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1.鈴鹿市における「すずかハ－トフルプラン(障害者計画)」の趣旨と目的

すずかハ－トフルプランの策定（共生社会の構築に向けて）

障がいのある人に 障がいのない人に 会全体 会 経済障がいのある人に

向けた視点

障がいのない人に

向けた視点

社会全体(社会的・経済的
要因)の把握

理解度・認知度の向上

計画の実態検証(一例)計画の実態検証( 例)
障がいのある人の

サービス利用向上

（利 人数 利 率）

障がいのない人による，障がいの

ある人のイベントなどへの

ボ 活動参加

障がいのある人の雇用

（障がい者雇用率）
（利用人数，利用率） ボランティア活動参加

（障 者雇用率）

指標に基づく推進

共生社会・地域移行の実現

実生活で「共生(思いやり)」を感じる 地域活動 スポ－ツ活動が活発に 就労の場で雇用があると感じる実生活で「共生(思いやり)」を感じる
障がいのある人の割合

地域活動，スポ－ツ活動が活発に
行われていると感じる市民の割合

就労の場で雇用があると感じる

市民の割合

アンケ－トなどによる実態把握



2.２０才以上の一般調査
（１ ０００人抽出 回収率４７％） 書き込み意見より

これが，本音では？

（１，０００人抽出，回収率４７％） 書き込み意見より

☆ 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 た生活を楽しく送れる施策展開☆ 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☆ 鈴鹿市の福祉・医療・介護は他市と比べ遅れている

☆ 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☆ 障 者 け なく，介護者 労働環境（賃金 時間等） 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

一般調査によるデ－タはわかったの
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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。



④障害者手帳所持者のその他の書き込み意見について
3.７０才未満の障害者手帳所持者調査
④障害者手帳所持者のその他の書き込み意見について

これが，本音では？

（１，０００人抽出，回収率６０％） 書き込み意見より

☆ 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

ビ が☆ 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 いての施策がどうな ているかわからない☆ 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

「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。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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4窓口等サ－ビスの現状

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

4.窓口等サ ビスの現状

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
5手帳所持者の更なるサ－ビスの充実をしてほしい5.手帳所持者の更なるサ ビスの充実をしてほしい

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。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。
3.手帳所持者の更なるサ－ビスの充実や手続きの簡素化をしてほしい帳 更 充実 続
→サービス等支給は，「権利(社会全体の協力下での納税者税負担」であるが，
それらを受ける「義務」は必定である。「更なる～」の点は財源の課題。 6



5.平成２４年度 財政面からの理解増進と考察 ※広報すずか4月5日号
予算特集記事より抜粋

①鈴鹿市一般会計予算に占める歳入 「市税」の割合（全体の約４８％）

横

減

横
ば
い

固定資産税

その他市税

平成23年度減
少

市民税（法人）

固定資産税 平成23年度

平成24年度

横
ば
い

市民税（個人）

億円

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 

納税 納税約273億円約 億
/576億円

7



②鈴鹿市 般会計予算「歳入」の構成 「全体」の割合（約５７６億円）②鈴鹿市一般会計予算「歳入」の構成 「全体」の割合（約５７６億円）

①市税 約２７３億円は横ばい（約４８％）

②地方交付税等 約３４億円は横ばい→やや上昇基調（約６％）
③国・県支出金 約１２０億円は横ばい（約２６％）
④市債（借金） 約４８億円は，横ばい（約８％）
⑤財政調整基金取り崩し 約２６億円（約５％）は，Ｈ２５年度末になくなる。

今後 歳入って どうなるのかな?今後，歳入って，どうなるのかな?
不足分を賄ってくれる地方交付税にも限
界があるし，市の財政調整基金(定期預
金)も 底をつくんだよね。

あれっ！？

金)も，底をつくんだよね。
ということは，市独自で，市民税や固定資
産税を値上げしなければならないというこ
と？ 歳出って，どうなっているの?と 歳出 て，どうな て るの
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③今後，予測される歳入構成

約55億

１年間に

臨時財政特例債 約55億
程度

１年間に
必要とさ
れる経費

地方交付税(国から)
5.9%

地方交付税(国から)

H25に
100% 国県支出金その他

37.1%
国県支出金その他

H25に，
財政調整基金
(定期預金)が
なくなるため，

この範
囲は，
並行か

市税
(市民税・固定資産

約576億
円 市税

(市民税・固定資産

なくなるため，
地方債(臨時財
政特例債)の発

行へ

並行か
減少

(市民税 固定資産
税等)
47.4%

(市民税 固定資産
税等)

9H24歳出 H24歳入 H26歳入
(仮)



④鈴鹿市 般会計予算に占める歳出の割合④鈴鹿市一般会計予算に占める歳出の割合

区分区分

消防費

商工労働費等

その他費

総務費

衛生費

教育費

消防費

平成23年度

平成24年度

土木費

公債費

総務費

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

民生費

％一般会計予算 単年度約５７６億円に占める
「社会保障費」の額は，

２１３億円（全体の約３７％）！！２１３億円（全体の約３７％）！！
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⑤ 債 借金 残高⑤市債（借金）残高

○平成２４年度当初時点での鈴鹿市市債残高
約４６８億円！ (※年間予算が，約５７６億円)

(今後の社会情勢により，増加懸念あり)
○毎年 約５５億円を歳出予算に計上し，返済中。毎年 約 億 を歳 算 ， 済中。

何も知らない 次の世代へ何も知らない，次の世代へ
先送りでいいのか？

歳出予算は，これまで大きく削減されての
比率のなか 突出する社会保障費(37%)おいおい！？
比率のなか，突出する社会保障費(37%)
の今後の自然増をどうするのか？
自然増以外の面で考えないとね。。。
待てよ！国の借金もあるよね！待てよ 国の借金もあるよね
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⑥参考資料 推

国及び地方の借金は，約908兆円。
（平成２４年４月現在 リアルタイム財政赤字カウンタ－）

⑥参考資料（推計）

※国民一人当たりの借金額は， 712万円も，本来，納税
する労働力人口(15～64歳)で考えなければならない。

○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，約1億2千800人。うち，納税者は，約40%として。
○納税者が負担する借金額は，現段階で，
908兆円÷(１億２千８００人×仮40%) = 約1 773万円の負担908兆円÷(１億２千８００人×仮40%) = 約1,773万円の負担。

耳の痛い話だけど・・・
もう少し，わかりやすくならないの?

じゃあ，ちょっとだけ，

般家庭に置き換え

12

一般家庭に置き換えて
みましょう。



6.鈴鹿市一般会計予算 → 一般家庭予算へ換算(歳入の面) 仮

平成２４年度歳入 ※575億9400万円の年間予算を，年収575万9400円に置き換える。

生活レベルの項 年間金額 月間金額 構成比
市予算上の区分

生活レベルの項
目

左記項目の詳細
年間金額
(円)

月間金額
(円)

構成比
率

市税
(市民税と固定資産税が 給与収入 働いて稼いだ給料 2,729,956 227,496 47.4%
占める)

諸収入(分担金，負担金，
使用料，手数料，諸収入)

パ－ト収入 家計を助ける収入 460,752 38,396 8.0%

地方交付税，国庫支出金
県支出金など

実家からの援助
祖父，祖母からの援
助

1,814,211 151,184 31.5%

市債(地方債)
銀行等からの借
入金

家や車を購入する
ためのロ－ン

478,030 39,836 8.3%
入金 ためのロ－ン

繰入金 貯金取り崩し 定期預金の取り崩し 253,414 21,118 4.4%

繰越金 前月末の残金 前月の余り 5 759 480 0 1%繰越金 前月末の残金 前月の余り 5,759 480 0.1%

雑入(その他) 雑収入 17,278 1,440 0.3%

歳 合計
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歳入の合計 5,759,400 479,950 100.0%



7.鈴鹿市一般会計予算→一般家庭予算へ換算(歳出の面) 仮
平成２４年度歳出(目的別) ※575億9400万円の年間予算を，年収575万9400円に置き換える。

市予算上の区分 生活レベルの項目 左記項目の詳細
年間金額
(円)

月間金額
(円)

構成比
率

民生費 社会保障
子への仕送り，生活弱
者等への募金

2,125,219 177,102 36.9%

家の前の道路，皆の
土木費 周囲の整備 公園等インフラ維持補

修
742,963 61,914 12.9%

議会費 総務費
地域行事や家庭の

自治会行事，家のリ
フォ－ム インタ－ネッ

議会費・総務費
地域行事や家庭の
生活維持費

フォ ム，インタ ネッ
ト・新聞代，光熱費，ガ
ソリン代，日々の食費

610,496 50,875 10.6%

教育費 教育のため 教材費，塾代，給食費 564,421 47,035 9.8%

公債費 借入金の返済 家，車のロ－ン返済 552,902 46,075 9.6%

衛生費 公衆衛生
ごみ処理代，上下水
道代

518,346 43,196 9.0%

消防費 生命等の保全 火災保険等 224 617 18 718 3 9%消防費 生命等の保全 火災保険等 224,617 18,718 3.9%

農林水産費 有機作物の収穫
貸し農地の貸借(畑作
用水負担含む)

161,263 13,439 2.8%

労働費・商工費 交通手段 C-バス運行費負担等 109,429 9,119 1.9%

14
災害復旧費・予備費 有事の際の備え 地震保険や予備費 149,744 12,479 2.6%

歳出の合計 5,759,400 479,950 100.0%



鈴鹿市一般会計予算→一般家庭予算へ換算(歳出の抽出)

市予算上の区分 生活レベルの項目 左記項目の詳細
年間金額
(円)

月間金額
(円)

構成比
率

民生費 社会保障
子への仕送り，生活弱

2 125 219 177 102 36 9%民生費 社会保障
者等への募金

2,125,219 177,102 36.9%

1子ども手当 34 610円 (年間費4 153 240千円/12月)

月間かかる金額の上位を事業として
ピックアップ

1.子ども手当 34,610円 (年間費4,153,240千円/12月)
2.私立保育所等運営費 24,047円 (2,885,630千円/12)
3.障害福祉関連費 19,378円 (2,325,359千円/12)
4生活保護関連費 19 130円 (2 295 680千円/12)4.生活保護関連費 19,130円 (2,295,680千円/12)
5.民生人件費 14,906円 (1,788,711千円/12)
※249人(本庁101人，保育所141人，出先7人)

6.後期高齢者特別会計繰出金 11,736円 (1,408,292千円/12)
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6.後期高齢者特別会計繰出金 11,736円 (1,408,292千円/12)
7.国保特別会計への繰出 8,327円 (999,271千円/12)
その他



7 鈴鹿市における障害福祉施策の検討案件①

１.すずかハ－トフルプランの内容推進
・「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

7.鈴鹿市における障害福祉施策の検討案件①

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，制度周知とと障 ある人 ，各種サ 利用促進 け なく，制度周知
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ことが必要。

・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」の促進を図る。
※すずかハ－トフルプランの概要版(８ペ－ジ)による周知(平成24年度)

2.パーキング・パ－ミット(思いやり駐車場利用者証)制度の導入

スパイス

う～ん
「一般的に耳ざわりのよい表現をして
いる，共生社会の概念」では，本当の
「共生社会」って創造できない
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「共生社会」って創造できない
（何も変わらない）からね。。。



7 鈴鹿市における障害福祉施策の検討案件②7.鈴鹿市における障害福祉施策の検討案件②

3.平成24年度の障害福祉課の関連事業 (約 23億2,500万円)
①障害福祉サ ビス事業 約16億1 300万円

ハ－トフルプ
ラン概要版①障害福祉サ－ビス事業 約16億1,300万円

②地域生活支援事業 約 1億6,400万円
③自立支援医療(更生医療) 約 1億4,000万円
④在宅障害者手当 約 7 600万円(市独自事業)

ラン概要版
参照

④在宅障害者手当 約 7,600万円(市独自事業)
⑤特別障害者手当 約 7,100万円
⑥補装具事業 約 3,850万円
⑦障害児福祉手当 約 2 660万円⑦障害児福祉手当 約 2,660万円
⑧障害児通所支援事業 約 2,000万円

※平成24年度の新規事業 職場体験実習実習事業 20万円※平成 年度の新規事業 職場体験実習実習事業 万円

今後について

4.国等の事業で，義務付けされていない「市単独事業費」の縮減・削減・代替検討。
①○○○ 約 800万円
②○○○ 約 100万円
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②○○○ 約 100万円
③○○○ 約7,600万円



最後に 目指すイメ－ジ図

突然の
事故普通に買

最後に，目指すイメ ジ図

事故
から。。

普通に
食事

普通に勉強，

習い事

普通に買
物，外出

限られた世界

1.自助・自立
の意識

いろんな「障がい」が
認められる社会へ

地域への移行

の意識
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いかがでしたかいかがでしたか？

共生社会の実現
障がいのない人 障がいのある人

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，生活の大変さを
理解し，協力しなければね。
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理解し，協力しなければね。


