
平成２５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２５年４月２６日（金）１３時３０分～１６時２０分 
場  所  鈴鹿市役所 本館５階 ５０２会議室 
出席委員  貴島，中澤，塚本，瀬口，竹田，森本，山本，皆木，伊藤，山田，

近藤，倉田，北川，木村，白山，髙田，片岡，渥美，南川 
（以上１９人，敬称略・順不同） 

欠席委員  小林（以上１人，敬称略・順不同） 
事 務 局    村田，澤，大窪，田中 

 
● 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，傍聴なし旨報告。 
（本日の傍聴者は，０人） 

 
鈴鹿市社会福祉事務所長のあいさつ 
  障がい者に関連する３つの法律が，本年４月より施行したことからの市独自の 
施策展開をあいさつ。 

  
（司会進行：事務局） 

議事の進行について，会長である，鈴鹿医療科学大学の貴島教授に依頼。 

 
（議長） 

議事の進行に入る前に，新任委員もいるため，出席者全員による自己紹介。 
(各自１分程度) 

 議事(1)平成２５年度鈴鹿市障害福祉施策の主な内容と取組について，事務局の説明 

を求める。 

 

(事務局) 

   毎年度第１回の内容については，本協議会で，全体最適に向けた考え方を認識して 

いただきながら，障害福祉の分野をどのように，総合的な判断をしていただくかの審 

議をさせていただいている。 

(1)平成２５年度鈴鹿市障害福祉施策の主な内容と取組については，ボリュ－ムが多い 

ため，２段落に分けて説明を行うなか，第１段落として，「４月２０日号の広報すずか」

の抜粋記事と「資料１」の説明を行う。 

「広報すずか」において，市の平成２５年度一般会計予算は，約５９２億円となり， 

歳入出のバランスがとれているわけだが，平成２４年度の５７６億円予算に比べ，増 

額となっている。 

うち，歳入における「市税」のウエイトが４６.３%で，平成２４年度の４７.４% 



より下がっている。 

歳出においては，「民生費」の占める割合は変わらず突出しており，平成２４年度の 

３６.９%から３７.１%に，上昇している。 

「資料１」に移り，「すずかハ－トフルプラン」の主旨と目的(共生社会の構築には， 

障がいのある人への視点「障がい福祉サ－ビス，補装具等」や障がいのない人への視 

点「運動会ほかイベント等による障がい理解」，障がい者の雇用)を確認する。 

障がいの有無にかかわらず，「障がい理解」と，また社会全体(予算や法改正等)背景 

の理解が必要とされる。 

次に，平成２５年度の歳入予算，市税(主に，固定資産税，市民税)は，平成２４年 

度に比べ，１億円弱の増加はみられるものの，その割合は減少している。また，市債

(将 

来負担する借金)は，約４９億円と平成２４年度に比べ１～２億円増加する形となる。 

一方，歳出予算は，５９２億円予算のなか，民生費，いわゆる社会保障費の額が， 

２２０億円と全体の３７%を占める編成となっている。社会保障費においては，平成２ 

４年度比 約７億円の増加となっており，うち，障害福祉予算が約４億５千万円の増 

加分を占める形となっている。 

平成２５年度末見込の市債(借金)残高は，４７２億円となっており，前年同時期の 

４６８億円を超えるものとなっている。年間予算が，５９２億円で，借金が４７２億 

円である。これらはすべて，子ども，孫へのツケとなるものである。 

参考として，国及び地方の借金９４３兆円(リアルタイム財政赤字カウンタ－によ 
る)であるが，国民一人当たり(赤ちゃん～高齢者)の借金額は，７３７万円となる。 
しかしながら，借金は，納税者が支払う仕組みになっているので，労働力人口(１５ 
～６４歳)で考える方が現実的である。すると，借金９４３兆円÷(人口１億２,７３６ 
万人×納税者約４０%) =１,８５０万円(H24時の１,７７３万円の負担)と推計される。 
更に，実感していただくうえで，これらを前年度同様に，一般家庭予算に置き換えて

みたのが，９ページと１０ページとなり，予算額の大きな数字５９２億円ではイメージ

がつきにくいため，これを年収５９２万円，更に月収換算(５９２万÷１２ケ月=約４９
万)での，約４９万円世帯で考察してみる。 
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)・・・３万８千円 
・地方交付税・国県支出金(父母からの援助)・・・１５万６千円 
・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)・・・２万７千円 
・繰越金(前月の余り)・・・２５０円 
・雑入・・・２千円 
歳入において，父母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)・・・５万円 

  ・教育費(教材，塾，給食費)・・・６万円 



  ・公債費(各種ローンの月額返済)・・・４万５千円 
  ・衛生費(ごみ処理代，上下水道)・・・４万２千円 
  ・消防費(火災保険等) ・・・２万円 
  ・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バス運行等の負担)・・・８千円 
  ・災害復旧費等(地震保険等) ・・・１万３千円，そして，一番ウエイトを占めるのが， 
  ・民生費(子への仕送りや生活弱者への募金)・・・１８万３千円となる。 
   一般家計に置き換えると，端的にいえば，月間４９万円のうち，両親等から１５万 
円の援助を受けながら，仕送りや募金等に１８万円を支払う(天引きされる)構図となっ 
ている。ここで，民生費１８万３千円のうち，障害福祉予算を抽出してみると， 
２万３千円とＨ２４より３,８１５円(19.7%)増加している。時期的には，物価上昇の食 
用油やティッシュと同じ上昇率で，障害福祉予算が伸びている形である。 
参考までに，民生費１８万３千円のうち，障害福祉予算以外での生活保護費分は， 
約１万７千円とメディアで発信される生活保護費より多い予算編成となっている。 
次に，１３ペ－ジの障害福祉課の全事業予算を，通常の数値でみるが，５９２億円 

  (市全体予算)のうち，約２８億円の規模となっている。 
これは，平成１８年度の自立支援法施行時の１４億円予算から，７年間で２倍とな 

  っているものであり，２８億円のうち，障害福祉サービス事業に，２０億１千万円， 
地域生活支援事業(日中一時支援や相談支援事業など)に，２億６百万円(新規の３事業 
含む)，更生医療費に，１億５千万円の主なウエイトとなっている。 
更に，１４ペ－ジの障害福祉サービス事業の２０億１千万円についてであるが，一 
部事業を抜粋して，１人あたりにかかる平均額をご覧いただく。 
例えば，居宅介護(ヘルパ－等)のサービスで年間６８万円，生活介護(デイサ－ビス) 
のサービスで年間２０６万円，就労移行(パソコンやビジネスマナ－)のサービスで 
１２０万円，就労 A型(清掃等直雇用)のサービスで１１８万円，就労 B型(事業所内作 
業)のサービスで，１３７万円，児童発達支援(療育センタ－等利用)で２１万円の公費 
が支出されている。 
これらは，本人へ一旦わたるものでなく，事業所へダイレクトに入るため，どれだ 
けかかっているかもわからないものであるが，実体福祉を考えた場合は，本来は本人 
の収入との考察もできうるものである。 
今後の障害福祉予算の歳出見込みについては，更に増加すると見込まれる。 
年間１～２億円の増加は確実視しており，その要因には，報酬単価(地域区分単価) 

の上昇がすでに，平成２６年度まで決まっていること，利用者の増加(H24は約 200 
名増)，サービスメニュ－の普及啓発効果があげられる。 
国等の施策展開に追随しながらも，これらの障害福祉予算等の負担が果たして誰に 
回るか?を考えると，税収(市民税等)不足に対する歳出増は，子どもたちへの借金(ツケ) 
も意識しなければならない。よって，昨年度にもふれている市単独事業については， 
その制度内容も吟味し，縮減，削減を検討していかなければならない課題でもある。 
在宅障害者手当(年間８千万円)のように，４３年継続という役割を終えた事業を，削減 
しながらも，本年度予算として，前年比４億５千万円分が，結果的に増加していると 
ころは懸念するところであり，タクシ－支給券についても，障害福祉サ－ビスの充実 



化を図る一方で，年間８～９百万円の予算を，検討していかなければならないもので 
もある。なお，今年，来年と今直ぐの性質のものではない。 
第１段落としての説明は，以上である。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。意見，質問はありますか？ 

 
（K委員） 

障害福祉サービス事業費予算の１４ページについてであるが，２０億円の説明のな

か，１５億円分しか表記がないが，おそらく通所系事業だと思うが，分かる範囲で他

のサ－ビス種類ごとの金額や利用人数を教えてほしい。 

 
（事務局）予算額と実際に利用が多い，生活介護系と就労系をイメージしやすいように， 
ビジュアル表示している。これらのサ－ビスのほかには，入所系として，グループホ 
ーム，ケアホ－ム６６名での８千５百万円弱，施設入所１６７名での２億３千万円の 
２つのサービスがある。 

   
（議長） 
   つづいて，第２段落となる，新規事業について，事務局の説明を求める。 

 
（事務局） 
 平成２５年度の３つの新規事業については，昨年度の本会での諮問を受け，予算措 
置しているものであり，追加資料１～３のスケジュ－ル案も交えて説明する。 
 １つめは，「在宅重度障害者を抱える世帯と地域をつなぐ，安心生活支援事業」であ 
るが，鈴鹿市が地域の障害福祉サ－ビス事業所に委託し，委託された事業所が月１回 
程度の安否確認ほかを在宅重度障がい者に関わっていただく事業である。 
 メディアで耳にするところの「孤立感を薄める安心感」と「災害時の福祉避難所と 
の関わりやすさ」を醸成するものである。 
 今後のスケジュ－ルとしては，後ほどアンケ－ト(案)への意見もいただくが，５月１ 
日～３１日まで，アンケ－トの回収を行い，集計，分析ののち，そのニ－ズを事業所 
全体説明会(７月中下旬)にて，確認する予定である。その際に事業所へは「個人情報」 
など３つ程度の条件付けや逆にどのようなことができるかの意見をいただく予定であ 
る。その後，広報周知を予定しながら，事業所選定の抽選会を９月２０日頃に行い， 
１０月からの委託契約事業をスタ－トする予定である。 
 ２つめが，「サイバ－ダイン㈱の訓練装具(HAL)の指導訓練一部助成事業」である。 
対象者へのアンケ－ト調査を５月末まで行いながら，サイバ－ダイン社との実施時期 
を確認し，８月５日号の広報掲載を予定している。訓練開始時期については，夏頃と 
の情報しか提示できない。 
 なお，助成回数については，現状３回程度としているが，つくば市での効果のある 
回数といわれている１０～１２回も意識し，又アンケ－トニ－ズも確認のうえ，交付 
要綱上，策定していく。 



 ３つめが，「就労の３形態に着眼した就労マルシェ事業」である。 
当初は，８月２９日の市立体育館での開催のみとしていたが，それでは，各ブ－ス 
に割り当てられた方がそのゾ－ンしか把握できない。よって，全体の映像や状況報告 
を行える「就労マルシェ成果報告会」を追加プランとして実施していく。参加予定者 
としては，本施策推進協議会と自立支援協議会就労部会員の４０名は，必須とし，次 
年度の展開を図りたい。開催時期は，予算編成時期も意識した１１～１２月を想定し 
ていく。 
スケジュ－ルとしては，５月末までのアンケ－ト回収物を分析し，８月５号の特集 
号で，「就労マルシェ」の周知を行う予定である。 
関連して，事前配布の資料２の厚生労働省職業安定局長の通達を確認。「福祉・教育・ 
医療」→「雇用」への流れを一層促進することから，本「就労マルシェ」事業は大い 
に関連するところである。 
 以上が第２段落の説明である。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。意見，質問はありますか？ 

 
（T委員） 

いろいろ聞いておりましたが，視覚障がい者に対する具体的な就労について，どう 
  いうものがあるでしょうか。 

 
（議長） 

就労に関しましては，ハローワークより，願います。 

 
（K委員） 

ハローワークから申し上げると，視覚障がい者の方は，マッサージ・はり・灸が， 
紹介する事業として多く，最近はパソコンを使った事業も増えている。 

 
（N委員） 

視覚障がい者の場合，手帳所持者４００名中，２０歳代は少ない。４０～６０歳代 
は増えている。６０～７０歳代は就労できない。３０歳代は少ない。寄って（集まっ 
て）くれと言っても寄って来ない。パソコンのできる人は少ないし，相当訓練がいる。 

 
（K委員） 

ハローワークとしても，厳しく受け止めている。その人がどういう仕事ができるの 
かを見て下さいと企業側にお願いしている。経営上難しいながら，理解を得てきてい 
るところ。一人でも多くの方の就労が増えればと考えている。 

 
（N委員） 

一人でも多くと願っている。 

 



 
（議長） 

それでは，事項書の２つめの中項目に移る前に，本日は長丁場になりそうなため， 
１０分の斬時休憩とする旨。 

 
～   休憩  ～ 

 
（議長） 

議事を再開し，「３つの新規事業の推進に向けたアンケ－ト案について」の説明を 
事務局へ求める。 

 
（事務局） 

今後の工程表となるが，資料３を確認していただく。新規事業については，さきほ 
どのスケジュ－ル説明を記載しているなか，一番下に表記している本施策推進協議会 
の開催時期を取り決めいただきたい。 
本日 4/16が，第１回であり，第２回の開催を就労マルシェ事業が終わった９月末頃 

に開催いたしたい。この時期であると新年度予算に施策を反映させやすい面がある。 
それまでに委員各位には，施策展開すべきニ－ズ(予算３百万円前後)をご提案いた 
だきたいが，時期が来れば，別途案内する予定。 
第３回を，さきほどの「就労マルシェ成果報告会」(１１～１２月)か，２月末のい 
ずれかで行いたい。２月を設定しているのは，委員任期が平成２５年度で満了になる 
ことと公募広報をしなければならないためである。 
次に，対象者へのアンケ－ト案であるが，事前に配布した書類と本日配付の資料を 
説明する。文面内容は同じで，最新版は，文字ポイントを大きく，かつルビを多用化 
している。設問に関する個別説明は，事前配布のため，割愛するとして説明を終える。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。先ず，工程については，次年度への予算反映が重要となりま

すことから，第２回を事務局案のとおり９月末頃に，第３回を「就労マルシェ成果報

告会」の１１～１２月でお願いしたいと思います。(委員異議なし) 
それでは，３つの事業の「アンケ－ト案」について，意見，質問はありますか？ 

 
（M委員） 

アンケ－トですが，視覚障がい者については，どのように周知をする予定か。 
テープではなくて，点字ですか？ 

 
（事務局） 

「ともしび」さんに，点字を依頼する予定です。 

 
（S委員） 

在宅重度障がい者には，知的障がい者も含まれるのでしょうか。 



 
（議長） 

内容の理解もありますが，漢字にルビはあるものの，その振り方がまちまちである。 
一回振ったら，次がないようにもみえますね。 

 
（K委員） 

「安心生活支援事業」のアンケ－トの実施主体ですが，委託を受けて事業所がする 
のか，鈴鹿市がするのかが，表記上わかりにくいのではと思う。 

 
（事務局） 

「市と委託契約をする事業所」とした方がよろしいでしょうか。 

 
（K委員） 

その方が良いと思います。 

 
（事務局） 

一部訂正として，「災害救急法」の表記を「災害救助法」に訂正する旨を説明。 

 
（T委員） 

３つのアンケ－トとも，「実施目的」，「実施理由」，「実施内容」と，「実施云々」と 
いう表記から始まるのは，とりつきが悪いかもしれない。少しやわらかく表現した方 
が，アンケートに取組みやすい。その説明内容自体は分かりやすいが，「さぁ，答えよ 
う」という雰囲気も必要と考える。 

 
（議長） 

我々委員は，事前に郵送され，説明を聞いたうえで，このアンケートを見るため理 
解できるが，初めてアンケートを送られた人にとっては，いきなり「安心生活支援事 
業」ときた場合に，説明部分での不足があるようにも思う。 

 
（K委員） 

最初に，説明文があったうえで，「実施主体・・・」とした方が良いのではないか。 

 
（事務局） 

事務局としても，あまり長文が続くと読まれないと考え，一項目に対する，一文形 
  式で仕上げたものです。 

 
（S委員） 

知的障がい者は，多分，回答を書かないのでは・・・と，（アンケートが）果たして 
返って来るのかという気もする。 
 
 



 
（M委員） 

突然，郵便で届くと，「このアンケートは何？」となるので，安心して答えられるよ 
  うな仕上げ方にしないと。また，今までと変わったことをするのであれば尚更。 

 
（S委員） 

これからは，各中学校区に一事業所の福祉避難所をと思っているが，今現在，福祉 
避難所がどこにあるのかもわからない状態で，回答を書くのもどうかなと。 
事業所側も，果たして手を挙げてもらえるのかという心配もある。 
 

（N委員） 
個人情報に関する質問欄で，答えは３つの選択性であるが，もう少し表現をやわら 
かく，かつ短くスマートにしたらどうか。２０番の質問は次のページに回すとか。 

 
（議長） 

№２０の表現は，少し難しいですね。 

 
（事務局） 

各委員からの意見を踏まえたうえで，行程も考えながら，若干修正をいたします。 
最終調整につきましては，一任いただければと考えます。 

 
（M委員） 

アンケートを受ける対象と３つともセットで送るのかということを再確認します， 
また，広報には載せるのですか？ 

 
（事務局） 

これまでの在宅障害者手当受給者全員に，３つのアンケ－トとも送付します。 
広報には，２月掲載時に新規事業が固まったら，個別郵送としており，今回あらた 
めての広報掲載は予定していません。 

 
（M委員） 

可能であれば，全事業所にアンケートを周知依頼した方が，手伝ってもらえるので 
はないか。利用者からこれは何か?と聞かれたときにも対処しやすいと思う。 
 

（S委員） 
「就労マルシェ」については，どちらかといえば，軽度の人が対象ではないだろう 
か。軽度障がい者にアンケートが行かないと開催意義も薄れるのでは。 
一回就職しても，続かない人も多い，そういう人に周知しないと意味ないのでは。 
学校の既卒業生や福祉サービスを受けずに家にいる人もいるので。 
３つのアンケートの主旨は，それぞれ異なるので，例えば，サイバーダインの訓練 
助成は，知的障がい者にとっては，何のことか把握するのが大変な作業である。 



 
（A委員） 

１(安否確認)と２(サイバ－ダイン)のアンケートは重度者向けで，３(就労マルシェ) 
  は逆の層（軽度向け）でしょうね。 

 
（S委員） 

一見すると，障がいがあるようには見えない障がいの方に，就労マルシェのアンケ 
  ートが届かないことには意味がないように思う。 

 
（事務局） 

重度ではない人には，８月５日の広報や PRチラシ等で周知をする予定です。 
    今回，３つのアンケートを送付するのは，手当が一旦役割を終えて，その代わりに 
どのようなものがあるかの周知をすることも要因ため，３つセットで送付します。 
事業目的の達成には，８月の広報特集記事で，その内容をカバーし，当日開催のア 
ンケートで，更にニーズを把握する予定です。 

 
（M委員） 

私は，やはり（手当受給者）皆さんに送るべきだと思います。就労マルシェの講演 
者ミライロさんでしたか，が HALに興味ありと言っているし，重度のそういう人が 
いると思えば，送るべきではないでしょうか。選択するのは，本人の自由です。 

 
（議長） 

どこまで届けるかの意見はありますが，就労マルシェについては，今後広く周知す 
  るということでお願いします。 

 
（事務局） 

アンケ－トについては，３つセットで送付し，本来出すべき人(軽度)に対しては， 
   時期をみながらの開催前段階から窓口対応等でアンケートという形も図っていきた 

い。 

 
（議長） 

一つ目の「安心生活事業」のほかの，「サイバーダイン」のアンケートの中身につ 
   いて，質問のある方は・・・よろしいですか。 

それでは，ルビについては，統一性を持たせて，お願いしたいと思います。 

 
（T委員） 

一点，すみません。№１１，№１３の設問での「ご確認ください」，「ご留意くださ 
い」と，質問形式でないケ－スと，逆に最後に「？」がついているのと，そうでない 
ものもあります。 

    質問がたくさんあると途中で嫌になる。なるべく答えようという気持ちになるよう 
にお願いします。 



 
（議長） 

答えやすいように，質問形式風への修正をお願いします。 
    他に，「就労マルシェ」の事業について，質問のある方はみえますか。 

このアンケート案を，障がいのある人に試したことはありますか？またその内容は? 

 
（事務局） 

試すことについては，職員内の縁戚にそのような方がみえることから，参考意見を 
いただき，ルビや文字ポイント，簡易表現には留意いたしました。 
また，構成内容についは，講演講師などに話を聞き，関連した内容を挙げておりま 
す。 

 
（K委員） 

サイバ－ダイン訓練の７千円程度は，個人が払うのでしょうか。 

 
（S委員） 

とりあえず，先に，個人が払うのですよね。 

 
（事務局） 

そのとおりです。 

 
（K委員） 

就労マルシェの「辞書における定義・・・」のくだりは，いらないのでは。 

 
（事務局） 

分かりました。全国的には珍しい事業(実施形態)ですので，あえて説明が必要かと 
考えましたが，長くなりますので，削除します。 

 
（議長） 

アンケートについて，皆さんの意見を踏まえての一部修正をお願いします。 
アンケート主旨についても，もう少し分かりやすく，３つとも同じような方向で対 
応を願います。 

    それでは，３つめの中項目「すずかハ－トフルプラン H２４進捗報告」の説明を事 
務局へ求めます。 

 
（事務局） 

資料７の「障害福祉サ－ビスの実施目標」を利用し，平成２３年度の利用実績に対 
する，各委員に諮問いただいてのハ－トフルプラン上の平成２４年度以降の目標数値 
を掲載している。平成２４年度については，概ね確定の数値が出たため，見込みの表 
記はあるが，実績値として入力している。 
利用状況欄には，目標に対し，達成(クリア)か未達成をわかるように表記している。 



数年前まで報告してきた庁内各課の取組み内容については，別紙を添付しているが， 
内容のみを報告として確認いただくことにとどめる。一例をあげれば，文化課の単位 
施策「文化活動参加への支援」であるが，詳細として市民会館のホ－ル正面の自動ド 
ア化やエレベ－タ設置の検討であったが，昨今の厳しい財政状況下と建築後４０年の 
経過から，その投資を断念した「廃止・中断」の位置付けとしている。以上である。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。それでは，意見，質問はありますか？ 

 
（K委員） 

予算の関係で，障害福祉サービスの利用見込みが増えているとの説明がありました 
が，施設入所の場合，お断りしているケ－スもかなりある。数値目標は平成２７年度 
まで，見直しは効かないのか。一人当たりの受給日数も多い気がする。実際と実績値 
がかなり離れているのではないだろうか。 

 
（事務局） 

見直しに関しては，この計画に記載する数値目標の報告義務はありません。また， 
正式な計画冊子としての変更もありません。今回の数値目標は，前年度実績(H22～23) 
に基づき，翌年度以降(H24)に目標設定する数値を委員ご審議のうえ，策定したもので 
す。数値がクリアされれば，目標値をあげていきますが，計画書上はあくまで，この 
数値がいきる形となります。 
 実績数値については，請求額の人数とも一致している。 

 
（S委員） 

説明ペ－パ－に，数値目標クリアとありますが，何がクリアなのか。利用したくて 
もできない人はたくさんいる。そこはわかっていただきたい。 

 
（N委員） 

同行援護も同じで，同行援護を利用できない人が多くいる。 

 
（S委員）隠れた背景も把握していただき，市の支援が必要ではないか。 

 
（事務局） 

貴重な意見であるが，市としての支援にもその範囲があり，障害福祉サ－ビス事業 
自体は，国が事業所を認めた事業ですから，市は予算措置の協力で補完する(事業所が 
利用者に提供するメニュ－のため)しかないのも事実である。(このサービスをしてほ 
しい，あのサ－ビスをしてほしい等の要求は行わない) 
今回の報告ペ－パ－は，以前であれば，庁内各課の取組みをお話するだけで，如何 
かと考え，せっかく数値目標がハ－トフルプランで，設定されたことから，その目標 
に対する実績を数値として，掲示させていただいた。あくまでも経過報告であり， 
結果数値の把握という前提でのご意見をお願いしたい。 



 
（N委員） 

ハートフルプランの①（３）⑤について，「拡充・変更推進」について，もう少し， 
説明を願います。 

 
（事務局） 

人事課の手話講座の参加者が，結果として増えたというものです。 

 
(N委員) 
   文化課の廃止事項の報告は? 

 
（事務局） 
      市民会館のエレベ－タや自動ドア設置案件の検討が以前ありましたが，最終的には 
  建築後の年数等と財政状況を考え，改修を見送る形となったものです。 

 
（議長） 

それでは，最後となります，事項書の３ その他の説明を，事務局に求める。 

 
（事務局） 
   その他につきましては，重複となりますが，平成２６年度の施策展開に向けた， 
ニ－ズ提案の件でございます。新年度予算編成の前である，６月～８月位の間で， 
ご提案をいただく予定です。別途依頼予定を考えているが，頭の片隅に置いていただ 
くよう願う。 
本年度関連事業のイベントとして，第２回ふれあいニュ－スポ－ツフェステ 
ィバル(5/26)，社会福祉協議会のふれあい広場(10/19)，第１３回ふれあい運動会(10/27) 
の開催時期を説明する。 
 本年４月より障害者優先調達推進法が施行されたことに伴い，産業部局と連携して 
本館１階ロビ－のものづくり産業コ－ナ－で，八野ワ－クセンタ－とエブリ－の２事 
業所が商品・サ－ビスの展示を 4/22～5/10まで行っている旨周知する。 

   最後に，本会終了後に，ふれあい運動会に関係する各団体の長は，残っていただき 
たい旨を依頼する。   ～ 関係者了承 ～ 

 
（議長） 
   それでは，時間を超過しての諮問，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。 
アンケ－トにつきましては，発送を５/１と予定していたが，若干の修正等で，予定



変更となる可能性を示唆し，本日のお礼とする。 

 
（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２５年度第１回協議会を終了いたします。 


