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平成 27年度第１回伊賀市障がい者地域自立支援協議会議事概要 

 

                   日時 平成 27年６月 30日（火） 

                      午前 10時 00分～午前 11時 50分 

                   場所 ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

 

出席委員：山本志賀子・藤島恒久・矢野真砂子・谷直也・松原史佳・中野暢介・平井俊圭・

小倉由守・植木義信・古城正美・和田理・北野誠一・畑田美津子 

欠席委員：福中俊子・奥西利江・滝井昇・渡辺宏泰・堀川一成・柘植満博 

事務局 ：健康福祉部長（増田基生）、障がい福祉課（藤岸登・福岡香穂・田中宏明） 

障がい者相談支援センター（落合幹生、須川大軌） 

圏域アドバイザー：寺田浩和 

 

はじめに 

（事務局） 

・役員改選による新任委員５名の紹介。山本志賀子さん、矢野真砂子さん、谷直也さん、

古城正美さん、和田理さんが新たに委員として就任されました。任期は前任者の残任期間

となりますので、平成 27年４月１日から平成 28年３月 31日までです。 

・この会議は、伊賀市情報公開条例第 35条に基づき会議の公開を行います。また、審議会

等会議の公開に関する要綱第６条に基づく議事概要作成のため録音をさせていただくこと

をご了承ください。 

・ 配布資料の確認。 

・ここからの進行は、条例第６条に基づき会長である北野様にお願いします。 

 

事項 

１ 定例会議及び各専門部会からの報告 

【資料１、資料２】 

（事務局） 

資料１に基づき平成 27年度伊賀市障がい者地域自立支援協議会体制図について説明。 

伊賀市障がい者地域自立支援協議会は療育部会、相談部会、くらし部会、地域移行部会、

就労支援部会があります。くらし部会、地域移行部会、就労支援部会については伊賀圏域

障がい福祉連絡協議会内で圏域単位での協議を行います。 

資料２に基づき平成 27年度自立支援協議会各専門部会の事業計画及び検討課題を説明。 

 

（会長） 

資料１、及び資料２を使用して伊賀市の自立支援協議会全体の説明を頂きました。１つ

質問ですが、資料１にある名張市の共生デザイン会議とはどのようなものですか。 

 

（事務局） 

名張市の地域自立支援協議会のことです。 
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（会長） 

ありがとうございます。他にご質問はありませんか。 

 

（委員） 

資料２の検討課題について、いくつかの部会は圏域に移行したわけですが、移行したこ

とで、新たに見えてきた効果や課題について教えてください。 

 

（事務局） 

まず就労部会については、昨年度から圏域単位で活動を行っていますが、研修会を開催

しました。圏域単位で行うことで、費用面や参加企業に負担が少なく出来ました。また、

企業訪問についても、例年伊賀市・名張市それぞれで行っていましたが、合同ですること

で、企業の総務担当者の負担軽減が出来ました。さらに関係機関が一度に会えるため、障

害者雇用について分からないことがあった場合、市や関係機関に連絡が入りやすくなった

ことが上げられます。 

 くらし部会については、本年度新設された部会で、精神科病院や入所施設から地域への

移行を考える部会です。第４期障がい福祉計画において両市でそれぞれ定められており、

計画を着実に実行するため、病院・施設スタッフの意識作りから活動を行っていく予定で

す。 

 地域移行部会については、従来からあるもので、特に精神障がいについて啓発をメイン

に据え、民生委員にご協力いただき活動を行ってきました。 

 

（圏域アドバイザー） 

 事務局から説明のあったとおり、本年度は３部会が圏域での活動となっています。 

 自立支援協議会自体が地域課題を抽出して、それを動かしていく実行部隊という役割が

あるのですが、中々そこまでやってこれなかった実情があります。言い換えれば、課題は

ある程度抽出出来たが、それに対しどのように取り組んでいくかということが課題となっ

ていたと言えます。圏域で行う目的として、伊賀市・名張市の課題はほとんど同じであり、

協力して活動を行うことで、より効率化と実効性を高めようということです。 

 今回の部会編制で、すべての部会に関して言えることですが、「本人の意思決定を確実に

していかないといけない」ということと、「人権など権利擁護をしっかりしていかなければ

ならない」ということが改めて見えて来たところです。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。他にご意見はありませんか。 

 

（委員） 

 ハローワークが関わっていくのは、伊賀圏域障がい福祉連絡協議会の就労支援部会の雇

用促進に関することが関連してくるわけですが、伊賀市地域自立支援協議会とはどのよう

に関わってくるのですか。また、伊賀市地域自立支援協議会は療育部会、相談部会の２つ

のため、圏域の連絡協議会に参加させてもらうべきと思うのですが。 
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（事務局） 

 昨年度もハローワークの障がい者雇用担当者にワーキンググループに入っていただき、

企業訪問の際には情報提供等していただいていました。 

 圏域のワーキンググループはあるのですが、就労に関しては両市ともにこれまで独自に

やってきた経緯があり、市が関わっていくのは就労支援部会もくらし部会も地域移行部会

も同じです。 

 

（事務局） 

 資料１の体系図について、個人的には伊賀市地域自立支援協議会が圏域の連絡協議会の

下位に位置づけされるのではなく、連携や協働等を行いながら活動を進めていく横並びの

関係であるべきと考えます。また、従来は伊賀市地域自立支援協議会に精神保健福祉部会、

就労部会あり、今回圏域の連絡協議会に移行したわけですが、全ての内容が圏域にいくと

いうのではなく、伊賀市の中でしっかりとした議論を重ね、それを持ち寄って名張市との

連絡協議会で協議するというのが本来の形と考えます。 

 考え方は圏域で考え、広域で行えることと両市でやれることは分けて考えるべきと個人

的には思います。 

 これに対し、何かご意見等あれば聞かせてください。 

 

（委員） 

 今、ご発言頂いたことが本来の姿だと思います。伊賀市障がい者自立支援協議会は障が

いをお持ちの方のあらゆる問題について議論し、関係者全員で考えていく場と思います。

その中には生活のこともあれば、就労のこともあり、似たような生活課題も含まれると考

えます。そういった中で、圏域で調整すべきことや伊賀市・名張市との間で調整しなけれ

ばならないことを、本来は圏域の連絡協議会で考えるものと思います。そういった意味で

は現在の圏域の連絡協議会とは違う意味になるのかもしれません。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。他にご質問はありませんか。 

 

（委員） 

障がい者の雇用もここ数年かなり推進されたと思いますが、実際の就労率と職場への定

着率が分かれば教えてください。 

 

（委員） 

 障がい者の法定雇用率は平成 25 年４月に改正されて、民間企業では 1.8％から 2.0％に

引き上げられました。これにより、障がい者の方を１以上持つべき民間企業は従業員 56

人から 50人以上に引き下げられ、１人以上雇用する義務が課せられました。 

 伊賀市内の実雇用率 1.82％で前年度に比べ 0.19 ポイント上がりました。三重県全体の

雇用率は 1.79％で全国 33位となっています。また、公的機関の雇用率については 2.1％か

ら 2.3％に引き上げられ、伊賀市においては 2.33％、名張市においては 2.4％とそれぞれ
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目標を達成しています。 

 その他、平成 26年度に新規でハローワークに求職申込をされた障がい者の方は 236人で、

その内実際に就職された方は 105人となっています。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にご質問はありませんか。 

 

（委員） 

民生委員・児童委員をさせてもらっている者ですが、民生委員には守秘義務があります

が、民生委員として各戸を訪問している中で、障がいをお持ちかどうかが非常に分かりに

くく、分かっても個人名は公表してもらいたくないという方が多いです。また、行政に尋

ねても個人情報のため中々教えてもらえないです。 

 

（事務局） 

 個人情報については本人の同意が大原則のため、市から情報提供し難いのは事実です。

今のところ、障がい者全ての方が支援を必要なわけではなく、そう言った方の情報を提供

することは出来ません。ただ、支援の必要な方については適切な支援のためにも情報提供

をさせていただきます。また、地域の方との隣人関係の中で情報を得ることや当事者との

信頼関係から情報を得ることが、民生委員さんの活動で重要だと思います。 

 全ての障がい者の方の情報を提供出来る訳ではないので、民生委員さんと当事者さんの

と信頼関係の中で共有してもらえばと思います。 

 ただ、民生委員さんの活動の中で支援に繋がる情報が得られないということであればま

たご相談ください。 
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 事項 

２ 第３次伊賀市障がい者福祉計画の平成 27 年度事業計画について 

 【資料３】 

（事務局） 

 資料３に基づき下記のとおり、新規で事業を予定しているもの、事業を見直したも

のに限って説明。 

  

  計画シート頁 計画頁 方向性 事業実施課 

目

標

Ⅰ 

1 18 ①総合的できめ細かな情報提供の充実 障がい福祉課 

2 19 ①総合的な相談支援体制の充実 障がい福祉課 

2 19 ②ケアマネジメントの充実 地域包括支援センター 

5 23 ①障害福祉サービス等の充実 障がい福祉課 

6 25 ①居住系サービスの充実 障がい福祉課 

7 25 ①年金、手当等の充実 保険年金課 

9 27 ③こころの健康づくりへの支援 健康推進課 

目

標

Ⅱ 

12 29 ②発達障がい児等に対する支援 福祉相談調整課 

13 30 ③地域の学校と連携強化 障がい福祉課 

14 30 ①高齢になった障がいのある人への支援 介護高齢福祉課 

14 31 ②医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に･･･ 医療福祉政策課 

15 33 ①母子保健・発達相談支援体制の充実 学校教育課 

16 33 ②早期療育体制の充実 福祉相談調整課 

16 33 ③発達に関する保護者等の理解の推進 福祉相談調整課 

17 34 ②専門機関等との連携強化 福祉相談調整課 

18 36 ③特別支援学校や専門機関等との連携強化 学校教育課 

21 39 ②障がい者雇用を行う企業等に対する支援 商工労働課 

23 41 ③優先調達の推進 障がい福祉課 

目

標

Ⅲ 

25 45 ①障がいのある人の人権に関する理解と認識･･･ 人権政策・男女共同共同参画課 

25 45 ②障がいを理由とする差別の解消の推進 人権政策・男女共同共同参画課 

27 46 ①ボランティア等の養成と活動への支援 障がい福祉課 

27 46 ②身近な地域での助け合い活動の推進 医療福祉政策課 

31 49 ②福祉有償運送の充実 介護高齢福祉課 

（事務局） 

Ｐ23の目標Ⅱ計画頁 41③優先調達の推進の数値を下記のとおり訂正。      

 27目標値 29年度までの累計 32年度までの累計 26年度実績 

誤 2,500,000 7,500,000 15,000,000 2,485,210 

正 2,000,000 6,000,000 12,000,000 1,950,895 

 

（会長） 

資料３についてご質問等はありませんか。 
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（委員） 

 目標Ⅲの計画ページ 45の「満足度」とはどのように計るのですか。 

 

（事務局） 

講演会を実施した際に、アンケート調査を実施し、その評価によって満足度を測定

します。 

 

（会長） 

 他にご質問はありませんか。 

 

（委員） 

 目標Ⅰの計画ページ 19、②ケアマネジメントの充実について、伊賀市では現在７割

弱の方の計画相談が達成されていますが、100％達成後は、計画の質がより求められて

くると思います。また、計画相談員はどの事業所でも業務的にかなり厳しい状況にあ

ります。それを継続させていくための何か工夫が必要だと感じます。 

 

（会長） 

 伊賀市の計画相談の達成率が７割を超えており、全国平均よりかなり高いです。 

 私が委員長をしている西宮市ではまだ達成率が１割程度です。 

 本人中心に一人一人のニーズを踏まえて行おうとすると、どうしても達成率は下が

りますが、そういった中で、伊賀市が高い質を保ちながら７割の達成が出来ているこ

とは非常に頑張っていると思います。 

 また、意思決定が難しい方の計画相談を、本人の意思を踏まえながら計画作成する

ことは大変なことですので、市・相談事業所双方で計画相談を行っている相談員のサ

ポートのしくみについて考えていければと思います。 

 他にご意見はありませんか。 

 

（委員） 

 目標Ⅱの計画ページ 40、⑤職場定着のための支援について、27年度事業内容の「市

内の企業、事業所を訪問し、障がい者雇用の促進のための啓発を行います。」とありま

すが、方向性が職場定着のための支援ですので、「障がい者の職場定着のための啓発を

行います。」の文言の方が良いと思います。 

 

（事務局） 

 文言を修正します。 

 

（会長） 

 他にご質問はありませんか。 

 無いようでしたら私の方から１点質問なのですが、目標Ⅱの計画ページ 36の②地域

の学校での特別支援教育の充実と③特別支援学校や専門機関等との連携強化について、
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②では特別支援コーディネーター数が 42 となっており、③では学校数が 32 となって

いますが、整合性はどうなのでしょうか。 

 

（委員） 

 ②の指標 42は特別支援コーディネーターではなく生活学習支援員のことで、担任を

補助する支援員を市で独自に配置しているものです。 

 

（会長） 

特別支援コーディネーターが 42 人ではなく、生活学習支援員が 42 人いるというこ

とですね。では、特別支援コーディネーターは各学校１人いて、合計は 32人というこ

とで良いのでしょうか。 

 

（委員） 

 はい。そのとおりです。 

 

 

事項 

３ その他 

 

（事務局） 

 今後のスケジュールですが、本協議会の次回開催時期としては２月か３月頃を予定

しています。先の話になりますので、日程調整等については改めてご連絡致します。

また、今回ご審議頂いた事業内容については進捗状況を確認したうえで、庁内推進会

議で諮りご報告致します。 

 

（会長） 

 今回の障がい者計画から国でもＰＤＣＡサイクルのチェックをしっかりとするよう

言われていますが、伊賀市では進捗状況については自立支援協議会で行うということ

で良かったでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。自立支援協議会の定例会で、進捗状況の管理をしていこうと考えています。 

 

（会長） 

 分かりました。 

 

（事務局） 

本会議でいただきましたご意見をもとに各計画を推進していきたいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 


