
平成２９年度 第２回東京都北区自立支援協議会次第           
    

日時：平成２９年１０月１９日（木） 

                   午後２時から４時（予定） 

        会場：第２委員会室  

１ 開  会 

 

２ 議  事 

（１）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画（素案）について 

 （資料１ 障害者総合支援法等の改正に伴う新サービス等について 

 （資料２ 第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画：数値目標設定 

についての考え方） 

（資料３ 第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画素案（別冊）） 

 

（２）今後のスケジュールについて 

 （資料４ スケジュール） 

 

（３）その他 

 ①障害者差別解消法施行における北区の対応等について 

（資料５ 障害者差別解消法相談受付一覧表） 

②障害者差別解消法啓発事業の報告について 

（資料６ 健康福祉委員会資料（写）） 

③障害者グループホームの公募について 

（資料７ 健康福祉委員会資料（写）） 

 

（４）今後の予定 

平成２９年度第３回東京都北区自立支援協議会（全体会） 

 時期：平成３０年２月頃開催予定 

 内容：パブリックコメントの実施結果について など 

 

３ 閉  会 

 

【本日の配布資料】 

 （資料１）障害者総合支援法等の改正に伴う新サービス等について 

（資料２）第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画：数値目標設定 

についての考え方 

（資料３）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画素案（別冊） 

（資料４）スケジュール（案） 

（資料５）障害者差別解消法相談受付一覧表 

（資料６）健康福祉委員会（写） 

（資料７）健康福祉委員会（写） 



障害者総合支援法等の改正に伴う新サービス等について 資料１
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第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画：数値目標設定についての考え方 

◎成果目標 国の基本指針に沿って設定する目標 

 （成果目標１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 （成果目標２）精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 （成果目標３）地域生活支援拠点等の整備 

 （成果目標４）福祉施設から一般就労への移行 

 （成果目標５）障害児支援の提供体制の整備等 

◎活動指標 成果目標を達成するために、障害福祉サービスの必要なサービス

量等の見込みと確保方策を定める 

● 東京都障害者施策推進協議会において、東京都障害福祉計画の成果目標の考

え方について検討を行っている。今後国の基本指針をもとに、東京都の考え

方を加味して北区の成果目標の方針を設定する。 

● 障害福祉サービス見込み量の設定については、実績の推移を勘案して、それ

ぞれのサービス量を見込む。また、新設されるサービスについては、潜在ニ

ーズ等を調査により把握し、サービス量を見込む。今後、東京都のヒアリン

グが予定されている。 

● 見込み量確保の方策について 

・ 訪問系サービスについては、障害支援区分や審査会の意見等及び計画実

績等を勘案し、必要な事業量の確保に努める。 

（計画素案Ｐ．23～27） 

・ 日中活動系サービスについては、関係機関と調整を図りながら、計画実

績等を勘案し、必要な事業量の確保に努める。 

（計画素案Ｐ．28～37） 

・ 居住系サービスについては、住み慣れた地域で障害者の生活の場を確保

するための整備を検討・誘導する。計画実績等から勘案し、必要な事業

量の確保に努める。 

（計画素案Ｐ．38～40） 

・ 相談支援事業については、北区の実情に合わせて事業の拡充を図ってい

く。計画実績等から勘案し、必要な事業量の確保に努める。 

（計画素案Ｐ．41～43） 

・ 地域生活支援事業については、北区の実情に合わせて事業の充実を図っ

ていく。計画実績等から勘案し、必要な事業量の確保に努める。 

（計画素案Ｐ．44～57） 

・ 障害児サービスについては、療育及び放課後の充実のため事業の必要量

について、計画実績等から勘案し、必要量の確保に努める。 

（計画素案Ｐ．58～64）※障害児福祉計画に該当する。 

資料２



資料３











































































































































スケジュール（案） 

 

平成２９年１１月 庁議報告 

 ・第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画中

間のまとめについて  

     １２月 区議会第４回定例会健康福祉委員会報告 

 ・パブリックコメントの実施について ほか 

平成３０年 １月 パブリックコメントの実施 

 ・平成２９年１２月１日から平成３０年１月５日 

第３回東京都北区障害者計画等検討委員会への報告 

（会議の開催は行わず、文書等で周知する。） 

 ・パブリックコメントの実施結果について 

 ・計画最終案について ほか 

第３回東京都北区自立支援協議会 

・パブリックコメントの実施結果について 

 ・計画最終案について ほか 

      ３月 

       

区議会第１回定例会健康福祉委員会報告 

 ・計画最終案について 

 ・区議会意見聴取 ほか 

北区ニュース３/１０号 

 ・パブリックコメントの結果公表 

計画策定（公表） 

 

資料４



障害者差別解消法相談受付一覧表

NO.

1

2

2017年8月22日 当事者 王子

障害を理由として、区内の不動産屋
に拒否され部屋を貸してもらえな
かった。相談者は、国土交通省にも
相談したと話していた。

相談時の区の対応について質問があ
り、民間事業者に対する指導権限は
ないことを説明し一応の納得を得
る。相談者の氏名やどこの不動産屋
に貸してもらえなかったのか等詳細
は教えてくれなかった。

相談内容 回答内容日時 相談者 窓口

2017年8月23日 当事者 赤羽

相談者が北海道へ行くこととなっ
た。現在透析を受けており、また車
いすで生活しているため、遠方へ出
るために健康診断などを受け、医師
へ相談し準備を進めていた。そんな
雑談の中「健康管理が悪いから、今
そんな状態なのだ。国から600万
も受けて治療しているのに。」等の
暴言を受けた。
　また、相談者には精神障害をもつ
奥様がいるが、１年くらい前にも奥
様の身なりについて同氏から暴言を
吐かれた経緯がある。（髪がぼさぼ
さで汚い等）。どこかに相談したく
て電話をした。

傾聴により対応し、障害者差別解消
法では個人の思想までは縛れないた
め、障害者差別の解消に向けた啓発
活動に努めることをお伝えした。

資料５



1 
 

健 康 福 祉 委 員 会 資 料 

平成２９年９月１９日 

健康福祉部障害福祉課 

 

平成２９年度障害者差別解消法啓発事業の実施について 

 

１ 要  旨 

   「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。）」の施行に伴い、北区では平成２７年度から啓発事業を行って

きた。 

   区民に対する法の周知・啓発及び区民意見を募集するために、シン

ポジウムを開催してきたが、障害当事者や家族、関係事業者の参加が

多く、一般区民に対する普及啓発が進まないことが課題であった。 

   今年度はこうした課題を見直し、一般区民、特に若い世代に広く関

心を持 って もらう ことを 目的 とし、 話題の 映画 「映画  聲の形 （こ え

のかたち）」（字幕付き）の上映会を開催する。本作品は文部科学省タ

イアップ作品であり、インクルーシブ教育の視点からも注目されてい

るため 、北 区ニュ ース９/１号 、北 区 ホーム ペー ジ以外 にもチ ラシ を

作成し、北区内の学校を中心に広く配布するなど、ターゲットの獲得

に努めていく。また当日は、法の理解を深めるために、啓発ポスター

のパネル展示や、啓発用リーフレットの配布及びアンケートの実施を

行う。 

 

２ 事業概要（※別紙チラシ参照） 

（１） 開催日時 

   平成２９年１０月１日（日）午前１０時から午後５時３０分 

（２） 会場 

   北とぴあつつじホール（定員３５０名） 

（３） 内容 

①第一部 ・あいさつ ・映画上映（午前１０時から午後０時３０分） 

②第二部 ・あいさつ ・映画上映（午後３時から午後５時３０分） 

③アンケート （意見・感想の聴取） 

  

３ 今後の予定 

  平成２９年 9 月   第３回定例会健康福祉委員会報告 

１０月   障害者差別解消法啓発事業の実施 

       １２月   第４回定例会健康福祉委員会報告 

（啓発事業の実施結果について） 

資料６
写
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４ 「映画 聲の形」作品紹介 

 

原作：「聲の形」大今良時（講談社コミックス刊）  

アニメーション制作：京都アニメーション   

製作：映画聲の形製作委員会 

配給：松竹株式会社 

 

【受賞歴】 

2015 年版『このマンガがすごい！』オトコ編第 1 位 

『マンガ大賞 2015』第 3 位、第 19 回手塚治虫文化賞新生賞受賞 

映画は第 40 回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞 

 

【「聲の形」と文部科学省が伝えたいこと】 

※文部科学省ＨＰより一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【タイアップの理由】  
文部科学省は、いじめや自殺など子供のＳＯＳに対する取組や、障害のある

子供への特別支援教育を進めています。映画「聲の形」とタイアップするこ

とによって、このような政策に対する理解・普及を図りたいと考えています。

 
映画では、主人公の少年が、転入してきた聴覚障害者である少女に好奇心を

持ち、あるきっかけから自分自身がクラスから孤立してしまうものの、５年

の時を経て、少女との再会をきっかけに過去の過ちへの償いを試み、少女を

はじめ当時のクラスメイトとも向き合い、理解し認め合っていく様子が描か

れています。  
これは、文部科学省の施策である、いじめや自殺防止、インクルーシブ教育

システムの構築や障害者理解を普及啓発する趣旨にも沿っていると考えられ

ます。  

【ポスターの作成】  
文部科学省は、平成 28 年 9 月 17 日（土曜日）

から公開の映画「聲の形」とタイアップしまし

た。  
「勇気をもって心の声を伝えよう」というメッ

セージを掲載したポスターを、全国の小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学

校、特別支援学校に送りました。  
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健 康 福 祉 委 員 会 資 料 

平成２９年９月１９日 

健康福祉部障害福祉課 

 

 

滝野川三丁目障害者グループホームの事業者公募について 

 

１ 要  旨 

   平成２９年度より、区有地（滝野川三丁目５３番）を活用した心身

障害者グループホームの整備運営事業者を公募する。 

   当該事業は北区基本計画に基づき実施するものであり、主に障害者

の 高 齢 化 や 重 度 化 に 伴 い 増 加 し て い る 重 度 心 身 障 害 者 の 受 け 入 れ に

配慮したグループホームの整備を目的としている。公募の要件に重度

心身障害者の受け入れや、医療的ケアに配慮した提案を求め、その他

の障害福祉サービス施設を付随した複合提案（例：重症心身障害児対

象放課後等デイサービスの併設）も認めていく。 

   事業者による施設の提案内容により、東京都の補助協議申請時期が

早まる可能性があるため、公募の時期を早める必要がある。 

   なお、竣工については区営シルバーピアの整備に合わせ、平成３２

年１１月頃を予定している。 

 

２ 公募の概要 

（１）予 定 地 北区滝野川三丁目５３番 

         面積 約２９９㎡ 

         用途地域 第一種中高層住居専用地域 

 （２）定 員 グループホーム １０名程度 

         ショートステイ  ２床程度 

         その他、付随する障害福祉サービス事業所 

 （３） 事業者の選定 公募 

         障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業の

実績を有する法人 

 （４） 土地の貸付条件 定期借地（貸付期間 50 年） 

         貸付料 １／２減額 

 

 

 

 

 

資料７

写
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３ 今後の予定 

平成２９年   ９月  健康福祉委員会報告（公募開始）  
１１月  事業者選定委員会①（公募要項の決定）  
     事業者説明会  

     １２月  事業者公募（エントリー）  
平成３０年 ２月  事業者公募（正式応募）  

４月～５月  事業者選定委員会②～④  
事業者の決定、基本協定の締結  



障害者差別解消法啓発事業「映画 聲の形」上映会アンケート集計結果

開催日時

開場 北とぴあ　つつじホール

参加者 人数
22歳以下
参加者

合計 411 132
　第一部 241 70
　第二部 170 62
回答数 358 119
回答率 87.1% 90.2%

１．アンケート記入者について
回答 人数 割合

①障害当事者 43 12.0%

②障害者家族 18 5.0%

③事業所関係者 17 4.7%

④行政関係者 13 3.6%

⑤一般区民 125 34.9%

⑥小学生 31 8.7%

⑦中学生 33 9.2%

⑧高校生 53 14.8%

⑨大学生 2 0.6%

⑩その他 21 5.9%

⑪回答なし 2 0.6%

２．年齢について
回答 人数 割合

①10歳以下 26 7.3%

②10代 96 26.8%

③20代 21 5.9%

④30代 28 7.8%

⑤40代 62 17.3%

⑥50代 51 14.2%

⑦60代以上 73 20.4%

⑧回答なし 1 0.3%

平成29年10月1日（日）　　　第一部　10：00～12：30
　　　　　　　　　　　　　　  第二部　15：00～17：30

①障害当事者

②障害者家族

③事業所関係者

④行政関係者

⑤一般区民

⑥小学生

⑦中学生

⑧高校生

⑨大学生

⑩その他

⑪回答なし

①障害

当事者
12%

⑪回答なし
0.6%

②障害者家族
5%

④行政関係

者3.6%

③事業所関係

者4.7%

⑤一般区民
34.9%

⑥小学生
8.7%

⑦中学生
9.2%

⑨大学生
0.6%

⑩その他
21%

⑧高校生
14.8%

①10歳以下

②10代

③20代

④30代

⑤40代

⑥50代

⑦60代以上

⑧回答なし

⑧回答なし
0.3%

①10歳
以下
7.3%

②10代
26.8%

③20代
5.9%

④30代
7.8%

⑤40代
17.3%

⑥50代
14.2%

⑦60代以上
20.4%

当日配布資料



３．障害について考えるきっかけになったか
回答 人数 割合

①考える
きっかけになった

316 88.3%

②考える
きっかけには
ならなかった

8 2.2%

③わからない 20 5.6%

４．障害者差別解消法を知っていたか
回答 人数 割合

①知っていた 140 39.1%

②知らなかった 136 38.0%

③聞いたことはある 60 16.8%

④わからない 15 4.2%

５．法律について知るきっかけになったか
回答 人数 割合

①知る（考える）
きっかけになった

314 87.7%

②知る（考える）
きっかけには
ならなかった

9 2.5%

③わからない 23 6.4%

①考える

きっかけになった

②考える

きっかけには

ならなかった

③わからない

②考えるきっか

けにはならな

かった
17.3%

①考えるきっ

かけになった
88.3%

③わか

らない
5.6%

①知っていた

②知らなかった

③聞いたことはある

④わからない

④わからない
4.2%

①知っていた
39.1%

②知らなかっ

た
38%

③聞いたこと

はある

16.8%

①知る（考える）

きっかけになった

②知る（考える）

きっかけには

ならなかった

③わからない
①知る（考える）

きっかけになった

87.7%

②知る（考える）

きっかけには

ならなかった
2.5%

③わか

ら

ない
6.4%



映画上映会参加者　学校

小学校：18校 中学校：7校 高校：8校 大学：2校
浮間小学校 東京成徳中学校 安部学院高校 大東文化大学
神谷小学校 順天中学校 瀧野川女子学園 東京成徳大学
西ケ原小学校 女子聖学院中学校 桐ケ丘高校
王子第一小学校 滝野川紅葉中学校 帝京高校
王子特別支援学校 明桜中学校 桜丘高校
豊川小学校 尾久八幡中学校 板橋有徳高校
滝野川第三小学校 飛鳥中学校 岩倉高校
なでしこ小学校 足立新田高校
柳田小学校
蓮田南小学校
松ケ丘小学校
さくら小学校
新田学園小学校
滝野川第二小学校
王子第二小学校
豊島若葉小学校
袋小学校
new international school of japan

感想（一部抜粋）

・小学校での子どもの障害の理解が現実でも感じられない。身内に障害者等がいないと感じないものなのか？

・私も精神障害者なので、聴覚障害者の女の子の気持ちがよくわかります。主人公の男の子の気持ちも。

・かわいそうだと思った。見かけたら手伝おうと思った。
・お互いを理解できたらと思った。
・ろう者との一緒にいる経験がたくさん必要だなと思いました。自分から遊んで声をかけたいと思うが、それが難
しい。

・とてもいい映画なので、何度も見て、いろいろなことを考えるきっかけになると思った。障害についてだけでな
く、その周りや学校でのいじめ。自殺etc,

・健常者も障害者も一緒の人間。人間だからお互い助け合わないと生きていけない。人生は健常者も障害者も生き
にくい世の中であるが、少しは明るい夢を持って生きていきたい。障害のある人もない人も交流を重ねているうち
に心のわだかまりはいつかとけるはず。お互い。私は健常者であるが、手話を勉強している。いつかろう者の方の
少しのお手伝いができればと。

・障害者とそうでない方たちとの共生社会を考えるとき重要なことは教育啓発活動だと思われます。人間にはアプ
リオリに平等博愛の精神が備わっているわけではありません。社会全体で、いろいろな場で声を上げ、底上げして
いく、地道な活動が必要になってくると思います。映画での主人公の男の子は、まさに悲劇の主人公です。教育を
受けいてないかったので、対処できなかった。

・主人公の青年の気持ちを自分のことに当てはめていました。ここには書ききれません、思いが強くて。自分を見
てまわりと一体になり、素晴らしい物語でした。

・とても深い内容でした。設定が小学生か高校生ですが。多くの子供たち、そして私たち大人も見たい、見てもら
いたいと思います。現在手話の勉強中です。難しいですが、頑張りたいです。

・やっぱり理解がされずらいんだなって思いました。見た目で耳が聞こえないことはわからないから、周りの人が
理解してあげることが大事だと思います。



・障害のあるなしに関わらず、他の人を知ろうとしたり思いやる心が大切だと思いました。

・自分の身近には障害のある方はいらっしゃらないのであまり考えていなかったが、考えるきっかけになった。

・障害のある方と関わったことがあまりないけれどもし、あるときには少しでも理解できるようになりたい。

・新しい視点で障害をもっている人のことを考えられるようになった。

・障害だからがなくなってほしい。みんなが障害を気にしなくなってほしい。

・全ての映画に字幕が付けばいいと思います。
・障害をもってる人にも普通に接してほしい。
・自分が障害者になってしまったとき、辛いことがたくさんあると思うが、優しく接することが大切だと思った。
・障害について考えるというのではなく青春映画。意識することがない。
・若い少年たちの心情と障害の問題が絡み合って気持ちに来るものがありました。

・自分ができることがあれば、サポートしていきたいと思います。

・障害のある人もない人も、気持ちと心はみんな同じなんだととてもよく伝わってきました。感動しました。
・子どもたちや若い人たちに是非見てもらい、法の理解を促進してくれたら嬉しいです。
・障害の有無に関係なく同じように感じる（悲しみ、苦しみ）人間だと思った。
・手話を勉強したことがあったので、興味深かった。また手話をやりたいと思った。

・障害やコンプレックスを持っている人に限らず、人それぞれの想いをもって生きていることを改めて感じました。
・障害は特別ではないと感じる社会になるといいと思う。

・健常者でもいじめがあったり、みんな日常の中で大変だと感じました。
・周りの理解がとても大切だと思いました。漫画と内容が違いましたが、終わり方は良かったと思いました。
・重い主題の映画だった。障害者も健常者も、心の闇の重さを感じました。

・健康な人にはわからないつらさ、苦しみがたくさんあることをしり、改めて勉強させられました。

・障害のある方もない方も、同じように生きていけたらと思います。

・一つの夢ができました。手話通訳者になり、ボランティア活動したいです。

・障害当事者の気持ちを理解していなかった。

・障害者を受け入れる側の理解が深まらないと、いじめなど様々な問題が生じると思った。周囲の大人が子どもた
ちに適切なケアをする必要を感じた。

・葛藤のある青春の時代の世代に考えてもらえる障害を理解するのに役立つ。どんな終わり方かハラハラしたが、
とてもよくできていた。
・外見ではわかりにくいので幅広く理解することが大切だと思いました。この作品を小学校、中学校の子供たちに
ぜひ見てもらいたい。

・今まで障害のある方と接する機会がなかったが、様々な問題があることを改めて知りました。今後も積極的に考
えていきたい。

・障害のある人が時には僕らから見たら一見、違っているように見えるけど、だからといって馬鹿にしたりするの
は間違いであり、一人一人の個性があっていいと思う。

・まだこの世の中には障害についての偏見などがあるとおもいますが、この映画で心を開いて障害のあるなし関係
なく過ごせるようになったらいいなと思いました。

・ドロドロした部分を隠さず表現している作品なのだとは思うのですが正直きつかったです。もう少し差別へのブ
レーキを持てるような気持ちを促す方法ってないでしょうか？

・障害と一緒に生きていくつらさ、家族のつらさ、周りのつらさが伝わってきました。障害のくくりを越えて普通
の人と同じように暮らせるような社会になってほしいです。
・障害がある方、家族の思いを考えることができました。「障害」ということだけ関わらず、人との関わり方、思
い、気持ちを子どもたちにも考える機会になりました。
・今回は聴覚障害者がテーマでしたが、他のなにかであってもその当事者や関係者が一生ひきずるんだということ
を、たくさんの人に知ってもらいたいと思いました。

・自分がいるということが、みんなを不幸にするという考えをなるべくしないでほしいと思ったし、それをしない
ように接したいと思った。

・障害のことは表面では理解していたつもりでしたが、奥が深いというか、障害を持った本人にしか分からないこ
とがたくさんありますね。
・今の若い人たちが、アニメのように障害者のことを理解しているか分からないが、これから障害者の心の内を見
つめてほしいと思った。

・言葉を伝える大切さ、通じ合うために相手のことを知って、きちんと向き合っていこうと思いました。言葉の素
晴らしさを感じました。素敵な映画です。
・障害を持って初めて色々なことを感じ、思いが分かると思いますが、自分の身近な人を少しでも理解し、一緒に
歩んでいきたいと強く思いました。

・とても良い映画と思いながら過ごしました。どんな障害であっても相手の身になって考えて理解してあげること
が大切だと思う。

・人との関係を大事にしたいと思えた。身の回りに障害のある方がいて、困っていたら助けてあげたい（障害が
あっても、同じ人間だから）と思った。

・健常者にも聞こえない声、聞こうとしない声もたくさんあることを思い出しました。この映画に関してはハンデ
のある児童を受け入れる準備を学校側、教師の責任、やるべきことをしていない者が腹立たしい。

・障害があって話が伝わりにくかったり、わからなかったとしても、分かろう・伝えようという気持ちが大切だと
思った。

・障害のある人たちは社会全体で見守ることが一番です。困っている方がいたら、一言、声かけをしたいと思って
います。

・子供の時に障害者のみなさんと交流が全くありませんでした。でも、子供の時の教育・交流は必要と思いまし
た。

・障害があるだけで、みんなと同じことが許されない雰囲気がある。それを健常者が作ってしまっているという悲
しさが伝わってきました。きれいごとではなく、リアリティのあるセリフで様々な立場の人の気持ちがよくわかり



・障害があったとしても自分たちと同じなんだなと思いました

・まわりの友達のなやむ心、人間関係も考えさせられる。

・見かけて困っていたら助けてあげたいと思った。

・障害者の方のコミュニケーションの大切さをよりイメージすることができた。

・もっと当事者の声を聴いてみたいです。

・障害を持っている人が「他とは違う」とか思われていることがかわいそうだった。
・障害とは、障害者とは答えではなく考えることが大切なのだと思っております。

・主役たちが学生ということで親の立場で見方もまた違った点はあるなと思いました。
・真剣に考える。大切なことだと思います。とてもよかったです。どうもありがとうございました。
・良い企画でした（敷居が低い点）地道にこういった活動で理解が広がるとよいと感じます。
・大変役に立ちました。このような企画がどんどん一般の人に発信していければいいなーと思いました。
・障害者のことを考えるきっかけになった。

・学校で手話の勉強をしているので、それを生かすことが出来たらいいなと思いました。

・心に刺さりました！生きることのつらさは障がいがあってもなくても同じですね。

・日常の生活の中でもあるような内容でした。ぜひ、若い世代、子どもたちにもみせたかった。
・むずかしい。本当に半分しかわからなかった。
・身近にいませんので映画を通して知り多少理解できました。

・かなりたくさんの事をつめこんだ映画だな、とは思いましたが、いい映画でした。
・皆がよりよく生きて過ごしていくためには、それぞれが変わっていく必要があるのかなと感じました。

・障害のある人が差別やいじめを受けずに楽しく生活できる社会をつくっていきたいと思いました。
・困っている人がいたら自分から近寄っていきたい。
・障害に対する理解する機会がもっとあればいいと思いました。

・原作を読みました。当事者の方や、その家族の人しか分からない苦悩がたくさんあるだろうなと思った。周りの
人が障碍を正しく理解して（特性をふまえて）いくことが必要だと思う。決して、笑い者にしたり、いじめにつな
がることをしないためにも、幅広い人達に世の中には色んな人がいることを知ってほしい。障碍の程度や種類に関
・障害を云っても沢山有ること、形として見えるものばかりではないと知りました。私達（私は）余りにも知らな
過ぎると思いました。同情も出来ない、何も言えない。それは、言える程知らな過ぎている、とても迷ってしまっ

・映画が始まって、字幕が付いているのを見て、あぁ、耳が聞こえない人がいるのんだ、と改めて思いました。こ
れから何ができるかまだわかりませんが、自分にできる事を少しずつでもやっていけたらと思いました。

・若い世代の子供が多く参加しているのを見て、この映画を通し、障害者に対する差別やいじめがなくなることを
願いたい。

・障害者と健常者が共に分かり合おうという気持ちと努力が大切だと感じた。障害者が健常者を分かろうというこ
ともその逆も当然大変ですが、それが大切だとつくづく感じた。

・1つの障害が、自分の周りの人間にいかに影響を及ぼすか、その中で周囲の人も障害者自身も理解し合う姿勢を
持つことが大事なのだと教わりました。

・北区内在住でも障害者に対して全く理解されてない人が多く住んでいると思う。電車やバスのシルバーシート、
点字ブロックへの置き物（自転車）、らんぼうな自転車等。啓発事業をもっと多くすべきである。

・若い人達が、こんなに心を動かして生きている姿が描かれていて感動しました。小さい頃からの教育の場で何を
思い、何を聞き、何をしたかがその後の人生に大きく影響するのだと思いました。今日はありがとうございまし

・差別は日常生活の身近なところにあり、差別をする心は逆に自分も差別されること、障害の有無はかんけいない
と感じました。

・少し手話の勉強をしているので興味を持って見れた。アニメなのでこちらは見やすかったが、一緒に連れてきた
子ども（小学生）には、まだ難しかったようでちょっと残念。
・知的障害者の親です。障害の種別は違っても、周りの方に理解していただくことに障害のない方も理解しようと
いう気持ちが差別がなくなることにつながるのではないかと思いました。

・やはり障害というのは偏見の対象になりやすい。だからこそ障害をもった人だけでなく互いが思いやる心を持つ
それが一番大切なのではないかと感じた。一つ言わせてもらうなら、今回見に来た人たちの一部はきっと障害につ
いてなんの興味もないのだと思う。私はそれが残念だった。

・高校生の進路指導の一貫で、時々高校の模擬授業をしています（大学の栄養学）。今日視聴させていただき、よ
り高校生への想いが強くなり、病気などで参加する生徒もいる事から深い想いをしました。泣けました！

・障害の姉がいるので環境として理解していることは多いけど普通の家族で育ったら分からないだろうと思うこと
があるので小学中学のうちに観てほしいと思った。

・障害者は差別してはいけないと思った。自分でも障害者のためにやれることは全部やろうと思った。障害者も頑
張っているから全力で自分も応援する。
・私でも耳が聞こえない人と話す言葉じゃなくても手話や「伝えたい気持ち」でそういう人たちとつながることが
できることができた。

こ・の映画を見ての感想が、障害は一つの個性なのだなぁということ。思春期や人生の中で自分んを探したり見つ
めたりする時間の中で自分の個性、特質を自分が受け入れるのは勇気がいる（主人公ではなくても佐原さんとか）

・耳が聞こえないということはどんなに不自由なことか実際には想像つきませんが大勢の方がいらっしゃると思っ
ております。今からでも手話をしたいと思いました。

・目の見えない人が何か探していたのに声をかけられずいまだに後悔しています。勇気がなかったこと色々な障害
があるので少しでも勇気を持ちたいです。

・映画を見て双方が理解しようという気持ちが大切だと思いました。耳が聞こえる人同士でも障害のある人と関わ
るなかでもやりとりして理解しあう努力をしたいと思います。
・耳が聞こえないから人じゃないのか。目が見えないから人じゃないのか。動かないから人じゃないのか。全部違
うと思う。人か人じゃないかを決めるのは無粋だと思った。どんな人でも同じ目線で接していこうと思った。

・やはり障害のある方は何をするのも大変だと思いました。また周囲の方の気配りや協力がかなり必要だと感じま
した。



※参考
【参加者について】
今回の啓発事業の参加者は、約70%が一般区民である。
平成27年度、平成28年度の啓発事業の課題は一般区民の参加者の少なさだったので、
（平成27年度一般区民参加者約17％、平成28年度一般区民参加者約１３%）
今回は今までの課題をクリアできたと思われる。

【法律と普及啓発について】
障害者差別解消法について、「知っていた」「聞いたことはある」を合わせると約55%となるが、
「知っていた」という回答は約39%、「知らなかった」という回答は約38%とほぼ同数になる。
したがって、周知が不足してると考えられ、今後も差別解消法の普及啓発を進めていく必要性が
あると思われる。

【参加者の年齢について】
「障害のあるなしに関わらず誰もが済みやすい共生社会の実現」には、幼少期からの教育が不可欠である
との考えから、今回の啓発事業のターゲットは一般区民、さらには学生としていた。
参加者は10歳以下から60代以上まで幅広いものとなったが、特に30歳未満の学生を含む
若い年代の参加者は全体の約30%となった。
「学生を含む若い年代をターゲットとした普及啓発」という目標は充分達成できたと考える。

【啓発事業の内容について】
今回の事業は過去2年実施してきたシンポジウムとは異なり、アニメ映画の上映会というかたちをとった。
過去2年実施したシンポジウムにはもともと障害関係に関心がある方の参加が大半を占めており、
一般区民の参加者が少なかったためである。
アニメ映画というコンテンツを通して、障害について考える、差別解消法について知るきっかけを
作ることを今回の事業は目標としていた。
「障害について考えるきっかけとなった」との回答は約88%、
「障害者差別解消法について知るきっかけとなった」との回答は約87%となっており、
今回の事業の目標は達成できたと考える。

【結論】
今回の啓発事業のアンケート結果から、今後も普及啓発事業を継続実施する必要があることがわかったが、
平成29年度啓発事業の目標は達成できたと考える。
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