
平成２４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１１月３０日（金）１０時～１２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，瀬口，倉田，木村，皆木，釆睪，髙田，伊藤， 

白山，小林，辻，竹田，南川，北川，山本 
（以上１７人，敬称略・名簿記載順） 

欠席委員  近藤，塚本，森本（以上３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（１０時） 
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，０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 

 
（司会進行：事務局） 

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，了承される。 
（議長） 

議事の進行に入る。 
事項書２の（１）「新年度予算編成に向けた，重度障がい者向けの施策提案」につ

いて，事務局より説明願う旨。 
 

説明内容の概要 
（事務局） 

事項書の１．「新年度予算編成に向けた，重度障がい者向けの施策提案」について，

説明する。 

 前回の６月１４日の会議で，個人の家計に置き換える形で，詳細に，市全体の歳入

歳出状況や障がい福祉予算の現状を，実態把握の意味からお話させていただいた。 

 その際に，タクシー券支給事業(約８,０００千円)の約５～６年先を目途にした廃止

検討や，直近に解決すべき課題として，各団体への補助金支出や本日の「在宅障害者

手当約７６,０００千円の早期廃止の方向性」を示させていただいた。 

 現在，来年度の当初予算編成のさなか，本年度の予算に比べて，歳入予算は変わら

ず，歳出予算が，当所管のみで，少なくとも，約４億円増加することが現在の執行状

況から判明している。 

 歳入が増加しない，経済的，社会的状況は委員各位，ご存知のとおりであり，現金



給付等，いわゆるバラマキの結果がこの数年顕著にあらわれ，地方財政を圧迫してい

る状況ともいえる。 

そのようななか，以前より，監査や財政サイドから指摘のある事業については，各

部署に散在し，当部署においても，先のタクシー券支給事業や，各障害者等団体への

補助金，在宅障害者手当が見直し対象にあげられ，久しい状況である。 

 当市に限らず，これらの事業予算は，来年度に向けて縮小，廃止の議論が進められ

ている他市の情報も入手しているところである。 

 今回，当課として，これまでの懸念材料を，整理する意味で，新法となる「障害者

総合支援法」の施行のタイミングに併せて実施解消することが，障がい者のみならず，

市税を負担していただく納税市民に説明責任を果たせるものと考えている。 

なお，事前に委員各位にご意見を伺いました件につきましては，行政が勝手に決め，

進めるのでなく，また「廃止」ありきではなく，「廃止」と「縮減」の双方での，専門

的かつ日頃よりの当事者感覚でのご意見を賜りたいと考え，事前打診を行っている。 

 本日，臨時開催とした，全体の背景は，おおよそこのような前提のなか，直接的，

間接的に業に携わる委員各位のご意見をうかがいたく，事前意見案として，多数ご提

示いただきましたこと，お礼申し上げる。 

委員各位の貴重なご意見を参考に，「在宅障害者手当」自体が，重度障がい者を対象

としていたことに着眼しつつ，欠落している施策，重度障がい者に関連付けられる施

策として，当課なりにまとめて，提案させていただくプランを資料１－１と１－２に

まとめさせていただいた。 

資料説明の前に，おさらいとして，事項書に記載の「在宅障害者手当」の目的であ

る，「在宅障害者の福祉の増進」，「予算の範囲内で支給する」，昭和４６年施行の確認

と支給対象者，その実数，総額を説明する。 

次に，資料１－１について説明。 

平成２０年度に一部対象者を絞る形で支給しているものの，総額として減っていな

い状況を補足。 

本年度においては，６月１４日の会議結果を受け，７月２４日以降の新規受給対象

者に対しては，支給決定通知に，「本市独自の制度であること，社会的，経済的要因か

ら永年継続を約束するものではない旨」の一文を追記している。 

継続とした場合の平成２５年度予算額は，約７６,５００千円(２千円×１２か月×

対象３，１８８人) 

委員からの事前意見，約１０件を紹介，報告のうえ，当課の意見を付す。 

１つめ，在宅障害者手当の廃止(０査定)の意見が２件あった。 

次に，本日の資料の印刷に間に合わなかったが，廃止やむなし，他市でもそういう

方向にかじ取りしている市町ありの意見が１件。 

２つめに，１級限定など対象範囲を縮小した，これまでどおりの手当(現金)支給の

意見が１件。 

３つめに，既存サービスの拡充事業はどうかの意見が１件あった。こちらの意見は

３点あるため，１点ずつ，当市の考え方も含めて，説明する。 

１点め，移動支援サ－ビスの適用範囲の拡大(通学や通勤)について 

元来，支給対象となる，在宅の重度障がい者への取組みとしては非常によいご意



見をいただいたものの，「移動支援サービス」とは，社会生活を営むうえで，必要な

外出，余暇活動実現の外出支援を規定しており，法の主旨としては通院，通学，通

勤を除くとされているのが現状である。近隣市においても，通学，通勤等は，学校

側，雇用者側の自主努力に委ねられているのが，現状となっており，このスタンス

を脱することは考えていない。 
また，通院に関しても，居宅介護等の障害福祉サービスでの請求も可能となって

いる。 
市町が義務としてでなく，自主的に取り組む「地域生活支援事業」のひとつのメ

ニュー「移動支援サービス」の参考数値として，平成２３年度公費による決算額は，

１６事業所に委託し，約２７，６００千円となっている。利用者自己負担額は約７

００千円に留まる状況。(原則１割，１０％といいながらも，２．５％の負担) 
２点め，障害福祉サービス事業所の利用時食費等の利用者負担の軽減について 

    食費，光熱水費などは，自宅で暮らしていても施設で暮らしていても，費用負担

が公平になるよう，原則自己負担のメニューと考えられるが，低所得者には，全額

を負担しなくてよい運用になっていることはご承知のとおりである。 
例えば，通所やショートステイの利用時に発生するが，食費等のおおむね２／３

が免除される結果となっている。仮に，１食６５０円相当うち，人件費分４２０円

として，１５０～２５０円前後の額(食材相当)が自己負担となっている。 
毎月２２日の利用で５，０００円前後の金額になるためのご意見かと思われるが，

自宅で暮らす人と事業所を利用する人のなかでの公平性の見解から，ここに，更な

る措置を講じることは控えたい。 
３点め，日中一時支援事業の支援費の増額（生活介護事業における支援費との格差）

について 
    こちらも，市町が義務としてでなく，自主的に取り組む「地域生活支援事業」に

おける事業となっており，障がいのある人の日中活動の場を確保し，その家族の就

労支援や一時休息の場を提供するものである。原則１割の利用者負担はあるものの，

平成２３年度公費による決算額は，３０事業所に対し，約３５，４００千円となっ

ている。利用者自己負担額は約１，０００千円に留まる状況。(原則１割，１０％と
いいながら，２．７％の負担) 
生活介護事業所との支援費格差のご意見もあるが，事業所の要望や調整を図り，

平成２０年１２月頃に単価アップの調整を図り，また近隣市町村とも歩調をあわせ

て，現在に至っているため，ここに，更なる措置を講じることは控えたい。 
４つめの意見として，リスクある対象者に向けた「見守り，相談」事業への代替案

が１件あった。５つめの意見とあわせて，資料上，「枠」で囲っているのは類似意見と

しての表示である。 

詳細も表記しているが，今年 1 月に札幌で知的障がいのある姉妹が凍死発見された

事件は記憶に新しく，例えば，リスクのある対象者を絞った訪問や相談などの代替事

業は如何なものか？シングル介護の状況にある在宅者，セルフネグレクトの疑いある

在宅者など，対象者を絞り，見守りや困りごと発見訪問やその対応を行う事業化とさ

れている。 

５つめの意見は，ボランティア資源を生かした「見守り」事業として，1件あった。



その内容は，ボランティア連絡協議会，鈴鹿市社会福祉協議会等との有機的な連携を

とおし，孤立者見守りに，ボランティア(市民活動)資源を最大限活用するとするもの

である。４つめと５つめの意見はひとくくりにとらえさせていただいた。 

 ６つめと７つめも類似性があるため，資料上，「枠」で囲っている。 

 ６つめは，サイバーダイン㈱(つくば市)の鈴鹿医療科学大学内での拠点化に伴う，

自立訓練装具の訓練代の一部補助事業が１件あった。その内容は，身体機能の早期回

復に向けた補装具(HAL)を活用し，１回当たり，７千円の補助を数回(３回×７千円)行

うというものである。詳細は後ほど，ご覧いただく。 

７つめは，「現物支給」，例えば，紙おむつや配食サービスなどの補助事業が１件で，

対象者全員の平等性には至らないものの，必要な方への施策推進を行うべきではのご

意見でした。現金支給でなく，サービス支給という面から，６つめ，７つめは類似性

がある。 

 ８つめと９つめについても，相談業務という観点から，資料上，「枠」で囲っている。

８つめの意見は，障害者専門相談員の庁内配置及びサービスの向上として１件。その

内容は，専門的相談に対する適正数配置，税同様の夜間対応窓口の検討，障がい児に

対する成人までの継続支援といったものである。 

   詳細に，専門的資格を有し，現場経験５年以上，５年任期，人件費７，０００千円

×２名，事業費６，０００千円(車両費，通信印刷費等)，計２０,０００千円という計

算式もいただいた。 

   ９つめとして，相談業務に障がい者支援相談センター「あい」があるものの，人員

不足は否めず，多岐にわたる相談内容や視覚障がい対象者への支援，取組みは難しい

かもしれない。３０歳代を境に，年齢以上は，「あい」の存在認知度が少なからず薄く

なる傾向もあるのでは，の意見が１件あった。その内容として，人員増員と資質向上

に向けた取組みを希望する旨と「あい」に対する予算付けが別枠の場合は陳謝する旨

があった。 

 「あい」に関しては，別予算計上している旨を説明する。 

これら約１０個の意見を踏まえて，縮減，代替案に向けた考え方を，２つの継続事

業と平成２５年度単年度事業１つを整理し，説明する。 

 １つめが，「災害時要援護者台帳及び在宅重度障がい者を抱える世帯への見守り，相

談事業」として，先の４つめと５つめの意見を集約して提案する。 

 イメージ図としては，資料１－２のカラー版，３ページを参照に説明。 

 対象者として，災害時要援護者台帳(ひとり暮らしの７０名登録者)に，今回，在宅

重度障がい者世帯，約３,１００件を含めた形とする。 

 支援内容としては，月 1回の見守り，相談訪問を，例えば福祉避難所選定施設３か

所と進めるものである。プラス精神系の厚生連の協力を得られればと考えている。 

 なお，個別に各事業所と協議を進めているわけでなく，今後協議予定である。 

 予算としては，５，０００千円×３か所の総額１５,０００千円と考え，事業所増の

際には，予算按分する予定とする。 

 中期的には，段階をふまえ，事業所間やボランティア等とのネットワークを構成し，

市費が増えないよう，例えば現行の三重県制度「地域支え合い事業補助金」による特

定財源を充当した財源確保も目指す予定である。 



２つめの代替事業は，事前意見の６つめと７つめを集約したものであり，「サイバー

ダイン㈱の訓練装具(HAL)の指導訓練費の一部補助」である。 

 つくば市の企業(元は，筑波大学の研究成果)が，２００６年頃より，政府，国のプ

ロジェクトにあわせて実施している福祉用具製品の活用である。 

 口頭説明に難しい面があるため，資料１－２のカラー版とあわせての説明。 

 脳卒中や脳性まひでの機能不全の場合でも，機能訓練に伴い，回復していくもので

ある。講演などで，障がい児の親から，どんな値段でも購入するとの切実な要望が多

数ある。今回，鈴鹿医療科学大学との連携，拠点化からの進展を図る。 

 現在，訓練等のデータを蓄積しているなかで，数年先の介護保険対象化や市販化を

目指している計画である旨，確認している。 

 映像等により，理解を深められるよう，２か月後の２月下旬に講演会を実施できる

よう，サイバーダイン社と日程調整中である。 

 支援内容としては，リハビリ，機能訓練としてのロボットスーツ HAL の装具訓練費

を３回分×７，０００円，一部補助することでの自立支援を検討する。 

 予算額として，身体１～２級の対象者で，１,０６０人該当となることから，掛ける 

２１,０００円で，総額２２,２６０千円となり，先の見守り事業とあわせると，合計

３７,２６０千円となる。 

 当初，委員各位には，廃止に伴う０円もしくは１／４予算となる２０,０００千円程

度と打診も，かかる結果の案となっている。 

 なお，身体３級の方は，元々，在宅障害者手当対象外も，装具訓練費のニーズが多

い場合を想定して８６０人分(１８，０００千円)の支給の可能性も次次年度以降検討。

中長期的な目標としては，市場の広がり，日常生活用具化の際の現物支給の視野化も

検討していく。 

 ３つめの事業は，平成２５年度の単年度限りとなるが，(財)自治総合センターの「共

生の地域づくり助成事業(１０／１０事業)」にエントリーしたところ。 

 採否の結果は，年内若しくは年初となるが，就労の３形態を一同に会する取組みを，

マルシェ(市場)として，実施を図る。 

 平成２５年度とする理由は，障害者総合支援法(障害者自立促進法の後継)，改正障

害者雇用促進法(法定雇用率のアップ)，障害者優先調達法(就労系施設からの優先調

達)が，それぞれ，２５年４月 1日から施行することからの周知，普及とする。 

 詳細については，資料１－２のカラー版７ページ以降を参照に説明。 

 生活を支える「就労」に着眼している。ただ，かかる就労に関しては，改正高年齢

者雇用安定法も４月より施行される。２０２５年度には６５歳までの高齢者雇用を義

務づける一方，若年者の１５～２４歳の完全失業率は９．４％，２５～２９歳の完全

失業率も６．３％である。ひとつのイスを高齢者と若年者で奪い合うなかでの，改正

障害者雇用促進法による法定雇用率のアップによる障がい者の雇用課題はある。 
 非常に厳しい状況下での，「就労」の定義を再確認した結果，３つの意味合いがあっ

た。 

「仕事に就く，就職する」という，民間企業への「一般就労」，「仕事を始める」と

いう「創業(起業)」，「仕事をしている」という「福祉的就労」に分類できる。 
 これらを一同に各ゾーンとして会し，市民，企業，特別支援学校等への周知を図る



とともに，各障がい者団体のブース(活動報告や新規会員の獲得)，事前意見の８つめ

と９つめの相談支援体制の周知を図る「あい」のブース，ハローワーク，特別支援学

校のブースなどを配置するものである。 

ハローワークは本年１１月１９日に市庁舎の１２階で開催されており，相互協力に

関しては今後，協議予定である。 

 なお，１１月の就職説明会(ハローワーク)を現認し，ニーズの高さを確認したとこ

ろである。 

 以上，事前意見を集約しての代替案を説明する。 

                                                       

質疑応答の概要 
（議長） 
  大きく３つの代替案の説明，提示がされた。質疑応答の形となるが，質問等はどうか？ 

 
（Ｎ委員) 
３点，質問する。 
１点目，「見守り相談事業所」としての福祉避難所の３か所であるが，３，１００人の

障がい者を限定しての設定，持ち回りながらの３か所で固定化という考えなのか？ 
２点目，「サイバーダイン」については，未だ認識不足のなか，身体１～２級の対象者

の１,０６０人を対象とするとあるが，３，１８８人からの算出方法計算方法等詳細に教
えてほしい。 
３点目，資料１－２の８ページにある「就労マルシェ」であるが，単年度で解決でき

るものではないと思うが，単発の単年度限りの事業ということなのか？確認したい。 

 
（事務局） 
  １点目の見守り相談事業所については，避難所は現在３箇所で，自立支援協議会で８

～１１月にかけて当事者と協議をした。３箇所では少ないという結論が出ており，他の

事業所にも依頼をしていく展開をと位置付けている。そのなかで，中学校区に１箇所は

必要等市役所に避難しても対策本部があるだけで何もない等の意見が出た。近くに避難

所があるということと，災害が起きても，約半数は自宅に居るという結論付けもあるの

で，見守る体制が必要と考えている。見守りの構築と，避難所の増加，各中学校区にひ

とつは欲しいという話になっている。 
  ２点目の「サイバーダイン」の取組みについては，映像をご覧いただかないとイメー

ジを抱きにくいなか，１，０６０人については，身体１～２級のうち，内部障がいを除

く身体機能に障がいをお持ちの方の人数である。 
 ３点目の「就労マルシェ」については，障害者雇用促進法の改正，障害者優先調達法

の施行にあわせた平成２５年４月１日から施行される法律がまとまっているなか，周知

も含めて必要ではというなかでの単年度限りの一同に会した事業としている。次年度以

降についても就職説明会については，ハローワークが実施しており，次年度以降も継続

されるであろうし，私どもも福祉的就労については，例えばホームページで周知を図る

とか，産業部門と連携を図るとか，そのような動きを考えている。ソフトの事業につい

ては継続をしていただくが，いわゆる今回のようなハード的な事業は法律施行に併せた



平成２５年度限りとしている。 

 
（Ｓ１委員） 
見守り相談事業について，先日，市の担当と話をした。 
要援護者台帳については，登録したくない人や親が軽い知的障がいとか精神障がいの

方もいる。この半年で相談事業も無くなった。でも本当に必要な人は，「あい」や障害

福祉課に相談に行く。 
  今回の資料で「孤独死」と聞いて，どうして相談に行かなかったのかと感じる。重度

障がい者だけでなく，軽度の方も救う手立てが必要だと思う。大きな予算は分からない

が，相談事業で一人当たり２万５千円が５人に支払われる。障害福祉課の方にはこの額

では何もできないと言われたし，親の会で在宅障害者手当の廃止について触れたところ，

広くみんなに行き渡るという意味では「やっぱり現金給付が一番」とも言われた。 

 
（Ｍ１委員） 
  ひきこもりには，民生委員や教育委員会の声掛けが重要である。声を掛けても当事者

がなかなか動かない場合もあって，時間が掛かったりする。登録すれば，月一回の見守

りがあるとかで，登録してくれるような仕掛けが必要。個人情報の関係もあって，相談

センタ－「あい」への登録がイコール要援護者台帳の登録かは分からない。なかなか具

体的な支援につながらないので，もどかしい気がしている。 

 
（事務局） 
  やり方としては，災害時要援護者台帳の未登録者台帳も，作ろうと思えば作れる。た

だ，本人も登録されていることを知らないこともあるので，他の自治体では，いざとい

う時，登録者の利益になる時は，第三者や支援団体に個人情報を提供できるよう，予め

個人情報審議会に諮って，事前の了解を取っておくという手法でやっているところもあ

る。今後の検討課題である。 

 
（Ｓ１委員） 
  ここでいうのは災害時要援護者のこと，災害時だけでなく，普段から見守りができれ

ばいいと思う。 

 
（Ｍ２委員） 
  私たちのボランティアの活動のなかで，いろんなことをやっているが，声掛けをして

も出てきていただけない，話も聞いていただけない方たちがたくさんいる。活動のなか

で一緒に触れ合える方たちはいいのだが，何もできない方たちは，どうしたら私たちの

ところへ出てきていただけるのか，私たちがどんな動きをすればいいのか，埋もれてい

る人たちとどう接すればいいのか，どう掘り起こしていけばいいのか，課題となってい

る。この協議会の場で話し合えればいいかと思っている。私たちボランティアは災害時

要援護者を，ボランティアのなかで見守りをするという活動をやっているが，ボランテ

ィアがすぐ隣にいる訳ではないので，いざとなった時に，何の支援もできないので，市

の方と話し合って，もっと広く民生委員さんらと連携を取ってできないかと考えている。



民生委員に話を聞くと，高齢者の支援はやっているけれども，障がい者の支援は何もや

っていないという話になった。社協の見守り講座にも参加しているが，いざという時に

遠くにいる人の支援はできなく，身近にいる人の支援を私たちはやりたいと常に考えて

いるので，だれでもが見守りや声掛けができる人たちをつくるような施策ができるとい

いなと考える。障がいを持っている方もその中の一人という考えで，みんな一人ひとり

という考えでいられるといい。 

 
（Ｓ委員） 
  障がい者も外へ出ていくことが大切である。「私はここに居ますよ」と地域の人に分か

ってもらわないといけない。たくさんの案があるけれども，窓口に行った者だけが受け

られるものでは何にもならない。隣近所で手助けが要るとか，子どもさんの顔を見ない

し，どうしているのか分からない，でもこの家のことを私はどうこうできないしという

ところが，一番怖いところであって，見守り相談事業にあがってきているような人でな

く，それ以外の人の手助けが必要。深く何でも知っている人でなくてもいいので，身近

なところで，少しでも分かった人を増やすということが大事だと思う。同じ地域で暮ら

していれば，あの子はこういうところがやりにくいとか分かるし，本当に知らない人が

突然来てもその子のことを分かってもらえる。そんな人を私は本当に欲しいし，そうい

ったものにつながっていくのであれば，代替として嬉しい事業だと思う。 

 
（Ｍ２委員） 
  ３ページに「将来的には」とあるので，まだまだ，すぐには動けないのですかね？ 
 
（Ｋ委員） 
  私のイメージであるが，登録をしている方のところへ，ピンポイントの訪問は，おそ

らくないと思う。自治会長や民生委員や社協の方とかと連携を取りながら，そこに行く

と思う。そんな活動の中から掘り起しがあると思う。要援護者台帳は申請主義なので，

言ってこなければ何もできないということだったが，この案がうまくいけば，アウトリ

ーチというか，待っているだけでなく，こちらから出掛けてニーズの掘り起こしができ

る。平成２５年，２６年と段階を経ていかなければならないことも言われていたが，今

まで手を挙げていない人たちが，その枠の中に入ってくるような方向へ持っていけばい

いと思う。 
 その辺りのイメージは事務局としてはどうか？ 

 
（事務局） 
  最終的にそのようになっていくのが理想。ただ，なかなか相談を受けないというお話

もあったように，分からない人にどうやって我々は向き合うようなかたちができるのか，

イメージがつかない。まだ即答ができず，イメージの段階もまだ。 

 
（Ｓ委員） 
  先日，私がたまたま理事をしている事業所の利用者で困り事があったので，とりあえ

ず，「あい」に登録したという案件があった。そこの家は保護者の方もはっきりした知



的障がいがある訳ではないけれども，何かしら精神的なものを抱えていて，障がいのあ

る子どもの収入を当てにしている。話を聞くと兄弟にはちゃんと働ける人がいるけれど

も，その子の収入は家には入ってこないらしい。収入があるため生活保護の相談をして

も，一つの世帯で見られ，生活保護が切られる。切られたら困るから障がいのある子に

も少しでも収入のあるところに行って欲しい。働いたお金をうまく吸い上げて飲み食い

をしてしまい，きちんとした生活ができない。そんな見えない部分がもっとあると思う。 

相談に行かない人が相談に行くには，どうしたらいいのか確かに分からないけれども，

例えば事業所であったりとか，地域のなかとか，あそこの家を助けてあげたいという目

線で見て，行政からも少し訪問してもらえるといいと思う。 
 
（Ｍ１委員） 
  障害者虐待防止法ができた。虐待防止法は，虐待をしているかどうかということを決

めてくだすのではなくて，虐待かどうか分からない相談からしてもらって，市として調

査をして訪問をできるという内容のものなので，もっと活用して，住民の方にもっと制

度を知ってもらうといいのかなと強く思う。 
  それから気になっていたが，在宅重度障がい者の方々で，障害福祉サービスを使われ

ている方は多いのか？確認したい。 

 
（事務局） 
  約３分の１である。 

 
（Ｍ１委員） 
  障害福祉サービスを使っている方は，相談支援専門員が必ず付くという制度に変わっ

たので，サービスを使っている障がい者の方には，身近に相談できるという方ができ

てきている。あと３年したら。だから，そうでない方々をどうするかということ。 

 
（Ｓ１委員） 
  サービスも自分たちや３０代前後の方はよく知っていて，割りと使っている。でもそ

れより上の年代の方は，制度があること自体を知らない。私からすれば，育児放棄をし

ているのかと感じるくらいで，そんなに手が掛かりそうでないのに，ヘルパーさんを使

ったり，日中一時支援を利用したりしている。だが，将来のことを考えると，いろんな

所で，いろんな人に関わりながら，将来を見つけていくということが大切。今は通所し

ているけれども，いつか親が子どもより先に逝ってしまったことを考えると，入所せざ

るを得ないし，それなら通所と入所を併せ持った事業所がいいのかとか，私はいつも考

えている。でも，私より年上の世代の方は，将来どうするのかということをちゃんと考

えているのかが疑問。サービスを実際に使っていない人が多く，サービスを知らない人

も多い。それをどうやってＰＲしていくのかである。 

 
（Ｓ２委員） 
  障がいをお持ちの子どもを持つ友人から，最近たまたま聞いた話である。情報はたく

さんあると思う。制度も手段もたくさんあると思う。だけど，それを上手く利用する方



法が分からない。今更ながら，いろんなサービスがあることも知らなかった。当事者の

母親としては，今困ったときに，気軽に寄り添ってコーディネートしてくれるところが

欲しいという願いを聞いた。介護保険ならばケアマネがいるが，高齢でない方は，障害

福祉課とか，「あい」になる。寄り添って，サービスを調整してもらったりとか，情報

をたくさん持っている方が，側にいるのはやはり，障害福祉行政の担当の方だというこ

とで，どうしても，「あい」や，いろんな他の関係機関もあると思うが，当事者の母親

からは，今までで情報を得たのは障害福祉課の窓口の担当の方だと聞いた。でも，なか

なかコーディネートしてくれることがないのが実情で，今回の見守り制度を代替事業と

して提案していただいて，上手く機能するといいなと思ったが，実際に寄り添うという

のは，この中の職員や相談員になると思う。行政といろんな事業所の職員が，地域の方

を巻き込んでこれが機能するといいのだが，事業所の中の相談員が当事者に寄り添う場

合，通常業務を抱えながら，更に見守りがプラスされていくというかたちをイメージし

てしまう。その辺りでどのように寄り添って見守っていただけるのかを不安に思うこと

もある。 

 
（Ｋ委員） 
  ありがとうございました。 

具体的にどう動かしていくのかは，まだはっきりと出されていない。皆さんから出さ

れたことは，一つの要望事項として，今後，この事業を展開して行くなかで取り入れら

れればいいと思う。いろいろ期待は大きいものがあると思うが，その期待が全部できる

訳ではないので，できる範囲のことから，それを広めて行くことしかできないのではな

いかと思う。 

 
（Ｙ委員） 
  これまでの話とは異なるが，私は商工会議所から来ているので，３番目の就労マルシ

ェがすごくいい事業だと思う。Ｓ１委員が言われたように，行ける人はいいのだが，行

けない人のためにといわれると難しいが，先日，市内の大学から障がい者の就職を頼ま

れた。いろいろな人に頼んだが，なかなか探せなかったなかで，ある大きな企業に面接

の話をもらった。私に言うよりは直接当事者とやりとりした方がと思い，履歴書も渡し

たけれど，それが悪かったのか，結果はどうだったかを尋ねると，結局，約束した面接

日に来なかったらしい。家の用事があったらしく，大した用でもなかったのに行かなか

ったらしくて，私も最後まで確認しなかったことを悔やんでいる。面接の日も知らなか

ったし，今もその人は就職が決まってない状態。ここへ来られる方はすごく恵まれた方

だし，気持ちもある方ですが，鈴鹿市の就労の雇用率は悪いですよね。すぐに良いよう

にならなくても，働きたい人には一人でも多く働いてもらえるように，今回提案のマル

シェをやっていただければ，詳しくいろいろなことが分かる。個人対個人では上手くい

かないことがあったので，単年度で惜しいが，法定雇用率も上がるので，すごく良い代

替事業だと思う。 
（Ｋ委員） 
  ハローワークに関して，Ｔ委員いかがか？ 

 



（Ｔ委員） 
  企業の方にとっても，障がい者の方を分かっていただく障がい者理解という点では，

福祉的就労ゾーンというコーナーの併設があって，今までにない面接会になるのかなと

期待をしている。想定が１５社ということだが，今年は過去最大の２８機関の参加があ

ったので，ブース数ももう少し多いとありがたい。あと，ハローワークは国の機関であ

り，亀山市も管轄としているので，企業は鈴鹿市内でなくてもいいですね。参加者も亀

山市の方も配慮いただくとありがたい。 

 
（Ｙ委員） 
  もう一点ある。 

Ｓ１委員が言われたように，いろんなことが自分から言えない方とか，周知をされな

い方ということで，私たちでハートフルプランを作ることも大変なことで，必要なこと

で，去年１年間掛かっている。でも，一般の方はその存在すら知らないし，もったいな

いと思う。分厚い冊子は中身が難しいし，概要版を全戸へ配布して周知してみるのはど

うかという委員の意見に私もすごく賛成。すごく無駄になるけれども，市内７万５千戸

のうち，たとえ５千戸でもどこへも行けない人が見てくれればいいと思う。隣の人を少

しおかしいなという意識だけでも持てるというか，それくらいから始めていかないと，

先ずは一人ひとりが意識を持ってネットワークを組めるような，気持ちになれるように

なればプラスだと思う。 

 
（Ｋ委員） 
  市政のたよりとか，社協のチラシとかで，おそらく全戸にはまわっているのではない

かと思うが。 

 
（事務局） 
  自立支援法から総合支援法へと法律が変わるなか，１２月３日からの障害者週間に併

せて，啓発イベント会場にハートフルプランの概要版を設置する予定。社協にも設置す

る予定。ただ，２５年４月から法律内容も対象者も難病患者等が増えて変わるので，全

世帯に配布するのは，タイミングとしてどうかと悩みどころもある。現時点では，窓口

や市民ロビーに置く予定で用意をしている。 

 
（Ｋ委員） 
  いろいろな手法での情報発信は必要であり，一番簡単なのが市のホームページである。

ただ，アクセスしないと見れないということはあるが。 

 
（事務局） 
  市のホームページには，厚い冊子分全てが原稿のまま掲載されている。ただ，人によ

ってはアクセスするまでは至らないかもしれない。 

 
（Ｋ委員） 
  本日は，時間もないので，多くの人が目に触れられるような手段を講じるべきとし，



次の「２」のサイバーダインの訓練補助について，ご意見いかがか？ 
  なかなかイメージがつきにくいかもしれないが。 

 
（事務局） 
  添付写真等をご覧いただき，こちらの説明だけで，映像も見ていないなかで，イメー

ジまで行き渡らないと思う。イメージとしては，このような福祉用具を装着している方

が，市内で日常的に歩いている鈴鹿市の風景であっても私たちはいいのかなと考えてい

る。又，福祉用具ということから，福祉用具を取り扱う製造事業所が増える，即ち，就

労する場が今後増える可能性も先々は見据えたいと思う。 
 
（Ｓ１委員） 
  リハビリ３回で，歩けるようになるのか？ 

 
（事務局） 
  結果的に３回という補助制度の仕上げ方になっているが，私も委員の質問のように，

効果の出る回数，判断できる回数は何回位という質問を企業側にしている。企業側から

判断基準は平均して「３回です」という回答をもらい，訓練代金を尋ねたら，「一回あ

たり７千円」とのことから，計算し，２万１千円で代替事業になりうると考えた。計算

はあくまで結果としてである。 

 
（Ｓ１委員） 
  例えば，脳性麻痺の方で，「歩きたい」とか，「娘の結婚式に出たい」とかの前向きな

意識を持つ人には効果があると思われるが，重複障がいの方や重度の知的障がいの方に

はどうなのかと思う。 

 
（事務局） 
  基本的には動作支援なので，上肢・下肢というような方へのイメージを持っていただ

ければと考える。 

 
（Ｓ１委員） 
  重複障がいの方で，子どもさんが大きくなって大変なのは，入浴補助を一番言われる。

だから入浴のために，いろいろな施設をサービス利用している。 

 
（Ｍ１委員） 
  介助支援にもなるので，高齢者の方が重度の障がい者をお風呂に入れる人の動作も補

助してくれるものもある。でも，それには補助金は出ないですよね。 

 
（事務局） 
  自立に向けた訓練補助という形での対象者を絞り込んだ制度である。 
 
（Ｋ委員） 



  制度利用対象者１，０６０人の中でも，該当する対象者はもっと絞られることになる

と思う。一つの啓発というか，介助補助具での訓練ができますよという意味では良いと

思われる。 
 
（Ｍ１委員） 
  もしかしたら，中度の方(もう少し症状の低い方)もできますよというふうに幅が変わ
るかもしれませんね。 

 
（Ｓ１委員） 
  そうなると，家で入浴をする時にという本人をフォローしなくても，介護者のフォロ

ーができるかも。 

 
（Ｍ１委員） 
  家族の方が，本人も安心できるし。家族を支援できるような枠になってもいいのでは？ 

 
（Ｋ委員） 
現物を見ないと，イメージも難しいので，見れる機会をお願いします。委員各位の事

前意見に伴い，３つの提案がされているが，３つとも代替事業として取組みましょうと

いうスタンスでいいのですか？ 

 
（事務局） 
  考え方としては，皆さんのご意見を含めて総合的に展開していこうと考えるなかで，

実施効果と予算規模的なことを想定して，提示申し上げている。 

 
（Ｓ２委員） 
  ２つめの訓練装具であるが，国や県の補助はあるのか？ 

 
（事務局） 
  国でも県でも補助は，していない。あくまでも個人負担で訓練されている。 

 
（Ｓ２委員） 
  研究開発などされていると思うが，研究開発には国の補助があったのでは？ 

 
（事務局） 
  もともとは，国のプロジェクトで補助を受けてきた。 

 
（Ｓ２委員） 
  だから訓練に対する補助は，なかなか難しいということか？ 

 
（事務局） 
  そのとおりと思われるなか，ただその部分を含めて，訓練費が抑えられているという



要因はあるかもしれない。 

 
（Ｓ２委員） 
  それを，もっとということでの訓練試験をということか？ 

 
（事務局） 
  訓練データも含めて，利用が広がれば広がるほど，例えば，商品としても数年先にと

いう形になるであろうが，当然販売の範囲が広がることにより安価になるということは

言われている。 
 
（Ｓ２委員） 
  そのことにより，活動の場も輪も広がると思う。 

 
（Ｔ委員） 
  ３つめの「就労マルシェ」について，いいと思うなか，今後の詳細は，共催である労

働局や三重県とも話を詰めさせてもらったうえで，ハローワークとしてどうするか返事

させてもらう。 

 
（事務局） 
  こちらの都合上，２５年８月頃には開催したいと考えるので，T 委員とも直接協議を
させてもらう。今回同様に公募事業の提出締め切りが毎年１１月なので，夏休みの８月

に開催して，こんな課題があったので，次はこんなことをやりたいという，次の関連取

組みの申請をあげるため，アンケート結果をまとめての公募提案を考えている。そうす

ることで，同じことをしなくても継続的なものが見えてくる。 

 
（貴島議長） 
時間も限られるなか，最後に，事項書の５の今後のスケジュールというところの説明 
がまだですね。 

 
（事務局） 
  在宅障害者手当について，縮減や代替となる案の結果に基づき，その周知を現計画上，

すずか広報１月２０日号に何とか載せられたらいいと思っているが，原稿の締切日が近

いので，間に合うのかどうか心配もあるが，その次の２月５日号には周知をして，更に

年度内で制度終了する旨のお知らせを，現手当受給者にするスケジュールである。 

 
（貴島議長） 
  本日議論した３つの提案に対して，具体的には詰めるところはまだありますが，施策

推進協議会としては，３つの事業について平成２５年度から取り組む方向でよろしいで

すか？ 
 
※ 一同了承 



 
（貴島議長） 
  ありがとうございます。では，本日，委員各位に審議をしていただいたので，その方 
向で２５年度以降進めてもらう。ということで，よろしくお願いしたい。 
それでは，事項書の「その他」を事務局より説明お願いしたい。 

 
（事務局） 
  「その他」につきましては，かねてより，話題にあげさせていただいている「障がい

者団体への補助金」の削減について，会議終了後，各団体にお話するため，残っていた

だきたい。 
また，次回の協議会開催についても，６月開催時には３月頃と案内したものの，今回

の臨時開催に伴い，予算上，本年度はなしとしたい。 
なお，次年度については，昨年度のハートフルプラン作成の厳しさ，本年度の施策諮

問等の反省から，年間２回開催から３回開催できるよう，予算要求している。次回は４

月頃に開催できればと考える。 
 
※ 関係者了承 

 
最後に，説明内容の概要を追加する。 
（事務局） 
  本市独自の手当支給制度の廃止・縮小案に，審議をいただいた旨，お礼。 
  現在，新年度予算編成の渦中のため，必ずしも本日の協議どおりの結果に至るとは明

言できないものの，かかる提案の経緯について，更に説明する。 
  在宅障害者手当は，昭和４６年に，障害福祉サービスが少なく，サービスの主眼も施

設入所におかれ，在宅者へのサービスが限定されていたことから，創設されたものであ

る。措置制度の時代のなか，社会参加促進の観点から，交通費の一部として使用してい

ただくための給付金のスタートである。現在は時代の推移とともに，障がい者を取り巻

く環境も変化しており，障害福祉サービスの充実などから，在宅障害者手当の社会的役

割はある程度，終えたものと考える。 
  新年度からは，「障害者総合支援法」が施行され，障害福祉サービスの対象者は更に拡

充し，障害福祉メニューも増加する。 
  本市として，多様化する障がい者のニーズやライフスタイルにあわせ，きめ細かな施

策展開を図っていく。なお，限りある財源のなかでの理解と持続可能な支援展開のため，

本日の提案となっている旨，再度の確認と理解を願う。 

 
（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。また委員各位におかれまして

は，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２回協議会を終了いたします。（１２時１０分） 


