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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 ～開会を宣言。 

（椎橋課長） ～田中福祉部長より委員へ委嘱。 

～会議の成立について確認。 

～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だいております。 

本日は、ご多忙のところ、ご出席くださいまして、誠にありが

とうございます。 

さて、昨年 1月の障害者権利条約批准後、来年 4月には障害者

差別解消法が施行されるなど、条約履行へ向けての取り組みが始

まりつつありますが、今のところ、この条約が残念ながら関係者

以外の人にはあまり知られていない状況にあります。 

この条約は、単に障がい者の問題だけではなく、共生社会づく

りのヒントが沢山入っておりますので、今後は、関係機関・団体

があらゆる機会を通して、理解を深めていく必要があると考えて

います。 

ところで、本日は、差別偏見の解消に向けての久喜市関係職員

の対応要領作成のためのアンケート調査をメインテーマにして

おりますので、本日もまた、ざっくばらんに情報交換、意見交換

をして参りたいと思います。 

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

司会 ～今年度第 1回のため各委員、事務局自己紹介。 

（椎橋課長） ～配布資料の確認。 

議長 ～櫻井会長が議長となり議事を進行。 

（櫻井会長） 会議録署名人は名簿順でお願いしています。今回は、柳田委員

と押田委員です。よろしくお願いします。 

 

議題 1）障害者差別解消法について、事務局から説明をお願い

します。 

事務局 ～資料 1および資料 3を説明～ 

議長 ただいま、差別解消法の概要につきまして説明があったわけで
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（櫻井会長） すが、今までなかった法律ですから、障がい者の権利保障に向け

て大きくこの法律を契機に前進していくことを期待して聞いて

おりました。 

私が聞いている中で、どこまでを差別の範囲と捉えるのか、例

えば、一般的に言われているのは、偏見、無視、敬遠、非協力、

ここまでが今までは心の壁という中でよく言われてきたところ

です。いきなり、差別と言われてもどこまでを捉えるのか、もう

少し幅広く捉えていいのかなと思っております。 

それから、合理的配慮というのが出てきました。これは、かつ

て国連で障害者権利条約を出したときから議論され、どういうこ

となのだと皆が戸惑いました。合理的配慮という言葉は、未だに

分からないところが一部あります。どのようにこれを捉えていく

のか、法律の施行後いろいろな事例、経験をとおして整理されて

いくのかなと考えております。 

今の関係で何かありますでしょうか。 

神委員 ここでは、障害者差別法と言っていますけど、高齢者も含まれ

ますよね。 

 例えば、あるメーカーに電話で問い合わせをしたときに、今は

自動音声で内容に従って番号のボタンを押すようアナウンスさ

れます。相手が対人ではないんです。思ったとおりに物事が進ま

ないので、そこが非常にまどろっこしいです。特に耳が聞こえな

い人にとって非常に不便なことです。 

この前にも市役所でとくとく商品券をやっていましたが、状況

を聞くために問い合わせたら、時間前に整理券を発行したという

ことでした。さらに、その状況を詳しく聞いたら、市のホームペ

ージをどうぞと言われました。高齢者はパソコンが使えない人が

たくさんいると思います。これもある意味差別に当たるのではな

いですか。 

議長 確かに、これは障がい者だけの問題ではなく、広く捉えて一般

住民も含まれる問題だと思います。 

他にございますか。 

桜井委員 障害者差別法の中に行政と書いてあるのですが、地方公共団体

には、学校教育も含まれているのかがよく解らないのですがいか

がなのでしょうか。 

事務局 桜井委員のご指摘の学校についてですが、役所の中でも対応を

検討中でございます。というのは、もちろん久喜市の職員対応要
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領ですから、市の職員であれば当然ですが、学校の先生の立場は、

久喜市職員なのか埼玉県の職員なのかということがございます。

なぜこういうことを言うのかと申しますと、法律では、職員対

応要領を行政機関ごとに、また、分野ごとに作るよう示していま

す。 

つまり、各行政機関に含まれる範囲はどこまでなのか、その中

でそれぞれが職員対応要領を作って対応すべきですよという考

え方がございます。 

ただし、障がい者の方がこの法律に基づいて市に相談等をする

ときに、それぞれバラバラに言わなければならないのかという問

題があります。これは、国の対応が明らかになっていないところ

もありますので、およそはっきりしてきた段階でもう少し詰めて

行きたいと考えております。 

奈良委員 学童の方でも国からいろいろな施策が下りてきています。条例

を作ったりしている途中です。それで、今回も途中とお聞きした

のですが、国の行政機関、地方公共団体等というのは、今の段階

で「等」というのはどこを指すのでしょうか。 

事務局 こちらの「行政機関等」というのは、いわゆる地方公共団体と

して都道府県、市町村が入ります。それと独立行政法人が含まれ

ると言われております。 

資料 3のパンフレットの中に「禁止」、「法的義務」、「努力義務」

という表があると思います。ここで、障がい者への合理的配慮が

法的義務となるのか努力義務となるのかということが行政機関

と民間事業者との大きな違いになっています。 

神委員 そもそも人に対する教育がどうなっているのかと思います。 

見た目では分からない障がい者に対する基本的な考え方を学

校教育でやるのかどうかは分かりませんが、基本的に解消されな

ければ、いろいろな法律を作ったところで意味はないと思いま

す。 

石田委員 先ほどから聞いていましたが、やはり差別の線引きが難しいな

と思いました。病院で受診拒否されたことがあります。どこが痛

いのかと聞かれても答えられない人もいるのです。そうすると、

医者は、分からないから診られないと言いました。今回は診るけ

ど、もう来ないでくれとはっきり言われたこともありました。そ

のときは、差別だと当然思いましたけど、一歩下がってみれば、

実際の医者からしてみれば、やはり医療事故とかの可能性もあり
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ますから、診られないとはっきり言うことも必要なのだろうと理

解もできます。ただその辺りがどういう風に受け止めたらいいの

か、線引きが分かりづらいなと思いました。 

議長 医者ももう少し配慮をした説明が必要なのだろうと思います。

小林委員 例えば、病院や幼稚園もこの法律に当てはまるのでしょうか。

障がいがあると、幼稚園で宿泊学習には行けませんとか、進級

はできませんとか実際に言われたことのある人がいます。そのよ

うな場合、この法律には当てはまらないのですか。 

議長 難しい問題です。障害を理由とした差別に当たるかどうか、障

害を理由とした正当な理由なのか、この辺りの判断は非常に難し

いところです。 

事務局 資料の 3をご覧頂きますと、Ｑ＆Ａがあると思います。その中

の 3つ目の問をご覧ください。 

「民間事業者による取組がきちんと行われるようにする仕組

みはあるのでしょうか？」という問の答えとして「民間事業者の

事業を担当する大臣から、事業者に対して報告徴収、助言・指導、

勧告を行うことができます。」とあります。先ほどのご質問につ

きましては、これに該当する可能性があると思います。この部分

の仕組みはまだ国から示されていませんので、ここで具体的にど

ういう手続きということは申し上げられませんが、そういったも

のができるだろうと思われます。民間事業者は努力義務ではあり

ますが、やらなくていいということではありませんから、そこは

きちんと対応していただくことになると思います。 

鈴木委員 地方公共団体等の不当な差別的取扱いについてですが、某市役

所の職員さんは、障がい者は嫌いだとかおっしゃったりするので

すが、そういうことは一切禁止になるだろうということなんだろ

うと思いながら伺っていました。それから神委員からありまし

た、見た目では分からない障がいについて、法の対象範囲に障害

者手帳の有無は問わない、あらゆる障がいの方を含むという説明

がありました。いつもこの場で申し上げているのですが、難病患

者の 7割が障害者手帳を持っておりません。見た目では分からな

い方を、どう障がい者と判断するのか。すべての方に対して差別

がなければ当然いいことなのですが、法律に基づく以上、この人

をどう障がい者と判断するのかという判断基準についても検討

していく必要があるのではないかと思います。 

見た目では全く障がい者や難病患者であると分からない方が
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窓口に来た場合、おそらく役所の方は、この方はこういう方だろ

うからこういう対応をしなくてはという、そこまで想像力が働く

とは思えないので、そういった部分をどうしていくかということ

がこれからの課題ではないかと考えます。 

議長 確かに、一見して障がい者であるとか難病患者であると分から

ない方に対しての対応は、今後どう捉えていくか課題だと思いま

す。 

小林委員 資料 3のリーフレットで、社会的障壁とは？のところに、「②

制度」とありますが、例えば、利用しにくい制度があった場合に、

行政でそれを検討することができるということでしょうか。 

議長 そういうことです。 

しかし、今おっしゃったことが、不当な差別に入るのか、合理

的配慮に入るのかによって行政の対応は違ってきます。 

今後、ここに出ているように個別にケースバイケースで考えて

いかなければならないということが一般的には多いと思います。

小林委員 もし、そういうことに気が付いたら言ってもいいのですか。 

議長 どんどん言ってください。言わなければ分からないですから。

 

それでは、ここで少し休憩を取らせていただきます。 

 ～休憩～ 

議長 再開します。 

続いて、議事 2）障害者差別解消法施行に向けた取り組みにつ

いて、事務局から説明をお願いします。 

事務局 ～資料 2および資料 4を説明～ 

議長 少し補足しますが、このアンケートは久喜市が独自に実施する

ものですので、皆さんのご意見を聞きながら追加したり修正した

りすることは可能です。 

また、このアンケートを見ますと、自由筆記欄が多いので、大

丈夫かなと思いながら見ていた方もおられるのではないでしょ

うか。これは、職員対応要領に具体的な事例を盛り込む必要があ

りますので、どうしても事例が欲しいということで自由筆記欄が

増えてしまったと伺っています。 

石田委員 久喜市職員の対応要領についてお伺いしますというところで、

問 5、問 8で「配慮はされており、満足している」、「どちらかと

いうと配慮が足りないと思う」という、大きく分けて、良いか、

悪いかになっています。 
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良いと答えた方は問 6へ、悪いと答えた方は 7へという形なの

ですが、対応がどちらかではなく、ここが配慮されていると思う

けど、ここは配慮が足りないと思う方もいらっしゃるし、実際い

ると思うので、ここはあまり 1または 2と回答した方が回答する

のではなく、もう少し広くといいますか、基本的には良いと思っ

ている意見はこうだけど残念ながらこういうことがありました、

というふうに両方に書けるような文面にした方が広く意見が集

まるのではないかと思いました。 

事務局 ただいまのご意見につきましては、事務局といたしましても悩

んだ部分でございます。確かに問 5でどちらかにしか書けない、

問 8もどちらかにしか書けない、特に、良いと感じた意見を出し

てくださるかどうかという不安もございまして、それで問 11 に

何か良いものがあれば記入していただきたいと考えたわけです。

しかしながら、今のご意見をいただきまして、ちょっと私どもの

考え方が伝わりにくい作りになっていると感じましたので、問 5

に対して良かったものは何か、悪かったものは問 7の方で書いて

いただくというふうに、全員の方に両方とも書いていただける形

に改めるということでいかがでしょうか。そうすると、問 11 は

いらなくなるのかもしれません。そのように改めさせていただき

たいと思います。 

神委員 久喜市においては、接遇向上プロジェクトを行っていると思い

ますが、職員の方の対応の部分がこれに当たるのか、対応してか

ら内容の部分に当たるのかというのがいまいち判りません。接遇

の部分の内容なのか、もしくは応対そのものなのか、接遇向上運

動という言葉自体も問題があるのではないかと思います。 

接遇というと、接待とかあしらいに関係するじゃないですか。

だから応接向上委員会として、態度で対応を良くしてもらえると

いうのであれば分かりますが、その辺が市の考え方が違うのかな

と。そうするとここに出てくるものがすべて応接の部分なのか、

応接してからあとの処理の問題の部分なのか。 

例えば、ある会社では、「八方に気を配って、一分の隙もあっ

てはならぬ、サービスとはそのようなものだ。」というのがあり

ますけど、それが、八方に気を配るというのは、言われたことだ

けではなくて、こういう事なのだろうなという想定を踏まえての

考え方があって、そういうところが重要だと思います。 

問 8で市役所以外の公共施設とありますが、体育館やプールと
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いうのは、現在民間に委託しているため、市の職員ではないです。

そうすると、緊張感が違うのではないかと思います。意見が出て

きてもどこの部分を言っているのか分からないため、私は分けた

方がいいと思います。 

議長 対応というのは、私も神委員と同じように広く捉えていますけ

れども、接遇だけではなくて、ハード面ソフト面、また、委託業

者、指定管理事業者の職員も関係してくるので、準職員として職

員と同じような対応が必要になると思います。 

事務局 問 5で、市役所および各総合支所の窓口や電話での応対、通知

文書等とさせていただきました。あえて問 8と分けたのは、神委

員のおっしゃるとおり、市では委託しているものもありますし、

また、いろいろな分野がございまして、これを 1つの設問にまと

めてしまうよりも、分けた方が書きやすいだろうと考えたわけで

あります。 

１つは、皆様がよく行かれる市役所の窓口業務の対応はいかが

でしょうかという設問、もう 1つは、それ以外の市の施設につい

ていかがでしょうかという 2問の形にいたしました。 

職員対応要領の及ぶ範囲ですが、委託業者につきましても当然

含むものと考えております。これにつきましては、毎年締結する

契約の中で職員対応要領を徹底するようにお願いして参りたい

と考えております。 

議長 分析する上でも、ある程度分けないと書きにくいし、判りにく

いかもしれません。 

関根委員 感想を含めてお聞きしたいのですが、差別解消法が来年施行と

うことで、そのための重要な一環として職員対応要領を作るとい

うことで理解しました。私の感想なのですが、合理的配慮という

言葉をそれほど聞いたことがなかったのでよく分からないので

すが、条文をよく読んでみますと、その前に「必要かつ」という

言葉がついています。どちらかというと、合理的配慮というと、

マイナスイメージ的な要素があるのですけど、必要な配慮が大き

なメインになるのかなと思います。そういう意味では、必要かつ

合理的配慮ということはきちんと説明しなければいけないと思

いました。それは感想です。 

それで、具体的に今回の作業で重要なことを 2つほどお聞きし

たいのですが、今回の対応要領の中で資料 1の 3ページで「服務

規律の一環として」とありますけど、対応要領イコール服務規律
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なのか、服務規律の別枠としての服務規律なのか、その辺が分か

らないところです。 

それから、重要なことは、項目の具体例、基本的な考え方は国

からいろいろ出されるのでしょうけれど、具体例がどのような形

で出てくるのか、そのための今回のアンケートだと思われます。

その具体例がどの程度入るのか、それと同時にアンケートの中で

具体的に出てこなかった場合に、一般的な、平均的な具体例が入

るのかどうか、アンケートの中に具体例がすべて入ればいいので

すが、好事例が具体的に盛り込まれるのかというのをお聞きした

かったことです。 

それから具体的に、このアンケートの中で気になった点は、問

4の「力をいれるべきことは何だと思いますか。」という中で、8

番で「特にない」というのはちょっと違和感がありました。 

それから、先ほど問 11 は場合によってはいらないのではない

かと言っていましたが、私は、あった方がよいのではないかと思

いました。と言いますのは、問 5は、市役所、総合支所窓口、電

話、通知文書、問 8 は、具体的な公共施設ですが、それ以外の職

員の対応があった場合に参考にできるのではないかと思いまし

た。 

対応要領にでるのかどうかは別として、先ほど、他の市の職員

の話がありましたが、本当にそういうことがあるとすれば、この

問 11 に入ってきてもいいのではないかと思います。ということ

で、問 11 は対応が良かったという事例だけではなくて、対応の

悪かった事例も入れていただいて、対応の悪かった事例が、逆に

すれば好事例になるわけですからそのような感想を持ちました。

鈴木委員 障害者差別解消法施行に伴い職員対応要領を作成することは

大変評価いたします。 

何が差別なのか、どういった配慮が必要なのかということを広

く聞いていかなければならないと思うのですが、今回のアンケー

トにそういったことを引き出す質問事項があるかとみると、少し

難しいような気がしました。 

それから、対象が今回、障害者団体会員の方、市内の障害者施

設に通所されている方に限定しているということで、これらの方

がすべての障がい者を代表するとは言えないものですから、これ

で積極的に取り組むこととしましたといえるのかなという疑念

があります。 
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障害者団体の方や障害者施設に通所されている方ということ

は、すでに手帳をお持ちの方になってくるでしょうから、この時

点ですでに差別が起きているのかなと考えられます。 

このアンケートに選ばれる障害者団体の方ですと、日頃から市

に配慮を受けている方たちなので、こういったアンケートに対し

ても、市に対して、いつも市役所に感謝していますとか、市役所

が望むような回答をしてくる可能性が大きいと思いますので、こ

れが実際に役に立つのかどうかと思います。 

短時間に簡単に済ますことができて、市にとって都合のいい回

答を得るための質問紙法に思えるのですがその辺りはいかがな

のでしょうか。 

宮原委員 手帳を持っている方が中心という考えのようでしたけど、精神

の方は、手帳は持ちたくない、でも、一般社会に戻りたいと言っ

て、手帳を持っていない方もいろいろなところに通所している人

はいると思います。 

病気によっては、手帳を持ちたくないとか、家庭の環境で手帳

を持たなくても、親御さんであるとか兄弟が、ある程度は見るこ

とができるから手帳は敢えて持たない、でも、社会には復帰した

いから社会復帰の場所である作業所に通いたいという人も中に

はいます。 

ですから、全員が全員に障害者手帳を持って市の恩恵を受けて

いるというのは、ちょっとそこには偏見があるのではないかなと

感じました。 

奈良委員 先ほどの鈴木委員のお話を聞きまして、切実な意見を聞かせて

いただいて、こちらの意見もすごく理解できる、でも、今ここで

障害者差別解消法についてこれから作ろうというものは、何なの

かと考えたときに、職員の方を処分するためのものではないのか

なと思います。 

私の考えが甘いのかも知れませんが、それほど職員の方はひど

いのですか。 

基本に戻って、どうしてこの障害者差別解消法を作っていかな

ければならないのかというところを、皆で考えていかなければな

らないかなというのを思いました。 

中城委員 障害者差別解消法というのが重要な法律としてできたわけで

すが、アンケートの中の問 1が、「日常生活や社会生活において、

障がいがあることによって差別や偏見を感じたことがあります
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か。」というこの問は、非常に重くて、「よく感じることがある」

という方の意見は特に重いものです。対応とか配慮というよりも

差別を感じたことがあるという、具体的にどういう内容でとい

う、「近所づきあい」とかを提示するのでなくて、感じたことが

ある内容は、当事者や家族に具体的に文章として書いていただい

た方が良いと思います。本当に問題とするのは差別と偏見です。

特に精神障害は見た目に何も判らず、怠け者とか社会のくずみた

いに言われることが大いにあるので、差別・偏見という項目を重

く置いていただけたらと思います。 

議長 自由記載欄を設けるとか、問 2を 2つに分けるとか工夫が必要

かと思います。 

桜井委員 私も中城委員と同じように思いました。 

正直言いますと、手をつなぐ育成会などは、市の職員の方にと

ても良くしていただいています。確かに、鈴木委員の言うとおり、

良いことばかり書いてしまうかなと思いました。 

ただ、最初の問 1から問 4に関しては、厳しく書かなければな

らない状況かなというのを感じます。問 1から問 4を一生懸命書

いたとしても、その後どこで反映していただけるのかなと、見通

しももてない状況もあります。 

一方で、これは私が皆さんにお願いをしなくてはならないこと

ですが、実際に分からないことも多いです。精神障害の方や難病

の方たちが、実際に市役所に行って、体育館とかを使ったときに

不便に思ったことをいくつか事例として教えていただけると、私

も、今後の見通しをもう少し考えられるなと思いました。 

議長 市として、これからの検討事項等がありましたらお願いしま

す。 

事務局 いろいろなご意見をありがとうございます。 

差別解消法の施行に向けて、これをどう社会的に実現していく

かということで、今議論いただいた意見はどれも本当に重いもの

と感じております。 

市の職員対応要領を作るのは、やはり、福祉部だけでなく、全

職員が同じ目線で障がい者の方と接する必要があると思ってお

ります。窓口や通知文にしてもまだ徹底されていない部分も多々

あると思います。まずは、足元から職員が同じ目線でやっていか

なければならないというのが基本と思っています。 

その中で、創意工夫や配慮といった部分を職員がどう対応して
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行ったら良いか、市の窓口、通知文であるとか施設の対応はどう

感じているかという、具体的なところをまずは聞かせていただこ

うという内容です。 

鈴木委員からありましたように、確かに声なき声を聞きながら

進めていかなければならないというところは感じています。 

これは、法施行に向けて職員対応要領を作るということになっ

ておりますが、今後これを改正していろいろな意見を聞きなが

ら、また、計画を作りながら、その中で盛込んでいくなど、1回

作れば終わりとは考えておりません。随時更新してより良いもの

にしていくという考えで、まずはスタートさせていただきたいと

思います。 

国の要領がまだ示されておりませんので、久喜市はどのように

作っていくのか非常に職員も苦慮しているところでございます

が、皆さんのご意見をいただきながら進め、ひとつの形にさせて

いただきたいと思っております。 

先ほどの好事例につきましては、アンケートの中に出ている以

外にも国が示している好事例につきましても、選択して入れて行

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。 

議長 先ほど、各委員から出た意見の中に、問 11 で悪かった事例も

入れて欲しいとありましたが、ご検討ください。確かに、幅広く

聞いた方がいいかと思います。 

鈴木委員から出ていました良い意見しか出ないのではないか

ということについては･･･ 

宮原委員 良い意見ばかり出てきてしまうのではないですかということ

でしたけど、手帳を持っていない人も、いろいろな施設に居ます

ということを知っていただきたかったので一言言わせていただ

きました。 

議長 手帳を持っていない人に対しては、今回漏れてしまうかもしれ

ませんので、個別対応ということで調整していただきたいと思い

ます。 

他に桜井委員がおっしゃっていたことで･･･ 

桜井委員 正直言ってイメージがわきません。 

目や耳の不自由な方の壁というのは大きいと思うのですが、精

神障がいの方や難病の方が、どのようなことに困っているのかが

わからないので、こういう場でひとつでも事例として教えていた

だけたらうれしいなと思いました。 
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それでないと、私たちがこのアンケートをお願いする側として

も、こういうことで皆さん困っていますというように訴えられる

のですけど･･･ 

議長 鈴木委員何かありますか。 

鈴木委員 桜井委員からあったような意見が現実なのですが、見た目では

健常者とは分からないがゆえに、一から自分の身体のことをわざ

わざ窓口で説明して理解を求めなければならないのです。理解を

求める努力は必要なのですが、それを毎回毎回説明して理解を求

めなくてはならないという状況が、まず大方は辛いと感じられる

わけです。それに対して、行政の方に相談してもとおり一遍の答

えしか返ってこないので、大体がっかりさせられてしまうという

ことが多いです。 

宮原委員 市役所の方にどうこうということはありませんけど、障がいの

ある方自身が困ることというのはたくさんあります。 

ボランティアの方に協力に入っていただくことがありますが、

その方が、「どうして私がこんなところの手伝いをしなければな

らないの、手もあるし足もあって、考える力もある程度あるじゃ

ない」ということを言われて、私は泣いたことがあります。 

やはりそういう差別というのはあると思います。うつになって

すごく落ち込んだりと、バイオリズムがすごく強く出る病気なの

で、差別はすごくあると思います。 

表面に出る病気と出ない病気の差というのは確かにあるとお

思います。でも、前向きに行くしかないと思っています。 

議長 中城委員が問1の関係で自由記載欄を設けて感じることを書い

ていただいた方が良いと、問 2だけでは受け止めきれないという

ことで、自由欄を設けるという意見がありましたが、内容まで把

握した方が良いという意見ですね。 

中城委員 差別と偏見という大事な項目ですので入れた方が良いのでは

ないかと思いました。 

事務局 差別や偏見を普段どのようなことで感じているかみたいなそ

ういうような自由記載できるようなものでよろしいでしょうか。

問 5以降は市役所のものに限られてきますので、通常感じてい

ることを書く欄ということでよろしいでしょうか。 

中城委員 例えば、近所づきあいに丸を付けた人は、近所づきあいで具体

的に、その他で書いた人は内容を具体的に書ける欄があった方が

良いと思います。 
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どうしてかと言いますと、ここはとても大事なことで、職員の

方とは関係なくてもこの項目はすべてに関係があるということ

です。関係ないとかおっしゃらないで欲しいと思います。 

ここに項目を設けないと、職員の方が自分たちの窓口対応と配

慮のことばかりを意識されているように取られても仕方が無い

のではないかと、不利な点になるのではないかと思います。 

そこで、差別偏見のことを書く欄があれば、私たちが差別偏見

を感じていることをもう少し職員の方に知って欲しい、この欄で

全く違ってくると思います。 

事務局 そのような記述を入れる方向で、職員が、どういうことに障が

い者の方が感じられているかといったところも把握する上でも

欄を作らせていただきます。 

議長 入れる方向で検討するそうです。 

あとは、関根委員がおっしゃっていた合理的配慮が分かりにく

いということでしょうか。 

この説明は、今のところの一般的な説明なのだと思います。 

関根委員 難しいところですが、プラスイメージとマイナスイメージがあ

る気がしまして、合理的配慮というと、反対から言うと、合理的

でなければ良いというような捉え方をされると少し嫌だなとい

う思いがあります。 

議長 良い説明が見つからなければ、このままでご了承ください。 

押田委員 アンケートのたびに思うのですが、アンケートの主旨に反する

かもしれませんが、名前を記載できる欄を設けてもらえないでし

ょうか。訴える力が変わってくると思います。アンケートという

と、意見が統計的に集計されて数字の中に埋没してしまいます

が、一生懸命書いて何の返事もないということになります。とい

うことで、名前を書いてもいいという人には、書いていただいて

意見を言うということにはできないでしょうか。結論は出してい

ただかなくても結構ですが、感想として申し上げました。 

議長 難しいかもしれません。名前を書かせると意見も書いてくれな

くなるかもしれません。 

押田委員 最初に申しましたが、主旨に反するかもしれませんが、自分の

意見を発表するひとつの場になるわけです。書いてくれた方に

は、出来れば何らかの返答をしていただければと、以前より思っ

ておりました。 

議長 それは、個別対応として電話や窓口で対応しなければできない
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かもしれません。 

神委員 アンケートはアンケートとして、例えば欄の下へ※印でもし

て、個別に意見がある方は、市長への提言とかいろいろあります

から、一言入れれば良いと思います。 

議長 個別対応として、今後の課題とさせていただきます。 

小金渕委員 流れの中でいくつか感じたことを、感想なので今回取り入れる

ということではなくて大丈夫です。 

アンケートは、この会議に参加してから見れば主旨とか内容が

理解し易いのですが、これだけいきなり届くと、やはり何のため

のアンケートなのかということが読み取りづらかったり、記入し

ているうちに見失ってしまったりという印象があります。 

ですから、このアンケートでいうと問 1から問 4で障がいを持

っている方が暮らしの中で差別とか偏見を感じることが現実に

どのような局面であって、どのように理解されたいかを久喜市と

して知りたいということ、問 5以降は、対応要領を作るために市

の職員の方のこれまでの対応で、こんなことが良い、こんなこと

は改善して欲しいということを教えてくださいという2本立てだ

と思うので、この 2つの目的について、あなたの生活と現状を教

えてくださいという目的を最初のところに判り易く、字を大きく

して、表紙の 20 行くらいを読まなくても書けるような構成だと

もう少し判り易いのかなと感じました。 

精神障がいをお持ちの方、心の障がいとも言われるのですが、

理解と判断が難しいという方も、このアンケートも含め、役所の

通知が何が書いてあるか分からないよという相談を受けること

があります。そういった意味でも、もう少し判り易い目的を書い

ていただくと自分が何のために聞かれているのかというのが判

って、恐い気持ちにもならないし、協力しようという気持ちにも

なるかなと思います。 

あとは、団体や障がい者施設に通所されている方に限定すると

いうのは、国からの方向性とかが示されていない中でのアンケー

トですから、理解がちょっと難しい部分もあるので、このアンケ

ートは何ですかということを直接聞き易い環境下におられる方

にまず聞くというのはしょうがないし、今回はこれで良いのかな

というのが私の感想です。そのときに精神障がいをお持ちの方が

障がい者団体、たぶん無いか少ないし市内の障がい者施設に通所

されている方、いわゆる福祉サービスを利用されている精神障が
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いをお持ちの方というのは、とても数が少ないのでその辺りの各

障がいをお持ちの方のアンケートを取る数が、みんな一緒にして

くださいということではないですけれども、この辺の配慮とか、

この障がいの方はいっぱい取れたけど、この障がいの方は 1人 2

人しか取れなかったということではなくて、この辺りは、検討と

私たちも協力できる部分があればしたいと思いますので、感想と

言いながら最後はお願いになってしましましたが、取り入れられ

る部分だけで大丈夫なので、今後のどこかに活かしていただきた

いです。 

議長 もう少しアンケートの目的を判り易く工夫して欲しいという

意見がでましたので、事務局お願いします。 

桜井委員 小金渕委員から 2つの目的というのを言っていただきました

が、私もそのとおりだと思っていたので、ぜひ、久喜市の職員対

応だけではないという今後のアンケートが活かされていくんだ

ということを明記していただきたいと思いました。 

それから、初めから引っかかっていたのは、学校教育が入るか

どうか分からないというところで、実際に障がい児のお子さんの

お母さんたちは、まだまだ泣かされています。先生方のちょっと

した言葉で、心にグサッとくることを言う先生方はまだまだ多い

です。私も元教諭だったのでよく分かるのですが、先生方は一生

懸命なゆえに言ってしまいます。せっかく市を挙げてアンケート

をとってくださるのですけど、ぜひ、教育委員会とも手を取って、

みんなで差別をなくすという取り組みをしていただきたいとい

うこれは要望です。ぜひお願いします。 

議長 庁内会議の中に、教育委員会はメンバーに入っていると思いま

すので、その中で参考にしていただけるかと思います。 

山路委員 アンケートと要望は違うと思います。 

アンケートがどのようなスケジュールで職員対応要領ができ

ていくか、アンケートがどう活かされるのかという結果を一緒に

付けていただけると、アンケートは取ったけれど、いつ頃できる

のかなということが分からない。繰り返しになりますが、主旨を

理解していただきというところがあると思いますので、なかなか

そうでないと主旨全体の理解が難しいかなと思いますのでそれ

も併せてお願いします。 

議長 おおまかなスケジュールということですので、事務局に検討し

ていただきます。 
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桜井委員 障害者差別解消法という言葉もあまり知られていないので、こ

のリーフレットの簡単版みたいな、分かり易いものを入れていた

だけると説明がし易いので、資料として入れていただけないでし

ょうか。そうしないと、合理的配慮とかの言葉を知っている方も

少ないと思いますし、こういう法律があるというところから皆さ

んが考えると思いますのでよろしくお願いします。 

事務局 アンケートといっしょに少し簡単な形ですけども検討させて

いただきます。 

議長 アンケートにつきまして、ご意見ご要望をたくさんいただきま

したが、後の整理の仕方とか、追加したい、工夫したいとかある

かと思いますので皆さんの良い意見を尊重しながら、事務局一任

ということで、まとめていただければ良いかと思います。 

それでは、事務局に一任ということでご了解ください。 

本日は、長時間に渡りまして貴重なご意見たくさんありがとう

ございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。 

委員の皆様には長時間に渡りまして貴重なご意見いただきあ

りがとうございました。 

次回の日程でございますが、10 月の中旬くらいを目安としてお

ります。 

アンケートの集計をお示しできるかなということと、国の動向

によって、省庁で作りましたものが少しずつ出てくるのではない

かと思いますので、そういったものを皆様にお示ししたいと思っ

ております。 

それでは以上を持ちまして、平成 27 年度第 1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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