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審議会等会議録概要 

会 議 の 名 称 平成 27年度第 2回久喜市障がい者施策推進協議会 

開 催 年 月 日 平成 28年 2月 26日 

開始・終了時刻 午後 1時 30分から午後 4時 

開 催 場 所 鷲宮総合支所 407、408会議室 

議 長 氏 名 櫻井 邦夫 

出席委員（者）氏名 別紙のとおり 

欠席委員（者）氏名 別紙のとおり 

説明者の職氏名 椎橋障がい者福祉課長、岡田課長補佐、田島主任 

事務局職員職氏名 

荻野菖蒲総合支所福祉課長、市川栗橋総合支所福祉課長、

山﨑鷲宮総合支所福祉課長、椎橋障がい者福祉課長、岡

田課長補佐、鳥海係長、田島主任 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．議事 

1）障がい福祉計画の進捗状況について（報告） 

 2）障がい者への差別等及び配慮に関するアンケート調

査結果について 

 3）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（案）及び障がい者等への配慮マニュアル（案）

について 

３．閉会 

配 布 資 料 別紙のとおり 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 0人 
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様式第２号（第５条関係） 

 

審議会等会議録 

 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

（椎橋課長） 

～開会を宣言。 

～会議の成立について確認。 

～配布資料の確認 

～櫻井会長よりあいさつ。 

櫻井会長 皆様、こんにちは。 

久しくご無沙汰いたしております。 

さて、障害者権利条約が 2014年 1月に締結され、早くも 2年

経過いたしましたが、障害者差別解消法を制定したり、行政サイ

ドでは対応指針や要領づくりなど権利擁護に向けた取組みが大

きく前進しつつあると思います。これからも、条約の目指す共生

社会の構築を目指しまして、社会の実態を明らかにしながら一つ

ひとつ改善していくことが必要だと思っております。 

この協議会におきましても、日常的にどのような課題があるか

ということを確認しながら、今後の方向を皆様と一緒に考えて行

きたいと思っているところです。 

それでは本日も前向きに協議を進めて参りたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

議長 

（櫻井会長） 

～櫻井会長が議長となり議事を進行。 

会議録署名人は名簿順でお願いしています。今回は、桜井委員

と中城委員です。よろしくお願いします。 

 

議題 1）障がい福祉計画の進捗状況について、事務局から説明

をお願いします。 

事務局 ～資料 1説明～ 

議長 

（櫻井会長） 

ただいま、障がい福祉計画の進捗状況につきまして説明があっ

たわけですが、今の関係で何かありますか。 

小林委員 特別支援学校において保護者の話では、来年は日中活動の場で

ある生活介護がいっぱいになってしまい、これからが不安である

というお話を聞きます。数値だと計画どおりということですが、

現場はなかなかその様には思えないのは何故なのでしょうか。 

事務局 市も特別支援学校の PTAの方々と、今年の 1月にお話をさせて
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いただきまして、今後の卒業生の通う場所をどのように確保して

いくのか、市はどのように考えていくのかとのご質問がございま

した。第 4期障がい福祉計画 21ページの下に確保の方策とあり

ますが、新たにサービスを提供いただける事業所の参入の促進を

図っていくということで、いろいろな事業所から、ご相談いただ

いている状況はございます。その中で、生活介護であるとか就労

継続支援をやりたいというお話も伺っておりますので、事業所を

立ち上げたいということであれば、ぜひ生活介護をお願いしたい

というところは、市として申し上げているところでございます。 

実際に事業所が立ち上がりましたら、皆様にご報告させていた

だきたいと思います。 

議長 他にありますか。 

 

無いようですので議事 1は終わります。 

続いて、議事 2）障がい者への差別等及び配慮に関するアンケ

ート調査結果について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 ～資料 2説明～ 

議長 このアンケートを見ますと、一部の市民の方々の無理解、理解

不足から、差別、偏見、無視、敬遠といったよう状況が一部見ら

れます。 

市の対応を見まして、職員の対応は大方良いと評価をしている

ようですが、一部、不満であり不十分な点があると指摘している

ものもあります。 

今後に向けて参考になる貴重なご意見だと受け止めていると

ころです。 

資料 2に関して何かありますか。 

桜井委員 アンケートを読ませていただいて、たくさん言葉を拾ってくだ

さったなと福祉課の方に頭が下がる思いです。せっかくですの

で、これをたくさんの方に読んでもらいたいなと思いました。 

私も障がい者の親の会で活動していますけど、ここまで、久喜

市にこんな差別があったのかというのを改めて思いました。です

からなんとかこれをちょっとずつ、たとえば広報に小出しにする

とか、いっぺんに出しても市民の皆さんに読んでもらえないと思

いますので、小さなコーナーなんかに載せていただくとよく目に

するのでちょっと工夫をしていただけたらと思いました。 

それから、学校教育に対しては、教職員の関係は県のほうだか
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らというお話はあったので、難しいところだと思いますが、これ

だけの事がまとまっているというところで、やはり幼稚園から小

学校、中学校の先生方にも、目を通していただけるだけでもいい

ので、何かいい形で配布していただけないかというふうに思いま

す。 

議長 特別支援学校の先生どうでしょうか。 

谷部委員 このアンケートは、本当に皆さんの率直な意見が多く出されて

いるなと思いました。私も読ませていただいて、こんなこともあ

るのかなと知ることができました。 

このアンケートの結果に出ていますように、私は特別支援学校

のことについては、まったく知識がありませんでした。と言いま

すのは、昨年の 4月に赴任しましたけれども、その前は、普通の

高校しか経験がありませんでした。ですから、特別支援学校に来

ましたところ、子ども達がどんな子かなと心配でしたが、来てみ

て、普通の子と変わらないじゃないか、本当にかわいいな、そん

な思いでした。 

今、小学校や中学校と交流をやっています。そういう交流をも

っと深めていくことによって、やはり小さい時から障がいをもっ

たお子さんと交流を深めることによって、お互いに理解が深まっ

ていく、そこのところをもっと教育ではしっかりと進めていかな

いといけないのと同時に特別支援学校の教員はいろいろと勉強

しています。知識もあります。普通の小学校や中学校、高校にい

る教員は、障がいに関しては、ほとんど知識はございません。で

すから、教育は今後絶対必要になってくるだろうと思っていま

す。ここにきて、若干、初任者の研修についても、障がい者の関

係をやっていきましょうという話も出てきております。今までは

特別支援学校の初任者の先生だけを集めて研修をやっていまし

たけれども、だんだん教育現場の方も教育について少しずつ浸透

していっている状況です。 

奈良委員 私も学童保育という仕事をやっていて、仕事柄、お子さんを見

ているのですが、うちの学童は障がいを持っているお子さんが多

いです。 

私自身も、はじめて障がいをお持ちのお子さんを受け入れると

きにはとても不安がありました。知識もそれほどあるわけではな

いというところで、学童の指導員は学校の先生よりも勉強はして

いると思います。自分たちも学ぼうということで、育成会の桜井
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会長さんに講師となっていただきました。学童の中で初めて発達

障がいのお子さんを受け入れたときに、周りのお子さんたちは見

たそのままを口にします。でも子どもはそれが当たり前で、だん

だんと毎日生活していく中で、いることが普通というふうになっ

ていきました。周りの保護者の方も最初は、危ないとかいろいろ

気をつけるよう言ってくる方もいましたが、それが当たり前とい

う生活になってくるので、指導員もちゃんとした知識を持つとい

うところで、受け入れる側もきちんとしないといけないというこ

とは本当に思っています。 

このアンケートを見てすごく細かく、今までいろいろなアンケ

ート調査を見させていただいて、こんなにすごいのは見たことが

無いので、桜井さんと同じく、ぜひ、小中学校に置いて多くの人

に目をとおしていただきたいなと思いました。 

議長 出会いふれあいの大切さで理解が深まっていくのではないか

とお話がありました。 

せっかくのアンケート調査なので結果をどこかで随時活かせ

ないかという話ですが、事務局いかがでしょうか。 

事務局 当初は、職員対応要領ということで、職員に見せて自覚をして

もらうということを目的に始めたものですが、今のご意見をいた

だきまして、今後障害者差別解消法のことについて広報に掲載す

ることも予定しております。桜井委員さんのご意見も最もだと思

いますので、何らかの方法でただいまのご意見につきまして検討

していきたいと思います。 

神委員 このアンケートというのは、障がいを持っている当事者に対す

るものですね。はっきり外見的に障がい者と分かる方に対しての

対応であれば分かるけれども、外見的に分からない方で障がいを

お持ちの方もたくさんいます。そういう方にとっての対応は、ど

うしたら良いのか、おそらく誰にも分からないと思います。そう

いう事の方が逆に問題なのではないかと思います。見える方に対

しては、障がいがあるからこういうことに気をつけてあげれば良

いなと誰でも分かると思います。ところが、そうでない方にどう

したらいいのと改めて考えたときに、私は、分からなくなってし

まいました。 

たとえば、私もそうです。耳が聞こえないけれども、障がい者

と分かりますか。分かりませんよね。はじめて私が耳が聞こえま

せんよと言ったら分かるようになるわけです。聴覚障がい者に対



 

5 

 

しては、久喜市ではバンダナを配りました。ご存知ですか。広報

にも掲載されています。アンケートの内容を広報にと言っている

けれども、広報を見ている人はどれだけいるのか。おそらく、広

報が届いて、家の中に持ち帰って新聞の間にでも入れられておし

まいですよ。その程度だと思います。本当に周知するにはどうし

たらいいのだろうということです。そういうことを話した方がも

っと役に立つことがいっぱいあるのではないかと思います。です

から、表面的だと、やっているつもりだけど何もやっていない。

例えば、私の活動としては、ポスターに私の名前が入ったシール

を貼付して掲示して頂いているけれども、実際、社協の対応とし

て、ポスターを貼って下さいとお願いしたところ、机の上に何日

も置かれた状態になっていたのが現状です。 

私は中途失聴者で、1度聴こえなくなっています。そして、手

術をして音を取り戻しているわけです。それでボランティア活動

を始めました。当初、ボランティアは、偽善者だと思っていまし

た。自分が聴こえるようになってから、実際にボランティアをし

なければいけない。何か人のためにならなくてはと思い活動して

います。 

そこまで考えている人はどれだけいるのだろうと思います。 

自分が小・中学生の頃は道徳の時間がありましたが、今はその

様な授業はあるのですか。あれば、そこで教育してもらうとか、

教育指導要綱の中ではっきり明記してもらうとか改善していか

ないと、社会なんて全然良くなっていかないと思います。 

議長 大変大事なことをお話いただきました。確かに、外見で分かる

障がい者が中心ではないかということですが、そういう方々を、

多くの人はまだまだ特別な人と見て差別偏見に繋がっていく事

例が多いようです。指摘されたように、内部障がい者や精神障が

い者の一部の方々への対応の仕方というのは大変難しいと思い

ます。 

どう考えていくのかというのも、この協議会の中でも時間をと

りながら、もう少し議論を重ねていくべきかと思います。 

あと、広報の件も難しいところですが、啓発の場合、広報も含

めたあらゆる手段を使ってやる他ないのですが、この辺りも長年

努力は続けているけど、なかなか成果が出てこないというのが実

態ではないかと思っています。 

確かに、地道にコツコツ時間の掛かる課題であると受け止めて
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おります。 

中城委員は何かありますか。 

中城委員 私は親和会という家族会で活動をしています。この会は、主に

精神の病気の中でも最も重いとされている精神分裂病、今は統合

失調症になりました。病名というよりは、その様な症状を持って

いる人達ということで、その名前については偏見が無い名前にな

って良かったと思います。まだまだ、この病気に対しての偏見と

いうのはあると思います。差別は良くないと思いますけれども、

この病気の人達というのは、以前は人であって人でないというよ

うな見方をされていまして、隔離されたような状態で、医療に繋

げていないから、そのようにパーソナリティが破壊されたような

形に映ると思うのですけれども、今はそんなに重病の方もいらっ

しゃらず、統合失調症の病気はかなり重病ではありますけれど

も、ちゃんと医療に繋げていけば早期発見、早期治療という形で、

ちょっと睡眠障害で三日三晩寝てなくて、おかしいぞとか、ある

いは、摂食障害で、ぜんぜん飲まず食わずで、暗い中ずっと引き

こもっているとか、そういう異常を感じたときに、すぐに精神科

というと、ちょっと抵抗があるので、最初は内科に行かれたり、

次に心療内科に行かれて、最終的に精神科とかに掛かれるよう

に、段階を経て抵抗がないようにして受診されると良いなという

ことを家族会では皆さんにお勧めはしています。 

私も結構勉強をし、自分なりに知識を得ていますけれども、こ

の家族会は、40何年の歴史がありますが、まだ偏見と差別が満ち

満ちていた頃を、家族だけで集まらざるを得ないというか、医療

にもどう繋げたら良いのだろう、保健の指導もない、どのように

したら良いのだろうという困りきったときにできました。今はそ

れほどでもなく、かなりオープンな形で、ピアカウンセリングと

か、経験を持っている人とかに対してお話をするとか、あるいは

当事者が当事者に向けてお話をする会を設けたり、精神保健ボラ

ンティア講座とかがあって、ボランティアをしたいという方もい

らっしゃるので、そういう人達の講座も久喜市の方から設けられ

ているということで、だいぶ公にされてはいます。でも家族の中

ですら偏見と差別があって、この子は恥ずかしいので、外には出

せないと未だにそういう方もいて、私は、こんな風に悲しいんだ、

苦しいんだという家族会ではいけないと思っています。 

どうしたら良いのかと考えたときに、当事者もいっしょに会に
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出てもらいたいということで、今は当事者の方も出てもらって親

と子で一緒になって 2時間くらいお話をしますが、精神障がいの

人は、2時間が持たないです。すごく緊張するしどう自分を出し

たら良いか、人が見てる視線もすごく気になるので、当事者は当

事者の人、親は親という形にして会を進めたりしています。 

今、5大疾患に精神疾患も加えられまして、本当にポピュラー

な病気となりましたが、まだ薬がきちんと確立されていないの

で、これを飲めば統合失調症が治るとか、これを飲めば躁うつ病

が治るとか、そういうものが模索中で臨床実験という形です。本

当に医療に繋げても、薬の段階でまた、それとあと原因がまだ良

く分からないような状態で、脳は億単位の細胞の集まりなので、

これが一つの原因だとは分からないので、ずっと親達も本当に困

っている状態ですけれども、いたって本人達は明るい部分もあり

ます。 

また、親が追い詰めないように、また、周りが追い詰めないよ

うにしてもらいたいなというのが私の願いで、あなたはどうして

働けないのとか、どうして昼間寝てしまっているのとか、そうで

はなくて、本当に脳が疲れやすいので、先ほど委員さんが言われ

ていたように、目には見えなくて普通の人の感じですけれども、

本当に脳はオーバーヒートしたり疲れやすかったり、それは幻聴

と幻覚と幻視いろいろ見えないものが見えたり、聞こえない音が

聞こえたり、騒がしい頭の中で生きているという形なので、そう

いうところは、皆さんが理解していただけたらと思います。 

議長 まだまだ一般の方々の理解が不十分ということだと思います。 

当事者の方々のご努力があって、少しずつ理解がされつつある

ということでしょうか。 

先ほど、神委員から啓発の難しさ、特に見えない方々への啓発

の仕方が不十分であると、何か良い方法はないだろうかという提

案的な話がありました。 

山路委員は、様々な相談を受ける中でどう思いますか。 

山路委員 アンケートを読ませていただいて、支援センターとか事業所で

も障がい者の施設の対応を見てこのようなことがあるのだろう

なと思いました。 

先日も、施設向けの管理者には虐待と差別に対しての研修会を

一緒に実施したり、支援センターでもその様なことは行っていま

す。 
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今までも民生委員に対して、虐待研修を企画したりしているけ

れど、どうしても関係者だけの集まりになってしまいますが、そ

の人達はすごく勉強しています。学校、施設の方もそうだと思い

ます。やはり一般の方が、保育園や学校も特別支援学校でなけれ

ばそういうのもあるでしょうし、お店とか電車、バスなどそうい

ったところの一般の方に対して、障害者差別解消法をどのように

して啓発していくのだろうというときに、ターゲットがなかなか

絞りにくいと思います。先ほどからいろいろな委員さんがおっし

ゃっているように、障がいをお持ちになっている人を身近に感じ

てから、学ぼうかなど考えると思うのですけど、私もこの仕事に

就く前には、障がいのある方に対しての理解は、まったくありま

せんでした。ですからそういった意味でも、一般の方、本当に近

所の方や電車バスの運転手の方たちに、障害者差別解消法とか障

害者虐待防止法とかの理解をしていただくためには、市民向けの

学習会とか、広報で効果がなければもう少し違う形で、一番いい

のは教育だと思いますので、教育の機会の中でお子さんが学べ

ば、その世代が上がってくれば、たぶん改善するのだろうなと思

います。 

先ほど、学校教育の話がありましたが、教育カリキュラムを採

る方が、施設実習に来る機会がありますが、一番意識が低いのが

教員の資格を取るために実習に来る方です。施設に来てもなかな

か手が出せない方が多く、保育士とか高齢者のヘルパー事業所の

方々が施設実習に来ると、積極的に学ぼうという姿勢は見られま

す。教員はやはり身近に感じていない部分があって、施設の実習

に来ても、理解というよりは、何をしていいか分からないという

部分が非常に強いと思います。そういった意味でも教育は非常に

大事だなと思いますので、先ほど神委員がおっしゃったように、

障害者差別解消法が出来て、小中高の中にそういうことに対して

の教育をしていくこととか、ターゲットを絞って民生委員、それ

以外には、市民全体のようにあまり大きくやってしまうと参加し

づらいと思うので、近所で地区ごとにやった方が参加が良くなる

のではと思います。もちろん、支援センターや障がい者施設で働

いている職員、障がい者福祉課の職員が一緒になって、地域を地

道にまわっていくということも一つの手なのではないかと思い

ました。 

議長 福祉教育が有効策なのではないかと提案がありました。また、
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一般の方に対しては、出会いふれあいの場をつくって理解を深め

ていくという手段がいいのではとありましたが、その辺いかがで

しょうか。 

谷部委員 たしかに、教育というのはすごく大切な有効な手段だと思って

おります。小中高のカリキュラムの中にそういったものはありま

せん。文科省で道徳教育に代わるようなものが今後導入されるよ

うな運びになっておりますので、その中で位置付けてもらえれば

と思います。 

実際、いろいろな本を読むだけではなくて、やはり直接お互い

接して、知り合うということが何より一番大切だと思っておりま

す。 

このようなことから、本校も近くの清久小学校と交流会をやっ

ています。交流会を通してお互い理解が深まっていくことによっ

て、障がいのあるお子さんの理解も深まるし、その先成長してい

っても普通に付き合える、そういった関係になっていくのではな

いかと思っています。やはり交流を深めるということが、一番大

切なのかなと思います。 

宮原委員 小さいときからの交流、それは本当に基本だと思います。私は

今精神の方に関わっていますが、精神の方はどうしても枠の外に

置かれているというのが実際です。親御さん達が、自分は前に出

たくないとおっしゃるので、だから精神はどうしても遅れてしま

います。親御さん達が訴えてくれないというのが現状ですので、

精神の場合は、広い気持ちで公が支えてもらいたいと思います。 

私は、親御さん達に必ず言うのは、もし自分の子が精神になっ

たら、がんや難病と同じ病気に罹ったと思ってくださいとお話を

します。どんな病気にもなりたくてなる人はいないと思います。 

ですが、がんや難しい病気になったときは、声を出して言える

のですけど、精神の場合は言いたくない、言えないとおっしゃい

ます。親御さんに、変わってもらおうと思ってがんに罹ったのと

同じですということを言います。 

子ども達もなりたくてなったわけではないでしょう、がんばっ

てみましょうというと、少しずつ頑張る方もいます。 

差別ということが一番の難題だと思います。 

柳田委員 私は 4歳の時に光を失って 70年になります。この間にいろい

ろな体験をしてきましたけれども、やはり今考えますと、子ども

達に対する啓発、これが一番だと思います。 
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福祉授業というのを小学校の 4年生を対象にしてやっていま

す。視覚障がい者に対するガイドの仕方、視覚障がい者のいろい

ろな生活の立場ということをお話して各小学校で理解を求めて

います。その成果もありまして、街を歩いていると小さな子ども

達が寄ってきて、どこ行くの、一緒にそこまで行こうと、声を掛

けてくる子ども達がかなり増えてきました。この子ども達がやが

て成長した時に、障がいの特性に応じた理解を深めてくれるので

はと思います。 

聴覚障がい者も手話を中心にして福祉授業に参加しています。

こういう面でもっと文科省でも地方の教育委員会でも、もっとも

っと多く取り入れてやっていただきたいと思います。 

私は一人で買い物に行きますが、コンビニでかなり混んでいる

時にも、店員が「ちょっとお待ちください。空いたら声を掛けま

す。」と言ってくれる様になりました。これもやはり生活の中で、

理解してもらう一つの手だと思います。 

奈良委員 教育の場でなかなか学ぶ場所が無いというお話でしたが、久喜

市は特に人権についてすごく市を挙げてやっているので、人権と

いうところで、先日も人権基礎講座というのをやって、私も聞か

せていただきました。障がいを持つ方の人権といったところで、

そういう方向性からも学べるのではないかと思います。 

谷部委員 先ほど学校で学ぶ教科が無いと言いましたが一部訂正をさせ

ていただきます。 

人権教育については、必ずやりなさいという指導は入っていま

す。この扱う内容については人権教育ですから広く扱っていま

す。ですから学校によってはどこかに焦点を当ててやっています

ので、障がい者について学ぶ機会というのはできると思います。 

小林委員 私は知的障がいのことしか知らなかったのですが、協議会に参

加して精神障がいの方や身体障がいの方や難病の方がおられた

り、世界が狭かったなと思いました。 

先ほど柳田委員がどんどん外へ出て行かれるとお話がありま

したが、だからどうすれば良いかということを周りが分かるよう

になるのだと思います。 

私も子どもにインクルージョンのことを願って来ましたので、

小さい頃から普通学級で過ごしてきました。その中で周りの人達

は葛藤しながら理解してくださって中学校までは普通学級にい

ることができました。先ほどもお母さんがまず子どもを受け入れ
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られない、障がいを受け入れられない、外に出せないということ

で、一番そばにいる親が偏見や差別を持ってしまっているのでは

ないかと思ってしまいます。どんどん外に行くことによって理解

が深まっていく、一気には進まないけれど少しずつ周りから溶け

ていくみたいに変わっていくのではないかと思い今までやって

きました。 

今までの障がいを持った方達の歴史をみたら本当に過酷で、そ

れでも負けずに社会を動かしてこられた歴史を考えれば、これく

らいたいしたことないと思って、頑張ろうという気持ちになりま

す。 

まず、一番身近な親が理解して行く事が大事なのではないかと

思いました。 

鈴木委員 私も難病患者であり見た目には分からないような、日常生活の

中でいろいろ支障はあるけれども、はたから見ると普通の人に見

えるわけなので、見た目には分からない障がい者ということにな

ります。実際には見えない部分というのが実は一番重要な意味を

示していると思うので、見た目で分からないので分かってもらえ

ないという意識を持つよりも、自分で周りの方に分からせようと

いう考えを持ち続けることが大事だと思っています。ですから、

またかと思ってもその都度、私はこういう者ですよということを

オープンにしていくことが大事だと思いますし、そういう中で

は、中城さんや桜井さんの活動は、そういうことに繋がっていく

のだと思います。 

ただ、現実的にはアンケート結果にも所々に出てきますが、封

筒に「障がい者福祉課」と書いてあるとあまりいい気持ちがしな

いとか、自分の家に障がい者がいるということを知られてしまう

ようで嫌だという方達も現実的にはいます。これはこれまでその

方達がそういう気持ちになるくらい嫌な思いをした結果だと思

いますけれども、ただ嫌だから、ここを消してくださいと言って

いるだけでは、自分たちのことを否定することにもなってしまう

ので、自分たちのことを話しやすい雰囲気を持てるような、オー

プンにできるような周囲の雰囲気づくりとか受け入れ態勢とい

うようなことが重要なんだろうと思っています。 

そういう部分で啓発は大事になってくるのですけれども、少し

話がずれるかもしれませんが、教育現場での啓発というのが皆さ

んのお話の中から出てきておりますが、障がい者とはまたずれて
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しまうのですけれども、認知症サポーターの資格を小学校で行っ

ている自治体が関西の方にありまして、小学校くらいのお子さん

ですと、学校で覚えたことや習ったことを家に持って帰って話す

ような傾向がありますから、認知症のお年寄りとの関わり方や声

の掛け方などをお家の人に話すと、大人世代や兄弟世代にも理解

が深まって、福祉に活発な市として表彰されたような自治体があ

るようなので、そういった形で子ども基準というのはとても大事

なのでないかと思いました。 

柳田委員さんの視覚障がいの方の誘導や声掛けにも繋がって

くると思います。 

議長 皆様から参考となるご意見をたくさんいただきましたが、あら

ゆる機会を通して理解を深めていくということですけれども、こ

れに関して市として何かありますでしょうか。 

事務局 障がいの特性ということで、障害者基本法の中でも全ての障が

いの方を対象としており、手帳を持っている持っていないに関わ

らず、その方を理解する、向き合うという姿勢が一番大切だと認

識しているところでありますので、皆様の意見を少しでも多く活

かしていきたい、あと教育委員会とも連携を取りながらやってい

きたいと思いました。 

たくさんのご意見をいただき、ありがとうございます。 

議長 続いて、議事 3）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（案）及び障がい者等への配慮マニュアル（案）につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

事務局 ～資料 3,4,参考資料説明～ 

議長 障害者差別解消法のキーワードであります合理的配慮という

言葉ですが、なじみの薄い言葉です。浸透していく、理解が深ま

っていくには時間が掛かるかなと聞いておりました。 

対応要領につきましては、聞くところによりますと、国の指針

に合わせてつくっている自治体が多いようですが、久喜市は配慮

マニュアルもつくっています。久喜市の前向きな姿勢は高く評価

して良いのではないかと受け止めております。 

何かご意見ありますでしょうか。 

関根委員 法律では自治体は義務ではなく努力義務ということでありま

すが、久喜市は対応要領さらには配慮マニュアルを作成するとい

うことで、敬意を表するものであります。 

その中でいくつか伺います。 
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対応要領第 6条の相談体制でありますが、内容的には国の内閣

府に準じていて検討もしているので、総論的には問題ないかと思

います。 

相談体制は非常に重要ではないかと思っています。障がい者が

差別を受けた時にどこに相談するかということになるわけです

が、ここでは当該事務事業の所管課等ということですが、なかな

か直接、当該事務事業の所管課に相談しにくい場合もあろうかと

思います。その場合「等」が後ろに付いていますが、「等」がど

の辺を指しているのかを伺いたいと思います。 

それから、7条関係で、研修の方法はどのような形でなさるの

か、これだけ膨大なマニュアルを作ったとなると大きな手間が掛

かりますし、また単独で行うにしても大変だということで、それ

以外にも職員の研修はたくさんあるわけですから、そういう研修

体系の中でやるのか、配慮マニュアル単独でやるのかお考えがあ

ればお伺いしたいと思います。 

それから、配慮マニュアル 2ページ（１）の社会モデルで「女

性は、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること」

という文章がなぜここに入ったのか、確かに女性差別等がありま

すのでよく分かるのですが、ここに入った意図があるのかどうか

を伺いたいと思います。 

それから、要望なのですが、対応要領、配慮マニュアルは市の

職員に対してのものとは理解していますけれども、法律の第 15

条で「国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消につ

いて国民の関心と理解を深める」という文章があります。 

先ほどから、一般の市民に対して啓発が必要だと、各委員から

たくさん出ているのですが、今後どういった形でできるのか、大

変な努力が必要だと思いますが要望としてお願いしたいと思い

ます。 

町田委員 雇用分野における周知ですが、春日部管内の事業主に対しまし

て、2月 29日に各事業所のトップクラス、雇用採用の人権啓発推

進委員を集めまして、雇用分野における障がい者の差別禁止と合

理的配慮についての研修会を実施して周知を図っていくという

ことでご案内をしたところ、かなり好評で、いつもの年ですと 40

名くらいが今回 70名の方が参加と、それだけ事業主の方も障が

い者に対する差別禁止と合理的配慮については、関心を持ってい

るのかなと感じているところです。 
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まだ実際にはこれからの開催という形ですから、事業主からの

感想といったものはこれからになります。 

来年度以降も、労働局全体として続けていく方向で検討してい

るところです。 

神委員 雇用についてですが、障がい者雇用率というのがありますが、

春日部の管轄内や久喜市においてどのくらい守られていますか。 

町田委員 雇用保険に加入している労働者が 50名以上いる事業所には、

毎年 6月 1日現在で調査をしています。不足している事業所には

雇用指導を実施しており、不足解消が徐々に進んでいるという状

況です。 

平成 26年 6月 1日現在に対して、平成 27年 6月 1日現在では、

実雇用率が 0.2％春日部安定所管内でも上昇している現状になっ

ています。 

神委員 人工内耳という知識も窓口の方に知って頂いて、特に若い方に

勧めて頂くと、雇用機会拡大につながるかと思います。 

町田委員 障がいについては、身体、精神、知的それ以外にも様々ありま

すので、ハローワークとしても所内でいろいろな研修を実施しな

がら、障がいに対しての知識を深められるように行っているとこ

ろです。今現在は、発達障がいを中心に研修を実施しているとい

うのが現状です。 

就職を斡旋する上では、全ての障がいに対して知識がないと斡

旋できないということは十分承知しておりますので、さらに研修

を実施して担当者の知識を深めていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

事務局 関根委員からのご質問に対しまして回答いたします。 

第 6条の「当該事務又は事業の所管課等」の「等」の考え方で

ございます。 

連携をして対応していかなければならないものもありますの

で、その中には人事課等も入ると思います。障がい者福祉課も連

携して、担当課だけでは解決できないものについては一緒に解決

していくという考えでございます。 

第 7条の研修についてでございます。 

今年度 3月に全職員を対象に研修を実施するつもりでおります

ので、なかなかのボリュームでございますが、まずは 1回は実施

いたします。来年度以降につきましては、新任職員の研修はやら

なくてはならないと考えております。来年度以降どのような研修
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を行っていくか計画を立てて実施していきたいと考えておりま

す。 

マニュアルの 2ページ共通事項の（１）障がい者の範囲、その

中の「女性は、更に複合的に」という部分でございます。 

こちらは、国の基本方針に示されている、障がい者の範囲につ

いて、内容は全て網羅させていただいています。 

ここでは、女性の場合はさらに配慮が必要であろうということ

で国も加えていると考えられますので、市でも同様に、入れさせ

ていただいたところです。 

法律の第 15条に示されている啓発活動でございますが、事業

所、地方公共団体全てに差別の解消を推進していくようにという

ことで、市としましては、広報紙の活用と、リーフレットを作成

したいと思っております。 

市民に対しても、障害者差別解消法が制定されたということ

で、事業所、地方公共団体が取り組んで行くと共に、市民の方に

も理解を深めていただくといったところの目線は忘れないでや

っていきたいと思っております。 

鈴木委員 今回の協議会に出席するにあたり、他の自治体の状況を調べて

みました。さいたま市においても、こういうマニュアルはまだ無

いようでしたので、久喜市は先駆的なことを行っているというこ

とは、大変評価したいと思っております。 

関根委員からお話があったように、市役所や市職員、その関係

者だけのものではなくて、市民へどう繋げるのかという部分で、

たとえばさいたま市では、「障がいのある方への差別や虐待を禁

止するとともに、障がいのある方の自立や社会参加を推進し、障

がいのあるなしに関係なく、安心して生活できる地域社会の実現

を目指す」ものとする条例を平成 24年から制定しています。こ

の条例に基づいて、市民に理念を理解していただこうという考え

方としてあるので、条例作成なども将来的に検討していただくと

いいのではないかという提案があります。 

教育現場で先生が保護者や障がい児の方の意見を聞かないと

か、意見を聞かずに入学の可否を決めたりですとか、あるいは、

病院が障がいを理由に治療を断るとか、そういったことも条例の

中で差別と定められています。そして、実際に差別を受けたとき

は、障がい者の生活支援センターの職員が実際の差別状況の調査

を行ったりして、それで解決に導かない場合は、専門の委員会が、
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差別をした関係者に対していろいろな助言であるとか差別解消

に向けた関係調整を図っているということもあります。 

こういったことも将来的に久喜市でも可能になると良いので

はないかと提案の一つとして申し上げました。 

小林委員 教育委員会というのは県の職員ということで別なのですか。 

事務局 教育委員会ですが、まず対応要領につきまして、県の状況とい

うのが、まだ出来上がっていないようですので内容は確かではな

いですが、県の動きを確認しましたところ、県の知事部局と教育

局と基本的には国がつくった、市が提示した対応要領とほぼ同じ

ような文面のものが、それぞれの部局ごとに出来上がるというよ

うなことで伺っています。これが 3月末までに順次整っていくと

いうようなことでございます。その中でやはり県職員がたくさん

おりますから、その方々にきちんと対応してもらうということ

で、やはり同じようなマニュアル的なものを作っているようであ

ります。その中に、たとえば、県立高校、県立病院もございます

から、そういったところの具体例とか、そういった対応というの

も提示していくというようなことを伺っております。 

併せて市の教育委員会にも確認しておりますが、その採用につ

きましては県職員でありますが、市立学校の先生方につきまして

は、久喜市の教育委員会も関係しますから、そこはきちんとこの

対応要領に基づいて、この内容を伝えてやっていくことになりま

す。県の要領が出来上がれば、そういったことが先生方の中で、

話が進んでいくのだろうと思っております。 

神委員 障がい者等への配慮マニュアルができましたけれども、これを

実際周知するのは市役所や図書館に置くとかだと思いますが、周

知されていることを誰がこれをチェックするのですか。チェック

機関というのは無いのですか。あえて作る必要があるのか、無い

のか。 

具体的に、聴覚障がいであれば、要約筆記というのがあります

が、本当に会議の時に要約筆記をつけるのかということです。 

出席する人はどういう人であるかをいちいち確認しなければ

いけないのか、聴覚障がいがあるか無いのかを確認するのです

か。 

例えば、耳の聞こえない方がいらっしゃると思いますが、会議

等のときに手話は必要ですかと聞いているのですか。 

山路委員 県の研修によく出席しますが、参加者にそのような方がいると
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きには、手話通訳者を付けていただいたり、席を配慮していただ

いたりとかして、事前に確認をしています。 

一般向けの場合にも、今は付けるようになってきています。 

神委員 たとえば、私が出席している聴覚障がい者の会議では要約筆記

という手法が常識的になっています。 

会議があると、ボランティアの方がパソコンで文字をすぐにス

クリーンに表示してくれるので、耳が聞こえなくてもそれを読む

ことができます。 

ですから、何が必要で何が必要でないのか、たとえば、市議会

でもなんでもそうですが、そういうことは申し出をしなければな

らないのですか。 

山路委員 ここ数年、去年くらいから対応が変わってきて、その前はまっ

たくそういうことは無かったです。今は、だいぶ変わってきて、

主催者は必ず配慮するようになってきています。 

事務局 市の講演会は手話通訳をつけさせていただいております。それ

から、要約筆記も去年の人権教育の講演会につけさせていただい

ています。個々の要望にどう答えていくかということが配慮にな

ると思いますので、相互の建設的な意見をということを国は説明

しており、お互いにどう求めて、どう対応したら良いかというこ

とを一緒に考えていくということが今回の合理的配慮になると

思います。まず、ご相談をいただきながら市はどう対応していけ

るかということから始めていかなければいけないと考えており

ます。 

桜井委員 一般市民の方にはどのような呼び掛けがあって、もしも、こん

なことを言われたら、ここに来てくださいというのはどうなりま

すか。 

所管課とありますが、いったいどこに行ったら良いのか分から

ないということもあるのですけれど、その辺はどのように考えて

いるのでしょうか。 

事務局 配慮マニュアルを作成して、これから取り組もうというところ

でございまして、いろいろな苦情や申し出があったりと、どの位

出てくるのか分からないところです。実際マニュアルどおりに全

ての職員が出来るかというところの確証は、なかなか難しいと思

います。 

しかし、市の職員としてやはり障がい者の方への配慮というこ

とを心掛けていく、あとは、職員としての対応の向上を図るとい
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う目的がありますので、まずは、担当課に相談していただきたい

と思います。それで難しいようであれば、障がい者福祉課、内容

によっては人事課ということになってまいります。 

神委員 役所の窓口で相談したくても、自分の担当課、相談課に言えな 

い様な事があるから、市長への提言を設けているのでは？ 

その制度を利用して提出すればすぐ答えが出るのではないで

すか。 

そういう制度も周知、啓蒙されていない。 

だから、言うところがなくなってしまう。 

宮原委員 でもそういうことを言っていたら前に進まないと思います。 

市でもこれからやってみましょうと言い始めたところですか

ら、何か問題があったときに、またこの協議会の場で提言すれば

良いのではないですか。できないだろうというのを前提にお話し

していたら、いつまで経っても進まないと思います。 

桜井委員 今、久喜市としても市長が接遇に力を入れていますとおっしゃ

っていますが、せっかくこんなに素敵な配慮マニュアルができた

ので、これをアピールしながらも、もしも何かあったら、ここに

ご連絡くださいみたいな、前向きなアピールをしていただけたら

私たちもうれしいと思います。やはり完全には上手くいかないと

思います。それが差別なのか、差別でないのかすごく微妙なとこ

ろだと思いますので、そこで間に入って一緒に考えましょうとい

うようなスタンスも一つあると良いと思いますので今後検討し

ていただけたらと思います。 

議長 これから 4月にスタートするわけですから、今後の課題にして

いただいて、何かありましたら前向きに取組んでいただくという

ことで今日のところは終わりにしたいと思います。 

特に無いようですので、それでは、2つの報告と 2つの案につ

いては、協議会として了承ということにいたします。 

ありがとうございました。 

その他として、事務局からお願いします。 

事務局 その他といたしまして、まず、委員の皆様の任期でございます。 

皆様の任期は、平成 26年 10月 27日から平成 28年 10月 26日

までとなっておりまして、今年が改選の年となります。 

公募委員につきましては、市民の皆様からの応募により選出さ

れております。募集のお知らせは、広報及びホームページで周知

することになります。現段階で、いつのタイミングでお知らせで
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きるかは未定でございますが、現委員の皆様の募集は、平成 26

年の 6月 15日号の広報に掲載をさせていただきました。今回も

このあたりの日程で調整を進めて行きたいと考えておりますの

でよろしくお願いいたします。 

次に、平成 28年度の予定ですが、細かいスケジュールは未定

でございますが、平成 30年度の策定に向けた障がい者計画・障

がい福祉計画の事前準備といたしまして、市民の皆様を対象にし

たアンケート調査を実施する予定です。皆様のご意見を集約し、

平成 29年度に作成する次期計画の基礎資料とさせていただくた

めに実施するものです。 

アンケート調査の内容等を協議会に諮り、委員の皆様のご意見

をいただきながら調査を進めて参りたいと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

議長 以上をもちまして、本日、予定していた議事が終了となりまし

た。ご協力ありがとうございました。 

事務局 ありがとうございました。 

以上で、本日予定していた議事が終了いたしました。 

委員の皆様には、公私ご多忙中のところご出席いただきまして

誠にありがとうございました。 

次回は新年度となりますので、今のところ日程は未定でござい

ます。先ほどその他でもありましたとおり、皆様の任期が平成 28

年 10月 26日までとなっておりますが、その前には、1回から 2

回開催させていただきたいと考えておりますので、日程が決まり

ましたらご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、平成 27年度第 2回久喜市障がい者施策推

進協議会を閉会といたします。 

ご協力ありがとうございました。 
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