
▲障がい者事業所視察会

▲介助犬の育成や、普及の
　課題について関係者との
　意見交換

▲精神に疾患や心の病がある方々の
　社会参加と自立への道をめざす
　NPO法人との意見交換

▲人的保障や教育環境等に
　ついて、障がいの子どもに
　適切な指導や必要な支援に
　努める特別支援学校の
　関係者との意見交換

▲障がい者の就労について
　関係者と意見交換

メ
ニ
ュ
ー

　三重の障がい者雇用の現状

　この条例では、三重県や県内の市町等の役所や、会社やお店等の
事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由
として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたっ
て場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人には付けない
条件を付けることなどが禁止されています。

「不当な差別的取扱い」の禁止

「合理的な配慮」の提供

　「合理的な配慮」は、障がいのある人から、社会の中にあるバリア
（社会的障壁）を取り除くために何らかの対応を必要としているとの
意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること（事
業者は、対応に努めること）が求められるものです。
　重すぎる負担があるときでも、障がいのある人に、負担が重すぎる
理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得
るよう努めることが必要です。
※本人が自ら意思を表明することが困難な場合には、家族などが本人を補佐して
　意思を伝えることもできます。

盲導犬と一緒に飲食店に入ろうとした
ら、「他のお客様の迷惑になるので、
別の時間に来てください」と言われ、
入店を制限された。

「障がいのある人は保護者や介助者が
一緒でないとサービスを提供しない」
と言われた。

障がいのあることを理由に、
不動産の仲介を断られた。

精神障がい者である短時間労働者であって
雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者
保健福祉手帳取得から3年以内の方かつ、
2023年3月31日までに、雇い入れられ、
精神障害者保健福祉手帳を取得した方

※上記の条件を満たしていても対象にならない場合も
　あります。詳細は、ハローワークにお尋ねください。

雇用率算定方法
［対象者1人につき］0.5　　1

事業主区分
法定雇用率

2018年
3月31日まで 現行
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民間企業

国、
地方公共団体等

都道府県の
教育委員会

キラリ  Cafe map
― 輝く君と多様な仲間 ―

『障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例』

　2019年4月1日に『障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らし
やすい三重県づくり条例』が全面施行されました。
　この条例は、障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性
を尊重しあいながら共に暮らしやすい社会
（共生社会）をめざして制定されました。
　私たち一人ひとりが、条例のめざす共生社
会の実現に向けて取り組んでいきましょう。

正当な理由があると判断した場合であっても、障がいのある人にその
理由を説明するとともに、理解を得るよう努めることが必要です。

具体例

具体例

「合理的な配慮」は差別を回避し、障がいのある人の基本的人権を守
るために必要で適当な変更や調整であって、「恩恵的」に行われるも
のではありません。

視覚障がいのある人からの申し出に
応じて、レストラン
のメニューを読み
上げて説明した。

「人が多い待合室は周囲が気になっ
て落ち着かず、順番を待つのが難し
い」との申し出に応じて、別のスペース
を確保した。

窓口で、聴覚障が
いのある人からの
申し出に応じて、
筆談で対応した。

車いすを使用している人
からの申し出に応じて、
高いところにある商品を
代わりに取り出した。

学習障がいがあるため「黒板を書き
写すことが苦手」との申し出に応じ
て、板書をカメラで撮影することを認
めた。

視覚障がいのある人か
らの申し出に応じて、
タッチパネルの操作を
代わりに行った。

連合三重　障がい者雇用推進に向けた取り組み

民間企業における
障がい者数及び実雇用率の推移

法定雇用率が改正され、
障がい者雇用義務対象企業も拡大されました

精神障がい者である短時間労働者の
算定方法が変わりました

　企業の障がい者の就職件数は、増加しています。三重県内で働く障がい者の皆さんの就職件数は、
過去最高を更新しています。障がい者の職業的自立と社会参加をめざして、障がいの有無にかかわらず、
すべての人が働きやすく、能力が発揮できる職場環境づくりを進めていきましょう。

　2018年4月1日から、障がい
者雇用義務の対象に精神障が
い者が加わり、障がい者法定雇
用率が右記のように改正され
ました。今回の変更に伴い、障
がい者雇用義務の民間企業の
範囲が、従業員50人以上から
45.5人以上に変わりました。

　精神障がい者の職場定着を促進
するため、法定雇用率制度や障害
者雇用納付金制度において、精神
障がい者である短時間労働者（※）
に関する算定方法が、右記のよう
に見直されました。
※1週間の所定労働時間が20時間以上30
　時間未満である方です。

Cotti菜のペアお食事券
（50組100名）をクイズ当選者
プレゼントとして発行

2030年に向けて世界が合意した
「持続可能な17の開発目標」（SDGs）です

持続可能な経済成長及び働きがいのある
人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する目標⑧

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、すべての国
が2030年までに達成すべき開発目標として、
国連が2015年に確認したものです。労働組合
の運動・政策はSDGs達成につながっています。

安全な水とトイレを
世界中に

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

産業と技術革新の
基盤をつくろう

住み続けられる
まちづくりを

つくる責任
つかう責任

気候変動に
具体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナーシップで
目標を達成しよう

人や国の
不平等をなくそう

貧困をなくそう 飢餓をゼロに すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育を
みんなに

ジェンダー平等を
実現しよう
働きがいも
経済成長も

　連合三重は、障がい者の雇用拡大に向けて、社会全体の意識を高めるため多様な仲間との触れ合いや就労への支援、雇用における
合理的配慮に向けた取り組みを推進しています。

▲労使による障がい者雇用事業所視察会

1 ステップアップカフェCotti菜オープニングイベント
クッキーづくり（2014年12月24日）

4 ステップアップカフェCotti菜4周年祭
抽選会

1 ステップアップオープニングイベント
クッキーづくり（2014年12月24日）

6 連合三重中央メーデーにおける
周知・販売（2015年4月29日）

8 連合本部、地方連合会 国際交流
Cotti菜視察・意見交換会

3 ステップアップカフェCotti菜3周年祭イベント
クリスマスケーキづくり（2017年12月23日）

5 新春旗びらきにおける周知啓発
（2015年1月7日）

7 金属部門連絡会 親子ものづくり教室
（多様な仲間（子ども）との交流事業）

10 女性青年委員会活動
弱者の疑似体験

11 連合三重HPや、機関紙等における
周知啓発

12 ステップアップカフェCotti菜
サイネージの設置

▲Cotti菜内覧会

▲三重労使会議

13 経営者団体との連携

14 ケーブルテレビや、三重テレビ
「障がい者雇用の未来にむけて」放送番組制作

9 政策制度検討委員会
障がい者事業所等視察会

2 ステップアップカフェCotti菜1周年祭イベント
クリスマスケーキづくり（2015年12月23日）

▲ステップアップ推進運動贈呈式

▲ステップアップ大学開講式

▲Cotti菜で研修した障がい者の方がステップアップしていく
　ための身の回り品等経費及び贈呈式イベント・事例発表会

国内及び国家間の格差を是正する目標⑩

▲連合本部との懇談会 ▲三重県、連合本部との懇談

▲連合奈良、きずなカフェ施設長
　との懇談会

▲トヨタ自動車労組、
　連合愛知との懇談

▲連合本部との懇談会 ▲中国河南省総工会との
　意見交換会

データで
見る

※「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいい、個人事業者や非営利事業者なども「事業者」に含まれます。

三重県・三重労働局・三重県経営者協会・三重県商工会連合会
三重県商工会議所連合会・三重県中小企業団体中央会
公益財団法人 三重県産業支援センター

【発行：2019年12月】 出所：三重県

作成
協力

4,500.0

4,000.0

3,500.0

3,000.0

2,500.0

2,000.0

2009年度2008年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度1,500.0

2.30

2.20

2.10

2.00

1.90

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

1.30

1.491.49

1.591.59

2,228.02,228.0

1.501.50

1.631.63

2,210.02,210.0

1.501.50

1.681.68

2,224.52,224.5

1.511.51

1.651.65

2,488.52,488.5

1.571.57

1.691.69

2,584.02,584.0

1.601.60

1.761.76

2,703.02,703.0

1.791.79

1.821.82

3,077.53,077.5

1.971.97

1.881.88

3,448.53,448.5

2.042.04

1.921.92

3,671.03,671.0

2.082.08

1.971.97

3,865.03,865.0

2.202.20

2.052.05

4,259.54,259.5

三重県障がい者数
三重県実雇用率
全国実雇用率

【発行者】日本労働組合総連合会 三重県連合会（連合三重）
　　　　　■所在地：津市栄町1-891　三重県勤労者福祉会館2階
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定休日

土・日曜日
祝日

年末年始
お盆

定休日

日・月曜日

● カフェ・レストラン
● 食堂・麺処
● お弁当・パン・
　 お菓子etc

Ⓐ パン工房あん
いなべ市大安町大井田2669-5 ☎0594-88-0613

【パンの販売】

＊営業時間／10：00～17：00　＊定休日／土曜日、日曜日、祝日

Ⓖ すまいるしーど
熊野市有馬町5703番地10 ☎0597-89-7011

【お弁当】

＊販売時間／11：00～15：00　＊定休日／日曜日、祝日

Ⓗ 福祉の森の家 体にいいおにぎり屋
鈴鹿市寺家7-11-30 ☎059-380-6355

【おにぎり弁当】

＊営業時間／6：30～14：00　＊定休日／土曜日、日曜日、祝日

Ⓑ CAFÉ&GALLERY ほっぷ
名張市新田字1225-2 ☎0595-66-5513

【クッキー焼き菓子の販売&喫茶】

＊営業時間／10：00～16：00（L.O15：30）　＊定休日／土日祝、年末年始 

Ⓒ ベーカリーショップ Blooming
四日市市別名3丁目3-10 ☎059-331- 8660

【パン・焼き菓子】

＊営業時間／9：00～17：30　＊定休日／第1・３・５土曜日、日曜日、月曜日

Ⓘ いすず工房
津市城山2-16-7 ☎059-234-0020

【麺処】

＊営業時間／11：00～14：00　＊定休日／土曜日、日曜日、祝日

Ⓙ Cotti菜Deli
鈴鹿市中江島町19-38 ☎059-389-7789

【お弁当】

＊営業時間／9：00～17：00　＊定休日／土曜日、日曜日

Ⓓ あいぷろお菓子工房
四日市市生桑町字高田549-1 ☎059-358-0064

【クッキー・パウンドケーキ・ジャム販売】

＊お問い合わせ時間／9：00～17：00

Ⓔ クローバーハウス
津市城山一丁目8番16号 ☎059-238-0303

【パン・クッキー販売】

＊お問い合わせ時間／9：00～17：00　＊定休日／土曜日、日曜日、祝日

Ⓕ パン工房 ういず
名張市美旗中村2326 ☎0595-66-0020

【パン】

＊営業時間／11：00～17：00　＊定休日／土日祝、お盆、年末年始

Cafe map

　ここに紹介しているお店は一例です。このほかに
も多様な仲間が働くカフェやレストラン等がありま
したら、連合三重までご連絡をお願いします。

＊いずみ御膳
＊手打ちそばランチ
  （限定10食）
＊かつ膳
＊いづみプレート
＊パン販売（月～金）11:15頃～
 （☆売り切れ次第終了）

定休日

日・月曜日

定休日

無し

レストラン

おすすめメニュー

定休日

日曜日
祝日

❶

☎0594-84-6885員弁郡東員町山田1546-1
営業時間／9：00～16：00

　「くろがねもーち」お店の敷地に古くから生えていた大木「クロガネモチ」が名前
の由来です。現在もシンボルツリーとして１本生存していますが、泣く泣く切断した
もう１本のクロガネモチの木も店内カウンターや看板などに生まれ変わり、今も生き
続けています。食の安心と安全を第一に考え、TOINいずみ（就労継続支援B型）の
なかま達が関わって作ったお米や野菜、お味噌などを使った料理や、手作りパンをぜ
ひお召し上がりください。

　土を使わない水耕栽培育った野菜を使用しています。サラダバーや特製スムージ
ーはCotti菜一押しのメニュー！です。また、野菜エキスを豊富に含んだCotti菜カレー
や、栄養バランスを考えた定食も大人気でおすすめです。
　県内特別支援学校や障がい者就労支援事業所等からの「職場体験実習」や障がい
者の方が作った商品の展示・販売、障がい者雇用に関する理解を深め、Cotti菜では交流イベントな
ども開催しています。

Let's go!

お弁当・パン・お菓子etc...のご紹介

カフェ

❺ サンドウィッチ＆カフェ
PEER（ピア）

☎059-273-6878津市南丸ノ内7-28 河合ファーストビル1F
営業時間／9：00～17：30

　手作りサンドウィッチ専門のお店です。店内はテーブル席とカウンター席があり、
とても明るいお店です。手作りサンドウィッチは、季節のフルーツサンドや、卵サン
ド、チキンカツサンド等があり、どれもふわふわパンの中に、たっぷりの具材が入って
います。テイクアウトもOKです。

ビュッフェレストラン

定休日

年中無休

❾ お母ちゃんのランチバイキング
夢古道おわせ

☎0597-22-1124尾鷲市向井12-4
営業時間／11：00～14：00

　地域の旬の素材を生かした料理を提供している「お母ちゃんのランチバイキン
グ」で、週替わりで障がい者スタッフが調理を担当しています。
　地域の旬の素材を活用した料理を作っています！郷土に触れる味わい・彩り豊かで
地元産・旬にこだわった食材が自慢です。

＊Cotti菜カレー
＊Cotti菜定食［週替り］
＊3種類の特製スムージー

おすすめメニュー

❸❹

定休日

月曜日
フレンテみえ
休館日

❹【鈴鹿店】 レストラン

☎080-9723-0666鈴鹿市西条5丁目117 鈴鹿庁舎2階
営業時間／11：00～14：00

定休日

土・日曜日
祝日

三重県総合文化センター
男女共同参画センター「フレンテみえ」1F

❸ カフェ・レストラン

☎059-233-1233津市一身田上津部田1234
営業時間／9：00～17：00

＊フレッシュハーブティー

＊ふわふわ
　手作りシフォン・ケーキ

＊桑名産みかん100％
　無添加ストレートジュース

＊オリジナル・ピザ

カフェ

おすすめメニュー

❷

☎0594-32-5216桑名市陽だまりの丘7-1706
営業時間／9：45～17：15 （L.O16：45）

　自家ハーブ園で栽培した安心・安全で香り豊かなハーブをブレンドした、オリジナ
ルハーブティーを味わっていただけます。ハーブティーの他にも、「はあぶ工房」で
焼いているこだわりの、ふわふわシフォンケーキ（種類は60以上）、オリジナルピザ
（生地・ペーストにも自家製有機ハーブを使用）とハーブパン、多度みかん100%無
添加ジュースがあります。

＊日替わりの
　ヘルシーランチ

＊オリジナルデザート

＊飲み物
　コーヒー、紅茶、
　ジュースetc

カフェ

おすすめメニュー

❻

☎0595-62-3273名張市百合が丘東9番町290番地
営業時間／11：00～17：00

　四季の移ろいを感じるガーデンテラスや、開放感のある落ち着いたお店です。
　自慢は、管理栄養士による自然素材を中心に栄養バランスを考慮した日替わりの
ヘルシーランチ。コーヒーは香ばしい「丸山珈琲」、季節感あふれるオリジナルデザ
ートがあります。

定休日

日・月曜日
祝日

＊かけそば
＊天ぷらそば
＊はな盛かけそば
＊カレーそば
＊ざるそば
＊はな盛ぶっかけそば

麺類

おすすめメニュー

麺処 はな

☎0594-46-8111いなべ市藤原町山口1949-1
営業時間／11：00～14：00

　蕎麦粉はいなべ産１００％を使用しています。具材もほとんどはいなべで取れた新
鮮なものを使用しており、季節のお野菜のかき揚げもおすすめです。

定休日

日曜日
祝日

＊モーニングセット
　（数量限定）
＊チーズケーキセット
＊クッキーセット
＊飲み物
　コーヒー、紅茶、
　ジュースetc

カフェ

おすすめメニュー

❼お菓子工房M

☎0598-31-3588松阪市下村町872-15
営業時間／9：30～16：00

　お菓子工房Mは、モーニングセット（数量限定）やチーズケーキセット、クッキーセ
ット、コーヒー、紅茶、ジュースなど楽しんでいただけるメニューがあります。また菓
子工房で製造した商品を、市内高校、企業、イベント等で定期的に販売しています。
ほっこり幸せな気分が味わえる温もりのあるお店です。

定休日

土・日曜日
祝日

＊鶏南蛮うどん

＊台湾まぜうどん

＊尾鷲ガスエビのかきあげ

＊かつ丼セット

＊天丼セット

食堂

おすすめメニュー

橙々屋

☎059-222-1313津市栄町3丁目263
営業時間／11：00～14：00 （貸切りプランあり）

　尾鷲市に障がい者雇用の場として製麺工場を立ち上げ、そこで作り出す自慢のう
どんを提供する場として「橙々屋（だいだいや）」を津市に開店しました。手作りうど
んは最高級の三重県産小麦粉「伊勢の響」を使用し、尾鷲特産の「ガスえび」のかき
揚げは、おすすめです。

ビュッフェレストラン

❽クロフネファーム～伊勢からやさしい風が吹きますように～

☎0120-81-9620伊勢市小木町560-8
営業時間／ランチ11：00～15：00 （貸切りプランあり）

　身体に、地域に、環境に「やさしい」野菜を中心としたビュッフェレストランのお店
です。旬のお野菜や野菜本来の味を生かした料理が自慢です。
　おいしい野菜料理を食べながらご家族でゆっくりランチが出来るよう食事席から
目の届くところにキッズスペースもあります。

【おすすめ情報／コンサートやミニライブを月に数回開催】
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内容や料金等についてご不明な点は、直接お問い合わせ下さい。

多様な仲間がキラリ輝く　Cafe&Restaurant map!!

※土・日・祝日の特別注文は要相談 キラリCaféで紹介するお店を訪れ
ぜひ利用して下さい。


