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平成30年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成31年２月１日（金） 午後１時30分～午後３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）

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、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、

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

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

千葉県弁護士会京葉支部、株式会社オリエンタルランド

４．議題

（１）「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」実施報告

（２）障がい者週間に係る啓発の実施報告

（３）成年後見制度の利用促進について

（４）浦安市障がい者福祉計画 平成29年度の実績報告

（５）平成31年度以降の権利擁護部会について

（６）その他

５．資料

（１）議題２資料 障がい者週間に係る啓発の実施報告

（２）議題２資料別紙 ヘルプツリー・メッセージ集

（３）議題４資料１ 平成30～32年度障がい者福祉計画（抜粋）
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（４）議題４資料２ 障がい者福祉計画（平成29年度）実績

平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

（５）議題５資料 平成29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧

（６）当日資料 広報うらやす Ｎｏ．1111 12月１日号
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６.議事

事務局：ただいまより、平成30年度第４回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いたします。

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：それでは、議事進行を務めさせていただきます。

初めに、議題（１）「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」について、事務

局から説明をお願いします。

事務局：正面のパワーポイントを使って説明します。

「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」は、11月４日に行われました。権利

擁護部会、間があきましたが、今回が直後となりますので、皆様に報告いたします。

例年と同じく10時から15時という時間で、新浦安駅前広場で行いました。参加事業所数は18団体。括

弧の中の数字は昨年度の実績になります。昨年度、17団体なので、１団体多く参加していただきました。

ステージは10団体の皆さんにご出演いただきました。チラシの配布数は6,567枚、昨年度が約6,000枚を

割っていますので、500枚ほど多く配りました。また、チラシの裏面を使ったクイズラリー、今年は手

話に関するクイズを出させていただいたんですが、437名の方に参加していただきました。また、この

後、写真でご紹介しますが、去年はイエローリボンカードで、黄色いツリーを皆さんにメッセージを書

いていただいたんですが、今年は元のヘルプマークの赤よりも淡くした、ピンクっぽい色でヘルプマー

クカードのツリーをつくりました。あと体験ブース、こちらは車椅子、白杖、片麻痺の体験ということ

で、介助ボランティアグループあいあいと身体障がい者福祉センターのご協力をいただいて、去年と引

き続き、同じように行いまして、50名参加がありました。

スライドは当日の様子です。左上、市長の挨拶で、この白いキャラクターは「やる気なし男」といい

ます。私も始まる前に確認をしたんですが、お餅からつくっているキャラクターということです。ＨＡ

ＮＳＡＭという障がいのある方を支援している団体がつくったキャラクターで、手話言語条例ができた

ということも今回のイベントで周知させてもらったんですが、応援で駆けつけてくれました。

左下は展示ブースで、市の行っている取り組みを紹介しています。右下は皆さんもご存じの災害時の

バンダナです。
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輝貌というよさこいのチームの踊りでスタートして、あと薬物の支援施設ダルクさんからも来てもら

っています。あとゴスペルのステージになります。

手話パフォーマーの高木里華さんに、手話を使ったパフォーマンスを行っていただきました。また、

目を覆っている写真は、ペットボトルを切り取って目に当てて、手づくりのものですが、これは市川手

をつなぐ親の会のキャラバン隊である空さんにご出演いただいて、知的障がいや発達障がいで、視野が

狭くなってしまう、広く物を見ることができず、狭い視野の中で物を探すという体験をしているんです

が、こうした、見た目にはわかりにくい障がいの方の体験というのを、会場の方にもお手伝いいただき

ながら実施しました。

こちらのスライドが、ヘルプマークツリーの様子です。ヘルプマークを知っていますかということと

あわせて、ヘルプマークのカードをつくり、コンセプトは昨年度と同じように、私たちにできること、

やさしいまち浦安になるために、お一人お一人に書いていただきました。

こちらは体験ブースです。片麻痺の体験、車椅子の体験、白杖の体験をしていただきました。今回、

50名の方の参加がありましたが、小学生が一番多くて、17名の参加でした。次に多かったのが40代の方、

これは親子なのかなと想像するんですが、13名の参加がありました。

それから各福祉サービス事業所さん等の出展のブースです。皆さん、お菓子、作品など、いろいろと

ご出展いただきました。

左上は千楽の小原さんによる演奏です。最後は例年、サンバで締めておりまして、その様子です。今

回、最後、３時前にぱらぱらと雨が降り出してしまいまして、イベントを開始して４年目になりますが、

雨は初めてだったんですが、寒くなって、ひけてはしまったものの、サンバで皆さん熱く盛り上がって

いただくことができました。

以上がイベントの様子になりますが、このイベントを新浦安の駅前で始めたきっかけは、平成28年４

月に施行された障害者差別解消法、そして、浦安では障がい者差別解消推進条例を施行するに当たって、

多くの市民の方に知っていただこう、知っていただきたいという目的で、来てくれるというよりも、皆

さんが通る場所でやりたいという思いがあり、新浦安駅前という場所を選んで、平成27年度から行って

います。

もともとは12月の障がい者週間に合わせて行いましたが、時期的に寒いかなということもあり、前倒

して１カ月早く、11月初旬で行うことが２回目から恒例になっております。

来年度についても、第５回ということで実施をする予定で、スケジュールも調整を始めているところ

ですが、開始から５年が経過するということで、差別解消法だったり、市の条例の普及という目的は、

この５年をめどに一区切りさせていただくところで考えてもおります。ですので、2020年度以降の開催、

つまり第６回については、市が主催という方法をとるのか、皆さんとのご協力の中で実施するのか、ま

たは違う形のイベントを検討していくのかも含めて、来年度、権利擁護部会の皆さんにはご意見をいた

だきながら考えていきたいと思っています。５年を一区切りというところで予定していますということ

でお伝えします。やめないでほしいという意見も結構いただいたりはしているので、どんな形で進める
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のか、ぜひ皆さんと考えていきたいと思っております。

報告は以上です。

リーダー：それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問やご意見等ございますか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：チラシを配るのはいいと思うんですが、チラシのでき上がりが遅いのかなという感じ

で、うちの会も２カ月に１回なので、チラシが間に合わないと配れないということもあります。それか

ら、自治会連合会で月１回、必ず会合をしていますね。そういうときに自治会宛てに配れれば、各自治

会が持って帰ってたくさん貼れると思うんです。だから、そういうＰＲの仕方を考え直してほしいなと

思います。

事務局：ありがとうございます。ステージに出る団体と出展団体が定まるのを待っているところもあり、担当

の市としても、ぎりぎりになっちゃっているなというところはあるので、早目にというところは頑張っ

ていきたいと思います。あと、入船美浜地区は、団地、マンションが多いので、配布を事前に行ってい

て、各ポストに、新浦安駅周辺の地区にはお配りしていますが、自治会さんへの協力も含めて検討した

いと思います。

リーダー：ほかにご質問ございますか。

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：１点お伺いしたいんですが、冒頭で平成29年の対前年の比較の中で、ヘルプツ

リーだけが数が減っていたように記憶しているんですが、私も行動宣言ではないですが、書かせてい

ただきまして、書くということは自分の思い、あるいは行動の変化ということにつながるので、非常

にいい企画だなと思っていまして、何かその辺、特別な理由みたいなのはあったんでしょうか。

事務局：実はツリーの大きさは昨年度と変わらない大きさのものを使っているんですが、カードをつくったと

きに、イエローリボンカードはリボンの形をしていて、くびれがあるんですが、ヘルプマークカード

って真四角なので面積的に張れる枚数が少なくなってしまうなということに、つくった後に比較して

気づいたというのがありまして、それが直接、原因だったとは思いませんが、そういうこともあって、

張っていくと埋まってしまったというのはあります。よって、ツリー全体が実は埋まったんですが、

総数としては去年より少なくなってしまったかなというところは感じています。記入への呼びかけが、

足りなかったということもあったかとは思うんですが、実はそんなことがあったのは事実です。

リーダー：ほかにご意見、ご質問ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、続いて、議題２障がい者週間に係る啓発の実施報告について、事務局から説明をお願いし

ます。

事務局：障がい者週間、12月３日から９日ということで行っています。今年度どういった取り組みをしたかと

いう報告をいたします。

まず、広報12月１日号で、障がい者週間ページということで特集のページをつくらせていただきまし
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た。また、館内アナウンスとして、初めての試みで、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからＪＲの

アナウンスがいいよねというお話を権利擁護部会でいただいていたかと思います。そういったところを

参考に、やってみようということで、12月３日から７日の平日の午後３時に来庁者の皆さんに向けて、

次のアナウンスの内容をさせていただきました。ご紹介します。

障がい者事業課からのお知らせです。12月３日から12月９日は障がい者週間です。浦安市では、障が

いのある人もない人も、ともに暮らしやすい『やさしいまちうらやす』を目指しています。街中で困っ

ている方を見かけたら、どんなサポートを必要としているかお声かけください。皆さんの思いやりのあ

る行動が『やさしいまちうらやす』につながります。

こういったアナウンスを平日５日間、障がい者週間に合わせ、午後３時に行いました。実際に来庁者

の方からお声というのは聞けてはいないんですが、職員は５日間聞きますので、今日も気合いが入った

声で言っているねみたいな感じで、声かけはありました。こういうものが流れれば反応してくださる方

がいるということが、１つ、取り組みとしてはやってみてよかったと思っています。

あとは、新庁舎になってから電光掲示板がありますので、「12月３日から９日は障がい者週間です。

やさしい気持ちを行動に」ということで、標語的にはなりますが、こういった簡潔なものを流しました。

また、ヘルプマークツリー企画ということで、先ほどイベントで行ったヘルプマークツリーの企画の

続編として、枚数も目標にたどり着かなかったところもあるので、去年より、木を２体、ミニ版を増や

して、12月の１カ月間、庁舎１階、正面入り口を入って右手のところに、写真のように、イベントでほ

ぼ埋まった大きいツリーと半分の大きさの小さいツリーを２本置いて、ヘルプマークカードも増刷して、

メッセージを募りました。そうしたら、イベント時142枚だったんですが、障がい者週間時で191枚書い

ていただくことができました。28日間張っていたんですが、合計で333枚になりました。バリアフリー

ハンドブックも一緒に置いたんですが、自然に30冊ほど持っていっていただきました。常時、職員が立

っていたとか呼びかけをしたとか、そういうことはないんですが、市役所に１カ月、こういうブースを

設けることで、バリアフリーハンドブックを手にしてくださったり、撤収間際に、書きたいと言って駆

け寄ってきてくれた親子の方もいらっしゃったりして、ありがたいなと思いました。

メッセージの内容については、議題２別紙のとおりです。ヘルプツリーメッセージ集ということで、

カード数は333枚ですが、お子さんなんかだと絵を描いた方なんかもいらっしゃったので、メッセージ

数としては259、全て原文のまま掲載しております。中には合格祈願のような扱いになっちゃったメッ

セージもあったりはしたんですが、それも含めて、時間があるときに見ていただければと思います。内

容には、思いやりとか、助け合いが大事とか、お互いを知ること、声をかける、優しい気持ち、挨拶を

したいとか、割とそういったところが主になって書かれているかなと思います。障がい事業課の前にツ

リーを置いてありますので、お越しいただいた際に見ていっていただければと思います。

以上、啓発の実施の報告になります。

リーダー：ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見はございますか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。
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千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：障がい者週間、来庁したのでカードは子どもと書いたんです。

そのときに電光掲示板のメッセージは、あ、これやってくれているんだということが伝わって、意外

と遠くから、市役所に行かなくても散歩している、もしくは行き交えば、そのメッセージを読めるの

で、割とやってくれているなという、感謝の気持ちでいました。ありがとうございました。お礼です。

リーダー：ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。

浦安市聴覚障害者協会、お願いします。

浦安市聴覚障害者協会：ヘルプマークカードに書かれた文だけではなくて、どんな絵が描かれていたのか、絵

も見てみたいなと思いました。

事務局：障がい事業課の前にしばらく置いておきますので、ぜひ見に来てください。今日ここにも持ってくれ

ばよかったですね。

リーダー：ほかにご質問、ご意見ございますか。

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：どうでもいい質問かもしれないですが、アナウンスをされたということで、これ

って、どなたがされたんですか。

事務局：私もやりました。そのとき体のあいている職員で、権利擁護センターの女性の相談員にも３日間やっ

てもらって、あと、初日は男性職員がやっておりますので、日がわりな感じです。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：すごくいいなと思いました。市役所の方から頑張っているねと声をかけていただ

いたところもあったんですが、これだけ大きい庁舎で、障がい福祉って、そうはいっても全体から見る

と小さい部門の中で、市民も障がいがあってもなくても、浦安市役所で働く人も障がい者福祉にかかわ

っている人もかかわっていない人も、みんなで障がい福祉、障がい者の地域生活のためにかかわれる、

その第一歩として市役所で障がい事業課で働いている人の声で呼びかけたのはすごくいいなと思って聞

いていました。

以上です。

リーダー：ほかにご質問、ご意見ございますか。

株式会社オリエンタルランド、お願いいたします。

株式会社オリエンタルランド：障がい者週間にかかわる啓発ということで、浦安市さんのお持ちの媒体といい

ますか、広報うらやすから新たに館内アナウンス、あるいは電光掲示板というところが非常に連動して

いて、いい試みなのかな。特にアナウンスというところでは耳から、そして目でも追えるというところ。

たまたま市役所１階で見たんですが、タッチパネルの情報というんですか、ああいうもので、障がい

者週間にぶつけて新浦安駅前のイベント、気候の関係とかで11月、僕は11月でいいのかなと思っている

んですが、そのときの、様子というか、連動してそういうお祭りのシーンなんかも共有、既存のチャネ

ルを活用して流すのも１つ、新たな試みとしてはいいのかなという感じを持ちました。全体的にすばら

しいと思います。

リーダー：ありがとうございます。
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事務局：１階の設備は使えるんですかね。ぜひ使いたいと思います。12月だけじゃなくて、事務局としては通

年通して見ていただきたいなというところもあるので、そういったものをぜひ活用したいと思います。

ありがとうございます。

リーダー：ほかにご質問、ご意見ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、続いて議題３成年後見制度の利用促進について。

私の所属しております浦安市社会福祉協議会内の浦安市成年後見生活支援センターでは、30年度から

広報、ＰＲの一環として、紙芝居活動を行っております。今回はその紙芝居をご紹介します。

それでは、成年後見サポーターズの皆さん、よろしくお願いします。

浦安市社会福祉協議会：皆さん、こんにちは。社会福祉協議会にある成年後見生活支援センターというところ

から参りました。

市民後見人の養成講座を受けてくださった方たちにご協力いただいて、後見制度のＰＲ活動を進めて

いるところです。制度の説明をパンフレットに沿ってするのはとても難しく、わかりにくくて入りにく

いということで、まずは身近な紙芝居で制度のことを知っていただこうということで、昨年つくったも

のです。ちょうど１年ぐらい活動をして、徐々に広めていっているところでして、今日は出前講座をど

んな形でやっているのかというのを、皆さんに見ていただいて、各所属している団体さんにお声かけい

ただければ、どこでもお伺いしますので、今日オレンジの紙芝居のチラシをお配りしておりますので、

後見センターにお電話をください。よろしくお願いします。

（紙芝居上演）

浦安市社会福祉協議会：以上が紙芝居になります。この後に、出前講座では、会場の方からご質問を受けたり、

後見人にどんな人がなるのかとか、費用がどのぐらいかかるのかとか、皆さん、その辺を気にされてい

ることが多くて、補足の説明を必要に応じて10分だったり20分だったり、盛り上がれば30分ぐらいお話

しすることもあって、紙芝居自体は20分のスケジュールですが、その後の説明はどこまでするかという

のは、出前に出向いた先のご都合に合わせて対応しているところです。

今回つくったのは、高齢者のバージョンというか、認知症になられた方が制度にどんなふうにつなが

っていくのかというところと、あと、後見人がどんなお仕事をするのかとか、どんなふうにご希望を聞

きながら後見人が活動しているのかというところをご紹介するような内容だったんですが、来年度以降、

障がい者の方の後見のバージョンもつくっていきたいな、なんていう話を皆さんとしているところです。

以上になります。

ご要望とかありましたら、お電話でも構いませんので、お知らせください。

今日はお時間いただき、ありがとうございました。（拍手）

リーダー：どうもありがとうございました。

ただいまの紙芝居について、ご意見、ご感想などありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。
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浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：今のは高齢者バージョンだと思いますが、障がい者を今度つくるということですから

大変だと思います。いろいろなケースがありますし、高齢者より難しいと思います。

この間、千葉県の育成会で、市原で地区研修会って会員の研修会があって、そのとき、前に合同部会

にいらっしゃった佐久間先生が講演してくださって、障がい者も親族後見を若い60代の前半ぐらいの保

護者だったら受けられる、受けている人は多いと思うが、１回受けると相談窓口が全然ないということ

で困っている。市民後見の人もそうだと思うんですが、後見って専門的な言葉も多いし、勉強するのが

すごく大変だと思うんです。だから、そういう窓口を国も考えているということらしいんですが、ぜひ

進めていただきたいと思います。

それと、親族をないがしろにしないでほしいという、これは私の思いで、２年間やきもきしていまし

たが、何とか改善していく感じであるんですが、信託銀行、信託にすると弁護士というか金銭管理は外

れるということなんですが、うちが被後見人になったときには、まだ千葉県は導入されていなかったん

です。信託にしろって国の宣伝はしているんです。でも、千葉県はやっていなくて、次の年からオーケ

ーということで信託になって、信託を組むまでは弁護士さんの仕事らしいんですが、それが終わると弁

護士が辞退するという形で抜けるということらしいんです。そういう細かいこと、ものすごく勉強しな

いといけないと思うので、ぜひ成年後見センターの方は勉強して頑張っていただきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご感想などでもよろしいですが。

ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：紙芝居、ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

障がい者の方をというより、障がいのある利用者さんの親御さんが年齢を重ねて、連れ合いの方が亡

くなって、障がいのある方と親御さんだけが残ってというパターンが今、目の前にありまして、だんだ

ん年老いていく親御さんが、意思の疎通がうまくいかなくなっていくというような場合、事業所が手を

挙げて相談員さんに言ったらいいのか、ともづなさんに言ったらいいのか、その辺の判断がよくわから

ず、どうやら昼夜逆になっているらしい。うちが送迎に行ったときにまだ利用者さんがお休みだったり

とか、かなり大きな課題になっているんです。そういう場合はどうなんでしょう、１回、計画相談に問

いかけたほうがいいのか、ともづなさんに言ったらいいのか……

浦安手をつなぐ親の会：ともづなさん、65歳からでしょ。障がい者自身が65歳にならないと、その対象になら

ないから。

ＮＰＯ法人あいらんど：親御さんです。

浦安手をつなぐ親の会：親御さんでいいんだったら。

ＮＰＯ法人あいらんど：この前、相談したときはキーパーソンをどうするんだろうねという話はしていたんで

すが、実際そういうケースがこれから、もっと増えるようになると、障がい者の方もどんどん皆さん同

じように年とっていくということで、グループホームを提供していても、まだうちは大丈夫って思って
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いても、実際、検査で入院して、そのまま入院されたりすると、利用者さんはこのままどうなるんだろ

うと。うちは目の前の利用者さんだけを事業所として考えるんですけど、親御さんはそういうふうにな

った場合、後見人という話になると、親御さんの啓蒙も必要ですよね。とりとめようのない話ですが、

どこにまず相談を持っていったらいいかなというのを聞きたいです。

浦安手をつなぐ親の会：センターでいいんじゃない。

浦安市社会福祉協議会：今のＮＰＯ法人あいらんどの話だと、親御さんがそれまで頑張っていたけど、親御さ

ん自身が心配になってきたというような……

ＮＰＯ法人あいらんど：紙芝居のように。

浦安市社会福祉協議会：そうですよね。そんな場合はともづなに言っていただいてもいいですし、社協……

ＮＰＯ法人あいらんど：うちから言ってもいいんですか。

浦安市社会福祉協議会：いいと思います。社協に言っていただいても、どうせ包括につなげると思います、う

ちから。だからいいです、近くにいるほう、言いやすいほうで。

ＮＰＯ法人あいらんど：ありがとうございます。

浦安市社会福祉協議会：お願いします。

リーダー：ほかに感想などございますか。

いちょうの会、お願いします。

いちょうの会：先日、社協さんの紙芝居、会に来ていただいて、皆さんとても喜んでおりましたし、個々に内

容が違うので、まず弁護士さんということだと大ごとになっちゃうので、社協の窓口へ予約して相談す

るようにということを会員の皆さんにお話ししました。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにございますか、ご質問、ご感想など。

よろしいでしょうか。

それでは、成年後見支援センターの皆様と成年後見サポーターズの皆様、どうもありがとうございま

した。（拍手）

事務局：議題２の追加資料をお配りさせてもらってよろしいでしょうか。

次の議題にいく前に、ご説明だけさせてください。

広報うらやす12月１日号は、１面、やさしい気持ちを行動にということで、ヘルプマークに関する、

アニメを広聴広報課でつくってくださいまして、マークをつけている人を見て、あれ、あの人どうした

んだろうなんていうふうに。このマークを調べると、助けを必要としているマークなんだということが

わかって、何かお手伝いできることはありますかと女性がお声かけして、ヘルプマークをつけていた男

性がありがとうございますと答えるといった、私も、広報いろいろ見ていますが、アニメでというのも

斬新だなと思いながら、今回の記事、広聴広報課にもご協力いただいて、このようなものができました。

また、２面もほぼ障がい者週間特集をしていただきまして、ヘルプマークご存じですかということで、

ヘルプマークをつけた方がいたら声をかけるとか、席を譲るとか、災害時には安全に避難できるよう支
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援をお願いしますということで、ヘルプマークのことを押してお話をしています。

あわせて、もっと個々の障がいの種別によってどんな配慮とか声かけが必要かというところは、ぜひ、

バリアフリーハンドブックを見てくださいねということで、バリアフリーハンドブックのご紹介もさせ

てもらっています。

また、市にはやさしいまちを目指した条例として、28年からある障がい者差別解消推進条例と、今年

度できた手話言語条例、この２つがありますよというご紹介と、障がいのある方の虐待だとか差別だと

か、そういったこと、困ったことがあれば、障がい者権利擁護センターという窓口がありますというこ

とで、２面は構成させていただきました。

以上が12月１日号の内容になります。

リーダー：続いて、議題４浦安市障がい者福祉計画平成29年度の実績報告について、事務局から説明をお願い

します。

事務局：資料が議題４資料１と資料２になっております。

資料１ですが、浦安市障がい者福祉計画の11ページのコピーです。簡単に説明しますと、前期計画の

評価というタイトルで、平成26年度に策定した27年から29年度までの浦安市障がい福祉計画に載ってい

る主な事業について、平成28年度が終了した時点での進捗状況について記載しています。

主な事業として106の事業がございまして、その事業106をＡ、Ｂ、Ｃで評価しております。計画以上

進んでいればＡ、計画どおりであればＢ、遅れていればＣ。106の内訳ですが、Ａ評価が２事業、Ｂ評

価が99事業、Ｃ評価が５つございました。106の事業を全てご説明申し上げるには時間が足りませんの

で、本日はＣの評価がついた５事業について、29年度はどうだったのかということをご報告申し上げま

す。

順番に説明しますと、まず、障がい福祉課の意思疎通支援事業がございます。概要は、手話通訳者の

派遣や入院時のコミュニケーション支援を行うもので、一番右側に29年度の実績を載せています。29年

度には手話通訳者８人、要約筆記者奉仕員として手書きの方を４人、パソコンの方５人、計９人を派遣

して、窓口での相談は970件、手話通訳者の派遣は395件、要約筆記者の派遣は156回となりました。29

年度終了時点においては、予定どおり執行されたということで、Ｂとなっております。

２つ目。同じく、障がい福祉課のＵコミサポート事業というものです。概要、聴覚障がいのある方が

意思疎通を図る上で、支障がある場合などに、市役所の閉庁時間に電話で代行を行うもので、22年度か

ら委託により実施しています。29年度の実績としては、対象者219人、年間利用回数は18件、そのうち

土日曜日、祝日は12件となっています。また、時間帯も時間外や早朝の利用が11件となっています。こ

ちらの29年度末での評価は予定どおりのＢということになっています。

３つ目、障がい事業課の障がい者福祉推進事業です。こちらの事業はかなり内容が幅広いのですが、

そのうちのサポートファイルの部分がＣ評価とされました。その理由として、サポートファイルは障が

い児への配布は進んでいるのですが、大人への配布が進んでいないということで、Ｃとされたものです。

ただ、平成29年度には大人向けの簡易版のサポートファイルをつくってホームページに掲載をして配布
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を始めています。以上のことから、やや遅れているから計画どおりのＢ評価に戻っております。平成29

年度サポートファイル全体の実績としては、103冊を配布し、あわせて職員向けの研修や障がい者週間

イベントなどで継続して啓発を行っています。

４つ目。障がい福祉サービス等事業者住宅手当支給事業費補助金です。これは障がい福祉サービス事

業者が従業員に払う住宅手当の一部を補助するもので、福祉人材の確保と離職防止を図ることを目的と

しています。こちらも計画から少し遅れましたが、29年７月から開始しております。29年度の実績とし

ては、４事業所の従業員10名分に対して、補助金を交付しました。こちらの事業はまだ開始したばかり

でもありますし、成果は慎重に見ていく必要がありますが、実施状況としては予定どおりＢということ

になっております。

最後、道路整備課の道路等復旧事業です。こちらは災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧や道路の

整備を行うものです。平成29年度には入船、富岡、弁天、舞浜、美浜、東野の復旧工事を行ったという

ことです。ただ、こちらの事業に関しては、29年度終了時点においてもやや遅れているというＣ評価に

なっています。

28年度末で遅れているという評価がついた５事業のうち、４事業は通常の予定どおりのＢ評価に戻っ

ております。ただ、１つＣ評価で残った道路等復旧事業について、担当課に確認をしたところ、本来は

平成28年度で終わる予定だったそうです。ただ、復興事業課の工事そのものが遅れているために、道路

の工事に着手できなかったという理由で遅れが生じているということです。事業に関しては、平成31年

には完了するということで聞いています。

報告は以上です。

リーダー：ただいまの説明に対し、ご質問やご意見、ございますか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：最後のこれは点字ブロックのことですか。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：道路の復旧にあわせて、点字ブロックが崩れてしまったものを復旧したり、道路そのものがでこぼこ

になっていたりするので直すという、そういった内容だそうです。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ありがとうございます。

上の２つは多分、聴覚とか手話とか使う人が限られているので、遅れているからといって是非はない

と思うんですが、サポートファイルは私たち、つくるときに絡んだこともあるのでずっと気になってい

るんですが、私の属する親の会の障がい特性の子どもが使うことがあるということで話をするんですが、

生涯を通じて使えないと意味がなくて、私の子どもにもいただいたことがあるんですが、まずつくって

くださってありがとうございます。関心があるということはありがたい。そして、あえて批判的に言う

ならば、これは公がつくった子どものアルバムになってやしないかという思いを持っていて、例えばこ

れを持って成人になったときに、精神科にかかるときとかに使えるか、事業所に通うようになったとき

に、サポートをしてくださる人にこれをお見せできるようなものか、ずっと気になっていて、子どもの
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ときにはかわいいものでいいかな。幼稚園のとき、保育園のとき、小学校のときぐらいまではいいかな

というものになっているんですが、ぐだぐだな話になってすみません。予算をつけていただいていて、

生かされているだろうか、お金が。市が思いやってくださっているものが最適化して、その人たちに、

市全体で使えるものだろうかというのは、つくるときにかかわった、私じゃないんですが、うちの会の

者がかかわったりもしたので、恐怖に感じているんです。恐怖という言い方をすると議事録でまずいで

すかね。心配なんです。

以上です。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：ご意見ありがとうございます。ご意見を伺いますとしか言いようがないんですが、全員の方が満足す

るようなものができ上がるかというと、どれだけ時間をかけても、それはなかなか難しいことだと思い

ます。あとは、こういう使い方ができますよということを啓発していく、できる限り活用していただく

というところで、今後も継続して続けていくしかないのかなと思っています。ただ、子どものころから

の履歴を１つにまとめるということは、新たな場所、ステージに行ったときに、それを持っていくこと

で伝えることは可能なんだろうと思います。ただ、先ほども申しましたように、それぞれの方、状況も

違いますし、好みも違いますので、全員が満足して活用してくれているかなというところに関しては、

事務局としても認識はしておりますので、今回のご意見はご意見として伺わせていただきます。

事務局（課長）：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループのおっしゃったように、かわいらしいデザイ

ンということもありまして、装飾を取り除いた大人向けのものも新たに用意させていただいております。

いろいろサポートファイルについてご意見をいただく中で、電子ファイル化をしたほうがよいのでは

ないかというお話があります。ただ、現在様々な媒体がありまして、それをどういう形で電子ファイル

化するかというのは、内容が個人情報の部分になりますので、市が一手にお預かりして管理をするとい

う形は、現在のところ考えておりません。

ただ、それを画像情報として皆様が、例えばスマートフォンに入れておいて、必要に応じて事業者の

新しいサービスを利用しようというときに提示するとか、そういったことはできるファイル形式にはな

っているものをホームページ上でもご用意しておりますので、そういった活用の仕方というのを、これ

から例示ができるようになっていくといいかなと考えております。

ただ、サポートファイルの活用については、ご本人なのか、あるいは保護者の方になるのかわからな

いんですが、手のかけ方によって大分変わってくるんじゃないのかなということをいろいろ話を聞いて

いて感じているところですので、先ほど申し上げた、こういう使い方ができますよねという提案も含め

て、モデルを提示していくことを考えたいなと考えております。

以上です。

リーダー：ほかにご意見。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：私も同じようなことを思って、サポートファイルのところで発言したいと思っているんで
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すが、配布実績が上がらない理由は、手元に置いて活用することで、こんな便利でしたとか、そういう

例を実感できないからかなと思ったりしたんです。正直に言ってしまえば、うちは、もらった時点で子

どもの時期は大分過ぎていた気がして、上手に活用できているかといったら、できていないです。なの

で、サポートファイルはすごくいいものだし、活用できれば絶対したほうがいいんですが、大事なこと

は、あれ自体を使うことよりも、ちゃんと記録を残しておいて、いろんなところにつなげるときに、そ

ういう資料を残しておいて、整理したほうがいいんだよということなので、そこを伝えることが大事で、

事務局がおっしゃっていた活用例というか、一番いいのは、上手に使っている人に、ちょっと見せてと

いって、個人情報もばれないようにするからみたいにやれば一番いいと思うんですが、そこで手を挙げ

る人もいないだろうし、探すのは大変だと思うんですが、実感できるものをもって伝えるのが一番効果

はあるかなと思っていて、協力できないことは申しわけないんですが、配布数とか、パーセンテージと

か、そういうところには余りこだわらなくても実はいいんだろうなと。

ただ、成果を示すにはどうしても数字が必要になってきちゃうので難しいと思うんでが、子どもの成

長記録みたいなものとか、通院記録はこういうときに必要ですよということを提示する。それだったら

ホームページでできたりすると思うんですが、そういうところを押さえておくのが大事かなと思ってい

ます。

以上です。

リーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：浦安市自閉症協会の意見、すごく賛成します。それを思って

振り返ると、１つは、転校するときとか学年が上がって担任の先生がかわったとき、校長先生がかわっ

て支援の仕組みを変えようかとか提案をされたときが学齢期は一番大事だと思うので、そのときに使え

るかということと、学校の先生は意外と障がい福祉課がつくったものを、信用しないといったらおかし

いんですけど、それはいいですから、私たちは自分たちでやりますからって言われてしまうので、学校

の先生が受け取って、これ参考になりますねと言ってもらえるようなものだったらいい。

まず、学齢期はそこはすごく重要だから、学校の先生が納得するような形式に、受け取れるような状

態になったら、このデータは信じられるものになっているかが肝だと。あと、大人になりかけるところ

だと、障がい基礎年金は本人にとって大事な支援になるので、申請するときに使える、データ整理にな

っているかということ、使うところはその２点かなと思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見などございますか。よろしいでしょうか。

それでは続いて、議題５平成31年度以降の権利擁護部会について。

次年度以降、どのような内容を協議していくのか、ご意見をいただければと思います。皆様からご意

見をいただければと思いますので、マイクを回します。浦安手をつなぐ親の会からお願いします。

浦安手をつなぐ親の会：権利擁護部会って、本当に広いんですよね。権利擁護もそうですし、虐待もそうです
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し、成年後見制度といって、差別と解消とか幅広くて、どれをメーンにするかということも非常に難し

い問題だと思うんですが、これからは障がい者も年齢を重ねていくし、成年後見制度というのがすごく

大事だと思うんです。どれをというと、何とも言えないです。非常にどれも大事です。

いちょうの会：今回こういう会議に私が出させていただいて、会に話を持っていって、親同士が理解できるよ

うになっていきたいと思っております。

浦安市自閉症協会：私は何か１つ、講演会とかはできないのかな、権利擁護部会の権利ということに絡めて。

そのときは障がい者というだけじゃなくて、一般のというか、人たちも興味が持てるような内容がいい

なと思って、障がい者のことを理解してくださいとか、障がい者の権利がどうのとか、被害妄想かもし

れないけど嫌悪感を持たれることがあるんじゃないかと思うし、障がい者はこうって、分けちゃわない

ほうがいいと思っていて、権利とか人権とか、そういう話をするときには、一般の人もそうだし、その

中に障がい者のことももちろん入っていますという見方の講演会みたいなものがいいなと思っていて、

私は興味があるのは、知識が追いつかないんですが、例えば犯罪とかに障がいがあるからどうのという

ふうに、ただもっていっちゃうんじゃなくて、日本には法律があって、こういうふうになっているんで

すという知識を持った上での、その中で障がいのある人が犯罪を起こしたときにはという持っていき方

ができるような、障がいのある人が犯罪を起こしたらどうのこうのという、そういう観点じゃないのが。

すみません、いつも具体的じゃなくて申しわけないんですけど、とにかく、障がい者に対してはこうし

てくださいみたいな、そういうニュアンスになり過ぎないような、一般的なルールの中に障がい者の人

たちのこともちゃんと含まれているという、そういうニュアンスにもってくのが大事だなと思っている

んです。

あともう一個は、権利擁護部会の権利ということが前面に出るような講演会が１個あるといいなと思

って、障がい者の人の講演会とかじゃなくて、権利というものをみんなで考えましょうよというところ

の主催というか大もとを見たら、実は、障がい者の権利擁護について話している部会だったみたいな感

じのものができるといいなと思います。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：浦安市自閉症協会、すごいいい意見ですが、私はもっとちっ

ちゃい話で、皆さんといろんなおしゃべりをする、何が困っていて、何に助かっているのかとか、何を

課題に思っておられるのかとかいうのを、いろんな立場の方がおられると思うんですが、身近な話、具

体的な話を、さっきＮＰＯ法人あいらんどが言われたような、もしくは浦安手をつなぐ親の会が言われ

た弁護士をどうたてるとか、信託をどうつけるとか、そういう具体的な話を１つずつ聞いてみたいし、

伝えてみたいなと思います。

浦安市の総合計画をつくるとき、何か意見を出せと言われて、うちの会では取り残される人がいない

まち、というのがいいねというのが出て、みんなで賛成したんですが、じゃ、それはどんなことだろう、

何が今、まちの中で足りないだろうというのを障がいにあまりこだわらずに、結果的に障がいも入って

くると思うんですが、そういうテーマでお話ができたらいいなと思います。よろしくお願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：何を言っていいかわからなくて、浦安市自閉症協会のお話を聞きなが
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ら、そうだなと思っておりました。障がい者は障がい者として、自分たちはこうしてもらうのは当然の

権利だという格好になっちゃうのがあまり好ましくないし、この前、総合計画で、企画政策課がいらっ

しゃったときに申し上げたんだけれども、合理的に、省けるものは省いていかないと、福祉を充実させ

ればさせるほど無駄が多くなってくるんじゃないかと気になって、これは全く権利と関係ないんですが、

そういう感じがする。

それからもう一つ、これは感想ですが、人間誰しも年齢が高くなってくると障がいが出てくるんです。

それは若い頃に出てきたときの障がいと違うと思うんです。例えば視覚障がいについても、若いころ非

常に苦労なさっておられる方が視覚障がいを克服するという力があるんだけれども、60歳なり70歳なり

緑内障が出てきて見えなくなっちゃった。そうすると適応能力が悪くなりますよね。そういった場合に、

障がい者の認定について、介護保険なんかの認定の仕方なんかについて今のやり方でいいのかと。それ

から、視覚障がいの認定についても医者によって違うんです。問題はものすごく大きいんだけれども、

どうしていいのか私はわからないけれども、少しでもいいほうに向かっていくように努力していきたい。

それから、ここに出ておられる方は、みんなそうだと思いますが、嵐じゃないけど、年とってきちゃ

って、20年たつとか10年たったとか、そういう時に、跡を継ぐ者がいないんです。その辺が非常に悩み

です。

以上です。

社会福祉法人敬心福祉会：お話を聞いていて、障がいのある人もない人も、という言葉が飛び交ってはいます

が、そういう障がいがあってもなくても、みんなで一緒に楽しめるでもいいし、一緒に企画ができるで

もいいし、何かそういうものがあったらいいんじゃないかなということを、思ったりしました。

以上です。

ＮＰＯ法人あいらんど：初心に返って、初めて権利擁護部会に参加したときのことを、思い出していたんです

が、差別についてみんなですごく熱く、討論していたような気がするんです。自分のことだけ考えると、

人の障がいがわからない。人様の障がいを考えて初めて、自分の障がいが重いとか軽いとか感じたり、

ちょっとかけ離れますが、病院に行ってがん病棟に行くと、自分のがんのほうが大変だとか、あっちの

人は治るんだとか、そういう差別というか、浦安市自閉症協会がおっしゃったように、障がい、障がい

児、障がい者というよりは、人としてどうなのかということ。あとは、目の見えない人が困っているけ

れど、そこにものがあると、足の悪い人はそれはそれで困るんだとか、自分のことだけ考えていると、

人の障がいがわからないとかというところを越えて、もっと融合できるような情報の共有というんです

か、そういうことをいろんなセクションから来ている権利擁護部会なので、もっと融合していけたらい

いのかなって、差別に関して話し合っていたときはつながっていなかったかなと思ったりしたので、さ

っき千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループが言ったように、本当に小さいグループをつくって

話し合っていくというのもありかもしれないし、その辺に転がっていることだったり、さっきの嵐の解

散とか、小さいお子さんが虐待とか本当に心の痛くなるような、ニュースもあるじゃないですか。だか

ら、障がいのある人たちの本当に日々、悩むことがすごく多いと思うし、私たち支援員も日々、悩みな
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がら前に進んでいるので、どうしていいかわからないですが、まずは原点に返ってみて考えていくのが

いいかなと思います。すみません、まとまらなくて。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：権利擁護部会に出させてもらって、きっと権利擁護なので、差別の解消とか虐待

の防止とかの話題ばかりなんだろうなと思って来たら、そういう話がほとんどないことが結構驚きで、

多分、市内の各機関がしっかり役割を担っていたり、浦安市はそこの水準はだんだん越えたことができ

たのかわからないけど、そういうのがいい意味で驚きでした。だからこそ、障がいの人が地域で自分ら

しい幸せと思えるような生活ができているかというのは多分まだまだだと思いますので、やることはい

っぱいあって、それが、障がいのある人もない人も、あるいは、ない人に対して障がい福祉に対するア

ンケートをとるみたいな、そういう取り組みにつながっていると理解をしています。

ある人もない人もというと、あまりにも広くなり過ぎちゃう中で、提案としては障がい福祉の問題と

社会の中のマイノリティ、多数派に比べて少数派が生きづらいという問題だと僕は理解しているので、

同じような課題を抱える、例えば昔だったら部落の問題、最近になってはＬＧＢＴ、性的マイノリティ

や外国人、外国人を親に持つ子どもの問題というのもきっと抱えている根本は障がい福祉と同じだと思

っていますので、そういう、側面から見て、障がい者の権利擁護というのもおもしろいかなと思ってい

ます。

以上です。

千葉県弁護士会京葉支部：２つ、お話ししたいと思います。

１つ目、簡単なほうからお話しします。今日の議題の中で、例年11月に行われている新浦安駅前での

イベントについて、また考えていかなくちゃということが出ていたかと思うんですが、それがどうなる

かなというのは興味を持っています。イベントはイベントとしてすごく楽しいし、いろんな人にアピー

ルできるので、すごくいいなと思うんですが、一方で、いろいろお金がかかっているんじゃないかなと

思っていて、費用対効果ということで、どうするのがいいんだろうなと思っています。

２つ目、基本的に同じ問題を共有するグループなので、私も皆さんのおっしゃること、なるほどなと

思いながら聞いていました。権利擁護という考え方ですが、明らかに権利侵害でしょうみたいなものは、

多分、弁護士だとか裁判所とか、専門家に振り分けられて、市で、みんなで意識をどうにかできないか

というような問題はここで話し合うんだなと思っています。

聞いていて思ったんですが、私なりの整理の仕方なので、みんながどう思うかわからないんですが、

１つはみんなは同じというところと、もう一つは、みんなが違うというところだと思うんです。１つ目

のみんなが同じということについては、みんな個性があって障がいがあるとかないとか、男性とか女性

だとか、マイノリティとかじゃなくて、みんなが個性を尊重しなくちゃいけないと思うんです。浦安市

自閉症協会がおっしゃっていたような話だと思うんですが、これはこれでアピールすることが大事だと

思います。もう一つ、個性を大事にするということも大事というのは、その個性がどういうところに起

因するのかということを知るということも大事だと思うんです。ＮＰＯ法人あいらんどがおっしゃられ

ていたとおり、障がいの特性としてこうとか、世の中、こういう特徴を持った人たちもいるという、そ
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ういう正しい知識を得るということも大事なのかなと思いました。この２つを例に挙げてというのは難

しいのかもしれないんですが、皆さんの意見を聞いていて、どっちも大事だなと思ったので、お話しし

たまでです。

以上です。

浦安市聴覚障害者協会：何を言っていいのか迷っているところなんですが、いろんな人がいますね。皆さん同

じ情報共有をして、楽しくここで話し合って、いろんなことを情報として共有していけたらいいなと思

っています。最後に言いたいのは、去年10月に手話言語条例というのが立ち上がったばかりなんですが、

それを頑張って普及させていきたいなと思っています。それに関することも、ここで皆さんとご相談し

て進めていけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。

浦安市自治会連合会：浦安市に今、83自治会が登録しています。月に１回ぐらい会議をしたり、懇親会をした

りしていますが、こういった話は、議題に上ったことは今までないです。乗せていかなくてはいけない

かなと思っていますが。それと、議題の資料ということで、アンケートの実施結果についてということ

ですが、これ、そもそも登録している方は少ないんです、私は登録しているんですが、ほとんどいない

んじゃないかなと思っています。それと心のバリアフリーハンドブックの活用ということなんですが、

私も持っていないので、どこでいただけるのか、いつもハンドブックの話は出ているんですが、わから

ないので教えていただきたいです。

浦安手をつなぐ親の会：障がい事業課から連合会にたくさん差し上げてください。

浦安市自治会連合会：会議がすぐあるので、そこでも配れます。よろしくお願いします。

以上です。

浦安市民生委員児童委員協議会：２年目になるんですが、本当に皆様のお話を聞きながら学んでいる最中です。

言語にしても聴覚にしても、それぞれの方たちのお話ってあると思うんですが、ここで話すだけではな

く、市民を巻き込む形での何かというのはいいかなと思いました。

障がい者週間のアナウンスも、市役所だけでなくて公民館とか、そういうところでも同じようにでき

たらいいのかなと、先ほど考えていました。ここへ来た人だけが知り得るというのではなくて、多くの

方に知っていただく、多くの方に一緒に考えていただけるようなことができたらいいのかなと感じまし

た。

以上です。

介助ボランティアグループあいあい：私はボランティアの立場で、限定的な活動をしていることで、特にどの

様な内容を課題にしたらというような意見がなかなか言えない。ただ、この会に出席させていただいて、

いろんな立場の方の話を聞いたことを会に持ち帰って報告することによって、私どものボランティア活

動に少しでも活かせればということ。あるいは、この会に出席させていただいたのがきっかけになった

かどうかわかりませんが、昨年、一昨年と、イベントを通じて啓発広報活動に寄与できたということ

等々で、介助ボランティアグループあいあいとしては、いろんな面でプラスになったんじゃないかと思

っております。
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ただ、イベントも５回で一区切りになるような話が出たということは非常に残念と思いますし、イベ

ントを通じて、もっと広報活動なり啓発活動を広げていくべきじゃないかなと思いながら聞いておりま

した。

感想にしかなりませんけど、以上です。

株式会社オリエンタルランド：会社組織にいますので、組織の視点と、それからリスクの視点というところで、

権利擁護部会の主な課題は資料で付されておりますが、どれも大事なことだと思って、なかなか優先順

位をつけて絞り込むということななかなか難しいのかなと。前の方がおっしゃっていましたが、権利擁

護とか、あるいは差別解消というところで深く議論をした経緯というか、その辺の印象というのも、私

自身が薄いところもありまして、１つは権利擁護部会、子ども部会とか、幾つか部会があって、その上

部に自立支援協議会がある。その中で権利擁護部会で自立支援協議会に、報告というよりは、何か提案

して自立支援協議会で意思決定されて、浦安のまちといいますか、社会全体に派生するような、まちが

少しでもよくなる。障がいがある人もない人もともに過ごしやすいまち浦安というところにつなげてい

けるような、そう考えると、今、浦安の中で、先ほど、ある程度水準がクリアしていて、そんなに大き

な、個別の問題はもちろんあるんでしょうが、全体的に健全化しているのかしていないのかあれですが、

あるいは混合してしまったら大変なことになってしまう的なところに予防線を張っておくですとか、そ

ういった提案が１つしたらいいのかな。

野田の小学生、これは障がいをお持ちのお子さんではありませんが、非常にショッキングといいます

か、残念な事件だったなと思っております。そういう意味では、命にかかわること、虐待防止というと

ころは実際、浦安の中でどうなのか。事が起きたときにメディアが取り上げるのは命にかかわることと

か、そういう部分になりますので、どこから眺めても深掘りをしていくというところも検討の余地はあ

るのかな、そういう印象を持っております。

以上でございます。

リーダー：ありがとうございます。

では、最後に、私からもお話しします。

皆さんは29年度から委嘱をされて出てきていると思うんですが、職員配置がかわった点もありまして、

私は昨年４月から参加するようになったんですが、個人的に一番驚いたのは、いきなり前任の担当の後

を引き継いでリーダーをやるとは思ってもいなくて、サブリーダーの方がリーダーに上がってするのか

なと思ったんですが。ＮＰＯ法人発達わんぱく会からもお話がありましたが、虐待防止とか、差別解消

とか、そのような議論がもう少しされていくのかなと思っていたんですが、実際は結構、広報活動の部

分に力点を置いて話されている部分が多かったのかなと感じています。

そうはいっても、市民の皆様にはＰＲをしていかないと、伝わっていかない部分というのもあります

し、日常生活の中で障がいとか、病気の関係というと、身に実際降りかかってこないと、自分が実際そ

ういうことを経験していかないと、伝わっていかない部分があって、権利擁護という部分は非常に難し

いテーマだなと感じてきております。
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先ほど成年後見生活支援センターの紙芝居を披露させていただきましたが、これも実際、成年後見制

度と一口に言っても、高齢者の方に伝わっていかないんです。なので、どうすればわかりやすく伝わっ

ていくのかということを職員間で話し合って、たまたま隣の市川市で紙芝居をやっているというお話を

伺って、浦安の社協で職員がシナリオとか、実は絵も職員が描いているんですが、職員が産休中という

のもあって、休暇中、本人が何かやりたいということで、絵を描いてもらったらプロ並みにうまかった

というのがあったんですが、啓発も非常に難しいと思うんです。何か１つにテーマを絞るというのも大

事だとは思うんですが、そうはいっても、どのような方法で進めていくのかというのはこれから大事だ

と思いますので、31年度以降も、推薦母体は同じメンバーになっていくんですかね。そこは大体顔ぶれ

が多分余りかわらないと思いますので…

事務局：各団体、事業者に、またご案内は出させてもらって、推薦という形でいただく流れというのは大きく

は変わらないかと思います。

リーダー：それで目的を改めて言いますと、障がい者の権利を擁護するためのネットワークづくりという部分、

目的の１つとして挙げられていますので、結構いろいろと情報交換というか、意見交換もこれからもで

きていければなと考えております。私もこの部会に出て、改めて社会福祉協議会の足りていない部分と

いうのは皆様に教えてもらったような気がいたしますので、これからもよろしくお願いいたします。

事務局：長く権利擁護部会に携わってきて、虐待とか差別のもっとやると思っていたというお話、実は前任の

メンバーのときには結構事例をやらせてもらって、そうしたら、虐待の話とかって縁遠いというような

ご意見をいただいたんです。あまりにショッキングだし、身近じゃないかなというようなご意見があっ

たんです。

そうすると、ここは地域のいろんな皆さんにご参加いただく会で、いわゆる深掘りの部分ですよね、

を実際どこまでここの部会でやるべきなんだろうという、そのご意見は、こちらとしては事例を扱うと

いうことの重みと、そして、どこまでそれを皆さんに知ってもらうことは、出口的なところでいくとど

こにつながるのか。ただお知らせすればいいということではなくて、知ってもらった先に何があるんだ

ろうかというようなところを考えるきっかけになったんです。

そして、虐待防止とか差別の解消って何だろうといくと、皆さんに障がいのある方に対しての誤解、

偏見、無理解、そういったところを解消していきたいな。それをしていくには、障がいのある方の生活、

皆さんのこと、障がいの特性、知ってもらおう、広報、啓発というところに行きつく部分がありまして、

２年間、力点、あえて置かせてもらったので、多分そのような印象を受けたのかなと思います。

一方、事例も知るということでより啓発につながるんだろうということも改めて感じたので、うまい

バランスでやらないといけないなと思いつつ、ネットワークというところでは、ここで皆さん顔の見え

る関係というのは構築していただいて、部屋を出た後、どこかで会うと、ああ、なんていうふうにご挨

拶されたり、お話しされたりと、まさに、そういうネットワークとして確実にできている部分なんだろ

うと思いますので、一定の成果というのが、権利擁護部会、つかみどころがなかなかなくて、深掘りす

ればどこまでも深掘りできますし、広くやろうと思えばどこまでも広くやれますし、テーマ設定とか議
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題というところも悩ましいところではあるんですが、リーダーにも支えていただきながら、権利擁護部

会、２年１期進めてくることができたと思っております。

皆さんの意見を聞いて、また次はどうしていこうかなと思いましたので、大変貴重な意見をありがと

うございましたということを伝えたかったので、お話しさせてもらいました。

ありがとうございます。

リーダー：浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：私、各市、県内のほかの市町村に行っているんですが、浦安は本当に優しいまちのほ

うに入ると思っています。この間も市原に行ったんですが、バスはノーステップではないし、すごい段

差があるんです、降りるときに。ものすごい怖い。私なんか足が弱くなっていますので、先に降りた人

が手助けしてくださって降りたという感じなんです。それが駅前なんです。駅前のバスロータリーの降

りるところで。それから、トイレの問題。ほかの市は和式トイレが多いです。びっくりするぐらい、県

の教育会館に行っても十幾つトイレがあって、そのうち洋式は１個です。本当にそういう感じなんです。

だから、浦安市は優しいまちに入るのかなと思っております。

お願いで、来年度のぜひベイシティ交通にもまたお手紙を出していただいて、参加していただく。交

通機関、ちょうど２年間ブランクですよね。それまで入っていて、ＪＲが来ることはないと思うので、

できれば交通機関ということでベイシティさんに声かけていただければと思います。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに皆様から、ご意見ございますか。

よろしいでしょうか。

では、次はその他、皆様から何かございますか。

事務局：チラシを入れさせていただきました。ご案内もしておりますが、２月７日に合同部会がございます。

今回は医療的ケアを必要とする方の支え、サポートということ、実際に医療的ケアや重度の身体障がい

の方のグループホームでの支援、ショートステイでの支援を実践をしている社会福祉法人りべるたす。

一部、船橋とかもやっているんですが、主には千葉市内で多く展開されている、法人の理事長さんをお

招きして講演会という形をとらせていただきます。権利擁護部会でも一度、議題にはのせましたが、現

在、浦安市は地域生活支援拠点の構築に向けて歩みを進める中で、地域で障がいのある方、障がいのあ

る方というのは、皆さんもご存じのとおり、いろんな障がいの方がいらっしゃいます。医療的ケア、医

療依存度の高い方とか、重度の身体障がい、見守りが長い時間必要であったりとか、そういった方のケ

アとか、そういう方の地域での暮らしというのが大変に多くの支え手が必要だったりして、浦安市で今、

ばっちりできる体制にあるかというと、課題として難しい部分があるのも実情です。そうしたところも

皆さんと共有しながら、実践者の方のお話を聞き、やりたいという意義とか、それと同時に、見えてく

る浦安の課題というのもありますので、一堂で勉強するような機会として設定しておりますので、ぜひ

時間のある方は浦安の地域生活支援拠点というものを構築していく歩みの中の１つとして、一緒にお考

えいただける機会として来ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
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あと、ヘルプマークツリー、持ってきましたので、お帰りの際に眺めていってください。

あと、浦安市自治会連合会からありましたバリアフリーハンドブック、持ってきています。皆さんお

持ちかとは思うんですが、持っていきたいという方がいらっしゃいましたら、お声かけください。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに皆様からご意見ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、本日の議題は全て終了いたしました。

皆さん、どうもありがとうございました。

平成29年度、30年度の２年間の任期で開催してまいりました自立支援協議会権利擁護部会は、今回を

もちまして任期満了、終了となります。皆様にはこれからも浦安市の障がい福祉の充実、発展に向けて

さまざまな立場でご協力、またお力を合わせていくということがあると思いますので、引き続きどうぞ

よろしくお願いいたします。

２年間、どうもご協力ありがとうございました。（拍手）



平成 31 年２月１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４回）次第

１．開会

２．議題

（１）「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」実施報告

（２）障がい者週間に係る啓発の実施報告

（３）成年後見制度の利用促進について

（４）浦安市障がい者福祉計画 平成 29 年度の実績報告

（５）平成 31 年度以降の権利擁護部会について

（６）その他

３．閉会



議題２資料

障がい者週間に係る啓発の実施報告

１．広報うらやす 12 月 1 日号

別添のとおり、広報うらやす 12 月 1 日号の誌面を構成しました。

２．館内アナウンス

初めての試みとして、12 月 3 日（月）から 7 日（金）の平日午後 3 時に、来庁者に向

けて、以下の内容で館内アナウンスを行いました。

【アナウンス内容】

「障がい事業課からのお知らせです。12 月 3 日から 12 月 9 日は障がい者週間です。浦安

市では障がいのある人もない人も、ともに暮らしやすい『やさしいまちうらやす』を目指

しています。街中で困っている方を見かけたら、どんなサポートを必要としているかお声

かけください。みなさんの思いやりのある行動が『やさしいまち うらやす』につながり

ます」

３．庁舎電光掲示板

12 月 3 日から 9日の間、庁舎電光掲示板に以下のメッセージを流しました。

「12 月 3 日から 9日は障がい者週間です やさしい気持ちを行動に」

４．ヘルプマークツリー企画

11 月 4 日のイベントで行ったヘルプマークツリー企画の続編として、12 月 1 日～28 日ま

での間、庁舎 1階正面入り口横で、ツリー（小）を 2本追加し、来庁者にメッセージを記入

してもらいました。

【記入メッセージ数】

イベント時：142 枚

障がい者週間時：191 枚

合計：333 枚

【メッセージ内容】

別紙のとおり



議題２別紙

1

～ヘルプツリー・メッセージ集～

やさしいまちをめざして…

わたしたちにできること

◇総カード数＝３３３カード

◇総メッセージ数＝２５９通

（原文ママ。イラストや絵のものは省略）

・思いやり

・バスの席をゆずる

・やさしくする

・こまっているひとに、いろいろそれをかいけつ

してあんぜんにしてほしいです

・“May I help you？”私に何か手伝ってほしいこ

とはありますか？

・自分にしてほしいように、他の人に接しよう！

・こまっている人に声をかける

・明るい笑顔で元気よく

・笑顔と声かけ

・あいさつをする

・ほとけ様と仲良く！

・しやくしょ、県のものをだいすきだとおもって

きれいにする。

・わたしにできることはありますか？ とこえを

だす

・おまわりさんになる

・助け合い！ 絶対大事！

・思いやりの気持ち

・優しい気持ち

・声をかける。笑顔で

・声をかける思いやり

・たすける！

・優しくアイコンタクトで！

・勇気 100

・合格

・まずこの実現に感謝！ 障がい者とその家族の

視点で考えていますね

・ありがとう。助かっています。

・みんなでたすけあい

・やさしさと思いやり！ いわたりと介護の心！

・声をかけるいつもやさしい気持ちで

・がんばれ！

・思いやり

・まちをすてきにすること

・こまっている人がいたら、やさしく声をかける

・相手の気持ちになって行動する。「ありがとう」

・困っているときはお互い様。助け合う

・みんなの病気が治るように！ 顔の赤みが消え

るように

・いつもやさしい気持ちで

・できることはありますか？ と声をかける。合

理的配慮

・見て見ぬふりはせずに、積極的に声かけをする！

・困ったときはお互いさま

・お互いを知ること

・知ること

・笑顔であいさつ

・あいさつ・・・「おはよう」「コンニチワ」「コン

バンワ」

・サポートヘルプマークというものもあります。

気軽に声をかけてください

・席をゆずります

・いつもげんきよく、あいさつをする。

・やさしいこと

・心・・・丸い心 慈愛

・大丈夫ですよ！と言ってあげて下さい

・思いやりと理解する気持ちを大切にしたい。

・持ちつ持たれつ

・声をかける

・人と人がなかよくする。

・ヘルプマークに気づいたら、声かけします！そ

のときはえんりょなく頼みごとしてね

・タオで仕事をがんばる



議題２別紙

2

・やさしくしてあげる

・“気付き”を声に行動に！

・おたがいさま

・笑顔で声をかける

・ＨＡＰＰＹにすること

・笑顔

・困ったときはおたがいさま

・こえかけをしてあげる

・協力し合う事です

・小さな心のふれ愛を

・心づかいをする！！笑顔で助け合い

・お互いが大きな心で支えあう

・こえをかける

・おかおやさしく

・思いやり 助け合い 笑顔

・バリアフリーをもっとふやす！こまっている人

がいたら、声をかけてあげる。

・できることをやっていきたい。そのためには心

にゆとりを。

・私もヘルプマークつけたいなと市川市の方、う

らやましがってました

・困っているとき、助けてほしい時をくみとって

声をかける！！

・きらきらになろう

・声をかけよう！

・まずはえがおで安心してもらう そばでよりそ

う

・たすけます！

・声をかけられるよう気をつけます

・やさしくほほえみ話をする

・一日 三人にやさしく声をかけよう！

・たすける

・だれにでも いつでも笑顔

・さりげない気配り

・そばに寄って支え合います

・だいじょうぶっていう

・笑顔

・声をかけます

・声をかけあって助け合う

・みんなにやさしくする

・席をゆずる

・「何かできることありますか？」と声をかける

・優しくする

・声かけをしています。白杖の付き添いをします

・相手の立場を思いやれる、想像力のある人材が

育つまちをつくっていきます

・お互い助け合い

・１、立派な成長をして大人になる。２・歌手に

なりたい。３、テレビ番組に出る。

・ささえあいときょうりょく

・ゆずりあう

・一緒にあそぶ ごはんたべる 過ごす

・まごにあいされるじぃじになります

・笑顔でこたえます

・こえをかける

・困っている人に優しくする

・みんなが楽しく過ごせますように！

・まずは知ることからひとつずつ

・けんかをしない

・車椅子の介助 白杖の手助け

・みんなおなじ！

・みんなとなかよくするまち

・障がいの方とともに

・あたたかく見守る

・こまっている人がいたらたすける！

・えがおでたすけあい

・みんなでしゅわしゅわする街。“手話ＬＯＶＥ”

・あいさつ

・困っている人を見つけたら、見てみぬふりをせ

ずやさしくよりそう！！

・人の気持ちを考えて生きよう

・だれにでもやさしくしたい

・たすけあう

・みんな、みんな同じ。明るく、仲良く！！手話 お

手伝い 車いすお手伝い 白杖のお手伝い出来ま

す。



議題２別紙

3

・助ける

・共に生きていると思い・・・あいさつから声か

けを！

・こえかけ

・えがお

・いつも笑顔で・・・一日一日をすごしましょう

・こまっている人にたすける

・みんなでえがお

・困っている人がいたらたすけて人の役にたつよ

うにしたい

・えがお

・みんなでたすけあう！支え合うのもちか

ら！！！

・たすけてあげる

・多くの人とふれあうこと

・かたをたたいて できるだけてつだいをする！

・優しく声をかけて、できれば手助けする！

・やさしく声をかける！

・えがお

・ゴミをひろう

・心のバリアフリー化

・あいさつをする！

・こまっている人を見かけたら声をかけたい

・特別じゃない社会めざして

・こまっている人にこえをかける

・けんかをしない

・ひとがえがおでいられますように

・「何かできることがありますか？」と声をかけま

す

・さけんでもとがめないでほしい キチガイとい

わないで

・やさしくしてあげる

・ヘルプマークの意味を広く宣伝します

・こえかけ

・目の不自由な人に声をかけて案内する

・相手のことを思いやること。

・できない事を怒るよりも できてる事をほめて、

その人の個性を応援していきます

・えがおでせっしたい

・みんなでたすけあい。

・助け合う！（せきをゆずったりする）

・あいさつします

・笑顔でやさしく声をかけます

・おてつだいします

・あらそいのないみんな平和で毎日すごすこと！

・相手の気持ちを考えること

・笑顔で声をかけてみる。必要なら手助けをする

…できる事！

・困っていたら助けてあげる

・道にまよっていたり、こまっているひとをたす

けあう

・そういう人がいたらてつだう

・思いやりの行動実践いたします！

・みんなでいっしょに、いっぱいわらうこと

・いつも優しい気持ち

・気持ちのよいあいさつ。助け合い

・困っていることがありそうなら、声をかけてあ

げる

・ＡＦＴＥＲ ＹＯＵ

・人にやさしくする

・夢をかなえる。Ｐｅａｃｅ

・みえないしょうがいでもりかいできるうらやす

にする

・たたいたりしない

・やさしさと思いやり！ 子供との交流！

・優しく声をかけてあげてね。みんなの心

・こえをかける

・笑顔

・人と人がつながるお手伝い

・家族と友人健康でいられますように。席はゆず

りましょう

・あいさつをする

・助け合い

・げんきにあいさつ

・やさしいまちに

・合格



議題２別紙

4

・困っている人がいたら笑顔で助けてあげる

・出来ることをする。笑顔であいさつ

・こまっている人やさしく見まもる

・困っていそうな人に積極的に声をかける

・きれいな町にする

・思いやりを持って助け合う

・一人ひとつでも気づいた人がゴミを拾う

・やさしく声をかけてあげる

・パニックになった時に少し気にしてほしい

・「大丈夫ですか？」と声をかける

・お年よりの人の手助けをする

・必ず一言かけます。「何かお手伝いすることはあ

りませんか？」

・たおれたひとをたすける

・思いやりと笑顔

・やさしく手伝う

・やさしい町に

・あいさつをする

・こころがけ

・がんばって！

・私の仕事をもっとあいさつや返事をうまくでき

るようにがんばりたいと思います。

・障がい者のために、やさしく助けてください

・ていねいに ゆっくりと わかりやすく

・たすけてあげる

・やさしく声をかける

・みんながよろこんでくれるゲームをつくる

・相手の気持ちを考えること。目の前の人を大切

にする

・困っているひとがいたら声をかけていきたい

・あいさつ

・ふだんからあいさつしあう

・笑顔であいさつ

・笑顔＆あいさつ

・せきをゆずる

・こまっていたらやさしく声をかける

・一人一人が笑顔で楽しく生きる

・やさしくネ

・できる人できない人関係ない。差別のない世界

を！

・困っている人がいたらやさしく声をかける

・浦南合格

・絶対合格

・困っていたら助けてあげる

・おとうさん長生きをしてください

・声をかけてあげる

・わかっているのなら行動に ゆめで終わらない

ように

・何かありそうなら声をかけてみる

・気づいたら勇気を出して声をかけてみよう

・ポイ捨てアカン！

・道をゆっくり歩きます

・たすけあい

・差別をなくし明るく誰もが生きられるようにし

たい！

・困っている人を見かけたら、声をかける勇気を

持とう

・みんながあいさつする

・声をかける勇気を持とう

・びょういんやさんになりたい

・お互いさまで声をかけあい、笑顔で日々を

・差別をなくし、勇気をもって声を掛け合う

・みんなでたすけあう

・ひととやさしくつながる

・できることあるかな

・こまっている人に声をかける

・視覚障がい者の方に、声かけをして補助をして

あげています。なるべく困っている人に、声をか

けるようにしています。

・できることからはじめます。一人ひとりこつこ

つ少しずつがんばり、相手を敬っていきたいと思

います。

・おてつだいします

・マークに気づいたら“配慮”する

・困っている人を見かけたら、手をさしのべる

・やさしく笑ってね！



議題２別紙
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・やさしく、声かけます

・みんながやさしい街でありますように

・みんな元気でいるように

・みんなでしあわせになりましょう

・いっぱいやさしくしたい

・積極的に声をかける

・声をかけてあげる

・助けあいの力になる



８ 前期計画の評価

平成２６年度に策定した「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

について、主な事業の平成２８年度までの進捗状況を把握しました。

その結果、進捗状況は「計画どおりの進捗状況」の B 評価が９９事業（９３．３９％）

と最も多く、「計画以上の進捗状況」となった A 評価は２事業のみ（１．８９％）で

す。また、「計画よりやや進捗状況が遅れている」の C 評価は、全体で５事業となっ

ています。
「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

で位置づけられた施策の達成状況

項目 事業数 割合

A 評価（計画以上の進捗が見られる） ２ 1.89％

B 評価（計画どおりの進捗） 99 93.39％

C 評価（進捗がやや遅れている） 5 4.72％

合計 106 100.00％

※割合欄の「％表示」は端数調整をしています

C 評価となった５事業の内訳は、「Ｕコミサポート事業／障がい福祉課／聴覚に障が

いのある方に対し市役所閉庁時に委託事業者が電話代行を行う」、「意思疎通支援事業

／障がい福祉課／手話通訳者の派遣や入院時のコミュニケーションの支援を行う」、

「障がい者福祉推進事業（サポートファイル）／障がい事業課／相談支援事業所や障

がい福祉サービス事業所等で作成する支援計画等の連携のため、障がい特性や支援内

容を記録し、家族や関係機関が情報共有する“サポートファイル”の周知・活用を図

る」、「障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金／障がい事業課／従業

者に住宅手当を支給している障がい福祉サービス事業者等に対し市内在住の従業者分

経費の一部を補助し、従業者の確保と離職の防止を図る」、「道路等復旧事業／道路整

備課／東日本大震災の災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧や道路整備を行う」と

なっています。

進捗状況が遅れた理由としては、「翌日の日中に対応できる場合が多く、夜間等の対

応依頼が少ない状況がある（Ｕコミサポート事業・意思疎通支援事業）」、「障がい児へ

の配付は進んでいるが障がい者への配付が進んでいない（サポートファイル）」「他事

業の遅れによる進捗の遅延（道路等復旧事業）」がありますが、一方で「平成２９年７

月に実施済（障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金）」と、平成２９

年度末の前期計画終了期間までに「計画どおり」とすることができた事業もありまし

た。

進捗に遅れの見られた事業は、前期計画から引き継ぎ、今期も実施していきます。

議題４資料１



●障がい者福祉計画（平成２９年度）実績：平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

担当課 事業名 事業の概要
平成29年度
実施状況

平成29年度の実施内容

障がい福祉課 意思疎通支援事業

意思疎通支援事業（手話通
訳者の派遣や入院時のコ
ミュニケーションの支援を
おこないます。）

予定どおり

○平成29年度実績
・手話通訳者：８人
・要約筆記奉仕員：９人（手書き４人、パソコン５人）
・窓口相談件数：970件
・手話通訳者派遣回数：395件
・要約筆記者派遣回数：156回

障がい福祉課 Uコミサポート事業

聴覚に障がいのある人が意
思の疎通を図る上で支障が
ある場合などに、市役所が
閉庁している時間に電話代
行業務を行います。

予定どおり

平成22年度より委託により実施。
○平成29年度実績
・対象者数：219人（手帳保持者）
・年間利用回数：18件
（平日6件、土日曜・祝日12件）
（日中7件、時間外・早朝11件）

障がい事業課 障がい者福祉推進事業

サポートファイルの作成・
配布等をはじめとする各種
事業を行い、障がい者福祉
の知識の普及・啓発を図り
ます。

予定どおり

サポートファイルの配布、職員向け研修、障がい者週間記念イベ
ントの開催等により、障がい者福祉の知識の普及啓発を図った。
○平成29年度実績
・サポートファイル配布数：103冊
（こども発達センター50冊、事業所計48冊、事業課5冊）
（参考）
・職員研修：4/11(新採職員)、11/11(管理職)、3/1(消防職)

障がい事業課
障がい福祉サービス等事
業者住宅手当支給事業費
補助金

障がい福祉サービス等事業
者に対し、従業者への住宅
手当の支給に要する経費の
一部を補助し、人材の確保
と離職の防止を図ります。

予定どおり

平成29年７月より開始
※交付事業所には、夜間や土日祝、重度障がい者に対してサービ
スを提供すること、市と災害時の福祉避難所の協定や要援護者の
介護支援の協定を締結することを努力義務としている。
○平成29年度実績
・交付事業所数：４か所
・対象人数：10人
・対象延月数：70月
・交付額：1,400,000円（月額20,000円×70月分）

道路整備課 道路等復旧事業
災害復旧とあわせて、誘導
ブロックの復旧や道路の整
備を行います。

やや遅れている

入船地区/富岡地区/弁天地区/舞浜地区/美浜地区/東野地区の災害
復旧工事を行いました。
○平成29年度実績
・決算額：1,207,814,000円

議題４資料２



●平成 29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧

名称 目的 主な課題 H29 年度・30 年度の議題（H30.12 月まで）

自立支援協議会

障がいのある人もない人も

共に暮らしやすいまちづく

りに関し、関係機関による定

期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項
○部会活動報告等、部会からの事例報告
○講話（地域生活支援拠点について）
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

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事業計画・実績報告及び検証・評
価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護する

ためのネットワーク作りと

啓発・広報活動を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

○Ｕモニアンケート実施結果について
○こころのバリアフリーハンドブックの活用
○イベント「障がいのある人もない人も」について
○広報・啓発活動について

障がい者虐待防止に関する事項 ○権利擁護センターについての実績報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

障がいを理由とする差別の解消に関

する事項

○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
「わかりやすい版」について
○浦安市障がい者差別解消推進計画の報告と取組について（平
成 28～30 年度）

（その他）
○障がい者福祉計画について
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

こども部会

生まれてから 18 歳になるま

でのこどもへの支援を協議

し、ライフステージに合わせ

た必要な支援と関係機関の

スムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項
○まなびサポート事業について
○サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談体制の充実に関する事項 ○浦安市の地域資源を知る（ミニレクチャー）
○組織・団体の連携について

（その他）

○青少年サポート事業について
○災害時の備えについて
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解

決について協議し、相談支援

事業の充実と相談支援事業

所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項
○サービス等利用計画の現状について

相談支援事業の充実に関する事項

○基幹相談支援センターの事業計画について
○意思決定支援について
○地域課題・事例検討
○相談支援部会のショートゴールの設定について(今後の展開)

（その他）
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域

生活全般に係る諸問題の解

決に向けて協議を行うとと

もに障がい福祉サービス事

業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項
○就労支援センターの実績の報告
○浦安福祉事業体の活動報告
○雇用・就労支援の推進について

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○講話（地域生活支援拠点について）
○住まいの場について
○グループホーム視察報告
○グループホームに関する情報提供について
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○障がい者福祉計画について
○障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金につ
いて

本人部会

当事者間の情報交換を行い、

相互理解を図るとともに、地

域課題を提案する。

情報交換に関する事項
○意思決定支援の取り組みについて
○障がい福祉ガイドブックについて
○市内施設見学（グループホーム等）

地域課題の提案に関する事項 ○Ｕモニアンケート実施結果から見えてくるもの

（その他） ○障がい者福祉計画について

合同部会

部会間等の情報交換と連携
○部会の活動報告
○市内施設、事業の実績報告

講演会
○「成年後見制度の基礎知識」
○「これからの障がい者支援」

議題５資料
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浦安市長 内田 悦嗣順天堂大学浦安病院のがん相談支援センター

　障がいの特性や程度は人それぞれ。外見からは分かりづらい障がいを抱えている方も多くいます。困っている方を見かけたら、まず
は一言「お手伝いできることはありますか」と声をかけてみてください。皆さんのやさしい気持ちが、浦安をやさしいまちにします。

このマーク（ヘルプマーク）について２面へ

5

12月３日～９日は障害者週間 やさしい気持ちを行動に

総合的ながん対策の実現に向けて
第
14
回

進めてきた「がん対策推進条例」を成立させる
ことができたことは、１つの大きな成果と感じ
ています。
　９月定例市議会において可決成立した「浦安
市がん対策の推進に関する条例」は、平成31
年１月１日より施行されます。
　国民の２人に１人ががんにり患し、３人に１
人ががんで死亡するという現状から、がん対策
を積極的に進めていくことは、市民生活の質を
高めていくためにも必要なことであると考えて
います。
　誰もがり患する可能性を持つがんに対し、こ
の条例では、市の責務として、国、県、医療機
関など関係機関との連携の下、本市の特性に応
じたがん対策に関する施策を総合的に実施する
ことを基本に、情報の提供やがん教育、予防施
策の推進、患者等への支援などを明確に規定し
ています。

　また、市民の役割として、がん検診の積極的
な受診、がん患者に関する理解を深めるよう努
めることなどを規定しています。
　市内においては、順天堂大学医学部附属浦安
病院が「がん診療連携拠点病院」として国から
指定を受けており、がん相談支援センターが設
置されています。
　この相談センターでは、療養生活や日常生活
への不安、セカンドオピニオン、緩和ケア、経
済的な問題など、がん患者やその家族に限ら
ず、誰もが無料でがんに関する相談ができま
す。
　がんは発見が早ければ早いほど治療の選択肢
が増え、治る可能性も高くなります。検診受診
率の向上、就労支援など、地域全体でがんに対
して取り組んでまいります。

　早いもので、平成30年も残り１カ月となり
ました。今年は皆さんにとってどのような年だ
ったでしょうか。
　私にとっては、市政運営の２年目にあたり、
課題が山積する中で、着実に歩みを進めること
ができた年でありました。特に、県議時代から
その重要性について理解を深め、就任直後から

浦安市長 内田 悦嗣

発行／浦安市
所在／ 〒279-8501 千葉県浦安市
　　　猫実 一丁目１番１号
編集／企画部広聴広報課
☎047・351・1111（代表）
http://www.city.urayasu.lg.jp

主 な 内 容No.1111 2018 年（平成 30年） 12月１日発行

各記事に掲載している を確認し、市ホームページ上の「広報ページID検索」に入力すると、検索結果が出ます。これにより、記事を探す手間を省けます

冬の省エネに取り組みましょう　ほか ７面

平成30年度
教育功労者表彰式　ほか ８面



　掲載希望の方は、発行日の１カ月前（１カ月前が
市役所の閉庁日のときは、直前の開庁日）までに、
広報うらやす「伝言板」掲載申込書《広聴広報課

（市役所３階）で配付または市ホームページからダウンロード》を、直接またはフ
ァクスで、広聴広報課 353・2453へ　※ファクスでの申し込みは、要電話連絡
　申込者は市内在住の方に限ります。同一団体の掲載は、６カ月以上の間隔をあけてく
ださい。　※活動場所などについて、詳しくは、各お問い合わせ先までご確認ください

拳同好会）
 催し物 
●Xmas仮装ダンスパーティー
　思い思いの仮装で楽しみましょ
う。仮装大賞あり。
時　12月16日㈰午後０時30分～４時
（開場＝０時15分）
所　市民プラザ
費用　1200円（前売りは1000円）
問　浜田☎080・5642・3661（浦
安市ダンス協会）
● 千葉ソロギターサークル第10回定
期演奏会
　第10回記念特別演奏会。客演はプ
ロギタリスト宮下祥子氏。
時　12月23日（祝・日）午前11時～午後４
時30分（開場＝10時45分）
所　浦安音楽ホール
問　堀田☎352・3384（千葉ソロ

ギターサークル）
● 浦安社交ダンス同好会親睦ダンス
パーティ
　ミキシング・トライアルあり。飲み
物付き。お気軽にご参加ください。
時　12月23日（祝・日）午後１時30分～４
時30分
所　中央公民館
費用　500円
問　大島☎090・2155・6206（浦
安社交ダンス同好会）
●賀状をつくる
　五感を使い脳を目覚めさせるアー
トの年を始めませんか。
時　12月18日㈫午前10時～11時30分
所　市民活動センター
費用　800円
問　多田☎382・3116（Ude臨床
美術部）

 会員募集 
●着付け
　初心者を対象に基礎からフォーマ
ルまでお稽古します。
時　平成31年１月10日からの月３回
木曜日午前10時～正午
所　美浜公民館ほか
費用　月3000円、入会金2000円
問　高江洲☎350・4117（雅び会）
●エアロビクス
　新規会員募集中。随時開催の無料
体験会でお待ちしています。

時　毎週木曜日午前10時～正午
所　日の出公民館ほか
費用　月3000円、入会金500円
問　大久保☎090・8311・7732（マ
リンビクス）
●太極拳
　健康気功太極拳を健康のため一緒
にしませんか。初心者歓迎。
時　毎週土曜日午前10時～正午
所　高洲公民館（エスレ高洲内）
費用　月1500円
問　鈴木☎352・7861（高洲太極

ヘルプマークをご存じですか

浦安手話言語等条例に関すること＝障がい福祉課 ☎712・6393、それ以外のこと＝障がい事業課 ☎712・6398問

　葉っぱに見立てたカードに、「やさしいまちを目指し
て私たちにできること」を書いて「ヘルプマークツリ
ー」を飾りませんか。

●困っている方にやさしく声をかける　●笑顔であいさつ
●思いやりをもって助け合う　　など

ヘルプマークツリー皆さんの思いで飾る

所 市役所１階正面玄関近く時 12月28日㈮まで

これまでに寄せられた思い

　いざ「声をかけよう」
「手伝おう」と思っても、
どう接したらよいか分か
らず尻込みしてしまった
…という経験がある方
も多いのではないでし
ょうか。そんなときは、
ぜひ「うらやすこころのバリアフリーハ
ンドブック」を参考にしてください。そ
れぞれの障がいの特性や障がいのある
方への接し方などを紹介しています。
　このハンドブックは次の場所で配布
しているほか、市ホームページからも
ご覧いただけます。

うらやすこころのバリアフリー
ハンドブック

障がい事業課（市役所３階）、各公民
館、各駅前行政サービスセンター、文化
会館、市民プラザ、社会福祉協議会

配布場所

バ

～うらやすこころのバリアフリーハンドブック～

浦
う ら や す し じ り つ し え ん き ょ う ぎ か い安市自立支援協議会

わたしたちに
できることがあります　ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病、聴覚障が

いなど、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方が、日常生活の中
で困ったときや災害時などに、周囲に支援や配慮を求めるためのマークです。

　ストラップ型ヘルプマークは、障がい事業課・障がい福祉課（市役所３階）で配布しています。詳しくは、お問い合わせください。

ない人も も障がいのある人
目指して共に生きるやさしいまちを共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共 ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち

　市には「やさしいまち」を目指して制定した条例があります。ここには、市民の皆さ
んの役割も定められています。「やさしいまち」を目指した条例

　今年10月に施行したこの条例は、手話が「言語」であるとの認識に立
ち、手話が言語であることと、聴覚に障がいがある人と手話や筆談などに
ついて、理解の促進と普及を図ることを目的に制定されたものです。
　市では、この条例に基づき、手話などを使いやすい環境の整備や、学習
機会の提供に取り組んでいきます。

▶手話や聴覚の障がいについて理解を深めましょう
▶手話や筆談などの普及に協力しましょう市民の皆さんの役割

浦安市手話言語等条例
　この条例は、障がいのある人への理解を深め、誤解や偏見などから生じ
る差別を解消するために制定されたものです。

▶障がいのある人に対する理解を深めましょう
▶ 市が実施する障がい者差別の解消を推進するための施策にご協力ください
▶障がいの有無にかかわらず、お互いの立場を理解し、協力しましょう

市民・事業者の皆さんの役割

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

　また、災害時には、安全に避難できるよう支援をお願いします。

電車・バス内で席を譲る、声をかける などの配慮をお願いします。

ヘルプマークをつけた方を見かけたら…!

市では、障がいの有無にかかわらずお互いを尊重し合い、共に生きる「やさしいまち」の実現に取り組んでいます。
「やさしいまち」の実現には、皆さんの協力が必要です。この機会に、私たちができることを考えてみませんか。

　障がい者権利擁護センターでは、障がいのある人への差別や虐待に関する相談を受け
付けています。また、障がいのある人から求められた配慮に、どのように対応すべきか
という相談にも応じます。本人はもちろん、家族や関係者の方も相談できます。

障がい者権利擁護センター 月～金曜日午前８時30分～午後５時
（祝日、年末年始を除く）相談時間

☎712・6837相談専用ダイヤル

※ 相談・通報・届出をした方の情報は守ら
れます。匿名による通報も可能です

1024613
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