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（1）共生社会の実現 ！
（2）社会のバリアフリ－化 ！

（3）利用者本位の支援！

○「共生社会の実現」には，
障がいのある人と障がいのない人が
反目（疑心暗鬼）ではなく，「自身」を通じての
「価値観の共有」が必要ではないだろうか？

○「気付き」，「体感」，「共感」を通して
「わかりあう」ことへの取組みが必要！
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では，デ－タから
考察してみましょう

1.鈴鹿市における「障害者計画」の趣旨と目的

http://www.kyowasoft.com/KIK_V8/IK8_05.html


関心がある

関心がない

わからない，無回答

24％

66％

10％

24％

①障がい福祉について

2.２０才以上の一般調査
（１，０００人抽出，回収率４７％）アンケ－ト結果からの考察

「身の回りに障がいのある人がいる」し，
「テレビなどで見聞きする」からね。（66％）

正直，あまり実感が
ないなぁ。。（34％）
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②市の障がい者施策について

不満であると思う

ほぼ満足であると思う

わからない，無回答

20％

16％

64％

よくわからないけれど，ほぼ満足いく形
になっているんじゃないの。。。
（64％＋20％） 行き届いていないし，不満だと

思うけど。。。（16％）
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③ボランティア活動について

参加したい（知り合いと一

緒なら含）

参加したくない

わからない，無回答

37％

28％

35％

「知り合いと一緒なら参加しても」を
入れても・・・（37％）なんだね。

「わからない」ということは，結果，
参加しないと一緒だよね。。。
（35％＋28％）
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☆ 障がいに対して理解してもらえる取組みの必要性
☆ 障がい者が自分にあった生活を楽しく送れる施策展開
☆ 障がい者と健常者が交流できる機会の創出
☆ 安心して暮らせる差別のない社会の構築
☆ 鈴鹿市の福祉・医療・介護は他市と比べ遅れている

④一般調査における，その他の書き込み意見について

☆ 障がい者だけでなく，介護者の労働環境（賃金・時間等）の改善
☆ 鈴鹿市の予算も厳しくなるので，賢い使い方を希望する

これが，本音では？
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一般調査によるデ－タはわかったので，
当事者のデ－タも見てみましょう。



①障がい者施策の満足度について

3.７０才未満の障害者手帳所持者調査
（１，０００人抽出，回収率６０％）アンケ－ト結果からの考察

不満である

満足である

満足でもなく，不満足でもない

わからない，無回答

22％

21％

24％

33％

有回答の率（22％-21％-24％）は，拮抗しているけど，
「わからない」の回答が33％もあるの？？
それって，知られていないってことじゃないの？
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②障がい福祉サービスの利用について

使っている

使っていない

わからない，無回答

55％

35％
10％

③使っていない理由について

利用しなくても生活に支障ない

利用方法がわからない

利用したくない

その他

49％

22％

7％

22％

「使っていない」「わからない」
の割合が，65％あるのは
何故なんだろう？

「利用方法がわからない」「利用したくない」の
割合が，29％あるということは，制度の周知の
仕方に課題があるのかな。。。 9



④障害者手帳所持者のその他の書き込み意見について

☆ 障がい者手当や障がい者年金を増やしてほしい
☆ 障がい者の働く環境整備や賃金アップ
☆ 病院や福祉施設への送迎
☆ 駅にエレベ－タ等の設置
☆ 福祉・教育・子育てが安心して行える街づくり
☆ いろんなところでの割引サ－ビスがほしい
☆ 安心して暮らせる差別のない社会の構築
☆ 些細なことでも，相談できる場がほしい
☆ 発達障害についての施策がどうなっているかわからない
☆ 障害福祉サ－ビス自体がわからない

これが，本音では？

「お金」にまつわる話が多いようですので，
ちよっと，のぞいてみよう。
・・・そのまえに，よく聞く窓口等応対について・・・
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1.隣の人の話が全て聞こえるのでプライバシ－が。。。
2.経験を積んでいる人を配置してほしい
3.不親切。聞きたいことに明確的な答えがない
4.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

4.窓口等サ－ビスの現状

よくある相談や意見
1.Ａ家は，うちより軽度なのに，うちが○○を受給（認定）できないのはおかしい！
→専門家の意見と法の運用により事務処理している。
2.手帳取得も等級低級のため，サ－ビス受給に制約があり，生活をどうしよう？
→法の運用により事務処理している。 11



①鈴鹿市一般会計予算に占める歳出 「民生費（社会保障費）」の割合

％

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

民生費

土木費

公債費

総務費

衛生費

教育費

消防費

商工労働費等

その他費 平成22年度

平成23年度

区分

一般会計予算 単年度約５８０億円に占める
社会保障費の額は，２２３億円（全体の約３８％），

年々増加！！

5.財政面からの理解増進と考察
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②鈴鹿市一般会計予算に占める歳入 「市税」の割合（約４８％）

百万円

納税 納税

約２７５億円
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0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 

市民税（個人）

市民税（法人）

固定資産税

その他市税

平成22年度

平成23年度
横
ば
い

横
ば
い

横
ば
い



①市税 約２７５億円は横ばい→下降基調（約４８％）

②地方交付税等 約２８億円は横ばい→下降基調（約９％）
③国・県支出金 約１３０億円は横ばい（約２３％）
④市債（借金） 約５６億円は，横ばい→上昇基調（約１０％）
⑤財政調整基金取り崩し 約１７億円（約３％）は，Ｈ２５年度になくなることが予測。

③鈴鹿市一般会計予算「歳入」の構成 「市税」の割合（約５８０億円）

歳出に対して，歳入の見込み
が，立たないということは，・・・

あれっ！？
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④市債（借金）残高

平成２３年度当初時点での残高 ４７６億円は，年々増加中！

何も知らない，次の世代へ
先送りでいいのか？
歳出予算は，ほとんどが大きく削減中
だが，社会保障費の
自然増をどうするのか？
自然増以外の面で考えないと。。。
待てよ！国の借金もあるよね！

おいおい！？
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国の借金は，約943兆円
（平成２３年６月末 財務省公表）

⑤参考資料（推計）

地方（鈴鹿市）の借金は，
約476億円（Ｈ２３年３月末）

※三重県の借金は除く

○日本の総人口に対する納税者の割合は約41.1％（給与所得者，自己申告者）
※ 「平成12年労働力調査年報」（総務庁）による

○日本の人口は，Ｈ23年度当初で，1億2千800人。
仮に納税者の割合を平成12年割合の約40％で換算すると，

5，120万人が納税者と推計される。

○鈴鹿市内の納税者ひとりあたりの負担納税額は，・・・



「共生社会」，「ノ－マイライゼ－ション」の理念のもと，
障がいのない人の「障がい」理解を深める機会を創出することが必要。

障がいのある人には，各種サ－ビスの利用促進だけでなく，
制度周知とともに，その利用料にかかる仕組みも理解できるよう努める必要
が少なからずある。

双方に対する「気付き」を提供することから，障がいのない人と障がいの
ある人との相互の理解を深め，障がい者の取り巻く環境課題の「見える化」
を図る。

6.鈴鹿市における障害福祉施策のまとめ

■■障害者計画（案）■■

う～ん
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「誰も見ない冊子」や「一般的に耳ざわ
りのよい表現をしているもの」では，
「共生社会」って創造できない
（何も変わらない）からね。。。
図表化すると・・・

スパイス



自らの生活，健康などを

自らで管理

社会生活上のリスクを相互
分散し，自助では対応できな

い部分を補完

「自助」「共助」で対応できない困
窮などの状況に対し，所得や生
活水準，家庭状況などの受給要
件を定めた上での生活保障

自助 共助 公助

①人との関係性 双方向の流れ！

②社会システム上の関係性

障がいのない人

障がいのある人

共生社会
（価値観の共有）

社会の
体系等

障害内容，
身近な症例

18双方向からのアプロ－チ



突然の
事故
から。。
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普通に
食事

普通に勉強，

習い事

普通に買
物，外出

いろんな「障がい」が
認められる社会へ

地域への移行

③ ①②の理解をとおして・・・

限られた世界
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いかがでしたか？

共生社会の実現
に向けて

自分たちのことだけでなく，
社会背景や仕組みを理解
できたよ。

私たちも，私たちなりに大変に
なってきたけど，本編を読んで
生活の大変さが理解できたよ。
協力しなければね。

障がいのない人 障がいのある人


