
 

 

平成２４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２４年６月１４日（木）１３時３０分～１５時３０分 
場  所  鈴鹿市役所 本館１２階 １２０１会議室 
出席委員  貴島，中澤，塚本，瀬口，竹田，辻，伊藤，山田，南川， 

小林，森本，釆睪，白山，北川，皆木，倉田 
（以上１６人，敬称略・名簿記載順） 

欠席委員  近藤，木村，髙田，山本（以上４人，敬称略・名簿記載順） 
事 務 局    村田，坂，澤，小林，川岸 

 
● 議事概要 

 
（司会進行：事務局） 

開会宣言（１３時３０分） 
事項書内容に入る前に，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，傍聴に関する説明を行う。 
（本日の傍聴者は，２人） 

 
事項書１ あいさつ 
・鈴鹿市社会福祉事務所長のあいさつ 
 ・事務局説明 

新任委員６名の就任から，本協議会の主旨・目的を確認。 
男女共同参画の主旨からの女性登用率が４５%(委員数２０名のうち，女性９名) 
となった旨。 

・出席者による自己紹介（自身の立場，状況，委員公募に臨んだ理由など） 

 
（司会進行：事務局） 

本協議会の会長，副会長の選任と方法について，説明し，貴島会長と近藤副会長 
   の一同承認を得る。 

 
  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 
 長の任を依頼し，了承された。 

 
（議長） 

再任の挨拶にあわせて，議事の進行に入る。 
事項書２の（１）すずかハートフルプラン(平成２３年度末の策定)について， 
事務局より説明願う旨。 

 
（事務局） 

形式的に，議事と記載しているものの，その内容は昨年度のおさらいや確認事項を 



 

 

とおした現状確認，意見交換となる旨を事前説明。 
事項書２の（１）「すずかハートフルプラン」及び（２）「平成２４年度鈴鹿市障害 
福祉施策の主な内容，取組み」は関連があるため，一連の流れで一括して説明する旨。 

 （１）「すずかハートフルプラン」 
   昨年度審議いただいた「ハートフルプラン」の計画冊子はすでに郵送済みであるこ 
と，庁内各部署に共通の課題と指標到達に向けて配付済みであること，市ホームペー 

ジ上の計画欄にアップ済みであることなどを説明のうえ，本年度はその概要版(８ペー 
ジ)を印刷し，窓口での配付，市ロビー棚，図書館等多くの人が集まる場所での設置を 
予定している旨。 
 内容確認の抜粋として，身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手帳を交 
付されている市内の方が，あわせて約８,５００人みえること，手帳取得に至らない発 
達障がい者も多くみえることの確認。 
 計画の視点として，大きく２点。 
１.「共生社会」の実現に向けた地域生活支援 
 ①障がいのある人への「障がい福祉サービス」のメニューや社会状況等の周知 
 ②障がいのない人への「障がい」理解に向けた周知 
２.自助・共助・公助のシステムの充実 
  法の主旨に基づく，「自立・自助」には，自分の意識だけでなく，ヘルパー・ボラ 
 ンティア等の共助が必要であり，公的支援としての公助も必要とされる。 
  そのシステムを，「自助→公助に向けたアプローチ」と「公助→自助に向けたアプ 
ローチ」の双方の考え方が必要であること 
 
障がい福祉サービスの見込み量，目標量を数値として明記。 
これら８ページにわたる内容は，提示資料のとおり。 
 

（２）「平成２４年度鈴鹿市障害福祉施策の主な内容，取組み」 
 ４月５日号の広報すずかに掲載された「平成２４年度予算の特集」(抜粋掲示資料) 

のとおり，市の一般会計予算は，約５７６億円あり，歳入出のバランスがとれている

わけだが，非常にイメージがつきにくいため，資料１カラー刷りパワーポイントをご

覧いただく。 

 昨年度の協議会でも２３年度予算で説明しているものの，広報も出たところである 

し，実態に即した平成２４年度版で表示している旨。 

 今回は，更に理解しやすいように一般家庭予算に仮置き換えしていることと情報の 

非開示より，開示する方が理解を深められるため，おさらいの要素も含め説明する旨。 

 

 １ページより説明を始め，６ページの「４．窓口等サービスの現状」，よく聞く窓口

対応について，「隣の人の話が全て聞こえるのでプライバシーが・・・」，「経験を積ん

でいる人を配置してほしい」，「不親切。聞きたいことに明確的な答えがない」，「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」，「手帳所持者の更なるサー

ビスの充実をしてほしい」との声等があげられるなか，よくある相談や意見について



 

 

述べさせていただく旨。 
事例として，「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！」ことについて，おかしいかどうかは，職員が判断するものでなく，専

門家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」 
ことについて，法の運用により事務処理する以外ない旨。 
「手帳所持者の更なるサービスの充実や手続きの簡素化をしてほしい」ことについて，

サービス等の支給は，権利であると同時に社会全体の協力下での納税者による負担で

賄われている。それを受けるうえでの「義務」は当然発生する。また更なるサービス

に関しては，ない袖はふれないため，財源との関わりがある旨 
次に，「５．.財政面からの理解増進と考察」であるが，さきほど，広報すずかをご覧
いただき，市の一般会計予算が約５７６億円とお伝えした。そのうちの市税は２７３

億円(約４８%)であり，市税とは，ほぼ固定資産税と法人，個人の市民税であることを
認識いただいた。そのほかの歳入構成には，地方交付税や道路・福祉の裏負担となる

国県支出金，市の借金，バブルの頃までに積み立てられた財政調整基金で成り立って

いる旨。 
９ページには今後予測される歳入構成を示しているが，平成２４年度の１年間で必 
要とされる歳出約５７６億円に対し，市税(市民税・固定資産税等)が占める割合は， 
約半分程度で，財政調整基金(いわゆる家庭での定期預金)３.５%が組み込まれている。 
平成２５年度予算編成までは，財政調整基金の組み入れ期待ができるものの，平成 
２６年度時には，財政調整基金はなくなってしまう。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。 
今後，どのように編成していくかというと，歳出の大幅な削減は難しいと考えられ 
るなか，歳入確保をしなければならない。よって，臨時財政特例債という地方交付税 
には置き換わるが，一旦借金を市が発行して財源を確保していくわけである。 
 ここで，１０ページの一般会計予算に占める歳出構成をご覧いただく。広報すずか

では，円グラフとしているが，ここでは棒グラフでご覧いただきたい。 
 私たちが関連する民生費(社会保障費)の額は，約２１３億円と全体の約３７%を占め
ている。さきほど，市債(借金)の話をしているので，１１ページを確認していただくと，
平成２４年度当初時の市債残高は，約４６８億円ある。市の１年間の予算は５７６億

円である。メディア等を通じてよく耳にする，「やがて国及び地方の借金が１０００兆

円」であるが，１２ページをご覧いただきたい。 
 平成２４年４月時点で，約９０８兆円あり，国民一人当たりの借金額は７１２万円 
となる。しかし，借金は納税者が支払う仕組みになっているので，生産労働者，納税

者で算定しなければつじつまがあわない。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％，現在は３０％くらいになって

いるかもしれないが，仮に４０％として考えてみると， 
借金９０８兆円÷(人口１億２千８００万人×納税者４０%) =１,７７３万円の負担， 
今，この借金を一旦リセットする形をとると，納税者は負担するということとなり，



 

 

先々の世代のことを考えた場合，リセットすることも策として考えられる。 

 
更に，実感していただくうえで，これらを一般家庭予算に置き換えてみたのが， 

１３ページと１４ページになり，大きな数字５７６億円ではイメージがつきにくいた

め，これを年収５７６万円としている。月間換算で，約４８万円の世帯である。 
歳入面からその中身を生活レベルに分解していくと， 
・市税(働いて稼いだ給料)・・・２２万８千円 
・諸収入(家計を助けるパート収入)・・・３万９千円 
・地方交付税・国県支出金(父母からの援助)・・・１５万１千円 
・市債(家，車購入の銀行借り入れ)・・・４万円 
・繰入金(定期預金の取り崩し)・・・２万１千円 
・繰越金(前月の余り)・・・５００円 
・雑入・・・１千円 
親からの援助で成り立っているともいえ，対する歳出をみると， 
・土木費(家の前の道路，みんなの公園等インフラの維持補修)・・・６万２千円 
・議会・総務費(自治会行事，家のリフォーム，インターネット，新聞，光熱水費， 

ガソリン，日々の食費)・・・５万１千円 
  ・教育費(教材，塾，給食費)・・・４万７千円 
  ・公債費(各種ローンの月額返済)・・・４万６千円 
  ・衛生費(ごみ処理代，上下水道)・・・４万３千円 
  ・消防費(火災保険等) ・・・１万８千円 
  ・農林水産業費(貸農地の貸借，用水代負担) ・・・１万３千円 
  ・労働費・商工費(Ｃバス運行の負担)・・・９千円 
  ・災害復旧費等(地震保険等) ・・・１万２千円 
  ・民生費(子への仕送りや募金)・・・１７万７千円 
   一般家計におとすと，端的にいえば，月間４８万円のうち，親から１５万円の援助

を受けながら，仕送り等に１７万円を支払う構図となっている。 
 ここで，民生費１７万円を市事業に戻して内訳説明すると，一番多いのは 
・子ども手当・・・３万４千円 
・私立保育所等運営費・・・２万４千円 
・障害福祉関連費・・・１万９千円 
・生活保護関連費・・・１万９千円 
・民生人件費・・・１万４千円(社会保障に関わる本庁，出先，保育所の人件費) 
・その他として，後期高齢者特別会計や国民健康保険特別会計への繰出金が２万円ほ 
ど出ている。 
 このように，生活保護費が問題となっている自治体もあるが，当市ではそれ以上に，

障害福祉関連予算の占める割合が高いことがわかる。 

 
 これらを踏まえて，１６ページの「７.鈴鹿市における障害福祉施策の検討案件①」
となるが，各種サービスの利用促進や制度の周知だけでなく，その利用にかかる社会



 

 

的な背景や仕組みも理解されるよう努める必要性がある。 
 又，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ていく 
というところである。 
 そのほかに，団体の方はご存知かと思われるが，パーキングパーミット，いわゆる 
思いやり駐車区画への利用者証の発行を秋口から三重県が実施予定である。当市も受 
付等を行い，事業推進の歩調をあわせていく。 
 利用者証をルームミラーにかけることで，駐車区画に利用できる対象者であること

と，障がいのない人に対してもモラル依存でなく，視覚的な効果からの理解を深めよ

うとするものである。すずかハートフルプランの理念に合致した事業を今後，三重県

とともに推進していくことになる。 
 １７ページに移り，平成２４年度の障害福祉関連予算をご覧いただく旨。 
年間トータル予算は，おおむね２３億２千万円となっている。その内訳は，障害福 
祉サービス事業に，１６億１千万円，地域生活支援事業に１億６千万円，更生医療に 
１億４千万円，在宅障害者手当に７,６００万円，この在宅障害者手当は市単独事業で
あり，国の義務付け事業でない独自の事業である。次に，特別障害者手当が７,１００
万円，補装具事業が３,８００万円，障害児福祉手当が２,６００万円，障害児通所支援
事業の２,０００万円が大きな事業となっている。なお，本年度からの新規事業には職
場体験実習事業として，製造業のほか，感性価値創造（デザイン・芸術・文化等）の

体験実習のための費用を計上している。 
今後についてであるが，社会的な情勢や一般会計に占める突出した社会保障費の割 
合等を勘案し，国等が絶対必須とする事業を除く，過去からの市独自のメニューにつ 
いては，監査や財政サイドからの声，当課も総合的な判断から，国等で義務付けされ 
ていない３つの事業の縮減，削減，代替等を検討している旨。 
一つ目は，直ちにというわけではないが，移動手段となるタクシー券事業の８００ 
万円事業，５～６年のうちには結論付けなければならない。 
二つ目は，５つの団体等への補助金，トータル１００万円，こちらは昨年度から話 
をしているが，次年度への繰越金が生じる主旨ではなかったこと， 
三つ目は，先に紹介の在宅障害者手当の７,６００万円で，対象者３,５００人に対す

る月２千円の手当であるが，喫緊の課題となっている。二つ目と三つ目については，

早期の結論付けが必要となってくる旨説明。 
最後の１８ページに，目指すべきイメージ図を用意した。 
これらの基本的な理解を知り，深め，障がいのある人の「学びたい」，「食事したい」，

「買物したい」，障がいのない人の「突然の事故等から・・・」を踏まえて，「限られ

た世界」から「地域への移行」を進められる共助（ヘルパーや社会の皆）と公助（公

的扶助費等）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

と考える。 
 一連の流れで，資料１の説明をさせていただいたが，２４年度施行となる障害関連 
法の改正分の概要を続けて説明する旨。 
一つ目は，新体系サービスへの移行として，小規模作業所が廃止され，障害者自立

支援法上のサービスに切り替わったこと。 



 

 

   二つ目は，相談支援の充実を図るため，指定特定相談支援事業者(市が指定)による
計画相談支援が可能となったことほか。 
 三つ目は，障害児支援の強化として，自立支援法が改正され，これまでの自立支 
援法上の児童デイサービスから，児童福祉法上の障害児通所支援事業に組み替わった 
こと。放課後等デイサービス，保育所等訪問支援のサービスが新設されていること。 
 四つ目は，障害者虐待防止法の施行関連であること。 

 
資料の説明は以上となる。説明の基本は，昨年度の協議会内容に準じているが，新

規委員の方が６名みえることから，おさらいと更なる理解を深めていただくうえで，

説明した。意見交換や質問等のほど，お願いしたい。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。意見交換の形となりますが，質問はございますか？ 

 
（Ｓ委員） 

先ほど，３障がいの手帳の説明がありましたが，発達障がいの手帳はありますか？ 

 
（Ｍ１委員） 

大人の方で，精神科の病院に掛かり，発達障がいが証明されれば，精神障害者保健

福祉手帳が取得できます。 

 
（Ｓ委員） 

杉の子特別支援学校でも，軽度の発達障がいの子どもが増えてきていると思う。重

度障がいで，明らかに支援が必要と分かる場合はよいが，どちらかというと漏れやす

い。手帳の交付もない方は，いろんなサービス制度も受けにくい状況だと思う。 
就労に関しても，厳しい状況があると思う。財政が厳しいということは何度も聞く

ので，更なる要望もしにくい現実もあるが，名古屋市では，独自の手帳制度があると

も聞くので，制度の対象とならない方への支援もお願いしたい。 
健常者にとっても，なかなか仕事がない状況で，障がい者の仕事をと言うのもなん

ですが，今年初めて職親制度を利用して，杉の子特別支援学校の方が勤めることがで

きるようになった。しかし，話を聞くと，支援してもらっているのかも分からないし，

１年間は勤められるが，その先のことは分からない。また，相手の会社側にも，どの

ように理解してもらえているか分からない。親側もどこまでを言っていいのか分から

ないようである。 
軽度の方であれば，福祉就労でなく，一般就労となるがその場合，周りの方の理解

や，間に入る方の理解がしっかりできていないと，なかなか継続して働くことができ

ない。人間関係や仕事のやり方，教え方によって，続けられなかったりする。 
「働く」ということは自分で生活できるということなので，手当てとかがなくても

収入があり，それだけ税金の負担もいかなくなるのかなと思う。精神障がいの方でも

同じようなことが言えると思う。鈴鹿市のハートフルプランは「地域へ」と言う言葉



 

 

を多用しているが，周りの相談支援体制が充実していないと，なかなか地域へ移れな

い現状なので，支援体制を強化していただきたいと思います。また，軽度の方ほど情

報が漏れやすい(キャッチできない)。私たちの親の会も，会員は３３～３４名だけで，
いろいろな団体に属していない方が非常に多くいる。ハートフルプランもいろいろな

箇所に置いてあるようですが，実際にどれだけの方が持っていかれるのか分からない。 
今後印刷する概要版は，全世帯とか，たくさん配布すべきである。 
例えば，ふれあい運動会は，団体に属していない人や障がいのない人へも開放して

いるが参加も少なく，障がい団体に属さない人にとっては，情報が入りにくいと思う。 
情報の発信の仕方をもう少し考えていただきたい。 
杉の子特別支援学校の卒業生は，みんな「あい」に登録していますか? 

 
（Ｍ１委員） 

みんなが登録されているわけではない。 

 
（議長） 
   意見が多岐にわたってしまいましたが，その他にありますか。 

 
（Ｔ委員） 
 説明を聞いて，市の切羽詰まった財政状況は分かりました。 
 ところで，視覚障がい者の移動手段に，今までは移動支援があったが，介護の中に

同行援護があって，それにより私たちは目的地へ移動できる。実は，けやき苑では車

を使った支援が利用できるが，社会福祉協議会では利用できないのが現状であり，視

覚障がい者がもっと利用できるようお願いしたいことを提案したい。 
私は移動には，つれあい（パートナー）を必要とするので，年に１～２回しか利用

しないが，制度の説明をお願いしたい。 

 
（事務局） 
 同行援護は，視覚障がい者を対象にしたサービスです。移動支援と同じような内容

ですが，ガイドヘルパーを時間数で決めて支給決定をしています。ただ，移動手段，

車とかは，本人負担で用意していただくことになるので，介護給付費の中の支援とし

ては，ガイドヘルパーのみの支給と思ってください。あくまで，車は別になるため，

基本的には公共交通機関もしくはタクシーとなります。 
障害福祉課の施策ではありませんが，福祉有償運送という制度が別にあり，この福

祉有償運送の制度も一緒に利用することも可能です。障害者自立支援法の中のサービ

スではありませんが，簡単に説明いたします。 
ＮＰＯ法人か社会福祉法人の方で，運営協議会が北部・中部・南部とそれぞれにあ

って，もともとは県の介護担当部署が，とりまとめをして運営協議会を作って，それ

ぞれの地区で協議会を立ち上げて，鈴鹿市は北勢地区に入っていて，その中で法人が

申請をして，そこで事業ができるかどうか決定されます。それは障がい施策とは全く

別のもので，ただ，障害サービスと一緒に使うことができるとなっています。市内で



 

 

申請許可を受けている事業所には，けやき苑，社会福祉協議会，テトテの３つがあり

ますが，社会福祉協議会では，車いすの方しか利用できないルールとなっており，利

用対象者，料金とも，３社それぞれ異なります。 
Ｔ委員が言われたのは，けやき苑の運転手が最近，極端に減って利用しにくくなっ

たので，もっと福祉有償運送が利用しやすくならないものかというご意見でよろしい

でしょうか。 

 
（Ｔ委員） 

はい，そうです。けやき苑は人数が少ないので我々が契約しても，なかなか利用で

きないので，もう一箇所の福祉センターでも制度を持っていただきたいのが私の気持ち

です。 

 
（事務局） 

福祉有償運送は，もともと料金が安くなっています。なぜ，サービスをセットで使

えるかというと，ガイドヘルパーの部分で報酬を得ることによって，運営を何とかギリ

ギリ賄っているからです。許可を取るのが難しくて，タクシー業界の利用にかかる規制

もあるようです。介護タクシーは陸運局の許可が必要で，料金もタクシー料金とほぼ同

じなので，皆さんが気軽に同行援護や移動支援を使って出掛けようと考えると，車代が

嵩んでしまいます。だから，福祉有償運送で安価な移動手段がたくさんの事業所で利用

できて，障がい者の方が外出しやすい状況を作りたいということですね。 

 
（Ｔ委員） 
   ありがとうございました。一つでも多くの事業所がやっていただけると助かります。 

 
（Ｗ委員） 

社会福祉協議会の立場からですが，市と協議して，そのような方向性が取れるので

あれば考えながらも，現状としては何とかご理解いただきたいと思う。 
 

（Ｍ１委員） 
市の自立支援協議会においても，鈴鹿市は車文化ですから，移動手段において，障

がい者の方が自由に移動するのは，困難ではないかと議論して，県の自立支援協議会に

も検討してもらえないかと提言しました。ただ，県でも担当部署が障害福祉課ではない

からということで，提言が止まっている状態である。 
 

（議長） 
定期的に使う人の予約が入っていて，急な人の利用は難しいかと思います。そこを

何とか調整してもらって，先日使ったことがあるのですが，相手には相手側の事情があ

るように感じました。 

 
（Ｎ委員） 



 

 

説明のパーキングパーミット制度について確認したい。個人的には歩けないわけで

はなく，取得したいとも思わない。やはり，歩行困難な方を優先したいという気持ち

があり，自分自身には必要ないと考えている。しかし，聴覚障がい者も対象にしても

らえたことから，市民に対しての啓発はどう考えているのか。 

 
（事務局） 

三重県と協議している状況下でのアナウンスとなるが，普及啓発という意味では，

県も市も歩調を合わせていきます。ただ，「利用者証＝権利証」ではないよという啓発

が必要となってきます。駐車区画数は今ある区画数なのに対して，対象者は妊婦やケ

ガ人へと拡大するので，もともとあった区画の取り合いになりかねません。 
利用者証が，「権利ではない」という説明が必要になってくることを三重県と調整中

です。この制度により，市としては障がいのない方も意識をしていただくという意味

においては，すずかハートフルプランに載っている理念に合致するので，取り組みの

中で今後啓発していきます。 

 
（Ｋ１委員） 

三重県の立場からですが，この制度は，１０月１日施行，９月１日申請受付開始と

なる予定です。窓口は市町と県で，発行は保健所が郵送等をする予定です。大規模な

駐車場を持つところに，県もお願いには行くが，強制力はないので先ずは，周知・啓

発に重きを置いて進めていきます。健常者が障がい者用駐車区画に停めにくくなり，

駐車区画の確保をお願いし，誰が駐車区画に停めていいかを明確にする制度と認識く

ださい。 

 
（Ｔ委員） 
   障がい者が停められるマークは，どこが発行するのか？１００円ショップで買って

きて，それをつけていると聞くので。 

 
(会場内) 
  １００円ショップでも売ってるんだよね。 

 
（Ｋ１委員） 
   それは，正式なものではないので，パーキングパーミット制度は，利用証がないと

停めにくくするのが狙いだと考えている。全国でも半数ほどの県が導入している。デ

メリットもあるが，メリットの方が大きいという判断で，三重県も導入することとな

った。 

 
（Ｉ委員） 
   そうすると，利用者証を持っている方しか，停めることができませんという表示が

されるのですか？ 
 



 

 

（Ｋ１委員） 
   コーン等による表示も行っていく予定です。なお，強制力のある制度ではないので，

市や県で啓発による活動をしていきます。 
 
（議長） 
   その他のことで，何かありませんでしょうか。教育のこととか。 

 
（Ｍ２委員） 

杉の子特別支援学校には，たくさんの子どもたちが通っていただいている。長期休

業中であるとか，学校の放課後とかに，なかなか保護者の方がほしいと思っているほ

どの支援が充実していなくて，学校でも何か違う企画をやったりしていますが，公的

な方でも何か進めていっていただければと思います。 
例えば，桑名市の特別支援学校では，社会福祉協議会が主体となって，校舎を使っ

ての放課後の支援が始まっています。市内のボランティアに参加していただいて，そ

の学校の生徒だけでなく，市内の小学校の児童も参加できるサービスを始めたと聞き

ました。 

 
（議長） 
   今回，障がい児支援の制度が変わってきていますので，その仕組みを活用した部分

があるのかもしれません。 

 
（Ｍ１委員） 

「あい」としても，杉の子特別支援学校でも，夏休みに生活介護事業所のボランテ

ィアの協力を得て，何回か，本校プールを利用できる等の支援ができればと思ってい

るところです。 

 
（議長） 
   市民代表として，公募で参加していただいている方から，ご意見ございませんでし 

ょうか。 

 
（Ｋ２委員） 

自治会の方からは，地域の中で，障がいに対する認識が薄いとか，情報が入ってこ

ないということがある。例えば，災害や火災についても，一番の影響を受けるのは，

障がい等のある方ですから，我々としても，どこにどんな障がいのある方がみえるの

か，知らない者が多い。 
先日，避難訓練があり，車いすを３台ほど借りたのですが，やはり避難する際に，

車いすで地域の人が使うのか，それよりもアルミ製のリヤカーが扱いやすいのでは，

という話があった。プライバシーの問題もあるが，情報交換をしないと，いつまでた

っても，つながりがないと思う。 
 



 

 

（Ｓ委員） 
全くそのとおりで，要援護者台帳には，一人世帯だけしか載せてもらえないのが現

状である。一人で家にいる時間も長いので，障がい者自身も，もっと地域に出て行か

ないといけないということを，すごく思っている。地域が支えなので，地域に自分た

ちがいるということを知ってもらうことが第一歩。それは，自分たちも出て行かなけ

ればならないと思うし，行政からも制度のお知らせや，手帳の受け取りの機会などで，

ＰＲすることも必要だと思う。 

 
（議長） 
   時間も迫ってまいりましたが，精神医療の方で何かありますでしょうか。 

 
 
（Ｋ３委員） 

精神科の領域で，現在，医療の方ですが，３２～３３万人もの長期入院患者がいる

というデータがある。以前に出された試算ですが，何らかの社会資源，住居の確保や

地域での支援があれば，退院して地域で暮らせる患者が７万２千人と言われている。

病院の運営にも問題があったりして，地域移行・定着が進まないという話がある。 
そのようななか，アウトリーチと言って，病院で待つのでなく，我々が病院から出

向いて，何らかの支援をするという形を始めている。地域で精神に障がいを持ちなが

ら生活していると，孤立しがちになる。若しくは，長期間入院後，地域に戻っていく

と，地域の人たちは，「精神障がい=何らかの危険性あり」とまだまだ，障がい者に対
する正しい理解が深まっていないことを肌で感じる。何らかのトラブルを起こすと，

地域住民や自治会の方，民生委員の方，いろいろな方とお話をさせていただくが，最

終的な話の中では，病院に入院させてくれないかという流れになっていく現状である。 
そのようななか，国の施策として医療費の削減等があるが，精神に障がいを持った

方の人権というところも大きくあり，地域に戻って，地域で生活することもその方の

人権なので，先ずは「障がい理解」の普及・啓発を今までより一層深めてほしいと考

える。 

 
（議長） 
   ありがとうございます。今日は，新委員就任ということで，顔見せという感じで，

ハートフルプランの概要や市の状況について確認していただきました。 
また，いろいろと意見交換をしていますと，障がいをお持ちの方と一般市民の方と 

で，情報のギャップと言いますか，なかなか理解が進まない現状が，改めて浮き彫り 
になったのではないかと思います。ハートフルプランは，障がい者の方にも制度をよ 
く知ってもらう，健常者の方にも，障がい者の方への理解を進めていくということが 
大きな柱となっていますので，お互いに共有できたのではないかと思います。 
それでは，つづいて事項書の３ その他を事務局より説明願います。 

 
（事務局） 



 

 

   さきほど，Ｓ委員よりご提案のありました，１０月末予定の「ふれあい運動会」 
の開催ですが，当市も障がいのない人との関わりの希薄も感じるなか，少し事前に意 
見交換ができればと考えております。ついては，この場にその関連団体の方がお集ま 
りいただいていますので，打ち合わせ準備会を７月中旬に実施いたしたく，別途調整 
させていただきたい。 

 
※ 関係者了承 

 
（Ｓ委員） 
   Ｃバスに関してですが，鈴鹿市駅からステップワークすずのねまでの，朝の１便が

満車状態です。ステップの所で無理やりに乗ったりして大変危ないです。路線的に大

型バスは無理らしいので，１便増やしていただくとか中型バスをお願いしたい。 

 
（事務局） 
   要望の一つとして，関係部署に伝えさせていただきます。 
 
（議長） 
   それでは，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，意見交換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 
ては貴重なご意見ありがとうございました。 
次回協議会の開催につきましては，年２回開催のなか，３月頃を想定してのハート 
フルプランの進捗報告か，２月頃を想定してのさきほどの市事業の選択と集中の予算 
報告をと考えています。日が近づいてまいりましたらご案内いたします。 

    
（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２４年度第１回協議会を終了いたします。 


