
平成２７年度 共生のまちづくり・差別解消に向けての取り組み 

 

１．差別解消法施行に向けての取り組み 

（１）共生のまちづくり専門委員会 12名 

 回   月日・場所 議題・内容 

第１回 平成 27年 7月 16日 

市役所４階 402号室  

１．白山市共生のまちづくり・差別解消法施行

に向けての取組について(活動報告) 

２．白山市共生のまちづくりの方針について 

  ・職員対応要領 

・差別事例・合理的配慮事例について 

３．今後の活動日程について 

第２回 平成 27年 10月 15日 

市役所４階 402号室 

１．活動状況報告 

２．中間報告 職員対応要領、事例集について 

３．差別事例・合理的配慮事例の公募について 

４．まちづくりミーティングについて 11/29 

５．今後の活動日程について 

第３回 平成 28年 2月 17日 

福祉ふれあいセンター 

多目的室 

１．活動状況報告 

２．差別事例・合理的配慮事例の公募の結果に

ついて 

３．事例集について(H28.3作成) 

４．職員対応要領について(H28.3作成) 

５．来年度の取り組みについて  

 

（２）啓発事業等 

事業名   月日・場所 内  容 

市民一日

委員会 

平成 27年 8月 30日 

市民交流センター 

５階 大会議室 

・参加者 160名 

・講演会「合理的配慮 障害のある人もない

人も共に暮らす」 

 講師 尾上 浩二氏(DPI日本会議副議長) 

・グループワーク 

①医療②教育・療育③建物・交通④防災等 

⑤情報⑥行政⑦地域・生活⑧就労 

まちづく

りミーテ

ィング 

 

 

平成 27年 11月 29日 

市民交流センター 

５階 大会議室 

・参加者 150名 

・第１部 講演会  

「障害がある人とない人、共生のまちづくり

～当事者の思いを聴くということ～」  

講師 北野 誠一氏 



 (おおさか地域生活支援ネットワーク理事長) 

・第２部 パネルディスカッション 

ﾊﾟﾈﾗｰ 障害のある当事者 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 北野 誠一氏 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 武居 渡氏 

(共生のまちづくり専門委員会委員長) 

差別事例

合理的配慮

事例公募 

平成 27 年 11 月 2 日

～11月 30日 

「障害を理由とした差別と思われる事例」、

「障害のある人への配慮の好事例」の募集 

  ホームページ、聞き取り等 

関係機関

学習会 

平成 28年 1月 18日 

市民交流センター 

４階研修室 AB 

・参加者 41名 

・講演 

 「障害者差別解消のための地域の体制づく

りについて」 

～法律の概要と活用のポイント～ 

講師 又村 あおい氏 

(内閣府障害者差別解消法施行準備アドバイザー)  

・意見交換 

職員研修

会 

平成 28年 2月 26日 

市民交流センター 

５階大会議室 

・講演 「共生のまちづくり・障害者差別解

消法施行に向けて」 

講師 金
きむ

 政
じょん

玉
おく

氏 

(明石市障害者施策担当課長) 

・白山市の取り組み報告 

  職員ワーキンググループ 

タウンチ

ェック 

平成 28年 3月 5日 

松任駅周辺、商店街、 

文化施設等 

バリアフリーまちづくりのためのタウンチェック 

・参加者  

当事者、バリアフリー研究所、ボランティア

職員 

 

（３）共生のまちづくり職員ワーキンググループ 18課・21名 

 回   月日・場所      議題・内容 

第１回 平成 27年 8月 5日 

市民交流センター3 階

企画展示室 

１．障害者差別解消法について 

２．平成 26 年度のワーキンググループの取り

組みについて 

３．共生のまちづくり取り組み概要説明 

４．障害を理解するためのワーク 

５．市民一日委員会について 8/30 

６．今後の日程について 



第２回 平成 27年 10月 1日 

市民交流センター3 階

企画展示室 

１．事例集についてのワーク 

２．差別事例・合理的配慮事例の公募について 

３．平成 28 年度コミュニティ助成事業につい

て 

４．まちづくりミーティングについて 11/29 

第３回 平成 27年 10月 29日 

市民交流センター3 階

企画展示室 

１．職員対応要領について 

２．職員マニュアルについて 

３．事例集についてのワーク 

４．まちづくりミーティングについて 

第４回 平成 28年 1月 29日 

市民交流センター3 階

企画展示室 

１．活動報告 

２．差別解消支援地域協議会について 

３．職員研修会・ワーキング報告について 

４．共生まちづくり推進体制について 

第５回 平成 27年 2月 4日 

市民交流センター 

４階研修室 AB 

１．事例集について(H28.3作成) 

２．職員対応要領について(H28.3作成) 

３．タウンチェックについて 

４．差別解消支援地域協議会について 

５．職員研修会について 

６．共生のまちづくり推進体制について 

 

（４）事務局 

差別解消法施行等についての説明 

８月２７日 町会連合会役員会 

９月２８日 町会連合会理事会 

９月２４日 健康福祉部部課長会 

９月２９日 民生委員児童委員協議会役員会 

１０月 ６日 民生委員児童委員協議会理事会 

１０月２１日 市部課長会 

 

２.虐待防止関係活動 

（１）高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会 

   ６月２６日 第１回運営委員会 事業報告、今年度取り組み等 

 １１月 ９日 第２回運営委員会 事例検討等 

  ２月２３日 第３回運営委員会 来年度事業計画について等 

 

（２）権利擁護職員ワーキング  毎月１回 

 

 



 

（３）権利擁護関係研修会 

  ６月２３日 補助・補佐類型の申し立てと任意後見 (障害福祉課) 

８月２８日 成年後見制度について～相談援助職との連携～(高齢者支援ｾﾝﾀｰ)  

３月２３日 面接担当職員研修会(障害福祉課) 

 

 （４）啓発 

      ・毎月１５日～月末 あさがおテレビデータ放送にて虐待防止と通報窓口の案内 

・広報１１月号に虐待防止について掲載 

   ・１２月５日 成年後見制度に関する啓発寸劇 (柏野地区あいあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ) 

      ・リーフレット配布 

   

３．その他 

  ８月 ２日  手話言語法にかかわる法整備を考える研究集会  

石川県手話通訳制度を確立する推進委員会 

 

  ８月 ８日  民生委員・児童委員協議会障害援護部会研修会  

          ﾐﾆ講演、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ「障害のある当事者から学ぶ」 

          ノーマネットはくさん当事者部会 

 

９月２７日   白山市健康福祉まつりにて 

          福祉体験コーナー   

          ・点字、手話、要約筆記、自閉症の疑似体験、福祉機器展示 

          ・ノーマネットはくさん活動紹介 

 

 １１月 ８日  民生委員・児童委員協議会障害援護部会研修会  

         講演会「障害のある人とない人、当事者の思いをきくということ」 

         講師 三田 優子氏(大阪府立大学人間社会福祉学科准教授) 


