政サ－ビスにおける配慮の推進というところで、差別解消法が施行されて２年経ちまして、今、３

年目に入っているのですが、そろそろ、市役所でかかわった事例、少ないながらも蓄積されてきた部分

がありますので、事例を市職員向けの研修等で具体的に伝えることも大事かと思いますので伝えつつ、

こういう配慮があるといいのではないかというところ、理念的なところもそうですが、どうしたらいい

かというところも踏み込んで研修できればと考えています。

また、権利擁護センターはあるのですが、庁内の各課ですてきな合理的配慮をしているところがある

のではないかとか、合理的配慮できなくて失敗してしまったかなという事例もあるのではないかと思い

ますので、法施行２年経ったというところで全庁に対してどんなことがあったか調査してみようかと思

っています。

合理的配慮の提供の推進というところでは、我々も色々なところの事例、海外とか、先進的な自治体

の取り組みとか、そういったものを研究して、浦安でもう少し合理的配慮を推進するためにどんなこと

ができるかなというあたりを、権利擁護部会で皆さんと事例を見ながら考えていきたいということを目

標として掲げました。
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参考資料は昨年度の計画についている参考資料と変わりません。計画策定前にとったアンケート調査

の結果を掲載しております。

以上になります。

リーダー：ただいまの説明に対してご質問やご意見等はありますか。

株式会社オリエンタルランド、お願いします。

株式会社オリエンタルランド：議題１資料１の５ページ、２相談及び紛争防止等のための体制の整備のうちの

１つになるのですが、30 年度計画でも障がい者差別解消の周知、理解促進というところをすごく力を

入れている、取り組みがなされているのかなと思っております。その中で、29 年度で障がいを理由と

する差別、紛争はさておき、相談というのは結構あったのでしょうか。

その相談内容で、事業所、企業が、法律そのものの存在を知らないのか、あるいは知っていても現場

で対応する方々が、そのことに対して配慮が欠けていたのか、相談内容、記憶が定かではないのですが、

神奈川県か静岡県で障がいをお持ちの方が、旅館か何かに泊まろうとしたときに泊まれなかったという

のが、５月か６月にあったのではないかという記憶をしております。

そういう中で、29 年度の相談で、法そのものの認知と言いますか、その辺、理解度合いを起因とす

る相談というものがあったかどうか、わかれば教えていただきたい。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：前回の部会で件数をご報告して、差別に関する相談が 18 件という話をしました。それが施行年だか

ら、その前の年よりも大幅に減ったという話をさせていただきました。

旅館の話もそうでしたが、最近だととあるレジャー施設で聴覚障がいの方が断られてしまったという

ニュースがありました。

企業についての相談では、既に昨年度の部会で報告したかもしれないですが、聴覚障がいの方の電話

での本人確認の問題は複数件ありました。本日もいらっしゃいますが、意思疎通支援者が窓口でかわり

に、例えば、銀行の明細、クレジットの明細を確認するために電話をする。けれど、ご本人が答えられ

ないのでは、意思疎通支援者がご本人の生年月日を伝えても、「今、市役所からかけているのです」と

伝えても、「来店してください」ということになってしまうのです。

そういう時に我々は「こういう法律ができて、できれば民間さんも努力義務だけど、ほかの方法をぜ

ひ、ぜひ検討してほしい」というお話はするのですが、そのとき印象的だったのが、「そうであれば、

行政の所轄庁、通信事業関係であれば総務省がきちんとモデルを示してほしい」と言われたのです。

聴覚障がいのある方に代わって意思疎通支援者が電話をしてくる。その本人確認の方法について、

「だったら行政側がモデルを示してほしい」ということを言われて、もっともだなと思ってしまったの

ですが、その時企業さんも、できれば努力したいのです、だけどごく一部の悪意のあることのために本

人確認を徹底しなければいけなかったり、配慮もしたいけど、とても悩ましいというところも本音とし

ておっしゃっていますので、徐々にですが、法律も進めば進むほど、我々行政側も、企業さんに何を、

どうしていったらいいかと、具体的なところを示していかないと、幾ら配慮してほしいことだけを言い
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続けていても、どうしたらいいかがわからない、企業さんも困っているのだなというのが、昨年度１年

間とおしてそういった事例が複数回あったもので感じたところはあります。

リーダー：よろしいでしょうか。

ほかにご質問・ご意見ございますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：サービスというのは非常に難しい問題でして、我々、日常、結構、差

別されているのです。それでぶつかるわけです。

市役所の方も来ていただいて議論したことあるのですが、例えばデイサービスなんかでも視覚障がい

者だと扱われないということが多くて、そういう不満が非常に多いです。行った人が３人いて、みんな

扱われていない。

それからもう一つ、差別だと言っていいのかどうかよくわからないけれども、最近、住所を変わろう

として、事情があって新しいところを探していったのだけれども、視覚障がい者だからお断りする、そ

ういう言い方してないけれども、実際、そういう例というのは、かなりあるようなのです。

だから、結構、すれすれのところがあるので、数字の上で問題ないから、うまくいっているというわ

けでもない気がするんです。その辺の、住居の問題なんか、どんなふうにお考えなのか教えていただき

たいのですが。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：視覚障がいの方もそうですし、精神障がいのある方も住居を探すって、とても苦労されている現実が

あります。お断り、正直、かなりされています。そういったときに基幹相談には住居のサポートも主と

してはお願いをしているのですが、例えば、民間さんで、障がいのある方の不安に思っているところを、

ご本人と一緒に、解消するために「付き添います」と言って交渉に入ることを認めてもらうとか、でも、

それをするには障がいのある方、対価というのをサービスに対して払わなければいけないのですが、皆

さん、工夫とか苦労されながら住居を探されている現状があると思うので、貸す方の不安、何に引っか

かるのかというところを一緒に聞いていかないと、ただ、断ってはいけないのですと言い続けていても

進まないのかな、その不安を一緒に共有して解決する仕組みとかは考えていく必要があるのかなと思っ

ています。

リーダー：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：いいです。そのとおりだと思います。

リーダー：ほかに、ご質問ございますか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：今年度の取り組みとして、一般の方へのアンケートというお話、確かに今までな

かったよな。でも、すごく重要だなと思いました。

障害者差別解消法が始まる前に、かなり世の中混乱するだろうなと僕は想像していて、つまり普通の

人、全ての市民にかかわる法律だったので、ただ、ふたをあけてみると、先ほど株式会社オリエンタル
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ランドのご質問にお答えになったとおり、思ったより混乱しなかったと思っています。

一つには、新しく法律ができたのもあって、かなりマスコミを通して周知もされて、意外と差別の解

消とか、合理的配慮、一般的にも耳にしたなと思っていて、この協議会を含めて、みんなの取り組みの

おかげで今の段階では結構みんなも知っている結果、大きな紛争はないのかな。混乱はないのかなと思

っています。

ただ、時間とともに記憶が薄れていったり、知らない人も増えてくると思うので、常に多くの一般の

人が知り続けることはすごく重要で、それをモニタリングする上でも、今回、新しく一般の方へのアン

ケートは負担のない範囲で定期的に１年後とか、毎年とか、２年に１回とかやってもらえると、一般の

人への周知がもしも不十分になっても、そのときに、では、こういう手を打とうと対応取りやすいかな

と思いました。

意見であります。

リーダー：ありがとうございました。

ほかに、ご意見など、ございますか。よろしいでしょうか。

それでは、続きまして、議題（２）平成 30 年度啓発活動予定について、事務局から説明お願いしま

す。

事務局：議題２資料１、議題２資料２をごらんください。

議題２資料１の図は、障がい者福祉計画に今回できたものを確認して、これに基づいて市が行うべき

啓発活動のイメージを、これまでも一般の話はこうしてきたし、皆さんとの意見交換してきたのですが、

改めて、簡単に図に落としてみました。

市には平成 28 年にできた障がい者差別解消推進条例、そして今回、手話言語条例ができます。２本

の大きな条例、前回、株式会社オリエンタルランドからも手話言語条例は機会として使っていったほう

がいいというご意見もいただきましたし、周知の機会は本当にチャンスでもあるなと思っているのです

が、こういった２本の条例があって、そして、色々な啓発の仕方がある中で、私自身もう一回改めて福

祉計画、よくよく見ていくと、どこにでもバリアフリーハンドブックが出てくるのです。ということは、

私たち浦安市として障がい福祉に携わるみんなの思いとしても、このバリアフリーハンドブックを啓発

の一つであり、共通として使っていきたいという思いが改めて込められているのだなということを確認

し、中心に、あえてバリアフリーハンドブックの活用、オール浦安のツールということで書かせていた

だきました。

これが今日のグループワークにもつながっていくのですが、こういったイメージをつくりながら、ど

んなことを、我々、市、この１年啓発計画をつくろうかと思いまして、つくったのが議題２資料２です。

先ほども、数値目標をなくしましたという話をしたのですが、一旦引き算的な思考も持って、たくさ

んやるではなく、丁寧に、本当にやるべきところを一回やってみようと思って考えたところが、この啓

発計画です。

研修会としては職員対応要領に基づく市の職員向けの研修という必須のものがありますので、そうい
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ったところはきちんとやっていく。そして、交流の機会も含む新浦安駅前のイベントは、まだまだ手話

言語条例も周知しなくてはいけませんし、今年もやりましょうということになりました。

あとは、広報紙の活用というところ先ほども触れたのですが、狙って広報を使って、関心のない方に

も目に入るような企画もやっていきましょうというところを掲げています。

最後、映像とあるのですが、これも株式会社オリエンタルランドから昨年度の部会で、配る冊子だけ

ではなく映像もどうでしょうかと、というお話をしていただいたのですが、無関心な層の皆さんにも目

に入る機会とか、チャンスというのをぜひつくっていこうと考えたときに、冊子を配るというのは、気

になった人しか手にとっていきませんし、無理やり渡したとしても、すぐにごみ箱入っていくのが想像

つきますので、ＰＲのための映像をつくって、例えば、全然、障がい福祉とは関係のないスポーツだっ

たり、市庁内のいろんなイベントがありますので、そういったところでＣＭ的に、時間のあくタイミン

グで効果的に使ってもらって、いろんな人に見てもらう機会というのを、いっぱいつくっていきたいな

と考えました。

ですので、今年度、研修の機会とかボリュームが減ったと思われるかもしれないですが、この映像に

しっかり力を入れて、いい動画を作成して、いろんなところで使ってもらう。市民の方、企業の皆さん、

事業者の皆さんにも広く対象として使っていただけるようなものをつくっていこうということを計画と

して盛り込みました。そこで、世の中にはどういう啓発の動画があるのだろうと、インターネットで調

べて持ってきましたので、見ていただきたいと思います。

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局がつくった、心の

バリアフリーの動画でして、バリアフリーハンドブックの動画版という感じなのですが、今、2020 年

東京オリンピック・パラリンピックに向け、国も心のバリアフリーを進めていこうということで掲げて

います。割と最近つくられた動画のようで、私も初めて見かけたのですが、２分、２分、30 秒ぐらい

の３本を見ますので、おつき合いください。

（動画視聴）

この前半の２本のこころのバリアフリーの動画については、国も修正しなければ、このまま使って構

わないとうたっているので、皆さんも、ぜひのぞいてみてください。例えば２分の動画で、こんなとき

どうするというのが６本あります。その前に 10 分間のメッセージ動画があるので、本当に私たちがつ

くっている冊子の動画版かなというものなので、事業所の皆さんなど、機会があったら研修会などで使

ってみたらいいかなとも思いましたので、ご紹介させていただきました。

港区の動画は簡潔に短い時間で障がい者差別解消法の大事なところを伝えている動画で、こういうふ

うに自治体さんでも、冊子、リーフレットとかの方法以外にも、動画をつくっているところがあるのだ

なと思ったところです。

こんなふうに浦安市でも、今年は頑張って動画、場合によっては皆さんのご協力を得なくてはいけな

いところもあるかもしれないのですが、つくっていこうと思っています。

こういったところで啓発の予定、映像・動画をつくっていこうという話をさせていただきました。
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以上になります。

リーダー：ただいまのご説明に対しまして、ご質問ございますか。

浦安市聴覚障害者協会、お願いいたします。

浦安市聴覚障害者協会：今、動画を見せていただいたのですが、この動画は市民全員が見るためにつくってい

るのですよね。

もし、聴覚障がい者がいた場合、今の動画ではわからない部分が多かったです。ぜひとも、全部に字

幕をつけていただけたらと思っております。

リーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：はい。いろんな方が見ることを想定して、できる限りの配慮した動画はつくっていきたいと思ってい

ます。

リーダー：浦安市聴覚障害者協会、よろしいでしょうか。

浦安市聴覚障害者協会：では、字幕はつくと考えてよろしいでしょうか。

事務局：考えて大丈夫です。

浦安市聴覚障害者協会：よろしくお願いいたします。

リーダー：ほかに、ご質問ございますか。ご意見など、ございますでしょうか。

今の動画など見て、何かありましたら。特に、ないでしょうか。

それでは、続いて、議題３ワークショップ「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」の活用につ

いて、入ります。

席の移動などございますので、５分ほど休憩を挟みます。皆様、協力、よろしくお願いいたします。

なお、議題３以降、非公開となりますので、傍聴している方いらっしゃらないですね。

これから席の移動など行います。

事務局：５分ほど休憩を入れますので、休憩しつつ、移動をお願いします。



平成 30 年７月 20 日（金）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階 S２・３会議室

浦安市自立支援協議会権利擁護部会（平成 30 年度第２回）次第

１．開会

２．議題

（１）平成 30 年度浦安市障がい者差別解消推進計画について

（２）平成 30 年度啓発活動予定について

【非公開】

（３）グループワーク

～「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」の活用について～

（４）その他

３．閉会



議題１資料１

1

浦安市障がい者差別解消推進計画（平成29 年度）

取組状況の報告

平成30年５月30日

福祉部 障がい事業課

はじめに

浦安市障がい者差別解消推進計画（以下「本計画」という。）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た「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８条に基づき、

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に、市長が策

定する計画であり、平成28年6月1日に策定しました。

このたび、条例第９条に基づき、平成29年度の障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた取

り組み状況について報告します。

【参考】取組状況の報告

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。
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2

１ 障がいのある人に対する理解を広げる取組

目標：障がいを理由とする差別の解消を推進するために、市の職員、市民、事業者に対して、

障がいのある人に対する理解を深めるための、周知啓発を図る。

＜取組の方向性＞

①広報紙等による理解の促進

広報紙やパンフレット、「こころのバリアフリーハンドブック」などを通じて、障がいと障

がいのある人に対する理解と関心を深める。

②理解と協力の呼びかけ

市内の公共的機関・施設や事業所等に対し、条例や障害者差別解消法等の内容などの周知を

図り、障がいと障がいのある人に対する理解とバリアフリーのまちづくりに対する一層の協

力を求める。

ＣＡＴＶ、タウン誌、民間企業等に障がい者福祉等に関する情報を提供し、啓発活動に対す

る参加と協力を呼びかける。

③啓発活動の推進

福祉関係の講座の開催や、講師の派遣を行うとともに、地域相談員や障がい者関係団体など

と連携し、啓発活動を推進する。

④職員対応要領の周知と研修機会の充実

障がいを理由とする差別の解消の推進に関して、職員が適切に対応することができるよう、

条例第10条に基づき市長部局、教育委員会、消防本部で策定した職員対応要領を職員に周知

する。市の職員等に対する研修機会を充実し共生社会の理念や合理的配慮への取り組みなど、

障がいと障がいのある人に対する理解を深める。
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＜平成29年度 取組内容＞

■障がい者福祉推進事業

障がいと障がいのある人に対する理解と関心を深めるために、小中高校生、一般市民等に向け

た講演会や啓発イベントを実施し、啓発用の冊子「こころのバリアフリーハンドブック」を配布

する。

取組内容詳細
目標

（平成29年度）

平成29年度

取組状況
成果・課題等

社会福祉協議会やボランテ

ィア団体と連携し、市内小学

校４年生の福祉教室で「こ

ころのバリアフリーハンド

ブック」を配布し、周知啓発

を行う。

17校

2,000部配布

17校

1,805部配布

市内の全小学校に配布を

することができた。

引き続き、市内全小学校へ

の配布を継続し周知啓発

に努める。

障がいと障がいのある人へ

の理解を深めるために、11

月11日（土）に駅前会場で

イベント「第３回 障がいの

ある人もない人も！ともに

かがやくまち うらやす」を

開催する。

・参加者 ステ

ージ15団体、

出店20団体

・啓発企画（ク

イズラリー等）

500名参加

・差別解消法・

条例の周知チラ

シ 6,500部

配布

11月11日（土）に

新浦安駅前広場でイ

ベントを実施

参加者

・ステージ 10団体

・出店 18団体

・クイズラリー

286名参加

・条例周知チラシ

5,918部配布

障がいのある人もない人

もともに参加できるイベ

ントで交流が深まった。ま

た、チラシやクイズラリー

を通じて条例の周知を図

ることができた。

また、新たな試みとして、

白杖・車いす・片麻痺の体

験コーナーの創設と、イエ

ローリボンカードへ“やさ

しいまち”を目指してメッ

セージを記入してもらう

企画を行い、新たな視点で

障がいのある方を理解し

ていただく機会となった。

引き続き、内容に工夫を凝

らし、周知啓発活動をおこ

なっていく。
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■研修・啓発

市民、事業者等に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修や講演会等を開催

する。市職員（行政・消防・教育委員会）に対して、障がいを理由とする差別の解消について研

修を実施する。

取組内容詳細
目標

（平成29年度）

平成29年度

取組状況
成果・課題等

市民や事業者等に対して、障

がいのある人への理解を深

めるための講演会を開催す

る。

４回

320名参加

５回（スキルアップ研

修は基礎講座を1回と

カウントし、延人数と

する）

444名参加

福祉施策から具体的な支

援の方法まで幅広いテー

マで講演会を実施するこ

とができた。

しかしながら参加される

顔ぶれや、人数に偏りが

生じていることもあり、

テーマ設定等を市民ニー

ズに沿った内容を企画し

ていきたい。

事業者に対して、障がいのあ

る人に対する理解を深める

ための研修会を開催する。

2回

200名参加

２回（スキルアップ研

修は中級講座と評価セ

ミナーで１回とカウン

トし、延人数とする）

121名参加

自閉症支援者スキルアッ

プ講座を中心に、事業者

職員のスキルアップを目

指して研修会を行った。

引き続き、事業者職員の

スキルアップや資質向上

を目指した研修会を実施

していく。

市職員（市長部局等・消防・

教育委員会）やその他の行政

職員に対して、法律や職員対

応要領に基づき障がいを理

由とする差別の解消につい

て研修を実施する。

5回

300名参加

４回

229名参加

障がいを理由とする差別

の解消にあたり、積極的

な主体となる市職員に対

し、障がいのある人への

理解を深めるために研修

会を実施した。

引き続き、内容に工夫を

凝らし、市職員の意識の

向上を図りたい。
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２ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

目標：障がいのある人及びその家族等関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に

的確に応じ、紛争の防止また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。

＜取組の方向性＞

①相談窓口の充実

障がい者虐待の通報・届出、障がいを理由とする差別・配慮の問題等についての相談を一体

的に受付け、迅速な事実確認や差別をしたとされる相手方との調整支援等、必要に応じた支援

体制の整備と障がいのある人の保護を行う「障がい者権利擁護センター」の充実を図る。

②障がいを理由とする差別の解消ネットワークの強化

協議会や実務者会議を中心に、関係機関の連携を図り支援体制の強化と情報共有等を行い、

障がい者虐待の防止や障がいを理由とする差別を解消するための具体的な施策や養護者に対

する支援施策等を推進する。

③広域専門指導員・地域相談員との連携強化

相談体制の整備の一環として、差別や配慮についての相談実績が豊富にある千葉県「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」に基づく相談員の広域専門指導員と地

域相談員（浦安市８名）等との連携を強化する。

＜平成29年度 取組内容＞

■障がい者権利擁護センター

障がいを理由とする差別と障がい者虐待についての通報・届出・相談を一体的に受付ける窓口

として、障がい事業課内に障がい者権利擁護センター（以下「センター」）を設置し、相談員（ソ

ーシャルワーカー）を配置し相談を受け付ける。

取組内容詳細
目標

（平成29年度）

平成29年度

取組状況
成果・課題等

条例及びセンターを周知す

るためのリーフレットを設

置及び配布する。

1,000部配布 約560部配布 各種イベントや研修会等

でリーフレットを配布

し、センターの周知を図

ることができた。

新規手帳所持者（転入者を含

む）へリーフレットを配布す

る。

200部配布 約1,500部配布 障がい福祉課での新規手

帳所持者（転入者を含む）

をはじめとし、ガイドブ

ックの配布時に合わせて

リーフレットの配布を行

った。
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障がい者権利擁護協議会・実務者会議■浦安市高齢者・

高齢者・障がい者に対する虐待防止、障がいを理由とする差別の解消について協議し、関係機

関による支援体制の強化と情報共有等を行う。

取組内容詳細
目標

（平成29年度）

平成29年度

取組状況
成果・課題等

協議会、実務者会議を開催す

る。

各３回実施 協議会 ３回実施

実務者会議 ３回実施

（うち１回は職員向け

の研修会を実施）

３回の協議会をとおし

て、高齢者・障がい者に

対する虐待防止、障がい

者差別の解消について、

関係機関で情報共有を

図り、実務に還元するこ

とができた。

実務者会議では実務レ

ベルの連携を図るべく、

事例をもとに意見交換

を行い、横の繋がりを強

化することができた。
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■千葉県との連携

千葉県及び広域専門指導員、地域相談員と連携を強化し、相談事例の蓄積・共有を図ることで、

相談支援体制の整備を図る。

取組内容詳細
目標

（平成29年度）

平成29年度

取組状況
成果・課題等

千葉県が設置する「千葉県障

害者差別解消支援地域協議

会」へ委員として参加する。

３回参加 障がい事業課長が委員

として３回参加

県地域協議会へ委員と

して参加することで、千

葉県の取り組み状況を

把握するとともに、浦安

市の取り組み状況等の

発信の機会を得ること

ができ、連携を図ること

ができた。

広域専門指導員と連携し、地

域相談員とセンター相談員

との合同研修会を開催する。

また、広域専門指導員と地域

相談員は必要に応じて協議

会に参加する。

合同研修会

１回実施

合同研修会

3月7日（水）実施

広域専門指導員 協議

会3回参加

広域専門指導員、センタ

ー相談員、地域相談員と

の顔の見える関係性を

構築することができた。

引き続き、より充実した

内容で研修を実施して

いく。

さらに、広域専門指導員

とは、協議会への参加を

とおして情報共有が丁

寧にできたことで、支援

体制の強化につながっ

た。
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浦安市障がい者差別解消推進計画（平成30 年度～平成32 年度）

平成30年5月30日

福祉部 障がい事業課

Ⅰ 総論

浦安市障がい者差別解消推進計画（以下「本計画」という。）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た「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８条に基づき、

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に、市長が策

定する計画である。

１ 計画期間

「浦安市障がい者福祉計画」（３年ごとに見直し）の策定に合わせた計画期間とし、様々な状況

の変化により見直しの必要が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行うものとする。

２ 障がいを理由とする差別の解消を推進するための体制整備等

本市では、市をはじめ、市民、事業者と市全体で障がいを理由とする差別の解消を推進するため、

条例第13条に基づき「浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会」（以下「協議会」）を設置し、本

計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・目標の達成状況の点検・評価等について協議

を行うものとする。

３ 障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた目標及び取組内容

条例第４条並びに条例第５条に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策の実

施にあたり、目標を設定し、目標の達成に向け取組を実施する。

なお、目標の設定にあたっては、条例第３条の基本理念に基づくことを基本とする。

≪基本理念≫

１ 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。
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Ⅱ 目標及び取組内容

１ 障がいの特性と障がいのある人への理解を広げる取組

目標：市の職員、市民、事業者に対する啓発活動を通じて、障がいの特性と障がいのある人へ

の理解を深めてもらい、障がいを理由とする差別の解消を推進する。

＜取組の方向性＞

①広報紙等による理解の促進

広報紙やパンフレット、「こころのバリアフリーハンドブック」などを通じて、障がいの特

性と障がいのある人への理解と関心を深める。

②理解と協力の呼びかけ

各種イベントや広報誌等を通して、障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を深める

ための情報の提供を行う。

③啓発活動の推進

小学生等に対する「こころのバリアフリーハンドブック」の配布を促進するとともに、さま

ざまな障がいの体験などを通して、障がいの特性や障がいのある人への理解を広げる啓発事

業を推進する。

また、各種講座や講師派遣等を通して、障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を深

めるための情報の提供を行う。

④職員の研修機会の充実

障がいを理由とする差別の解消の推進に関して、職員が適切に対応することができるよう、

条例第10条に基づき市長部局、教育委員会、消防本部で策定した職員対応要領を職員に周知

する。

また、新規採用職員並びに新たに監督者となった職員への研修を必須とするとともに、多く

の職員へ障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を深めるための機会として研修への

参加を呼びかける。
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＜平成30年度 取組内容＞

◆広報紙等による理解の促進

障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深めるための啓発用の冊子「こころのバ

リアフリーハンドブック」は、これまで市内小学校の福祉体験教室等の機会や社会福祉協議

会や協働推進課のボランティア説明会等の機会を中心に配布してきた。こうした既存の取組

は引き続き実施しつつ、子供からお年寄りまで、多くの方に活用いただける啓発冊子として、

より効果的な活用方法を検討していく。

また、12月３日～９日は「障害者週間」であり、例年広報うらやす12月１日号では、

広く市民に障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深めていただけるような紙面

を提供していることから、今後もより効果的な紙面づくりを行う。

★１ 自立支援協議会や事業者及び関係団体へのアンケート調査の実施等を通じて、「こころ

のバリアフリーハンドブック」のより効果的な活用方法の検討を行う。

★２ 自立支援協議会・権利擁護部会を通じて、より効果的な12月１日号の広報紙面を検討

する。

◆啓発活動の推進

広く市民に障がいの特性と障がいのある人への理解と関心を深めてもらうため、また条例

の周知を目的に、平成27年度より毎年新浦安駅前広場でイベントを実施している。障がい

のある人もない人もともに楽しみ交流する場としての意義もあり、引き続き目的達成のため

に工夫を凝らしてイベントを実施する。

また、市民及び事業者、企業等に対して、障がいの特性と障がいのある人への理解と関心

を深めてもらうための研修や講演会等を実施する。企画に際しては対象と狙いを明確にし、

ニーズに応えられるような内容を検討する。

★１ 「第４回 障がいのある人もない人も！ともにかがやくまち うらやす」を開催する。

★２ 市民向けの啓発を目的とした研修・講演会を実施する。

★３ 事業者向けの啓発を目的とした研修・講演会等を実施する。

★４ ニーズに応じて、講師派遣を実施する。

◆職員の研修機会の充実

合理的配慮の提供が義務付けられている市職員等（市長部局等・消防・教育委員会）に対

しては、より一層の自覚を促し、職員対応要領を遵守してもらうために、研修機会の充実を

図る。
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★１ 職員対応要領に基づき、新規採用職員及び新たに監督者となった職員への研修を実施

する。

★２ 消防職員及び教職員へ向けた研修を実施する。

★３ 一般職員へ向けた研修を実施する。
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２ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

目標：障がいのある人及びその家族等関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に

的確に応じることができる体制を整備し、紛争を防止し課題の解決を図る。

＜取組の方向性＞

①障がい者権利擁護センター事業の充実

条例に基づき、障がい者虐待と障がいを理由とする差別について一体的な解決を図る相談窓

口として「障がい者権利擁護センター」を設置・運営し、迅速かつ適切な対応を行う。

また、広く市民や事業者に「障がい者権利擁護センター」を周知し、障がい者虐待の防止や

障がいを理由とする差別の解消に努める。

②権利擁護推進のためのネットワークの強化

協議会や実務者会議を中心に、関係機関での連携を図り横断的・協力的なネットワークを

構築する。

また、障がいを理由とする差別についての対応実績が豊富にある、「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」に基づく相談員である広域専門指導員と地域相談員と

の連携を強化する。

③行政サ－ビスにおける配慮の推進

国の基本指針や千葉県の「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」をもとに、

窓口等における配慮を充実する。

また、職員対応要領に基づき、市主催の会議、講座、催し等において、障がいの特性に配慮

した合理的配慮の提供を推進する。

④合理的配慮の提供の推進

行政や事業者等が連携を図り、障がいのある人が、自分に合った支援を受けられるよう、合

理的配慮の提供を推進する。
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＜平成30年度 取組内容＞

◆障がい者権利擁護センター事業の充実

条例に基づき、障がい者虐待と障がいを理由とする差別について一体的な解決を図る相談

窓口として、障がい事業課内に「障がい者権利擁護センター（以下「センター」）」を設置し、

相談員（ソーシャルワーカー）を配置し相談を受け付ける。

平成28年10月に障がいのある方を対象として実施した「障がい福祉に関するアンケー

ト調査」では、条例の認知率24.9％、センターの認知率が15.1％であったことから、条

例及びセンターの認知度を向上させる必要がある。

★１ 条例及びセンターの認知度を向上させるためのＵモニ（浦安市インターネット市政モ

ニター制度）を利用した検証の実施する。

★２ 新規手帳所持者（転入者を含む）へのセンター案内リーフレットの配布を行う。

◆権利擁護推進のためのネットワークの強化

障がい者虐待と障がいを理由とする差別について適切な対応・解決を図るには関係機関同

士の連携は欠かせない。協議会や実務者会議を通じて、関係機関による支援体制の強化と情

報共有等を行い、権利擁護推進のためのネットワークを強化を図る。

また、千葉県及び広域専門指導員、地域相談員と連携を図り、相談事例の蓄積・共有を行

うことで、相談支援体制の強化を図る。

★１ 協議会、実務者会議を実施する。

★２ 広域専門指導員と連携し、地域相談員とセンター相談員との合同研修会を開催する。

行政サ－ビスにおける配慮の推進◆

障害者差別解消法及び条例施行２年間で蓄積された行政サービスにおける合理的配慮に

関する相談事例を参考に、合理手配慮の提供の推進が図られるよう、市職員へ具体的な対応

例示や必要な情報提供等を行う。

★１ 市職員等向け研修内で、具体的な配慮方法に関する情報を提供する。

★２ 全庁的な合理的配慮の提供に関する事例収集を行い、可能な限り事例を共有できる仕

組みを構築する。

◆合理的配慮の提供の推進

★１ 合理的配慮の提供の推進するための先進的な取り組み事例を研究し、自立支援協議

会・権利擁護部会や協議会で共有し、本市の今後の取り組みの参考とする。
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Ⅲ 参考資料

○平成28年10月実施「障がい福祉に関するアンケート調査」結果より

（5,163人配布 2,459人回答 回答率47.6％）

Ⅰ 法律及び条令などの認知度

問１ あなたは、障害者差別解消法について知っていますか。（１つに○）

【区分別】

％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら
ない

まったく知らない

無回答

N = 2,458

全体

10.8％

（266人）

26.8％

（659人）

50.6％

（1,243人）

11.8％

（290人）

0 20 40 60

％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

難病 その他福祉サービス受給者

N = 309 N = 79

7.4％

（23人）

21.4％

（66人）

55.3％

（171人）

15.9％

（49人）

0 20 40 60 80

7.6％

（6人）

34.2％

（27人）

51.9％

（41人）

6.3％

（5人）

0 20 40 60 80

％ ％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

11.1％

（163人）

26.1％

（382人）

50.3％

（736人）

12.5％

（183人）

0 20 40 60 80

16.4％

（49人）

33.8％

（101人）

40.5％

（121人）

9.4％

（28人）

0 20 40 60 80

8.1％

（25人）

27.0％

（83人）

56.7％

（174人）

8.1％

（25人）

0 20 40 60 80
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問２ 浦安市では、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やさしい社会の実現に向け、「障がいを理由と

する差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。

あなたは、この条例について知っていますか。（１つに○）

【区分別】

％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら
ない

まったく知らない

無回答

N = 2,458

全体

7.9％

（193人）

17.0％

（418人）

63.6％

（1,564人）

11.5％

（283人）

0 20 40 60 80

％ ％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

8.5％

（125人）

17.3％

（253人）

62.2％

（911人）

12.0％

（175人）

0 20 40 60 80 100

11.7％

（35人）

24.1％

（72人）

54.8％

（164人）

9.4％

（28人）

0 20 40 60 80 100

3.9％

（12人）

10.1％

（31人）

77.5％

（238人）

8.5％

（26人）

0 20 40 60 80 100

％ ％

内容を知っている

名前は知っているが内容は知ら

ない

まったく知らない

無回答

N = 309 N = 79

難病 その他福祉サービス受給者

5.2％

（16人）

14.9％

（46人）

64.4％

（199人）

15.5％

（48人）

0 20 40 60 80 100

6.3％

（5人）

20.3％

（16人）

65.8％

（52人）

7.6％

（6人）

0 20 40 60 80 100
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問３ 浦安市では、障がい者虐待や障がいを理由とする差別に関する相談や通報を受ける

ため「障がい者権利擁護センター」を設置しました。

あなたは、「障がい者権利擁護センター」について知っていたり、利用したことがあり

ますか。（１つに○）

【区分別】

％

知っているが、利用したことはな
い

利用したことがある

まったく知らない

無回答

N = 2,458

全体

14.4％

（355人）

0.7％

（16人）

73.6％

（1,808人）

11.4％

（279人）

0 20 40 60 80

％ ％ ％

知っているが、利用したことはな

い

利用したことがある

まったく知らない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

15.4％

（226人）

0.5％

（8人）

72.1％

（1,055人）

12.0％

（175人）

0 20 40 60 80 100

21.4％

（64人）

1.3％

（4人）

68.2％

（204人）

9.0％

（27人）

0 20 40 60 80 100

8.8％

（27人）

0.7％

（2人）

82.4％

（253人）

8.1％

（25人）

0 20 40 60 80 100

％ ％

知っているが、利用したことはな

い

利用したことがある

まったく知らない

無回答

N = 309 N = 79

難病 その他福祉サービス受給者

9.4％

（29人）

0.6％

（2人）

74.8％

（231人）

15.2％

（47人）

0 20 40 60 80 100

11.4％

（9人）

0.0％

（0人）

82.3％

（65人）

6.3％

（5人）

0 20 40 60 80 100
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Ⅱ 差別やいやな思いをした経験

問１ あなたは障がいがあるために差別を受けたり、いやな思いをしたことがありますか。

（１つに○）

【区分別】

4%

17%

37%

29%

13%

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

4%

14%

38%
29%

15%

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

平成28年10月 平成25年11月

％ ％

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

難病 その他福祉サービス受給者

N = 309 N = 79

0.0％

（0人）

6.8％

（21人）

26.5％

（82人）

47.2％

（146人）

19.4％

（60人）

0 20 40 60

7.6％

（6人）

17.7％

（14人）

44.3％

（35人）

19.0％

（15人）

11.4％

（9人）

0 20 40 60

％ ％ ％

よくある

時々ある

ほとんどない

まったくない

無回答

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

2.4％

（35人）

13.7％

（200人）

39.1％

（572人）

31.6％

（462人）

13.3％

（195人）

0 20 40 60

6.0％

（18人）

30.4％

（91人）

38.8％

（116人）

11.4％

（34人）

13.4％

（40人）

0 20 40 60

12.1％

（37人）

26.7％

（82人）

33.2％

（102人）

18.6％

（57人）

9.4％

（29人）

0 20 40 60

平成 25 年度アンケートでも同一の質問で

調査をしているため、比較をしています。
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【よくある、時々あると回答した方の障がい種別ごとの割合】

Ⅲ 障がいへの理解を深めるために

問１ 障がいのある人への市民の理解を深めるためには、何が必要だと考えますか。

（主なもの３つに○）

19.2

7.8

39.8

34.9

13.8

0 20 40 60

その他

難病

知的障がい

精神障がい

身体障がい

25.3

6.8

36.4

38.8

16.1

0 10 20 30 40 50

その他

難病

知的障がい

精神障がい

身体障がい

平成28年10月 平成25年 11月

％

学校での福祉人権教育を充実す
る

障がいのある人もない人も共に参
加するイベントを開催する

障がいに関する講演会や学習会
などを開催する

企業が積極的に福祉活動にに携
わる

マスコミを通じて障がいのある人の

生活をもっとよく知ってもらう

市の広報紙等で障がいや障がいの

ある人への理解を呼びかける

障がいのある人が積極的に社会
に進出する

わからない

その他

理解を深める必要はない

N = 2,458

全体

37.1％

（913人）

21.2％

（520人）

12.9％

（316人）

23.2％

（571人）

20.7％

（509人）

17.2％

（423人）

23.5％

（578人）

12.3％

（303人）

3.4％

（84人）

1.2％

（30人）

0 20 40

平成 25 年度アンケートでも同一の質問で

調査をしているため、比較をしています。
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【区分別】

％ ％ ％

学校での福祉人権教育を充実

する

障がいのある人もない人も共に

参加するイベントを開催する

障がいに関する講演会や学習

会などを開催する

企業が積極的に福祉活動にに

携わる

マスコミを通じて障がいのある人の

生活をもっとよく知ってもらう

市の広報紙等で障がいや障がい

のある人への理解を呼びかける

障がいのある人が積極的に社

会に進出する

わからない

その他

理解を深める必要はない

身体障がい 知的障がい 精神障がい

N = 1,464 N = 299 N = 307

35.2％

（516人）

20.0％

（293人）

11.7％

（171人）

20.7％

（303人）

19.5％

（286人）

19.5％

（286人）

22.5％

（330人）

12.8％

（187人）

3.3％

（49人）

1.3％

（19人）

0 20 40 60 80

43.5％

（130人）

25.8％

（77人）

11.4％

（34人）

24.7％

（74人）

22.7％

（68人）

14.7％

（44人）

26.8％

（80人）

10.0％

（30人）

2.0％

（6人）

1.7％

（5人）

0 20 40 60 80

27.0％

（83人）

15.3％

（47人）

17.3％

（53人）

27.4％

（84人）

23.5％

（72人）

13.7％

（42人）

23.8％

（73人）

13.7％

（42人）

7.2％

（22人）

1.6％

（5人）

0 20 40 60 80

％ ％

学校での福祉人権教育を充実

する

障がいのある人もない人も共に

参加するイベントを開催する

障がいに関する講演会や学習

会などを開催する

企業が積極的に福祉活動にに

携わる

マスコミを通じて障がいのある人の

生活をもっとよく知ってもらう

市の広報紙等で障がいや障がい

のある人への理解を呼びかける

障がいのある人が積極的に社

会に進出する

わからない

その他

理解を深める必要はない

難病 その他福祉サービス受給者

N = 309 N = 79

42.4％

（131人）

24.9％

（77人）

12.6％

（39人）

29.1％

（90人）

21.0％

（65人）

12.9％

（40人）

23.6％

（73人）

12.3％

（38人）

1.3％

（4人）

0.3％

（1人）

0 20 40 60 80

67.1％

（53人）

32.9％

（26人）

24.1％

（19人）

25.3％

（20人）

22.8％

（18人）

13.9％

（11人）

27.8％

（22人）

7.6％

（6人）

3.8％

（3人）

0.0％

（0人）

0 20 40 60 80
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Ⅳ 自由意見（一部抜粋）

（身体障がい）

・市役所等で障がい者の働ける場所を増やしてほしい。私は見た目は健常者だが透析しているだけで

仕事を断られたりしてしまう。

・内部障がいの場合、外観では障がいがわからないので、電車、車でも特別な扱いがないのでつらい

時が多い。

（知的障がい）

・学習障がいのほかに「てんかん」の病気があり「てんかん」も発作がおきないかぎり普通に生活で

きるけど、いつ発作がおきるのか自分では不安で、発作が起きた時の行動に対して、変な目で見たり、

変な事を言ったりしないでほしい。てんかんのことをいろんな人達にわかってもらいたい。

・障がい者の差別に関する条例についての言葉が難しすぎて理解が出来ない。

・目に見えない障がいがなかなか理解してもらえず残念。

（精神障がい）

・合理的配慮をしてもらえないとみんなと同じように過ごすことができない。ぼくは公立の普通高校

へ進学したい。ぼくはその後、普通の会社（一般企業）へ就職したい。

・私からコミュニケーションをとる（積極的に人と話す）のは難しいと感じているので、困ったこと

を時々聞きに来てもらえるとありがたい。

（難病）

・見た目が普通に近い為、理解を得られることがなく、福祉的就労の場がたくさんあれば働きたい。
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○うらやすこころのバリアフリーハンドブック配布状況

平成24年度 約2,800部

平成25年度 約1,400部

平成26年度 約3,900部

平成27年度 約2,865部

平成28年度 約3,478部

平成29年度 約3,150部

＜平成29年度の主な内訳＞

市立小学校等17校（主に４年生） 1,805部

新規採用職員研修 43部

市民活動センター夏休みボランティアガイダンス 200部

ボランティアセンター夏休みボランティアオリエンテーション 100部

第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす 100部

市川圏域地域相談員研修 50部

順天堂看護学部地域福祉講義（社会福祉協議会による） 210部

職員向け研修会 62部

校長会議 60部

東京学館浦安高校1年福祉体験教室 430部

その他講演会等 約90部

○研修・講演会・講師派遣等実施状況

平成29年度

日にち タイトル 講師

H29.4.11 新規採用職員研修「障がいのある人の理解

について」

（一社）こども未来共生会 中島 展

氏

H29.５.２ 事業所への出前研修「障がい者支援につい

て」
障がい事業課職員

H29.7.18 自閉症支援者スキルアップ研修（基礎）
自閉症eサービス＠京都・滋賀

中山 清司氏

岩井 栄一郎氏

中村 公昭氏

譲田 和芳氏

松尾 浩久氏

前野 篤史氏

H29.8.18

H29.9.8

H29.9.29

H29.10.23 自閉症支援者スキルアップ研修（中級）

H29.11.20

H29.12.25

H30.1.22
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H30.3.2 自閉症支援者スキルアップ研修（評価セミ

ナー）

H29.9.28 第１回自立支援協議会合同部会

「成年後見制度の基礎知識～１人ひとりを

大切に」

弁護士 佐久間 水月氏

H30.2.8 第２回自立支援協議会合同部会

「これからの障害者支援 人口減少時代の

福祉の役割」

毎日新聞社 野澤 和弘氏

H29.11.8 発達支援講演会「こどものこころとからだ

を守るために知っておきたい性教育〜特別

な支援が必要なこどもたち編〜」 

川口助産所 川口 眞理子氏

H29.11.5 市民後見人養成講座「障害者虐待防止法に

ついて」
障がい事業課職員

H29.11.30 ・職員向け研修会「高齢者・障がい者の権

利擁護～がじゅまるの実践から～」

・知的障がいの体験型研修

・中核地域生活支援センターがじゅま

る 朝比奈 ミカ氏、宮本 正栄氏

・市川手をつなぐ親の会キャラバン隊

『空』

H30.1.23 松戸市職員研修「浦安市の障がい者差別解

消の取り組み」
障がい事業課職員

H30.1.26 職員向け研修会（こども発達センター）「障

害者虐待防止法について」
障がい事業課職員

H30.3.1 消防職員向け研修会「発達に障がいのある

人とのコミュニケーション～知的・発達障

がいの正しい見立てと行動の背景を知る

～」

（一社）こども未来共生会 中島 展

氏

H30.3.22 障がい者虐待防止講演会・障がい者就労支

援ネットワーク特別講演会「やさしいまち

うらやすを目指めざして わたしたち一人

ひとりにできることを考える～障害者虐待

防止＆差別解消と地域のユニバーサルデザ

イン」

白梅学園大学 堀江 まゆみ氏
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○周知啓発イベント実施状況

平成29年度 「第３回 障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」

日時 平成29年11月11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

出演／出店団体数 出演10／出店18

チラシ配布数 5,918部

啓発グッズ配布数メモ帳 351冊

クイズラリー参加者数 286人

イエローリボンカード記入者数 224人

体験ブース参加者数 42人

障がい福祉サービス事業所売上額 320,170円



浦安市障がい者福祉計画に基づく市が行うべき啓発活動のイメージ図 議題２資料１

ボランティアの育成・団体支援

≪狙い≫障がいのある人を支える地域の担い手を育成

する

・事業の後援

・通学支援ボランティアの育成

体験の機会
≪狙い≫ 障がいの特性や障がいのある方への

理解と関心を深める

・福祉体験教室（白杖・車椅子）

／ボランティアグループあいあい

・片麻痺体験／身障センター

・聞こえない体験／？？？

・知的、発達障がい体験／キャラバン隊「空」

啓発イベント
≪狙い≫

Ⅰ 障がいの特性や障がいのある方への理解と

関心を深める

Ⅱ 条例を周知する

Ⅲ 障がいのある人とない人の交流を促す

・「障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」

＠新浦安駅前広

研修／講演会／講師派遣等

職員（公的機関職員）向け
≪狙い≫

Ⅰ 障がいの特性や障がいのある方への理解と関心を

深める

Ⅱ 職員対応要領の周知徹底／積極的に合理的配慮を提

供する主体としての自覚を促す

・新規採用職員研修（対応要領により必須）

・新たに監督者となった職員向け研修（対応要領により必須）

・消防職員向け研修 ・教職員向け研修

・一般職員向け研修 ・警察署員向け研修（講師派遣）

事業者・企業向け

≪狙い≫

Ⅰ 障がいの特性や障がいのある方へ

の理解と関心を深める

Ⅱ 権利侵害が起きない環境づくりのた

めの支援者のスキルアップ・モラル向上

・啓発講演会

・虐待防止、差別解消研修

・自閉症支援者スキルアップ研修

市民向け
≪狙い≫

Ⅰ 障がいの特性や障がいの

ある方への理解と関心を深める

Ⅱ 権利侵害が起きない環境づ

くりのための予備知識の普及啓

発

・啓発講演会、発達支援講演会

・虐待防止、差別解消研修

障がい者差別解消推進条例 手話言語条例

市が作成している広報誌・リーフレット等
≪狙い≫

Ⅰ 障がいの特性や障がいのある方への理解と関心を深める

Ⅱ 各種事業、制度、事業所を知る

Ⅲ 途切れない支援を受ける

・12/1号「障害者週間」紙面 ・バリアフリーハンドブック

・障がい者権利擁護センターリーフレット ・障がい福祉ガイドブック

・サポートファイル ・ハンドメイドブック

バリアフリーハンドブックの活用
＝障がいの特性や障がいのある人

への理解と関心を深めるための

ツール！
≪狙い≫誰にでもわかりやすい啓発冊子として、”オール

浦安”のツールとしての活用が求められている

・市内全小学校への配布

・ボランティア説明会での配布（社協・協働推進課）

・市内公共施設への設置

・各種イベントや講演会等での設置、配布

課題

より効果的な活用方

法は？？



平成30年度 障がい事業課 啓発計画 議題２資料２

形式 実施日 内容 目的 講師 対象 実績

研修会 H30.4.10 新規採用職員研修 理解促進・差別解消
（一社）こども未来共生会
中島 展

職員 45

研修会 H30.5.24 浦安警察署員向け研修 理解促進・権利擁護
（一社）こども未来共生会
中島 展

警察 50

イベント H30.11.4
第４回障がいのある人もない人も！かがやくまち う
らやす

条例周知・理解促進・交
流

市民・企業・事業
者

研修会 H31.2.5 教職員２・３年目研修 理解促進・権利擁護 未定 教職員

研修会 未定 新規監督者向け研修 理解促進・差別解消 未定 職員

研修会 未定 職員向け研修 理解促進・差別解消 未定 職員

研修会 未定 消防職員向け研修 理解促進・権利擁護 未定 職員

研修会 未定 自閉症支援者養成研修（2時間×5回程実施予定） スキルアップ （福）佑啓会 事業者

冊子 随時 うらやすこころのバリアフリーハンドブックの活用 理解促進
市民
(市内全小学4・5年
生含む）

広報 8月15日号
ヘルプマークの作成と障がい者に関連するマーク
（サイン）の周知

理解促進 市民

広報 8月15日号 音声パソコン及び講習会についての周知 理解促進 市民

広報 11月1日号
「第4回障がいのある人もない人も！かがやくまち う
らやす」周知・理解啓発のための映像周知

理解促進 市民

広報 12月1日号
障害者週間に基づく効果的な紙面づくりによる情報
提供

理解促進 市民

映像 随時
理解啓発のための映像制作（上半期中）

→庁内各課や企業主催のイベント時の活用を促
す

理解促進
市民・企業・事業
者


