
 

 

平成２３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２４年２月１日（水）１３時～１５時 
場  所  鈴鹿市役所 本館１２階 １２０５会議室 
出席委員  貴島，山田，中澤，塚本，瀬口，木村，石田，釆睪，亀田， 

樋口，花井，小林，辻，竹田，南川，北川，近藤，山本 
（以上１８人，敬称略・名簿記載順） 

欠席委員  村治（以上１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（シエルびなの製品紹介） 

 
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，配布資料，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） 
 
・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）計画書（案）のタイトルについて，事務局より説明願う旨。 

 
（事務局） 

計画書素案の具体的な諮問前ですが，大元となる「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」のタイトルがどのように市民に理解されるかということ 

を考えさせていただき，また「障害者計画」と「障害計画」の相違の受け方も含めて，

提案いたしますのは「ハートフルプラン」を考えている旨。もうひとつ考えられるの

はオーソドックスの「障害者計画」であるが，これだと障がいのない人が「関係がな

い」と認識されてしまう懸念がある旨。 

「ハートフルプラン」で如何なものか，諮問願う旨説明。 
  



 

 

（議長） 
各委員，如何なものか，意見をお願いします。 

 
（Ｔ委員） 
   「ハートフルプラン」での表記がよろしいかと思います。 

 
（議長） 

「ハートフルプラン」の名称でいいのではないかという意見が出ましたが，他の皆

様はいかがでしょうか。これまでも，この名称で進んできましたので，引き続き「ハ

ートフルプラン」でよろしいでしょうか。 

 
（一同承認） 

 
つづきまして，事項書の２つめの「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（素案）について」，事務局から説明願います。 

 
（事務局） 
   さきほど，審議いただいた結果を受け，「ハートフルプラン」の素案とさせていただ 
きますが，昨年暮れから年明け中旬にかけて各委員のご意見や国の最新制度を反映し 

たものを赤黒対照している旨。 
 本冊の説明前に，今回の計画策定の着眼点をあらためて，カラー刷りのパワーポイ 

ント，「資料 1」を参照に説明する旨。 

 その前に，お手元の話題提供記事として，毎日新聞の記事をご覧いただく。 

   対談の形式で記載されているなか，前段に障がい者制度改革推進会議における， 

新法制定の基礎となる骨格提言を確認させていただきます。 

   細かな区分はあるものの，内容としては， 

  １.難病や慢性疾患のある人も含めた支援の必要性 

  ２.障害者手帳の有無にかかわらず支援の申請を可能とする障害程度区分の廃止 

（機能障がい等の医学モデル→社会環境適応上の社会モデル） 

３.利用者負担は原則無償とすべき 

４.障害福祉関連予算規模として，ＯＥＣＤ加盟国平均並み水準とする。 

日本は，ＯＥＣＤ加盟国 １８位/３２国（データ提出国数）も，水準に合わせると 

現在の２倍の２兆２０００億円が必要といわれている。 

対談内容を要約すると，野沢氏（障がい者制度改革推進会議委員，毎日新聞論説委員，

記者とする）と東氏（内閣府障がい者制度改革推進会議室長，車いすの弁護士）のや

りとりは次のとおりである旨を口述する。以降，やりとりポイントの照会。 

 

野沢（記者） 骨格提言の内容理想的だが本当にできるのか？ 

東   地域の社会資源は伸びないし，財政力の弱い自治体はちゃんとやろうとし 

   ない。方向性を見据えた予算配分と財源問題の見通しをつける必要がある。 



 

 

       ～この部分については，のちに詳細説明をいたします。～（事務局） 

野沢  やはり，財政負担は大きく膨らみそうですね。 

東   決して青天井ではない。 

野沢  実際にサービスを利用すると，ニーズはどんどん変化していく。標準をつ 

   くっても利用者のニーズは良いサービスであるほど予想を超えて増えていく。 

東   国はこれまでの施策を反省したうえで，インクルーシブな社会をどう作る 

   かの視点から必要な予算や財源の新たな枠組みを示さなければならない。 

野沢  骨格提言のとおりにすれば，少なくとも現在の２倍，３倍の予算が必要に 

   なるといわれているが。 

東   ＯＥＣＤの水準からみればそうなる。しかし，即座に予算を増やせといっ 

   ていない。財政の現状認識はある。 

野沢  年金も医療も制度内で削減できるものを提示しなければ予算増は認められ 

   ないが，障害者の骨格提言にそのような発想はないのか？ 

東   事業者の努力や関係者の連携の在り方など検討すべき事項はあるかもしれ 

   ないが，障害福祉サービス分野の予算規模や働く人の賃金実態からみて制度 

内削減を検討するような余裕はない。骨格提言も最初から全般的にやれとま 

でいっていない。 

野沢  障害者に予算を回すと社会は良くなりますか？ 

東   自立して働くなどの社会貢献できる。そもそも福祉予算の多くは人件費で 

   ある。 

      ～確かに福祉や介護事業者の人件費は我々公務員同様の税金ですが，この人 

たちがいないと最も困るのが障害者だと思われるが・・・～（事務局） 

   そして，「最後に一言」としてまとめられているのが，予算も前年度比で毎年１０％ 

伸びてきた。新法となる総合福祉法は理想的である。だが，財源確保を含め実現には 

いくつものハードルがある。国民の理解を得られますか？ということ。 

相手の悪い点を批判するだけでは何も進まない。自分たちも考えられること，相手 

に考えてもらうことを学び，克服することが問われているのではとまとめられている。 

  

 そこで，追加資料のＡ４カラー１枚紙をご覧いただきたい。 

 本ハートフルプランの策定（共生社会・地域移行）の視点として，「障がいのある人 

に向けた視点」，「障がいのない人に向けた視点」，「社会全体俯瞰の視点」から理解度， 

認知度の向上を検討する旨。プランの実態検証としては，「障がい者のサービス利用向 

上（利用人数，利用率）」で指標化，「障がいのない人が障がい者等イベントへのボラ 

ンティア活動参加従事率」で指標化，「障がい者雇用率」での指標化。その結果として 

目的とす共生社会，地域移行の実現を「地域活動，スポーツ活動が活発に行われると 

感じる住民の割合」や「就労の場で雇用があると感じる住民の割合」をアンケートを 

通じて比較検証が可能となる旨。 

 具体的な策定の説明として，「資料１のカラー刷りパワーポイント」を確認。 

当市において，一般市民を巻き込んでいる表現はさておき，福祉における負担のバ 
ランスを行政として，市民から税を預かっている受託責任とそれを伝える説明責任が 



 

 

あることから，委員各位も今の状態をうすうす気づいていると思われるが，髙福祉政 
策といえる実態を説明する旨。 
 「資料１」について，各ページの確認，説明を順次行う。 
３ページ，鈴鹿市における障害者計画の趣旨と目的として，「共生社会の実現」，「社 

  会のバリアフリー化」，「利用者本位の支援」の３つを掲げているなか，「共生社会の実 
現」には，障がいのある人とない人が，それぞれ気付き，共感する「価値観の共有」 
の必要性を説明。それにあたっての考察としてデータを活用。 

 
 ４ページ，２０歳以上の一般調査アンケートより，①障害福祉について，「関心があ 
る」割合が６６％（身の回りの障がい者の存在，テレビ等での見聞き）に対して，「関 
心がない，わからない」とする割合が３４％。②市の障がい者施策について，「不満で 
あると思う」割合が１６％，「ほぼ満足であると思う」割合が２０％，「わからないと 
する」が６４％。③ボランティア活動について，「参加したい（知り合いと一緒を含む）」 
が３７％，「参加したくない」が２８％，「わからない」が３５％で，わからないは結 
果参加しないこととと同じですから，約６３％が参加しないと考えられます。 
④一般調査のその他書き込み意見，多分本音の部分でしょうが，「障がいに対して理解 
してもらえる取組み」や「生活を楽しく送れる施策展開」，「健常者と交流できる機会 
の創出」などがあげられていました。また，「鈴鹿市の福祉・医療・介護は他市と比べ 
遅れている」の意見もありましたが，のちほど予算額データで説明させていただく旨。 
ほかに，「障がい者だけでなく，介護者の待遇改善」や「鈴鹿市の予算も厳しくなるな 
かでの適正な執行」があげられていました。このあたりものちほどご覧いただきます。 
 次に，８ページになりますが，７０歳未満の障害者手帳所持者のアンケート結果で 
す。①障がい者施策の満足度について，「不満である」との割合が２２％，「満足であ 
る」が２１％，「満足でも不満でもない」が２４％と拮抗していますが，当市が考えさ 
せられるのが，「わからない」とする割合が３３％あることから，周知不足を感じてい 
る旨。 
 ９ページの②障がい福祉サービスの利用について，「使っている」割合が３５％，「使 
っていない」割合が５５％，「わからない」が１０％ということは，この６５％への周 
知も必要ではと感じている旨。③使っていない理由について，「利用しなくても支障が 
ない」割合が４９％と半数を占め，「利用方法がわからない」２２％，「利用したくな 
い」７％への制度周知を考えている旨。④その他の書き込み意見（本音の部分と推察） 
としては，「手当や年金を増やしてほしい」，「働く環境整備と賃金アップ」，「病院や福 
祉施設への送迎」，「駅へのエレベータ設置」，「福祉・教育・子育てが安心して行える 
街づくり」，「いろんな所での割引サービス」といったお金にまつわる意見が多かった 
旨。このあたりのことも，あとで予算データで説明する旨。 
 次に，１１ページの４.窓口等サービスの現状ですが，よく聞く窓口対応について， 
「隣の人の話が全て聞こえプライバシーが・・・」，「経験を積んでいる人の配置」，「不 
親切。聞きたいことへの明確な解でない」，「対応に親身さが足りない。障がい者のこ 
とをわかっていない」があげられますが，逆によくある相談や意見を当市より述べさ 
せていただく旨。事例として，「Ａさん家は，うちより軽度なのにうちが○○を受給（認 



 

 

定）されないのはおかしい」，おかしいかどうかは，職員が判断するものでなく，専門 
家である医者が判断しているところ。その意見と法の運用で事務処理している旨。 
「手帳を取得しているが等級が低級のため，サービス受給に制約があり生活できない」， 
には，法の運用により事務処理する以外ない旨。 
 次に，５.財政面からの理解増進の確認データですが，市の一般会計予算（単年度約 
５８０億円）に占める社会保障費の割合です。縦軸は各費目を並べている。就労等も 
関連する商工労働費は約２９億円で前年比△６.５％，先ほど教育の充実の意見があり 
ましたが，教育費約４６億円で前年比△６％，さきほど駅へのエレベータ設置やバリ 
アフリーでよく聞く道路等の段差解消にかかわる土木費は，約６６億円で前年比 
△１０％，全ての予算費目を減額にしながら民生費，いわゆる社会保障費に回してい 
る現状である。その額は２２３億円と全体の５８０億円の約３８％を占めています。 
自然増もあり，年々その額は８～９％増加している。 
実感していただくうえで，民生費の中身を分解しますと，一番多いのは「子ども手当 
て」が約５３億円，次に「私立保育所運営負担金」約２８億円，次に皆さんが関連す 
る「障害福祉関連予算」約２５億円が占めている。次に生活扶助費，いわゆる生活保 
護費が約２３億円と続きますが，生活保護費の方がウエイトが低いとは少し驚いた所 
である。 
 歳出に対する予算として，市税（住民税や固定資産税等）があげられるが，これが 
行政として，納税者から預かっている，受託責任の費用である。概ね横ばいの額で約 
２７５億円となります。歳出額の約５８０億円に対し，２７５億円ですが，ほかに国 
から入る地方交付税約２８億円，国や県からの事業補助金約１３０億円，市の借金約 
５６億円，これだけでは不足ですので，財政調整基金を取り崩して予算を組み立てて 
いる。 
 財政調整基金はバブルが弾ける前まで法人税等を積み立てていたものであるが，こ 
れも平成２５年度くらいに底を突くことになる。家庭でいうところの貯金がなくなる 
状態である。大体２０億円ほど見込めなくなるが予測されている。ということは市独 
自で市民税や固定資産税の値上げをしなければならないこともあるということである。 
 １５ページになりますが，市の借金は平成２３年度当初で約４７６億円，年々増加

している。歳出予算はほとんどの費目は削減中だが社会保障費の自然増を含め，どう

考えるかが課題となる。借金には，市だけでなく，国の借金もあるため参考までにお

示しする。国の借金は約９４３兆円（平成２３年６月末公表），市はさきほど示したと

おり約４７６億円，ここに本来は三重県分も加算されるが除いております。 
 よく，国民ひとりあたりの借金額負担等の表現を聞くが，生産労働者，納税者で算 
定すべきと考える。０歳～１４歳と６５歳以上を除くと納税者の割合（給与所得者， 
青色申告者）は日本の約４０％（平成１２年労働力調査年報），今は３０％くらいにな

っているかもしれないし，失業率や労働賃金増減率等諸要件は換算していないが，少

なく見積もって当市の納税者は，ひとりあたり，約２，０００万円超を負担すること

となる。 
 今，この借金を一旦リセットする形をとると，納税者は約２，０００万円の負担， 
それ以外の障がい者の方等は負担なしということである。 



 

 

 これらを踏まえて，１７ページの「６.鈴鹿市における障害福祉施策のまとめ」とな
るが，誰もみない冊子な耳触りのよい表現では「共生社会」を創造できない（何もか

わらない）ことから，各種サービスの利用促進や制度の周知だけでなく，その利用に

かかる仕組みも理解されるよう努める必要性を少なからず考えたところである。 
 障がいの有無にかかわらず，「気付き」を提供することで相互理解を深められないも 
のかというところである。 
 図表化すると，人との関係性において，障がいのない人は身近な症例や障がい内

容を把握すること，障がいのある人は社会体系の理解を深めることから，価値観を共

有した「共生社会」に結べないかである。 
 社会システム上の関係性においては，自助→共助→公助だけでなく，公助→共助→ 
自助を意識した双方向のアプローチを考えなければなりません。 
 １９ページに移り，これらの基本的な理解を深め，障がいのある人の「普通に学び 
たい」，「普通に食事したい」，「普通に買物したい」，障がいのない人の「突然の事故等 
からの寝たきり状態」となる，「限られた世界」から「地域への移行」を進められる共 
助（ヘルパーや社会の人）と公助（公的扶助費）の手助けにより，いろんな障がいが 
受け入れられる社会を構築できればと考えます。 
 最後になりますが，障がいのない人は自分たちの生活も大変だが，本編を読んで障 
がい者の生活の大変さに気付き協力してもらう。障がいのある人は自分たちのことだ 
けでなく，社会背景やその仕組みを理解してもらう。双方の努力，協力が必要と考え 
ます。この資料１の着眼点を踏まえて事前に送付の本編内容となっていますので，ご 
意見いただければと思います。 
以上となります。諮問のほど，お願いいたします。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。質問はございますか？ 

 
（事務局） 

１点補足説明として，第１回の会議における本編案提示の際には，「自立」につい 
て記載しておりましたが，教育の現場の考え方と理想とされる（納税できるまでになる）

考え方について，立ち位置の差があるため，「自立」の部分の記述は削除しております。 

  
（議長） 
   それでは，質問はございますか？ 
 
（Ｈ委員） 

この時代障がいのない人も，仕事に就くことに精一杯な中，ボランティアへの参加 
となるとなかなか時間をつくれないという現状が，これまで一緒に参加していた私の友 
人からも出ています。 
福祉や介護に関わる人たちでそのようななか，福祉に関わりのない人たちはより無関 
心になってくるのではと思います。それと，「お金」というところで，私は障害基礎年 



 

 

金を受給していますが，重度障がいの方は，月に５万円の手当もあります。その分を本 
来働いて貰うと仮定すると大変なことです。働いた経験があるとそれが分かるのですが， 
社会経験そのものが少ないと「お金」というところでのみ，歩み寄ってしまい，そこだ 
けが独立して，障がい者は恵まれているということが，自分と関わりのある人間関係の 
なかでも実際出てきているのが，恐怖でもあり残念でもあります。 
では，その中での歩み寄りや共生とは，どうしていけばよいのか，答えは出ていませ 
んが，私としても，親が亡くなった後の人間関係作りで健常者の方を巻き込みながらの， 
このあたりが一番の課題かなと思っている。 

（議長） 
ありがとうございました。はい，どうぞ。 

 
（Ｎ委員） 

１点目として，１枚紙の追加資料の上部に社会的「俯瞰」という言葉が聞き慣れな 
い。ルビも必要と思う。また，ルビは全体的に必要と思う。 
２点目，計画書本冊の１９ページにある回答の男女差が大きいと思うのですが，如 
何か。実際に１０００人抽出して，発送の段階で男女差があったのか，回答に男女差 
があったのか聞きたい。 
３点目，６４ページの権利擁護の項目で「障害者虐待防止法」の理解を深めるため， 
日本で４番目の虐待防止法という解説があるとよい。一般市民が見たときに，虐待と 
いうと，ＤＶや児童をイメージするのではないかと考える。 
また，１２ページの「害」が一箇所だけ，丸ゴシックなので，角ゴシックに修正し 
たほうがよいのでは。 

 
（議長） 

ありがとうございました。事務局の方から，回答いただけますか。 

 
（事務局） 

１点目は了解しました。２点目の該当者の抽出は，男女同人数ですので，女性の方 
の回答が多かったということです。３点目の虐待防止法が何番目というのは，加筆い 
たします。最後の「害」の書体については，ご指摘ありがとうございます。 

 
（Ｋ委員） 

１点目は，パワーポイントの資料１の５ページにあるアンケート結果「市の障がい 
者施策について」ですが，「よくわからないけれど，ほぼ満足のいく形になっている 
んじゃないの（６４％＋２０％）」で合計８４％というのは，少し乱暴なまとめ方に 
思う。もう少し，細かく分析しなければと思います。 
２点目は，１８ページで，「障がいのない人」と「障がいのある人」の関係性を捉 
えて，そのギャップをなくすことで，共生社会の一定の方向性が見えてくるというこ 
とだと思いますが，自助・共助・公助を語ることと併せて，共生社会を語るときは， 
地域力を分析しないと乱暴なまとめ方になると思う。例えば，障がいのある人と障が 



 

 

いのない人の関係性ももちろんありますが，障がいのない人同士の関係性もかなり希 
薄になっています。そのような中で，障がい者を含めてよい関係性を保って，地域で 
障がいを持っている人を支えようということは，かなり困難なことではないかと思え 
てならないです。よって，鈴鹿市の地域力，例えば，地域のいろんな行事に地域の人 
たちがどう参加しているとか，どんな目的で協力し合って，暮らしを支えあっている 
か，そのような地域の総合力を分析して，その上に立った，障がいのある人と障がい 
のない人の関係性をどう改善していくのかという視点がないとしんどいですよね。 
随分と苦労してまとめていただいていることは承知していますが，もう少し深める 
と，そこも大切な視点になるのではと思います。 
 

（議長） 
はい，ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。 

 
（事務局） 

ありがとうございます。１点目のアンケート結果，障がい者施策についての「よ 
くわからないけれど」の部分のご意見ですが，確かにおっしゃるとおりです。ただ， 
今回，他の項目についてもそうですが，どちらかといえば属するとか，黒か白かと 
いう形でまとめさせていただいています。こちらについて，我々も偏りがあるかな 
とも感じましたが，他の項目も同じように作らせていただきました。少し注意も必 
要かという実感もあります。２点目についても，ご提言をいただいたとおりです。 
Ｈ委員からのお話もありましたが，障がいのない人同志でも希薄なつながりになっ 
ている，若しくはすでに疎遠になっているというような実態がある中で，それを障 
がいのある方と結び付けていくことが，一足飛びではないのかなという懸念もあり 
ます。ただ，そこまでは，アンケートでも実施ができていなかったということと， 
地域のイベントや祭りの実態のヒヤリングには至っていない中で，今回の障害福祉 
計画は全国一斉に年度末に作り上げます。国の制度改正も完全に出来きってなく， 
国の方も早く指針を出して欲しい，地方についても急いで計画をまとめなければな 
らないというような，時間的なジレンマもありまして，ご意見いただいたとおり， 
一足飛びな面もありますが，イラストで見てもらう以上は，このような表示になら 
ざるを得ないのかなと考えています。 

 
（Ｋ委員） 

例えば，説明書きの時など，まだまだこんな現状や課題が，地域を考えるときに 
あるが，大きな方向性としては，このような位置付けを持ちたい的な表現をしてい 
ただくと，ここだけが問題じゃないよと認識していただけるのではと思います。 
日本全体が今，地域社会・地域生活を考える上で，課題になっているので，鈴鹿 
市には問題がないことはないと思います。限界集落も含めて地域力が低下する中で， 
新しいコミュニティをどう作るかが課題になっていると思います。それと，自助・ 
共助・公助が組み合わさって初めて次の一手が見えるのかなと思いますので，よろ 
しくお願いします。 



 

 

 
（Ｍ委員） 

１枚紙の追加資料の中で，３つの項目があるのですが，下部の「共生社会・地域 
移行の実現」に流れが下ったときに，障がい者の方々の地域生活の実態が見えない。 
地域の中で障がいのある方々が生活していくんだよ，それも住民の役割であるとい 
うことを残していただきたいなと思います。外側だけでないのと感じたので，この 
部分を追記検討してほしいと思います。 

 
（議長） 

意見ということで，よろしいですね。 

 
（Ｍ委員） 

はい。 

 
（Ｓ委員） 

この先，今回の素案はパブリックコメントで，一般に意見を求めるのですよね。 
パワーポイントの資料１や１枚紙の追加資料も出すのですか。それとも，この場 
で分かりやすいように紹介したものですか。 

 
（事務局） 

議事録には本日の資料として添付する予定ですが，基本的に議事録までを見る方 
と見られない方がみえます。パブリックコメントについては計画冊子のみを添付し 
意見を受けます。パワーポイントの資料１については，出さない方がいいかなと考 
える部分は調整しながらも，例えば計画冊子の後段，参考資料に入れ込むというこ 
とも考えられるのかなと思っていますので，ご意見いただければと思います。 

 
（Ｓ委員） 

１枚紙の追加資料も入れるとすると，私も「俯瞰」という言葉自体が一般的には 
難しい表現だと思います。地域社会の関係性ということもありますが，先ずは素案 
の３ページの上から３行の部分が気になりました。突然のケースとしてから始まる 
ところで，交通事故と発達障がいが同じように捉えられるのではないかと思って， 
決して発達障がいは突然出てくるものではありません。前回の会議ではこの部分は 
事故のことだけで，それ以上はなかったと思います。最近，発達障がいのことも， 
取り上げられてきていますから，追加挿入していただいたのかと思うのですが，取 
り入れ方（併記）がおかしいと思います。 

 
（Ｋ委員） 

私も，２ページから読んできて何となく腑に落ちないと感じました。 

 
（Ｓ委員） 



 

 

全体的に，文の感じが冷たいというか厳しい印象があります。 

 
（Ｋ委員） 

障がいのある人と，障がいのない人の違いみたいなそんな感じに受けられて，そ 
のギャップとか，すれ違いとかあるのですが，ではそれを気づいていくために何が 
必要かとかではなくての感じが。 

 
（Ｓ委員） 

一応は，障がい者のための計画・ハートフルプランですよね。文章全体が先ほど 
の意見のように感じるのと，３ページ下の「障がいのない人の視点，障がいのある 
人の視点」は，私は逆にするべきと思う。 
それと，８３ページですが，「特別支援学校への通学状況」の数値が合っているの 

かと，「【参考資料】鈴鹿市における特別支援学校」として，今現在確かに西日野に 
じ学園に通学している方もみえますし，城山さんにも通学している方がみえますが， 
稲葉さんに関しては通学ではなくて，ここは確か寮があります。次に，今の高等部 
２年生からは，鈴鹿と亀山の子どもは，杉の子以外は行けないです。だから，西日 
野にじ学園に行けないですし，城山さんも鈴鹿市の子どもは受け入れられないはず 
です。そのあたりのことと，数値的に次の８５ページのサービス見込み量とかも月 
の人数になっていますが，現実的にどうかなと思う。 
７４・７５ページの達成率ですが，１８２％とか数値だけ見るとすごく達成して 

いるように見えるが，月にこれだけの人が利用しているという数値であり，数字の 
マジックのように思えます。７７ページも３９００％とか２０５％とかあって，確 
かに下に但し書き注意がありますが，鈴鹿市はすごく達成している感覚にとらわれ 
てしまい，実際はどうなのかなと考えると，これでいいのかなと感じる。 

 
（Ｋ委員） 

８３ページですが，「特別支援学校生卒業生のサービス利用見込み」がありますが， 
多分，地域の学校から高等部になってから特別支援学校に行ったとか，地域の学校 
にいる障がいのある子どもの数値が入っていないような気がするので，見込みとし 
てはもっと増えなければならないと思います。現実はここに出ているだけではない 
です。サービス利用ができない状況と言いますか，すごく厳しい状況になっている 
ような気がするのですが。 

 
（Ｓ委員） 

実態とかけ離れている感じがします。 

 
（Ｋ委員） 

普通学校にも障がい児はたくさんいるのに，それが入っていない。特別支援学校 
の中の障がいのある子ども限定なので。 

 



 

 

（Ｓ委員） 
特別支援学校の卒業生だとしても，この見込みはかなり少ないと感じる。 

 
（議長） 

はい，話を切って申し訳ないのですが，時間が限られています。皆さんの今まで 
のご意見ですが，障害者計画を策定するにあたってという理念という部分，アンケ 
ート調査結果の部分，計画素案の３つの部分に構成されていますが，話があちこち 
に飛んでしまうと議論が詰まっていきませんので，先ず，時間的には不十分かもし 
れませんが，計画策定にあたってからの部分の議論でよろしいでしょうか。 
それからアンケート調査の部分，そして計画の数値についての部分の議論を進め 
させていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 
（一同了承） 

 
（Ｔ委員） 

８３ページで意見があったことについて，城山特別支援学校の子どもさんについ 
て，障がいを併せ持つ子どもさんに関して，２年生の学年から後の子どもたちは， 
城山特別支援学校に来れないということではありませんので，基本的なこととして， 
一言確認させてください。 

 
（議長） 

先ほど，「計画を策定するにあたって」という部分で，発達障がいの記述につい 
てどうかというご意見が出ました。それと少し，冷たい印象がするというご意見が 
ありましたが，皆様いかがでしょうか。 
私も少し意見を言わせていただきますと，事務局の方にも以前にお伝えしたこと 
があるのですが，共生社会をつくろうというテーマで，健常者と障がい者をあえて 
対立構造の中に持ち込むことはどうなのかなと感じます。健常者と障がい者，サー 
ビス受給者と納税者という対立構造をあえて作らないのが，むしろ共生社会の目指 
すところではないのかなと感じます。その辺りのことを考えていくと，先ほどご指 
摘がありました発達障がいのこととか，２ページの下から２段落目の「さて，共生 
社会「共に生きる」…」から３つか４つ目の段落までは，あえて入れ込む必要はな 
いのではないかと感じました。それと，２ページの真ん中あたりに，①②③があり 
ますが，ＩＣＩＤＨというか国際障害者の時代の概念や考え方であって，今はＩＣ 
Ｆというものを考えて，こういう直線的な考え方には基づかない方がいいのではな 
いかという気がします。後半の計画については，共生社会を作ろうという理念に基 
づいて，書かれているのだろうと思うのですが，計画の入口のところで，障がいを 
お持ちの方やその家族の方には，とっつきにくいのかなとそんな印象を与えてしま 
うと思います。如何でしょうか。 

 
（Ｋ委員） 



 

 

加えてですが，策定にあたっての部分の中で，一つの筋というか，論調がどこに 
あるのか読みづらいです。例えば，障がいのある人と，障がいのない人とのギャッ 
プの問題，これを支えている一つのキーワードが自助・共助・公助であって，そこ 
を埋める取り組みをすることによって，共生社会が作れるのかというそんな流れな 
のかよく分からない。もう少し一般的な社会の動向も含めた中で，どう位置づける 
のか，そんな視点があってもいい気がしますし，２ページの真ん中下の「このよう 
な「自助」，「共助」「公助」のシステム…」から「また，「自助」から「公助」の一 
方通行の…」も何を意味しているのか掴みづらいです。それから，「自助」「公助」 
を説明する文章の中に，「自助」「共助」「公助」のシステムがよく語られるときに， 
いわゆる社会保障費の削減を図るための手段として語られることが結構あるので 
すが，そういうことを意識して「負担と受給にかかる」という理解だけではなくと 
いうような意味で書かれているのか，その意図もよく分からないです。相対的に脈 
絡がスッと入っていけるようなものに検討していただけたらといいのかなと思い 
ます。それと，３ページの下から９行目の「利用者」という表現もいいのかなと思 
います。サービスを利用しているという人という意味でしょうけれど，それに関わ 
らず，不正みたいなものもあるかもしれないので，「利用者」という表現を検討い 
ただきたい。先ほどあった，発達障がいは突然起こることではないのも学問的に見 
てもそうだと思いますので，ここも検討いただきたい。 

 
（議長） 

はい，他に質問はありますでしょうか。いろんな意見が出ましたので，ここで文 
言の修正は難しいと思います。今の意見を踏まえて，再度調整いただくというので 
どうでしょうか。 

 
（事務局） 

この件については，私どもの方でも，今までの会社での表現に比べると若干異質 
であるというふうに捉えておりまして，要するに固いと言いますか，そんな中で修 
正しよういうことで，事前に協議をさせていただいているところです。ただ今のご 
意見を参考にして，スッと皆さんに入っていくような理解していただけるものを表 
現したいことがあれば，そのようにさせていただきたいと思っていますので，よろ 
しくお願いいたします。 

 
（議長） 

はい，ありがとうございました。 
では，第１章から第２章にかけまして皆様からご質問ご意見ありますでしょうか。 
それでは私の方から質問です。１５ページで，療育手帳「年齢別でみると，１８ 

歳以上でＡの増加率が高くなっています」とあるが，表で見ると，Ａの３４９人に 

対して，Ｂは４２７人なので，一般的にはＢの方が多いのではないかなと思います。 
あえてこの表現をするということは，何か意図的なものがあるのかなと感じま 

す。それから，例えば２０ページの横の表ですが，ここまで表内の文字が小さいと 



 

 

読みづらくなりますので，大きくしていただきたい。２７ページの上から３つ目の 
「○」の説明ですが，難解な表現の箇所があるので，言い回しを「上回っている」 
で統一した方が理解しやすいのではないかと感じました。 
その他に何かありますでしょうか。 

 
（Ｋ委員） 

６２ページの「重度障がい者意思伝達装置」ですが，どのような製品で，支給の 
    対象となるのは，どのような方でしょうか。発達障がいの子どもは対象ですか。 

 
（事務局） 

重度の障がいをお持ちの方で，指先でスイッチを使って会話をしたり，もっと重 
度の方は，目のまばたきで文章を作成して，意思を伝える装置です。対象となるの 
は，身体障害者手帳をお持ちの重度の方ですので，発達障がいは対象外です。 

 
（Ｋ委員） 

それは，身体障がい者の方のみが対象ということなのですよね。 
市側で，(発達障がい等)対象に加えられませんか。 
例えば，知的障がいや自閉症の子でも，最近テレビでもよく出ているのですが， 
会話がない子どもさんとかみえるので，ｉＰａｄやいろいろ補完的機能とか充実し 
ていて，これから先，何年後にはかなり普及し，子どもたちにとって，必要なアシ 
ストになるのですが，そのようなものは，ここに含みますか。 
鈴鹿市はずっと身体障がい者の方のみが対象ですか。 

 
（事務局） 

国の基準に基づく補助事業として，三重県の判定も受けてもらいますから，難し 
いです。ただ，制度の見直しはあると思います。 

 
（Ｋ委員） 
   いろいろなアシスト装具が出てきており，子どもたちにとって生活上の技術的な 
ものも進んできますから，幅が広いと思います。 

 
（事務局） 
    確立した制度に至っていないなか，タブレットの無償貸し出しをしながら研究を 

はじめたのが東大とソフトバンクの「魔法のじゅうたんプロジェクト」です。実際 
にｉＰａｄを無償貸し出しして，研究にも役立たさせてくださいというもので，現 
在公募がされている段階との報道がありました。今後，そのような成果が制度化さ 
れていくのではないでしょうか。 

 
（議長） 

それでは，第２部３２ページ以降で，何かお気づきの点があればご意見をお願い 



 

 

します。 
   では私から。３３ページの下の【課題】の中の文章ですが，「障がいのある人，な 

い人の障がいへの理解度の向上」とありますが，障がいのある人も障がいへの理解 
が必要ですとも解釈できてしまう。大事なところなので，順番を逆にするよう訂正 
をお願いします。 

 
（Ｋ委員） 

３６ページの「保育所における交流」で，「保育所での障がいのある児童の受け 
入れを促進する」とありますが，私たちの時代は子どもが障がいを持っていても， 
働いていなければ，入所できないということがありましたが，現在はどのようにな 
っているのでしょうか。必ず母親も仕事を持たなければならないですか。共働きで 
なければ，難しいですか。 

 
（Ｓ委員） 

一応，何か出しましたよね。どれだけの内職をしているからとか。 
   今は多分，教育の方でも子育て支援があって，つながっていますよね。だから， 
どうでしょうか。 

 
（事務局） 

現行上，保育所への入所要件として少し重なりますが，今日のニュースでもあり 
ました子どもの新システムが，来年度以降，２７年度までの中にあって，幼稚園と 
保育園が統合されますので，今まで言われている保育機能が必ずしも必須要件では 
なくなってきます。ハートフルプランの中で，保育所に関して共働き云々を表記し 
ていないのは必須要件ではなくなってきたということです。現在の制度がどうかと 
いうことは，即答できず，申し訳ない。 

 
（Ｓ委員） 

私もそれほど詳しくありませんが，教育側で特別支援教育が，就学前からずっ 
とつなげるということで，子ども家庭支援室でもしているので，共働きでなくても 
多分大丈夫だと思います。 

 
（Ｋ委員） 

障がいのある子どもを働きながら育てることは大変なことです。母親の虐待防止 
にもつながると思います。そこが充実していると，子どももすくすく育っていくと 
思います。 

 
（事務局） 

保育所の入所要件について，明確な回答ができませんでしたが，鈴鹿市も遅れば 
せながら，今年度から赤ちゃん訪問というものを実施し始めました。その中で，妊 
娠初期から就学までの子育て支援ですが，ようやく，１歳６か月とかの検診の中で， 



 

 

生まれたばかりの赤ちゃんについても，民生委員，児童委員の協力を得て，取り組 
みはじめました。また，保健センターとも取り組みを始めております。 

 
(議長) 

他にご意見ありますでしょうか。 

 
(Ｋ委員) 

５１ページの【課題】ですが，「一人ひとりに見合った支援の充実」とあるが，「一 
人ひとりのニーズに応じた支援の充実」とかに訂正できないか。 
５９ページの「避難先での生活支援」についてですが，福祉施設で行動障がいの 

ある方とか，自閉性の強い方が生活するのはそもそも，受け入れ的，人員的にも特別 
の配慮が必要ということが，先の東日本大震災でも明らかになっています。私どもの 
施設も二次避難所として契約を締結していますが，７０人のうち２０数人は建物があ 
っても，共に安全な暮らしができるかというと，悩ましい面があります。その辺を考 
えると，もう少し配慮のある文章になった方がいいかなと思いますので，ご検討をお 
願いしたい。 

 
（議長） 

５１ページに関連するが，市内３か所の施設はどこか。１１８ページの一覧表に印 
でも付けてもらえればと思う。 

 
(Ｓ委員) 

二次避難所ではなくても，先の震災のように午後３時頃に起こった場合，それぞれ 
の福祉就労先で災害にあう場合があり，二次避難所でなく福祉就労先自体が避難所と 
して登録しておくということは，簡単にできることなのでしょうか。福祉就労ができ 
る施設は，割と安全な場所にあるそうです。その代わりに避難の物資が届かなかった 
という話を聞きました。避難所として指定がしていないがために，物資が届かないの 
では，陸の孤島になって，その先何日か暮らすのに困ったという話を聞きました。 
福祉就労先がそれぞれに避難所としての位置付けができればと思います。 

 
（事務局） 

よいアイデアと感じますので，防災当局とも協議していきたい。 

 
（Ｓ委員） 

指定できるだけでいい。避難所も一回支援物資をもらうと自分の分を確保したいの 
で，他へ分けてくれないらしい。正に陸の孤島になっていた。 

 
（事務局） 

できる部分は検討していきたい。 
 



 

 

（議長） 
細かなことですが，６３ページの３つの下段に，「（再掲）」とあるが，どこと関連 

するのかをページ等で指示してください。 
６４ページに「暴行などの痛ましい事件が報道される…」とあると，当事者たちは 
肩身が狭いと思う。何年何月何日に起こった○○事件とか，もっと具体的にするか， 
反対にもっと抽象的にするかしてほしい。 

   また，いくつかありますが，６９ページの文中にトライアル雇用の文言を入れてほ 
しいこと，７０ページの障がい者への職業紹介状況ですが，国の数値だけでいいのか 
検討いただきたいこと，７４ページ以降は，何の目標値なのか掲載（注）を入れてほ 
しいです。    

 
（Ｋ委員） 
      ６４ページの中段の「権利擁護」の注釈で，誤った言葉の使用，取組みへの周知が 
  必要との意図がわかりにくい。 

８０ページに「地域生活移行者・５０人」とあるが，「移行する者」ではないか。 
８１ページの「（２）」の表の備考欄も「移行した者」とあります。 

 
（議長） 
   ほかに，ございませんでしょうか？時間に限りもありますので，それでは，つづい

て事項書の（３）パブリックコメントを含めた今後のスケジュールについて，事務局

より説明願います。 
 

（事務局） 
   お手元のスケジュール予定表と鈴鹿市障害者計画（案）への意見募集の１枚紙をご 
覧ください。予定表の中段に委員各位への通知（本日の意見を反映した修正版）とし 
て，２/９がございます。行程が厳しいなかではございますが，再確認いただき， 
２/１５～３/１５までの１ケ月間，広くパブリックコメントを実施いたします。 
 パブコメ終了後，速やかに意見を集約し委員各位へ３/１９に速報いたします。 
 意見反映の結果，最終素案の確定は３/２３を想定し，校了となります。 
 パブコメ期間中の閲覧場所は，障害福祉課窓口，各地区市民センター，市ホームペ 
ージとなります。その他詳細はご欄いただいたとおりです。 以上です。 

 
（議長） 
   今後のスケジュールとして，確認させていただきました。 
   つづいて，（４）推進協議会委員の改選に伴う一般公募の時期について，事務局より 
  説明願います。 
（事務局） 
   お手元の資料３ 鈴鹿市市民委員会規則の抜粋をご覧ください。 
   本推進協議会は，本規則に基づき組織化されています。 
   下の方に，任期が２年以内，定数が２０人以内としてございます。 



 

 

   先ず，任期が平成２４年３月３１日で満了となります。ひきつづき，再任いただく 
委員の方もみえますが，取り急ぎ考えなければならないのが，市民公募３名の枠でご 
ざいます。４月より委嘱させていただく形を想定すると公募手続きが必要となってま 
いります。現在，計画しておりますのは，２月２０号の広報に掲載し，約１ケ月の公 
募ののち，委嘱手続きを行いたいと考えております。 
 また，当市では男女共同参画にも注力しているなか，このような委員会委員への女 
性の登用目標が設定されております。現在，１９名の委員構成のなか，女性の登用率 
は，３１％となっており，各機関の人事異動の際には女性のご推薦もお願いしつつ， 
目標数値である４０％に近付けたいと考えております。 
 今回，提案いたしますのは，定数を２０名の限度に１名増員し，一般公募枠３名を 
４名（男１名，女３名）にと考えます。審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。如何なものでしょうか。 
   特段意見もございませんし，規則の枠のなかで，増員と構成枠を考えていただけれ 
ばと思います。 
 最後になりますが，（５）ハートフルプランの進捗状況（報告）を事務局より説明願 
います。 

 
（事務局） 
   毎年，この時期に開催させていただく協議会は，当市各セクションの実績報告をま 
とめ確認していただくものですが，今回は諮問していただく案件が多く，事前に郵送 
させていただいております。 
 特段の説明内容はございませんが，ご意見等承りますが如何なものでしょうか。 

 
（議長） 
   皆さん，如何でしょうか。 
   特にないようですので，限られた時間のなかで，貴重な意見をありがとうございま 
した。時間も参りましたので，本日の議事はこれで終了といたします。進行を事務局 
の方に返させていただきます。 

 
（事務局） 
   貴島議長，円滑な議事進行をありがとうございました。また委員各位におかれまし 
ては貴重なご意見，諮問ありがとうございました。 
次に，事項書の「３ その他」でございますが，事務局からお知らせさせていただ 
くことは，さきほど確認の委員公募にも関連した次回協議会開催の予定です。 
４月下旬に案内通知が発送できたとして，５月末～６月初に開催をと考えておりま 
す。その内容としては，新委員も含めた顔合わせとハートフルプラン概要版（８枚） 
の確認でございます。以上ですが，ほかにご意見等はございますでしょうか。 
 意見のないなか，最後に自立支援協議会からの意見の資料を配布する。 



 

 

    
（司会） 

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２回協議会を終了いたします。 

 
 

 


