
会 議 録 

 

１ 会議名 

  第２回上越市障害者差別解消支援地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ⑴ 平成２９年度の取組状況について（報告） （公開） 

  ① 上越市障害者福祉計画の改定について 

  ② 障害者差別解消に向けた取組について 

 ⑵ 平成３０年度の取組について （公開） 

  ① 障害者差別解消に向けた取組について 

 ⑶ 相談事例に関する情報提供・意見交換 （公開） 

３ 開催日時 

  平成３０年３月１５日（木） 午前１０時から 

４ 開催場所 

  上越文化会館 ４階 中会議室 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

６ 非公開の理由 

  なし 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

・委 員：大島 利津子、河合 康、小出 薫、西山 工三、松原 義一、 

丸山 ひろみ、宮越 亮、柳  吉栄、山本 条太郎、吉原 富男、 

渡辺 晶恵、横山 新太郎、 

・事務局：福祉課 小林副課長、藤井係長、大島主任 

８ 発言の内容 

（小林副課長）   ただいまより、上越市障害者差別解消支援地域協議会の第二回会議

を開催します。 

  皆様には、ご多用の中、ご出席をいただきまして、誠にありがとう

ございます。私は、この会の進行を務めます、上越市福祉課副課長の

小林と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、概ね 1 時間半程度を予定しております。なお、会議



終了後に、小出副会長から委員の皆様に情報提供させていただきたい

とお申し出がありましたので、引き続きご参加いただければと存じま

す。 

   それでは次に、次第の２ 議事に移ります。 

 

  まず、本日の会議につきましては、当協議会委員１５名のうち、１２名

にご参加いただいており、協議会設置要綱第５条第２項に規定する会議開

催の要件を満たしていることをご報告いたします。 

ここからは、上越市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第５条の規

定により、会長に議事を進行していただきます。河合会長、よろしくお願

いいたします。 

 

（河合会長）  それでは、私のほうで議事を進めさせていただきます。まず、「平成 

       ２９年度の取組状況について（報告） ①上越市障害者福祉計画の改定に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

（藤井係長）  福祉課福祉第一係の藤井と申します。「上越市障害者福祉計画の改定に

ついて」は、私からご説明申し上げます。 

       （別紙 1により説明） 

 

（河合会長）  ありがとうございました。 

       ただいまの事務局の説明について、ご意見、ご質問などがありましたら、

挙手のうえ、ご発言をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

（柳委員）   資料１の「Ｐ５ 障害者の概況」について、ハローワークで求職活動を

している半数が精神障害者である中で、「図表２－２」についてですが、

労働力人口といわれる１８歳～６４歳の障害別の障害者手帳所持人数を教

えてください。 

 

（藤井係長）  １８～６４歳の障害別の障害者手帳所持者数ですが、平成２９年度の数

値でありますが、身体障害の方は約 7,600 人のうち約 1,600 人で２０％強、



知的障害の方は約 1,600 人のうち約 1,100 人で約７０％、精神障害の方は

約 1,700 人のうち約 1,200 人で７０％強という状況となっております。今

程申し上げた中で、他の障害と重複している場合もありますので、若干の

数値の誤差はございますがこのような状況となっております。 

 

（河合会長）  それでは、障害者福祉計画を踏まえ、差別解消に向けた取組を進められ

るとのことでありますので、ご承知おきくださるようお願いします。 

        続いて、「⑴の② 障害者差別解消に向けた取組について」事務局から

説明をお願いします。 

 

（小林副課長） ご説明いたします。 

       （別紙 2、別紙 3により説明） 

 

（河合会長）  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見、

ご質問などがありましたら、挙手のうえ、ご発言をいただきたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

（小出副会長） 差別解消法の研修会を２つの区で実施されたとのことですが、実施につ

きまして、きっかけはどのようなところでしょうか。 

 

（小林副課長） 民生委員や市議から障害福祉制度について説明いただきたいとの依頼が

あったことから、併せて差別解消法の説明をさせていただきました。 

 

（横山委員）  来年度は、依頼があることを待っているだけでなく、市から情報提供等

させていただきたいと思っております。 

 

（小出副会長） 民生委員がそれぞれの地域の方と密着していく環境を作る良い機会であ

ると思いましたので質問させていただきました。 

 

（吉原委員）  今後、町内会等への取組は検討していただけるのでしょうか。 

 



（横山委員）  各町内会を回って障害者差別解消法の取組について説明させていただく

のは難しいところがあると思っておりますが、今回の障害者福祉計画など

の策定に当たっては、１３区と合併前上越市の３地区で、当計画などにつ

いてご説明させていただいた中で、取組の一つとして障害者差別解消法に

ついて説明させていただいております。 

        来年度については、地域福祉計画の策定を計画しておりまして、福祉分

野の上位計画として、障害福祉、高齢者福祉、健康福祉等の全ての福祉分

野についての計画を策定しようということであります。それについても、

各地域に説明させていただくことになると思いますので、その場面におい

ても、障害者差別解消法の取組について説明させていただき、周知してい

きたいと考えております。 

        先ほど小出副会長からお話いただきましたように、地域の活動において、

民生委員が重要な役割を果たしていただくことになりますので、その点に

ついて重要な部分であると市も認識しており、また、積極的に関わってい

きたいと考えております。 

        来年度、農業の就労という切口での取組でありますが、農福連携モデル

事業ということで、障害のある方、特に在宅の障害のある方から農業を経

験していただこうという取組を、地域及び福祉事業所と連携したモデル事

業として取り組みたいと考えております。障害のある方が地域へ出ていた

だく取組であります。この取組は、地域の方に障害のある方を知っていた

だくというような意味合いであったり、障害のある方が農業を通して今後

の就労に興味を持っていただくきっかけになればというモデル事業でござ

いまして、このようなところから障害サービスの取組の一環として行って

いきたいと考えているところであります。 

 

（吉原委員）  全町内会を回って説明するのは難しいと思いますが、周知の方法として、

障害者差別解消法が施行されたときに、各世帯や事業所等にパンフレット

の配布等をした経緯はありましたか。 

 

（小林副課長） まだ障害のある方を対象にしか取り組んでいないところで、障害福祉ハ

ンドブックで障害者差別解消法について、周知させていただいております



が、市民の方には公演会を通じてご理解いただこうという動きであります。 

 

（吉原委員）  全町内会で説明するのは難しいと思いますが、現実的に周知できる方法

を検討していくことが重要だと思いますが、その辺りはどうでしょうか。 

 

（横山委員）  今回の障害者福祉計画において、障害者差別解消法の市民の方への周知

が大きな目標となっておりまして、その手段は吉原委員がおっしゃいまし

た様々な手段があると思いますが、その辺りにつきまして研究していきた

いと思います。 

 

（吉原委員）  意見として発言させていただきました。 

 

（河合会長）  先ほどの話に関連して、町内会の回覧板で差別解消法のパンフレットを

載せて、市民の方に見ていただくのはいかがでしょうか。 

 

（横山委員）  可能であると思います。町内会の了承を得て回覧となると思いますが、

十分可能であると思います。周知の方法については、市の方で議論させて

いただきたいと思います。 

 

（河合会長）  それでは、ご意見を踏まえ、事業を実施してくださるようお願いします。

次の議題に移ります。 

        次に、「⑵平成３０年度の取組について ①障害者差別解消に向けた取

組について」事務局から説明をお願いします。 

 

（藤井係長）  ご説明いたします。 

        （別紙 4により説明） 

 

（河合会長）  ありがとうございました。 

ただいまの事務局の説明について、ご意見・ご質問などがありましたら、 

挙手のうえ、ご発言をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 



（丸山委員）  イベントの企画について異論はありませんが、障害者差別解消の取組が

イベントのみということはないと思いますが、合理的配慮が求められる事

業所や教育現場の職員の意識が低いということが挙げられますので、研修

会をする等の来年度の具体的な取組みについてご提案いただきたいと思い

ます。 

 

（小林副課長） 民生委員の研修について、障害福祉の研修会がありますので、そこで研

修を行うことで進めております。学校現場というところでは、教育委員会

と協議させていただき、障害者差別解消についてお話しさせていただく機

会があればさせていただきたいと思っておりますし、障害者福祉団体につ

いては、総会等を利用して障害福祉制度及び障害者差別解消について周知

していきたいと考えております。現在はこのような段階であります。 

 

（横山委員）  具体的なことを申し上げることはできませんが、今回の障害者差別解消

法については、事業所が大きな役割を担う機関になっておりまして、事業

所へどのように周知していくのかというところが今後の大きなテーマと

なっております。事業所を回るというような約束はできませんが、ご配慮

いただいた事業所もあり、そのようなところをきっかけに毎年何カ所か事

業所を回っていくような取組を進めていけたらと考えております。 

 

（丸山委員）  平成２９年度の取組の中で市の職員への研修会が行われたことや相談事

業所に対して説明がなされたことについては、存じているところですが、

その辺りについて、相談事業所だけでなく、障害福祉サービス事業所等に

も対象を拡大していただきたいと思っております。相談を受けるのは相談

支援事業所や障害福祉サービス事業所といったところであるので、そう

いったところにも窓口となることを依頼する等、事業所職員や学校職員等

にも障害者差別解消法を学ぶ機会を作っていただきたいと強く思っており

ます。 

 

（河合会長）  別紙２の平成２９年度の取組状況から平成３０年度の取組について計画

性が乏しいのではないかと感じました。 



 

（横山委員）  本来、別紙２のように平成３０年の取組みの計画を示すことができれば、

最良でありましたが、なかなかそこまでの段階にいけていなくて申し訳な

く思っておりますが、本日、この場でご意見を頂戴しまして、一度整理さ

せていただいてから、皆様に返答させていただければと思っておりますの

で、引き続きご意見お願いいたします。 

 

（小出副会長） どのような手法で周知していくかというところで、テレビ番組等で番組

の最後に告知をするというようなかたちで、わざわざ集まっていただく場

を設けるより、すでにある研修会等の１コマをお借りして３０分程度説明

させていただくようなかたちで行うほうが、聞いていただく側にとっては、

受け入れやすいのではないかと思います。 

        高齢者福祉の分野でも、認知症予防キャラバンや成年後見キャラバンで

も地域で行っていただいていることがあると思います。 

        障害者差別解消の法律の部分について、お話を伺えたらと思っておりま

すので、そういった場を作っていただけたらと思っております。 

        続いて、公演会についてですが、企画自体は良いと思いますが、もし可

能でしたら、各町内会にご案内を出していただければ、そこからつながり

が出て、来ていただける方もいるのではないかと感じましたのと、それか

ら、差別を受けた当事者の方がいらっしゃれば、その方のお話しを聞いて

いただくようなものもあっていいのではないかと感じ、また、イベントと

して参加しやすい演出と共に、障害者差別の本質的なところを伝えるよう

なこともあってもいいのではと感じました。 

 

（宮越委員）  差別を受けている当事者にとってみると、差別を受けていること自体が

分からなかったりしますので、合理的配慮という言葉について、それがど

ういった意味であるのかを分かりやすく伝え、本人の意思表示がしやすい

環境を作っていく必要があると思っていまして、障害と言ってもその範囲

は広く、２障害ありますので、どこにフォーカスしていくのかということ

は難しいところですが、法の趣旨等が分かりやすく本人たちに伝わって、

権利意識が芽生える取組をしていくこと、それは大変なことだと思います



ので、地道にそういった取組をする中で、本人たちが「こんな差別、こう

いう差別を受けていたんだ」と発信できて、それを丁寧に集約していく作

業が必要なのではないかと思っております。現在、相談支援センターを設

立して、それは良いことだと思いますし、そういった地道な拾い上げの作

業を行っていかなければならないと思っております。また、それを協議会

の中で紹介していただいたりしてもよいのではないかと思っております。

今すぐにというわけではなく、取組の方向性としてそういったところは必

要ではないかと思っております。 

        今回の「鼓童」と「瑞宝太鼓」の公演会について、とても楽しみな気が

していますが、太鼓に関連して、「タケオ」というダウン症の方であるの

ですが、「ニイタケ タケオさん」という凄いパフォーマーです。ドラム

やピアノ等の様々な楽器を演奏し、おそらくプロの方であると思いますが、

そういった方とジョイントすると、このイベントの趣旨に適ったものにな

ると思います。実現するかどうかというところは別として、YouTube で見

れますので、参考としていただければと思います。 

 

（横山委員）  障害者差別解消の問題は、市民への周知といったところと実際の差別事

案に対して、どうしていくのかというところと二つあると思っておりまし

て、周知については、公演会や先程意見のあった地域への広がりというと

ころも考えていかなくてはならないと思いますし、具体的な内容について

も、徐々に掘り下げていきたいと思っております。公演会については、昨

年に引き続き今年も行いますが、これで終わりではなく、市としては、で

きれば継続して行っていきたいと思っているとこであります。例えば、習

字の方や先程紹介いただいた方であったり、障害をお持ちでもこれだけで

きるというところを皆さんに紹介させていただきながら、障害者差別解消

に取組んでいきたいと思っているところであります。 

 

（西山委員）  特に障害の問題については、非常に表に出にくいことであると思います。

福祉課や市の中だけで周知を行っただけでは、その波及効果というのは少

ないのではないかと思いますし、そういったところでは、協力者をいかに

増やしていくかというところが大事なのではないかと思っているのですが、



人権擁護委員でも上越市と妙高市と合わせて４０人程の人権擁護委員もお

りますし、月に１回の相談会等も行っております。その中で、障害を持っ

ていることについての相談も何件かでてきているように思いますので、窓

口を持っている人達に対して適切な資料のようなものをいただくようなこ

と、パンフレットのような一枚ものではなく、それなりのものを資料とし

て、相談窓口や事業者等に配布することも理解者を増やすことになるので

はないかと思っております。 

        企業の中で障害者の雇用が大きな課題となっていますが、必ずしもそれ

が進んでいるとは思えません。実際に障害を持っている人たちが、作業所

等で一生懸命働いていただいても、賃金的なものでなかなか自立に結びつ

いていかないということがございます。そういった意味で、企業に対する

しっかりとした働きかけ、これは障害者雇用というところも含めて進めて

いくということ。そして、賃金の格差。これはとても大きな問題だと思い

ますので、そういったところについて、民生委員等に賃金の格差は大きな

問題だというようなことを課題として投げ掛けて、民生委員は上越市だけ

でも相当な数がいるので、障害のある方も社会の一員であるというような

働きかけを積極的にしていければ良いのではないかと思っています。最近

は障害者を雇用する場というのはできてきているのですが、なかなか障害

者が思うように自立してくことに結びついていかない面もあるかと思いま

すので、この問題は非常に難しい問題であると思いますが、地道にできる

限り協力者を増やしていくような働きかけを是非考えていただければと

思っております。 

 

（横山委員）  今程いただいたご意見について、私共とは違う面での支援組織への周知

は非常に大事だと思いますし、周知するだけではなく、お互いに連携して

いければというところもありますので、その辺りはしっかりと取り組んで

いきたいと思います。 

        それから、障害のある方の就労あるいは賃金向上については、私共とし

ても非常に重要なテーマとしておりまして、農福連携モデル事業を来年度

に取り組むのですが、これも就労の賃金向上を大きな目標としております。

今回の瑞宝太鼓についても、この方たちの障害は知的障害だそうですが、



就労支援事業の一環として瑞宝太鼓に取組んでおられるということで、賃

金は非常に高い賃金を得られているということでございまして、そういっ

た取組が広がっていくことが大事なのではと思っております。 

        本日、ハローワーク様もお出でですが、来年から精神障害の関係の雇用

率が上がりますけども、今度は５０人以上の事業所でなく、もう少し低い

事業所も対象となってくるのではないかと予想しているのですが、雇用率

だけ見ると上越管内は目標を達成しているのではと思っているのですが、

もし、何か見解等ありましたら教えていただきたいと思いますがよろしい

でしょうか。 

 

（柳委員）   昨年の６月時点の雇用率が２.３％で、初めて２％を超えたということ

で、この地域の障害者の雇用が非常に進んでいるというところであります

が、雇用義務のある１４８社のうち４８社が達成できていないという中で、

そういったところに理解いただいて、障害者の雇用を進めていただきたい

と思っている状況であります。４月から２.２％ということになると、 

       ５０人から４５.５人以上の企業が雇用義務を負うということになります

ので、だいたい今は１４８社だったのですが、もしかしたら、３０社か 

       ４０社ほど増えるかと思いますが、それまで雇用義務のなかった企業にど

う理解していただくかということが、４月からの課題であると認識してい

るところであります。一方で、精神障害者のカウント方法が特例的に変わ

るということで、通常２０～３０時間の労働の方を１人雇用しても０.５

カウントであるのですが、精神障害者の方で雇い入れしてから３年以内あ

るいは精神障害者手帳を取得してから３年以内の方は、３年間は１人雇用

すれば０.５でなくて１人としてカウントできるようになるというところ

で、精神障害者の雇用の特例をアピールしながら進めていきたいと考えて

おります。 

 

（河合会長）  それでは、ご意見を踏まえ、事業を実施してくださるようお願いします。 

       次の議題に移ります。 次に、「⑶ 相談事例に関する情報提供・意見交

換について」事務局から説明をお願いします。 

 



（藤井係長）  説明いたします。「別紙５」をご覧ください。「相談事例に関する情報

提供・意見交換」につきましては、事務局から資料のご説明をさせていた

だいたのち、資料の右端に記載しております「協議の視点」を中心に、委

員の皆様からご意見やご感想をいただく、フリーディスカッションのかた

ちをとらせていただきたいと存じます。 

        当会議としての統一見解や、結論を得ることにこだわるのではなく、委

員の皆様それぞれのお立場からご意見をいただき、議論を深め、今後の相

談事例の対応等にいかしてまいりたいと考えております。それでは、資料

についてご説明します。 

       （別紙 5により説明） 

 

（河合会長）  ありがとうございました。 

  今ほど、３件の相談事例についてご説明いただきましたが、フリーディ

スカッションのかたちということですので、１件ずつ、自由にご意見を

伺いたいと思います。まず１件目「パソコン講座の受講者募集」に関す

る案件について、資料にあるとおり、「主催者の対応」と「事務局の対

応」について、ご意見をいただきたいと思います。挙手のうえ、ご発言

をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（小出副会長） もう少し詳しく教えていただきたいと思っております。講座の対象と

なっていた障害のある方というのは、どのような方であったのかというこ

とと、対象として受講を希望されている方に補助手段を提供されていたの

かというのはどのような状況であったのでしょうか。 

 

（藤井係長）  対象とされていたのは身体と精神の方でありました。補助手段について

は、おそらく無かったのではないかと思いますが、把握できてなく申し訳

ございません。 

 

（小出副会長） パソコンの講座はどちらの機関が開催したのでしょうか。 

 

（横山委員）  行政機関です。 



（吉原委員）  結果的には手話通訳が付いたということですか。付けられるということ

ですか。 

 

（横山委員）  これについては、手話通訳が講座の期間中付いていなければならないの

で、場合によっては１人では難しいだろうということで、対応ができるほ

ど上越市に手話通訳者がいないので難しいということと、行政機関におい

てもその予算を確保できていないので、直ちにその対応は難しいというの

が現状です。平成３０年度において、市内の手話通訳者の確保という点で、

様々な予算面でも行っているのですが、まず、手話通訳者を増やさないこ

とには、このご要望に応えることは難しいだろうと思っております。あと

は、実施機関での予算面ということになってくるのですが、その二つをな

んとかクリアして、今後、進めていく必要があるというお話しを相談者の

方にはさせていただいたのですが、現状としてはなかなか対応が難しいと

ころです。 

 

（松原委員）  主催者の対応についてということですが、それ以前に考えなければなら

ないと思うことが、差別のほかに区別というものがあると私は思うのです

が、例えば、（講座の対象者に）身体、精神があって知的がないというの

は、差別ではなく、やはり区別だと思います。ここにあるように、パソコ

ンの講座の実施の目的というのは、求職者訓練という中で、なるべく講座

を受けたらすぐに就職に結び付けたいと趣旨があると思いますし、そう

なった場合に、知的である方とか、ろうである方とかといった人たちは、

差別ではないですが、講座の趣旨から、時間的なことや場所的な配慮から

すると区別せざるをえない、そういった環境が必要なのではないかと思い

ます。例えば、知的が対象にないからすぐに差別であるとかではなく、や

はり我々当事者自身もその辺りを考えなくてはならないと思いますし、例

えば、ここに手話通訳者をつけて講座を行ったとした場合に、おそらく講

座の時間は倍以上かかると思います。例えば、１０時～１２時の予定であ

るものが、少なくとも１０時～１６時や１７時になると思いますが、では、

そのほかの参加した人たち５０名のうち４９名の人たちは、その時間が延

びることについての合理的配慮というのは、それは我慢しろということな



のかというように、その辺りについても考えていかないと全てが合理的配

慮を感情的に捉えて、話をして、それをすべて解決していかなければなら

ないとなると、今回この書き換えた例ですが、当初配られたものと違うも

のになったのは、対象者が身体、精神というのがあるが故に削除され、当

日配られたと思うのですが、私からすると、最初の趣旨が、今日配られた

ことによって差別的取扱いがなされる可能性があるとつい認識をしてしま

う、事実と異なる部分が出てくると思います。先程からの事業所等への働

きかけもあると思いますが、内部の者も、何が差別で何が区別でどういっ

た取扱いがいけないのかというところを、当事者として知っていないと、

第三者的な立場の人は言いにくいというのがあって、我々だから言えるの

かもしれないのですが、やはりそういった部分を考えていかないと変な方

向での差別の理解となってくるのではないかと、私は非常に懸念している

ところで、私はこれが差別的取扱いのある案件ではなく、合理的なことで

あって、逆に対応が違うのではないかと思いますし、相談いただいた方に

理解を求めることがあってもいいのではないかと感じました。 

 

（宮越委員）  松原さんのお話しもごもっともなところでわからないところではないで

すが、これはまた小出先生にもお聞きしたいところなのですが、障害者の

権利条約では、障害に基づく差別というところで定義をしていて、障害を

理由とするというような言い方ではないですが、障害に基づくあらゆる区

別、排除または制限、これは障害に基づく差別というようにしていってい

ることで、先程おっしゃった区別の意味合いが権利条約の中でどのように

理解したらいいのか私は分からないのですが、区別をも差別だと権利条約

は言っているのですが、それは非常に難しいところだと思います。手話通

訳者は付きませんというのは権利条約の趣旨からするとこれは差別だろう

と思います。権利条約は参加を妨げる目的や効果を有するものも差別であ

ると言っていると私は思っているのですが、やはりこれはだめだろうと私

は思います。それから、過重な負担といいますか、予算的なところや人員

的なところの過重な負担というところにあたって、合理的配慮の不提供に

はならないと思ったりもするのですが、ただ申込者において手話通訳者を

確保することが必要であるということを説明するということですが、これ



も逆の立場からすると、陪審員の野沢さんがおっしゃっていたことで、罪

人が聴覚障害者のところへ出向いて行ったときに、「自分が手話通訳者を

連れていくのですか。」と、自分にとって手話通訳者がいないと会場にい

ることができないですから、これは主催者側が用意するのが配慮ではない

でしょうかというところのお話しであったと記憶しているのですが、つま

りこの主催者は申込者において手話通訳者を確保する必要があることで、

その裏には、今の段階だと過重な負担に当たるからそういった言い方で

あったのだろうと思いますが、考え方の問題からすると配慮が必要なので

はないかと私は思いました。 

 

（松原委員）  では、目の見えない方が来た時にはどうするのかとか、身体であれば、

両手が使えない方でも口で打っている方もおられるのですが、そういう訓

練を私はしたいと来られた時に今後すべてに対応していくのかといところ

で、様々なケースが出てくると思うのですが、今回、主催した側はそこま

で考えていなかったと思うのですけど、ただそこまでを考えていけない状

態ということになってくると、これは公的機関だから無理してでもやると

思いますが、これが民間企業に近づいてくるとそういった機関がやると

いったことになると最終的にどうなるかというと「こんな面倒なこと障害

者相手にやるのやめよう」と。そうすると先程言ったことにおける共生社

会ということにも、共生社会は心のバリアフリーというのですが、大きな

ところで心のバリアフリーに問題が出てくる。やはりその辺りを考えてい

かないと、私が心配しているのは、面倒な障害者と関わるのはやめようと

いう意識を私としては無くしていきたいという気持ちがあります。それか

ら我々自身も先程の除雪のロータリーでも、当事者が除雪していて、そう

いう実績があってお願いするということであれば、周りも理解すると思う

のですが、例えば、その路線を利用しない人が、そういった指摘をしたと

する場合に、どうなのかというところもあると思います。参加したいとい

う意思表示があれば、ろうの方も人数になるのであれば、こういった研修

会もやればいいと思いますし、また、特殊な配慮がいるのであれば、その

人たちの募集希望があるのであればやれると思うので、やはり全員の中で

自分１人を５０人のうち４９人はどうなのかと我慢がいいのかということ



も、やはり我々サイドが考えていかなといけないのではという気持ちでは

あります。 

 

（宮越委員）  合理的配慮というのは、あくまでも個別の用語で、社会的な障壁が自分

にとって困るから、これを何とかして欲しいという非常に個別的な要望に

どう応えるかという仕組みになっているのですが、そこは過重な負担で

あったり、周りに対する影響とか、その辺りを勘案して合理形成されてい

くプロセスが私は大事だと思っています。しかし、発出する仕方が個別的、

特定的であるというところの理解は同じだと思っています。事例として、

視覚障害者が膨大な資料を読んでくださいということで、これは過重な負

担であるということで差別には当たらず、合理的配慮の不提供にはならな

いという事例を見たのですが、そういうこともありますし、「特別扱いは

できません。」あるいは「前例がありません。」という言い方というのと

「だめです。」というのが厚労省の事例の冊子の中の最後に書いてあった

のですが、どう構えていくのか、どう見ていくのかというところの見方の

問題もすごく大事なのではないかと思います。 

 

（丸山委員） 松原さんの意見も宮越さんの意見もそれぞれもっともだと思いますし、難

しいと思いますが、その一つの講座ですべての人の満足にいくようなもの

をするというのは行政がやろうと民間がやろうと無理だと思います。問題

は個別の事案に沿ってというところだと思うので、今回のこの事案で、ろ

うあの人が申込んで受けられなかったのかどうかというところだと思いま

すが、お聞きしたところでは、ろうあの方が申込みをされたわけではない

というところで、「手話通訳者は付きません」と書いてしまったところは

良くなかったと思いますが、ろうあの方が申込まれたときに、今回の講座

ではこのような配慮しかなかなかできないけれども講座を受けたいという

希望があれば、例えば、別立てでやりますとかそういった相談がなされれ

ば、別に差別とは思わないので、やはり全体で話していると話が薄まって

しまうので、個別性であると思いますし、「手話通訳者は付きません」と

書かれてしまったことは、アウトだなと思うので、それは差別的にとられ

てしまうと思うので、そうではなく、講座の趣旨が書かれていて、その能



力、例えば、就職を目的としたパソコン講座なのか、初級のパソコン講座

なのか、色々あると思いますが、その趣旨が書かれていて、それに対して

受けたいと思ったときに、受けれるかどうかという議論をしなければなら

ないと思いますので、ろうあの方であろうと目の見えない方であろうと色

んな障害をお持ちの方がその講座を受けようと来られたときに、どれだけ

配慮してあげられるのか。この方の場合だと手話通訳者を付けることがで

きればそれでいいですし、上越市は手話通訳者が少ないので、その人だけ

に何日も無理ですということであれば、別のかたちで、そういう人を何人

か集めて別の機会を作ろうとかこういうことができるといいのではないか

と思いますので、この事案だけで一概に良いとか悪いとか言えないと思い

ました。 

 

（河合会長）  いろいろと難しい問題で、ここで適切だとか判断を下すというようなこ

とではなく、理論と視点ということであったと思いますし、他の事案と共

通するような視点もあるかと思いますので、次の事案に移らせていただき

ます。 

 

（河合会長）  それでは、次の案件に進みます。 

 

（小出副会長） バス会社の方でもともとのバス停の位置を選んでいた理由というのはど

ういったところでしょうか。改札口に近いとかでしょうか。 

 

（藤井係長）  直接お聞きした訳ではありませんが、私は以前路線バスの業務に携わっ

たことがありまして、おそらくですが、バスは大きいので止めるに邪魔に

ならないとか、安全であるとか、そういったところの視点で停留所を置か

れているものと思います。ただそのところが雪が溜まってしまう場所であ

るかと思われます。 

 

（小出副会長） バス停の位置を所定の期間に移動させたことで、バスを止めるのに不都

合があったとか、他の車が通るのに支障が出たとか、そういったことは

あったのでしょうか。 



 

（藤井係長）  私は情景を想像できますので、推測でしかないのですが、交通の支障に

なるようなことはないと思いますが、高田駅のロータリーをイメージして

いただくと、駅の方に向かって入っていくと時計回りに回っていくと思い

ますが、ちょうど１０時、１１時のあたりの位置にバス停がございます。

それを、７時、８時あたりの位置で止まると、ちょうどラーメン屋さんの

あたりで止まるというかたちですので、車が通れないということはないの

ですが、元の位置よりは邪魔に感じられるのかなと思います。 

 

（西山委員）  この場合には、雪の状況等もありますので、一概にこれが良い、これが

悪い、ということではなくて、障害を持っている方も利用しますから、そ

の辺りの配慮を日常的にバス会社にお願いするというようなかたちで、雪

の降り方によっては、どこに止めても厳しい状況になることは考えられる

ので、その辺はやはりバス会社のそういう意味の意識を高めていただくよ

うな協力の仕方をお願いするというようなことが良いのではないかと思い

ます。 

        具体的な場所とかではなくて、障害者の方も利用したりするので、その

辺の配慮を是非考えていくようにしてもらいたいというようなことぐらい

しかないので、あまり具体的なことでどうのこうの言うと難しくなって

いってしまうし、当然に臨機応変ということもあると思います。 

 

（宮越委員）  これは好事例でバス会社がよく対応してくれたなと思っているのですが、

おっしゃるように、毎日通所していて気象も毎日違うわけですから、機械

的に毎回ここですと降ろされても困りますから、そこはまた話し合いで、

大雪になった場合とかは臨機応変に場所を変えていただくとか、この方が

路線バスを利用する時間がおそらく決まっているので、運転手さんに降車

場についてはできるだけ安全なところに止めてくださいとか、どこにどう

いう合理形成が必要かは分かりませんが、駅の人との話し合いとかも必要

なのかもしれませんが、そのようなことができれば良いかなと思いました。 

 

（河合会長）  このような良い事例を合理的配慮としてこのような事例がありますとい



うことで、良い事例を蓄積していきながら啓発いていけるといいのではな

いかと思います。 

 

（横山委員）  この事例はバス会社の了解を得てなのですが、こんな配慮をしていただ

きましたということで市民の方に紹介させていただければ、バス会社のＰ

Ｒにもなったりもするので、こういった企業が増えてくるきっかけにもな

ると思いますので、そういった視点で良い事例を掘り下げていきたいとも

考えております。 

 

（河合会長）  それでは、最後の案件に進みます。 

 

（小出副会長） 学校側の対応としては、職員玄関を開放して対応していただきたいと思

います。気になったのは、この生徒が生徒玄関を使えないことは考えてい

ないといいますか、本人の捉え方から少しどうかなと気にかかったところ

ではありました。それから個別の配慮ではなくて、根本の問題なのですが、

障害者用駐車スペースが玄関から遠いというのがそもそも配慮に欠けてい

ると思いました。 

 

（藤井係長）  本人の意思までは確認できておりませんが親御さんの了解を得ていると

いことですので、より安全なところを選ばれてよかったのかなと思います。

障害者用の駐車場が生徒玄関から遠いというところなのですが、生徒さん

ではなく、大人の方や地区の方は職員玄関から入るのかなと思っておりま

して、そちら向きに置いたのかなと思いますし、障害のあるお子さんへの

対応がよりそのようになると良いと思います。 

 

（小出副会長） 職員玄関に近いところに一画、生徒玄関に近いところに一画作っていた

だくとか、工夫できるところかなと思いました。 

 

（横山委員）  最近は当たり前になっているかもしませんが、私たちが中学生の頃は親

から子供が乗せていってもらうなんてことは有り得ないことで、生徒玄関

に駐車場は必要なかったので、最近は、そういうことが多いので、先生も



そこへは止めないでくださいと言わざるをえないし、そういったことも

あって、事情が昔とは違っているところもあるのかなと感じました。 

 

（松原委員）  事務局とは市のことだと思いますが、市に行く前に当事者が学校との話

の中で生徒玄関の配慮ができるコミュニケーション体制がないのかなとい

うことを感じました。なかなかお願いしにくいという学校側のこともわか

りますし、ただ言われないと分からないというところもあると思うので、

対立する間柄ではなく、意見を言い合える学校との関係性も欠けているの

かなと感じました。 

 

（河合会長）  最終的には当事者の意向を汲んで対応していただいたということで、今

は身体的状況から、職員玄関を使用するということで、自分１人だけ違う

ところから入るということについて生徒さんはどう思っているかは分かり

ませんが、合理形成がなされているかと思いますし、双方に不適切な対応

はなく、変更すべき点もないと思いました。 

 

（河合会長）  それぞれのお立場から貴重なご意見をいただき、ありがとうございまし

た。事務局では、皆さまのご意見を踏まえ、今後の相談事例等に対応して

いくとのことですので、よろしくお願いします。 

        それでは、本日予定されている議事が終了しましたので、進行を事務局

にお返しします。 

 

（藤井係長）  長時間にわたり、たいへん貴重なご発言を多数いただき、ありがとうご

ざいました。ご意見を参考とさせていただき、今後の取組を進めてまいり

ます。 

        それでは、次第の３ その他でございます。会議に関しまして、あるい

は、その他の点につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょう

か。 

        無ければ、事務局から、今後の会議開催等についてご連絡いたします。 

        まず、当協議会の委員の皆様の任期についてですが、要綱の規定により

２年とさせていただいております。ご転勤などにより会議出席が難しく



なった場合や、お勤め先の事情などを除き、引き続き委員としてお力添え

いただきたいと考えておりますので、なにとぞよろしくお願いいたします。 

        来年度の会議開催についてでございますが、6 月頃及び１２月頃の２回

の開催としたいと考えております。改めてご案内を差し上げますので、ご

承知おきくださるようお願いいたします。 

        本日の会議はこれにて閉会といたします。ありがとうございました。 

 

９ 問合せ先 

  健康福祉部福祉課福祉係    TEL：025-526-5111（内線 1150） 

                E-mail：fukusi@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

  別添の会議資料も併せてご覧ください。 


