
平成２５年度 第３回鈴鹿市障害者施策推進協議会 議事概要 

 
日  時  平成２５年１１月２２日（金）１３時 分～１７時３０分 
場  所  鈴鹿市役所 本館１２階大会議室 
出席委員  貴島，中澤，塚本，瀬口，竹田，森本，皆木，伊藤，山田，近藤，

倉田，北川，木村，髙田，片岡，渥美，南川 
（以上１７人，敬称略・順不同） 

欠席委員  小林，白山，山本（以上３人，敬称略・順不同） 
事 務 局    村田，澤，大窪，田中 

 
● 議事概要 

 
 就労マルシェ成果報告会及び潜在的なニ－ズ対応セミナ－講演会出席ののちの変則

的な開催のため，報告等概要を次のとおりまとめ，その後議事等に移る。 

 
１， 就労マルシェ成果報告会 ・・・就労マルシェ実行委員会より 

 
２，「障がいを価値に変える～バリアフリーからバリアバリューへ」 

講師：株式会社ミライロ 代表取締役 垣内 俊哉 氏 

 
３，「社会で守る、自分で守る 災害時に求められる３つのこと」 

講師：株式会社ミライロ 代表取締役 垣内 俊哉 氏 

 
４，議事等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１，障がい者の「就労マルシェ成果報告会」＆「潜在的なニーズ対応セミナー」 

演題：「就労マルシェ成果報告会」 

報告：就労マルシェ実行委員会 

  
 前段で，パワ－ポイントのスライドにて，障がい者の働き方の選択性や障がいのない人

への「障がい理解」の促進のほか，今回の「就労マルシェ」の実施目的などを説明。 
その後，１０分間，８月２９日に，市立体育館で開催した，会場の映像とともに，お持

ち帰りいただく，２０ペ－ジの資料を一部抜粋しながら，スライド上映する。 

(映像を見ながらの説明) 

約５０m×４０mある市立体育館を大きく，３つのゾ－ンに分けて，高さ約２m，横約３m

のブースを設営した。来場者数は，受付をとおった数として，５７０名をカウントしてい

る。 

福祉事業所でつくる商品サ－ビスの展示や販売をとおして，多くの方へ認知していただ

くゾ－ンとした。受付では，障がい者の方２名をメインに来場案内をしていただいた。 

愛知県瀬戸市からお越しいただいた講師の方とそこに通う障がい者の方のほか，さまざ

まな来場者がみえ，ブ－スで応対する福祉事業所の方の対応風景となっている。 

おそろいのハッピに身を包んで，事業所名を覚えてもらおうとする事業所の方もみえた。

思い思いの交流や商品説明に努力をされていた。 

今回は，視覚，ビジュアル的要素も含め，ポスタ－貼付けの統一感を図った。 

「さおり織り」を体験する方もみえ，ほかにも，もう少し体験コ－ナ－を増やせばの反

省点も見出すことができた。数としては１７の福祉事業所の出展であった。 

各障がい者の団体のコ－ナ－となる。 

手をつなぐ親の会や青年学級，聴覚障害者協会などがみられる。 

一般企業による就職面談コ－ナ－と障がい者雇用に取り組む企業の助言コ－ナ－などに

なる。このゾーンで面談等を受けられた障がい者の数は，９８人であった。 

その９８人の方が，ひとつのブ－スを終われば，次のブ－スへと向かう形となり，このゾ

－ンでのスタッフは，終日案内に徹するという協力をいただいた。 

ブ－ス出展企業名は，当日配付いたしました，このリ－フレットにも掲載されている。 

１９社が配置され，会場の声として，「ゾーンの雰囲気がよかった」，「求人募集されている

様々な会社と直接話すことができ，非常に参考になった」，「今後も企画してほしい」の声

をいただいた。 

また，今回の就労マルシェ→10/4 の就職面談会の２段構えの方式が珍しく，他市の視察

も非常に多いものとなった。 

出展企業の方からも，じっくり聞くことで，採用計画に向けて非常に参考になった旨，

聴取確認している。 

障がい者雇用の先駆的取組企業への相談助言コ－ナ－となる。 

５０人以上の企業も法定雇用率対象となったので，もう少しお越しいただけるよう，働き

かけが必要であったと私たちも反省する形となった。 

その他ゾーンでは，みえライフイノベ－ション特区の鈴鹿拠点で行われるロボットス－



ツ HAL 福祉用の展示，説明が，サイバ－ダイン社の子会社 鈴鹿ロボケアセンタ－より，

なされた。 

広くスペ－スを確保した，交流ゾ－ンとなる。 

席は満席になり，注目していただきたいのが，テ－ブル中央に置かれた福祉事業所によ

る，食べる野菜での演出です。見事なアイデアでした。 

その壁面には，障がい者への事前アンケ－トの集計表展示など，ご覧いただく方もみえ，

そのほかに，映像には映っておりませんが，AGF 様のフリ－ドリンクの協力もあった。 

今回，PR として，広報の特集記事にも努めるなか，記事をご覧になられたメールモニタ

－登録者からは，「障がい者はそのことを楯にしないよう，健常者と同じ気持ちで就労して

ほしい」，一方，「企業関係者への教育が必要である」との双方両極の意見もあった。それ

ぞれの意見は，対照的ながらも事実であり，現状といえる。 

しかし，そこをつなぐ，「障がい理解」が必要であると取り組んできたのが，今年はじめ

て行った「就労マルシェ」でもある。 

 つづいて，「起業創業ゾ－ン」をご覧いただくが，要旨はお持ち帰り資料にも掲載してい

る。 

先ずは，亀山市の「日東ビジネスサポ－ト」様より， 

立ち上げ時の苦労話や作業の手順書は絵でみてわかるものを作成，働きやすい環境をつく

るための食堂付近へのスロ－プ，パトライトの設置，あいさつとコミュニケ－ションが基

本のお話をいただき，働いている方からの，「日東は，仕事がたくさんあってたくさんのお

金をもらえ，役に立っているようでうれしい」の働きがいの声を紹介していただいた。 

次に，愛知県瀬戸市の就労移行支援事業所「仕事ノアル」様より， 

昨年の４月に事業所オ－プンして，１年半で４名の就職者とフルタイムパ－トを１名出し

ているという実績や当日は，３名のサ－ビス受給者もお見えで，この事業所の得意とする

「行動認知療法」による精神緩和のコミュニケ－ション術を披露されていた。 

仕事に就くことは，人生を機嫌よく過ごすための手段であり，仕事に就くことが最終目

的ではない。「楽しいと思える幸せのひとつが仕事ですよ」の話が印象的であった。 

次に愛知県東海市の「仙拓」より，寝たきりで指先が少し動く，ホ－ムペ－ジや名刺を

つくられるお話であった。非常に，ユ－モアあふれ，前向きな考え方の方で，重度の障が

い者でも社会に出てお金を稼げるところを見せたく，起業された。 

弱みは，自分ひとりで出歩くことが難しいが，それを逆に強みと思っていること。障がい

者や健常者の区分がない会社にしていきたいという強く，働くことへの気持ちを表に出さ

れていた。 

ユ－モアあふれる性格で，質疑応答では，「同じ病気の副社長が来ていませんね，ケンカ

してるから，仲が悪いから」と問われていました。 

その答えに，「ケンカしているわけではないが，元々そんなに仲良くないので，仲直りす

ることもない」には笑いが生じていた。幼稚園から，一緒のようですから，無理もない。 

最後に，本日も，ご講演いただく，大阪市の「ミライロ」さんに登壇いただいた。 

講演依頼した頃は，みんなの夢アワ－ド 3 の大賞を受賞する前で，後になって凄い人に

依頼したなの思いを感じた。講演内容では，映像は黒と白がベ－スの発信がありましたの

で，多分，私のスライド，先ほどから，いろんな色を使用していますので， 

あとで，「見にくい」との注意を受けたいと思っている。 



後の講演でもふれられると思われるので，ご紹介はひとつにする。 

２３人の従業員のなか，７割が障がい者です。小さな会社でもできるのだから，大きな会

社で２%の雇用なんてどう? 双方，歩み寄りましょう，わかりあいましょう，障がいを価

値に，プラスにしていきましょうです。 

詳しくは，講演までお待ちください。 

 このように，４者４様の何故，働くか?は，人それぞれ，どの回答にも不正解はありませ

ん。働き方も同じです。でも，働く機会は必要だと感じました。 

  

 上映後，「就労マルシェ」開催をとおした総括として，５つの成果を報告する。 

１， 一般就労(就職内定)が，１１人でたこと。 

２， 福祉的就労(福祉事業所の受注)として，一般企業からの受注が一つあったこと。 

３， 起業・創業(講演者への依頼)として，きっかけとして講演者への依頼が他市からあ

ったこと。 

４， 優先調達方針の策定(市役所活用)として，１２～１月策定にあわせて，市役所１５

階の売店で，１社販売できる形になったこと。 

５， 集客(来場)者数は，関係者を含めて１０００人目標のところ，５７０人であったこ

と。最後に，開催をとおした「１０」の課題をスライドにあわせて説明する。 

(別資料参照) 

 
 
 
２，「潜在的なニーズ対応セミナー」講演要旨① 

演題：「障がいを価値に変える～バリアフリーからバリアバリューへ」 

講師：株式会社ミライロ         代表取締役 垣内 俊哉 氏 

 ※文中の「障害」表記は，講演者の資料に基づいております。 
 
本日は，大阪から来ました。生まれつき骨が弱くて折れやすい，私の父も先祖も同じ病

気，明治の時代からずっとそうである。明治の頃は，外に出たら石を投げられたので外に

出ることはなかったようで，社会の理解もなかった。 
先の８月の就労マルシェのような取組・交流の機会は良かった。今後も続いていけばと

思う。 
「障害を価値に変える働き方」であるが，紙は白。スライドの背景は「黒」。 
弱視の方にも読みやすい配慮としている。新しい iphone もそうであるが，みんなが使い

やすいように。障害者のために，ということを考えれば，みんなが使いやすいはず。 
そのようなな考え方が，製品に広がっている。火をつけるライターは，腕を負傷した兵

士が考えた結果できた。いまや世界中の人が使っている。 
車椅子の自分にとっては，タテ型の洗濯機は難しい。一方で，斜め型洗濯機は，背の低

い人も子供も使える。みんなが使いやすい，働きやすいサービスをが，今の時代である。 
「バリアバリュー」は，障害を価値に変える。「バリアフリー」は大切でも，障害を取り



除くという「障害ありき」，「障害はハンデ」，「かわいそう」と言われ続けてきた。 
車椅子は，かわいそう。頑張らなきゃいけない対象にみられる。ハンデ，不幸，そんな

価値観がある。「24 時間テレビ」は，お涙ちょうだいとしても，伝えたいことはある。 
「障害者でもできること」から「障害者だからできること」 
「障害があるからこそ，開ける社会もある。」これを社会に発信していく。 
幼稚園から車椅子だった。小中高とも車椅子。運動会には，出られない，修学旅行にも

いけない。 
「歩ければなあ，なんでこんな身体に産んだの」と親を責め，３年間音信不通となった。 
歩きたい思いから，病気を克服することに時間を使った。そこに価値を見出していった。 
私は，安城市で生まれ，中津川市で育った。そして，歩けるようになりたくて大阪へ。 
「夢は，歩くこと」だった。そればかりを考えていた。手術，リハビリを繰り返したが，

歩けるようにはならなかった。17 歳のときに，命を断とうとしたが，飛び降りることすら

できなかった。仕方なく生きていた。 
しかし，この病気で，いろんな気付きを得た。 
脊髄変性症は，映画『1 リットルの涙』の病気でもある。治療で落ち着いているのでこ

うして話ができる。私の病気は，45 歳くらいまでの命だろう。 
45 歳の「しゃべれなくなるまで」あと 7000 日あまり。もし，歩けていたら家族を養え

ただろうか？歩けないからこそ，なにかできるのかもしれない。そう思ったら，自分の時

間が自分のものだけではなくなってきた。限られた時間をどのように生きようかと思った

ら，突然スイッチが切り替わった。人生の長さは変えられないが，人生の幅は変えられる。 
障害があったから，気づくことになった。 

マイナスだけじゃない，障害を価値に変えられたら素敵だな。この病気は，自分の子供に

も遺伝するものである。子供には自分のように「死にたい」なんて思ってほしくない。 
バリアフリー，バリアバリュー。今，できることをやろう。 
そして，大学二年生のときに「ミライロ」を創った。オリンピックも決まった。多くの

企業も動いてくれている。 
「51：49」という数字をよく考える。49 は車椅子でつらかったこと。51 はそのような

人生だったからこそ，幸せだなと思うこと。そのような人生になればいい。そして，障害

者の働き方をこの立場でアドバイスしていく。 
日本という国は，バリアフリーは進んでいる。アメリカでは，地域差がある。 
日本は意識も変わってきているが，まだ「おしい」状態。企業や人は，障害者に対し，

無関心もしくは過剰のため。見て見ぬふりあるいはそこまでしたらおせっかいかのどちら

かがはたらいている。 
この二極化ではなく，「中間」的なそのような人や企業を「中間」にしていきたい。 

 
就業に関する数字。 

38 万人・・一般就労の障害者  788 万人・・国内にいる障害者人口 
280 万人・・働ける障害者。しかし９割が働いていない。 
まだまだ，働ける。企業が雇用しないといけない法律があるのに，まだ２％の水準。 
レベル設定が低い。どのようにいかしていくのか。 

７割・・大阪の障害者の離職率。 



企業も，障害者をどのように活用できるのかわからないから，義務的に雇用している。 
障害者本人の問題もある。「障害者手帳や療育手帳」を持っていると年金が入ってくる。

働けない人もいるので，年金が必要な人もいるのは仕方ない。しかし，このことに甘 
えている人が多い。 
又，実家で暮らしていると車を出してくれる，食事も出てくる。その方が楽なので，仕 

事でちょっとうまくいかないと仕事をやめてしまうことになる。先に亡くなるのは親なの

にいいのか。 
0.32%・・1％にも満たない。大学に進学する障害者の数。 

アメリカは，10％超えている。教育現場の問題もある。 
小学校は，学校にもいれてもらえないケ－スがある。特別支援学校は，雰囲気が少し残 

念。障害によって勉強のできる子，できない子が一緒であるから。最近は，特別支援学校

からの進学も増えてきたようだ。学歴よりも，社会に出ていくために必要な学びが必要。 
 企業で活躍するならば，また戦力にするならば，一芸一能が必要となる。 
普通の大学生でも就職は難しい。障害者も「学び」に力をいれていくことが必要である。 
今，文科省の障害者の高等教育についてのアドバイザーを担っている。国も動いてきた

感がある。雇用に関しては，まだまだ企業も無関心か。 
「サポートできますか？」には，できない。わからない。しようとすることにも気が引け

る。面倒くさい。接し方もわからない。 
よって，知らない，わからないことを，知っている，わかるに変えていく必要がある。 
鈴鹿市の就労マルシェのような機会が，もっとあれば良い。 

 
私は歩けないから，歩ける人の視点がわからない。 
日本の人口の統計をとると，男女は半々ぐらいの割合。10％くらいはゲイなどの特性が

あるようだ。だから，わからないことや知らないこともあるということ。 
私たちはまだ，障害者の人と一緒に「生きる」ことを始めたばかりである。 
今はスタートの時期。 
障害者は，「大変ですね」，「かわいそうだね」とか言われるが，障害というのは環境にあ

る。日本人の１割が左利き，９割が右利きである。少数派の左利きは，障害ではないが，

不自由さはある。視覚障害者は，目が見えないことにより，情報がないので不安になる。 
  環境や制度のありかたを考えていこう。 

 
また，障害も多様であることを理解しなければならない。 

身体障害者・・足，内臓などさまざま。 
精神障害・・精神，自閉症 
聴覚障害・・聞こえない 
視覚障害・・見ることができない 
内部障害・・肺や心臓。 
これだけの区別がある。そのうち，身体障害者は，みんな就職している。 
むしろとりあいの状況になっている。 
関西の大手の大学の障害支援室には，毎週のように「車椅子の学生さんは・・」と電話

がある。 



「聴覚障害の方は・・」などと比較的高学歴な障害のある学生も求められる。 
ミライロではインターン生としてそのような学生を受け入れている。 
身体障害者の学生は就職がすぐ決まる。採用されつくしている。 
精神や知的の障害者は，まだまだ進んでいない状況である。 
私は，「障害者手帳」を持っているが，知的障害の方は，「療育手帳」というものを持っ

ている。 
彼らの行動，日々の行動には意味がある。同じことを繰り返すとか，問題発言行動には

原因を考えてみることが必要である。それぞれの特性にあわせた配慮が必要である。 
知的障害の方・・スーパーなどで葉物野菜を取り扱うときなど，生鮮食品の選別等が難

しい。そのような人には視覚的に伝える。私たちの理解度などとは異なる。+αで伝えてあ

げるとよい。 
まず，抽象的を理解しやすい形にする。段取り手順，ここまではできるだろう，それは

本人には大きすぎたり，ここまでやっておいてとかいうことは案外難しい。小さな，小さ

な目標を区切ってあげる。命令をドーンでは難しいと本人たちは感じてしまう。 
視覚的に見えやすくする，マニュアル化するなど。誰でもできる方法を。 
発達障害の方・・発達障害は明確な定義がなかった。落ち着いていられない大学生も実

は多い。多動児など。このような障害があるとわかった等ほっとした人はたくさんいる。 
アスペルガー症候群，自閉症など，世界のエジソンやビル・ゲイツ，日本のさかなクンな

どがそう。社会的コミュニケーションが低いのが特徴。アスペルガーの人はこだわりが強

い。それがひとつの「芸」ともなっているが，自分の興味に結びついたときにしか大きな

成果がでない。 
学習障害・・知能が低いわけではなく，計算ができない，台本読めないなどである。 

トム・クルーズなどがそうで，本人が劣っているわけではない。定義付けも広がってきて

おり，今後は更に変わってくる。こだわりすぎてしまうなどの特徴=個性として。 
障害者=何かしてあげなきゃと思われる。知的障害者の人は，暴れるかもという先入観が

ある。そうではなく，目の前の人が「働きたい」という思いに，目の前の人にどのような

サポートができるかを考えよう。障害者を，障害者としてでなく，人としてとらえる必要

がある。目の前の人と向き合うことである。 
統合失調症・・危険な病気と思われがちで，誤った知識が広がっている。 
ミライロにも，この病気の人がいる。彼女は「４」のつく数字に抵抗感がある。統合失

調症の人は決して恐いわけではなく，変化に弱い。決まったルートだとＯＫだが，突発的

な変更などのイレギュラーに弱い。「気」をつかっているので疲れやすい特徴もある。本人

のペースで仕事をしてもらうために，昼から出社などやこれだけの仕事を依頼するなど決

めておくのがよい。 

 
これからの障害者雇用について 
身体障害者は，雇用されつくしてきた。これから，益々意識がかわっていく。 
今の身体障害者が８，精神障害者が２といわれているのを，身体障害者６，精神障害者

２，知的障害者２の割合へと変えていきたい。障害者の労働人口の中身を考えていく。 
障害者雇用は，社会的責任でもあるので，法定雇用率が定められている。企業は，障害

者を雇用することでどれだけの価値になるのかを考えたい。統合失調症の人を雇用したこ



とでどれだけの価値をもたらしているか。 
採用のポイントとしては，とにかく，つつみ隠さず本人と話し合うこと。 
障害の様子をきいて双方に何ができるか，お互い歩み寄れるか，そのポイントを探す。 

すぐには雇用せず，インターンという方法で職場体験させる。トライアル制度などもある。

お互いを知る期間が必要となる。ミライロでも，ビジネス紹介をやっているが，インタ 
ーンシップでうまくいったら働いてもらうことにしている。適切な理解や企業への教育も 
必要である。 
障害者もひとりの人でしかないということである。 
企業は，全従業員に考える機会を与えることになる。大事なのは「一緒に生きる」とい

う意識。どのようなことを考え，感じ，学ぶかを，まず講演を聞いてもらい，理解しても

らう。境遇の違う人のことを理解する時間をつくるのである。教育，研修を通して「ひと

りの戦力」にする。 
障害者雇用の例として，ＵＳＪ，ユニクロ，グリーなどでの成果がある。 

ＵＳＪ・・知的障害の人を６３名雇用。ミライロのコンサルティングは３年になった。 
企業としての社会貢献，雇用することで価値をつくっている。社内のチームワークがよく

なった，それぞれの立場の人に配慮できるようになってきたとのことである。 
ＵＳＪでは本人に何をしたいのかと聞いて配属をしている。感動したのは，ハンバーグが

好きな知的障害者がいるのだが，今，その大好きなハンバーグを焼く担当をしている。本

人が一番輝ける場所を考えてくれていることである。 
ユニクロ・・１店舗に１名という形で採用されている。したがって，相当数の店舗と雇用

となる。 
軽度の知的障害者の店員が，誰よりも大きな元気な声で，「いらっしゃいませ～」を言っ

ている。ユニクロでは，特に配置ポジションは決めていない。 
障害者の方，多様な方と一緒に働くことで，店長が成長したとのことである。お客様サ

ービスの向上にもつながっている。どこまでの距離感で良いのかを考える機会となってい

る。社会的価値+企業価値も高まった。 
グリー・・精神障害者の人を採用している。アスペルガー症候群の人に，データ入力，バ

グのチェックをしてもらっている。グッと集中できる人たちなので，彼らの特性が生かさ

れている。 
ビジネスの向上としては，雇用を継続していく必要があり，企業は数字+価値を求める。

障害者雇用は，決してボランティアであってはいけない。 
ミライロ・・車椅子，筋ジストロフィー，全盲，精神障害，発達障害の人たちを雇用して

いる。 
みんなで外に行って，調査をする。全盲の人は，見えないからこそ，よく聞き，よく感

じている。 
私が４月から６月まで入院していたように，雇用している人のなかには今でも通院して

いる人もいる。障害者雇用を変える可能性があるのは，「ＩＴ」である。例えば，病院でも，

どのような障害や症状の人でも，それぞれが自分のペースで仕事ができる。パソコンがあ

れば何でもできる。 
ミライロでは，「チャットワーク」というツールを使っており，全スタッフがスマホある

いはパソコンで利用している。小さな工夫の積み重ねである。 



私の車椅子での身長は，１０６センチ。その視点の高さは小学３年生ぐらい。 
だからこそ，わかることもある。感性や個性，特性は，必ず価値になる。 
「障害者雇用を戦力として」。 
障害者雇用を「しなければいけない」だけではなく，「したい」に変える「バリアバリュ

ー」。障害があるスタッフがいるから，このような景色が見えてきた。 
そのような社会に，みんなと一緒にしていきたい。 

 

 

３，「潜在的なニーズ対応セミナー」講演要旨② 

演題：「社会で守る、自分で守る 災害時に求められる３つのこと」 

講師：株式会社ミライロ         代表取締役 垣内 俊哉 氏 

 
※文中の「障害」表記は，講演者の資料に基づいております。 

 
ユニバーサルデザインは，バリアフリーと違い，障害者だけでなく，国籍を超えたみん

なが使いやすいデザイン，1990 年ごろから広がってきた。 
子供達には，バリアフリーよりもユニバーサルデザインのほうが知られており，教科書

にも載っている。日本はもっと考えないといけない。 
高齢化先進国の日本だからこそ，ユニバーサルデザインも先進国に，サービスのありか

た，災害時，人が命を守るため，みんなが命を守るユニバーサルデザインに。 
日本人，日本の企業は障害者，高齢者に対して過剰か無関心である。 
日本はすばらしい。アジアのなかでも日本は進んでいる。点字ブロックは日本で発明さ

れた。 
海外の視覚障害者は日本に来るとすごしやすいという。しかし，点字ブロックの上にチ

ェーンや看板，自転車などがあり，気付かない部分でそれが活かしきれていない。 
「障害者」ということばをとってもそう。「がい」の表記は，1956 年以降の日本におい

て，「害」の字が使われるようになった。中国や台湾では「碍」の字を今でも使っている。 
 そして「害」の次は「がい」とひらがなを使うようになった。音声読み上げソフトなど

では「さわりがいしゃ」と出てくる。確かにイメージは変わるが，字にこだわるのはやさ

しさでもなんでもない。しかし，日本ではそればかりが議論される。 
車いすにしても，長机に椅子で食事をしたいときがある。店に入るとその椅子をさっと

どけられる。しかし，車いすの人でも「床ずれ」があるので椅子に移って食事したい。「車

いすがいいですか，椅子が良いですか」と聞いてもらえない。 
そんな日本は，いうなれば「なんちゃってバリアフリー」である。サービスなどのソフト，

設備などのハードのふたつの側面から変えていく必要がある。段差などはないほうがいい。 
  しかしそこまでするのに時間はかかる。ハードはすぐ変えられなくても，「ハート」はあ

る。  「おもてなし」など，ハートを変えていこう。 
実は，視覚障害の人を採用するまでわからなかったこともある。5 割の人は知らないし，

わからない。それを変えていかないと。 



明治中期の写真をみても，道路は舗装されていない。外に出れなかった。環境が変わっ

てきた。平成以降，障害者の権利を保障したり，駅が変わってきたように，障害者，高齢

者が出やすくなってきた。移動に不便なのは，ベビーカーの方も同じ。およそ３割のひと

たちが移動に不便を感じる。 
私が入れる店は，私の家族，そのまわりの人への大きな配慮になる。 
2011 年 3 月の東日本大震災のとき，多くの事を感じた。被災地に車椅子を送る活動をし

た。車椅子の多くが流されたか，足りなかった。関西だと阪神淡路大震災があったので，

支援メーカーさんが協力してくれた。８万円の車椅子を 1 万 5 千円で提供してくれた。募

金が 500 万円も集まって，私たちは軽トラなどで長い間，車椅子を送る活動をし，多くの

話を聞いてきた。 
改めて思えば，あの日，あの場所に自分がいれば死んでいたと思う。 
きっと私に同じようなことがあっても，社会が，そのような方を守る術がない。障害者

は健常者にくらべて 2 割増の方が亡くなった。 
障害のある方に足りなかったもの，それは「生き抜く覚悟と生き抜く術」。 

あきらめる方が多すぎた。車椅子の人が「おいていってくれ」「先にいってくれ」という話

を聞いて涙が止まらなかった。でも理解できた。私もそのようなことを知らなかったから。 
どうしたら逃げられるとか，どうしたら生き抜くことができるかの覚悟が足りなかった。 
そして，企業，施設，行政には，対応力が足りなかった。 
消火訓練，避難訓練などその大切さに気付かない。カラオケ店でも高校生のスタッフた

ちでは適切な避難誘導ができなかった。従業員の人を非難できないが，それを伝えなかっ

た企業が悪い。有事にどこまでできるかをまとめ，伝えておく必要がある。 
社会に足りなかったもの，障害者への知識，情報。 

それをミライロで発信していこうとしている。 
震災における(からみる)課題。 
肢体不自由者は，移動である。車椅子はエレベーターが動いていないと垂直移動ができ

ない。車椅子のパンク（瓦礫など）。電動車椅子は電池がなくて動かない。 
モノ，器具の整備。防災計画はあっても，障害のある人に適さなかった。 
企業，行政，社会の責任。 
沿岸部では車での避難はタブーだった。車での避難のありかたを考える必要性がでてき

た。高齢者，一緒に避難できなかった。階段など人手が足りなかった。ある施設では避難

のために高台に上げるために中学生たちが手伝ってくれた。日頃の避難訓練で車椅子の運

び方をやっていた。日々の積み重ねが生きた。 
視覚，聴覚障害の方には，情報が足りなかった。 
緊急放送が聞こえない。耳が大丈夫な人でもまだまだ聞こえないボリューム。かといっ

て，音量を大きくすれば住民からのクレームがある。聞こえなければ情報はゼロとなる。

知ることすらできなかった。聴覚障害の人は，テレビを見ていたら情報が入るが，停電し

ていたから見られなかった。ラジオは，用意している人は少なかった。 
それぞれの情報手段は違う。どのような形で伝えられるのか。 
携帯電話は，みんなが役に立った情報ツールである。目が見えない人にも，耳が聞こえ

ない人にも，個々の状態においてカスタマイズできるツールとなる。 
白杖や補聴器，点字ブロックなどの問題は，あの日の地震で白杖がなくなった。逃げ終



わったあとで白杖がないので他の人に目が見えないと気付いてもらえなかった。 
補聴器，電池がきれて，いろんな苦労があった。白杖の人や補聴器の人は，それがない

とまわりに意思表示が難しい。しかし，おむつと電池はたくさんあった。今でも有り余る

状態。車椅子や白杖や補聴器用の電池はない。 
精神障害・自閉症の人は，パニック障害を起こした。 

帰ることと避難することを錯誤し，パニックに陥った。適切に伝えてなかったから，多々

の問題が起きた。いなくなってしまうなど。 
精神障害の人は，薬が足りなくなったなど，逃げ終わってから体調不良となった。薬の

備蓄の必要性を家族，施設も認識が必要である。 
みんなもパニックになるため，余計に混乱する。 

 
いろんな現状，大切なことを３つ。 

１．避難訓練の有意義化 
いろんな避難訓練に参加してみた。障害の方を見かけることはなかった。地域の人さ 

えも参加していない避難訓練に障害者なら尚更参加しない。気仙沼でも，車椅子の方は 
参加していない。あのとき中学生が援助をできた。大人たちがやれば，もっと広がって 
いく。 
みんなが参加しやすい避難訓練を。段差を人手でサポートするなど。避難訓練がやさ 

しくないので参加していない。「一緒に逃げる体験」を。 
被災地でもできていないことをあらためてプロセスをつくってほしい。訓練で学ぶこ 

と，テレビやマスコミで見た障害者は心強く思う。それが生き抜く覚悟になる。 
地域でみんなで守ろうとしているというスタンスを発信し続けること。 

 
２．マニュアルの整備 

どのようにサポートすべきか，実際にはマニュアルは多い。よって，うまくオペレー 
ションできないところもある。本当に必要とする，命を守るマニュアルを，施設，企業， 
行政などみんなでいっしょに守る術を知っておくべき。 
 

３．避難所の情報整理 
車椅子で生活できる避難所は少ない。それぞれの「避難所のバリア調査」をやってみ 

た。お手洗い，段差・・生きていくためにこの避難所のこういう状況を選べるようにす 
るなど，そうした情報がまとまっていない。それをミライロでも日本各地で調査してい 
る。 
生きるため，生きていくため，なるべく健康に生活できるその媒体をつくることが必 

要である。今回の災害で，たくさんのことを気付き，学んだ。 
あの時助けられなかったことをご家族が吐露してくれた。いろんな話が聞けた。それ 

を伝えていきたい。まず，車椅子でうまく逃げられる経路など，知識として心得ていく。 
社会全体で考える。 

「お手伝いしましょう」，「いっしょに逃げましょう」，そのような人が増えてくれば，し 
っかりと生き抜くことができていくだろう。3.11 のことは活かさなければいけない。 
思いやりのあふれた日本に。 



 
質疑応答において） 
質問者１）私は，視覚障がい者です。全然見えません。私がバリアフリーにしてほしいこ 
    とは「個人情報」です。私は視覚障がい者の団体の会長をしているのに，団体内 

で災害時要援護台帳に誰が入ってくれたかを確認できないのが不便である。 
垣内氏） 東日本大震災のとき，そういう地域の情報がなかったから，何もサポートでき 

なかった。歩み寄ろうとしても，活用上，現行制度が邪魔になるケ－スもある。 
3.11 の教訓はいかされるべき。 

 
 
４，議事等 
（司会進行：事務局） 

すでに，報告会，講演会をとおして，本会，始まっているなかでの，進行となるが，

情報の共有ができたものとみなし，議事等の意見交換に移らせていただきます。 
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）本日の報告会，講演会を傍聴して，感想等あればお聞きしたい。 
   個人的には，一昨年，東北に何度か足を運んだ者として，避難訓練への本人参加の発

想を聞けて良かった。一次避難所から二次避難所の考え方の話も参考になった。（大学

に進学する障害者の数として）0.32（％）という数字は，高校から大学へ行くには少な

い数字である。自分のいる大学も，障がい者に優しいと言い切れる環境にはない。今後，

「合理的配慮」という点で，どのようなことが必要なのか考える必要がある。0.32 と

いう数字は，印象的であった。 
   皆さんも，それぞれ同じような思いで聴かれたことと思う。 

事項書３の２６年度の障害理解促進事業について，前回，就労マルシェの継続，安心 
生活応援事業の要望のなか，災害時誘導マニュアルの作成についての承認を得ているこ 
とと思うが，そのことについて，少し説明を願う。 

 
（事務局）予算に関しては，要望どおりの内容で，財政当局のステージを，順調に上がっ 

ているところである。 

 
（議長）本日の講演を聞かれて，お一人ずつ追加提案や感想をお話していただければと思 

う。  
 
（瀬口委員）来年度の「就労マルシェ」については，情報を広く発信してほしい。 

学びたい，働きたいという意欲のためにも，専門学校等にも参加してもらったらどうか 
と考える。 
障がいにかかわらず，目の前にいる人を理解してどう向き合えるかということが，周 

りの人みんなの働きやすい環境をつくる。そして企業の価値になるという点は，障がい 
者の親として，はっとさせられた。 
学校の先生，企業，福祉事業所の人にも聞いてもらいたい話であった。 



障がいは，本人ではなく，周りの環境にあるというくだりは，全くそのとおりである 
と感じた。自らを知ってもらうこと，意識を変えていくことの大切さを感じた。 

 
（中澤委員）講師が，同じ障がいをもつ当事者なので共感が持てた。ただ，ミライロでは， 

聴覚障がい者の雇用がなかったので，残念である。 
災害時誘導マニュアルについて，障がい当事者も参加して作ったというのなら，聴覚 

障がい者が入っていなければ抵抗もある。 
作る前に，確認を入れたい。 

 
（事務局）ミライロについては，聴覚障がい者についてはパートで数名いるという情報が 
  ある。視覚障がい者についてもパート雇用している。災害時誘導マニュアルについては， 

現状その内容は，白紙の状態である。大阪や気仙沼等先駆的な所もあるなか，当事者も 
参加してもらい，原案作りから成果物をつくりあげる予定である。 

 
（塚本委員）視覚障がい者であるがゆえに，就労ということにはピンとこなかった。 

そのなかで，誰が就労できるかと考えた。会員１８名中，半数は仕事がある。 
会員以外の手帳所持者約４００名で，就労マルシェへの参加はなかったようだ。 
どのように情報発信をされたのだろうか。視覚障がい者は統計的に年寄りが多く，就 

労は難しい。災害誘導マニュアルができるときには，分厚い冊子ではなく，区切って細 
かく出してほしい。また，録音テープで流してほしい要望。 

 
（竹田委員）災害時に求められる３つのできることを聞いての感想である。 

学校では，災害にあったことを考えて，常に飲用している薬を通学カバンに入れてお 
く。連絡先の情報を常にメモで入れておく等を考えている。学校に生徒個人に合った非 
常食と薬を常備しておくよう取り組んでいる。 
食事も３日分常備しているが，いざ，特別支援学校に避難してきたとき，地域とどう 

連携できるかを，これから探っていく必要性を感じた。 
 

（森本委員）障がい者の就労に関して，企業価値が上がるという点で，就労率が上がって 
  いくのがよい。 

災害時に関して，３日間の備蓄食品だけで本当にやっていけるのか，昨年，校内で試 
みたが，家庭によっては子供が食事として食べられないカンパンばかり，ビスケットば 
かりという例もあった。家庭の方には食事的な備蓄もお願いしている。 
スクールバスを使った避難訓練を今月末に初めて行う。生徒にとって，杉の子学校が， 

最初の避難所となっているが，杉の子の子供たちの二次的避難所として設置できるのか， 
今後協議を進めたい。 

 
（事務局）スクールバスでの避難訓練は，ニュース性のある話題ですので、ぜひ情報をい 

ただければと考える。 
 

（皆木委員）情報発信の必要性を感じた。現在，特例子会社で，ジョブパートナーをして 



  いるが，講演を聞いて，いい内容をたくさんもらった。 
一例として，「雇用をしなければ」を「雇用をしたい」に変える。特性を生かした 

雇用の大切さ。給料をもらって仕事をすることのやりがい。また，そのお手伝いをで 
きる喜び。「就労マルシェ」が発展して，自分に合う仕事が見つかればよいと思う。 

 
（伊藤委員）セミナーに参加して，垣内社長の話しに胸を撃たれた。本当にありがとうご 

ざいます。 

 
（近藤委員）安心生活応援事業を展開していく上で，相談支援センターの役割も大きくな 

ってきているので，有事の際にどう有機的に連携していけるのか，という視点も今後 
は必要である。  
県外での施設の取り組みを視察に行ったことがあるが，一時避難所→二次避難所に 

すぐ移行できるわけではない，プライバシーを守るためにハード的な整備も必要とな 
る。 
京都府は，障がいに応じた施設にハード整備を取り組んでいる。避難生活のあり方 

は様々で，長期滞在に渡ることも視野に入れた整備が必要となる。 

 
（倉田委員）就労に関していえば，三重県は全国で最下位である。 

ある自動車メーカーに，モノづくり産業に関する雇用率を聞いたところ，非常に難 
しいとのこと。製造ラインのスピードを落として，そこに入ってもらうことは難しい 
との話であった。企業１社ごとではなく，本社の総合職等で雇うことで雇用率を何と 
かカバーしていると。 
モノづくり産業の多い三重県での障がい者雇用は，なかなか難しいと感じた。 

   就労することの喜び，働く側自身の無さを感じる。各企業が就労体験で受け入れて 
もらって，知的・精神・身体の３種を織り交ぜながら経験を深め，働く側と雇う側で 
できることとできないことの査定を考える必要がある。 

   災害時誘導マニュアルに関して，地域の中で生活していることを充分把握している 
のかということ，また段階的には民生委員との連携，障がい者の情報を共有できる地 
域づくりが必要とされる。有事の際には，当病院も空きベッドを提供することもある 
ので，病院職員には個人的に啓発を行っているところである。 

 
（木村委員）障がい者施設を見学しているが，体が動いて手仕事ができる人は，福祉の施 

設で生き生きと仕事をしている。施設側が，個々の障がいを見極めて，仕事をしても 
らっている。企業でもできるような仕事を探してもらう協力体制が必要である。 

 
（高田委員）一番感じたことは，社会も変わる必要があるが，障がい者も変わることが必 
  要だと感じた。障がい者の人たちにどうやって働く気を起こすか，そのきっかけも必 
  要である。 
   障がい者が，社会と接する機会を作る。防災訓練も障がい者が参加しやすいものに 

しなくてはいけない。バスを使っても避難訓練も，学校だけで行うのではなく，もっ 
と開放して，多くの人と接する機会を作ることが大事である。 



 
（片岡委員）就労マルシェの結果として，１１名がマルシェと面接会を経て内定となった。 
   三重県は，理解のある企業は雇用率が高い。従業員数３００名以下の企業は，安全 

性，生産性の面で雇用は難しいと言われている。そのような企業には，自分たちの仕 
事に障がい者を当てはめるのではなく，障がいを見てもらってできる仕事を探してほ 
しいと頼んでいる。 
まずは本人に会って，出来ないことではなく，出来ることを企業と障がい者がお互 

い見てもらわないと，就労には結び付かない。 

 
（南川委員）目標が「啓発」との明確性があるので，もっと推し進めていってほしい。 

１５階の売店も，もっと，情報発信を進めてほしい。雇用を頑張っている企業をもっ 
と取り上げてほしい。独りきりの障がい者の見守りを，有事のときだけをイメージす 
るのでなく重視しなければならない。 

 
（議長）障がい者の雇用率は全国最下位だが，雇用数においては，過去最高となった。 

これをスタート地点として，障がい者の就労をいかに考えていくかということが大 
事である。最後に事務局，何か報告等はありますか。 

 
(事務局)本協議会の委員の任期が，本年度末で２年となる。組織の異動等もあるが，早め 

に教えていただきたい。又，市民委員の方々の公募も広報を通じて行っていく。 
  ４月初めに，委員委嘱を行い，新年度の第１回開催通知を行う予定である。 
 
（議長） 

ほかに，特にないようですので，長時間の講演参加，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，参加及び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３回協議会を終了いたします。 

 
 


