
 

 

鈴鹿市障害者施策推進協議会 議事概要 

 
日  時  平成 22年 3月 23日（火）14時～16時 
場  所  鈴鹿市役所 本館 12階 1201会議室 
出席委員  貴島，山田，中澤，塚本，瀬口，宮本，石田， 

矢田，樋口，花井，竹田，三谷，山本（以上 13人） 
欠席委員  近藤，村治，小林，奥野，南川（以上 5人） 
事 務 局  村山，山田，樋口，北川，川岸 

         敬称略 
 
● 議事概要（司会進行：樋口） 
１ 開会あいさつ 

社会福祉事務所長 
  委員紹介 

各委員ほか自己紹介 
 会議の趣旨説明 
   山田 
２ 議 事 
（１）平成 21年度施策推進状況について 
議 長：事前に資料を配布しております。事務局から説明をお願いします。 

 
【資料に基づいて事務局から説明】 

 
議 長：資料の説明がありましたが，質問・意見等がありましたらお願いします。 
委員 A：学校に勤めており，保護者と話をしていると，高等部卒業後の進路に心配を抱

いている。卒業後の日中の生活の基本となる施設の利用，就労を望んでみえる

方もいるが，なかなか難しいという方については，施設を利用して本人の生活

を組み立てていきたいと考えている。他市もそうかもしれないが，鈴鹿市に関

しては利用できる施設が不足していると保護者は感じている。親御さん自身が

歳を重ねていったときのことも心配していると思う。自立支援法になってから

施設と利用者の契約だということは分かっているが，この不足しているという

状況をどのように捉えて，今後施策としてどうしていきたいと考えているか？

本人さんや保護者の切実なニーズを市として聴く場を設けられることはない

か？さつきホーム，けやきホーム，すずのね作業所の利用も厳しい・難しいと

保護者から聞いているので，市が運営に関わっているところで，新体系へ移行

していく中での定員増の方向で具体的に考えていることはないかということを

お聞きしたい。 
議 長：今の質問でハートフルプランではどうなっているのか，それとあわせて，グル

ープホーム等ではどうですか？ 
事務局：ハートフルプランは平成 11年から 22年の 12か年の計画を策定いたしました。



 

 

その間に介護保険の制度や支援費，自立支援と経て 18年に見直しをしておりま
すが，それ以降に自立支援法が本格施行されまして，同法に基づく障害福祉計

画の中で，日中活動の場について，障害福祉計画の中で，共同生活援助（グル

ープホーム）について 7 人増，ケアホームについて 40 人増という目標設定が
してあります。現実に 21 年度に建設はなかったのですが，20 年度にグループ
ホームがいくつかできておりまして，22 年度にも 2 棟できる予定があります。
今後も施設整備に向けて進めていきたいと思っていますし，昨年 10月からは身
体障がい者の方も利用できるように法律も変わってきています。 
日中活動の場についてですが，全体的に親御さんが不足していると思っておら

れることは，私たちも日々の仕事の中で感じています。いわゆるマッチングで

すね，自分の子どもさんが行けるところがない，少し遠いところなら空いてい

るところがあるのですが，自分にとって一番いいところ・行きたいところが空

いていないと，不足していると感じておられるのだと思います。21年度は新し
く日中活動系のところは，できたということはないのですが，21年中に多くの
作業所が新法へ移行して人員も増えました。以前デイサービスをやっていて，

人数を増やして生活介護をするというところが 2 箇所あり，1 箇所の新設もあ
ります。数的には，空きがないわけではない状態なのですが，先ほど感じられ

るようなことです。でも，空きがあるということは事業所の施設運営に影響が

あり，私たちとしては運営に支障が出ては困るので，移っていただいたりして，

まんべんなく利用できるようにお願いしていくつもりです。 
次に，障がいの方のニーズを聴く場をつくりたいということですが，高等部の

進路懇談会の場には必ずケースワーカーが出席しています。それ以外に増やし

てほしい要望があり，条件があえば，その他の場にも出向きますし，これまで

もありました。 
新法の事業所として立ち上げるには法人格がないとできません。ですから行政

が新体系へ移行することを言うことはできません。今後立ち上げてくれる法人

があれば，それに補助していくことになると思います。けやきホーム，さつき

ホームとすずのね作業所の今後については，関わっていただいている社会福祉

協議会等と検討中です。 
議 長：はい，ありがとうございました。どなたか数値が分かる方がみえればと思いま

す。今年度の卒業生の方向性ですが，市内で何名卒業して，施設等に何名の方

が行かれるのか？あるいは在宅の方が何名なのか？そういったことがまったく

届いておらず，もしお分かりでしたら，どなたか。 
事務局：詳細までは分かりかねますが，どこも決まっていない人はゼロだと思います。

いずれかの一般就労なり，通所系の事業所なり，生活介護に行っていただくこ

とになっております。生活介護にはお風呂ができるところと，そうでないとこ

ろがあるので，組み合わせている方もみえますが，週 5 日間今まで学校に行か
れていた方が，まるっきり在宅になったという方はいらっしゃいません。一人

だけ通学できていない方がみえますが，それは病気の関係で行けなかったので

あり，5 日間全部ではないですけれど，週に何日かどこかに行っていただくこ



 

 

とになっています。 
議 長：はい，ありがとうございます。次にどうぞ。 
委員 B：先ず，6 ページの「②防災体制の確立」の 2 つめの「○」で昨年の実績が載せ

ていない。昨年の会議で詳しい数値と実績が知りたいと質問したが，ここに書

かれていない。議事録には，「来年度の資料から載せていきたい」とあるのに挙

がってきていない。あと，表記の仕方について，次年度以降「○」でなく「a」
「b」「c」等にしてほしい。 
次に，災害時要援護者の説明会が市ではあったようですが，身体障がい者に対

する説明会はあったのかどうか？ 
次に，2ページの（3）の「①文化活動参加への支援」について，昨年 4月から
たくさんの聴覚障がい者から話を聞いている中で，公民館ではないけれど，コ

ミュニティセンターの利用を申し出たところ，聴覚障がい者が断られたと聞い

ている。ダンスの練習に使いたいと言ったところ，館長から断られたことにつ

いて。 
事務局：1 番目について，実績の数値のことだと思います。ハートフルプランは各課か

らの回答を載せていますが，担当課へ数値を確認すべきだったと反省していま

す。今後，数値を載せるよう当課から依頼し，次年度の資料には載せていきた

いと思いますので，ご理解をよろしくお願いします。 
2 番目について，説明会は開催していません。市民課からの住民基本情報デー
タに基づいて対象者に資料を郵送しました。障がい者の方については民生委員

を介していません。 
3番目について，4箇所のコミュニティセンターでの活動に支障があったという
ことですが，管理等は市の直営ではなく地域へ委託するという形態をとってい

ます。ただ，活動の中で支障があったなら，状況を具体的に後ほど教えていた

だいて，担当の窓口へつないでいきたいと思います。 
事務局：断られた理由は何ですか？ 
委員 B：詳細についてはわからない。障害福祉課で詳細が分かっていれば理由を聞きた

かったのですが，こちらもあらためて状況を確認します。 
委員 C：災害時要援護者の関係ですが，6 ページにある要援護者の登録状況が 334 人中

で 24％というのは非常に少ない。何かあったときに，自治会や自主防災隊が発
進するときにわからないということもでてくると思う。これ以外に何か推進し

ていくことは考えているか？ 
事務局：民生委員さんが回られたところは，登録率が高いということですが，障がいの

中でも肢体不自由の登録は多い。一方で，知的障がいや精神障がいで体が動き

やすい人は登録していない傾向がある。強制的に入ってくださいとも言えませ

んので，今後の詳細は決まっていないが，地区市民センターへ資料を渡してい

くことになると思う。登録した人だけが要援護者という趣旨ではありません。 
委員 D：療育手帳所持者に関しては，郵送だけでは理解できないのではないか？どんな

システムで緊急災害のときにどんなことになるかをしっかりと説明しないとい

けないと思う。もう一つ，子どもが高等部にいまして，決して一人暮らしでは



 

 

ありませんけれど，万が一という時に大きな子どもを抱えて避難できるのか不

安を持ちます。確かにすごくデリケートな部分もあるので，説明会なり何かし

らを考えてもらわないと，自分の子どもも万が一の時に助けられない可能性も

出て来ると思うので，その辺りを考えていただきたいと思います。 
委員 C：私たちが，65 歳以上の単身者の方と 75 歳以上のみで構成される世帯の方に実

施したときには，家を訪問して全部説明をして，いろいろ反感を受けたりして

おります。入ってもらうために何十回も訪問した民生委員の方もみえます。障

がい者の方についても，今言われたように，悩みを持っておられるわけですか

ら，推進するためにはそういうことくらいまでお互いに話し合って，問題が多

くあるかもしれませんが，努力していただければと思います。大変でしょうけ

れど，何かできることがあると思います。支援者も少なくてそれはそれで探す

のが大変なのですが，我々は進めていく。各地区でそういう動きをしています。 
議 長：はい，ありがとうございました。質問があったと思うのですが。 
事務局：はい，知的障がいの方の一人暮らしについては，担当者がみており，ほとんど

支援者がついている方です。相談支援センターあいや，ヘルパーさんが入って

もらって，だいたいの方に出してもらっています。担当者から説明もさせても

らっています。自立支援法が始まった際に，一人世帯になっておくと利用料が

安くなるということが流れまして，多くの方が世帯を分けられました。一緒に

親御さんと暮らしているのだけれど，住民票上は別になっているという場合が

多く，そのような方には送付していません。でも，実際に単身世帯の方には送

付して，説明もしております。 
議 長：はい，ありがとうございます。 

最近，グループホームで火災がありまして，多数の方が亡くなりました。こう

いった火災は繰り返しているのですが，無認可の有料老人ホームでも火災があ

りましたし，鈴鹿市にもそういった施設があるわけですので，施設で夜間一人

あるいはだれもいない状況もあるでしょう。火災があったときに，逃げ出せな

いという状況の人たちが住んでいるので，これらの施設に注意喚起をやったり

とか，委員が心配されたように，災害がいつ起きるかということよりも，火災

とかが起きた時にすぐにだれが助けてくれるのか，そういったことが必要なこ

とだと考えますので，お考えいただければと思います。市の方で，文書か何か

を送りましたか。 
事務局：障がいの入所施設には電話によってですが照会をかけました。消火設備がある

かどうか，設置してあるという確認をとっています。 
議 長：施設を中心に近所の人たちの助け合いと言いますか，日頃の付き合い等があれ

ば，火災の際にすぐに駆けつけられる，といったことがあると思うのですが，

そのような支援と言いますか行政の関わりがあればと思います。高齢者も含め

てたくさんの施設があると思いますので。 
事務局：高齢者等の施設では市内にグループホームが 14箇所ございます。スプリンクラ

ーの設置義務があるのは 275㎡以上になるのですが，だいたいそこまでに抑え
ようとしているのが現状です。今年度も３施設ほどが建って，来年度も募集を



 

 

しているのですが，実際は 14 分の 3 とスプリンクラーの設置は非常に低い数
値です。注意喚起の文書は，長寿社会課と広域連合の協議で老人の施設へも送

付するようにとやっております。 
議 長：はい，ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 
委員 E：8 ページの「障害者雇用の確保」についてです。私事ですが，年 2 回ある集団

面接会の回数拡大をハローワークにお願いしたところ，難しいと言われました。

市からもハローワークにお願いしてもらえるでしょうか？ 
事務局：お願いすることはできますが，実施となるとどうかと思います。県内では 1 回

とあるようなので，鈴鹿市だけ 2 回できるかどうかもあると思います。後から
の自立支援協議会からの提案でも，障がい者の就労に関して出てきていますの

で，別の部分でハローワークと連携をとっていくということでご理解ください。 
委員 A：最初に質問させていただいて，お答えいただいたのですが，最後に一言だけよ

ろしいでしょうか。施設も将来的には空きがないということで，マッチングの

問題かなということだったのですが，では利用する側と施設でマッチングはど

っちだというときに，親御さんにも本人にも生活があるので，ここは空いてい

ないけれども，遠いところなら空いていると言われたときに，利用する側とし

てはしんどいものがあるのかなと感じました。あと，進路懇談会にも毎回参加

していただいていますが，それはもう出口のところでの個人とのやりとりです。

学校単位で鈴鹿市内の親御さんに集まっていただいて，説明する機会も要望が

あればということは言っていただいたのですが，市の側から働きかけて広く意

見を求めるというか，そういった機会があるとマッチングの問題についても，

もっと利用しやすいものの施設とか，あり方の方向を大きな企画の部分で考え

ていただくのに，そんな機会があればいいなと感じました。 
事務局：対象の子どもさんがどれくらいのところに行くのが一番いいと思われているの

か，この手帳の数の 18歳未満の方にどう働きかけたらよいのでしょうか？ 
委員 A：パブリックコメントみたいな感じで広く市民から意見を聞く機会があれば，そ

のような場で話をさせていただけるような機会があるのではと思っていました。

どの年齢のこの人たちに何をすると絞り込むのは難しいと思うのですが，広く

意見を聞くという機会があれば，声をあげていただけれるのかなと思います。 
議 長：日中活動に関しては，どのようにしてそこに行くかという部分でなかなか実現

しなかったりするところがあると思いますので，行政でできることがあれば考

えていただければと思います。 
    それでは，まだご意見があるかもしれませんが，議事の 2 番目の説明をお願い

します。 

 
【資料に基づいて障害者地域自立支援協議会委員長から説明】 

 
議 長：自立支援協議会から提案がありました。この提案について施策推進協議会とし

てどのように取り扱うか，決定というかたちで新たに計画の中に盛り込んでい

くのか，そのような審議をしていくことになるのか，皆さんの考え方をお聞か



 

 

せ願いたい。 
事務局：委員さんの賛同を得て，障がい者と接する機会の多い方を中心として自立支援

協議会を立ち上げて，様々な議論の中でこの提案をしました。新たな計画に取

り組むということですが，意見の中にもすぐにできるものとそうでないものが

あります。最初の段階で，様々な意見を集約したものがこの提案ですので，こ

れを受けて，どうしていくか。例えば施策推進協議会は各課からの推進状況が

報告できる年度末に 1回の開催でしたが，22年度については中間地点の上半期
後に受けた提案について，どこのこの部分はここまでできたという報告が受け

られればと思います。 
事務局：フリースペースの設置について，実際に 22年度から鈴鹿市がこのデイケアにつ

いては行っていくということで，場所については，ワーキンググループなどを

作って，早急に考えていきたいと思います。 
事務局：この提案を施策推進協議会のこの場でご承認いただければ，我々も動きやすく

なると考えています。 
議 長：自立支援協議会は市の方も入っているわけですね。 
事務局：はい，事務局として入っています。 
議 長：市と自立支援協議会の中ではある程度議論が進んでいる一方で，施策推進協議

会では議論されるのは初めてなので話が通じておらず，今日，議論していただ

きたいということです。そんな整理の中でお願いします。 
議 長：フリースペースの設置について，前段では 3障がいの方の活動の場を確保した

いとしているのに対し，後段では精神障がい者の活動の場してフリースペース

の確保と精神障がい者に限定しています。前段を主とするのか，後段を主とす

るのか教えていただきたい。 
事務局：元々は前段を主としてきたと考えていただいて構いませんが，場所を決めても，

一度にいろいろな障がいの方を受け入れることは難しいのではないかと考えま

した。ワーキンググループを決めていろいろな議論をすべきであると協議会で

も意見が出ました。ですけれども，22年度から鈴鹿市が担当してデイケア事業
をやらなければならない。場所は今までの保健所を貸してもらえるのですが，

23年度からは市が用意した場所で受け入れをさせていただきますので，その場
所が決まったら，先ずは精神障がい者の方からご利用いただき，次に用意がで

きた時点で，別の障がいの方も来ていただければいいのかなと思います。デイ

ケアの利用者が活動の場の確保のために，後段が活かされているということに

なります。 
議 長：22 年度は場所が保健所で鈴鹿市が担当ということですね。23 年度からは場所

も鈴鹿市が担当なので，こういう提案をしたいということですね。 
事務局：精神障がい者の活動の場がなくなってしまうので，先ずはそれが先決でして，

場所が複数あれば他の障がいの方にも広げていくという考えです。 
委員 F：委員が言われた就労についてですが，この提案にも書いてありますが，鈴鹿市

の商工会議所には 5千くらいの会員があり，その中で議員が何人かいて，年に
数回の総会があって，いくつかの部会もある。そのような場で，積極的な就労



 

 

について先ず意識を持っていただくことから始めれば，個々の企業でも何かで

きる可能性があると思う。直接出向くことができなければ，会議で配布すると

か，声掛けするとかが大事なことだと思う。鈴鹿市の障がい者の雇用率が少し

でもアップすればと思う。 
議 長：零細企業で障がい者が働いても数値には表れてこない。実数と雇用率は別で，

300 人以上の企業のみ法定雇用率の数値に表れる。特例子会社みたいなかたち
で雇用率が改善できる情報が雇用主に伝わっていない。障がい者が市内の企業

でどういったかたちで働いているのかをもっと浮き彫りにして，障がい者を雇

用していない企業の方に理解してもらう，どんな仕事をしていて，どんなこと

ができるのかをわかっていただく機会が必要と思います。 
委員 F：あまり勉強会もありませんし，企業の会合の場にもないので，そのような場を

活用していただくのもいいのかなと思います。 
議 長：特例子会社とか，今度改正がある商工組合みたいなところで小さい企業が団体

で活動している会社でも雇用率が適用できるよう改正もされてきているので，

そんな情報が企業主に伝わっていかなければならないと思う。 
委員 D：情報と交換とそれだけではだめで，実際に現場実習とかいうときに，提案書に

ジョブコーチ，ジョブサポーターとありますが，企業側も障がい者にどのよう

に接したらよいのかが分からないと思う。そんな時に間に入ってもらう人がい

ると大きなメリットがあると思う。いろんな面で本人との接し方が分かると思

う。長い期間過ごして手助けをしてもらえる方と一緒に企業に関わることで，

企業側の理解も違ってくると思う。一般就労ができる・できないはあるが，地

域で自立して生活することの基本になってくる。そうすることで，福祉就労の

場も空いてくることにつながってくるかもしれないので，ソフト面で間に人が

入ってもらえるシステムがあると，みんながスムーズに就労に結び付けられる

と思う。今年度は市の方でも職場実習があり，杉の子の方から受け入れていた

だきました。1 週間使っていただきましたが，もっと長い期間に市の玄関であ
る所で，職場体験や職場実習があると子どもたちにとっても，一般の方にも広

く知ってもらえる，とてもいい機会になると思う。社会に出て行けるような仕

組みをサポートしてもらえるものがあるといいと思う。 
議 長：就労支援については，どちらかというと福祉分野の人たちがやっていたのです

が，自立支援法になって，就労継続Ａと就労継続Ｂという二つの体系になった。

「B」というのがこれまで福祉分野の人たちがやっていた就労支援ですが，「A」
というはもう少し能力のある方々で，一般の従業員として充分やっていける

方々が対象です。このような情報を企業主に届ければ，自分たちの所でもやっ

ていけるんじゃないかという企業主もいると思う。「A」をしないといけないの
で，厳しいと思うけれども，福祉と就労の部分の垣根を低くしてお互いの情報

のやりとりができるのであればいいと思う。 
委員 G：企業側に障がい者を雇うという準備はできているのか？求人の受け入れは整っ

ているのか？市でどれくらいわかっているのか？ 
事務局：56人以上で 1人と決まっているが，雇っていなくてもお咎めがないので，その



 

 

ままになっているところが多いかもしれない。301 人以上だと法定雇用率がク
リアされていないと制裁金が課せられる。でも，お金で解決することもある。

ただ，法定雇用率の元となる数値は，本社採用で決まってしまう。本社がある

都道府県での数値になる。三重県や鈴鹿市で何人雇われても，本社がある県や

市の数値になるので，現れてこないものとなる。 
委員 G：私が勤めているときに，障がい者用のトイレを整備した年があった。トイレに

してもお風呂にしても，今，鈴鹿市の企業で受け入れ体制ができているのか？ 
事務局：ハローワークには障がい者を雇いたいという求人広告はある。ただ，企業が求

めている人が求職活動をしていない。そこでいい人がいないので雇えないとい

うことになってしまう。だから障がい者の求人をまったくしていないわけでは

ない。 
委員 G：受け入れ体制をしていないのに，求人をしているのかどうか確認したかったの

です。 
議 長：2番目の就労支援については，いろいろ議論していただきましたが，1番目のフ

リースペースについていかがでしょうか？フリースペースの対象になるような

議論されている人数は何人くらいなのか？22年度は市が運営するのですね。将
来的に企業法人のような見えているものはあるのですか？ 

事務局：登録は 20 数名ですが，実際に来てみえるのは 10 名少しです。それと，現在
NPO法人でというような動きはありません。 

議 長：23年度から 3障がいを想定したときに，10名程度プラスあと 10名程度と考え
たらよいのですか？ 

事務局：スペース的には，それくらいが利用できる広さを考えています。 
議 長：22年度は市ということですが，どのような人が主になるのですか？ 
事務局：精神障がいの鈴鹿市と亀山市の担当者と，あいの担当者と活動していきます。 
議 長：新たな人を雇用するということは考えていないのですか？ 
事務局：22年度では考えていません。 
事務局：現在は県の事業で週 2回です。亀山の方も来ていただいているので，22年度も

継続して亀山の方も来ていただけます。ですから鈴鹿市と亀山市で交代でと考

えています。ほかに，今もお手伝いいただいている家族会の方やボランティア

の方にも来ていただけます。 
議 長：皆さんの方から質問はありませんか？ 
    障がいをお持ちの方の日中活動の場が不足しており，就労ができる方は就労の

場も含めてなのですが，それらが全体的に不足しているというのは否めないこ

とだと思います。それを広げるために，いろいろな努力をしているのですが，

今回精神のデイケアが県から市に移管されます。そのことについて，１番目が

フリースペースの設置を 22 年度は精神障がい者の方をメインに取り組んでい
きたい。2 番目に，就労支援について，障がい者の雇用を推し進めたい。その
ためには企業側と，福祉の分野と雇用の分野，障がい者本人と障がい者の支援

者と特別支援学校，あるいはいろんな障がい者団体，それらを含めて，企業側

の窓口と情報交換なり，あるいは職場改善等をしていけるような動きをつくり



 

 

たい。このような取り組みを，ぜひ進めていってもらう。承認させてもらう。 
ということでよろしいでしょうか？ 

 委 員：はい。お願いします。 
 議 長：ありがとうございました。それでは，事務局からお願いします。 
事務局：その他の事項ですが，現在の鈴鹿市の障害者計画であります「すずかハートフ

ルプラン」は，22年度で最終年度を迎えることとなります。本来でしたら，来
年度は委員の皆様のご意見をお聞きしながら，23年度以降の次期計画を策定し
ていくこととなります。ただ，皆様もご存知のとおり，昨年 8 月の新政権にお
いて，障害者自立支援法の廃止が明言されております。新法を遅くとも 25年 8
月までに策定することが明らかにされていますが，まだ見えてきていません。

そこで，現在の障害者自立支援法に基づく第 2 期障害福祉計画の数的な目標は
平成 23年度が最終年度になっております。そんな中，新しい法が見えるまで今
の計画をあと 1 年延長して，新法が明らかになった時点で計画を策定した方が
いいのではないかと，皆様に提案したいのですが，いかがでしょうか？ 

議 長：県内の他市はどんな動きなのですか？ 
事務局：三重県におきましては自立支援法に合わせて，第 2 期計画を昨年策定していま

す。県内の各市町は終わる時期が様々なので詳しくは調べていませんが，障害

者基本法に基づくいわゆる障害者計画と，自立支援法に基づく障害福祉計画は

当然連動していくものですので，自立支援法が変わってくる今，見極めていき

たいと思います。 
議 長：よろしいでしょうか？次期の計画を作るにあたってのお願いなのですが，今日

も雇用率のところで，実態と数値とは違っているというお話がありました。冒

頭の障害者手帳の交付状況についても，例えば，肢体不自由者で 18 歳以上で
3,671人とありましたが，65歳以上がどれくらいいるのかとか，実態に即した
かたちで次の計画を練っていただきたいと思います。このような帳面上の数値

だけではなくて，実際にどんな状況で生活をされているのかを踏まえたうえで，

日中活動はどれだけ不足しているのか？入所系はどれだけ不足しているのか，

仮にそれを作ったとしたら何年後にはそれはもう要らなくなるのかとか，それ

らを含めた改善策をぜひお願いしたいと思います。 
事務局：次期計画については，関係者のアンケート等を実施し，意向調査をしたうえで，

いろんな事業計画も含めて考えていきたいと思っています。 
議 長：ちょうどいい時間になりました。 
委員 B：最後に，聴覚障がい者のことを一人でも多くの方にわかっていただくために，

全日本ろうあ連盟という団体が製作した自主映画「ゆずり葉」の上映会があり

ます。映画館等でなく公共施設等を借りた上映会となり，4月 23日（金）文化
会館けやきホールで上映されます。よろしくお願いします。 

事務局：以上で鈴鹿市障害者施策推進協議会を終わります。長時間ありがとうございま

した。 

 


