
平成２５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２５年１０月１５日（火）９時３０分～１２時 
場  所  鈴鹿市役所 本館１２階 １２０４会議室 
出席委員  貴島，中澤，塚本，瀬口，森本，伊藤，近藤，倉田，北川，木村，

髙田，片岡，渥美，小林，南川 
（以上１５人，敬称略・順不同） 

欠席委員  山田，竹田，山本，皆木，白山（以上５人，敬称略・順不同） 
事 務 局    和田，村田，澤，大窪，田中 

 
● 議事概要 
（司会進行：事務局） 

開会宣言（９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(議事録上，これまでのイニシャル表記でなく， 
個人名での記載)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 
  平成２６年度予算編成に向けた，障がい者施策の諮問をいただき，予算反映を考 
えていく形となる旨のあいさつ。 

  
（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） 

報告(1)平成２５年度 ３つの新規事業の進捗状況について，事務局の説明を求める。 
 

(事務局) 

   報告(1)のそれぞれの事業の状況報告と議事(1)平成２６年度「障害理解促進事業」 

の枠予算の提案については，関連がありますので，事業毎に，進捗と今後の予定とし 

て，説明してよろしいか確認する。 

 

（議長）そのように進めていただいて構いません。 

 
(事務局) 

   それでは，３つの事業について，それぞれ順番に説明をし，質疑応答を取る形で， 

  進めさせていただきます。 

   ひとつめの，「就労マルシェ」ですが，資料１の６ペ－ジをご覧いただく。 

障害者施策を考えるうえで，「目的」を第１に考えなければなりません。 
資料にあるように，大目的，中目的，小目的と表示しているが，例えば，「Aとい 



  う人には障害福祉サ－ビスが必要である(小目的)，また同じような人の数を目標値と 
して増やす(中目的)」を展開しながらも，本来はもっと大きな「目的」のために考え 
るのが施策であります。 
 今回の３つの新規事業については，本年度スタ－トしたばかりで，検証・修正して 
いくうえでも，あらためて「目的」を意識しながら，提示している。 

   ６ペ－ジの活字において，上から下にご覧いただけるよう，「大目的，中目的，小目 
的」と構成している。下へいくほど重要ではないということではない。 

   一番上位にある，大目的が，社会的な目的で重要であろうと考えられるなか， 
国等の障害者施策で耳にするのが，「共生社会の実現」，「地域移行」，「自立促進支援」， 
「バリアフリ－な社会」，「障害者雇用」，なるほど，「ふ～ん」とは納得するが，自分 
事になるかといえば?であり，目的の多くが，空疎なお題目，空念仏になりがちである。 
障害者施策に携わる者ならば，みな，「共生社会の実現」，「地域移行」を，窓口で，

空(そら)でも言える。(相手に響くのか?) 
    特に，「共生社会の実現」や「バリアフリ-な社会」などは，利己心でなく，利他の 

心に訴える，「共通善」とも言い代えられるが，もう少しわかりやすく考えないといけ 
ない。わかりやい目的，よい目的は，希望に変えられるものではないかともいえる。 
そこには，さきほどの障害福祉サ－ビスの例ではないが，量的な成果(どれだけサ－ 

  ビス増えました，雇用率がアップしました)ではなく，質的な成果(何かよくなったよ 
ね，総体的に住みやすくなったよね)が必要。 という考え方で説明していく。 
委員のなかにも，出席された方がみえるように，８月２９日(木)市立体育館で，就 

労マルシェを行いました。 

 「大目的」としては，「働く機会をとおして，人や社会とつながる状態にすること， 

それに応えること」を掲げております。 

 「中目的」としては，国がよくいう法整備等の数値目標が示され，法定雇用率の２% 

など，この達成が半ば目的視化されている節があるが如何なものかである。 

 就労マルシェというインパクトを用いて，雇用率のアップ，就労系福祉事業所の認 

知向上，優先調達法による策定方針を進めているが，資料２にもあるように，来場者 

は，５７０人ということで，万々歳な結果には至らなかった。 

 参加されていない方もみえるため，当日の来場者の声や実施主体の実行委員会の反 

省点などを，順次説明する。 

   資料１の５ペ－ジに移し，事前にいただいた委員からの意見を紹介。 
   「働き方が制限される障がい者にとっては，本年度実施したように選択肢が多い方 
がよく，同じ形態で継続する方が障害理解への近道になると考える」，「より軽度で， 
働きたいが情報がない方にとっても必要な場所となる」，「多くの方が参加され，熱心 
に検討されていた。大変有益な機会であるため，次年度以降も継続すべき」の意見が 
あった。また，就労マルシェ実行委員会からも，反省点を踏まえた，継続開催の要望 
をいただいている。 
 これらのことから，７～８ペ－ジにあるように，装いを変えながら継続事業とする 
提案をする。なお，案についてはあくまで，仮定の内容であるため，本年度をベ－ス 
に今後，就労マルシェ実行委員会で企画していく旨を説明。 
 一旦，説明を終える。 



（議長）説明が終わりましたので，就労マルシェ事業の質問，意見を願います。 

 
（中澤委員）就労マルシェに午後から来ました。個人的に感じたことは，資料２の３ペー 

ジ目について，文字が切れているところがありますので修正を願う。 
現場に行って感じたことは，舞台がなかったこと，車椅子の人の講師もいたが， 
座っている位置だと手話通訳者も見にくい。スクリーンの位置も低かった。 
視覚的に配慮が欠けていたように感じた。 

    来場目標 1,000人で，570人が参加ということだが，ホームページ，マスコミ等 
にどこまでＰＲしたのか？ 中日新聞は，開催した後に載っていた。 
このような場を増やすと，市民への理解が深まると思う。 

 
（事務局）三重県南部の市町からの見学もあった。現地で，実際に多くのメディアを相手 

にしたのは初めてで，10社切るくらいの社が当日来ていた。 
事前のメディア対応(記者クラブ)は，基本１回のところを２回実施した。 
起業創業ゾ－ンの講師舞台であるが，オ－プンな空間のなか，高さとして，手話 
通訳者の台座は必要であった。なお，講師舞台の設定まは，車イスで動かれる方の 
ため，環境設定として難しいことも，理由のひとつである。 
 スクリ－ンについては，30～40人を想定した大きさであることと，位置の配置に 
は，照明の明暗て苦慮した結果である。 

 
（森本委員）当日は，午後から参加しました。本校(杉の子特別支援学校)の小学生から高 

校生には，夏休み前にチラシで知らせました。そのため，教員は数名見かけたが， 
親子での参加，学生がほとんどなかった。できれば，保護者に知らせてすぐに開催 
できる時期が望ましいかなと。保護者は，常に情報がほしいと思っているので，来 
年度伝えていきたい。８月末は厳しいので，７月末又は９月早々が，学校としては 
ありがたい。特別支援学級の姿も見かけなかった。個別で各学校にチラシを配布し 
てほしい。福祉的ブースは，パネルだけの事業所もあったが，直接話ができること 
が良かった。 

 
（事務局）スケジュールとして，商工会議所にチラシの配布を４,０００枚お願いしたのが， 

盆過ぎのタイミングであったため，時期的な遅れが反省点のひとつである。 
    また，業務委託における入札作業が２回実施と不測かつ予期しなかった１ヶ月の 
   ブランクがあった。反省点として，来年度は４月からでなく，早めに取り掛かる必 
   要性を感じている。 

 
（南川委員）市役所売店に，以前は福祉事業所の商品(パレット)があったが，４年前にな 

くなった。そのような場所があると（福祉施設としては）励みになる。市役所１５ 
階の売店等にスペースが設けられないか審議してほしい。劇団あんぽんたんも，個 
人的な活動のためと経済的理由などで休止状態である。啓発的にも良かったので， 
（上演できる場を）検討してほしい。 

 



（事務局）１５階の売店については，既に協議をしているところであり，福祉事業所とも 
話を進めているところである。 
福祉事業所の商品として，売店でしか買えないものなどの付加価値戦略も必要。 

    劇団については，お話があれば，相談協議していきたい。 

 
（議長）就労マルシェをきっかけに，障がい理解だけでなく，実質的な就労に結びつくや， 

福祉事業所で事業拡大に結び付いたという点を聞かせていただきたい。 
    また，資料について，気になる点を伝えると，課題の箇所で，「働くということに 

対する意識の欠如」という表現は如何か。障がい者としてはも働きたいという意思 
がありながら，働けないという人のほうが多いのではないだろうか。また，就労と 
いう形で社会への参加機会を設けるという点から見れば，「福祉的就労でよい」とす 
るアンケートの質問方法はどうかなと思う。気になる点です。 

    平成２６年度は，バージョンアップで実施ということでよろしいか。 

 
（近藤委員）バージョンアップを含めた継続的な取組みとして，予算上の問題，耐えうる 

担保的なものはあるのか。 

 
（事務局）予算上は，おおよその目安として計上していく。措置されるか否かは別に，や 

れることだけはしっかりやるという考えで予算編成していく。 

  
（議長）平成２６年度においては，講演として，障がい者雇用の達成率をいかに超えるか 

との企業向けの講演会を検討してはどうか。 
さて，他に意見もないようですので，就労マルシェについては，継続できるよう， 
新年度予算編成をお願いします。 
 続いて，ロボットス－ツ(HAL)のトレーニング事業について，事務局の説明を求 
める。 

 
(事務局)５ペ－ジをご覧ください。委員からの事前の意見として，「使用した方の声(可能 
性があり，やり続けたい，ワラにもすがる思い，先駆的な取組みに期待)を聞くと， 
自力歩行の可能性ある方に，一人でも多く枠を広げ，継続してほしい」とありました。 
 ９～１０ペ－ジにつきましては，これまでお話している内容です。 
 １１ページをご覧いただくと，本事業の 
「大目的」としては，「身体的効果」プラス「心的な効果」からの生きがいづくり(モ 
チベ－ション等の向上)と言えます。共通善としては地域移行と言えるでしょう。 
「中目的」としては，身体機能の向上，生活能力の向上，地域生活上の自立促進とい 
えます。 
 本年度におきましては，身体１～２級(下肢 or体幹)の対象者５０４名うち，２４人 
が支給決定を受けている。平成２６年度においては，さきほどの委員の事前意見にも 
あったように，枠の拡大として，身体３級の５３９名を対象にする提案となる。 
 なお，全員分でなく，割合で予算計上する予定である。本事業の説明は以上である。 

 



（議長）説明が終わりましたので，ロボットス－ツの助成事業の質問，意見を願います。 
本事業については，特段意見もないようですので，ロボットス－ツの助成事業に 
ついては，継続のうえ，対象者の拡大ができるよう，新年度予算編成をお願いしま 
す。 
 続いて，安心生活応援事業について，事務局の説明を求める。 

 

(事務局) ５ペ－ジをご覧ください。委員からの事前の意見として，「アンケ－ト結果を見 
ても，福祉事業所とともに，社会福祉協議会との連携を取りながら，よりきめ細かな 
見守りを行ってはどうかと考える。」や「事業の目的(平時からの安否確認～災害時の 
関わりやすさ)が，非常に有用であり，そのなかで，自助・共助の仕組みづくりをコ 
ミュニティワ－クとして実施していくことが最大の備えになるでしょう。なお，自 
助・共助の仕組みは，有事の際には崩れがちになるため，その際に必要になるのが， 
災害時想定の障がい者の援助マニュアルであると考える。」とありました。 
 １２ペ－ジをご覧いただき，これまで，「安心生活支援事業」としておりましたが， 
事業所とも話し，何でも支援されると誤認されないよう，あくまで応援協力とした「安 
心生活応援事業」としております。１３～１４ペ－ジは，これまでお話している内容 
です。 
 １５ページをご覧いただき，再確認として，月１回程度の訪問から自助・共助のし 
くみづくりに向けた，５つの効果を掲げています。 
一つ目の「早期発見」では，安否確認のほか，生活変化(先月訪問時からの変化) 

   を，二つ目の「リスク軽減」では，犯罪・虐待被害の未然防止や俺オレ詐欺の発展 
版からの注意喚起へ，三つ目の「情報支援」では，生活に必要な広報すずかの記事 
確認を，四つ目の「不安解消」では，会話をとおした孤立感の軽減や安心感を， 
五つ目の「生命と生活支援」では，災害時を想定した一次避難場所への模擬行動で， 
いざという時の体感(体で覚える)を目指していきます。 
 １６ページの具体的内容は，ご覧のとおりですが，注意すべきは，災害対策基本法 
が本年６月２１日に改正され，個人情報に関する同意が不用となったこと(民生委員 
や自治会などへ本人の同意なしで知らせる)です。 
 なお，法改正にあわせて，ガイドラインが今後提示される予定ですが，本市では従 
来どおり，災害時要援護台帳登録(同意型)を継続する予定です。 
 １７～１８ペ－ジでは，本事業への参加したい数を示しており，１０月１０日現在 
で，８３名の方がどの地域にいるかを表示しています。あわせて，２０ペ－ジには， 
既に災害時要援護台帳登録している方９１名を表示しており，来月，本事業を利用す 
るかの旨，連絡予定です。よって，事業スタ－ト時点では，最大で２００名弱の方が 
利用予定です。 
  ２１ページに移しますと， 
「大目的」としては，「頼れる人がいない」，「人には頼らない」人へ情報と(あきらめ 
ないこと)を伝えるものです。共通善としては安心安全と言えるでしょう。 
「中目的」としては，福祉事業所との連携により，地域見守り体制を一歩踏み出す， 
対象者数も目標値となるでしょう。 
「小目的」としては，当事者・関係者の様々な思いのなか，さきほどの１５ページの 



内容がございます。 
 本年度におきましては，１２月～１月頃よりスタ－トできるよう，明後日，事業者 
説明会を開催予定です。なお，委員の意見のほか，自立支援協議会の意見にもござい 
ましたが，訪問時に有益なツ－ルとして，(仮)災害時誘導マニュアルの策定を継続事 
業とともに平成２６年度予算編成の予定です。２２ペ－ジには，災害時誘導マニュア 
ルの策定フレームとしており，先ずは，「障がい者編」と「事業所編」を策定し，更 
に次の年度に「地域支援者編(近隣・民生委員・自治会用)」の策定をと考えています。 
マニュアル作成のイメ－ジにつきましては，別添のカラ－資料をご覧ください。 
補足説明のうえ，本事業の説明は以上とする。 

 
（議長）説明が終わりましたので，安心生活応援事業の質問，意見を願います。 

 
（塚本委員）災害時援護者台帳の台帳登録は，民生委員を通じて行いましたが，登録した 

かどうかの確認はどうしたら良いのか。 

 

（事務局）本人からの問い合わせにより確認が可能です。ちなみに塚本委員は登録されて 

いました。 

 

（中澤委員）資料１２ページ中段に関して，事業所が，障がい者宅を訪問した場合，聴覚 

障害者との意思疎通はどうするのか。最後から２枚目のところ，リスクが高いよ 

うな気がしますが。 

 

（事務局）現在，最終参加申し込み者８３名中，１名の聴覚障害者がいます。訪問の際，

事業所自体で対応の可否が出てくるため，市にて手話通訳者の派遣を検討してい

く。なお，手話通訳者の絶対数の確保から，タマゴの方を育成するということも 

必要だと考えている。 

 

（瀬口委員）安心生活応援事業は，大変良い事業だと思う。資料１の１４ページに関して， 

緊急避難場所から，一次避難所→二次避難所の考えは元々あったが，安心生活応 

援事業を担う事業所が，精神・知的・発達障害の人を急に受け入れるのは難しい 

のではないだろうか。本当にここまでできるのかに正直不安がある。 

    次に，障害福祉サ－ビス支援計画を個々で作るようになっているので，（事務量 

的に）各事業所で対応できるのかの不安もある。 

災害時要援護者台帳に登載すると，民生委員に情報が共有されるのですよね。 

その過程で，民生委員と事業所との関わりは全くないのだろうか。福祉避難所とい 

っても，災害時に助けてくれるわけではないことを考えたら，事業所と地域は結び 

つかないとも言えるし。 

 

（事務局）現在，事業所への説明会を重ねながら，ある程度，応援実施できるとしたのが， 

現案である。福祉事業所(福祉避難所機能)が行う(見守りをする)全員を受け入れて 

いただくものではない。災害時要援護者台帳に登載された以上は，民生委員に情報 



が共有されるが，そもそも民生委員が見守りをしてもらう対象者は基本的に６５歳 

以上についてのみの申し合わせがある。最終的には，福祉事業所が緩衝材となりな 

がら，民生委員と障がい者を結びつけられればの意図もある。 

  

（木村委員）民生委員の立場として，災害時の救助支援は無理である。地域で考えるなら 

ば，自治会や自主防災組織頼みとなる。 

     災害時要援護者台帳に関して，６５歳以上の人とは関係を作っている。しかし 

ながら，障がい者の情報は確かに共有されているが，実際コンタクトをとってい 

ないのが大勢である。具体的な対応の仕方が分からない面もある。 

 

（瀬口委員）やはり，福祉事業所がその間に入って，うまく地域と障がい者をつなげてい 

ただけるといいと思う。 

 

（木村委員）精神障害２級の方が近くにいるが，一回対応したことから，それ依頼ずっと 

見守りを行っているが，偶発であり，地域全体がそういう状態ではない。 

 

（議長）災害時の福祉避難所としての機能も大事であるが，早期発見，リスク軽減も大事 

である。 

 

（近藤委員）障がい特性に応じた支援が求められるが，事業所によっては知的障がいは 

ＯＫ，精神障がいは無理などあると思うが，バランス的に現在参加予定の事業所 

７カ所で上手くいけるのか。 

 

(事務局)確かに，障がい特性での対応も必要と考えているが，そもそもの三重県の事業所 

    認定にそのような区分けはない。どの特性でも受け入れる形，なお，実態として， 

得手不得手はあることから，精神障がいの方は市内全域，鈴鹿厚生病院で訪問見 

守りしていただく形となっている。 

 

（渥美委員）一時避難所→二次避難所に移る人のスクリーニングはあると思うが，防災危 

機管理課との連携ができていないと，現場で機能しなくなる。誰がスクリーニン 

グするのかも，課題になってくる。 

 

（事務局）おっしゃるとおり，スクリーニングの在り方については，状況判断，誘導が必

要とされる。実際に動かすのが，防災危機管理課なのか障害福祉課なのかは別に

して，現場が機能をする形(マニュアル化など)の必要性も考えていかなければな

らない。 

 

（南川委員）計画相談を使うときは，災害時にどうするのかも話せるしくみが必要である。 

 

（議長）数多くの意見もあるなか，この事業に関しては，多重構造であった方が良いと思 

う。この事業につきましても，意見も反映しながら進める継続事業ということで 



お願いする。 

他に意見もないようですので，説明のありました平成２５年度の３つの新規事業 
については，新年度予算が組まれるよう，事務局の方，よろしくお願いします。 
続きまして，事項書の３議事(2)平成２６年度予算編成の留意点にかかる事務局の 
説明を求める。 

 

(事務局)それでは，２３ペ－ジをご覧ください。９月２７日付けで国より第３次障害者基 

本計画(平成２５～２９年度までの概ね５年間)が示されました。 

 詳細につきましては，別添の資料３をご覧いただきますが，主たる施策として， 

２６ページをご覧ください。赤字で示している部分が新規で追加されたものです。 

 「安全・安心」については，本市でスタ－トする「安心生活応援事業」に合致しま 

す。「差別の解消及び権利擁護の推進」については，既にスタ－トしております。 

「行政サ－ビス等における配慮」については，障がい理解の促進等スタ－トしている 

ところです。 

 つづいて，２７ペ－ジですが，障害福祉施策の主たる柱で費用が一番大きい，障害 

福祉サ－ビス費と障害児通所支援事業を示しています。障害福祉サ－ビス費について 

は，約２１億８千万円を計上，障害児通所支援事業については，約６千万円を計上予 

定です。あわせての本年度比は，約１億７千万円の増額となります。参考までに歳入 

は増えないなかでの歳出増となります。 

 次に，２８ペ－ジの計画相談の状況ですが，平成２６年度末までに，障害福祉サ－ 

ビスや障害児通所支援利用者 約１,３５０人にサービス利用計画書を作成しなけれ 

ばならない義務があります。９月末時点の達成率は，それぞれ１６.２%，４.９%と 

低い状態となっています。他市においても，同様の進捗率ですが，残り１年半で， 

指定相談事業所と連携して進めてまいります。 

  

（議長）説明が終わりました。意見，質問はありますか？ 

 
（中澤委員）先ず，国の障害者基本計画について，資料３の２９ページ下あたり，火事緊 
急時にファックスメールを使えるようにするとある。鈴鹿市でも９月１２日に緊急速 
報が防災スピーカーから聞こえたらしいが，聴覚障がい者は聞こえなかった。どこま 
でできるのか。 

   先ほどの災害時誘導マニュアルについて，発注予定先のミライロは入札で決まって 
いるのか。社長は車椅子利用者なので，ろう者の視点が反映されるのか，選定につい 
てうかがいたい。 

 
(事務局)聴覚障害者に対して普段の情報発信はメールでしているが，緊急時の連絡につい
ては，どこの市町もそうだが，完全に出来ているとは言えない状況。この問題をクリア

するには防災危機管理課との連携も必要である。現状では，仮に障害福祉課がイニシア

チブをとってできることは何かと考えた場合，優先的にできることからしていくとい

う答えしかできない。 
   災害時誘導マニュアルについては，本市の状況を就労マルシェで実感していただい 



ていること，関西地域の他市にも実績があること，障がい者の視点であること，聴覚 
視覚者等の雇用もあることからの想定である。１１月２２日の講演会でも，第Ⅱ部で， 
障がい者の災害に関する備えなどをふれられる予定である。 
 

（議長）つづいて，その他について，事務局の説明を求める。 

 
（事務局）一つ目は，前回の協議会でも決めていただいたように，第３回の本協議会を 
   １１月２２日に開催するものです。日程については，講師の方の都合を優先してい 

るが出席方願う。(別添 A４チラシ参照) 
 二つ目は，本協議会委員の任期満了に伴う改選であるが，前回の改選時同様に， 
２月２０日号の広報での掲載を予定する。 
三つ目は，鈴鹿市の第４期障害福祉計画が平成２７年度からとなるため，平成 
２６年度内に，数値目標等を設定する。平成２６年度の計画策定に協力依頼。 
四つ目は，第１３回のふれあい運動会(10/27)の周知。 
五つ目は，障害者優先調達法に基づく方針策定で，三重県が数値目標を８月に 
策定したように，本市も１２月に策定できるよう進めている旨を報告する。 

 
（議長） 
   説明が終わりました。意見，質問はありますか？ 
      特にないようですので，長時間の諮問，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。 

（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２回協議会を終了いたします。 


