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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
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

計画の実態検証(一例)
障がいのある人の

サービス利用向上

（利用人数，利用率）

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

ボランティア活動参加

障がいのある人の雇用

（障がい者雇用率）

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

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

指標に基づく推進

理解度・認知度の向上

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

アンケ－トなどによる実態把握

障害福祉サ
－ビスや補装
具支給等

運動会ほか，
啓発普及，理
解イベント等

法改正，
社会シス
テム等



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４６％）

億円

納税 納税約274億円
/592億円
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2.平成２５年度 財政面からの理解増進と考察 ※ホ－ムページ
H25予算資料より抜粋

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24年度

平成25年度

減
少

H24比 税収
１億弱の増



①市税 約２７４億円（約４６％）

②地方交付税等 約１１６億円（約２０％）
③国・県支出金 約１２０億円（約２０％）
④市債（借金） 約４９億円（約８％）
⑤財政調整基金等取り崩し 約３３億円（約６％）で，財政調整基金残高４４億円。

②鈴鹿市一般会計予算「歳入」の構成 「全体」の割合（約５９２億円）

アベノミクスっていわれるけど，従業員の賃金
に反映されるのは，３年後とかいわれるな
か，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も減少傾向
だし，市の財政調整基金(定期預金)も，いず
れ底をつくんだよね。

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？
で，歳出って，どうなっているの?

あれっ！？
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③鈴鹿市一般会計予算に占める歳出の割合

％

区分

一般会計予算 単年度約５９２億円に占める
「社会保障費」の額は，

２２０億円（全体の約３７％）！！
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衛生費
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平成24年度

平成25年度

前年度比 約７億円の増加(うち，４億５千万円増は障害福祉費)



④市債（借金）残高

○平成２５年度当初時点での鈴鹿市市債残高(H25末見込み)
約４７２億円！ (※年間予算が，約５９２億円)

(今後の社会情勢により，増加懸念あり)
○毎年 約５３～５５億円を歳出予算に計上し，返済中。

何も知らない，子どもたちの世代へ
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き
たが，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！

おいおい！？
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将来の税金は，
あなたたちで，
払ってくださいね!



8

国及び地方の借金は，約943兆円。
（平成２５年４月現在 リアルタイム財政赤字カウンタ－）

※国民一人当たりの借金額は， 737万円(人口約1億2千800人)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。

⑤参考資料（推計）

○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1億2,736万人。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，少なく見積もり，
943兆円÷(１億２,７３６万人×仮40%) = 約1,850万円の負担(前年度は1,773万円)

じゃあ，ちょっとだけ，

一般家庭に置き換えて
みましょう。

耳の痛い話だけど・・・
もう少し，わかりやすくならないの?
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平成２５年度歳入 ※592億3000万円の年間予算を，年収 592万3000円家計に置き換え。

市予算上の区分 生活レベルの項目 左記項目の詳細分解 年収(円)
月収(円)
年収÷12

構成比
率

市税
(市民税と固定資産税が
占める)

給与収入 働いて稼いだ給料 2,740,311 228,359 46.3%

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 459,101 38,258 7.8%

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 1,877,288 156,441 31.6%

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

487,150 40,596 8.2%

繰入金 貯金取り崩し 定期預金の取り崩し 332,318 27,693 5.6%

繰越金 前月末の残金 前月の余り 3,000 250 0.1%

雑入(その他) 雑収入 23,832 1,986 0.4%

歳入の合計 5,923,000 493,583 100.0%

3.鈴鹿市一般会計予算 → 一般家庭予算へ換算(歳入の面) 仮
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平成２５年度歳出(目的別) ※592億3000万円の年間予算を，年収 592万3000円家計に置き換える。

市予算上の区分 生活レベルの項目 左記項目の詳細分解
年収(円) 月収(円)

年収÷12
構成比

率

民生費 社会保障
子への仕送り，生活弱

者等への募金活動
2,196,655 183,055 37.1%

土木費 周囲の整備
家の前の道路，皆の

公園等インフラ維持補
修

721,377 60,115 12.2%

議会費・総務費
地域行事や家庭の

生活維持費

自治会行事，家のリ
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

606,185 50,515 10.2%

教育費 教育のため 教材費，塾代，給食費 714,666 59,556 12.1%

公債費 借入金の返済 家，車のロ－ン返済 536,183 44,682 9.1%

衛生費 公衆衛生
ごみ処理代，上下水

道代
506,639 42,220 8.6%

消防費 生命等の保全 火災保険等 231,294 19,274 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)
160,917 13,409 2.7%

労働費・商工費 交通手段 C-バス運行費負担等 89,085 7,424 1.5%

災害復旧費・予備費 有事の際の備え 地震保険や予備費 159,999 13,333 2.6%

歳出の合計 5,923,000 493,583 100.0%

4.鈴鹿市一般会計予算→一般家庭予算へ換算(歳出の面) 仮
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市予算上の区分 生活レベルの項目 左記項目の詳細
月収(円)

毎月かか

る社会保障
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
493,583 183,055 37.1%

平成２５年度 23,193円(19.7%アップ) ※平成２４年度 19,378円
3,815円の増加

※毎月，共生社会の実現を目指すため，家計から，２３,１９３円を負担する。
物価上昇率としては，生活必需品と同様。

民生費のみのピックアップ

毎月かかる金額(183,055円)のうち，
障害福祉関連費を抽出

※生活必需品
食用油が，10～20％（サラダ油で60～120円アップ）。
テイッシュが，10～20％の値上げ（トイレットペ－パ－で50～100円）。



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
人の「障がい」理解を深める機会を創出することが必要である。

・障がいのある人には，制度の周知と各種サ－ビスの利用促進のほか，
その利用料にかかる本来の仕組みも理解できるよう努めなければならない。

・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」等の促進を図る。
※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(おもいやり駐車場利用者証)制度の導入

5.鈴鹿市における障害福祉施策の検討案件

う～ん
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「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
（何も変わらない）からね。。。

スパイス
・平成24年10月より，スタート(市内１,５４０件申請)
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3.平成25年度の障害福祉課の関連事業 (約 27億8,300万円)  
※H24比 4億5,800万円の増

①障害福祉サ－ビス等事業 約20億1,300万円
②地域生活支援事業 約 2億 600万円
③自立支援医療(更生医療) 約 1億5,200万円
④特別障害者手当 約 7,120万円
⑤障害児通所支援事業 約 5,300万円
⑥補装具事業 約 4,200万円
⑦障害児福祉手当 約 2,550万円
⑧自立支援医療(育成医療) 約 2,000万円

このなかに，前回，協議会
内で諮問された，３つの新
規事業(約4,050万円)が含
まれる。

先ずは，事業費の大きい障害福祉サ
－ビス等事業をみてみましょう。

また，どういうことかも分解してみま
しょう。。
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4.障害福祉サ－ビス等事業 約20億1,300万円(平成２５年度予算)

主なサ－ビス名 利用者数
公費負担額

総額 利用者1人平均額額

居宅介護 177 119,580,430 675,596 

生活介護 472 972,525,368 2,060,435 

就労移行 55 66,906,786 1,216,487 

就労継続（Ａ型） 87 102,577,785 1,179,055 

就労継続（Ｂ型） 195 267,408,662 1,371,326 

児童発達支援 115 24,308,536 211,379 

小計 1,553,307,567 

※平成24年度決算見込額より，一部抜粋
居宅介護

(ヘルパ－等)

生活介護

(デイサ－ビス)

就労移行
(パソコンやビジ

ネスマナ－等)

就労A型

(直雇用型)
就労B型

(事業所内作業型)

(仮定)実体福祉を考えた場合，本来は
本人の収入といえる。(みえないだけ)
※現金支給でなく，現物支給(サービス)
分を本人でなく，事業所へ渡している。
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5.今後の見込みについて

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・削減の検討。
①○○○ 約 800万円

障害福祉サ－ビス等事業費は，今後ますます増加する。(年間１～２億の増見込み)
①１単位当たりの報酬単価が，H24～H26まで確実に上がるため
②利用者の増加
③サービスメニュ－の普及啓発効果

上がり続ける障害福祉予算の負担は，誰にいくか?
→子どもたち(子・孫)へのツケとなる



1.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」
(約 15,000千円)

2.サイバ-ダイン㈱の訓練装具(HAL)の指導訓練費の一部補助

(約 22,300千円)

3.就労３形態に着眼した，
「人や社会とつながる，障がい者の就労マルシェ(市場)」の機会

(約 3,200千円)

新規(ビルド)

6.平成25年度新規事業について



「災害時要援護者
台帳」記載の対象

者(70名)

行政(障害福祉課)

(仮)福祉避難所選定施設

(約１０事業所)

(仮)事業所間，病院，
警察，ボランティア等
とのネットワ－ク化

(社会資源活用)

自治会・民生委
員・消防等と共有

状況に応じ，
親族等へ

１.在宅重度障害者(約3,200人)と地域をつなぐ
「安心生活支援事業」

在宅重度障害者
(3100名)

(仮)月1回
の安否確
認の実施

※現状の仕組み

※H25の仕組み

※H26以降の
仕組み
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A社 B社 C社 D社 E社 ・・・ 約１０社

在宅
重度者

在宅
重度者

対象エリアの設定(福祉避難所選定事業所)

在宅
重度者

在宅
重度者

在宅
重度者

在宅
重度者

「孤独感を薄める安心感」と「災害時の福祉避難所との関わりやすさ」の醸成

効
果

「平時の安否確認
プラス１」

平成２５年度パイロット
(試験先導的)事業

・・・１０月頃より，本格
始動

委
託

行政(鈴鹿市)



２.サイバーダイン㈱の訓練装具(HAL)の指導訓練費一部補助

19

ロボットス－ツHALとは・・・
○体を動かそうとするとき，脳から神経系を通じて体に流れる
「生体電位信号」を，ロボットスーツHAL(動作アシスト福祉用具)が，皮膚
表面に貼ったセンサーにより検出する。

○ 「生体電位信号」は，HALのコンピュータに送られて解析され，各関節
部のパワーユニットが動く。

○体から検出される「生体電位信号」に基づき動作するため，ロボットスー
ツは装着者の意思に従って動作をアシストすることが可能となる。

介護ロボットスーツＨＡＬ®福祉用

各種筋肉，神経等の障がいにより，
下肢動作や歩行に不自由を感じる方(脳
性まひ，車いす生活者等)への，地域移
行に向けた「生活自立」への取組み



ロボットスーツ『ＨＡＬ』による，リハビリ支援，介助支援，身体機能増強の
機能回復訓練(平成25年度より，鈴鹿医療科学大学内にて実施予定)と
拡張機器および身体機能増強・拡張システムの研究開発等を行う。

講演などで，障害児の母親たちから聞くのは，「介護ロボットがあれば
どんな値段でも買うから」との切実な要望多数あり。
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装着訓練の実施

○１回(２時間)あたりの訓練費用 ・・・ ７,０００円
○効果があらわれる平均的な目安(指標) ・・・ ３回



在宅障害者手当(現行廃止)における身体１，２級の対象者
１,０６０人 × ７,０００円(１回) × ３回(効果指標) = ２２,２６０千円

なお，希望対象者が予算内の場合は・・・

身体３級(片麻痺等)の対象者(８６０人)へ拡充(地域生活上の自立促進)
※下半期以降，その補助を検討する。

予算要求額



１.障がい者への「就労」機会のチャンスと「就労」の在り方
の確認，検証。(３つのゾ－ンを一体化)
①仕事に就く(就職する) ・・・民間企業等での「一般就労」
②仕事を始める ・・・「創業(起業)する」
③仕事をしている ・・・「福祉的就労」

２.一般企業に対する，社会的CSRに合わせた取組向上の期待
及び障害者雇用率(雇用実態)のアップ。
また，就職面談会に向けた，障がい者への企業理解の増進効果の期待。

３.個人(市民)に対しては，「障がい」理解の増進と，居住地
域等活動の場における福祉的就労施設への物品，サ－ビス発注等依頼。

４.創業(起業)の可能性の把握。

５.特別支援学校生徒への多様な選択の提案とその効果検証。 22

３，障害者施策理解促進事業(単年度事業枠)
「平成25年度テ－マ」
人や社会とつながる障がい者の「就労マルシェ(市場)」事業



一般就労ゾ－ン
「就職説明会」

福祉的就労ゾ－ン
「展示・販売等」

例)野菜等物品紹介

創業(起業)ゾ－ン
「講師，先駆者の講演会」

23

○はじめから無理だと，当事
者も世間も考えていない
か?→起業塾を見据える

○福祉的就労事業所の認知度向上
→「商談会」を見据える。
○福祉的就労→一般就労への展開
を唱えられるがニ－ズはあるのか?
→当事者や福祉事業者はどう考え
ているのか?

※会場内(市立体育館)の導線，周遊性，周知性(間仕切りパ－テ－ションの説明ポスタ
－，写真等)については，ユニバ－サルデザインに基づく設計を留意

○「障がい者雇用への機会の場創
出」と「企業側への社会的CSRに
合わせた取組向上」→障がい者雇
用考える企業等へ
○障がい者が如何に出展企業の理
解を深めることができるか?
→障がい者への企業理解の増進

開催にあたっての目的と考え方



「８月の就労マルシェ事業」
○業務委託料

・業務運営
・レンタル物品調達(パ－テ－ション，ブース，テ－ブル等)

○講師謝金，旅費交通費
○印刷製本費(パネル，チラシ，ポスタ－)
○会場使用料，保険代
○成果報告書，広告宣伝費

計 約 ３,２００千円

現在，執行可能な予算予定額

説明会等ブ－スイメ－ジ

1ブース
900*2100



進捗状況その１(一般就労ゾ－ン)

１，開催日について，第１順位 ８月２９日(木)と決定。
２，レイアウトとゾーンコンセプトについて
①１０月頃の「企業面談会」に向けた，プレ説明会(８月→１０月の二段構え)
・何をしている企業か，どんな業務を行うか等を伝える説明コ－ナ－を，
障がい者向けに紹介することで，マッチング(10月)に向けた深耕を図る。
・写真，ポスタ－，パンフレットなど視覚的要素を多用する。
→ハロ－ワ－ク，自立支援協議会等による企業向け通知(５月～６月頃想定)

②障害者雇用取組企業のブース出展コ－ナ－を設置し，
今後，障がい者雇用を検討する企業向けの取組内容の紹介を行う。
・障害者雇用企業と雇用を考える企業との交流の場，機会創出
・ハロ－ワ－クや自立支援協議会就労部会との連携

③登録・啓発業務のコ－ナ－設置(障害者総合相談支援センタ－あい等)
・１０月企業面談会に向けた障がい者による登録。
・障がい者雇用の実態等周知。
・各種助成金制度を，一般企業はどこまで知っているのか?
・就労受入企業側の成功事例や失敗事例調査や成果品はあるのか?
・市の就労体験助成制度の周知等

8/28準備，8/29実
施にて，

体育館を予約済み。



最終製品や具体的な部品(視覚的)

作業風景(視覚的)

企業面談会・・・10～11月頃

○×企業 △□企業

就労マルシェ(市場)・・・８月２９日(木)市立体育館

理解が深まり，

自分に合うか合わな
いか，わかった。



進捗状況その２(福祉的就労ゾ－ン)

○実施予定(８月の就労マルシェとは別途)
４月２２日～５月１０日(２週間) 展示
・市役所ロビ－(鈴鹿市ものづくり産業コ－ナ－)での事業所出展
①障害者優先調達推進法の紹介を実施。
②エブリ－による，「梅干し」展示
③八野ワ－クセンタ－の展示

○出展企業への打診開始時期とその調整時期

○製品・サ－ビスの見せ方
・展示，販売等の実施(体育館了承済み)
・昼食を福祉事業所に準備してもらうか。(体育館要調整)

○NPO共同受注窓口との連携
・了承済み。

○今後の商談会を見越した仕掛けづくりに留意。



進捗状況その３(起業・創業ゾ－ンの講師) ３名

1.仕事ノアル暮らし(愛知県瀬戸市・加藤悦子氏) ・・・40分間
・うつ病，引きこもり，精神障がい者を対象にした「就労移行支援事業所」の経営者。
・臨床心理士。海外派遣協力隊員。 「心理認知療法」のカリキュラムに強み。
・ルワンダ天然素材を輸入したアクセサリー作り，梱包，検品，棚卸，ステンドグラスのガラス
カットなどの業務を福祉的就労として行う。
「就労移行支援事業所」としても，工賃の支払を実践中。
国際貢献型ビジネスモデル×社会における自立心向上(発達障がい，精神障がい者雇用)

・聴講対象者は，うつ病，引きこもり，発達障がい者，精神障がい者本人と家族，就労系事業所

2.合同会社 仙拓(愛知県東海市・佐藤仙務氏・重度障がい者) ・・・40分間
・IT分野の中で，デザインを中心にサービスを提供(ウェブサイト・ECサイト企画・制作・運営
管理，デザイン事業)。脊髄性筋委縮症のため，1㎝動く指で，「働く」ということを実感する，
常時介護(寝たきり)の19歳社長。

・インタ－ネットの世界はバリアフリ－。サポ－ト次第で働ける障がい者は多くイメ－ジを変える。
・聴講対象者は，重度障がい者本人と家族

3.株式会社ミライロ(大阪府大阪市・垣内俊哉氏・障がい者) ・・・60分間
・バリアフリーマップ制作事業。福祉的就労事業所の商品開発や，バリアフリーとUD
の企業内環境コンサル，障害児への教育等。「骨形成不全症」の車イス者，23歳。

・経営者の考え方として，「障がい者自身も変わる必要がある」「障がい者イコール
一方的に支援を受ける社会的弱者」と一元的に捉えられる状況に問題。障がい者のツ
イッターやブログでの，「社会がこうしない」「法律がああだ，こうだ」という文句
には，「つぶやく時間があったら何かしろ」と思い，講演を行う。
・本年度の「みんなの夢AWARD3」の大賞受賞。
・聴講対象者は，障がい者本人と家族，福祉的就労事業所



進捗状況その４(その他ゾ－ン)

○各障害者団体等のブース
・障がい者種別(身体・知的・精神・発達障害等)の何らかの発信
・会員獲得と活動交流の場

○サイバ－ダイン㈱の「HAL福祉用」装着体験事業の連携
・協議，了承済み。
・ 「HAL福祉用」訓練開始(予定)のPR

○AGF㈱鈴鹿への協力依頼(４月早期を予定)



出
入
口

出
入
口

出入口

総
合
受
付

商談・交流
ゾーン

ア
ン
ケ
－
ト
記
入

各種ブ
－ス

AGF
給茶コ－ナ－

ポップデザイン

サイバ
－ダイ

ン
「HAL
」の装
着ゾー

ン
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「就労マルシェ」における，各ゾ－ンの役割分担

出入口

創業(起業)ゾーン

福祉的就労ゾーン

エア－
ア－チ

一般就労ゾーン

１０月面談
会企業
による
説明

コ－ナ－

障害者雇用
取組企業に
よる紹介
コ－ナ－

10月参加
登録及び
啓発，

相談支援
コ－ナ－

鈴鹿市
障害福祉課

自立支援協議会と
鈴鹿市

障害福祉課

ハロ－
ワ－ク
と自立
支援協
議会等



就労マルシェ
やりますよ!
(市長施政方針)

就労マルシェとは?
(議会)

8月29日開催

一般就労ゾ－ン

福祉的就労ゾ－ン

起業創業ゾ－ン

交流ゾ－ン(AGF)

議会報告
のみでよいか?

11～12月初旬開催
就労

マルシェ
事業 就労マルシェ

成果報告会

8/29成果報告

講師講演

施策推進協議会と就労部会メン
バ－をメインに，8/29の参加者や
議員を対象(市役所12階会議室)
→終了後，施策推進協議会開催

就労マルシェ事業
実施追加プラン

課題と分析
をとおした，
次年度の
方向性
(11月迄調
整)

講師との意見交換



１，8/29実施時の成果報告 13時30分～12時15分
・映像と状況とアンケ－ト結果の分析報告(各ゾ－ン関係者間の共有)

３，講師との意見交換会 13時40分～14時30分(50分)
・対象者は，次ペ－ジの「障害者施策推進協議会&就労部会 ４０名」
ほか，8/29ブ－ス設置関係者ほか(最大１００名収容可)

・実施の在り方は，ランダムな質問形式とするか，同一業務実施単位と
するか等，要相談

就労マルシェ成果報告会
11月下旬～12月初旬開催

２，講師による講演(一例) 12時20分～13時30分(1時間10分)
①これまでの取組み背景(起業経営塾の内容や課題など)
②現在の取組み
・三重県での実践シンポジウムや富山県の就労イベントを例に。
・職員の就労支援ベクトルをあわせた工賃アップセミナ－の取組みなど。

③何故取り組むのか，その課題解決に不足する資源は?
・それぞれの機関で何ができるかを考えられれば・・・



圏域自立支援協議会 就労部会 鈴鹿市障害者施策推進協議会

1三重県鈴鹿保健福祉事務所 地域保健課長 1三重県鈴鹿保健福祉事務所 企画福祉課長

2
三重県教育委員会特別支援教育室
就労支援エリアコンサルタント

2鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 教授

3
三重県雇用経済部雇用対策課
雇用グル－プ 障がい者雇用アドバイザ－

3
三重県知的障害者福祉協会 会長
就労支援エリアコンサルタント

4
鈴鹿市障害福祉課 障害福祉グル－プ
担当職員

4鈴鹿市身体障害者福祉協会 会長

5鈴鹿市産業政策課 総務グル－プ担当職員 5鈴鹿市聴覚障害者協会 会長

6亀山市商工業振興室 担当職員 6鈴鹿視覚友の会 会長
7亀山市高齢障害支援室 担当職員 7手をつなぐ親の会(知的) 会長

8鈴鹿商工会議所 総務部長 8
鈴鹿厚生病院 地域支援室
アウトリ－チ推進事業部リーダ－

9亀山商工会議所 業務課 9
鈴鹿市民生委員協議会連合会
障がい福祉部長

10ハロ－ワ－クすずか 上席職業指導官 10鈴鹿市ボランティア連絡協議会 書記
11(独)三重障害者職業センタ－ 所長 11鈴鹿市社会福祉協議会 事務局長

12
三重県立杉の子特別支援学校
石薬師分校進路担当

12三重県立城山特別支援学校 教諭

13
社会福祉法人 伊勢亀鈴会(就労B)
きれいサポ－トステ－ション

13三重県立杉の子特別支援学校 教諭

14
NPO法人 多機能型就労支援事業所
みどりの家 算所(就労B) 就労支援員

14ハロ－ワ－クすずか 上席職業指導官

15NPO法人 夢想会夢想工房(就労B) 支援員 15
鈴鹿市障がい者総合相談支援センタ－
統括相談員

16
社会福祉法人 鈴風会すずかぜ(就労移行)
施設長

16鈴鹿市自治会連合会 会長

17イシイ社会福祉士事務所 きずな 所長 17鈴鹿商工会議所 議員

18就労A型事業所(追加予定) 18一般公募(身体・車イス者)
19就労A型事業所(追加予定) 19一般公募(企業時代に障害者雇用に取り組む)
20就労B型事業所(追加予定) 20一般公募(障害行政に関心ある健常者)
21鈴鹿亀山障害者就業・生活支援センタ－あい(事務局) 21鈴鹿市障害福祉課(事務局)



☆ やさしさにふれる(地域移行)
(～安否確認をとおして～)

☆ うれしいを形にする(自立)
(～機能訓練をとおして～)

☆ 人や社会とつながる(自立)
(～就労３形態をとおして～)

鈴鹿市立体育館
(横47m×縦37m)
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7.鈴鹿市障害者施策推進協議会の今後の動き

☆第１回(４月２６日)
・平成２５年度鈴鹿市障害福祉施策の主な内容と取組みについて

～８月末までに，
障害者施策理解促進事業(平成26年度単年度事業枠)提案の意見聴取～

☆第２回(9月末頃)予定

・障害者施策理解促進事業(平成26年度単年度事業枠)の検討
・8/29の「就労マルシェ事業」の概要報告

☆第３回(１１～１２月頃)予定

・ 「就労マルシェ成果報告会」に併せて開催
・意見交換会と予算編成確認

本年度から，開催が，
３回になります



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

限られた世界から～

1.自助・自立
の意識

最後に，目指すイメ－ジ図
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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，生活の大変さ
を理解できるレベルで，協力し
なければね。

障がいのない人 障がいのある人

お互いの立場を
「役割交換」しないとね。


