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い

伊賀地域権利擁護セン
ター

地域福祉権利擁護事業については、地域福祉権利擁護事業の解説を参照。
地域福祉権利擁護事業をおこなう、伊賀市社会福祉協議会内に設置されている機関。

(仮称)伊賀市サポートファ
イル

子どもの発達や特性等を保護者が記録し掲示することで、さまざまな関係機関が共通の理解
のもと一貫した支援を行うためのファイル。地域自立支援協議会療育部会で作成。平成22年10
月～23年5月までモニタリングを行い、平成24年度より運用開始。

伊賀市個人情報保護条例
個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、市が保有する個人情報の開示等を求める
個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、基本的人権を擁護するととも
に、公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする条例。

伊賀市自治基本条例
まちづくりの基本方針やそれを実現するための自治のしくみ等を定めている、本市の 高規範
として位置づけた条例。

伊賀地域福祉後見サポー
トセンター

成年後見制度を使いやすいものとするため、伊賀市と名張市が伊賀市社会福祉協議会に委託
し設置した機関。成年後見制度に関する相談・助言、情報提供等や後見人の支援などの事業
を実施。

か・が

ガイドヘルパー
視覚障がいや全身性障がい（両上下肢に重度の障がい）、知的障がいがあるために移動が困
難な人に、外出時の介助や付き添いをする人。

学習障がい
知的発達に遅れはなく、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどのうち特定の能力に著
しい困難がある発達障がい。

拡大読書器 テレビ画面に文字を大きく映し出す器械。

簡易筆談器 磁気で文字が書ける筆談するための用具。

き

共同受注制度
発注者から依頼された仕事を複数の就労継続支援事業所等が共同で受けること。仕事を受け
たそれぞれの事業所は作業を分担して進め、 終的に成果物をまとめて発注者に納入。

ぐ

グループホーム 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。

け

ケアホーム
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ及び食事の介護等を行うとともに、相談や
日常生活上の援助を行う。

ケアマネジメント
障がいのある人の生活上の課題を解決するため、支援計画を作成しサービスを提供する方
法。

権利擁護
社会的支援を必要とする人への人権侵害(虐待や財産侵害等)が起きないようにするとともに、
自分らしく生活できるよう支援すること。
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こ

高機能自閉症 適切な対人関係を形成することなどが難しい、知的障がいをともなわない自閉症。

高参加・高福祉
住民参加によって地域福祉力を高め、よりよい福祉を実現することを目指している、伊賀市地
域福祉計画で掲げている理念のひとつ。

高次脳機能障がい
交通事故等による脳の損傷などにより、言語・思考・記憶・行為などの認知機能に生じる障が
い。

子育て支援センター 育児相談や遊び場の提供など、乳幼児及びその保護者が利用できる施設。

こども発達支援センター
こどもの発達や子育てに関して悩みを抱えている保護者や関係機関からの相談を受け、こども
の発達について、乳幼児期から学童期、就労期まで継続した支援につながるよう、保健師、保
育士、教員、ケースワーカーと連携しさまざまな支援を行う機関。

さ

災害時要援護者避難支援
プラン

地域において、災害時の避難に当たって、障がいのある人など支援が必要な人を特定し、その
一人ひとりを誰が支援するか、 寄りの避難所はどこか、非難誘導時の留意事項についてを定
める｢個別避難支援計画」を策定することを主眼とした取り組み。

し・じ

障がい者福祉ガイドブック
障がい者に関するさまざまな制度（各種相談、手帳、日常生活の援助、年金・手当、税金、医療
費の助成、交通・移動等）をとりまとめた市が毎年作成する冊子。

磁気誘導ループ 補聴器を装着している人がマイク音声をはっきり聞き取るための装置。

社会的事業所

地域社会に根ざした障がい者の就労の促進および社会的、経済的な自立を図ることを目的に、
作業能力はあるものの、対人関係、健康管理等の理由により、一般企業に就労できないでいる
人を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境のもとで障がいのある人もない人も対等な
立場で一緒に働ける事業所。

就労移行支援事業
65歳未満の障がいがある人で、一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な
知識及び能力の向上のために、必要な訓練を行う事業。

就労継続支援事業
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必
要な訓練を行う事業。

障害者週間
広く障がい者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ことを目的とした週間。期間は
１２月３日から１２月９日までの１週間。

障がい者職場実習事業
市役所庁舎内で障がいのある人の職場実習を受け入れ、障がい者雇用の可能性について検
討するとともに、市職員の障がいのある人に対する理解の促進を図ることを目的として伊賀市
が実施している事業。

障がい者相談員
障がいのある人や家族からの相談に応じ、必要な助言や指導を行うとともに、障がい者の地域
生活の支援、地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力などを行う人。
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障がい者地域自立支援協
議会

相談支援事業を適切に運営するとともに、障がい福祉をすすめるシステムづくりに関する協議
を行う場として、当事者団体、保健・医療・福祉、教育、労働などの関係機関、市などで構成す
る協議会。

障がい者相談支援セン
ター

障がいのある人やその家族、関係機関からの相談に応じ、地域で自立した日常生活や社会生
活を送ることができるよう、福祉サービスの利用手続きの支援や調整を行う機関。

障害福祉サービス
個々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況）をふまえ、個別に支
給決定が行う支援。介護の支援を受ける「介護給付サービス」と就労などの訓練の支援を受け
る「訓練等給付サービス」がある。

障害者虐待の防止、障害
者の養護者に対する支援
等に関する法律

障がいのある人の権利擁護に資することを目的として平成23年6月に成立。障害者に対する虐
待の禁止、障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する
保護のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めている。平成24年10月施行。

障害者自立支援法
障がいのある人がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活 を営むことがで
きるようにすることを目的とする法律。

障害者総合福祉法（仮称）
現在の「障害者自立支援法」を廃止し、新たに平成25年8月施行を目指し制定する、制度の谷
間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする法
律。

障害者トライアル雇用制
度

障がい者に関する知識や雇用経験がないため雇用をためらっている事業所が、障がい者を試
行雇用の形で受け入れ、本格的な雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業。

情報保障
 「知る権利」を保障するため、身体的な障がいのために情報を収集すること ができない方に対
し、代替手段を用いて情報を提供すること。

職親制度
知的障がいのある人の雇用の促進と職場への定着をすすめるために、熱意のある事業経営者
等（職親）のもとで一定の期間、生活指導や技能習得訓練等を行う事業。

職場適応訓練事業
県が障がいのある人の採用を希望する事業主に委託し、能力に適した作業の訓練を行うこと
で、事業主や障がいのある人の不安を解消し、訓練終了後は引き続き雇用することを目指す事
業。

ジョブコーチ
就労を希望する障がいのある人と一緒に職場へ行き、共に作業等をしながら働きやすいように
援助を行うとともに、事業主や従業員への助言や職務、職場環境の改善の提案を行うなど、職
場定着を支援する国の制度の専門職。

ジョブサポーター
ジョブサポーター養成講座を終了し、ボランティアとして障がいのある人などが職場に適応でき
るよう、職場での直接支援や助言などを継続して行う人。

自立訓練事業
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上の
ための訓練を行う事業。

せ

成年後見制度
知的障がい・精神障がい・認知症などにより判断能力が十分でない人を不利益から守るため
に、本人を保護・支援する後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）を選任し、財産管理や契約
などに関して本人の代わりに判断したり、同意や取り消しなどを行う制度。

3/5 2011/11/16現在



用語集 資料No. 2
用語 解説

た・だ

第三者後見人
社会福祉協議会などの福祉機関あるいは弁護士、司法書士などの法律職種が、親族の後見
人の代わりに、あるいは親族の後見人とともに後見人に就任すること。

短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護
等を行う事業。

ち

地域包括支援センター

地域の高齢者の総合相談支援、権利擁護、介護予防ケアマネジメント(要支援状態になる可能
性が高い高齢者のケアマネジメント)、地域における包括的・継続的な体制の整備、指定介護予
防支援（介護保険制度において要支援１・要支援２の認定をうけられた方のケアマネジメント）
等を行う機関。高齢者の生活に関わることの総合的な相談や、福祉サービス(介護予防サービ
ス等）の利用手続きの支援や調整を行う。

地域移行
障害者支援施設等に入所している障がいのある人又は精神科病院に入院している精神に障が
いのある人を地域における生活に移行するための支援。

地域福祉権利擁護事業
（日常生活自立支援事業）

知的障がい・精神障がい・認知症などにより判断能力の不十分な人が、住み慣れた地域で安
心して自立した生活が続けられるように支援する事業。利用者との契約に基づいて、福祉サー
ビスの利用援助、日常の金銭管理、書類預かり等のサービスを行う。

注意欠陥多動性障がい 注意障がい、多動性、衝動性を特徴とする行動の障がい。ADHDともいう。

と

特別支援学級
障がいのある児童・生徒に学習や生活上の課題をふまえた教育を行うために、小・中学校に設
置する学級。

特別支援学校
障がいにより学習や生活上の困難がある子どもに、手厚くきめ細やかな教育を行うために設置
されている学校。これまでの「盲学校・ろう学校・養護学校」が特別支援学校に一本化。

特別支援教育
障がいのある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点
に立ち、一人ひとりの教育ニーズに沿った適切な指導や支援を行う学校教育の制度。

に

ニーズ 必要性。要望。要求

日中一時支援事業
障がいのある人の日中活動の場を確保するとともに、介護している家族の一時的な休息などを
支援する事業。

の

ノーマライゼーション
障がいのある人もない人も同じように暮らせる社会があたりまえの社会だという、社会福祉の
基本となる考え方。

は・ば・ぱ

発達障がい
相手の意図を読みとったり、会話などの対人関係が取りにくい状態。言葉の遅れや強いこだわ
りが出る場合もある。

パブリックコメント
行政機関 が計画等を制定しようとするときに、広く市民に 、意見・情報・改善案などを求める手
続。
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ぴ

ピアカウンセラー
同じ障がいを持つ人の相談にのり、悩みや障がいをその人自身で克服できるように援助する専
門家。

ピアカウンセリング 同じ障がいがある人同士が、対等な立場で話を聞きあい助言しあう活動。

ピアサポーター 障がいのある人による、障がいのある人のための相談の出来る人。

ふ

福祉（協力）委員
地域のなかで困りごとがある人を発見し、民生委員児童委員と連携して支援にあたるほか、必
要な相談窓口につないだり、福祉に関する情報を住民に伝えるなどの役割を担うボランティア。

（仮称）ふくし総合相談支
援センター

市本庁舎において、市全体を対象とした各分野、制度・サービスの枠を超えた福祉の総合相談
支援窓口として地域福祉計画の中で設置を目指している機関。

ふくし相談支援センター
伊賀市が社会福祉協議会に委託し、市内６か所に設置している相談機関。身近な場所で保
健、福祉、医療に関するあらゆる相談に応じる。

福祉避難所
災害時に、障がいのある人等を一時受け入れてケアする施設。バリアフリー化され、専門スタッ
フを配置した 障がい者施設等を自治体が指定。

福祉有償運送
道路運送法第７９条に基づき、NPOなどの非営利法人が実施する事業で、自家用自動車を使
用して、歩行が困難な移動制約者を自宅から目的地まで移送するサービス。

ほ

放課後児童クラブ
学校終了後や長期休業期間に、仕事などで保護者が家にいない原則小学校低学年の児童に
指導員が遊びや生活の場を提供する事業。

み

三重県ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進条例

ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、公共的施設の整備における整備基準の遵
守やその整備計画について事前に知事(一部地域は市長)と協議しなければならないことが定
められた条例。

ゆ

ユニバーサルデザイン
障がいのあるなし・年齢・性別・国籍等の違いを超えて、誰もが利用しやすいよう、あらかじめ配
慮して、まちづくりや建物・施設・製品等のデザインをしていこうという考え方。

ユニバーサルデザイン庁
内推進委員会

市職員のユニバーサルデザインに対する理解を深めるとともに、公共施設の建設や整備等の
際にユニバーサルデザインの理念に基づいているかを確認するなどの取り組みを行う委員会。

よ

要約筆記 聴覚障がい者への情報保障手段の一つで、話している内容を要約し、文字として 伝えること。

ら

ライフステージ
人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期等のそれぞれの段階を指し、家
族については、新婚期・育児期・教育期・子独立期・老夫婦期等に分けられる。

り

療育センター
障がいやその心配のある子どもを対象に、早期発見と早期療育、各種療育相談、巡回相談等
を行って、子どもとその家族を支援するための専門機関。医療・保健・福祉・保育・教育等の各
関係機関と連携をとり、地域の療育拠点としての機能を果たす。
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