
 

 

平成２２年度第２回鈴鹿市障害者施策推進協議会 議事概要 

 
日  時  平成２３年３月２８日（月）１３時～１５時 
場  所  鈴鹿市役所 本館１２階 １２０１会議室 
出席委員  貴島，近藤，山田，中澤，塚本，瀬口，村治，木村，石田， 

亀田，樋口，花井，小林，辻，竹田，南川，山本（以上１７人） 
欠席委員  三谷，矢田（以上２人） 
事 務 局  森，松井，辻本，坂，小林，川岸 

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

社会福祉事務所長，協議会会長 
新委員の紹介 

  
２ 議 事 
（１）平成２２年度すずかハートフルプラン施策推進状況について 
議 長：先ず事項書の１番目について，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。質問等がありましたらお願いします。 
委員Ａ：昨年，枝番号を入れてほしいと意見を出したと記憶している。「○」印の何番

目というのでなく，「ア」「イ」「ウ」の表記だと分かりやすいと提案したが，変わ

っていないので，来年はぜひ変えていただきたい。 
：２ページ目で，市民会館の展示室だけど，工事する予定はないとあるが，障が

い者や高齢者はどうやって行くのか。文化会館でやればいいという意味なのか。 
：４ページ目で，利用者の指摘されている内容を公開してほしい。我々では分か

らないから。 
：６ページ目で，今年の１０月からコールセンター化されると書いてあるが，そ

の機能や管轄する機関を教えてほしい。 
：９ページの②の内容を修正しますとあるので，今日見てきたが，修正箇所が分

からなかった。どこを修正したのか。 
事務局：この場で答えられるものと，持ち帰って回答するものがあることを了解いただ

きたい。先ず，１番目にご意見あった表の作り替えですが，次回の資料作成の際

には，もう少し分かりやすい表示となるよう整理をさせていただきます。 
：２番目の市民会館の展示室についてですが，市民会館は昭和４０年代初めに立

てられた施設であり，老朽化も著しいものと感じております。残念ながら展示室

へのアクセスについては，階段で行き来をするという状況になっています。だか

らといって利用をお断りするものではございませんが，改築等も難しい状況であ



 

 

ると思っています。 
：３番目のバリアフリー化についての利用者からの指摘内容については，関係部

局に確認して資料をまとめておきたいと思います。 
：４番目の救急のコールセンターについては，平成２２年度に新しいシステムに

変えました。それとコールセンターとは直接連携しているものではないと聞いて

おります。コールセンターは，県の連携の中での話だと思いますので，こちらも

改めて確認しておきたいと思います。 
：５番目の「ふくしべんりちょう」の修正箇所についてですが，各制度について

は「ふくしべんりちょう」という冊子と，市のホームページで内容を更新してお

ります。冊子の方は，年に１回の更新なので情報が遅れがちでございます。それ

を補完するものとして，ホームページの更新がありますが，例えば，手当の単価

の改正や，制度を削除したり，追加したりしております。ただ，実際には新しい

制度は，最近では取り入れたものはありませんので，単価改正や制度の改廃等が

中心でございます。以上でございます。 
議 長：よろしいでしょうか。ほかにございますか。 
委員Ｂ：先ず，３ページ目の第１０回障がい者ふれあい運動会ですが，私もここ２年ほ

ど参加させていただいていますが，運動会の周知や広報はどのようにされている

のかということと，どのような方を対象に運動会を開催しているのですか。いつ

も同じような方が参加されているようですし，この先，運動会はどのようになっ

ていくのかを教えてください。 
：次に，７ページの「要援護者の定義」というところで，この度の大震災の起きた

時間帯が，昼の３時前ということで，もしかするとその時間帯は，ここの定義に

合わない障がいを持っている子どもが家に独りで留守番をしているとか，親と離

れたりしている場合に，どうしたらいいのかとすごく思いました。例えば深夜と

か，誰かしらが一緒に居る時間帯に災害が起きれば，何かしら手当てができるか

もしれないけれど，離れ離れにいる時にということを考えると，「要援護者の定義」

の中に，例えば手帳の更新時とかに，もちろんこれは希望も聞いてということで

すが，独り暮らしの方とか，年齢だけに限らずに，例えば子どもであっても，親

御さんの方に要援護者に入れてほしいかとかを聞くことはできないのかというこ

とを思いました。「こんな台帳がありますけれども，どうですか。」と。 
：最後に，９ページの「障害者雇用の確保」で，「障害者枠採用試験（募集は２名）

において１名を雇用予定」とありますが，募集２名に対して，１名しか試験を受

けなかったのか，何名か試験を受けた中で１名を雇用することになったのかをお

聞きしたい。それと，平成２３年２月に杉の子特別支援学校の生徒に職場体験研

修を実施されていますが，昨年か一昨年にも職場体験研修をされていたと思いま

す。研修の先の就労にはつながっていかないのか，例えば，マッチングが研修で

上手くいった場合，そのまま就労につながれば，もっと子どもたちの意欲も出て

くるのではないかと感じるのですが，お聞きしたいと思います。 
事務局：先ずは，運動会の関係ですが，この運動会は鈴鹿市の身体障がい者の福祉協会

のそれぞれの団体が連合体となって，組織化しておりまして，そこが主催してお



 

 

りますイベントでございます。私どもとしては，事務局として参加させていただ

いています。周知につきましては，それぞれの団体を中心として，会員に周知し

ています。以前は，広報すずかも使っていたのですが，広報で知って参加してい

ただいた方はごくわずかでしたので，今年度は省略させていただいたという経緯

があります。それから，運動会の対象者は，過去の経緯を見ますと，身体障がい

者団体が中心となっていましたので，もともとは身体障がい者の方を対象とした

イベントが，１０数年ほど前に対象を広げたという経緯があるように聞いており

ます。今後につきましても，基本的には，身体・知的・精神という区分の中で実

施するのではなく，もっと広げていくような方法をとっていきたいと思います。

ただ，そのためには，実行委員会的な組織も身体の方が中心となっていただいて

いますので，その中へもう少し大きなかたちで，他の方々も参画していただけた

らと思います。あるいは，毎年，身体障がい者の方々と議論もしているのですが，

毎年開催するのもいかがなものかという声もあり，今後のあり方も含めて，今年

度の開催に向けて検討を進めていきたいと思っています。基本的には，市内の障

がい者の方であれば，誰でもご参加いただけます。 
：次に７ページの要援護者の関係ですが，ここでは，原則「独り暮らし」と定義

しております。ただ，この中には委員が言われたようなケースもございますが，

独り暮らしでない障がい者だけの世帯であったり，高齢者と障がい者の世帯であ

ったり，様々なケースがございます。これを始めた段階では，独り暮らし，障が

い者，高齢者と定義はしておりますものの，様々な事情がありますので，私も登

録したいと言われる方がみえれば，特にお断りをするつもりもございませんので，

またご相談いただければと思います。登録の際に私どもが申し上げておりますこ

とは，登録されたからといって，市がその場へ助けに行くというようなものでは

ありません。これは不可能ですので，この点はご理解いただきたいと思います。

それからもう一つは，確かに登録については，個人情報の観点もございますので，

なかなか難しいのですが，例えば先日の震災のようなことが起きたときには，個

人情報保護には十分留意しつつも，市や関係機関の持っている情報を駆使しなが

ら対応していくという考えでございます。 
：３つめの，採用試験についてですが，鈴鹿市として今年度１名の採用というこ

とですが，何名の受験があったのかを後ほど報告いたします。それと，杉の子特

別支援学校の職場体験研修ですが，現状としましては，それが即就労というよう

には至っておりません。あくまでも様々な方に，市役所を職場実習の場に使って

いただくというご利用の仕方になっております。現時点では，そのまま市役所に

いてもらうということは考えていませんので，ご理解いただきたいと思います。

以上でございます。 

 
議 長：あと二つ項目がありまして，そちらの方も重要な事項ですので，ハートフルプ

ランの進捗状況については以上としたいと思います。 
：私の方からのお願いなのですが， 最初に事業概要資料というものをお配りされ
ました。障がい者の状況等は書いてありますが，今の自立支援法に基づくサービ



 

 

スの利用状況が添付されれば，もっと分かりやすいのではないかと思いますので，

次回からお願いしたいと思います。 

 
（２）障害福祉計画・ハートフルプランのアンケート実施内容について 
議 長：それでは，次の２番目になりますが，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：障害福祉計画について，市民あるいは障がいをお持ちの方々やその家族に，ア

ンケート調査を実施したいということに関して，スケジュールや内容についてで

す。何か，ご質問，ご意見がありましたらお願いします。 
委員Ｃ：アンケートを回収した後，どういった方が，どのように携わって分析や集計を

していくのか詳しく教えていただきたい。 
事務局：基本的には，次年度予算で，障害者福祉計画の策定委託料を盛り込んでおりま

して，アンケートの後は，コンサルも含めて事務局と，このような結果が出たの

でこのようにと，素案を作成したいと考えています。予算や時間の関係もあり，

コンサルと事務局とで行っていきたいと思っています。 
委員Ｄ：６５歳以上はないのか。人数はすごく多いと思うのだが。 
事務局：６５歳以上の仕切りを入れると，約９千人の方が障害者手帳を所持して，うち

１千人を抽出することになる。６５歳以上の意見は必要ないとは言えませんが，

若い方の意見を聞くことを主にして，介護保険もあるし，削らせていただきまし

た。 
議 長：ほかに質問のある方はみえないでしょうか。 
委員Ｂ：アンケート内容についてお聞きします。障がい者対象のアンケートですが，介

助者について尋ねている項目がありますが，介助している方から介助されている

方に対して，介助者の視点から福祉サービスについての設問というものが，あっ

たらどうなのかなと思う。今のサービスでいいのかどうかとか，必要なときに本

当に必要なサービスが受けられているのかとか。 
事務局：基本的には当事者及び家族の方への質問はありますが，介助者への質問はござ

いません。全体での校正の際に，調整ができたらと思うので，ご意見としていた

だきます。 
事務局：介護保険の関係で広域連合が今，アンケートの集約をしています。そちらも無

作為抽出の方式で送付したのですが，その中には介護をされてみえる方の現状で

困られていること等の項目があります。そのような視点でとらまえてみえるのだ

と思いますが，その理解でよろしいでしょうか。 
委員Ｂ：知的障がいがあったりすると… 
事務局：本人でなく，介護されている側の意見もアンケートに入れたらどうかというこ

とですね。 
議 長：最後に自由記載の欄がありますので，そちらへ記入していただいたらどうでし

ょうか。 



 

 

委員Ｂ：そうですね。でもそうすると，集約するのが大変ですよね。 
議 長：先ほど，６５歳以上はどうするのかという意見があり，何となく過ぎていった

感じがするのですが，２２年３月３１日現在の数値ですが，鈴鹿市の人口比率か

ら割合を出しますと，身体障害者手帳をお持ちの方が３．０８％，療育手帳が０．

５％，精神障害者保健福祉手帳が０．２９％とあります。身体障害者手帳をお持

ちの方の約６割は高齢者ですので，そこをどれくらい反映させればいいのかとい

うことが必要なのだと思います。若い方の意見を聞きたいという趣旨があって，

一方ではそんな現状があるわけなので，千人のうちの５０人とかそのような割合

があってもいいのではと少し考えましたが，いかがでしょうか。 
事務局：検討させていただきます。 
委員Ａ：障がいを持つ当事者としてですが，一般対象と障がい者対象と両方を見ますと

やはり，一般対象の方が答えやすくできている。質問項目も少なくてあっさり書

けそうな感じです。これに対して，障がい者対象の方は倍くらいのページ数があ

る。ルビを入れてあるので多くなったのかもしれないが，当てはまるものすべて

にマルを付けるとか，たくさん書かなければならず，非常に疲れると思う。アン

ケートはやはり，障がい当事者の気持ちも含めて，または，障がい当事者と一緒

に作った方がいいと思います。もう一点，一般対象の５ページの問い１８ですが，

内容的にマイナス部分が多い。例えば，「無職の人」とかですが，障がい者が無職

とは限りません。健康な人でも無職の人はいるし，「ひとり暮らし」というのもな

ぜ入れてあるのか，障がい者への偏見がここに入っていると感じる。選択するた

めのものなのであれば，いい加減な言葉は外していただいて，障がい者対象のも

のもそうなのですが，もう少し圧縮できると思います。検討をお願いしたいと思

います。最後にもう一点，障がい者対象用にはＳＰコードや，くぼみを入れて発

送するようにしてほしい。視覚障がいの方のためにお願いしたいです。点字で見

えない人に送っても，文字が読めないとか，声が聞き取れないとかありますので，

そういったことも含めて障がい者への配慮をお願いします。 
議 長：事務局いかがでしょうか。 
事務局：３点あったと思います。先ず，一般対象アンケートについては，量については，

これでもかなり減らしたつもりでおります。前回のこの会議の場で，ご意見をい

ただきたいとのことで，アンケート案をＦＡＸ等したのですが，特に回答がいた

だけなかったので，このまま進めさせていただきました。次に，一般対象の問い

１８については，基本的には一般の方から見て障がい者がどのようにあるのかを

問うものですが，マイナスイメージは確かに多いと感じます。再考させていただ

きます。ＳＰコードについては，前回も委員からご意見いただきましたので，要

検討ということで留めたいと思います。 
委員Ｅ：障がい者対象のアンケートを見ると，項目は多いけれども，やってもらったら

嬉しいと思うことがたくさんある。人件費，周りの人の理解，生活する中での衣

食住をテーマに置いたときに，本当にあればいいのはわかるが，現実問題を見て，

どこまで答えを出せるのかと思う。あればいいと思うことであれば，自分なら全

部にマルをする。 



 

 

議 長：事務局いかがでしょうか。 
事務局：確かに今おっしゃられたとおりですが，全部にマルを付けられたら，順位も付

けようがないということでございます。もう一度見直しをしまして，「あてはまる

ものすべてにマル」というところを，例えば，２つ３つ，というマルの付け方を

していただくなり，集計すればこの中での順位付けや，あるいはよくあるパター

ンでは，自分で順番を付けたらどうなのかとか，そのようなやり方もあるのかと

か，調整させていただきます。 
議 長：よろしくお願いします。他にございませんでしょうか。 
委員Ｃ：同じような質問です。私は障がい者を支援させていただく立場の者ですが，例

えば障がい者対象アンケートの問い８の２にある「支援スタッフのいるグループ

ホームなどに入れること」という項目に，結果としてマルがたくさん出てきたと

きに，現実の中で，政策に即つながるようなものであるかどうか等を慎重に判断

しないと，マルはたくさんしてもらっても計画のテーブルに乗っからなくてもい

けないと思う。何のためにアンケートをやったのかということもあります。市独

自で何かの市単独施策をすることができるのであれば，話は別だが，結果の落と

しどころをイメージしないと単なるニーズ調査に終わってしまう。ニーズがあっ

て，それがどう政策に結びつくのかを丁寧に押さえた方がいいのではないかと思

います。そんな気がします。 
事務局：二面性があると思うのですが，よく行政が行うアンケートというと，往々にし

て政策誘導型のものもございます。ただこれは，これがそのままではなくて，こ

れが次の障害者計画あるいは，障害福祉計画にどのように溶け込ますかという材

料に使うものですので，基本的にはそちらの記述といいますか，計画の中で，市

単独なのか，県や国レベルなのかによって，記述の仕方も全然変わってくると思

いますので，出た結果によって，それは如何にして反映させるかという議論は当

然必要になってくると思います。 
議 長：はい，おそらく委員が言われたのは，アンケートの結果をどう見るかというと

ころだろうと思います。この次にあります自立支援協議会とか，いろんな結果を

実際の現場の中でどう評価していくかを，その作業のところを事務局だけでなく，

あるいはこの場にメンバーを呼んでいくか等を言われたのだろうと思います。 
委員Ｃ：例えば，障害者相談センターあいがあるので，障がい者の相談にのっておられ

る方の意見等がどのように反映されているのかの背景も知りたかったのです。多

分コンサルがやっているのかなと思ったのですが，関係機関とうまく連携しなが

ら次の計画策定に関わっていけたらと思います。 
議 長：いろいろな意見を出してもらいました。スケジュールの話もあったのですが，

時間と予算という枠の中で，ここで意見が出たものを踏まえていただけたらと思

います。まだまだご意見があるかもしれませんが，事項書の３番目に進んでいき

たいと思います。 

 
（３）障害者地域自立支援協議会からの提案 
議 長：それでは，事務局から説明をお願いします。 



 

 

 
【資料に基づいて事務局と障害者地域自立支援協議会委員長から説明】 

 
議 長：ありがとうございました。自立支援協議会から非常に内容のある提案をいただ

きました。何らかの形で鈴鹿市方式と言いますか，こういったものを作っていか

なければならないと思います。先ほどありましたようにアンケート調査で現状を

把握しようという流れがあり，現実的にはすぐ対応してほしいという，切羽詰っ

た問題もあります。それらの一部も計画の中には何とか入れてほしいというよう

なことが書かれています。現に２回しかない施策推進協議会の場で，これらがす

べてきれいさっぱりに解決できました，というのはとても難しい訳です。施策推

進協議会が何らかのことを事務局に語りかけていかないと，ことが進まないとい

うことです。自立支援協議会の方々がそれぞれの部会の中で，協議してまとめて

いただきましたので，その点で議論をしていただきたいと思います。 
：現状はここに書かれているようなことだと思います。あと，資料の１でお分か

りのとおり，今，いろいろと出されたことは，すべて予算も必要ですし，事業の

創成等も必要，そのような評価をすることばかりです。どのようにしたらよいの

だろうか，あるいは，こんなやり方もあるよというご意見をいただきたいと思い

ます。 
委員Ｆ：２の「強度行動障害等の受け入れ体制の充実」の項目で，今，どれくらいの方

が強度行動障害で悩んでおられるのかということ。それと，個人的な意見ですが，

小さいときからの障がいがある子どもさんの家庭支援が必要だと思います。家庭

支援が充実していないから，こんなことになってしまっているのではないかと思

っているので，早期発見して子どもの支援もありつつ，親御さんのカウンセリン

グもありつつ，教育も変えて，子どもを見守っていくというのが，とても大事で

す。子どものうちからの支援がすごく大事で，必ずしも大きくなったら絶対にこ

うなるというものでもないと思います。だから，家庭支援というのは，できる最

低限のことだと思っています。 
議 長：１次障がい，２次障がいと，そのようなことを考えますと，やはり小さいうち

から，家族支援が必要なのではないかとご指摘がありました。それらのことにつ

いて，どなたかお答えができる方みえますか。 
事務局：今の部会は５つなのですが，この４月から発達部会ができることとなっていま

す。その中で，先ほど委員が言われたのが，途切れのない支援であり，生まれて

からずっと教育機関とかいろいろなところと連携しながら，進めていこうという

ことになっています。今日の提言の中にはそれが入っていませんけれども，これ

から対応していくことになると思います。 
委員Ａ：すごくいい評価ができると思います。アンケートのことですが，文書でのやり

とりですよね。聴き取りという意味では，机に向かってみんなで一緒に協議する

のが一番いいのではないかと思います。どう分析するのかという意見が先ほどあ

りましたが， その辺を検討していただきたいと思います。ワーキンググループが
あるのであれば，もちろん当事者と一緒に議論をするやり方が一番間違いがない



 

 

と思います。これからもぜひ，お願いしたいと思います。 
：就労部会の６ページですが，「部会優先順位」がすべて「１」となっていますが，

どれも１番にやらなければならないという意味か？みなさん本当に分かってみえ

るのか分かりませんが，ＧＨはグループホームで，ＣＨはケアホーム，ＦＳはフ

リースペースなのでしょうか。アルファベットに略すことによって，理解できて

いるのかどうか，資料を作る際に，脚注を付けるなど，今後の配慮をお願いした

いと思います。 
事務局：就労部会の優先順位の１番に関しては，部会でも順位を付けると考えていたの

ですが，すべて重要であるということで，「２」が付けられず「１」を付けたしだ

いです。略語に関しては，配慮するよう心掛けたいと思います。 
議 長：強度行動障害について，先ほど話が出ました。あと，移動手段，ピア活動を行

う場所，権利擁護についても挙げられていますので，ご意見ございませんでしょ

うか。 
委員Ｅ：重度の障がいをお持ちの方の親は，子どもの成長が生きがいだと思います。重

度障がい者はやはり就労が難しいと思うのですが，その中で社会参加，子どもは，

もう私が死んでも大丈夫というような安心をどのようなかたちで与えて，また本

人には，職業とまではいかなくても，社会で役立っているという生きがいと充実

感を，いかに実感させてあげられるかが大事になってくると思います。私は幸い，

８時から１８時までボランティア活動をさせていただいています。仕事と同じだ

けの役割を与えていただいている現状で，その中で満足しています。土日という

ボランティア活動が主流になってきているのかなと感じますが，平日の中での居

場所とか役割をもう少し何とか，予算がないのも承知しておりますが，ボランテ

ィア団体，ＮＰＯ団体に割り振っていければなと感じました。要望でも何でもな

いのですが。 
議 長：就労ということだけでなく，社会参加という広い意味で，考えた方がいいので

はないかという，ご指摘だったかと思います。他にございませんでしょうか。 
委員Ｃ：強度行動障害の方への対応ということで，意見がありました。鈴鹿市だけでな

くて，先だって三重県の自立支援協議会がありましたが，そこでも大きな課題と

して出ていました。委員が言われたように，これからどうするかという点では，

発達支援も含めて，小さい頃から要家族支援，本人支援をどうしていくかという

中で，障がいを切れめのないようにしていこうとしていくのですが，現実的には

既に，２次障がいとして強度行動障害が固定化してしまって，家族でも対応でき

ない，通所施設でも対応できない，ニーズも聞かれるということです。実際，ど

れくらいの方がみえるか分かりませんが，県だけでも何ともならない，市だけで

も何ともならない状況があろうかと思います。そこでぜひ，先ほどの鈴鹿方式で

はないですが，県と鈴鹿市が協同でどうしていくか，今ある現実の強度行動障害

の方を受け止める受け皿としての対応について，市から県側に提案していただく

というのもよいかと思います。これはグループホームの県単事業ではないですが，

必要な費用を負担しあって，受け皿を作る。いろんな地域で起こってこないと，

なかなか支えきることができないのではないかと思います。極めて難しいことだ



 

 

と思いますが，お考えいただければと思います。 
委員Ｈ：就労に関しての意見です。先日，障がい者の方に４～５日就労してもらう話が

ありました。健常者は自転車でもバスでも自分で利用できます。話をいただいた

障がい者の方には，「よろしいですよ」と一度は返事をしたのですが，不便な所に

あるものですから，やはり交通手段がなくて，こちらが送迎することもできない

ので，結局はお断りしました。そんなことを考えると，送迎とか移動の手段は，

すべての人の問題になるなと感じました。早急に改善していただけたらなと思い

ます。やりたい人があっても，交通手段がないから断らざるを得なくなってしま

います。 
議 長：障がい者は今，地域移行とか自立促進とか言われていますが，実際にそこまで

行く手段がないという現実ですし，その部分が制度上，ここにもいろいろ書いて

ありますが，一人ひとりのケースに当てはめてみると，非現実的，あるいは利用

ができないというものがあります。それらが一度にすべて解決することはないの

ですが，一つ一つそれらを積み上げていけば，少し先が見えてくることがありま

す。一つでもいいから，何らかのかたちにして作っていくことが必要だと思いま

す。自立支援協議会では，移動手段がないことを，はっきり提言していますので，

今年はこの部分について，このようにしたときちんと作っていかなければならな

いと思います。 
：今回は自立支援協議会からの提案として，施策推進協議会に出されているので

すが，時代の流れと言いますか，だんだんと地域主権ということが言われていま

して，自分たちの住んでいる地域の中で，いろいろなことを解決していこうとい

う流れになっています。障がい者については，自立支援法ができて，自立支援協

議会が法的にも整備されたのですが，自分たちのこととして考えていかないとい

けないと思います。行政が悪いのだとか，企業が悪いのだとなってしまうと，ぜ

んぜん先に進まなくなる。地域があって，圏域があって，さらに県があるのです

が，うまくつながって動いているとはまだ思いませんけれども，少なくとも地域

の自立支援協議会が活発に動いて，そこでいろいろな問題点を挙げて，知恵を出

しあって，制度にはないけれども先ずとか，こんなボランティア団体があるとか，

NPOがあるとか，ある企業の中でここの部分は受け持つことができるとか，そん
なアイデアを少しずつ見つけていくことが，鈴鹿方式につながっていくのではな

いかと思います。それがたくさん集まれば制度になるということになると思いま

すので，ぜひ今後とも活発な議論をお願いします。 

 
３ その他 
議 長：この場でぜひ何かあれば，ご意見お願いします。 
委員Ｇ：今回の地震で原発が被害を受けて，放射線を使っている所というのは，放射線

を測る機器を持っているのですか。鈴鹿市内でも測っている所はあるのですか。

年に１回とか２回とか。 
委員Ｉ：鈴鹿医療科学大学は，測定器をもっているらしくて，要請があれば貸し出すと

いうことも聞きました。 



 

 

事務局：行政としましては，一般的な大気汚染等に対する測定は従来からやっておりま

す。ただ，現在の放射能の関係については，市としてはまだ機器は無いと思いま

す。県は数値を発表しておりますので，定期的に測定しているのだと思います。 
委員Ｇ：買い物で買ってきたものを，ちょっと測定できるようなものがあればと思いま

した。素人では分かりませんので，間違って線量を発表したり，ごまかしたりが

あるかもしれません。携帯電話のように普及したらいいなと思いました。 
委員Ｊ：三重県では，大気中の放射線量というものは，四日市の桜にあります保健環境

研究所で定時に測定しており，それが発表した値になっています。 
委員Ｇ：どこに発表しているのですか。 
委員Ｊ：インターネット等でもあります。 
委員Ｇ：今後，静岡でも起きたら大変なことだと思います。三重県も影響を受けるので

はないかと。 
委員Ａ：私たち聴こえない市民には，防災無線が聴こえないです。メルマガだけではな

くて，鈴鹿市が例えば，ツイッターを立ち上げて，だれからでも情報が見れるよ

うに，新たな情報ツールができるよう秘書広報課にお願いしてください。 
委員Ｆ：防災のことを勉強しようと人を募ったときに，防災に対する意識が低くて，家

に避難したらいいやとか言う方がいたのですが，今回の震災を見ていても，家で

到底避難できる状態ではなくて，ましてや障がいを持っている子どもを抱えて，

避難することは容易でなくて，避難所となる広い体育館でも子どもが居られない

です。多分，走り回ったりとかして。鈴鹿市としてどのように，防災に対する障

がい者の意識を高めるための勉強会か何かをしていかなければならないかと思い

ます。 
事務局：先ほどの防災関係のご意見ですが，今回の震災で市民の意識はかなり高まって

いるように感じます。社会福祉協議会では１１月に，ボランティアの方，障がい

当事者の方，行政関係者が集まった中で，今までの行政がやってこなかったよう

な防災訓練を開催しました。今から行うと，もっと参加者があるかもしれないと

感じますし，２百数十名の参加者があり，いろいろな立場で参加いただき，非常

に良かったなと思っています。実際にあのような事態が起こったときに，鈴鹿市

としてどのような対応ができるのかは，大きな課題だと思います。 
委員Ｇ：震災を聞いたときに，課長が助けに来てくれるのかとすぐに浮かんだ。私たち

は何らかの支援が必要です。 
議 長：ありがとうございました。時間になりましたので，これで終わりたいと思いま

す。まだまだ課題もたくさんありますし，今回の震災を考えるならば，日頃から

顔が見える関係を作っておくことが大切だと思います。そういう意味では，今後

も皆様から，いろいろな方面からのご協力をお願いしたいと思います。ありがと

うございました。 
事務局：次回は，９月を目標に開催したいと思います。長時間の意見交換ありがとうご

ざいました。これをもちまして，終了いたします。 


