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平成 27年度第２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 28年３月 24日（木） 

                      午後１時 00分～午後３時 00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・維雅幸育会奥西利江（代理松村）・松原史佳・伊賀市社

会福祉協議会平井俊圭（代理寺田）・植木義信・上野商工会議所堀川一成（代理

森岡）・柘植満博・北野誠一・畑田美津子 

欠席委員：福中俊子・滝井昇・渡辺宏泰・矢野真砂子・谷直也・中野暢介・小倉由守・古

城正美・和田理 

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・谷口真紀・田中 

宏明）障がい者相談支援センター（永井彰子・奥瀬智恵美） 

圏域アドバイザー：寺田浩和 

 

はじめに 

（事務局） 

・伊賀市障がい者地域自立支援協議会では、平成２６年に策定した「第３次伊賀市障がい

者福祉計画」及び「第４期伊賀市障がい福祉計画」の進捗状況の確認及び評価を行う場と

して、本協議会を開催しています。今年度第２回目となる本協議会では、自立支援協議会

の各専門部会で協議しました事項、平成２８年度からの自立支援協議会の体制案、第３次

障がい者福祉計画の平成２７年度の進捗状況、障害者差別解消法に基づく職員の対応要領

の策定についてご協議いただきたいと思います。 

・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 各専門部会の平成 27年度実施事業及び今後の検討課題 ･･･【資料１】【資料２】 

（事務局） 

資料１「平成 27 年度伊賀市障がい者地域自立支援協議会体制図」、資料２「伊賀市障害

福祉計画進捗管理 PDCAサイクルシート」について説明。 

平成 26年度に策定されました第４期伊賀市障がい福祉計画を推進するため、体制を見直

し資料１のような体制で事業推進に取り組みました。体制を見直した主な目的として、①

第４期障害福祉計画の重点目標について取り組める体制をつくる②体制をシンプルにし且

つ効果的に活動ができる体制に整理する③圏域単位と市単位の協議会が有機的に連携でき

る体制をつくる④研修会や啓発活動等は圏域単位で企画・実施するなどが挙げられます。 

また、障害者総合支援法において、計画を定める事項について、定期的に調査・分析・
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評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更等を行うこと（PDCAサイクル）とさ

れていますことから、本年は５部会において資料２のようなシートを作成し、計画の推進

のための検討協議をしています。 

まず始めに、療育部会では、今年度の開催回数は６回、さぽーとファイルの見直しや活

用、子育て支援リーフレットの活用について検討しました。子育て支援リーフレットの作

成により各関係機関の連携について確認がされ、今後は療育のしくみについて検討してい

くことになります。しかし、一方で、療育センター検討プロジェクトを庁内で協議中であ

り、方向性がまだ定まっておらず療育部会としての検討については一度休会とすることで

本年度の部会は終了しています。来年度については、連絡会として連携や事例検討を継続

していくことになりました。 

相談部会については、今年度の開催は 11回、本年度計画相談の１００％達成を目標とし

て部会運営を行い、本年度末をもって１００％の達成の目処が立っています。今後は計画

相談の１００％実施後の相談支援専門員のスキルアップが主な検討課題となっています。 

次に、くらし部会・就労支援部会・地域移行部会については本年度国の重点目標にもあ

る計画の推進に向け、伊賀圏域として部会活動を進めました。 

くらし部会については、当初地域移行のためのフローチャートを作成し、マニュアル作

成を進める計画でしたが、本年度本人の意思決定支援の研修が重要であるということで、

年度当初の計画を変更し、研修会の実施を行い伊賀圏域での支援者の意思統一、情報共有

に重点を置いた活動を進めました。結果として、数値目標を見据えたワーキング活動を行

えなかったため来年度以降の更なる協議が必要となっています。また、意思決定支援のた

めには本人が意思形成できるための選択肢の提示をどのように行うかが課題となっていま

す。 

就労部会については、今年度の開催は４回、今後の主な検討課題は本年度に企業ネット

ワーク作りを構築できなかったことや、各ワーキングとの連携が取れなかったことが挙げ

られます。また、普通高校の特別支援コーディネータが参加する会議に部会として参加で

きたことで、各高校との情報交換でき、来年度以降、高校との連携をさらに強化すること

が目標として挙げられます。 

最後に精神保健部会については、今年度の開催は 12回、実施事業は地域資源ＤＶＤの作

成や看護協会の研修会への参画が挙げられます。今後の検討課題はピアサーポーターの身

分保障等の検討などです。 

各専門部会の平成 27年度実施事業及び今後の検討課題について」の説明は以上です。 

 

（会長） 

資料１及び資料２を使用して、各専門部会の事業内容及び検討課題について説明を

頂きました。１つ質問ですが、療育センターについての検討はどこで行うのか。また、

本協議会や療育部会の意見は反映されるのですか。 

 

（事務局） 

 検討については、こども家庭課内のこども発達支援センターを中心に庁内で協議を行っ

ています。また、立ち上げについては平成 24年に教育委員会と福祉部局とでプロジェクト
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会議を行いました。今現在、医療機関との連携が重要で、医療についての方向性が決まっ

た後は、療育部会と連携していきたいと考えます。 

 

（会長） 

 西宮でも、こどもの療育が重要とされています。教育部門と医療部門だけで決めてしま

わないよう福祉部門として療育部会には頑張っていただきたいと思います。 

 もう一つ質問ですが、地域移行部会の家族バスツアーとは家族にどういったものを見て

もらうのですか。 

 

（圏域アドバイザー） 

 当事者と病院関係者だけのバスツアーは今までも開催していたのですが、地域移行を考

えるうえで、家族の理解が大切なため、家族を含めたバスツアーを検討しています。 

 見学場所は日中活動を行っている事業所やグループホームなどです。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。他にご質問はありませんか。なければ次の事項に移ります。事

務局からご説明をお願いします。 

 

 

２ 平成 28年度からの伊賀市障がい者地域自立支援協議会体制について ･･･【資料３】 

（事務局） 

 資料 3の「平成 28年度伊賀市障がい者地域自立支援協議会体制図【案】をご覧ください。 

 28年度からの変更点としまして、昨年度までのヘルパー事業ワーキンググループをヘル

パー部会としています。これは障がいのある人が自分らしく暮らせるまちを作っていくう

えで、最も身近な支援者であるヘルパーのスキルアップが重要ということから、ワーキン

グから部会に引上げ、圏域で活動するためです。 

また、もうひとつの変更点としまして、国の重点目標の中で昨年度検討できなかった地

域生活支援拠点の整備という部分を、地域生活支援デザイン部会として取り組んでいくこ

とで体制の見直しをしています。 

 伊賀市単独では相談部会が存続し、相談支援専門員のスキルアップに取り組むこととし

ています。 

療育部会につきましては、第 1項の説明のとおり、28年度以降は連絡会として療育部会

のメンバーで小中学校までの連携について情報共有等を行っていきます。 

 平成 28 年度自立支援協議会の体制といたしまして、平成 27 年度との変更については以

上です。 

（会長） 

資料３についてご質問等はありませんか。 

 

（委員） 

 ヘルパー部会等の変更点については、圏域での活動であるが、名張市は了承済でし
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ょうか。 

 

（事務局） 

 ３月 28日の圏域の運営会議で本件は提案予定ですが、事務局内では内諾を貰ってい

ます。また、名張市の共生地域デザイン会議でも了承を頂いています。 

 

（会長） 

 ヘルパー部会とはどのようなものになりますか。 

 

（圏域アドバイザー） 

 地域移行や地域生活の核となるのは、最前線で支援を行う居宅介護等のヘルパーで

す。事例検討等を通してヘルパーの質を上げるための部会としていきたいと思います。 

 

（会長） 

 地域生活支援拠点等の整備事業については、全国的にも赤字運営が多く、困難な事

業です。特定相談支援事業のように赤字とならないか懸念されます。そのため、三重

県下の各圏域での動向や情報収集をしっかりする必要があります。 

 他に、ご質問がなければ次に移ります。 

  

３ 第３次伊賀市障がい者福祉計画の平成 27 年度事業実績について ･･･【資料４】 

（事務局） 

資料４の第３次障がい者福祉計画Ｈ２７年度事業実績シートについて目標ごとに説明を

行うのですが、時間の関係上、達成率が「Ｃ」以下のものと、本年度より新規で計画され

た事業について説明を行います。 

 

（下記の箇所について説明） 

 

○目標Ⅰ 

  計画シート頁 計画頁 方向性  新規 OR 達成率 事業実施課 

1 1 19 ①総合的な相談支援体制の充実 新規 障がい福祉課 

2 5 25 ②地域での自立生活に向けた住宅確保の推進 達成率Ｅ 建築住宅課 

 

（会長） 

 伊賀市は相談計画が 100％となっているのですか。 

 

（事務局） 

 12 月末現在で、者が 100％、児が 98.9％です。残りの方についても計画作成の見込

みがついています。 
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（会長） 

２について、伊賀市住生活基本計画庁内推進会議には福祉分野での参画や障がい福

祉に関しての参画はありますか。 

 

（事務局） 

 建築住宅課が所管課となっているもので、福祉部門からの参画はありません。 

 

（会長） 

 住生活基本計画庁内推進会議とは、公営住宅のグループホームへの利用やバリアフ

リー化するなどを議論する場所ですか。 

 

（事務局） 

 そういったものではなく、住生活基本法に基づくもので、耐震基準を満たす公共施

設を何割にするかや、一般中古住宅を何割にするかのなどの計画だったと思います。 

 また、地域生活を目指すうえで、知的障がいや精神障がいがある方への住宅の貸し

渋りが起きないよう、不動産業者への啓発を進めていく必要があります。 

 

（会長） 

 ご質問等なければ、目標Ⅱの説明を事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

○目標Ⅱ 

  計画シート頁 計画頁 方向性  新規 OR 達成率 事業実施課 

1 8 30 ③地域の学校と連携強化 新規、達成率Ｄ 障がい福祉課 

2 8 31 ②医療・介護・予防・住まい・地域支援が一体的… 新規 医療福祉政策課 

3 9 33 ②早期療育体制の充実 達成率Ｄ 福祉相談調整課 

4 10 37 ①放課後児童クラブにおける受入れの推進 達成率Ｃ こども家庭課 

5 11 39 ③ジョブコーチやジョブサポーターの育成 達成率Ｅ 障がい福祉課 

6 13 41 ③優先調達の推進 新規 障がい福祉課 

 

（事務局） 

５について、昨日に１名の方のジョブサポーター申込を頂いたため、目標１名の達

成となります。ついては、「５」の達成率がＥからＡに修正をお願いします。 

（会長） 

 ジョブサポーターとジョブコーチの違いは何ですか。 

 

（圏域アドバイザー） 

 就労定着支援事業は就職した障がい者が職場定着出来るよう職場での支援やアドバ

イスを行うものです。ジョブコーチは主に支援計画を策定したり、関係機関との連絡
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調整を行います。一方ジョブサポーターは職場に赴き、本人の困りごとを聞いたり、

職場内での様子を確認し支援します。現在の就労定着支援事業の利用者は 12名ですが、

潜在的なニーズはもっと多い事業だと感じています。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。その他で、気になったこととして、庁内推進会議で達成率

が低かった事業については、出来なかった理由等を精査する必要があります。達成率

の低かった所管課には次年度は達成できるよう指導が必要です。 

 では、質問がなければ事務局から目標Ⅲの説明をお願いします。 

 

（事務局） 

目標Ⅲ 

  計画シート頁 計画頁 方向性  新規 OR 達成率 事業実施課 

1 14 45 ①障がいのある人の人権に関する理解と認識･･･ 新規、達成率Ｅ 人権政策・男女共同共同参画課 

2 14 45 ②障がいを理由とする差別の解消の推進 達成率Ｄ 障がい福祉課 

3 14 45         〃 新規、達成率Ｅ 人権政策・男女共同共同参画課 

4 14 46 ④地域での福祉教育や交流・体験学習等の推進 達成率Ｄ 障がい福祉課 

5 18 50 ③障がいに配慮した避難所の確保と避難所での生… 達成率Ｅ 総合危機管理課 

 

（委員） 

27 年度実績と 28 年度体制については説明をもらいましたが、28 年度の庁内の計画

はいつ策定予定ですか。 

 

（事務局） 

 庁内推進委員会については予算の関係上、５月頃の開催を予定しています。また、

例年６月の第 1回目の自立支援協議会でご報告を行っています。 

 

（会長） 

他にご質問はありませんか。なければ次の項目に移ります。 

 

４ 障害者差別解消法に基づく職員の対応要領の策定について 

（事務局） 

 資料５を基に事務局から説明。 

 

（会長） 

相談体制の整備の中で、相談窓口を障がい福祉課及び福祉相談調整課に設置すると

ありますが、設置窓口は本来各部局で対応し、二次的な支援体制として障がい福祉課

等とする方が良いと思います。 
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（委員） 

 第２条について、民生委員は公的な身分を有しており合理的配慮は法的義務となる

のでしょうか。 

 

（事務局） 

 区長や民生委員は該当しないため、合理的配慮は努力義務とされています。 

 

（会長） 

そのほかにご質問等はありませんか。他に何もなければ今回はこれで終了します。 

  

（事務局） 

ありがとうございました。本日、委員の皆様からいただいたご意見をもとに障がい

者福祉計画を推進して行きたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 


