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羅　針　盤

房総半島のほぼ中央に位置する大多喜町は、
徳川四天王の一人、本多忠勝が築城した大多喜
城のもとに栄えた城下町としての歴史を色濃く
残す、風情ある町です。400 年以上の時を経た
現在でも、町並みに江戸時代の風情を残し、訪
れる人の目を楽しま
せています。

最大のイベントで
ある「大多喜お城ま
つり」では、勇まし
い掛け声とともに神
輿 の 渡 御 が 行 わ れ、
本多忠勝一行に扮し
た武者行列が町を練
り歩き、歴史絵巻さ
ながらの勇壮な姿を
ご覧いただくことが
できます。

本町は、恵まれた
自然や豊かな文化を
活かしながら、町の

基幹産業である農業をはじめ、林業や商業によっ
て発展してきました。しかし、近年は若者の流
出や少子化に伴う人口減少が進んでおり、後継
者不足による農業・商業の衰退が危ぶまれてお
ります。そこで、町有地の宅地分譲や羽田空港
を経由する品川行き高速バスを活かした企業誘
致と首都圏への通勤・通学者の定住化の促進な
どを積極的に行い、人口減少に歯止めをかけた
いと考えております。

また、協議を重ねてきた胡蝶蘭栽培企業の進
出もいよいよ本格化し、今年度の出荷に向けて
動き始めました。これを機に、様々な栽培形態
を持った農業団地の形成や雇用の確保を目指し、
町の活性化を図っていきます。

現在、行政が担う業務は多種多様化しており、
きめ細やかな住民サービスを提供するためには、
職員一人ひとりのスキルアップが必要不可欠と
なってきます。住民の目線で考え、行動し、魅
力あふれるまちづくりを目指し、職員一丸となっ
て邁進していきたいと思います。

大多喜町長 　   飯　島　勝　美

魅力あふれるまちづくり

羅
針
盤

大多喜城
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特集『障害者差別解消法
～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～』

　平成 28 年 4 月 1 日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行さ
れました。
　この法律は、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会の実現をめざしています。
　本号では、法律の経緯・課題を理解し、自治体・地域の役割、差別解消に向けた取り組みについて専門家
の解説をいただきます。
　また、先進事例として、兵庫県明石市の取り組みをご紹介します。

PART 4「明石市の取り組み」
兵庫県明石市福祉部福祉総務課 障害者施策担当課長　　金　　政玉（きむ　じょんおく）

PART 3「障害による差別の解消に向けた取り組み」
筑波大学 人間系障害科学域知的・発達・行動障害学分野 教授　　柘植　雅義（つげ　まさよし）

筑波大学　教授（人間系　知的・発達・行動障害学分野）　博士（教育学）
日本 LD 学会　理事長
日本自閉症スペクトラム学会　常任理事
日本心理学諸学会連合　理事
内閣府　障害者政策委員会　委員
内閣府　障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進に向けた検討会　委員
文部科学省　中央教育審議会　教育振興基本計画部会　委員
厚生労働省　児童発達支援に関するガイドライン策定検討会　委員

PART 2「誰もが安心して暮らせる地域を目指して」
大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科 准教授　　三田　優子（みた　ゆうこ）

　東京大学大学院医学系研究科（保健学専攻）博士課程中退後、愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所研究員、花園大学助教授
を経て現職。専門は精神保健、障害者福祉、研究テーマは入所施設や精神科病院からの地域生活移行で、主に障害当事者へのインタ
ビュー調査を行なっている。
　厚生労働省独立行政法人評価委員会委員、大阪市社会福祉審議会委員、堺市地域自立支援協議会会長、大阪府障害者福祉事業団苦
情処理委員等を務める。
　主な著書（共著）に「ケアされること」（岩波書店）などがある。

PART 1「障害者差別解消法施行
～制定までの経緯と課題、自治体が果たすべき役割は～」

東洋英和女学院大学大学院 人間科学研究科 教授　　石渡　和実（いしわた　かずみ）

　1981 年、筑波大学大学院修了後、４月より埼玉県障害者リハビリテーションセンターに勤務。1987 年より、横
浜市総合リハビリテーションセンターに移り、この 10 年間、障害者の就労や福祉サービスの相談を担当。1991 年
から横浜市にある関東学院大学文学部助教授を経て、現在は東洋英和女学院大学人間科学部教授。専門は『障害者
福祉論』『人権論』。
　1997 年に神奈川県茅ヶ崎市などを中心に発足した『湘南ふくしネットワーク』のオンブズマンとなり、その後、
障害者、高齢者、児童などの多彩な権利擁護活動に携わる。また、日本障害者協議会（JD）の理事や日本障害フォー
ラム（JDF）の障害者権利条約推進委員会、障害者差別解消法検討委員会などで、障害当事者とともにさまざまな活
動に関わっている。2014 年 11 月からは、横浜市障害者差別解消検討部会の部会長として、法律施行に向けた行政・
事業者・市民が果たす役割について障害当事者とともに検討を行った。
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１．障害者差別解消法制定までの経緯
（１）障害者自立生活運動と自立観の転換
　1970 年代のアメリカで、働くことができず、その存在が否定された重度身体障害者が展開した自立生活
(Independent Living:IL）運動は、「障害者の公民権運動」と言われる。重度障害者がアメリカ市民としての
対等な権利を勝ち取った運動であり、「自立観のコペルニクス的転換」をもたらしたと評価される。働いて
納税者（tax payer）になる「経済的自立」ではなく、「必要な支援を受けるからこそ、自己決定に基づく、
自分ならではの生活を送ることが可能となり、それが本来の自立である」と主張した。当時、わが国では敢
えて「援助付き自立（Supported Independence）」といった表現もされ、支援を受けずに自分の力だけで暮
らすことが自立だという従来の自立観を翻すことになった。

（２）ADA の成立と日本への影響
　この運動の集大成とも言われるのが、1990 年 7 月に成立した「障害をもつアメリカ人法（Americans 
with Disabilities Act：ADA）」である。この法律が成立したとき、日本のマスコミは「アメリカで、画期的
な障害者差別撤廃法が成立した。」と紹介した。しかし、法律の本質を知る関係者はすぐにこの言葉を否定
した。「これは単なる障害者差別撤廃法ではない。差別というものは、今の差別が解消されてもすぐ新たな
差別が生まれてくる。ADA は、そうした将来の差別も見据え、障害があってもアメリカ人としてのあらゆ
る権利が、障害のない人と全く対等に保障されるということを規定した法律である。」
　1964 年に、黒人が白人と対等な権利を獲得した「公民権法（The Public Law）」に例えて、「障害者の公
民権法」などとも言われる。それゆえに、「障害をもつアメリカ人法」と訳されることになったのである。
ADA で注目されたのが、「合理的配慮（reasonable accommodation）」という概念であり、障害者権利条約
のキーワードでもある。そして、「合理的配慮をしないことは差別である」という考え方を確立したことが、
ADA が「画期的」と言われるゆえんである。
　ADA が成立すると、またたく間に、40 カ国以上で差別禁止法が制定された。わが国でも「ADA の衝撃！１）」
などと紹介され、日本にも大きな変化が起こるのでは、との期待が持たれた。当時、「日本にも、JDA（Japanese 
with Disabilities ACT）を！」という声が、キャッチフレーズのように障害者の間で交わされることになった。

（３）千葉県障害者差別禁止条例の制定
　2006 年 10 月 11 日、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」案が成立した。後

「障害者差別解消法施行～制定までの経緯と課題、自治体が果たすべき役割は～」　 　PART 1

東洋英和女学院大学大学院 人間科学研究科 教授　　石渡　和実

障害者差別解消法施行
～制定までの経緯と課題、自治体が果たすべき役割は～
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述する国連の障害者権利条約採択の 2 カ月ほど前であり、千葉県の先駆性に改めて感服させられる。
　この成立の経過については、研究会の座長を務めた毎日新聞論説委員の野澤和弘氏が著書で丁寧に紹介し
ている。アメリカで ADA が成立し、各国で差別禁止法が制定されると、2002 年 9 月、日本でも DPI（Disabled 
People’s International）日本会議が当事者団体としての法案を提案した。日本弁護士連合会は 2006 年 10 月、

「障がいを理由とする差別を禁止する法律」の試案を発表し国内でも論議が活発化する契機となった。
　千葉県では障害者の人権問題に詳しい堂本暁子知事（当時）の意向もあり、自閉症児の父親でもある野澤
氏が座長となって、さまざまな立場の委員が 2005 年 5 月から議論を開始した。県民からは 800 件もの差
別事例が集まり、特筆すべきは 32 回ものタウンミーティングを各地で重ね、県民の意識を大きく変えていっ
たことにある。こうした動きが議会をも動かし、2006 年 10 月 11 日、全国で初めて画期的な条例案が成
立したのである２）。
　その後は、2009 年 3 月 27 日に北海道で成立し、2016 年 7 月 4 日の島根県松江市に至るまで、全国 26
自治体で障害者差別禁止条例が制定されている。

（４）障害者権利条約の採択と注目点
　2006 年 12 月 13 日、国連のニューヨーク本部で障害者権利条約が採択された。この条約は、政府関係
者だけでなく障害当事者団体も参加し、「Nothing about us,without us!（私たち抜きに、私たちのことを決
めないで！）」を合言葉に、むしろ当事者が議論をリードしたと言われる。
　条約は 50 条からなり注目すべき点は多いが、誰もが「障害者観の転換」が最大の意義だと指摘する。そ
れまでは「医学モデル」と呼ばれ、障害者が努力して障害を克服することを求めていたと言われるが、条約
の第１条目的などに、「社会モデル」としての障害者観が位置付けられた。すなわち、社会にある「さまざ
まな障壁」をなくすことにより、障害があるがままでも自分らしい生き方ができる、という考えを明記した
のである。
　条約第 2 条の定義では 5 つのキーワードが示され、その中に「差別」と「合理的配慮」も示されている。
条約では、①直接的差別、②間接的差別、③合理的配慮の不提供、の 3 種類の差別に整理された。
　社会モデルの視点から、第 2 条にある「合理的配慮」の提供が社会に求められることになる。2 条では、「『合
理的配慮』とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使するこ
とを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、か
つ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」（下線部は筆者による。以下同様）と定義されている。
　ここで、「他の者との平等を基礎として」という言葉は、「他の児童との平等を基礎として」を入れると条
約中に35回も登場する。すなわち、条約は障害者に特別の権利を認めているのではなく、適切な「合理的配慮」
が提供されれば、生活のあらゆる場面で、また人生のあらゆる段階で、障害がない人と「平等」に暮らすこ
とができるはずだと主張しているのである。
　「合理的配慮」という言葉は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（いわゆる「障害者差別解
消法」）（以下、「法」という。）のキーワードでもあるが、この法律では明確な定義がなされていない。また、
条約にもある「過度の負担を課さない」という言葉をどのように解釈するかが大きな問題である。経費がか
かりすぎることなどを理由に、差別が容認されてしまうことにもなりかねない。だからこそ、障害者の意思
を尊重しながら、「合理的配慮とは何か」について国民的合意を形成していくことが求められる。
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２．障害者差別解消法の概要と課題
（１）法律の構成
　法は全部で 26 条から成り、その全体構成を示す概略図として紹介されるのが図である。

　最も注目される法律の中核部分が、「第 3 章　差別解消措置」（7 条から 13 条）である。ここに、①「不
当な差別的取扱い」と、②「合理的配慮の不提供」という 2 種類の差別が示され、①については行政も事
業者も禁止、②については、行政は合理的配慮の提供が「義務」であるが、事業者は「努力義務」となって
いる。また、雇用に関する差別については障害者の雇用の促進等に関する法律の中に位置づけるとし、法の
対象ではないという整理がなされている。さらに、行政が差別をなくすために具体的な方法・取組を示す「対
応要領」については、国は策定の「義務」があるが、地方自治体は「努力義務」である。民間事業者の取組
を示す「対応指針」は、厚生労働省、文部科学省、国土交通省などの各大臣が「義務」として策定し、その
実現を事業者に求めることになっている。
　「第 4 章　差別解消支援措置」（14 条から 20 条）が、法律の施行後は重要となる。ここには差別につい
て相談を受け紛争を防止する窓口の設置など、「体制整備」や行政による啓発活動が示されている。特に、
地域の関係者が協力して差別解消の実現に努める、「障害者差別解消支援地域協議会」の設置などが注目さ
れる。附則では施行から 3 年後に必要な法律の見直しを行うとされている。

「障害者差別解消法施行～制定までの経緯と課題、自治体が果たすべき役割は～」

図『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）』の概要
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　「障害者差別解消法」は、当初、「障害者差別禁止法」の制定をめざして検討が続けられていた。この名称
変更からも推測できるが、成立した「障害者差別解消法」にはさまざまな課題が残されているとの指摘が多
い。本稿では、最も重要なテーマである①「合理的配慮」に関する課題、②体制整備、③意識啓発に絞って
検討することとしたい。

（２）課題①：「合理的配慮」に関する課題
　まず第１に、わが国の法ではキーワードである「差別」と「合理的配慮」の定義がなされていない、とい
うことに注目したい。第 2 条の定義には、「障害者」「社会的障壁」「行政」「事業者」の４つの言葉が記さ
れているだけである。国連の条約では２条にこの２つの言葉が定義されているが、わが国では制定までの
議論では整理しきれなかった、ということである。「骨抜き」のような思いを否定できないわけではないが、
筆者は後述するような体験を経て、拙速に定義しなかったのはむしろ正解だったと考えている。これから地
域ごとに差別解消についての議論を重ね、「国民的合意」といったものを形成していくことが重要だと考える。

「差別」についても同様である。
　第２に、「合理的配慮の提供」が行政には「法的義務」であるが、民間事業者には「努力義務」であるこ
とが、この法律の最大の課題と指摘する人も多い。ここで、「負担が過重でないときは」という文言で、行
政にも事業者にも合理的配慮を提供しなくてよい場合が認められていることを確認しておきたい（第 7 条 2
項、第 8 条 2 項）。「過重な負担」を判断する視点として、費用や負担の程度など、いくつかの基準が示さ
れてはいるが、実際にはどう判断するか迷うケースも多いと考えられ、今後の大きな課題である。
　「費用」に関しては、行政であれば何とか予算を確保して対応してほしいが、「人員」や専門的な「技術」
などは対応できないことも十分に考えられる。正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を
説明し理解を得るよう努めることが行政にも事業者にも求められている。そして、当面可能な方法を障害者
とともに考え出すなど、「建設的な対話」を重ねることが重要とされているが、まさにそこが法律のポイン
トであると考える。
　第３に、合理的配慮に関しては、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明が
あった場合において…」とある。つまり、提供を障害者から求められた時に、「合理的配慮」が提供される
ということになる。障害者というだけで一律の対応が求められるわけではないので、法律の意図は理解でき
る。しかし、果たして障害者が確実に「意思の表明」ができるであろうか。この点も大きな問題だと筆者は
考える。
　意思表明のための情報保障や家族が代わって表明することも認められており、さまざまな検討がなされて
はいる。しかし、これまで「人様に迷惑をかけてはいけない」という生き方を求められてきた障害者が、法
律が施行されたからといって「意思の表明」が簡単にできるとは思えない。だからこそ、障害のない人から、

「何かお手伝いしましょうか」といった一言をかけることが大きな意味をもつ。障害のあるなしにかかわらず、
そうした声かけや配慮が気軽にできる社会が、めざす「共生社会」であり、ソーシャル・インクルージョン
の実現につながっていく。
　第４に、何を差別と捉えるか、どのような合理的配慮を求めるかは、同じような障害と見えても個人によっ
て異なるという点である。その人が過去にどのような体験を重ね、どんな人に出会ってきたかで大きく違っ
てくる。このことを、筆者は座長を務めた横浜市の検討会で、障害がある委員の率直な声を受け止める中で

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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実感させられた。その人の価値観や人生観を踏まえた個別の支援が、合理的配慮としても求められてくるの
である。
　そこで、筆者なりに以下のような整理を試みた。「『合理的配慮の提供』とは、出会った人をいかに大切に
思い、その人の生き方を尊重するために、同じ市民として何ができるかを真摯に考えるという、まさに『支
え合い』『共生社会』を実現するための努力」と言えると考える。すなわち、障害がある人を「迷惑な存在」
などと捉える考え方の対極にあるとも言える。条約第 3 条にある「個人の尊厳の尊重」であり、支援があ
ればその人ならではの輝き方ができるという「人間観の転換」でもある。
　こうした個別の支援にあたっては、「本人の思いに寄り添う」ための専門職の力量が問われ、「意思疎通支
援」や「意思決定支援」、エンパワメントの視点などが、これまで以上に重要な意味をもってこよう３）。

（３）課題②：相談・紛争解決の体制整備
　このことが最も大きな課題と指摘する関係者も多い。障害者が差別を受けたと訴えても、その相談に応じ、
解決を図る新たな機関が法には位置付けられていない、ということである。第 14 条で国や自治体に対し、「障
害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は
解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。」とされている。このようにして体制整
備に努め、実際に相談や紛争解決の必要性が生じた際は、「既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実」と
いう方向性が示されているだけである。
　施行後 1 年ほどになる現状を振り返ると、差別に関する相談が確実にあがっているのは、行政が受付窓
口を一本化し的確な対応ができている自治体である。本特集でも紹介されている明石市などは、典型的な
好事例である。一方、民間で何かあったら事業者の担当窓口に相談することで、事業者自体が力を付ける
ことを期待している自治体もある。しかし、この方法では障害者が相談窓口が分からず、対応も期待でき
ないと申し出もしないまま終わってしまうこともあろう。利用しやすい窓口の一本化が、当面は必要であ
ると考える。
　また、罰則規定が設けられていないことも大きな課題と指摘される。しかし、筆者は差別解消について検
討を重ね、各地の実情を理解した上で、紛争解決の最重要課題は事業者や市民の意識啓発である、と確信し
ている。

（４）課題③：地域の連携と市民の意識啓発
　第 17 条では、差別解消を円滑に行うために、医療、介護、教育などの行政機関が連携する「障害者差別
解消支援地域協議会を組織することができる」とされている。障害者差別解消への取り組みは、障害福祉課
など特定の部局だけでは対応できず、「全庁あげて」とよく言われる。国レベルでも内閣府が中心ではあるが、
全ての省庁が連携することが強調されている。
　しかし、「できる」とあるように、各自治体の判断に任せる「任意設置」である。そして、当事者団体や
PTA などの教育関係、商工会や自治体など、地域のさまざまな組織もメンバーとして挙げられている。地
域には既に多くのネットワークが位置付けられており、既存の組織との関係も含め、地域特性に応じた検討
が求められることになろう。
　法の目的とも言える「共生社会の実現」のために、最大の課題は「市民の意識啓発」に尽きる、と筆者は

「障害者差別解消法施行～制定までの経緯と課題、自治体が果たすべき役割は～」



クリエイティブ房総　第 93 号8

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」

強調している。既に条例を制定した「先進自治体」などの担当者からも、同様の声を聞くことが多い。
　法では、第 4 条に「国民の責務」として、「…障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めな
ければならない。」という努力義務が位置付けられている。しかし、行政や事業者とは異なり、国民に対し
ては理念が示されているにすぎない。言うまでもなく、行政職員も事業者もまず「一市民」であり、地域
で共に暮らす住民である。将来そのような立場に立つ子ども達も念頭に置いて、障害の有無にかかわらず、
必要な配慮や手助けがためらうことなく提供できる地域づくり、そのための意識啓発こそが最重要課題で
ある。

３．自治体の役割
（１）差別解消への先駆的取り組み
　当然のことながら、法律に位置付けられた「不当な差別の解消」と「合理的配慮の提供」について、自治
体業務を遂行するなかで民間事業所に先んじた積極的な取り組みが求められる。実務を通して「過重な負担」
について明確にし、障害当事者との間で、「建設的な対話」を重ねていくことも重要となろう。このような
行政の取り組みが民間の「範」となり、事業者の姿勢を変え、差別解消の方向性を示すことになる実践の蓄
積が求められる。
　この際、「３つの NG」を踏まえておくことが重要であると、障害当事者として法制定に関わった尾上浩
二氏は主張している。第１が、「もし、何かあったら…」である。尾上氏は、小学校の修学旅行に自分だけ
が参加できなかった体験を紹介している。何事にもリスクは付き物であり、それは障害がある人もない人も
基本的には変わりがない。第２は、「あなただけ特別扱いはできない」である。この論理のもと、全盲の人
が点字受験ができず、入学や就職をあきらめざるをえなかった、などは数多い。第３が、「そういう先例は
ありません」である。しかし、これまでやらなかったことを率先して実践することを求めているのが、「合
理的配慮の提供」ということである。

（２）市民の意識啓発
　法の問題点として、行政や事業者には差別解消を求めているが、「市民には何も課していない」というこ
とが指摘される。しかし、筆者は横浜市での検討などからも、差別解消の最大の課題は「市民の意識啓発」
だと考える。これは条例策定の過程で、千葉県の関係者が実感したことでもあろう。
　第 15 条では、「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…」とあり、自治体に対して市民への啓発を求めている。講演会なども有意義ではあろうが、やはり大切
なことは、障害がある人が地域で生き生きと暮らしている、ということを市民が肌で感ずることである。す
なわち、障害者の地域生活を確実に進展させることが行政の業務でもあり、それが意識啓発に最も有効であ
ると考える。
　そこで、筆者は 20 年も前に刊行された『障害者白書』の意義を改めて強調している。1995 年に総理府
が出した『平成 7 年度版』では、今で言う「社会的障壁」を「４つのバリア」と整理している。そして、差別・
偏見を「意識上の障壁」と称し、それを解消するために「障害者観」を変えることが重要だと述べている。
そのために、当事者団体が主張した「障害は個性である」という言葉を引用し、こう主張している。「『街に
慣れる、街が慣れる』という味わい深い標語がある。障害者はどんどん街に出て街に慣れる。そのことによっ
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て街は、街に住む人々の意識も含め、障害者がいることを当然の前提とした社会になっていくという趣旨で
ある４）。」　まさに、こうした視点に立って、障害者の地域生活を拡げていくことが市民の意識変革をもたら
すのである。

４．おわりに
　2000 年 4 月、交通バリアフリー法（正式名称は「高齢者、身体障害者等の
公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」）が制定され、大
きな駅には一気にエレベーター・エスカレーターが登場した。1970 年代から

「福祉のまちづくり運動」を展開してきたが、なかなかエレベーターを設置で
きなかった立場からすると、「法律の威力」を再認識させられたという思いで
あった。
　2005 年頃に車いすを利用する友人が何気なく、「この頃、街にベビーカー
が増えたよね。」と語った。筆者ははっとした。確かにその通りで、重い荷物
もキャリーバッグに変わり、お年寄りも車いす利用者が増えた。障害者の視点で「駅にエレベーターを！」
という運動は、高齢者にも、子育て中の親子にも、重い荷物を運ぶ人にも、確実に便利なバリアフリーの社
会が実現しつつある。交通バリアフリー法によって、物理的な障壁、ハードなバリアは確実に解消に向かっ
ている。
　2016 年 4 月に法が施行されたことにより、「誰もがかけがえのない存在である」と実感できる社会にな
れば、障害者だけでなく、認知症の人や外国籍の人への差別もなくなっていくはずである。心のバリアがな
くなり、ソフト面でのバリアフリーが進み、「共生社会」やソーシャル・インクルージョンが実現するはず
である。
　1996 年 8 月、アメリカでアトランタパラリンピックが開かれた後、「レガシー（Legacy: 遺産）」という
言葉が注目されるようになった。オリンピック・パラリンピックの開催がさまざまな変化をもたらし、それ
が「遺産」となって社会が大きく前進したという考え方である。この背景には、1990 年に制定された「障
害をもつアメリカ人法（ADA）」の影響があったのではないだろうか。
　2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催される。これが契機となって、ハード面だけでなく、
ソフト面のバリアフリーがさらに進展し、さまざまな差別が解消に向かうことが期待される。2020 年の「レ
ガシー」として何が残せるか、そのためにも、法が施行されたことは大きな意味があると考える。

引用文献など
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誰もが安心して暮らせる地域を目指して

大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科 准教授　　三田　優子

１．医学モデルから社会モデルへの転換
　大阪府内のある市で「障害者差別解消法についての学習会」と題し、知的障害者本人向けの研修会を平
成 27 年 11 月から平成 29 年 3 月までで 8 回開催（平均 50 名程度の参加者数）してきた。障害を理由と
する差別の解消の推進に関する法律（いわゆる「障害者差別解消法」）（以下、「法」という。）施行の前か
ら開催したのは、平成 24 年 10 月から施行されている「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援
等に関する法律」の中身についてさえ、知的障害者本人たちから「知らない」「聞いたことはあるがよくわ
からない」「自分たちに関係あるのかもわからない」等の声が多く挙がっており、法に関しても「またよく
わからない法律ができたみたいだけど、自分たちには関係ないだろう」というため息にも似た声があった
からである。
　誰のための法律か、と問われれば間違いなく障害のある人のための法律であるのだが、なかなか障害当
事者がその中身や意義を知り、理解する機会すらも用意されていないのが現状である。まさに権利条約や
法で謳われている「合理的配慮」に基づいた情報保障・提供の具現化と学ぶ機会の確保の問題でもある。
　話を戻すが、その学習会で見えてきたことがあるので紹介したいと思う。まず、学習会と銘打っている
ものの、実態は参加型のフリートーク中心の形態であったことと、支援者や家族など障害者以外の人には
会場の後方に座ってもらい、発言を遠慮してもらうことにした。主役は障害者本人であることを当事者自
身に実感してもらうねらいや障害者権利条約のスローガン「私たちに関することは私たちぬきに決めない
で（Nothing about us, without us）」を掲げて学習会を進めることにした経緯もあるからである。
　最初に参加者へ「権利」とか「虐待」、「差別」などの言葉を知っているか、聴いたことがあるかを尋ね
たところ、「難しい」という反応が大半で、次いで「やったらあかんこと」など「良くないこと」という印
象ももっていることがわかった。ただ全体として「自分と関係あるのか ?」といった表情を見せていたのが
印象的である。
　しかし個々人の体験が語られ始めると「嫌なことがあった」「いじめられた」「お前なんかいなくていい
と言われた」「向こうへ行っとけとバカにされた」など、具体的な言葉とともに嫌な体験の数々が後を絶た
ずに出てきたのである。法の施行のずっと前から差別的な取扱いを実体験としてもっている人が多く、そ
れを今まで忘れられずに覚えていることがわかった。
　ではそのような場面で何をしたかと尋ねると大半の参加者から「がまんした」と発言があった。口々に
発言された言葉は「障害者だからしょうがない」「がまんせにゃあかん」「誰にも言えなかった」「自分が変
わらないといかん」などである。長い間、変わるべきは「障害者自身」とされる「医学モデル」から、障
害者本人が解放されていないことを痛感した。自分の権利侵害に関わることをも、「自分に能力がないから」

「普通の人のように○○ができないからがまんした」などと自分を責め、低い自己評価を変えることができ
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ない姿こそ深刻な問題であり、「社会モデル」（社会環境が変わらなければならない）への転換が真に求め
られていると言える。
　学習会では毎回、「私たちは、いやなことはいやと言っていいのです。がまんしないでいいです。なぜな
らみんな大切な人だからです。みんなで社会を変えていきましょう。」という言葉を確認している。なぜなら、
障害者だからがまんした、障害者だからしようがないという内的抑圧への働きがなければ、さらに当事者
の可能性を縮小し無力感につながると考えるからである。
　回を重ねるにつれ参加者同士が他者の発言を大切にし、うまく話せない人の声をも全身で聴こうとする
姿勢などに変化が出てきたように感じている。今まで、声になりにくい声を最後まで聴く場があまりなかっ
たこと、うまく言えない障害当事者の声をきちんと聴ける人があまりいなかったのだと思う。嫌な体験を
した人がその体験を理路整然と語るのは、障害の有無に関わらず容易ではないはずだ。誰かに聴いてもら
えると、誰かの話も聴けるのだと思う。障害当事者でもある熊谷氏は「絶望のわかちあえたのちに希望が
ある」と述べていることを裏付けている。このことを十分ふまえて対応することで法の本来の意義が見え
てくるのではないだろうか。なお、学習会では次第に「どうしたら嫌と言えるか」「こんな人に相談して助
けてもらった」などの具体的な例を共有するようになってきている。差別のない社会づくりには障害当事
者の体験や声が大きな効力をもっていることも改めてわかってきた。
　
2．合理的配慮と「折り合い」
　大阪府堺市では平成 18 年度に障害者地域自立支援協議会を立ち上げ、平成 20 年 5 月に全国でも前例の
なかった「当事者部会」を立ち上げ、3 障害と難病の 4 種別で合計 10 名（現在は 12 名）の障害当事者を
公募制で選出、月に 1 回の活動を始めた（平成 28 年度は隔月開催）。当事者部会は、市の協議会のエンジ
ンのような役目を果たし、その活動や発信の数々は支援者や行政職員、市民へと届き「当事者目線・当事
者視点」の確かさを教えてくれている。堺市第 4 次障害者長期計画（計画期間平成 27 年度〜 35 年度、平
成 27 年 3 月策定）に関しては、策定の委員としても当事者部会のメンバーが加わり「わかりやすい」会
議運営を提言し続け、さらには計画策定に合わせ部会員による「わかりやすい版」作成の役目を果たして
いる。

（http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gyosei/shishin/fukushi/dai4_tyoukikeikaku/index.files/
wakariyasui.pdf）
　その中で例えば「合理的配慮」という言葉をどう表現するか、で実に半日以上の時間をかけて話し合い
を行なっている。同席した堺市職員もじっくり耳を傾け、意見を交換し、また筆者もずっとお付き合いし
ながら、合理的配慮とは何か、という問いにずっと思いを寄せた。結果として、次のような表現を用いた。

「障害者の権利に関する条約」では「合理的配慮」という言葉が出てきます。障害のある人が障害のない人
と同じ暮らしや活動ができるように、国や地域、仕事場、学校そして周りの人々が、一人ひとりの障害に合っ
た使いやすいしくみや物に作りかえること（お金や人手がかかりすぎる場合をのぞく）を合理的配慮と言
います。（平成 27 年 3 月発行「堺市第 4 次障害者長期計画わかりやすい版」第 1 章「この計画をつくった
意味」より : ルビは省略している）

　この表現が最善かどうかはともかく、知的障害のある当事者部会委員から常にフィードバックをもらい
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ながら、全員の合意で決まったことの意義は大きい。
また、「もっといい表現があったら変えていこう」と
いう思いも共有している。行政の委員に委嘱される障
害当事者が増えている中で、そもそもそのような場で
も合理的配慮を提供することはまだまだ十分ではな
いように感じているが、このように貴重な役割を担い
始めているのも事実である。
　合理的配慮という考えの根底にあるのは「コミュニケーション」であると筆者は実感している。堺市に
おける当事者部会での取り組みにおいても、「わからない」ということを障害当事者が常に自由に発言でき
るかが重要で、さらにはそのことに「わかりやすく」答えることができるかが肝心である。その過程でど
こがわかりにくいか、どう表現したら少し分かるようになったか等を当事者との間でやり取り（わからな
いことを伝えるのは勇気が要るので複数回必要）ができるかどうかで、当事者側の不安や不満のいくらか
は解消されるのだと言える。また、ていねいなコミュニケーションをふまえてこそ、法の中で何度も出て
くる「正当な理由」が、正当性をもつのである。
　不当な差別的取扱いかどうかを判断する過程で、差別と感じた障害当事者とコミュニケーションを重ね
る中で、何ができて何ができないのかが見えてくるのである。同じ障害種別で類似する訴えであっても、
どこにどのくらい差別を感じるかどうかは話を聞かなければわからない。なぜなら個別性の高い問題だか
らである。そのうえで正当な理由が提示されなければ、本法の意義はないと言っても過言ではないだろう。

「できない理由」を掲げるには何ができるかを明示してこそ正当な理由なのである。
　ある障害当事者が「法律ができてもすぐに差別がなくなるとは思っていない。でも法律ができたことで
窓口の人がバカにしないで聴いてくれたことは大きい。行政もすぐに何もかも対応できるはずもないだろ
う。それはわかっているので、障害者と話をしながら折り合いを付けてくれたら嬉しいのです」と語った。「折
り合い」の意味は「合理的配慮」に通じるのではないだろうか。

３．弱くてもろい社会ではなく
　いま、障害のある人は国民の 17 人にひとりである（平成 23 年度厚生労働省実態調査によると 3 障害合
計で 788 万人による）。そこに含まれていない発達障害者や難病の方たちを加えると、10 人にひとりの割
合と言われ、誰もが家族や親類に障害者がいるのがあたり前になりつつある数字である。また、障害者は
支援を受けるだけの存在ではなく、さまざまな場面でその実体験をふまえ、誰かを支援する側の顔も持つ
ようになっている。
　しかし、障害者の生活実態を知る機会もまだ少なく、どう関わっていいのかわからないことから、障害
者とその家族に「よかれと思って」行なったことが実は差別的取り扱いになっていたり、的外れの配慮を
繰り返していることにつながっている。障害者と日常的に触れあう機会が少ないほどその危険性は高くな
る。
　「障害のある子どもの介護で大変そうなので、町内会の行事にあえてそのお宅だけ誘わなかった。障害者
を支える町として当然の配慮です。」という例の場合、誘われなかった障害者とその家族の心情は「配慮し
ようという気持ちには感謝するが、誘われなかったことは排除のようにも感じる。他の人と同じように誘っ
たうえで、私たちの判断を尊重してほしかった」となるだろう。どう配慮してほしいかを障害当事者に尋

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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ねたうえで決めることが重要なのである。
　ただ、配慮したつもりが実は的外れであっても、結果的に差別的取り扱いになったとしても、そこから
障害者とのコミュニケーションが始まる場合もある。
　差別しようと思ってするわけではないのに、差別的な取り扱いが起こってしまうのだ、ということをふ
まえ、問題はその体験を乗り越えて、コミュニケーションを深めながら障害理解・障害者理解を進めるこ
とである。
　さらに、障害者への差別が解消されることが障害者だけでなく誰にとっても暮らしやすい街づくりが推
進されることになることを信じられるかである。

　ある社会が その構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会である （1979 年
国連総会決議「国際障害者年行動計画」より）

　2006 年 12 月に採択された障害者権利条約（わが国は 2014 年 1 月に批准）を受けて改正された障害者
基本法（2011 年）、そして法では障害の捉え方が広くなっている。障害者手帳の有無に関わらず、さまざ
まな生きづらさを抱えた人が暮らす現代社会においては、誰もが差別する・される側になりうることを共
有し、多様性を認める社会こそが真の成熟した社会だと言えるだろう。
　「合理的配慮の義務化は中小企業にとってはただ負担増だ」とか「障害者だけ特別扱いされるような法律
は不要だ」などの声が挙がったときに、合理的配慮の提供が進むほど、私にとってもあなたにとっても「誰
にとっても自分らしく生きることができる社会へと変化しているのだ」「障害の有無に関わらず、誰もが安
心して暮らせる町を一緒に作りましょう」と言える市町村が増えていくことを期待している。

参考文献

森田ゆり　：エンパワメントと人権、1998 年 4 月、部落解放研究所

熊谷晋一郎：インタビュー：自立は依存先を増やすこと、希望は絶望を分かち合うこと、TOKYO 人権、第 56 号、

　　　　　　2012 年 11 月 27 日、公益財団法人東京都人権啓発センター発行

「誰もが安心して暮らせる地域を目指して」
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はじめに
　本稿では、2016 年 4 月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障
害者差別解消法」）（以下、「法」という。）を踏まえ、障害による差別の解消に向けた基本的な考え方や取り
組み方について述べる。そのために、まず、法の目的と内容について述べ、次に、障害による差別の解消に
向けた基本的な考え方、障害による差別の解消に向けた取り組み方、そして、取り組みの具体的な例の一つ
として、障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進について述べ、最後に取り組み上の課題を述べる。

1．障害者差別解消法の目的と内容
　（目的）
第一条　この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての障

害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳に
ふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基
本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めること
により、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられ
ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

　これによると、障害を理由とする差別の解消を推進し、いわゆる「共生社会」（内閣府）の実現を後押し
するという。

法律の構成は、以下の通りである。
第一章　総則（第一条―第五条）
第二章　障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（第六条）
第三章　行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置（第七条―第十三条）
第四章　障害を理由とする差別を解消するための支援措置（第十四条―第二十条）
第五章　雑則（第二十一条―第二十四条）
第六章　罰則（第二十五条・第二十六条）
附則

　この中から、主なものを紹介する。
　（定義）
第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
　一　障害者　身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」

と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な

障害による差別の解消に向けた取り組み

筑波大学 人間系障害科学域知的・発達・行動障害学分野 教授　　柘植　雅義

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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「障害による差別の解消に向けた取り組み」　 　PART 3

制限を受ける状態にあるものをいう。
　二　社会的障壁　障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
　これによると、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態が、障害のみならず、社会的障
壁によることもある、という規定となっていることに注意したい。そして、社会的障壁の定義にあるように、
社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの、とかなり広範囲なものとなっている。
　（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して

必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
　（国民の責務）
第四条　国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑

み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
　これによると、国及び地方公共団体の責務と共に、国民の責務が規定されていることに注意したい。国民
一人一人が差別解消の推進への寄与に努めなければならない。

2．障害による差別の解消に向けた基本的な考え方
　国連が、第 61 回国連総会において「障害のある人の権利に関する条約」（障害者権利条約）を採択し（2006
年12月）、日本が条約を批准した（2014年1月）。この批准に向けた国内法の整備等の中、法が成立･施行した。
　なお、例えば、韓国は 2008 年 12 月に批准、フランスは 2010 年 2 月に批准している。それらに比べて、
日本の批准は遅いが、批准に向けた国内法の整備を丁寧に進めたこともその要因であろう。　
　その主なものは、以下の通りである。障害者基本法　改正、障害者の雇用の促進等に関する法律　改正、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　成立・施行（障害者自立支援法より）、障
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律　成立・施行、法　成立・施行、発達障害者
支援法　改正、その他。
　以上のような、国連総会以降の各国の動向の一方で、アメリカでは、他国に先駆けて、1990 年の、「障
害をもつアメリカ人法（Americans with Disabilities Act）」（ADA）は、いわゆる「障害者差別禁止法」であり、
日本において法が成立し施行される 25 年ほど前のことである。そして、この法が、国連の障害者権利条約
に影響を与えた（合理的配慮の概念など）。
　「障害者差別解消法」に明記された、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」により、日
本から本当に障害者差別をなくせるか ?　そしてまた、必要な合理的配慮が提供され、日本は「共生社会」（内
閣府）の実現により一層近づくことができるのか ?　今まさに、それが問われている。

3．障害による差別の解消に向けた取り組み方
　政府が策定した（2015 年 2 月に閣議決定）、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下、
基本方針）は、障害を理由とする差別（以下「障害者差別」という。）の解消に向けた、政府の施策の総合
的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものである。全文は、内閣府 HP を参照のこと。

（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html）
　すなわち、2013 年 5 月の成立から、2016 年 4 月の施行までの期間における、種々の準備の一つとして、
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基本方針が示された。これを踏まえて、対応要領や対応指針が作成されていった。（柘植 , 2016）
　（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）
第七条　行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別

的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2　行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵
害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施
について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

　（事業者における障害を理由とする差別の禁止）
第八条　事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをす

ることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2　事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表

明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することと
ならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要
かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

　これによると、障害を理由とする差別の禁止は、行政機関等と事業者とに分けて記述されている。不当な
差別的取り扱いの禁止については、いずれにおいても共通だが、合理的配慮の提供に関する事項については、
行政機関等では義務だが、事業者では努力義務となっていることに注意したい。
　なお、「合理的配慮等具体例データ集 : 合理的配慮サーチ」を内閣府が、HP に展開している。

（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html）
　特に、教育分野におけるデータベースについては、国立特別支援教育総合研究所による合理的配慮データ
ベース「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」を参照のこと。（http://inclusive.nise.go.jp/）

4．障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進
　（障害者差別解消支援地域協議会）
第十七条　国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連

する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。）は、当該地
方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を
踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成
される障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。

2　前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会
に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一　特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他

の団体
二　学識経験者
三　その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

　これによると、この協議会は、本法が各地域で「組織することができる」とあり、いわゆる「できる規定」
であるが、その役割の重要性から早い時期に積極的に組織されていくことだろう。その際には、「障害者差

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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「障害による差別の解消に向けた取り組み」

別解消支援地域協議会の在り方検討会」により議論された、「障害者差別解消支援地域協議会設置の設置・
運営指針」と「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き」（2015 年 11 月作成、2016 年 3 月改訂）が
参考になる。さらに、2017 年 1 月から、新たに設置された「障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推
進に向けた検討会」により、上記の手引きのさらなる改訂に向けた検討が行われている。

5．取り組み上のポイント
　障害による差別の解消に向けた取り組み方を進める上でのポイントについて述べる。
　・「社会的障壁」の除去ということ
　成立 ･ 施行から 10 年が経過し、10 年ぶりに改正された発達障害者支援法における、（定義）第二条の条
文を、新旧比較で以下に示す。
　発達障害者支援法　改正　（2016 年 5 月）
　（定義）　新
第二条　（略）
2　この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常

生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のもの
をいう。

3　この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障
壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　（定義）　旧
第二条　（略）
2　この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために、日常生活又は社会生活に制限を受け

る者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
　新旧の違いの重要なポイントは「社会的障壁」である。つまり、発達障害を有することで、日常生活又は
社会生活に制限を受ける者、としていたのが、発達障害のみならず、社会的障壁により日常生活又は社会生
活に制限を受ける者へと変化した。そして、それは正に法の、（定義）第二条、障害者の定義からの影響である。
そして、その社会的障壁の定義から、今後、発達障害をはじめ種々の障害について、社会的障壁の除去に関
する取り組みに拍車がかかっていくことだろう。
　・障害者手帳の所持者に限らない（法の対象範囲）ということ
　この規定により、法の対象範囲が大きく広がっていることが分かる。例えば、文部科学省が 10 年をおい
て 2 回に渡って実施した調査によると、発達障害の可能性のある児童生徒が小中学校の通常学級に 6~7%
ほどの割合でいることが示されている（2003 年公表及び 2012 年公表）。その中には障害者手帳を持つ子
もいるだろうが、大半は持っていないだろうと思われる。
　・合理的配慮を求める「意思の表明」が合理的配慮の提供の始まりということ
　知的障害、発達障害、コミュニケーション障害等で、意思表明が困難な場合が予想される。その場合、障
害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援するものが本人を補佐して行う意思の表明も含むとされ
ていることから、合理的配慮を求める「意思の表明」が自身では困難な人々への支援の在り方を模索されて
いくことになる。なお、意思の表明に当たっては、言語（手話を含む）の他、点字、拡大文字、筆談、実物
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の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段により伝えられるとしている。
　・合理的配慮の提供と過度の負担（過度の負担の根拠）ということ
　教育分野における、個別に提供される様々な合理的配慮が、過度の負担かどうかが、その都度、その根拠
について議論されていくことになる。
　・公立と私立で合理的配慮の提供の義務か努力義務かの違いがあるということ
　同一（類似）の事業が行政と事業者の双方で提供される場合がある。このことが、特に教育分野において
は課題であろう。例えば、学校には公立、国立、私立があることから、どの学校に通うかによって、合理的
配慮の提供が義務か努力義務かという違いがでてくるということである。また、自治体によっては、自治体
内の幼稚園が全て私立という場合があるが、その自治体では全て努力義務ということだが、それでよいのか
等々。さらに、就学前では、幼稚園（文部科学省）、保育所（厚生労働省）、認定子ども園（内閣府）と管轄
が異なり、合理的配慮の提供に違いが出てしまわないか。さらには、例えば、公設民営の場合の合理的配慮
の提供はどうだろう。
　・教育の重要性（期待される役割）ということ
　差別的取扱いをする大人や、そのような人々が暮らす街にしないように、子どもの内からの、学校や家庭
での役割は大きい。今後、子どもたちに、どのような理解啓発や教育を施していけばよいか、議論が始まっ
ていくことだろう。
　・進捗状況の把握（客観的なデータに基づいて（エビデンス））
　今後、差別的取り扱いが減少し・なくなり、必要な合理的配慮が提供されていくであろう。その進捗状況
を適切に把握し、結果を公表していくことが求められる。

おわりに
　日本は、「共生社会」の実現を目指している（内閣府）。しかし、期待して待っていても実現しない。関係
者や全ての国民が進んで工夫して尽力していく必要がある。「障害者差別解消法」という画期的な法律を手
に入れた今、日本から本当に障害者差別をなくせるかどうか、必要な合理的配慮が提供できるかどうかでは
なく、どのように障害者差別をなくしていくか、どのように必要な合理的配慮を提供していくか、という新
たな時代に入ったといえる。法の施行後の 5 年後、10 年後、日本の社会がどのように変貌を遂げ、この分
野で世界的にリードできているか、楽しみだ。
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兵庫県明石市福祉部福祉総務課 障害者施策担当課長　　金　　政玉

明石市の取り組み

はじめに
　明石市では、2014 年度から福祉部福祉総務課の「障害者施策担当」を新しく設置し、障害者施策担当課
長と係長、半年後に弁護士資格を有する高齢者・障害者支援担当課長を配置して障害者差別の解消を目的と
した条例づくりを始めた。
　2014 年 1 月、日本政府は国連の障害者の権利に関する権利条約（以下、「条約」という。）を批准した。
条約では、言語には手話を含むことや差別の定義に合理的配慮の不提供が含まれるなど、従来の日本の法制
にはなかった新しい考え方が盛り込まれ、それを踏まえて障害者基本法が改正（2011 年）されている。本
稿では、2010 年から 4 年間、障害関係団体も深く関わりながら取り組まれた条約の批准を目的とする国レ
ベルの障害者制度改革による枠組みの変化が地方自治体レベルでの取り組みにどのように活かされ具体化さ
れているのか、そうした視点から、明石市の取り組みを報告させていただきたい。

1．これまでの取り組み
（1）「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進

する条例」の制定
①経過
　鳥取県から始まった手話言語条例を制定する動きは 2 年前くらいから本格的な広がりを見せ、2017 年 1
月 19 日現在で 9 県 56 市 8 町、計 73 地方自治体（全日本ろうあ連盟 HP 参照）となっている。
　明石市では、地元のろうあ協会からの要望を受けて検討した結果、ろう者以外にもコミュニケーションに
困難を抱える障害当事者等（中途失聴・難聴、視覚障害、知的障害等）を対象に、「言語としての手話の認識」
に加え、要約筆記や点字、音訳等の障害者の幅広いコミュニケーション手段の利用を促進するための条例づ
くりを目指す方向で取り組みを始めた。
　ろう者をはじめ情報の入手や発信を含むコミュニケーション場面で困難な状況にある各当事者や家族会、
支援事業者等で構成する検討会を 2014 年 9 月から 11 月にかけて 4 回開催し、各委員から提出していただ
いたコミュニケーション手段の現状と課題をまとめた検討資料をもとに課題整理を含む協議を進めながら委
員の協力の下で条例の素案を作成することができた。
　その後は、条例素案の内容を 12 月市議会に報告し、市民を対象に実施したパブリックコメントの募集で
は市民 49 名から 74 件の意見が寄せられ異例の多さとなった。市民からの意見を踏まえて 2015 年 3 月の
市議会に条例案を提出し全会一致で可決された。

「明石市の取り組み」　 　PART 4
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②差別解消の一環として
　条例（※）は、障害のある人もない人も個人としての尊厳を相互に尊重し共に暮らしていくまちづくりの
理念を実現するための障害者差別の解消に向けた施策の一環として位置づけ、2016 年 4 月に施行される「障
害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「法」という。）に合わせて制定を目指す本市の障
害者差別解消条例へとつないでいく大きなステップとした。この位置づけを明確にするために、条例の市の
責務（第 4 条）に、公的機関や事業者がコミュニケーションの場面において合理的配慮が提供できるよう
に支援することを明記している。

（※）概要は、別掲（資料①）参照。

③条例施行後の取り組み
　条例の施行（2015 年 4 月）を踏まえて、手話通訳者・要約筆記者派遣事業の対象範囲の拡大（冠婚葬祭
における特定の親等（１親等）に限る制限の廃止や就労等の市の施策に係る場合の利用可等）による利用増
や同派遣事業に係る報酬額の増額等を実施した。また、障害福祉課の窓口に設置通訳者を常時 1 名と福祉
総務課に配属している手話通訳士の資格を有する職員（2 名）の対応により、明石駅に設置している観光案
内の窓口や市内の総合福祉センター及び 3 ヵ所の市民センターの窓口にろう者や難聴者が来たときにはタ
ブレットの遠隔操作によって手話や文字でコミュニケーションが図れる仕組みなどを導入している。
　今後は、手話等コミュニケーション施策推進協議会（条例第 17 条）において取り組みを点検し、継続的
に課題のフォローアップをしながら障害特性を踏まえたコミュニケーション施策の効果的な実施につなげて
いくことにしている。

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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（2）「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例」の制定
①経過
　条例の検討にあたっては、障害のある当事者やその家族、支援者のほか、学識経験者や事業者等で構成す
る検討会を設置し、昨年 5 月から 11 月にかけて 4 回の会議を開催したほか、市民フォーラムやタウンミー
ティングを開催し、並行して差別事例の募集（昨年のコミュニケーション場面の事例を含めて計 202 件の
事例を収集）や、商工会議所の協力を得て、障害のある人への配慮についてどのような対応をしているかを
聞く事業者アンケート等を実施（アンケート送付件数 579 件、回答数 157 件、回答率 27%）した。事業者
からは、障害によってどのように対応すればよいかわからないため、事業者向けに障害理解に関する研修等
を実施してほしいという趣旨の回答が多く見られた。
　その後、障害を理由とする差別の解消と条例づくりをテーマに市民タウンミーティングを市内 2 ヵ所で
行い、検討会でとりまとめた条例の素案についてパブリックコメントを実施し、市民 17 人から 46 件の意
見が寄せられ、翌年の 3 月市議会に条例案を提出した結果、全会一致で成立した。

②条例の特徴
　以下では、条例の概要と主な特徴について紹介させていただく。
　条例の概要については、別掲（資料②）をご参照いただきたい。

「明石市の取り組み」



クリエイティブ房総　第 93 号22

　まず、特徴の一つめは、「市の責務」（条例第 4 条）において合理的配慮の提供支援を特に強調している
点である。同条では、「合理的配慮の提供のあり方について積極的に調査及び研究を行う」（1 項）、「市民、
事業者及び行政機関等が合理的配慮の提供を行うための支援を行う」（2 項）とし、その上で、第 8 条（合
理的配慮の提供支援に関する施策の実施）を定め、公的助成制度の根拠規定としている。
　二つめは、条例第 8 条に基づき、公的助成制度を実施し、商業者や市民活動（自治会やサークル等）に
よる合理的配慮の提供を支援することにしている。この制度は、全国の自治体では初と理解しているが、法
第 5 条（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）の具体化の一環
として位置づけている。
　三つめは、障害を理由とする差別の禁止（条例第 10 条）において「何人も障害を理由とする差別をして
はならない。」ことを規定している。この規定により、相談及び助言等（条例第 11 条 3 項）において「特
定相談に係る関係者は、正当な理由がある場合を除き、市又は相談機関が助言等を実施することにつき、協
力しなければならない。」とし、この規定によって、相談及び助言段階から、相手方に対して相談機関の活
動（相談員からの事情聴取や話し合い等）に対してきちんと応じる義務が生じるという解釈をとっている。
　四つめは、法の「障害者差別解消支援地域協議会」（第 17 条）を兼ねるものとして、市長の附属機関の

「障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会」（条例第 15 条）を置き、この地域づくり協議会に「あっ
せん部会」を設置している点である。特定相談（相談及び助言）の段階で当事者間の調整による解決ができ

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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ない場合には、障害者である市民等はあっせんの申立てをすることができ、その対応を同部会で行うことに
している。法では「地域協議会」は紛争解決の後押しを行うという説明がされているところだが、紛争解決
をしてはならないとまで明示はしていないことから、条例による会議体の効率的な運営を図るという観点も
合わせて設置している。

（3）障害者配慮条例～施行後の取り組み～
①合理的配慮の提供支援
　条例で定めていることにより「できる配慮はしなければならない」と言われても、事業者等にとっては、
これまで考えたこともない合理的配慮の提供について、いきなり費用負担までを求められるのは一方的な押
し付けになりかねない。場合によっては、かえって条例に対する反発を引き起こしかねない懸念もある。と
くに、小規模零細の商業者に対して、むしろ条例が応援して合理的配慮が負担感なく提供でき、障害のある
人が「お客さん」として来店して増えていくことになれば、合理的配慮を積極的に理解するきっかけにもな
るという考え方で公的助成制度を実施している。助成制度の概要については、別掲（資料③）をご参照いた
だきたい。2017 年 2 月末時点で 135 件の申請件数を数え、当初予算（350 万円）の内、約 235 万円の執
行が見込まれている。

「明石市の取り組み」
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②障害理解の啓発・普及の取り組み
○市職員を対象とした研修
　市職員の対応要領研修については、2016 年 7 月に 2 日間にわたり午前と午後に 4 回に分けて実施し、参
加者は 192 人。職員対応要領策定の背景（法と条例）と考え方を市民対応のロールプレイ等を交ぜながら
職員の「悪い対応例」と「良い対応例」を比べて説明し、好評を得ることができた。
　また、市職員の意識上のバリアフリーの実現のために、障害の多様性を理解し、障害者への応対マナーを
身につけ障害者への「合理的な配慮」に向けた市職員としての応対スキル向上を図るためのユニバーサルマ
ナー研修を行っている。

（平成 27 年度より 5 回実施、参加者は 209 人）
○市民、事業者への周知・啓発
　条例施行後、障害のある市民とない市民がともに暮らしやすいまちづくりを進めるため、市民タウンミー
ティングを市内 4 ヵ所で開催（合計 95 人参加）し、障害当事者や家族、支援者と障害のない市民が交流し
感じていることや必要な配慮、市の取り組み等について意見交換を行っている。
　事業者団体への啓発の取り組みについては、公的助成制度など条例に基づく取り組み等を案内する研修会
を商工会議所と共催（年 2 回開催、参加者は 56 人）。また、明石市医師会、明石商工会議所、明石食品衛生協会、
兵庫県宅地建物取引業協会明石支部、明石観光協会、明石理美容士会、明石旅館ホテル組合、明石飲食業組
合、明石タクシー協会等に啓発用パンフレットの配布と周知を引き続き行っている。

③相談事例への対応
　差別に関連する相談事案については、4 つの窓口（福祉総務課障害者施策担当、障害福祉課、発達支援セ
ンター、基幹相談支援センター）が対応している。
　条例施行（4 月）から 2017 年 1 月末までの相談総数は 23 件をかぞえ、内訳は学校 1 件、施設・建物 7 件、
雇用 2 件、商品・サービス 3 件、交通機関の利用 1 件、福祉サービス 3 件、医療 2 件、個人間 1 件、その
他 3 件となっている。また、相談件数 23 件の内、相談者の内訳は障害のある人 7 件、家族 2 件、行政職
員 5 件、事業者 6 件、支援者 1 件、市民から 2 件となっている。現在までは、近所での人間関係が絡んだ
り職場での日常的な上司との関係等が背景にあり、相手方との調整を希望する事案はない。
　条例検討会に向けて実施した差別と思われる事例募集において 1 か月間で集まった事例件数が 94 件だっ
たことからみると潜在的な該当事例はもっとあると思われる。
　それが相談にはつながっていない状況になっていることから相談窓口の周知度や信頼性とも関連するた
め、事案対応の内容については、今後も注意深くみていく必要があると感じている。

2．得られた効果
　本市の条例の基本的な考え方とアプローチは、「本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し
条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知するこ
と。」（法成立時の衆参内閣委員会の附帯決議 2013 年 6 月）ことを踏まえ、法の足りないところをできる
限り補完して実効性を高めていくことを目指している。
　すでに障害者配慮条例の特徴でも言及したところだが、障害を理由とする差別解消の最大のテーマは、障

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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害のある人の年齢、性別、障害の状態に応じて提供する合理的配慮が地域の多くの事業者、市民に自発的に
理解され、障害当事者との〈建設的な対話〉による代替的な配慮の選択肢も含めた合意形成が普通の相互理
解による営みとして行われていくことにかかわっている。法とその上乗せ・横出し条例の連携により、これ
までは、福祉サービスの利用にかかわる周辺の自立支援と社会参加にとどまる傾向にあった「障害福祉」の
領域が、関連する社会のあらゆる分野に広がっていく可能性をもたらすと考えている。
　本市において、全国では初めて実施することになった合理的配慮の提供を支援する公的助成制度は、とく
に、小規模零細の商業者にとって、むしろ条例が応援して合理的配慮が負担感なく提供でき、障害のある人
が「お客さん」として来店して増えていくことになれば、事業者の立場から合理的配慮を積極的に理解する
きっかけにもなる。また、障害のある人にとっても飲食店などのお店を利用しやすくなることで、事業者と
障害のある人がお互いに WINWIN の関係性をつくっていることにもつながるという意味がある。事業者の
研修会に参加者が着実に増えつつあるのは、その兆しが少しずつではあるが、具体的な形になるプロセスの
途上にあると理解したい。

3．今後の課題
　本市が 3 年前から取り組んできている「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュ
ニケーション手段の利用を促進する条例」と「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる
共生のまちづくり条例」が共通するのは、分野横断的な課題として位置づけられる点にあると考えている。
　本市の障害者計画は 2014 年度から 18 年度までの 5 ヵ年計画として策定されている。
　両条例とも障害者計画との連携が定められていることを踏まえ、地域づくり協議会において、差別解消施
策の協議課題である三つの柱―「障害理解の普及」「相談助言に関する体制整備」「合理的配慮の推進」につ
いての実施状況をフォローし、分野別の差別解消につなぐことのできる取り組みを進めていきたいと考えて
いる。

「明石市の取り組み」
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1．経緯及び背景
　銚子市は千葉県最東端に位置し、日本一の水揚
げ量を誇る漁業、全国有数の出荷額を誇る農業や
水産加工業、年間通じて穏やかな銚子特有の気候、
風土、地勢などから育まれてきた醤油醸造を始めと
する伝統産業により古くから栄えてきた港町です。
　また、観光でも犬吠埼や屏風ヶ浦、銚子電鉄を
はじめとして、日本遺産、日本ジオパーク、国の名勝、
天然記念物、日本百景となった名所を有し、多種多
様な資源に恵まれた言わば “ 地域資源の宝庫 ”とも
いえる土地です。
　しかしながら、現在は著しい人口減少とそれに伴
う商圏の衰退により、特に商店街をはじめとして事
業所数の減少が目立ってきています。
　そうした中、産業競争力強化法に基づく創業支
援事業計画を立案・推進するために設置した、商
工会議所・金融機関・大学税理士団体等との勉強
会の中で “UIJ ターンを望む起業家を誘致してはど
うか ”という意見が出たことが本事業に取り組む
きっかけとなりました。
　平成 27 年度に実施した UIJ ターン創業支援モニ
ターツアーは、起業家を対象としたツアーでしたが、
企業担当者も参加していたため、次年度には地方
進出を検討する企業も対象として追加しました。

2．施策の実施にあたって
　本事業は、千葉県が進める空き公共施設等を活
用した企業誘致推進事業と連携し、地方創生交付
金を活用して実施しています。
　具体的には、Web 上で市の魅力や受け入れ制度・
支援体制についての情報発信を行うとともに、都内
で開催するセミナーや県主催のフォーラムで情報発
信し、市内に対象者を招くモニターツアー等を実施
するというスタイルを採りました。
　先ずは地域資源の活用例の紹介や、地元事業者

との交流、気候やまちの空気感の体験をとおしてこ
の土地を気に入ってもらうことで、起業や企業立地
のキッカケづくりを進めることから始めています。
　実施にあたり、高速 IC から遠く大規模な工業団
地や優れた優遇制度もない本市において、誘致ター
ゲットとする業種の設定や絞り込み、対象者に対し
て何をどのように周知・PR すればよいか、これらの
方法については現在も検討課題となっています。

3．事業を実施して得られた効果
　事業を始めて間もないですが、実際に U ターン
をきっかけとした第二創業や、海沿いの観光スポッ
トや空き公共施設を活用した、企業の地方進出に
ついての具体的な個別相談に繋がっています。
　また、ツアー参加者との交流・個別相談の中で、
企業・起業家誘致における課題と可能性がより具体
的に浮かび上がることとなったほか、大都市と銚子
市を結ぶ人的なネットワークが生まれ、さらに本事
業は千葉県の広域連携事業として進めていることか
ら、参考としている南房総市をはじめ、県内他市と
横の繋がりも構築することもできました。

4．今後の展開について
　本事業をベース
とした次のステッ
プとして、主に IT
系企業やクリエイ
ティブ な 職 種 の
方々に対して、銚
子市での魅力的な
テレワーク環境を
提案する、総務省
の「お試しサテラ
イトオフィスモデル
事業」に取り組む
こととなりました。
　これまでの事業
を通して把握できた課題の解決や、本市の持つ可
能性を最大限に活かすため、地方への人の流れを
加速するための受け入れ体制を構築していきたい
です。

【問い合わせ】産業観光部観光商工課
　☎ 0479—24—8932

銚子市

産業観光部観光商工課

企業・起業家誘致
モニターツアーについて
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　自治体が電力会社を作り、地域で発電した電力
を地域で活用する「エネルギーの地産地消」を行う
動きがこのところ盛んになっています。　　
　成田市と香取市は、平成 28 年 7 月に㈱成田香取
エネルギーを立ち上げました。複数の自治体が共同
出資して地域電力会社を設立するのは全国初の取り
組みとなります。
　香取市では東日本大震災を機に市有地での再生
可能エネルギー導入の検討を行い、平成 25 年度に
与田浦地区に設置したのを初めとして、現在 5 か所
で太陽光発電所を稼働させています。成田市では
平成 24 年度に供用を開始した成田富里いずみ清掃
工場で、ごみ処理時に発生する熱を利用した発電
を行っています。
　2 市で発電された電力は、これまでは一般電気
事業者に売電していましたが、平成 29 年 1 月から
㈱成田香取エネルギーがこれまでよりも 3％高く購
入しています。また、㈱成田香取エネルギーは買い
取った電力を 2 市の庁舎や小中学校、保育園、運
動施設などの公共施設に今までよりも平均して 13％
程度安く供給しています。
　そのため 2 市にとって売電収入は増加となり、公
共施設の電気料金が削減となる 2 つの効果が得ら
れています。これらは新たな財源として市民サービ
スの充実に充てることが可能となります。
　売電収入増加・コスト削減のために電力に係る入
札を実施する方法もありましたが、幾度にもわたる
慎重なシミュレーションを行った結果、地域電力会
社を設立する方がより良い選択となることが分かり
ました。また、地域電力会社を立ち上げることによっ
て、地域で発電した電力を地域で消費するというエ
ネルギーの地産地消が実現することとなりました。
　私たちはエネルギーの地産地消には次のようなメ
リットがあると考えています。
①香取市の太陽光発電所や成田市の清掃工場を見

学に来た方、特に児童生徒に「ここで作っている

電気が君たちの学校に届いて、みんなが使ってい
るのだね」と説明することができ環境教育への
効果が大きいと期待できます。

②地域で発電した地域固有の低炭素でクリーンな
電力を活用することにより、地域での低炭素社会
の推進を図ることができます。

③電力の売買に伴うお金の流れが地域内で循環す
るため、地域経済が活性化します。

④法人設立による税収が地域に発生し、また、会
社運営にあたり雇用が創出されます。

　成田市・香取市の 2 市が共同してこの事業に取り
組むこととなったのは、平成 25 年度に開催された、
自治体職員及び地域ガス事業者等で構成される「地
域エネルギーシステム事業化」のための研究会に、
2 市の職員が参加したことがきっかけとなります。
偶然に隣接する 2 市がそれぞれ発電施設を持って
いて、成田市の清掃工場が 24 時間発電するベース
電源となり、香取市の太陽光発電所が日中や好天
の日に大きな電力を発生するピーク電源となるた
め、公共施設への安定的な電力の供給には最適な
組み合わせとなります。電気を日中使用する公共施
設が多い一方、24 時間電気を使って動いている施
設などもあるからです。また、会社の運営にあたり、
単独で実施するよりも共同で実施する方が効率的で
あることから 2 市での事業化の検討を始めました。
平成 26 年度・27 年度の 2 年間の検討の結果、事
業化を決定し、本年度に㈱成田香取エネルギーを
設立することができました。
　最後にいろいろな方からよく聞かれるのですが、
㈱成田香取エネルギーが一般家庭や民間事業者と
電力の売買を行うかにつきましては、まずはエネル
ギーの地産地消を進めながら地域公共施設へ安定
的に電力を供給することを目的とするために、今の
ところは予定がありません。目的が十分に達成でき
たと判断された後の第 2 段階でまた検討することと
なります。
　一方、他の自治体が㈱成田香取エネルギーに参
加したい、また、公共施設の電力の供給を受けた
いというお話があれば現在でも前向きに検討したい
と考えています。

【問い合わせ】
　成田市環境部環境計画課          ☎ 0476—20—1533
　香取市生活経済部商工観光課  ☎ 0478—50—1234

成田市・香取市

成田市環境計画課・香取市商工観光課

全国初！
２市で取り組む地域電力会社

県内情報
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◎はじめに
　南房総市は、平成 18 年 3 月に周辺 6 町 1 村が
合併して誕生しました。
　当市は房総半島の南端に位置し、市域の北側は
嶺岡山系が連なり、他の三方を太平洋および東京
湾に囲まれた自然の恵み豊かな地域です。
　半島地域特有の社会的・経済的に脆弱な地域で
はありますが、「最南端は最先端」の心意気で「南
房総市に誇りと強い思いを持ち可能性にチャレンジ
する教育の推進」を掲げ、平成 25 年度から保育
事業を所管し、「0 歳から15 歳までの保幼小中一
貫教育の推進」に取り組んでいます。

◎子どもの遊び場の現状
　地域の子どもの遊び場として、市内 14 か所に児
童遊園が設置されているものの、遊具設備の老朽
化、維持管理の問題もあり、児童遊園の新規の開
設や遊具の更新はせず、段階的に閉鎖していく状況
にあります。
　また、学校は地域の歴史・文化の中心であり、シ
ンボル的な役割を果たしてきましたが、不審者の侵
入や危険物による脅威など昨今の社会情勢により、
休園・休校日は施設管理や防犯の観点から学校施設
を施錠し、安全管理を強化していく方向にありました。

◎校庭・園庭の開放に至る経緯
　教育・子育て支援として、幼稚園の保育時間外や
小学校放課後に遊び・生活及び学習の場を提供し、
子どもを持つ親が安心して子育てと就労の両立に努
められるよう「預かり保育・学童保育事業」を行っ
ています。また、地元の学習塾と連携し、子どもた
ちの学力や学習意欲の向上、個性や才能を伸ばす
機会を提供する「小学校放課後学習教室」・「教育
バウチャー交付事業」等を実施しています。これらは、
いずれも幼稚園児・小学校児童を対象としています。

　このような中、家庭で保育する幼児の保護者から
「子どもの遊び場が少ない。」、「子ども園、幼稚園の
園庭、学校の校庭を開放してほしい。」等の要望が
寄せられました。
　教育委員会として施設の開放について検討した結
果、学校等の施設をいくら厳重に戸締りしても犯罪
を完全に排除できるものではなく、昔のように施設
を開放することで、利用者や地域の人の防犯の目に
期待することの考
えに立 ち、「 学 校
施設の開放に関す
る規則」を制定し、
昨 年 10 月から施
設開放を実施して
います。

◎施設開放の概要
　市内 8 小学校と子ども園・幼稚園 8 か所を、学
校行事や許可を受けた社会体育団体等の利用があ
る場合を除き、平日午後 4 時から午後 6 時まで、
休日は午前 9 時から午後 6 時まで開放しています。
誰でも自由に無料で利用できますが、管理者・指導
者は置かず、事故やけがなどは自己責任、飲食・喫
煙、動物の運動や危険行為・迷惑行為を禁止し、
ゴミの持ち帰りの徹底をお願いしています。

◎今後について
　地域ぐるみで子どもたちを見守る防犯意識の醸成
により学校の安全対策が講じられ、子どもたちが遊
具で遊んだり、長寿健康社会を迎えウォーキングな
ど健康増進の場として、幼稚園や学校の庭がかつて
のように地域の子供や住民がふれあい、にぎわい
の場となることを期待しています。

【問い合わせ】教育委員会 教育総務課
　☎ 0470—46—2961

南房総市

教育委員会 教育総務課

～地域ふれあいの場に
校庭園庭を開放～

地域情報
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本市では、平成 26 年 12 月 26 日、市長、副

市長、局長級の幹部職員がイクボス宣言を実施し、
イクボス宣言書に署名しました。これは、共働き
世帯の増加や大介護時代の到来、職員構成の変化
等の社会環境の変化を踏まえ、組織としての実績
を出すと同時に、部下のワークライフバランスを
実現し、誰もが活躍できる組織の実現を図ること
が必要であると考えたためです。
　その後、平成 27 年 4 月 17 日までに全管理職
が自主的にイクボス宣言を実施するに至ったこと
から、イクボス宣言を実践に移すことを目的とし
たイクボス研修を、全管理職を対象に行いました。
　また、イクボスの実践を制度的に担保する仕組
みとして、管理職の「目標管理制度」の項目に、
イクボス 10 か条に基づく組織力向上の目標設定
を必須としました。この実践度合を上司が評価し、
勤勉手当に反映することとしています。
　さらに、部下からイクボスの実践ができている
と思う上司を推薦してもらい表彰することで、イ
クボスの養成をさらに促進する「市職員イクボス
表彰」を実施し、平成 27 年度は 34 名の推薦か
ら 10 名、平成 28 年度は 30 名の推薦から 13 名

を表彰しました。具体的な手法は、現在又は過去
に上司だった者（課長以上）から「これぞイクボ
ス」と思われる者について、どのような点がイク
ボスであると感じたかを記載して推薦してもらい
ます。その推薦書に基づき、女性活躍推進課の職
員が、推薦者や推薦を受けた者の上司（部長等）
にヒアリングを実施し、ヒアリング内容を精査し
表彰対象者を決定します。表彰式にはイクボス表
彰受賞者のほか、推薦者も出席する中、イクボス
表彰受賞者一人ひとりに市長から賞状が手渡され
ました。イクボス表彰の推薦を受けた者の多くは、
部下の話や意見を聞く姿勢のある上司、部下の
ワークライフバランスをどのように実現するかを
真剣に考える上司、そして、チームワークで仕事
の実績をあげる上司といった共通点が見られたよ
うに思います。このようなイクボスの実践事例は、
イントラのインフォメーションに掲載する等して
職員に周知し、管理職のどのようなマネジメント
が仕事の生産性を上げるのか、部下のモチベー
ション向上につながるのかを考えてもらうきっか
けとしています。
　現在、国においては、働き方改革の推進が検討
されていますが、仕事を効率的に終わらせ、ワー
クライフバランスを実現するためには、上司のマ
ネジメント力の向上が欠かせない要素であること
から、今後も一層のイクボス推進に向けた取り組
みを行っていくこととしています。

【 問い合わせ 】
　総務局女性の輝く社会推進室
　女性活躍推進課　☎ 093—582—2209

福岡県北九州市

女性の輝く社会推進室
女性活躍推進課

北九州市における
イクボスの推進について

県外情報
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

規制条例の制定と憲法・法律との関係
（最高裁判所平成 28 年 12 月 15 日第一小法廷判決、大阪高等裁判所平成 27 年 2 月 20 日

（判例時報 2275 号 18 頁））

（Ｂ）風俗産業に関する規制としては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年 7
月 10 日法律第 122 号・以下「風営法」）がありますが、この法律があってもなお本件条例のような規制
条例を定めることができるのですか。

（Ａ）地方自治法 14 条 1 項は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第 2 条第 2 項の事務（地
域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの。）に関
し、条例を制定することができる。」と規定している。そして、憲法 94 条が、「地方公共団体は、その財
産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができ
る。」とされているから、法令違反となるような条例を制定することはできないことになる。

（Ｂ）本件条例が法令違反となるかどうかについて、どのように考えたらいいのでしょうか。
（Ａ）法律と条例との抵触関係が問題となった場合について、最高裁判所は、「条例が国の法令に違反するか

どうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比
較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければな
らない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規
定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項
についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨である
と解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違
反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法
令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を

Ａは総務課法規担当班長、Ｂは同班員

（事案の概要）
　Ｘ県では、風俗案内所に起因する県民に著しく不安を覚えさせ、又は不快の念を起こさせる行為、犯罪を助長する
行為に対し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、県民の安全で安心な生活環境を確
保することを目的として、営業禁止区域と定めた区域における風俗案内所の営業を禁止し、違反者に対して罰則を科
することを定めるとともに、風俗営業所における表示の一部を禁止する風俗案内所規制条例（以下「本件条例」という）
を制定した。
　Ｙは本件条例に違反して風俗案内所を営んだとして逮捕、勾留され、その後起訴猶予処分となって釈放された後、
Ｘ県を被告として、本件条例が法律ないし憲法に違反して無効であることを理由に、本件条例の定める営業禁止区域
内において風俗営業所を営む法的地位を有することの確認を求める訴えを提起した。
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意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないと
きや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同
一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別
段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴
触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」としている（最高裁昭和 50 年 9 月
10 日大法廷判決・判例時報 787 号 22 頁）。

（Ａ）本件の判決（第一審及び控訴審）は、この最高裁判決にしたがって、まず両者の規制目的を比較して
いる。風営法の目的は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行
為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び
年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、そ
の業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」とされている（同法 1 条）。したがって、
風営法と本件条例の目的とは一部で共通している（青少年の健全な育成を図ること。）。しかし、両者の目
的が異なる部分もある（風営法は、善良の風俗と正常な風俗環境を保持するため、風俗営業等について適
正化促進措置等を講じることが含まれ、本件条例には、風俗案内所に起因する県民に著しく不安を覚えさ
せ、又は不快の念を起こさせる行為、犯罪を助長する行為等に対し必要な規制を行うことにより、県民の
安全で安心な生活環境を確保することが含まれる。）そのため、全く同一の規制目的により制定されたも
のとはいえないとしている。

（Ｂ）風営法は、風俗営業等に関する広告又は宣伝について、一定の規制をしています。条例による風俗案
内の規制は、これと重複しませんか？

（Ａ）確かに、「案内」には、広告や宣伝も含まれると考えられるが、そもそも本件条例は、風俗営業者に対
する規制ではなくて、風俗案内所を営業する者に対する規制なので、規制が重複しているとはいえないと
されている。

（Ｂ）風俗案内所の規制については風営法に規制がないので、そもそも法律は処罰の対象とすべきではない
と考えている、という考え方は成り立ちませんか？

（Ａ）最高裁判例にいう「放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」にあたるかどうか、というこ
とだね。控訴審判決では、国会での答弁等の立法経緯に着目して、風俗案内所に関してこれを規制するか
どうかについての議論まではなされていなかったこと、風俗案内所が風俗営業所よりも外部環境に対して
格段に大きな影響を与えるもので、かつ、違法な性風俗営業店と結びやすいという性格があるとして、風
営法が条例による風俗案内所の規制を禁止しているとまではいえないとしている。

（Ｂ）こうした隣接する法律がある場合の条例制定に当たっては、目的の定め方、規制対象、条例による規
制が法律上の規制に与える影響、法律が考えている規制範囲等を検討する必要があるということですね。
その外に、このような罰則等がある規制条例を作る場合に注意しなければならない点はありますか。

（Ａ）この訴訟では、本件条例により、憲法上の国民の権利とされている営業の自由（憲法 22 条 1 項）、あ
るいは広告ないし表現の自由（憲法 21 条）が制約されることになるから、条例
上の規制がこれらの人権を侵害するものとなっていないか、規制の目的が合理的
か、規制目的との関係で規制の手段が必要かつ合理的といえるのか、あるいは、
規制対象となる行為が明確に規定されているか等も問題となっている。これらの
点をそれぞれ検討しながら条例を定めていく必要があるだろうね。

自治判例情報
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　育児や介護と仕事を両立しやすい環境整備を推進するために、地方公務員の育児休業等に関する法律と、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正されました。今回の改正は、
民間及び国家公務員に関する改正内容に準じるもので、地方公務員についても育児や介護を支援するため
の改正がなされました。
　育児支援に関しては、育児休業の対象となる子の範囲が拡大されました。育児休業の対象となる子として、
民法に基づく特別養子縁組の成立について家庭裁判所に職員が請求して監護している子や、養子縁組によ
り養親になることを希望する里親である職員に委託されている子なども含まれることになりました。
　次に、介護支援に関する改正として、介護休業の分割取得ができるようになりました。これまで介護休
業取得可能期間は連続する 3 月の期間とされていましたが、改正後は市町村長等やその委任を受けた者（以
下「市町村長等」という）が、職員の申出に基づき、3 回以内で、かつ、合算して 93 日を超えない範囲
で必要と認める期間とされ、分割して取得することができるようになりました。
　また、介護のために労働時間の短縮もできるようになりました。市町村長等の承認を受ければ、連続す
る 3 年の期間内において、介護のために 1 日につき 2 時間の範囲内で勤務時間を短縮することができる制
度が法定されました。
　さらに、要介護家族を介護する職員から請求があれば、市町村長等は、公務の運営に支障がない限り、
その職員の所定労働時間外の勤務を免除しなければならないとされました。
　加えて、5 日を限度として認められている子の看護休暇や介護休暇を、1 日単位ではなく半日単位でと
ることができるようになったことも重要な改正点として挙げられます。
　そのほかに、育児や介護に関する制度の利用に関する言動により職員の勤務環境が害されることのない
ように、市町村長等は、職員からの相談に応じたり、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇
用管理上必要な措置を講じなければならないとされました。これは、マタニティハラスメントなどを防止
する義務を市町村長等に課したものということができます。
　このように、育児や介護の実態に即した休業・休暇の
取得を可能にすることなどにより、育児や介護を行う職
員が、仕事と家庭の両立をより図ることができるように
法律改正がなされました。これらの改正は平成 29 年 1
月 1 日より施行されていますので、各地方公共団体にお
いても、適切な運用が求められます。

明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

育児休業や介護休業等に関する法律の改正について
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区　分 課　程 区　分 課　程

能
力
開
発
コ
ー
ス

新
し
い
時
代
に
対
応
し
た

政策法務研修

実
務
遂
行
能
力
開
発
コ
ー
ス

固定資産税評価（土地）研修

住民協働推進研修 固定資産税評価（家屋）研修

ファシリテーション研修 徴収事務（初級）研修

財政政策研修 徴収事務（上級）研修

環境行政研修 債権管理・回収（基礎）研修

まちづくり研修 債権管理・回収（実務）研修

データ活用向上研修［新設］ 行政広報研修

公
務
員
と
し
て
の
基
礎
能
力
開
発
コ
ー
ス

折衝・交渉能力向上研修 戸籍事務研修

プレゼンテーション研修 災害危機管理研修

女性リーダースキルアップ研修 監査事務研修［奇数年度実施］

女性活躍推進研修 主任保育士研修

クレーム対応（個人編）研修 農政研修

クレーム対応（組織編）研修 用地事務研修

タイムマネジメント研修

能
力
開
発
コ
ー
ス

管
理
職
に
必
要
な

係長研修

コンプライアンス研修 課長補佐研修

メンタルヘルス（セルフケア）研修 課長研修

コミュニケーションスキルアップ研修 管理者研修

議会答弁対応能力向上研修 危機管理・マスコミ対応研修

ロジカル・ライティング研修 ハラスメント防止研修

モチベーションアップ研修

コ
ー
ス

指
導
者
養
成

接遇研修指導者養成研修

業務マニュアル作成研修 討議式研修「公務員倫理を考える」
（ＪＫＥＴ）指導者養成コース［奇数年

度実施］

実
務
遂
行
能
力
開
発
コ
ー
ス

法制執務（基礎）研修

法制執務（応用）研修

人事評価者研修

講
座
・
セ
ミ
ナ
ー

マイナンバー制度実務講座

給与事務研修 面接試験技法講座

簿記研修 行政不服審査法講座

公会計基礎研修 分限処分・懲戒処分講座

財務事務研修 情報公開・個人情報保護講座

契約事務研修 観光総合講座

税務事務研修 公開セミナー

個人住民税研修 研
究

政
策 行政課題調査研究

固定資産税課税研修［新設］
※　研修日程等は、『平成 29 年度市町村職員研修ガイド』　『ホームページ（http://www.ctv-chiba.or.jp/jichi/）』でご確認をお願いします。

平成 29 年度　千葉県自治研修センター　研修課程等一覧

研修センターだより
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― 平成 29 年度新設及び名称変更研修のご紹介 ―
◇新設研修（２課程２コース）

データ活用向上研修  ＊市町村から要望があったことから、すべての職員を対象とした研修課程を新設

　正しいデータの読み取り方を理解し、アンケート調査の手法やその活用方法を修得する。
期　　　間 平成 29 年　9 月 22 日（金）
対　象　者 すべての職員
内　　　容 正しいデータの読み取り方（データリテラシー）

講師（予定） 新潟大学法学部　教授　田村　秀

固定資産税課税研修 ＊旧固定資産税研修（土地・家屋）において、「課税」と「評価」の科目を実施し
ていましたが、税体系研修を見直し、科目を分けて実施

　固定資産税（土地・家屋・償却資産）の課税に関する基礎的知識を修得し、実務遂行能力の向上を図る。
期　　　間 平成 29 年　7 月 10 日（月）・11 日（火）　2 日間
対　象　者 固定資産税事務に携わる職員で、税務事務研修を受講した職員又はそれと同等の知識を有する職員
内　　　容 固定資産税課税実務（固定資産税とは、賦課及び徴収等）　不動産登記（登記簿の見方等）

講師（予定） 自治体法務研究所　副代表　野木　義昭
千葉地方法務局職員

◇名称変更研修（５課程８コース）

固定資産税評価（土地）研修 ＊旧固定資産税（土地）研修において、「課税」と「評価」の科目を実施
していましたが、税体系研修を見直し、科目を分けて実施

　固定資産税の土地評価に関する基礎的知識を修得し、実務遂行能力の向上を図る。
期　　　間 平成 29 年　8 月　9 日（水）・10 日（木）　2 日間
対　象　者 固定資産税事務に携わる職員で、税務事務研修を受講した職員又はそれと同等の知識を有する職員
内　　　容 固定資産評価実務（土地の評価・価格、地目、地積、評価年度、評価の単位等）

講師（予定） 元東京都主税局資産税部　専門副参事　池田　哲夫

固定資産税評価（家屋）研修 ＊旧固定資産税（家屋）研修において、「課税」と「評価」の科目を実施
していましたが、税体系研修を見直し、科目を分けて実施

　固定資産税の家屋評価に関する基礎的知識を修得し、実務遂行能力の向上を図る。
期　　　間 平成 29 年　8 月 21 日（月）・22 日（火）　2 日間
対　象　者 固定資産税事務に携わる職員で、税務事務研修を受講した職員又はそれと同等の知識を有する職員
内　　　容 固定資産評価実務（家屋評価の概要、家屋評価の仕組み等）

講師（予定） 元東京都主税局資産税部　専門副参事　町田　義

個人住民税研修（旧市町村民税研修） 【第 1 次】 平成 29 年 9 月 26 日（火）・27 日（水）
【第 2 次】                      10 月 30 日（月）・31 日（火）

徴収事務（上級）研修（旧滞納整理事務（上級）研修） 平成 29 年 10 月 4 日（水）～ 6 日（金）

徴収事務（初級）研修（旧滞納整理事務（初級）研修） 【第 1 次】 平成 29 年 5 月 31 日（水）～ 6 月 2 日  （金）
【第 2 次】 　　　　　 6 月 28 日（水）～ 30 日（金）
【第 3 次】 　　　　　 9 月 4 日（月）～ 6 日（水）

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊
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写真で見る

　御宿町は、千葉県の南東部、房総半島中央部東端に位置
し、東京都心部から、JR 外房線特急で約 1 時間 20 分、東
京湾アクアライン、首都圏中央連絡自動車道経由で約 1 時間
40 分の圏域にあります。
　里山では花や野菜などの農作物が収穫され、町内の漁港
からは、「伊勢えび」や「あわび」等の魚介類が水揚げされ、
9 月からは伊勢えび祭りで賑わいます。また、童謡「月の沙
漠」の発祥地となっている白い砂浜と海岸を活かし、ビーチ
バレーボール大会や、ライフセービング大会を開催、関東を
中心に多くの選手が参加し、熱戦が繰り広げられます。
　また、1609 年に大型ガレオン船サンフランシスコ号が、
嵐に遭遇し御宿沖で座礁、村人の献身的な救助により多く
の命を救いました。この史実がメキシコやスペインとの交流
のきっかけとなっています。
　豊かな自然景観と歴史・文化に恵まれたまち並みで新鮮な
海の幸を味わいに、ぜひ御宿町にお越しください。

笑顔と夢が膨らむまち

御 宿 町

月の沙漠記念碑とらくだ像（御宿海岸）
　「月の沙漠をはるばると　旅のらくだが行きました♪」

童謡月の沙漠は、御宿町の幻想的な白い砂浜からイメー

ジして生まれました。日西墨三国交通発祥記念之碑
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〒 299-5192　夷隅郡御宿町須賀 1522　御宿町役場
電話：0470-68-2511（代表）　 http://www.town.onjuku.chiba.jp/

伊勢えびまつり
　旬の天然の伊勢エビ・地元産釣りキンメ鯛は絶品 !! こ
こでしか食べられない御宿の海の幸で皆様のお越しをお
待ちしています。通常よりもお得な価格で購入できるほか、
その場で BBQ スタイルで食べられるダイナミックさが人
気です。

ライフセービング大会
　御宿の宝の海を活用したスポーツイベント。全国のラ
イフセーバーが一同に会し、技術・体力の限界に挑みま
す。波を使いこなすレース展開に注目です。そして、荒波
を超えて網代湾を横断するオーシャンスイム大会。大海
原に挑むスイマー達の熱戦が繰り広げられ、毎年多くの
参加者で賑わっています。

御宿町シンボルキャクター
「エビアミーゴ」　



　今号の特集では「障害者差別解消法」をテーマに、法律の制定経緯や内容、差別解消に向けた取り組
み等を専門家の方々、先進自治体にご執筆いただきました。
　障害のある人もそうでない人もより暮らしやすい社会に向けて、課題を見つけ取り組む際に大変参考
になるものと思います。
　ご執筆いただいた皆様には、ご多忙の中、ご協力をいただき心からお礼申し上げます。　

― 研修生推薦書の締切日のお知らせ ―

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

◇ 29 年 5 月に締切日を迎える、5 研修 2 講座
締切日 研　修　名 期　　　間

5 月 2 日（火） 主任保育士研修
観光総合講座

第１次　6/12 ～ 14 第２次　11/13・14・21
6/13・14

5 月 23 日（火） 面接試験技法講座
債権管理・回収（基礎）研修

6/30
7/6・7

5 月 30 日（火） 固定資産税課税研修
用地事務研修
係長研修

7/10・11
7/10 ～ 13
第１次　7/12・13・27・28
第２次　10/25・26・11/1・2

◇ 29 年 4 月に締切日を迎える、11 研修 2 講座
締切日 研　修　名 期　　　間

 4 月 7 日（金） 簿記研修
行政不服審査法講座
情報公開・個人情報保護講座

4/26・27・5/11・12
4/28
5/1・2

税務事務研修

課長補佐研修

法制執務（基礎）研修

農政研修
監査事務研修［奇数年度実施］
契約事務研修

課長研修

徴収事務（初級）研修

公会計基礎研修
行政広報研修

第１次　5/25・9/25・26
第２次　5/26・12/4・5
第１次　5/29・30 第２次　6/26・27
第３次　7/5・6 第４次　8/2・3
第５次　8/30・31
第１次　5/31 ～ 6/2 第２次　6/28 ～ 30
第３次　9/4 ～ 6
6/5・6
6/6 ～ 8

第１次　5/8 ～ 10 第２次　5/22 ～ 24
第３次　6/7 ～ 9 第４次　6/21 ～ 23
第５次　8/1 ～ 3
第１次　5/11・12 第２次　6/19・20
第３次　7/13・14 第４次　8/9・10
第５次　9/7・8 第６次　9/28・29
第１次　5/16・17 第２次　6/20・21
第３次　9/19・20
5/16・17
5/18・19

 4 月 14 日（金）

 4 月 25 日（火）
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◆  大多喜町役場　中庁舎 ◆

　昭和の合併により、昭和29年に現在の大多喜町が誕生しました。こ
の合併に伴い、当時の早稲田大学教授・今井兼次氏の設計のもと、昭
和34年に現在の中庁舎である大多喜町役場が完成しました。鉄筋コン
クリート造のモダニズム建築の要所に施された多様な材質と意匠から
なる工芸的なディテールに特徴づけられるこの建物は、同年、千葉県
初となる日本建築学会作品賞を受賞しました。
　竣工から数十年経ち、老朽化が目立ち狭くて不便になった庁舎は、
一時建て替えも検討されましたが、住民や日本建築家協会有志の保存
の声等により、修復・再生への道をたどることとなりました。
　ユネスコアジア太平洋文化遺産保全賞功績賞など、数々の栄誉ある
賞を受賞した中庁舎は、現在も建築を志す学生をはじめとする多くの
方々が見学に訪れています。

今号の表紙（大多喜町）


