
平成２３年度 第１回鈴鹿市障害者施策推進協議会 議事概要 

 
日  時  平成２３年１０月２４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，山田，中澤，塚本，瀬口，村治，木村，石田，釆睪， 

亀田，樋口，花井，小林，辻，竹田，南川，北川 
（以上１７人，敬称略・名簿記載順） 

欠席委員  近藤，山本（以上２人，敬称略・名簿記載順） 
事 務 局  永戸，坂，澤，小林，川岸 

 
● 議事概要 

 
（司会進行：事務局） 

開会宣言（１３時） 

 
１ あいさつ 
・鈴鹿市社会福祉事務所長のあいさつ 

 
議事内容に入る前に，本協議会運営に関する事項の確認として，本協議会のオープ 
ン性，議事録の原則公開性を伝え，傍聴要領の説明を行う。（本日の傍聴者は 0人） 

 
・新委員の紹介に併せた，出席者の自己紹介（各自一言ずつ） 

 
 議事の進行について，本協議会の会長である，鈴鹿医療科学大学の貴島教授に議長 
の任を依頼，了承。 

 
（議長） 

挨拶にあわせて，議事の進行に入る。 
事項書２の（１）第２期鈴鹿市障害者計画及び第３期鈴鹿市障害福祉計画の素案に 
ついて，事務局より説明願う旨。 

 
【資料に基づいて事務局から説明】 

 
（事務局） 
   現段階で，具体的な国，県の動きが明確ではないが，年度末の計画書の策定に向け， 
  今回，全体構成やその内容の確認のため，意見，諮問をいただくものである。 
   事務局側も悩み，考えたうえでの素案としているが，今回の策定にあたっては， 
  大きく２つの課題を抽出しての記述としている。 
   １点目は，第１期計画の策定時の目的の柱に，「共生社会の実現」がうたわれたが， 
  その遂行に向けて，誰に向けて発信するのか，誰に成果物となる計画書を見てもらう 
べきか，また障がいのある人に偏りがちな記載になりがちではないのかなど，今回の 



素案では，視点からのアプローチの必要性も念頭に記述している。             

いわゆる，障がい者の視点，障がいのない人の視点，障がい者に仕組みを理解して 
  いただく視点である。 
  例えば，健常者にとって「我，感せず」ではなく，家族等が障がいや難病を発症し 
 た際にはじめてその苦労やサービス内容を知っていただく機会とする。また，障がい 
者にとっては，手当やサービスが決して青天井に支出されるものではないということ 
を認識していただく必要性。双方に理解される視点が必要と考えるものである。 
  ２点目は，予算面からの言及すべき点をふれています。 
  現在，国のみならず，当市においても，税収で賄い切れない歳入，歳出の状況とな 
 っている。端的にいえば，税収等の歳入に対して，歳出が多い状況のため，財源不足 
を補うため，財政調整基金等を取り崩している状況かつ本基金等は数年で底をつく現 
状。そうなると，予算が組めない状況となり，純粋な市単独事業は聖域なく見直しを 
図られることとなる。（生命，生存権にかかる国補助事業には追随することは当然） 
  当市においても，すべきであるとされていない市単独事業はいくつか存在する。 
  これが，削減，廃止となった場合，そもそも，これらの事業の原資（納税者による 
税）が何であるかの手当，サービスの仕組みを理解していただくことも必要かと考え

られる。 
  また，関連して，定期監査において，各種団体への補助金支出が全庁的に指摘され 
 ている。団体等の予算決算で繰越金が発生している場合，自立という意味からも削減 
等予測される。 
  以上，耳に響きのよい言葉や表現の羅列だけでなく，言葉のみ先行しがちな「共生」， 
「自立」へのつなげ方を今回できないものかと考える次第である。 
  よって，粗い素案ながらも，これまでのようなプラス面ばかりでなく，マイナス面 
 も引き合いにだすことで，双方ともが向き合うことを想定したい。 
  最後に，今回の３部構成について，全体構成を思慮しながら，第１部の総論では， 
「共生社会の実現」に向けて先ず認識を深めること，第２部の障害者計画では，「社会 
のソフト，ハードのバリアフリー化」，第３部の障害福祉計画で「利用者本位の支援」 
となるサービス内容を掲げている。 
  あくまで，粗い素案として，ご意見，諮問を願う旨説明。 

  
（議長） 

事前に各委員，ご覧いただいているが，資料に関する説明がありました。 
１～３部の構成であったり，その中に網羅する理念の部分であったり，そのような

説明がありました。ただ，現段階では具体的なところについては詰め切れていない部

分があり，その辺りの意見を出したり，議論をしていきたいと思います。限られた時

間ですので，活発な意見をお願いします。 

 
（Ｎ委員） 
   １部の中で，５ページの（１）の６行目です。「平成２１年」とありますが，「平成

２２年」の間違いではないでしょうか？次に，９行目，「平成２２年」とありますが，

「平成２３年」の間違いではないでしょうか？ 



 
（事務局） 
   ありがとうございます。流れ的に行けば，ご指摘のとおりだと思いますが，再度確

認させていただきます。 

 
（議長） 
   ほかに，ございませんでしょうか？ 

今回の計画書づくりの課題として，２つの視点がありました。 
１つめは，障がい者だけでなく，健常者等の広い視点。２つめは，税収等予算の関 

係が挙げられました。内容の確認と説明を聞く限り，どれも事実としてとらえられま 
すが，２つほど意見と質問をさせていただきます。 
 障がい者にとってプラスの面とマイナスの面の表記と説明がありましたが，再度， 
事務局の説明をお願いできますか？ 

 
（事務局） 
   さきほど，議長からも事実と感想いただきましたが，マイナス面というのは，サー 
ビス，手当等の仕組み，いわゆる原資が納税者の負担により賄われているということ 
です。窓口業務においても，事実そのあたりの認識不足の感は否めない実態があるこ 
と，また，国の補助事業は必須となりますが，必須でない市の単独事業（国等に実施 
すべきとされていない事業）がストップ，カットされた場合の危惧があります。 

 
（議長） 
   事実は事実としてとらえながらも，予算面におけるカットですが，市単独事業が予

算不足からカットという形は短絡的な言い方になりますので，事業の評価をしたこと

に対する見直しやその効果性などを総合的に，政策的要素からの判断が必要だと思い

ます。揚げ足を取られることも考えられますから留意願います。 
   委員各位，質問はございますか？ 
 
   今，障がい関係の計画は非常に立てにくい状況にあると思います。平成２５年度に

総合福祉法に移行すると言われているのですが，障がいに対する捉え方そのものから

変わっていくという部分がありまして，障がいに対する基本的な理解の変化も生まれ

ていますので，実際にそれが法律になっていくのか，なった時にどのような変化が起

こってくるのか，測りづらいところがあります。そのような中で計画を作っていかな

ければならないジレンマを抱えた会議となっています。 
今からいろんなことが盛り込まれる部分もありますので，是非，忌憚のない意見を 

出していただければと思います。 

 
（事務局） 
   第１部の１０ページに計画期間が載っています。平成２５年８月（仮称 障害者総

合福祉法施行時期）を待って見直すことになると思います。今年度中に一旦計画を仕

上げますが，障害者計画，障害福祉計画ともども見直す時期がくると思いますので，



ご理解ください。 

 
（Ｔ委員） 
   「はじめに」の３ページの最後の行からです。自立という言葉について，こんな体

験談をいただいたことが書かれています。カギ括弧を付けて，ここに書かれている意

味もよく分かるのですが，いろんなかたちの自立を考えながら，子どもたちを学校で

支援しているので，この文章だけが独り歩きしてしまうところが気になります。もち

ろん，これだけが自立のかたちでない，だからカギ括弧付きにしてもらっていると思

うのですが，学校関係者としては，これだけに限定されると気掛かりです。 
 
（事務局） 

先生が言われたとおり，自立の意味合いとしてはこれだけではなく，段階の最後と

して取られがちなところがあります。前後の脈々も考えながら，これだけの意味では

ないよという表現の仕方も考えさせていただきたいと思います。 

 
（Ｔ委員） 

教育現場において，自立の意味が，最終の到達すべき段階の自立と受け止められて

しまうと，いろんな子どもさんと活動している立場としては苦しいと言いますか，も

っといろんな自立があり，いろんな社会の参加の仕方があると考えると，この部分を

もう少し考えていただけたらと思います。 

 
（議長） 
   ありがとうございました。まぁ，これだけ行数が要るか，スペースを割く必要があ

るのかといった感じでもあります。 
章の流れからいくと，手帳とか，そんなのによるのではなくて，機能に着目して，

機能ができないのであれば，支援が必要なのではないかという考え方ですので，そう

なると今よりももっと，多様な支援が必要になってくるでしょうし，数も増えるかも

しれません。その辺りをどう受け止めていけばよいのかだと思います。自立を目指す

ことになる訳ですけれども，自立のあり方というのは，本当は議論しなければいけな

いとこではないかと思います。 

 
（事務局） 

自立という言葉の多段階プロセスが抜けていたかもしれません。議論をお聞きして

いますと，納得感もございますので，表現的なものも含めて考えさせていただきます。 

 
（議長） 

私も『はじめに』を一読して，最後に平成２４年３月とあるので，これは誰が書い

た文章にするのかとも思いました。文責はどこにあるのかと思ったので，計画全体を

反映するところとなりますので，意見の集約とかとしていかないと，今後文章の調整

は必要だと思います。 
  さて，先ほど，１部から３部の構成のことでお話がありましたので，もう少し詳し



く説明いただけないでしょうか。 

 
（事務局） 
  具体的な作業については，コンサルタントに委託をさせていただきながら，事前ア

ンケートの生声であるとか，データを活用しながら我々が多分知らないことや他の人

も知らないことの観点から，反映，まとめをいただいております。本日お越しいただ

いた日本出版の小林様から，具体的な説明をしていただきたいと思います。 

 
（日本出版からの説明） 

 
（コンサルタント・日本出版の説明） 
   第１章から第３章までの内容説明（２０分間） 

    
（議長） 

今の説明のところで，皆さんご意見ありませんでしょうか。 
 
（Ｋ委員） 

第２部２０ページの「移動支援の充実」です。「現状・課題」の５つめですが，現状

的には１６ページにも書かれているように，「放課後や長期休暇中に利用できるサー

ビスがない」という回答が全体の３１％を占めているということですし，長期休暇中

に子どものニーズというか，例えば，子どもがプールに入りたいと言っても，鈴鹿市

ではプールにヘルパーを付けられませんとか，子どものニーズがあるにもかかわらず，

できない状況です。子どもができる度合い度が低くなってしまっている現状がありま

す。あと，移動するために，鈴鹿市は西の方に長い地形ですので，公共交通機関を使

わなければいけないということで，例えば，移動のためにかなりの時間を費やして，

ヘルパーさんと共に市の中心部に出てきても，活動する場所がないとか，時間が限ら

れているとか，そういうことで，内容がお粗末になってしまうような現状があるよう

な気がします。やはり少し矛盾していますし，第１部の総論の中の５ページの四角の

なかにある「１」の「（２）」に「障害の定義の見直し，合理的配慮」と出てきていま

すが，その子ども一人ひとりによって，合理的配慮は必要ですので，その辺りを例え

ば鈴鹿市独自でちょっと考えていただくということができたらいいのかなと思いま

す。 

 
（議長） 
  ありがとうございました。今のご意見に事務局の方から何かありますか。 

 
（事務局） 
先ほどのご意見については，この協議会でなく，自立支援協議会で移動サービスが

少ないという問題点や日中一時の，特に夏休みの預かり場がないという点が問題とし

て挙がっています。解決に向けたワーキングを設置して協議をしています。移送につ

いては，希望者との調整等問題点があり，なかなか結論が見えてこない状況です。 



もう一つ，日中一時については，別に自立支援協議会の知的部会，身体部会，合同

部会の議論の中で，学校を使って何かできないだろうかと，いい方向に向かっていく

ように協議を開始しております。 
 ただ，大丈夫ですよという回答には，至っていない状態です。 

 
（Ｋ委員） 
子どもがある一定の場所に行く。例えば，一ノ宮の人権センターがあるのはとても

ありがたいのですが，子ども一人のニーズというものがあって，そこに行けないとい

うか，そこは異なる。自分は別な活動がしたいという場合の支援の広がりがないとい

うところです。本当に移動支援ですよね，例えば電車を使ってどこかへ行って好きな

活動をして帰ってくるとか，趣味の充実とかも，これは子どもだけでなくて，これか

ら大人になって就労して，余暇活動につなげていけることです。これを子どもの頃か

ら支援していくことも大切だと思います。その「充実」が大事かと思います。 

 
（事務局） 
それは我々も理解していますが，難しい問題もありますので，相談しながら少しで

もいい方向へ進めていきたいと思います。 

 
（Ｓ委員） 
  同じようなことですが，すごく上手にサービスを利用している人がいる一方で，サ

ービス自体を知らない人や，先ほど言われたように，子どもの実情と合わなくて，上

手くサービスを使えない人の差がきっとあると思います。その辺りを含めてお願いし

たいのと，第２期計画の方はいわゆる長い目で見た基本の計画ですよね。この第３部

で挙がっている第３期計画というのが，当面鈴鹿市として目標として挙げたものです

ね。第３部の１１ページにある第３章の「行動援護」ですが，お聞きしたいのは，「行

動援護」をしていく事業所は鈴鹿にはないですよね。今利用されている方は，四日市

とか津の事業所に通われていて，交通費が利用者側の負担で，金銭的にも大変な面が

あります。この１１ページに挙げてあるのであれば，市内でも使える事業所さんを是

非ともお願いしたいです。それと，第３部の１５ページにある「居住系サービス」に

関して，先ほどもいろいろな話の中で，障がい者自身が高齢化ということもあります

し，親ももう一つ高齢化になる訳ですよね。そうすると，障がい者だけのケアホーム

とか，グループホームとかに入所ということでなく，障がい者と高齢者が一緒に過ご

せるような居住系のサービスを何かしら考えていただけるようなものがあれば，親子

で安心して，先を見通せることにもつながっていくと思います。 
１５ページには挙がっていませんが，第２期障害者計画でも，障がい者と高齢者が 
共に連携をとって，できるような，終の棲家になると言いますか，そんなことを挙げ 
ていただけると，と思います。私たち，「親の会」もかなり高齢化しています。親御さ 
んも子どもを看れるかどうか分からないという状況になってきていますので，「障がい 
者と高齢者が共に」という視点を計画に入れていただけると，すごくいいと思います。 
あと，今グループホーム・ケアホームが実際にどれくらい市内にあるのでしょうか。 

 



（事務局） 
詳細資料はありませんが，県費による補助の関係もあり，９つと記憶しています。 

 
（Ｓ委員） 
実際にあるグループホーム・ケアホームは，週末は家に帰れる方は帰って過ごすの

ですか。帰れる方はいいけれど，帰れない方は，病気になったから連れていってくれ

という話も聞くので，医療との連携をきちんととってもらいたいです。 
高齢者の施設と違って，障がい者の施設にはそのような決まりがないのですかね。

看護師が常駐するとかがないですよね。だから，何かがあった時に，医療とすぐに連

携できるようなことを考えてもらっていかないと，障がい者が地域で暮らすことに，

障がい者施設がすごく活用されていく訳ですから。 

 
（議長） 
ありがとうございました。何もかも，障がいのサービスに入れ込むことは難しいで

しょうから，高齢のサービスであったり，医療との連携であったり，地域という枠組

みの中で，どう使いやすく棲み分けをしつつも，どう影響していくかが問われている

のだと思います。その辺りのこの計画の中にどの程度書いてあるのか，点検していく

必要があると思います。 
先ほどの冒頭の話の中で，市単独事業について，いろいろと問い合わせがあった時

に困るよとか，市民にも理解してほしいとかを言われた訳ですが，これだけサービス

を述べてあって，じゃあ，どれが市単独の事業なのかが分からないですね。これがそ

うですと明記すべきではないかなとも思いますが，その辺りをどうするのか。 
それから第２部のところで，いろいろなところで「現状と課題」が同列にしてある

のですが，それでいいのかと思ったりします。「現状＝課題」なのか，「現状」をお知

らせすることと，その中から「課題」として今挙げてあるのはどれなのかを，明記す

る必要を感じます。 
それから，少し気になるのが，「公助」「自助」「共助」の順番をどうするのか。「自

助」「共助」がきて「公助」がくるのか，２つでいいのか，「公助」が先にくるべきな

のか，果たしてどれくらいの議論がされたのか。それから今度の法改正にある同行援

護等が第３部の中に取り上げられていないようなので，入れるべきなのか議論した方

がいいと思います。もう一点，第２部の１４ページの「３ 保育・教員の推進」のと

ころで，「（１）就学前教育・保育の推進」とありますが，できれば保育・教育の順番

にしてもらえればと思います。 
ほかに，みなさんからございますか。 

 
（Ｎ委員） 

第２部６ページの②に，「鈴鹿市障がい者ふれあい運動会」があります。昨日，開催

されて，聴覚障害者福祉協会も参加しました。関係者の皆さんお疲れさまでした。 
その中で，気が付いたのですが，開会式が暗かったと感じました。手話を言語とす

る者にとっては，もう少し明るくしていただけたらと思います。また，音響がブツ切

りだったそうですが，視覚障がいの方には，聴き取りにくかったと思いますので，事



前に音響の確認をお願いします。それから「情報提供の充実」とありますが，ふれあ

い広場のように，広報へのチラシ折り込みをしてほしいです。協会会員だけでなく，

会員以外のたくさんの方が参加できるようにと思います。 
次に，第２部２７ページに「コミュニケーション支援事業」で，手話通訳者養成と

ありますが，よく分からないです。 
次に，第２部３０ページの一番下の「情報のバリアフリー」について，私たち聴覚

障がい者にとっては何ですか？ 視覚のみが書いてあるようですが。 
最後に，第３部２０ページの中ほどに「人口咽頭」とありますが，「人工」の誤りで

はないでしょうか。よろしくお願いいたします。 
 
（議長） 
ありがとうございました。今のご指摘等について，事務局から何かありますか。 

 
（事務局） 
昨日の運動会についてのお話は，主催者の方もみえますので，また後で回答させて

いただきます。また，他にもたくさんご指摘がありましたが，詳しい説明を入れたり，

訂正をしたりするということでよろしかったでしょうか。 

 
（議長） 
聴覚障がい者の養成事業についてはどうですか。第２部の２７ページです。 

 
（事務局） 
三重県の登録通訳者に対する研修等についてですので，もう少しあるということで

したら，相談のうえ，掲載させていただきます。 

 
（議長） 
情報公開と言いますか，いろいろな市のホームページを見ていますと，障害サービ

スにどのようにアクセスしていくかと言いますか，先ほど細かなケースがありました

けれども，こんな条件の場合はできないとか，こういう移動については認めていない

とか，そういったところまで含めたアクセスの仕方について，情報を公開していると

ころもあれば，それがないところもあります。電話で問い合わせをすれば，それでい

いのかもしれませんが，インターネットが普及している時代ですので，ネットの中で

公開していただければ，電話を掛けたり，市役所に出向く前に，自分なりにチェック

をして，さらに進めた問い合わせができるのではないかと思います。制度の紹介はあ

っても，そこまで突っ込んだ紹介はなかったと思いますので，出していただいてもと

思います。 

 
（事務局） 
実際には，制度の紹介に留めています。踏み込んだ紹介ができればいいのかもしれ

ませんが，個々に応じて，相談に応じさせてもらう現状であります。 

 



（議長） 
その辺りの議論もお願いします。ほかに，ありますでしょうか。 

 
（Ｋ委員） 
第３部２０ページの「（３）日常生活用具給付事業」で給付種目の中にトーキングエ

イドという種目があるのですが，自閉症は身体障がいでないことから，以前から認め

られていないことで，躊躇してしまいます。箸ぞうくんという改良箸も何度も購入し

ています。この子にあった用具なのですが，発達障害の子どもたちのコミュニケーシ

ョン支援の用具の給付事業に対して，鈴鹿市としてはどう考えていますか。 
 

（事務局） 
ご存知のように，国が定めた要件等を根拠にするほかないのが，基礎自治体の立場

であります。他の方も同じような意見をお持ちだと思いますが，その声が国に届くと

か，そんな中からフィードバックがかかって，市が初めて動き出せるという現実があ

ります。それ以上に，一歩進んで，鈴鹿市独自のというご意見だと思いますが，なか

なか難しいです。ただ，そのような生の声は，聞かなければ分からないこともありま

すので，我々も他の市町は動向等を，つかんでおきたいと思いますが，現実的には前

段にお話したような回答で，給付できないとなります。 

 
（Ｔ委員） 
全然異なった話になりますが，第２部１６ページの「（２）学校教育基盤の整備」に

ある「現状・課題」ですが，自分としては，つながりが分かりにくいと感じます。前

半部分は学ぶことの本人や保護者の方の意識が十分に尊重されて，これから国の制度

改革ではインクルーシブ教育に向かうとなっていると思うのですが，本人や保護者の

意思が十分に尊重されて，同じ場で学ぶということの部分であるのか？ 
後半部分の「障がいの程度や種類などに応じて」というところの表現には個人的に

は引っ掛かるところがあるのですが，その子ども，その子どもに最も適切な適確な支

援が行われる。同時にこの二つのことが保障されなければいけないということを言っ

ていただいてあるのかなと，とらえています。ただ，この文章自身の「障がいの程度

や種類などに応じて」といったところで表現に引っ掛かりがあるのと，前後のつなが

りが，もうひとつ分かりにくいのかなと思います。それに，学校教育基盤の整備の部

分では，個々に応じた適切な適確な支援を十分に専門的な知識を持って，やっていか

なければいけないと丁寧に言っていただいているのだなと，とらえています。国全体

の方向がインクルーシブ教育となっていくと，共に生きるとか，「本人の主体性や自主

性を尊重した」その教育をという辺りで表現されていると思うのですが，もう少し踏

み込んで書いていただけるといいのかなと思います。それが，「現状・課題」のところ

で書くのがふさわしいかどうかわかりませんが，出ている大きな方向性なので，その

辺りのとらえ方があるといいと思います。 

 
（議長） 
ありがとうございました。まだまだ言い足りないこともたくさんあると思いますが，



発言されていない方，ご意見がある方は別途事務局にご連絡ください。 
さて，今後のスケジュールとして，事務局いかがでしょうか。計画につきまして，

もう一度，年度末にというお話もありましたが。 
 
（事務局） 
   事項書の「その他の項」でふれさせていただく予定でしたが，この場でご案内いた 
します。 

   予定といたしまして，計画書の成果物を３月末に刊行するうえで，広く市民のパブ 
リックコメントを３０日間実施いたします。２月上旬にはこのパブコメを開始いたし 
たく，それらの意見を反映したものを委員各位に郵送させていただき，更に意見反映 
のうえ仕上げる予定です。 
 本協議会は，年度２回と設定されているなか，次回開催は，２月頃と考えておりま 
す。 

   また，第３部となります障害福祉計画については，専門的なところもございますの 
で，自立支援協議会で，１１月と１月に２回開催する予定です。今回目標数値を付け 
たのも，第２回の自立支援協議会で協議しまして，目標数値を設定しておりますので， 
この第３部については，自立支援協議会で協議した成果品を２月に提示したいと考え 
ております。 

 
（議長） 
   国の動向にもよりますが，次回開催（２月）前にも，郵送やメールで意見が事前に 
反映できればよいかと考えます。 
それでは，事務局に進行を返させていただきます。 

 
（司会） 

貴島議長，円滑な議事進行をありがとうございました。委員各位におかれては，ご 
意見等あらためてご連絡ください。今回はまだまだ粗い素案ですが，本日の意見も反 
映させながら，ブラッシュアップされた計画書案を提示したいと考えています。 
長時間にわたるご意見，諮問ありがとうございました。 
これをもちまして，平成２３年度第１回協議会を終了いたします。 

 
 

 


