
がいのある人は、日常生活や社会生活において制限を受けながら生活をしています。また、人
権問題に関する市民意識調査報告書によると、9割の市民が交通機関やさまざまな施設にお
いて、障がいのある人も自由に利用できるように改善することには理解を示しているものの、

全体的には、障がいのある人に対する厳しい状況が続いていることが推測されます。
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●●● ●●●人権問題に関する市民意識調査報告書（2017年7月）

■交通機関や様々な施設において、
障がいのある人も自由に利用で
きるように改善することは当然で
あると思いますか。 

■家主が賃貸マンションを障がい
者であることを理由に貸すことを
断ることについて、あなたはどう
思いますか。

■これまで、学校、職場、地域など
で、障がいのある人の人権問題の
解決に熱心に取り組んでいる人
にであったことがありますか。

～障がい者の人権と雇用～

■そう思う
■どちらかといえばそう思う
■どちらとも言えない
■どちらかといえばそう思わない
■そう思わない
■無回答

■人権を侵害している
■誰に貸すかは家主の自由だから
　人権侵害とはいえない
■どちらともいえない
■無回答

■ある
■ない
■無回答
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く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいの
ある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意
欲を高めるために設けられています。また、平成28年に施行された障害者差
別解消法では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理

的配慮の提供」を求め、障がいのある人もない人も、差別なく、お互いを尊重し、安心して
暮らせる豊かな「共生社会」の実現を目指しています。

・ショッピングセンターなどのおもいやり駐車場
に駐車する必要のない人は駐車しないようにし
ましょう。
・電車やバスなどの優先席は、障がいのある人など
に譲りましょう。
・点字ブロックの上に物を置かないようにしま
しょう。
・盲導犬などの補助犬に触ったりして、補助犬の
仕事の邪魔をしないようにしましょう。
・病院などで予約方法で、電話だけでなくファク
スや電子メールでも受け付けできる体制を作り
ましょう。

＜不当な差別的取扱いの例＞
・車椅子を利用しているまたは耳が聞こえないなどの理由で受付の対応を拒否する。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
・アパート探しなどで障がいのある人向け物件はな
いと言って対応しない。

＜合理的配慮の例＞
・障がいのある人の特性に応じて、座席を決める。
・障がいのある人から、「自分で書き込むのが難しい
ので、代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代
筆に問題がない書類の場合は、その人の意思を十
分に確認しながら代わりに書く。
・意思を伝え合うために、絵や写真のカードやタブレット
端末などを使う。
・段差がある場合は、スロープなどを使って補助する。
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＜不当な差別的取扱いの例＞

１２月３日から９日は「障害者週間」です

広

バス優先席おもいやり駐車場

鈴鹿市役所本庁西口玄関前の点字ブロック

・ショッピングセンターなどのおもいやり駐車場シ ピ グセ タ など おも やり駐車場

生活の中での心づかいを
考えましょう



障がい者を理解した上での雇用を
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　社会見学で、人権教育センターを見学しました。見学す
る前に、人権について考えました。国語辞典で調べたり、み
んなで話し合ったりして、人権は、「いのちや心が守られる
こと。自分らしく笑顔で楽しく生きること。だれもが当然もっ
ているもの。」だと考えました。
　人権教育センターでは、キラキラ子ども村や共生交流ひ
ろば、ぬくたいフェスタなどいろんなイベントをしています。
人権教育センターに行くと、いっぱい友だちができると思い
ます。障がいのある子や外国（いろんな国）の人ともいっ

重県の民間企業における障がいのあ
る人の実雇用率は、平成25年に1.6％
と全国最下位でした。このため県全体

で障がい者雇用に取り組む体制を整備し、地域
の主要企業へ働きかけを行ったほか、ハローワー
クによる企業への職業紹介や雇用率達成指導
の強化などに取り組みをしました。
　本市の実雇用率は2.26％と県内トップの水準に
なっており、県全体の実雇用率も平成28年には
2.04％に向上し、法定雇用率の2.0%を上回りました。
　しかし、 障がいのある人の雇用は依然として
厳しい状況が続いており、働く場所を見つけるこ
とは容易ではありません。障がいのある人と、一
人一人向き合い、きちんと理解した上で、会社の
戦力として雇用していくことが求められていま
す。そのためには、障がいのある人と実際に会っ
て、お互いに理解を深める機会が必要です。
　本市では、平成25年度から県内最大規模の障
がいのある人の就労を促進するためのイベント「就
労マルシェ」を開催しています。毎年多くの参加者
があり、障がいのある人と企業との面接会では、企
業のイメージをつかみ、一般企業への就職につな
がるきっかけにしていただいています。昨年はこの

面接会を通じて15人の方が内定を受け、今年も面
接された129人のうち44人の方が二次面接に進ん
でいます。
　障がいのある人にとって、「働くこと」は経済的
な基盤づくりだけでなく、社会とつながり、社会の
一員としての自覚を持つことになります。偏見を持
たず、お互いを知り合うことができれば、多くの障
がいのある人が就労できる機会が増え、障がいの
ある人もない人も共に暮らせる共生社会の実現に
つながっていきます。

三

牧田小学校　３年生 中村　将人さん

市内小中学校を対象に募集した｢人権人権～子どもたちの作文～          
「人権」って何？

まさなか むら と

2.1
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1.3

H25年

1.6%

1.79%

1.97％
2.04％

H26年 H27年

三重県内の民間企業における障がいのある
人の実雇用率の推移

実雇用率
H28年

（％）



2017・12・5 5

がいのある人の地域での就業面と
生活面の一体的な相談・支援を行
う鈴鹿亀山障害者就業・生活支援
センター「あい」は、H20年度から

市役所西館2階で、相談窓口を設置していま
す。障がいのある方やご家族、支援機関、事業
主の方々 からのご相談を、お受けしています。
　「障がいのある人は、どんな仕事ができる
の？」と問われることがあります。一人一人持っ
ている力は異なります。必要なことは、「障が
い」を知るのではなく、その人個人を知ること
だと思います。そのためには、直接関わる場面
づくりが大切ですので、鈴鹿市では「職場体
験実習制度」を設け、障がいのある人、事業主
の方、双方が知り合える機会が持てるように勧
めています。関心を持たれましたら、鈴鹿亀山
障害者就業生活支援センター「あい」へご連絡
ください。
市役所西館2階  
   059-381-1035　 059-381-1036 

しょに遊んで友だちになれます。もしひとりぼっちの
子どもがいてもみんなで遊んで友だちになれます。
人権教育センターでしているイベントは、人権を大切
にしていることにつながっているんだなと思いました。
　ぼくは泣いている子や困っている子がいると「ど
うしたの。」と声をかけています。ぼくが一人でいた
時に「いっしょに遊ぼう。」と声をかけてくれた友だち
もいます。「人権」ってむずかしいと思っていたけれ
ど、ふだん自分がしていることが、人権を守っている
ことに気がつきました。友だちの気持ちを考えたり
わかってあげたりすることも、人権を守ることなんだ
とはじめて気がつきました。

　Ａ君が、みんなからせめられて泣いてしまった時
に、クラスのみんなの前で自分の気持ちを話しまし
た。みんなでＡ君の気持ちを考えました。Ａ君みた
いにいやなことをはっきり言うことは、自分の心を自
分で守っている人だと気がつきました。いやなことを
はっきりいうことも人権を大切にすることなんだとわ
かりました。ぼくもいやなことは、はっきり言いたいと
思いました。
　人権は自分では気がつかないけれど、いのちや
心を守っているんだと思いました。

障

鈴鹿亀山障害者就業・
生活支援センター
「あい」センター長

古澤 ひさよさん

権に関する作文｣からその代表作品を紹介します。

病院でベッドメイキングや清掃業務などをする
会社で障がいのある方々が生き生きと働く様子

就労マルシェ2017の様子



　私は、「できる」「できない」で、人を判断するこ
とがありました。特に私ができることが、上手くで
きない人に対して、「自分よりできない人」とみてし
まうことがよくありました。そしてその子のことを、
「自分には合わない人だ」という考えをもったまま、
あまり話しかけないで過ごしていました。
　そんな私が、自分は間違っていたと気づいたの
は、自然教室で友達の新しい面をどんどん発見し
たからでした。
　自然教室に向かう時、私は「いつも一緒にいる
気が合う仲の良いグループの友達としかおらんと
こ。」と、思っていました。自分から仲間の輪を、と
ても小さな輪にしてしまっていたのです。でも、自
然教室のいろいろな活動をして、今まで知らな
かった友達の新しい面をたくさん発見したことで、
自分から友達をさけるような事をしていた自分が
なさけなくて、はらまで立ってきました。
　特に私の考えが間違ったと気づかせてくれた

自分を変える

鈴峰中学校　１年生 亀井　楓花さん
大切なもの

　人は見た目が一番大切なんだと私は思います。な
ぜこのように思うかと言うと、私は少し人と足の形が
違うからです。私の足は先天性のリンパ浮腫という
病気で甲が少し人より腫れています。みんなと同じよ
うに足は動かせるし、不自由はないのに見た目が違う
だけで、どうして悪口を言われなければいけないの
でしょうか。そう考えると、やはり人は見た目が一番
大切なんだと思います。
　私はこの足で、いやな思いやつらい思いをたくさん
しました。どうして私はこんな足なんだろうと何度も
思ったことがあります。たとえば運動会の組体操や
プールなどで素足を見せる時です。
　みんな、よく「ふつう」という言葉を口にすると思い
ます。しかし私には何なのかわかりません。私にとっ
ては足の見た目がみんなと違うことが「ふつう」なの
です。「ふつう」という考えは大多数の意見のことで、
私のような少数派の立場は「ふつう」ではないという
のはおかしいなと思います。このように思うきっかけを
くれたのは小学校六年生の時の担任の先生です。
先生は「いろんな人がいるんだから『ふつう』なんて

ないよ。」と私に言ってくれました。その一言が私の
ずっと抱えていたモヤモヤをすっきりさせてくれてとて
もうれしかったことを覚えています。その言葉を先生
に言われるまでは、悪口を言われたらいつも心のど
こかで落ち込んでいました。しかしその言葉を先生
に聞いてからは、姿や形など誰一人として同じ人なん
ていないんだと思えるようになりました。
　たまに悪口を言われることもありましたが小学校で
は六年間クラス替えもなく、みんなが私の足のことにつ
いて分かってくれていました。だけど中学校に入ったら
どうなるのかが、心配で不安に思っていました。
　入学式が終わってからある先生に私の足のことを
説明しました。すると先生は、「それも一人一人の大切
な個性なんだから良いんじゃないか。」と言ってくれま
した。そんな風に言われたのは初めてだったので本
当にうれしかったです。私が心配していたことがその
一言で消えていったように感じました。
　中学生になるともうみんなから悪口を全く言われ
なくなりました。今までより醜いことを言われるのでは
ないかと心配していたけれどみんなが思っていた以
上に優しくて良かったです。
　私は「見た目なんて気にしない」という言葉には少
し納得がいきません。相手に気をつかって言ってくれ

かめ い かふう

箕田小学校　６年生 林　萌々葉さん
はやし はも も
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人は、Ａさんです。私は、カレーライス作りの時わ
からないことがありました。いつもなら仲良くして
いるＢさんやＣさんに聞くのですが、近くにはいま
せんでした。そこで、近くにいたＡさんに聞こうと思
いました。正直言ってＡさんとは、あまり話したこと
がないし、苦手だなと思っていました。それにＡさ
んは授業中あまり発表をしないので、私の聞きた
いことをＡさんは分からないだろうと決めつけて
いました。
　でも実際、Ａさんに聞いてみるとＡさんは、とて
もくわしくたくさん説明してくれました。しかも、自
分で見本を見せながらわかりやすく教えてくれまし
た。Ａさんのことをちゃんと知ろうとしていなかった
私は、「多分この子とは、しゃべってみても気が合
わんかな。それに、聞いても多分、知らんやろな。」
と、Ａさんのことを決めつけて、自分で自分にＡさ
んと関わることにストップをかけていました。Ａさ
んだけではなく、人を見かけで判断して、自分とは

合わない人と決めつけたり、「自分よりできない人」
と見たりしていた人は、他にもいました。その考え
が「いじめ」「差別」を引きおこす原因だと、自然
教室やその後の人権の学習で気づきました。
　そして自分の考え方を変えることになったのは、
「出会い・発見」という自然教室のめあてです。こ
のめあてを聞いた時は、「人のいいところの発見な
んて、絶対できやんやろ。」と、あまり乗り気ではあ
りませんでした。でもＡさんとの新しい出会いでＡ
さんのちがう面を発見したことで、人を見かけで
判断していた自分の考えを変えることができまし
た。すごいことだと思いました。
　私は、「友達の見方を考え、再発見をすることで、
自分を変える」ということを頭の中に入れ、これか
ら今まであまり関わらなかった仲間といっぱい話
をして、自分の考えを広げていきたいと思います。

ているのだと思うけれど結局、自分でなくて良かった
と思っているように感じることが何度かありました。
そのように考えてしまう自分自身が悲しくなる時があ
ります。だけど、見た目で判断されるのがいやな私も
同じように周りの人の見た目に注目してしまうことがあ
ります。たとえば背の高い人を見ると「背が高いな」
と思うし、美人な人を見ると「美人だな」と思って見て
しまいます。また、自分と違う「個性」をもっている人
を見ると何度も見てしまったり、何かを感じたりするこ
とは当たり前なのだと思うようになりました。だからと
言って人をばかにして悪口を言うことは絶対にしては
いけないことです。自分は、軽い気持ちで言ったつも
りでも、それをコンプレックスだと思っている人はとて
も悲しい気持ちになります。だから、相手の悪い所を
見つけるのではなく、良い所を見つけて思いやりのあ
る優しい言葉をかけられるようになりたいです。
　私は、一人一人の個性を大切にしたいと考えてい
ます。なぜなら個性は他の人がもっていない最高の
宝物だからです。

　私は、足がみんなと少し違うけれど、そんなことは気
にせずにいてくれる友達がいてとても幸せです。見た
目や「ふつう」という言葉に惑わされず、たくさんの人が
ありのままの自分を表現できたら良いなと思います。
　障がいを受け入れたりコンプレックスを克服するこ
とは、とても勇気がいることだと思います。私にその
勇気をくれたのは、二人の先生をはじめとして家族や
友達です。そんな周りの人たちを大切にしながら、い
つもみんなで支え合って強くなれたら良いなと思って
います。私は勇気をくれた二人の先生のように誰かを
はげましてあげられるような存在になりたいです。
　ドイツでは、障がいがある人とない人と扱いの違い
はなく同じような社会づくりがとても進んでいて、みんな
が笑顔で過ごしている姿をテレビで見ました。それを見
て私の悩みなんて小さいものだと、そして一番見た目に
こだわっていたのは自分自身であると気が付きました。
　これからは人との違いを気にせずに自分の「個
性」を大切にしてどんな困難も乗り越えられるような
芯の強い人間になりたいです。

今回の特集に関するご意見・ご感想は
教 育 支 援 課　382-9055　　382-9053　　kyoikushien@city.suzuka.lg.jp
障がい福祉課　382-7626　　382-7606　　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
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