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要があると考え、「がい」をひらがなで表記することとしました。 
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一人ひとりが考える契機にしていきたいと考えています。 

 なお、法律で定められた用語等については、混乱を避けるため漢字表記としています。 



 

 



 

- 1 - 

 
 

第１章 計画策定にあたっての基本的事項 
  

 １  計画策定の背景 

本市は平成 16（2004）年 11 月に上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山

田村、青山町の６市町村が合併して誕生しました。 

平成 18（2006）年度に策定した、「伊賀市総合計画」は、将来像を「ひとが

輝く 地域が輝く ～住み良さが実感できる自立と共生のまち～」と定め、平

成 23（2011）年度からの後期基本計画では、障がいのある人の自立した生活

を支える取り組みの推進が位置づけられています。 

また、平成 23（2011）年３月に策定した「第２次伊賀市地域福祉計画」は、

家庭や地域のなかで、その人らしく、安心して生活が送れるような地域社会の

実現とともに、市民や各法人、団体などと連携をとり、共通した方針を持って

地域福祉を実践していくための道標となることを目的としています。 

一方、さまざまな制度改正が行われている中で、平成 23（2011）年８月の

障害者基本法の一部改正により障がい者への差別の禁止、地域社会における共

生等に関する内容が盛り込まれました。さらに特に、平成 18（2006）年度に

施行された障害者自立支援法に替わる新たな法律として、障がいのある人が障

がいのない人と同じような生活を送れる社会を目指した平成 25（2013）年８

月に「障害者総合福祉法（仮称）※」が施行できるよう整備が進められており、

これまで以上に障がいのある人の地域社会で自立した生活を営む権利を保障

し、地域生活と社会参加に必要な支援を講じることが求められています。 

 

 

 ２  計画策定の目的 

障がい者福祉計画は、制度改正や社会情勢の変化を踏まえ、市民のだれもが

障がいのあるなしに関わらず、お互いの人権を尊重し合いながら、主体的に生

きる力を身につけ、つながりを持って安心して心豊かに暮らせるように支援す

るため、「ひとづくり」、「しくみづくり」、「まちづくり」の推進を目的として

います。 

障がいのある人が市民の一員として参加し、住み慣れたまちで、いつまでも

安心して、ともに助けあって暮せるよう、一人ひとりのニーズと思いに沿った

支援の取り組みを進めていくための基本方針として策定します。 
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 ３  計画の位置づけ 

本計画は、障害者基本法（第９条）に基づく市町村障害者計画であり、本市

における障がいのある人のための施策に関する基本的な計画であり、障害者自

立支援法（第 88 条）に基づいて３年ごとに策定する「伊賀市障がい福祉計画」

の上位計画となります。 

また、本市のまちづくりの基本方針である総合計画や、社会福祉の基本計画

である地域福祉計画を障がい者福祉の視点から具体化する分野別計画であり、

これらの計画と整合性を図り、関連づけながら推進していきます。 

 

 

図 1 計画の位置づけ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
総合計画後期基本計画 

第２次障がい者福祉計画 

第２次地域福祉計画 

整合 

第３期障がい福祉計画 

その他関連計画 

・健康２１計画 

・次世代育成支援対策地域行動計画 

（輝け！ いがっ子応援プラン） 

・高齢者輝きプラン 

（第３次高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画）

・人権施策総合計画 

・ 第２次男女共同参画基本計画 

など
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 ４  計画の期間 

本計画は、障害者自立支援法が平成 25（2013）年８月に廃案となり、新た

な法律として、障害者総合福祉法（仮称）が施行される予定であるため、今回

同時に策定する障がい福祉計画の計画期間と同じ平成 24（2012）年度から平

成 26（2014）年度までの３年間としますが、国の法律の動向によっては、期

間中であっても計画の見直しを行います。 

 

図 2 計画の期間 

 

 

 

 

 ５  計画の策定方法 

本計画は、平成 23（2011）年３月に実施したアンケート調査をはじめとし

たデータを活用しつつ、市民や関係者等による議論を反映するために、「伊賀

市障がい者福祉計画策定委員会」を設置し、「伊賀市障がい者地域自立支援協

議会※」で抽出された現状課題の計画への反映や策定の基本的事項についての

協議を行うとともに、当事者や関係者等とへの計画（中間案）意見交換会や計

画中間案に対するパブリックコメント※を実施し策定しました。また、「伊賀

市障がい者福祉計画庁内推進委員会」と「同プロジェクトチーム」を設置し、

庁内関係部局等での協議を行いました。 

アンケート調査は、障がいのある人、障がいのある子どもの保護者、精神科

医療機関に入院している人を対象に実施しました。調査の対象者は、18 歳以

上の身体障害者手帳所持者 1,000 人、18 歳以上の療育手帳所持者 400 人、精

神障害者保健福祉手帳所持者及び自立支援医療受給者 400 人、精神科医療機関

に入院している人 30 人、障がい者手帳を所持している 18 歳未満の児童の保護

者 200 人の合計 2,030 人としました。このうち 1,223 人から回答をいただき、

回収率は 60.2％でした。 

 

 

 

H20(2008)) H21(2009) H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014) 
       

第２期障がい福祉計画 

（平成 21 年度～平成 23 年度） 第３期障がい福祉計画 

（平成 24 年度～平成 26 年度） 

第２次障がい者福祉計画 

（平成 24 年度～平成 26 年度） 

第１次障がい者福祉計画 

（平成 20 年度～平成 23 年度） 
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 ６  計画の推進方法 

本計画は、本市における障がい者福祉を推進するために関係する幅広い機

関・団体等が参加する障がい者地域自立支援協議会で、具体的な推進方策の検

討や年度末に計画の進捗状況の評価を行い、障がい福祉計画に反映させながら

推進していきます。 
 
 
 

計画推進体制イメージ図

・庁内関係各課担当職員及び専門部会から
　プロジェクトメンバーを選出

障がい者地域自立支援協議会

定　例　会 障がい者福祉計画庁内推進委員会

専門部会
プロジェクトチーム

相談部会 就労部会

精神保健部会 療育部会
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第２章 伊賀市の現況 
 

 １  人口・世帯の状況 

本市の人口は年々増加する傾向にありましたが、平成 12（2000）年を境に

減少に転じており、本市の少子高齢化はが顕著になってきましたです。今後も、

生産年齢人口の比率は低下を続け、一方で高齢者人口の比率が上昇し急激な高

齢化が進むと見込まれています。さらに、人口増加を上回る割合で世帯数が増

加し、１世帯あたりの人口の減少や、核家族化も見込まれます。 

 
表 1 年齢３区分別の人口推移 

区 分 
昭和 

55 年 

平成 

２年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年 

平成 

27 年 

年少人口 実数（人） 18,207 16,780 14,492 13,200 - 13,000

（0～14 歳） 構成比（％） 19.0 17.2 14.3 13.1 - 12.8

生産年齢人口 実数（人） 63,525 61,157 63,660 62,119 - 59,900

（15～64 歳） 構成比（％） 66.5 62.6 62.7 61.7 - 59.0

高齢者人口 実数（人） 13,849 17,053 23,366 25,304 - 28,700

（65 歳以上） 構成比（％） 14.5 17.4 23.0 25.2 - 28.2

実数（人） 95,582 97,752 101,527 100,623 97,215 101,600
総数 

構成比（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総世帯数（世帯） 25,238 27,724 32,730 34,620 34,851 ―

１世帯あたり人口（人） 3.78 3.52 3.10 2.91 2.79 ―

資料：昭和 55(1980)年～平成 17(2005)年国勢調査 

平成 22(2010)年 国勢調査速報 

平成 27(2015)年 伊賀市総合計画 

 
 
 

 ２  障がいのある人の状況 

障がい者手帳を所持している市民は平成 23（2011）年３月末現在で、5,939

人と、人口のおよそ６％を占めています。平成 22 年度の内訳をみると、身体

障害者手帳所持者は 4,923 人で、そのうちの約６割が肢体不自由です。また、

療育手帳所持者は 625 人で、平成 19（2007）年度と比較して 61 人増加してい

ます。精神障害者保健福祉手帳所持者は 391 人で、平成 19（2007）年度と比

較してから 57 人増加しています。 
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表 2 各障がい手帳所持者数の推移（各年度 3月 31 日現在）[単位：人] 

区 分 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度

身体障害者手帳 4,830 4,796 4,877 4,923

療育手帳 564 584 594 625

精神障害者保健福祉手帳 334 341 360 391

計 5,728 5,721 5,831 5,939

資料：伊賀市社会福祉事務所 

表 3 身体障害者手帳所持者数（平成 23(2011)年 3 月 31 日現在）[単位：人] 

計 

区 分 
視覚 

障がい 

聴覚・ 

平衡機能 

障がい 

音声・

言語・

そしゃく

障がい

肢体 

不自由

内部 

障がい
合 計

者 児 

１級 163 32 2 400 654 1,251 1,224 27

２級 86 120 4 514 11 735 718 17

３級 24 96 41 636 139 936 928 8

４級 25 117 16 865 247 1,270 1,267 3

５級 49 3 0 341 0 393 393 0

６級 47 143 0 148 0 338 335 3

計 394 511 63 2,904 1,051 4,923 4,865 58

H20.3.31 現在 423 547 56 2,838 966 4,830 4,761 69

資料：伊賀市社会福祉事務所 

表 4 療育手帳所持者数（平成 23(2011)年 3 月 31 日現在）[単位：人] 

区  分 計 H20.3.31 現在 

18 歳未満 55 57

18 歳以上 235 219
Ａ１（ 重度） 

Ａ２（重度） 
計 290 276

18 歳未満 94 84

18 歳以上 241 204
Ｂ１（中度） 

Ｂ２（軽度） 
計 335 288

合 計 625 564

資料：伊賀市社会福祉事務所 

表 5 精神障害者保健福祉手帳所持者数（平成 23(2011)年 3 月 31 日現在）[単位：人] 

区 分 計 H20.3.31 現在 

１級 47 41

２級 254 221

３級 90 72

計 391 334

資料：伊賀市社会福祉事務所 
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第３章 障がい者福祉の基本方向 
 

 １  基本理念 

計画の策定趣旨や障がいのある人者の現状、アンケート調査の結果、将来推

計などを踏まえて、次の基本理念を掲げ、その理念に基づく施策や事業を積極

的・計画的に推進します。 

 
 

だれもが自分らしく暮らせるまちをつくる 
 

住み慣れた地域で多くの人々と協力し合いながら、「自分らしい暮

らし」が送れることを誰もが願っています。そのためには、支援や介

護が必要なときも「いきいきと輝ける暮らし」を実現するよう支えあ

うしくみが必要です。 

障がいのあるなしにかかわらず、一人ひとりが主人公になって主体

的に生きる力を身につけ、お互いの人権を尊重しあいながら、つな

がりをもって安心して心豊かに暮らせるよう支援するユニバーサル

デザイン※の理念に基づいた「ひとづくり」、「しくみづくり」、「まち

づくり」が必要です。 

公的な制度に基づくサービスを基盤としつつ、障がいのある人自身

を含めた市民参加によって柔軟、多彩に展開される地域福祉活動と

の効果的な協働を進め、「高参加、高福祉※」の障がい者福祉を実現

していきます。 
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 ２  障がい者福祉の目標 

基本理念の達成に向け、次の３つの障がい者福祉に関する目標を掲げます。 

 

 
目標Ⅰ．一人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる 

「自分らしい暮らし」を実現するには、一人ひとりのニーズや思い

を出発点として、生活を考えていくことが大切です。その人が置かれ

ている状況にあった支援を行っていくために必要な情報提供と相談

支援に取り組み、権利擁護※の視点にたって積極的に働きかけを行っ

ていきます。また、地域の多様な力を活かしたサービスの充実を図り

つつ、効果的な支援を行っていきます。 

また、保健･医療･福祉分野の連携を強化し、障がいのある人が安心

して地域で生活できる体制づくりを推進します。 

 

【目標を実施していくための取り組みの基本方針】 

１．情報提供と相談支援の充実 
２．生活を支援するサービスの推進 
３．保健・医療・福祉分野の連携体制の強化 

 

 
目標Ⅱ．生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる 

障がいのある人が主体的な意識をもって「自分らしい暮らし」の実

現に取り組んでいくためには、ライフステージ※に応じて必要な力を

身につけるための学習・体験や療育等の機会を提供するとともに、そ

れらの成果を活かして社会参加していくための支援を行っていくこ

とが不可欠です。 

生涯を通じた発達支援、就労支援、生活支援を系統的、継続的に行

っていくよう、保健、医療、福祉、教育、労働、住宅等のさまざまな

分野の機関等が情報を共有し、連携していきます。そして、障がいの

種別や程度にかかわらず、一生涯を通じて地域で自立して生活してい

けるよう支援するしくみを構築していきます。 
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【目標を実施していくための取り組みの基本方針】 

１．一生涯を通じた生活支援システムの確立 
２．早期療育と保育の充実 
３．学齢期の子どもの教育・療育の推進 
４．就労支援の推進 
５．社会参加活動の推進 

 
 

 
目標Ⅲ．だれもが心地よく安心して暮らせるまちをつくる 

障がいのあるなしにかかわらず、ユニバーサルデザイン※の理念に

基づく誰もが心地よく暮らせるまちをつくっていくためには、お互い

の人権を尊重し合いながらつながりを持ち、快適で安全なまちづくり

を進めていく必要があります。 

障がいを「特別なもの」と考えるのではなく、共に生きる「地域の

一員」としてみんなが理解しあい、支えあって暮らせる地域づくりに、

障がいのある人自身も主体的に関わっていけるよう支援していきま

す。 

 
【目標を実施していくための取り組みの基本方針】 

１．市民の理解と協働の推進 
２．快適で安全なまちづくりの推進 
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 ３  目標実現に向けた取り組みを進めるうえでの視点 

目標の実現に向けた取り組みを計画的に進めるために、次の５つの視点を位

置づけます。 

 

 
１．市民や団体等の理解と参加を推進する 

「高参加・高福祉※」を実現していくために、市民、あらゆる機関・

団体、事業者等の障がい者福祉への理解と参加を進め、推進します。

そのために、幅広い市民参画のもとで推進されている地域福祉計画と

の一体的な推進を図ります。 

 

 
２．関係機関等のネットワークを構築する 

市民や団体等の効果的な参加と協働を推進していくためには、支援

やコーディネートを進めるうえで中核となる専門機関等の役割が不

可欠です。障がい者福祉に関わる幅広い関係機関等が連携し、各々の

機能を発揮しながら効果的な支援を行っていくよう、障がい者地域自

立支援協議会※等を通じたネットワークづくりをさらに強化していき

ます。 

 

 
３．障がい者福祉の基盤を整備する 

障がい福祉計画に目標数値を掲げる障害福祉サービス※等をはじめ、

発達支援、就労支援、生活支援等に関わる各種サービスが、ニーズ※

に応じて市全域で同じように利用できるようにしていくために、サー

ビスを提供する組織や施設等の基盤整備を、市民、関係機関・団体、

事業者等と連携して取り組んでいきます。 

特に、取り組みが遅れている精神障害者や、障がい者の範囲の見直

しにより新たに障害者自立支援法の対象となった発達障害者に対す

るサービス提供体制を充実するよう、推進していきます。 
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４．ユニバーサルデザイン※のまちづくりを推進する 

年齢、性別及び国籍の違い、障がいのあるなし等を問わず、個人と

して尊重され、すべての人が自由に社会参画できる暮らしやすいまち

づくりを目指し、ユニバーサルデザインの理念に基づいたまちづくり

を推進します。 

 

 
５．効果的な事業推進を図る 

本計画に掲げた取り組みは、障がい者地域自立支援協議会※におい

て関係機関・団体、事業者等が協力して推進していくための具体的な

方策を検討し、優先度等も定めながら効果的に推進していきます。 

また、事業の評価を行い、よりよい取り組みとしていくように努め

ます推進していきます。 
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４  計画の体系 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標 Ⅱ． 
生涯を通じた発達と

社会参加支援のしく

みをつくる 

基本計画(1)発達支援体制の確立・推進 

基本計画(2)自立した地域生活のための支援 

基本計画(3)高齢になった障がいのある人への支援

基本計画(1)障がい児の早期発見・早期療育の充実 

基本計画(2)障がい児保育の充実 

基本計画(1)特別支援教育の充実 

基本計画(2)放課後や長期休業中の活動の場の確保 

基本計画(1)生涯学習等への参加の推進 
基本計画(2)当事者活動の充実 

基本計画(1)就労支援ネットワークづくりの構築 

基本計画(2)企業等における障がい者雇用の推進 

基本計画(3)福祉的就労の推進 

基本方針５．社会参加活動の推進

基本方針４．就労支援の推進 

基本方針２．早期療育と保育の充実 

基本方針３．学齢期の子どもの教育・療育の推進 

目標 Ⅰ． 
一人ひとりに応じた

生活支援のしくみを

つくる 

基本方針１．情報提供と相談支援の充実 

基本計画(1)障がい者福祉に関する情報提供の充実 

基本計画(2)総合相談支援のしくみづくり 

基本計画(3)権利擁護に関する支援 

基本計画(1)福祉サービス等の充実 

基本計画(2)家族介護者等への支援 

基本計画(3)住まいの確保 

基本計画(4)経済的な自立に向けた支援 

基本計画(1)健康づくりへの支援 

基本計画(2)保健・医療・福祉分野の連携体制の強化 

基本方針２．生活を支援するサービスの推進 

基本方針３．保健・医療・福祉分野の連携体制の強化

基本方針１．一生涯を通じた生活支援システムの確立
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基本計画(1)ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

基本計画(2)移動に関する支援 

基本計画(3)防災、防犯に関する支援 

目標 Ⅲ． 
だれもが心地よく安

心して暮らせるまち

をつくる 

基本計画(1)障がいについての理解と福祉教育の実践 

基本計画(2)障がいのある人を支援する地域福祉活動

の推進 

基本方針１．市民の理解と協働の推進 

基本方針２．快適で安全なまちづくりの推進 
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第４章 障がい者福祉の基本計画 
 

目標Ⅰ 一人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる 

 
 

基本方針１ 情報提供と相談支援の充実 
【現状と課題】 

近年、障がいのある人を取り巻く状況はめまぐるしく変化し、障

がい福祉に関する情報量が多くなっています。このため、一人ひと

りのニーズ※や思いに応じた支援を受けるために、法制度やサービス

についてわかりやすく知ることができる環境が重要となります。 

本市では、広報いが市や市のホームページ、障がい者福祉ガイド

ブック※等で、障がい者福祉に関する各種制度やサービス内容に関す

る情報提供を行っていますが、今後も必要な人に的確に情報が伝わ

るよう検討していく必要があります。 

また、障がい者相談支援センター※では専門の相談員が、さまざま

な障がいにおける各種の相談やサービスの利用調整を行うとともに

っていますが、市内６箇所のふくし相談支援センター※では、身近な

ところで気軽に相談できる窓口として困りごとの相談に対応しする

とともに、必要に応じて専門機関等につないでいます。年々相談件

数が増加しており、います。今後は地域福祉計画で設置が検討され

る（仮称）ふくし総合相談支援センター※での相談支援体制を検討す

るとともに、さまざまな機関や地域の支援者との連携を図り、より

円滑に対応できる相談支援体制づくりが必要です。 

そして、障がいのある人の権利擁護※に関しては、平成 23（2011）

年６月に成立した「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※」などに基づく虐待防止や早期対応のための支援

体制の整備を行います必要です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

『相談窓口の充実に必要なこと』として「自分の住んでいる身近

な場所で相談ができること」と答えた人の割合が各手帳所持者で３

割から４割と も高く、地域の多様な力を活かした、身近な地域で

の相談しやすい環境の整備が求められています。また、「適切なアド

バイスができる人材の確保」と答えた人の割合も高く、特に障がい

児では 52.2％と も高く、相談員の質の向上や各機関との連携が求
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められていることがうかがえます。さらに同じ障がいのある人同士

の活動であるピアカウンセラー※への相談も、精神障がいのある人の

48.2％が希望しています。 

 
 

【基本計画】 

（１）障がい者福祉に関する情報提供の充実 

①総合的できめ細かな情報共有の充実 

障がい者福祉に関する情報を、広報いが市やホームページ、障がい

者福祉ガイドブック※等を活用して総合的に提供していきます。その

ために、市が実施するサービスだけでなく、県や関係機関、民間団体

等の事業や活動についての情報も、各々の協力を得ながら掲載してい

きます。 

また、障害福祉サービス事業者、や保育･教育･医療等の関係機関、

障がい者相談員および民生委員児童委員などの地域支援者など障が

いのある人と身近に接する支援者との情報共有を図り、障がい者福祉

に関する情報が必要とする人に的確に届くよう、きめ細かな情報提供

を行います。 

情報提供手段については、ホームページや行政情報チャンネルで随

時 新の情報を提供していくとともに、多様なメディアを活用して効

果的に行いますな展開を図ります。あわせて、情報保障※の観点から

も点字や音声をはじめ、障がいの特性に応じたきめ細かい情報共有手

段の確保に努めます。 

 
②情報を活用する意識づくりの推進 

障がいのある人自身や支援者等が、障がい者福祉に関する情報を収

集したり活用する力を高めていくための方策を検討します。また、障

がい者団体や教育機関等と協力して情報交換の場づくりや学習活動

を進めていきます。 

 
 

（２）総合相談支援のしくみづくり    

①総合的な相談支援と相談支援システムの構築 

生活のさまざまな場面で支援が必要な人のニーズ※を的確に引き出

し、必要なサービスにつないでいくよう、市民にとってわかりやすい

相談支援体制を構築します。そのために、市民が身近なところで気軽

に相談することができる総合相談窓口としてふくし相談支援センタ

ー※を充実させます。また、ふくし相談支援センターに加えて、より
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専門的な障がい者相談支援センター※の体制強化のため、相談員の人

材確保や研修等に取り組みます。さらに、総合的な相談支援を推進す

るために、障がい者相談支援センター・こども発達支援センター※・

地域包括支援センター※の機能を統合し、各分野、制度、サービスの

枠を超えた総合相談支援窓口として、（仮称）ふくし総合相談支援セ

ンター※を設置し、それぞれの相談機関や、支援機関が持っている情

報を共有し、一体的な支援に取り組みます。 

また、各々の分野での各相談支援機関や地域で日常的に相談に対応

している障害福祉サービス事業者、医療機関、教育機関、障がい者相

談員※、民生委員児童委員をはじめとする地域で相談に対応している

人々等のネットワークを充実していきます。そのために、お互いの取

り組みを理解しあうとともに、個人情報を保護しながら情報の共有を

図りつつ、協力して問題解決を図っていくよう取り組みます。 

 
②ケアマネジメント※の充実 

一人ひとりのニーズに応じた継続的な相談支援を行っていくよう、

相談支援機関や障害福祉サービス事業者等での個別支援計画の作成

などによるケアマネジメント※を推進します。また、福祉施設や医療

機関から地域生活に移行する人などをはじめ、特に計画的な支援が必

要な人へのサービス利用計画の作成を推進し、個別ケア会議等を通じ

て関係機関の連携を図りながら支援を行っていきます。 

 
③ピアカウンセリング※の推進 

障がい者団体等と協力して養成講座を開催し、ピアカウンセラーや

ピアサポーターの育成を支援するとともに、ピアカウンセリング※の

場づくりを進めます。などを進め、自己の経験に基づき同じ悩みを持

つ人に対して助言を行い、問題の解決を図るピアカウンセリングを充

実するとともに、ピアカウンセラー※・ピアサポーター※の育成を支

援します。 

 

④身近な地域での相談推進 

障がい者相談員※や民生委員児童委員、福祉（協力）委員※、ふく

し相談支援センター※、住民自治協議会等の協力を得て、支援が必要

な人の発見や身近なところで気軽に相談できる場づくりに取り組ん

でいくとともに、必要に応じて専門的な相談機関に的確につなげがる

しくみづくりを推進します。 

 

 



 

- 17 - 

（３）権利擁護に関する支援 

①権利擁護※に関する相談支援体制の確立 

各相談支援機関が連携し、円滑に必要な支援が受けられるよう権利

擁護に関する総合的な相談支援体制を確立します。 

 
②地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）※の充実 

判断能力に不安がある人の障害福祉サービスの利用や日常的な金

銭管理の支援などを行う地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事

業）※の利用促進を、各相談支援機関等と協力して図っていくととも

に、伊賀地域権利擁護センター※の充実を図ります。 

 

③成年後見制度※の充実 

成年後見制度※を活用した権利擁護※支援を推進していくよう、伊

賀地域福祉後見サポートセンター※が中心となって情報提供や相談支

援を充実します。また、後見活動を担う第三者後見人※を確保するよ

う、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職と連携し、市民による

後見人等の養成を推進するとともに、第三者後見人に対する支援につ

いて検討します。 

 

④虐待の早期発見と支援体制の整備 

障がいのある人の自立や社会参加を促すためには、平成 23（2011）

年６月に制定されした、「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※」に基づき、養護者、障がい者福祉施設従事

者、使用者（事業主）等による障がいのある人への虐待を予防するた

めの支援体制を整備します。また、併せて、発見者の通報を受け、適

切な対応を行う「虐待防止センター」※を設置し、早期発見等的確な

支援に努めますにつなげるしくみを構築します。 
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相談支援体制イメージ図

（仮称）ふくし総合相談支援センター

地域包括支援センター 障がい者相談支援センター こども発達支援センター

民生委員児童委員・福祉（協力）委員 障害福祉サービス事業者

障がい者相談員ふくし相談支援センター 医療関係機関

教育関係機関
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基本方針２ 生活を支援するサービスの推進 
【現状と課題】 

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活できるようにす

るためには、必要な障害福祉サービス※等を身近なところで利用でき

ることが大切です。 

本市では、障害者自立支援法に基づき障がいのある人が地域で自

立した生活を送れるよう、さまざまな障害福祉サービスの提供を行

っていますが、障害福祉サービス事業者の不足が問題となっており、

障がいのある人が必要なサービスを自己選択のもとに利用できるよ

う事業所の参入促進と各事業所のスキルアップのための研修が求め

られます。 

また、地域で自立した生活を送るための拠点としての住まいの確

保も、今後、障がいのある人の地域移行※を推進するうえでの課題と

なっています。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

将来の生活について、「自宅で家族と暮らしたい」と考えている人

の割合は、身体障害者手帳所持者で66.2％、療育手帳所持者で35.4％、

精神障害者保健福祉手帳所持者で 43.1％となっており、すべての障

がいで自宅での生活を望んでいる人が多くなっています。 

 

 
【基本計画】 

（１）福祉サービス等の充実 

①障害福祉サービス※等の充実 

多様なニーズに応じた障害福祉サービス※等が身近なところで利用

でき、また難病※や高次脳機能障がい※、発達障がい※のある人が必要

とする専門的な支援を受けやすくするためには、障害福祉サービス事

業者や専門機関、医療機関等と連携して、人材や拠点の確保と新たな

事業所の拡充を推進します。 

さらに、一人ひとりのニーズにきめ細かく対応し、質の高いサービ

スを提供していくために、事業者や従事者の意識や技術を一層高めて

いくよう、情報提供や研修を推進します。 
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②地域生活への移行に向けた支援 

福祉施設や医療機関から地域生活への移行を推進するため、住居の

確保や就労支援をはじめ、一人ひとりのニーズに対応したサービスを

提供していくよう、取り組んでいきます。 

 
③地域住民や民間団体等の支援活動との連携 

障がいのある人が安心して暮らすためのよりきめ細かな生活支援

を行うために、公的な障害福祉サービスと地域住民や民間団体などに

よる地域福祉活動との連携を推進します。 

 
 

（２）家族介護者等への支援 

①障害福祉サービス※等の利用促進  

障がいのある人を介護している家族等の負担を軽減するために、適

切な相談支援を行い、サービスにつなぐ取り組みを推進します。 

また、急に家族が介護できなくなったときの一時的な預かり場所と

して、短期入所※や日中一時支援※等の事業への参入促進と確保に努

めます。 

 
②介護者の交流や学習活動等への支援 

介護をしている家族同士が、悩みや経験を共有し出し、ながら支え

あいながらったり、交流や学習を通じて介護の負担を軽減できるよう、

介護者による主体的な活動を推進・支援します。 

 
 

（３）住まいの確保 

①居住系サービスの充実 

地域で自立した生活を送っていくための拠点として、グループホー

ム※、ケアホーム※等の施設や人材の確保を、障害福祉サービス事業

者と連携して推進します。また、地域住民等の協力を得ながら、グル

ープホーム、ケアホーム等で生活している人の地域交流を推進してい

きます。 

 
②地域での自立生活に向けた住宅確保の推進 

地域で自立して生活できる住宅を確保していくために、不動産事業

者や地域住民等の理解を得るよう啓発等を行うとともに、公営住宅・

民間賃貸住宅等の利用を推進するよう入居支援を行っていきます。 
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（４）経済的な自立に向けた支援 

①年金、手当等の充実 

経済的に自立した生活を送るために、年金制度・各種手当の充実に

向けて、国や県に要望していきます。また、年金や手当等の支給に関

する情報提供や支援を行っていきます。 

 
②医療等の自己負担軽減のための制度の充実 

所得が低い人などの医療等の自己負担の軽減など、諸制度の改善や

支援措置の充実を国や県に要望していきます。また、社会参加を促進

するために、公共交通機関や施設利用等に関する料金の減免措置等を

充実していくよう、各方面に働きかけます。 

 
③金銭管理に関する支援の推進 

判断能力に不安がある人の日常の金銭管理や、消費者被害等の防止

を支援し、経済的な自立を進めていくよう、成年後見制度※や地域福

祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）※の利用を促進します。 
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基本方針３ 保健・医療・福祉分野の連携体制の強化 
【現状と課題】 

障がいのある人もない人も、誰もが健康な身体とこころを保てる

ように、市民の主体的な健康づくりの取り組みと、年代や障がいの

種別に応じたきめ細かな保健サービスの対応が求められます。 

本市においては、さまざまな保健事業に取り組むとともに、スポ

ーツ大会の開催などを通して、障がいのある人の健康に対する意識

向上に努めてきました。今後も、障がいのある人が参加しやすい健

康づくり活動を継続的に支援していきます。 

また、精神障がいのある人が増加する中で、特にこころの健康づ

くり活動の充実は重要な課題です。 

さらに、健康診査・保健指導を通じて、障がいの原因となる疾病

等の早期発見と予防、リハビリテーションの充実が必要であり、こ

れらの充実のために、医療関係者への理解促進と啓発活動を行うと

ともに等により、保健・医療・福祉分野の連携体制を強化していき

ます。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

診療やリハビリテーションについて、「市内での受け入れ病院を増

やしてほしい」、「リハビリテーションのための施設が不足している」

という意見がありました。 

 
 

【基本計画】 

（１）健康づくりへの支援 

①主体的な健康づくりの推進 

「自分の健康は自分でつくる」という意識を高め、健康管理や健康

づくりに主体的に取り組んでいくよう、啓発や学習機会の提供を充実

していきます。 

 
②保健サービスの充実 

健康の維持・増進を図るとともに、疾病の早期発見や二次障がいを

予防していくために、健康診査、健康相談、健康教室などの保健サー

ビスの利用を促進するよう、障がい者団体や障害福祉サービス事業者、

医療機関等とも協力しながら、情報提供を行います。 
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③こころの健康づくりへの支援 

障がいのある人のこころの健康づくりのために、各種相談支援の充

実を図ります。 

 
 

（２）保健・医療・福祉分野の連携体制の強化 

①保健・医療・福祉分野の連携体制の強化 

障がいのある人がより安心して地域の医療機関を利用できるよう

にしていくため、保健・医療・福祉分野が連携し、障がいについての

理解を深め、対応可能な医療体制の整備を目指すとともに、関係機関

の協力のもと、リハビリテーションのための体制整備や在宅医療サー

ビス体制、救急医療体制の充実に努めます。 
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目標Ⅱ 生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる 

 
 

基本方針１ 一生涯を通じた生活支援システムの確立 
【現状と課題】 

障がいのある人一人ひとりが、社会の中で主体性を発揮して生活

を送っていくためには、保健、医療、福祉、教育、労働、住宅等の

分野が一体となって、障がいのある人やその家族を一生涯を通じて

支援することが重要です。 

しかし、現状では児童から成人へ、また、成人から高齢者へと、

年代が変わるごとに、関係する法律や制度が変わるために受けられ

るサービスや支援機関などの変更を余儀なくされ、一生涯を通じた

一貫した支援体制をとることが困難な状況です。 

本市においては、こども発達支援センター※、障がい者相談支援セ

ンター※、地域包括支援センター※の３つのセンターがそれぞれ各関

係機関と連携し、年代に応じた支援を行っています。が、今後は、

これら３つのセンターが一体となり、保健、医療、福祉、教育、労

働、住宅等の各分野と連携し、保育所（園）が作成する個別支援計

画、学校が作成する個別の教育支援計画に加え、保護者が作成する

「（仮称）伊賀市サポートファイル」※の活用も視野に入れて、障が

いのある人やその家族を一生涯を通じて支援していく体制をつくっ

ていくことが必要です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

障がいのある子どもの保護者に『相談窓口で必要なこと』を尋ね

ると、54.9％の人が「福祉、教育、就労等の一貫した相談支援体制

を充実すること」と答えています。 

 
 

【基本計画】 

（１）発達支援体制の確立・推進 

①発達支援システムの構築 

乳幼児期、学齢期から青年期までの障がいのある子どもを、保健、

医療、福祉、教育等の関係機関が横断的に連携し、個人情報を保護し

つつ情報を共有しながら、一貫して支援していくしくみづくりが必要

です。そのために、関係機関等とのコーディネートや情報共有を進め、
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総合的な情報提供や相談支援を行うための組織として設置したこど

も発達支援センター※のより一層の充実を図り、概ね 18 歳までの子ど

もを対象とした途切れのない発達支援システムを構築していきます。 

 
②発達障がい児等に対する支援 

発達支援システムでは、身体障がい、知的障がい、精神障がいに加

え、高機能自閉症※、注意欠陥多動性障がい※、学習障がい※などの発

達障がいがある子どもやそれらの不安を抱えた家族や関係者への支

援を行います。 

 
（２）自立した地域生活のための支援 

①自立した地域生活のための支援 

ライフステージ※に応じて自立した生活に必要な力を身につけるた

めの学習・体験等の機会を提供するとともに、それらの成果を活かし

て社会参加していくための支援を行っていくことが重要です。 

生涯を通じた生活支援、就労支援を系統的かつ継続的に行っていく

よう、障がい者相談支援センター※が中心となり、関連機関と情報を

共有し、連携していきます。そして、障がいの種別や程度にかかわら

ず、地域で自立して生活していけるよう支援するしくみを構築してい

きます。 

 
（３）高齢になった障がいのある人への支援 

①高齢になった障がいのある人への支援 

高齢化が進んでいる率の高い本市においては、高齢になったの障が

いのある人者手帳所持者が増加しています。 

高齢になった障がいのある人の地域での生活の支援について、他の

制度との利用も含め連携をとりながら、関係機関と検討していきます。 
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基本方針２ 早期療育と保育の充実 
【現状と課題】 

障がいのある子どもや発達に支援が必要な子どもを早期に発見し、

適切な療育や支援につなぐことは重要なことであり、乳幼児期から

安心して療育や保育が受けられる基盤づくりが求められています。 

本市では乳幼児健診等を実施し、障がいのある子どもや発達に支

援が必要な子どもの早期発見に取り組んでいます。また、市内の療

育施設や保育所（園）で、障がい児保育を実施するとともに、子育

て支援センター※等で育児等に関する相談を行っています。 

今後は、こども発達支援センター※を中心に関連機関と連携を密に

し、保育士等が障がいについての理解を深めるための研修を行うな

ど、適切な保育ができる環境づくりに努めるとともに、障がいのあ

る子どもや発達に支援が必要な子どもに対する個別指導の充実が必

要です。また、子どもの障がいを受け入れられない保護者に対する

支援についても検討が必要です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

障がいのある子どもの保護者に『困った時の相談相手』を尋ねる

と「家族・親族」（66.4％）が も多く、ついで「保育所・幼稚園や

学校の先生」（38.9％）となっています。 

『障がい福祉相談窓口の充実に必要なこと』として「福祉、教育、

就労等の一貫した相談支援体制を充実すること」が も高くなって

います。 

 
 

【基本計画】 

（１）障がい児の早期発見・早期療育の充実 

①早期発見体制の充実 

障がいのある子どもや発達に支援が必要な子どもを早期に発見し、

適切な療育や支援につないでいくよう、早期発見体制の充実を図るた

めに、乳幼児健診等の母子保健事業の充実を図り、母子に身近に接す

る医療機関等との連携を強化し、障がいや発達について保護者等が気

軽に相談できる体制を充実していきます。 

また、保育所(園)で保育士が障がい等に気づき、保護者等の相談に
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対応しながら必要な支援につないでいけるよう、こども発達支援セン

ター※との連携を密にし、障がい児保育研修の充実を図るなど職員の

質の向上を目指します。 

 
②早期療育体制の充実 

早期療育を充実していくよう、保育所(園)、幼稚園や専門機関が一

層連携できる体制づくりを推進するとともに、こども発達支援センタ

ー※において支援が必要な子どもを総合的・定期的に把握し、支援で

きる体制を充実します。また、個別の専門的な療育を受けられるよう、

関係機関との連携を強化するとともに、「療育センター※」の設置につ

いて検討していきます。 

 
③発達に関する保護者等の理解の推進 

障がいや発達に支援が必要な子どもの保護者等が、障がいや発達に

ついての理解を深め、早期発見や早期療育の必要性を理解し発達支援

システムが目指す考え方に納得し、共に取り組んでいけるよう啓発に

努めていきます。また、こども発達支援センター※を広く周知してい

きます。 

 
 

（２）障がい児保育の充実 

①障がい児保育体制の推進 

障がいのある子どもの発達支援を推進するよう、障がい児保育を継

続して実施していきます。そのなかで、一人ひとりの障がいや二一ズ

に応じた保育を行うよう、保育士等の人材の確保や障がい児保育の理

解と知識を深めるための研修を行なうなど、保育環境の充実を図って

いきます。 

 
②専門機関等との連携強化 

こども発達支援センター※を中心に、他の専門機関との連携を密に

しながら、保育所（園）への巡回相談等を充実します。 
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基本方針３ 学齢期の子どもの教育・療育の推進 
【現状と課題】 

障がいのある子どもや発達に支援が必要な子どもが、社会の一員

として主体性を発揮し、目標をもっていきいきと生活できるよう、

その子どもに応じた教育や療育の推進が重要です。 

本市においては、特別支援学校※や専門機関との連携を図りながら

就学指導を行い、一人ひとりのニーズに応じた支援の充実に努めて

きました。 

今後において、障がいのある子どもの多様なニーズに対応するた

め、教職員の資質向上を図るとともに、進学や就職などが円滑につ

ながるように、途切れのない支援体制が必要です。 

また、日中一時支援事業※で長期休業中の児童及び生徒の日中活動

の場の確保に努めを行ってきましたが、児童や生徒を受け入れる事

業所がまだ不足してが問題となっており、います。引き続き日中一

時支援事業※への参入促進や送迎の確保等を図り、サービスが受けや

すい環境を整えることづくりが必要です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

現在の長期休業中や放課後の過ごし方について、障がい児では、

「家で過ごしている」が 81.8％と も高い中で、「日中一時支援事業

所に通っている」が 20.0％となっており、長期休業中や放課後の居

場所づくりが重要です。 

 
 

【基本計画】 

（１）特別支援教育※の充実 

①就学指導の充実 

一人ひとりの二一ズに応じた教育を実現するため、乳幼児期の支援

をふまえた就学時の相談や支援の充実を図ります。そのために、発達

支援システムのなかで関係機関が連携し、情報をの共有しながらと的

確な引き継ぎを通じて、系統的な支援を行っていきます。 

 
②地域の学校での特別支援教育※の充実 

一人ひとりの二一ズに対応した特別支援教育※を、各校のコーディ

ネーターが中心となって、個別の教育支援計画に基づき推進します。

そのために、教職員の専門性を高めていくための研修を充実していく
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とともに、必要に応じて介助員※等の配置や教育環境整備に努めます。

また、障がいのある子どもが適切な教育を受けられるよう、二一ズに

応じた特別支援学級※の設置を県に要望していきます。 

 
③特別支援学校※や専門機関等との連携強化 

それぞれの地域の学校での特別支援教育※を専門的な見地から支援

していくよう、特別支援教育連携協議会や教育相談事例検討会等を通

じて特別支援学校※との連携を強化していきます。また、学齢期の児

童・生徒の二一ズに応じた機能訓練等を行っていくよう、医療機関や

専門機関と連携していきます。さらに、教職員の資質向上のための研

修や支援体制の整備を行い、連携強化を図ります。 

 
 

（２）放課後や長期休業中の活動の場の確保 

①日中一時支援事業※等障害福祉サービスの充実 

日中一時支援事業※をはじめとする障害福祉サービス※を充実し、

障がい児の居場所づくりを努めすすめます。 

 
②放課後児童クラブにおける受入れの推進 

障がいのある子どもの放課後や長期休業中の活動の場として、子ど

もたちが、障がいのあるなしにかかわらず、一緒に遊んだり、気軽に

活動できるよう、放課後児童クラブ※での受け入れを継続して行って

いきます。 
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基本方針４ 就労支援の推進 
【現状と課題】 

障がいのある人の就労を支援することは、障がいのある人の社会

的自立、経済的自立とともに、社会参加を促進し、自己実現を図る

上でも重要です。 

本市では、関係機関との連携を図り、就労支援のネットワークづ

くりや、総合的な相談支援とコーディネートができる体制づくりを

推進してきました。また、企業等に対しても啓発を行い、企業等に

おける障がい者雇用の推進を図ってきました。しかし、障がい者雇

用について一定の理解を示している企業は多いものの、実際の雇用

に結びついておらず、障がいに応じた柔軟な就労形態の受け入れに

ついての理解の普及啓発とともに、継続的な就労を支援するジョブ

コーチ※やジョブサポーター※の人材育成と周知が必要です。 

さらに、障がいのある人の働く場を確保するため、行政として率

先して障がい者雇用に取り組むとともに、福祉的な就労の場である

就労系事業所の安定した生産活動を継続していくための支援を行い

ます。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

『障がいのある人が働くために必要な環境・条件』としては、各

手帳所持者とも「事業主や職場の人が障がい者雇用について十分理

解していること」が約３割と も高くなっており、企業への障がい

に対する理解の促進が求められています。 

 
 

【基本計画】 

（１）就労支援ネットワークづくりの構築 

①就労支援ネットワークの構築 

障がい者地域自立支援協議会※就労部会に、行政、ハローワーク、

各相談機関、障害福祉サービス事業者等の就労支援を行う機関、商工

会議所、商工会等が集まり、福祉関係機関と労働関係機関のネットワ

ークによる情報・意見交換を強化し、障がいのある人の就労支援を効

果的に推進していきます。 
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②総合的な相談支援とコーディネートの充実 

ハローワークや各相談機関で実施している障がいのある人の就労

に関する相談支援を充実していくよう、連携を強化していきます。 

また、就労した人を継続的に支援するため、各相談支援機関でコー

ディネートができる体制を充実していくとともに、ジョブコーチ※等

の活用や連携を強化して、よりきめ細かく支援できるしくみづくりを

検討していきます。 

 
③ジョブコーチ※やジョブサポーター※等の人材育成 

就労を希望する障がいのある人の継続的な就労を支援するため、障

がいの特性などに応じた働きやすい環境を整備していくよう、相談や

アドバイスなどを行うジョブコーチ※やジョブサポーター※等の人材

育成に務めます。 

 
 

（２）企業等における障がい者雇用の推進 

①企業等への啓発 

障がいのある人の雇用や就労については、事業主に障がいの特性や

施策及び制度について十分理解してもらうことが重要必要です。そこ

で、ハローワークや就労支援を行う機関等と協力して啓発を推進する

ために、広報いが市や関係機関の機関紙等を活用し、情報発信を行っ

ていきます。 

また、障害者雇用促進法に基づき、障がいのある人の雇用促進に努

め、ハローワーク等と連携して企業等における法定雇用率の達成を促

していきます。 

 
②障がい者雇用を行う企業等に対する支援 

障がい者雇用を促進するよう、障がい者雇用を検討している企業等

からの相談に対応していくとともに、助成制度を活用するための助言

や手続きの支援等をハローワークと連携して行っていきます。 

また、障がいのある人を雇用している企業等に対して、障がいの特

性などに応じた働きやすい環境を整備していくよう、相談やアドバイ

スなどを行うジョブサポーター※をの養成に努めます。さらに、障が

い者雇用についての意欲を高めるための方策として、障がい者雇用を

積極的に行っている企業等をホームページ等で紹介していきます。 
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③行政機関での障がい者雇用の推進 

市役所での障がい者雇用の拡充を図るため、継続して正規職員を採

用し、臨時職員についても採用枠を拡大していきます。また、市役所

における障がい者職場実習事業※を継続的に実施し、職員の障がいの

ある人に対する理解の促進を図るとともに、その成果などの情報を企

業等に提供して、企業等における障がい者雇用の推進を図ります。 

 
④就労に向けた訓練・実習等の充実 

企業等で就労するための意欲や、企業が求める知識・技能などを身

につけるよう、自立訓練事業※や就労移行支援事業※を推進します。

障害者トライアル雇用制度※や職親制度※・職場適応訓練事業※などの

委託訓練事業等を活用しながら、就労に向けた実践的な訓練や実習を、

就労支援を行う機関等と連携して推進します。 

 
⑤職場定着のための支援 

就労した人が職場に定着できるよう、企業等と相談支援機関等が連

携し、生活面のサポートも含めた継続的な支援を行っていきます。 

 
 

（３）福祉的就労の推進 

①日中活動系サービス等の充実 

企業等での就労が難しい人が生産的な活動を通じて社会参加して

いくよう、就労継続支援事業※等の充実を推進します 

 
②就労事業への支援 

就労継続支援事業※等での生産活動の充実と工賃の確保を図るため

に、企業等と連携して生産業務の拡大を推進します。 

 
③共同受注制度※や社会的事業所※の検討 

福祉的就労の工賃の向上を目指し、共同受注制度※の導入や障がい

のある人とない人が共に働く社会的事業所※の設置を検討していきま

す。 
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基本方針５ 社会参加活動の推進 
【現状と課題】 

障がいのある人の積極的な社会参加を促進するためには、それぞ

れの興味や関心に応じて、さまざまな生涯学習活動等に積極的に参

加できる環境づくりが大切です。 

本市では、障がいのある人の社会参加を支援するため、生涯学習

等への参加費用の助成や、参加のための移動支援、コミュニケーシ

ョン支援を行ってきました。しかし、すべての事業に対し対応でき

ていない状況にあるため、誰もが参加しやすい事業実施を図り、今

後も障がいのある人の生涯学習活動を継続的に支援していくことが

必要です。 

また、障がいのある人自身による交流会や地域フォーラムの開催

などを支援することにより、当事者同士の交流も図られています。

今後も引き続き、当事者同士が交流できる場を提供していくことが

必要です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

身体に障がいのある人からは、市内で行う講演会・シンポジウム

などのイベントにおける要約筆記※などの情報保障※を求める声や、

駐車場のない公民館の利用が困難だという声があがっており、誰も

が参加しやすい環境整備が求められています。 

 
 

【基本計画】 

（１）生涯学習等への参加の推進 

①市民が参加しやすい生涯学習等の推進 

障がいのある人が、生活の向上を図り、ゆとりやうるおいのある生

活を送るために、文化・芸術活動やスポーツ活動などで仲間づくりや

体力を増進し、達成感を感じることは重要です。そのため、講座、教

室等への参加を推進するとともに、障がいのある子どもの学校外活動

を支援します。 

 
 

（２）当事者活動の充実 

①障がいのある人自身による主体的な活動への支援 

障がいのある人が地域福祉活動等に主体的に取り組んでいくよう、
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障がい者団体等と協力しながら活動の場づくりや情報提供などを推

進します。 

また、障がい者団体による活動を一層活性化するために、メンバー

の拡大や交流を深め、お互いの経験を活かした学習等の取り組みを充

実していくとともに、市民、関係団体等と協働していくよう支援して

いきます。 

さらに、スポーツ担当部局と連携し、障害者スポーツ指導者※につ

いて啓発し、資格取得を支援促進します。 

 
②交流・学習の場の充実 

障がいのある人が社会参加活動に主体的に参加する意欲を高めて

いくために、障がいのある人同士が交流や学習を行う機会を充実して

いくよう、障がい者団体等と協力して推進します。 

また、イベント等を実施する際にはを企画開催するなかで、磁気誘

導ループ※の設置、要約筆記※や手話通訳などによる情報保障※を行う

ことで、コミュニケーションの充実を図ります。 
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目標Ⅲ だれもが心地よく安心して暮らせるまちをつくる 

 
 

基本方針１ 市民の理解と協働の推進 
【現状と課題】 

障がいのある人もない人も安心して心豊かに暮らせる地域社会は、

ノーマライゼーション※の理念が行き届いた住みやすい社会である

といえます。そうした社会づくりを推進するためには、すべての人

が障がいについて正しく理解し、認識を持つことが不可欠です。 

また、近年、市民のボランティアへの関心が高まり、個人や団体、

地域、企業が積極的に福祉、環境、教育等さまざまな分野の活動に

参加しています。そこで、子どもの頃からの交流や体験活動を充実

させ、福祉教育の充実を図ることによりボランティア活動への参加

をさらに促進するとともに、ボランティア養成講座修了者をボラン

ティア活動の実践の場につなげていくことが必要です。 

さらに、市内の各地域に「伊賀市自治基本条例」に基づく住民自

治協議会が設置され、民生委員児童委員や地域組織と連携し、地域

で支援体制を構築していく中で、市民と行政が障がいについて正し

く理解し、その認識を共有し、協働するまちづくりが求められてい

ます。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

『障がいによる差別・いやな思い』として、「時々ある」の回答が、

身体に障がいのある人で 21.8％、知的障がいのある人で 35.0％、精

神に障がいのある人で 36.2％と答えており、また、『障がいに対する

市民の理解』について「あまり深まったとは思わない」が も多く

なっていることから、障がいに対する理解の浸透が求められていま

す。 

 
 

【基本計画】 

（１）障がいについての理解と福祉教育※の実践 

①障がいのある人の人権に関する理解と認識の啓発 

障がいのある人の問題を、人間の尊厳と幸福を求める権利の平等と

いう基本的人権の問題としてとらえ、障がいのある人のみが抱える問

題ではなく、市民一人ひとりが障がいを身近な問題として考えていく
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ことが重要です。そのため、広報いが市やホームページ、各種パンフ

レット等を通じた啓発を推進するとともに、障害者週間※等のイベン

トを通じて障がいについての理解を呼びかけていきます。また、障が

いのある人自身が啓発活動などに主体的に参加するとともに、市民、

事業者、関係機関・団体等と行政が協力して取り組んでいきます。 

 
②障がいのある人への差別の禁止に関する制度整備の検討 

 いまだ後を絶たない障がいのある人に対する偏見や差別を解消する 

ため、国に対して障がい者差別禁止法制の早期実現を要望していくと 

ともに、本市においても障がいのある人に対する差別を禁止する条例 

の制定にむけた取り組みを検討します。 

 

③学校での交流や体験学習の推進 

障がいについて理解し、共に生きる意識や接し方を自然に身につけ

ることができるよう、保育所(園)・幼稚園・小中学校等での取り組み

を推進します。そのために、特別支援学校とも連携し、体験や交流を

活かした学習などの充実を図ります。これらの取り組みを、障がいの

ある人の参加や関係機関・団体、地域等の協力を得ながら推進します。 

 
④地域での福祉教育や交流・体験学習等の推進 

地域住民の障がいについての理解を深めるために、障がい者団体や

住民自治協議会等と協働して、交流や体験学習等の取り組みを推進し

ます。 

 
 

（２）障がいのある人を支援する地域福祉活動の推進 

①体系的な人材育成のしくみづくり 

障がいのある人の生活を支援する活動を推進するよう、障がいにつ

いての理解・学習と連動させながら、ボランティア活動等の情報提供

を行い、広く市民に参加を呼びかけていきます。また、ボランティア

養成講座等を行っていくとともに、ボランティア活動・ＮＰＯ活動を

行っている市民や団体等への支援を行います。ボランティア活動等に

市民が参加するよう、さらに学校や企業等への呼びかけや、住民自治

協議会等と協働した取り組み等を推進します。どのような技術をもっ

たボランティアの育成が必要になるのかを体系的に整理し、人材育成

を行うしくみづくりを推進します。 

 
②身近な地域での助け合い活動の推進 



 

- 37 - 

民生委員児童委員や福祉（協力）委員※、地域福祉の担い手として

育成された人などによる日常的な支援とともに、住民同士の見守りや

助け合いのしくみを構築していきます。 

また、地域における見守り活動や災害時の避難支援に必要な情報に

ついては、守秘義務を遵守し、提供・共有します。 
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基本方針２ 快適で安全なまちづくりの推進 
【現状と課題】 

誰もが心地よく安全に暮らせるまちをつくるため、ユニバーサル

デザイン※のまちづくりを推進していくことが重要となります。 

そのためには、広く市民にユニバーサルデザイン※の理念を啓発・

普及させるとともに、行政においてもユニバーサルデザイン※の理念

に基づいた事業を推進していくことが必要です。 

また、障がいのある人が安心して外出できるよう公共交通施設機

関の整備や福祉有償運送※等の充実や、外出中の支援を行うガイドヘ

ルパー※の養成等、移動のための支援の充実が必要です。 

さらに、災害や犯罪に対して弱者となりやすい障がいのある人が

安心して暮らせるよう地域での日常的なつながりを大切にして支援

していくしくみをつくることが必要です。 

 
（アンケート調査の結果からみたニーズ） 

『ユニバーサルデザインを進めるために優先して整備すべき環

境・制度』としては、身体に障がいのある人で「道路、建物、乗り

物等の出入り口の段差解消」（41.0％）、知的障がいのある人、精神

障がいのある人では、「障がいのある方が利用しやすいバスなどの交

通手段の充実」が も多くなっています。 

また、『災害時の不安』として、身体に障がいのある人で「安全な

ところまで避難することができない」、知的障がいのある人で「避難

場所で周りの人とのコミュニケーションがとれない」、精神障がいの

ある人で「必要な治療や薬が確保できない」が も多くなっていま

す。 

 
 

【基本計画】 

（１）ユニバーサルデザイン※のまちづくりの推進 

①ユニバーサルデザイン※の普及・啓発の推進 

あらゆる機会を啓発の場ととらえ、年齢、性別及び国籍の違い、障

がいのあるなしに関係なく誰もが心地よく利用しやすいユニバーサ

ルデザイン※の考え方を普及・啓発する活動に努めます。 

また、さまざまな分野でユニバーサルデザイン※のまちづくりを推

進していくよう、市民や企業等の理解を深めていきます。 
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②情報のユニバーサルデザイン※化の推進 

視覚や聴覚等に障がいのある人に必要な情報が伝わるよう各種情

報のユニバーサルデザイン化を推進し、誰もがわかりやすい情報提供

を行うよう取り組んでいきます。 

案内表示はふりがなをつけ、シンプルで効果的な表示にし、窓口や

電話等の対応では分かりやすい表現を心がけます。 

また、的確なコミュニケーションができるよう、公共機関や医療機

関等に、手話通訳者の配置や派遣等を推進します。 

 
③ユニバーサルデザイン※の理念に基づいた事業の推進 

本市においては、誰もが使いやすい公共施設とするため、「三重県

ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例※」に基づき整備すると

ともに、窓口には拡大読書器※や簡易筆談器※等を設置し、全ての職

員がコミュニケーションがとれるよう努めます。また、公共施設の案

内表示や行政文書の文字の大きさや配色を考慮し、誰もがわかりやす

いものにするなど、ハード面だけではなくソフト面でもユニバーサル

デザインの理念に基づいた事業を推進します。 

市主催の講演会や各種イベントの際には誰もが参加しやすいよう、

手話通訳や要約筆記※をつけるなどの情報保障※やコミュニケーショ

ン手段及び移動手段の確保に努めます。 

さらに、ユニバーサルデザイン庁内推進委員会※において、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、市の行なう事

業が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しく

みをつくります。 

 
 

（２）移動に関する支援 

①持続可能な交通体系の構築 

障がいのある人や高齢者の負担の軽減に配慮し、安全・快適で円滑

に移動することができる交通施設の整備等を推進し、手段の不足が、

障がいのある人の地域での生活の妨げにならないよう、交通担当部局

と連携し、持続可能な交通体系の構築を目指します。 

 

②福祉有償運送※の充実 

有償で送迎サービスを行う福祉有償運送事業者がサービスを安定

的に提供出来るよう支援を充実し、公共交通機関を利用して移動する

ことが困難な障がいのある人の移動手段を確保に努めます。 
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③移動支援のためのサービスの充実 

障がいのある人が行動する際に生じる危険を回避するのに必要な支

援、外出時における移動中の介護を行い、社会参加を促進するため、

ガイドヘルパー※の養成を推進します。 

 
 

（３）防災、防犯に関する支援 

①防災、防犯に関する意識づくりの推進 

地域で安心して暮らしていくために、障がいのある人や家族、支援

者が防災や防犯についての理解を深め、自分自身で取り組む意識を高

めていくよう、障がい者団体等と協力して情報提供や学習を充実して

いきます。あわせて、災害時に備えた日常的な取り組みとして、住宅

や家庭内の点検、地域とのつながりづくり、避難方法の確認などを推

進していきます。 

 
②支援が必要な人の把握と支援体制づくりの推進 

「災害時要援護者避難支援プラン※」に基づき、災害時に支援が必

要な障がいのある人を把握し、身近な地域で支えていくよう、個人情

報を保護しつつ関係機関や住民自治協議会、民生委員児童委員、地域

支援者等による支援体制づくりを推進していきます。 

また、普段からの交流や訓練等を通じて、いざというときに的確な

対応ができるよう推進していきます。 

 
③障がいに配慮した避難所の確保と避難所での生活支援の推進 

災害時の避難所を障がいのある人が安心して利用できるよう、間仕

切等による福祉スペースの確保に努めるとともに、介護やコミュニケ

ーションを支援する体制づくりを、障害福祉サービス事業者やボラン

ティア等と推進していきます。 

また、一般の避難所で過ごすことが難しい人については、市が所有

する福祉施設に加え市内の社会福祉法人が所有する福祉施設におい

ても受け入れていただけるよう、と協定を締結し、福祉施設等で受け

入れていく福祉避難所※の指定を行いました。今後は、福祉避難所※

について周知していくよう努めていきます。 

さらに、地域住民が障がいの特性を理解し必要な支援ができるよう、

障がいについての理解やふだんからの交流などを進めていくととも

に、避難所での対応等に関するマニュアルづくりを推進します。 
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第５章 計画の推進のための取り組み 
 

１．地域自立支援協議会※の運営 
地域自立支援協議会は、障害者自立支援法第 77 条第１項第１号に

基づく相談支援事業を実施していくうえで、中立・公平性を確保し、

事業を適切に運営するとともに、障がい者支援に関する機関・団体等

のネットワークを構築し、困難ケースへの対応などを図っている組織

として位置づけられています。 

本市では、こうした機能に加え、本計画の進捗状況の確認及び評価

を行うとともに、障がい者福祉を推進していくうえでのさまざまな協

議を行っていく中核的な組織として障がい者地域自立支援協議会※を

設置し、障がいのある人や保健、医療、福祉、教育、労働等の幅広い

機関の代表の参加を得ながら、運営していきます。 

障がい者地域自立支援協議会※は、全体会に加えて、療育、相談支

援、就労支援、精神保健など、障がい者福祉の課題に応じた部会を設

置し、本計画に位置づけている、相談支援システム、発達支援システ

ム、就労支援ネットワーク等を一体的に推進していきます。 

 

２．庁内推進委員会の運営 
障がい者地域自立支援協議会※において協議された事項をはじめ、

障がい者福祉に関して本市が実施していく施策や事業を連携を推進

していく庁内組織として障がい者福祉計画庁内推進委員会を設置し

ます位置づけています。 

本委員会は障がい者地域自立支援協議会※の全体会および各部会と

連携を図るよう、必要に応じて庁内関係各課の担当者等により構成す

るプロジェクトチームを設置し、施策や事業を推進していきます。 

 

３．事業を実施する体制の確保 
一人ひとりのニーズに応じた支援を行っていくために、各々の事業

を的確に実施していくための人材を確保するとともに、専門性を高め

ていくよう、事業者等と協力して取り組んでいきます。 

特に、障害福祉サービスの提供に従事する人材の確保が困難になっ

ていることから、福祉従事者の処遇改善を国に求めていくとともに、

法律や制度の変化などを早急に把握・情報共有し、円滑な事業運営に

取り組んでいきます。 
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また、的確な支援を行ううえでの要となる相談支援の充実を図って

いくために、相談支援機関の体制と専門性を一層強化していくととも

に、障がい者地域自立支援協議会※等での議論を進め、個々の機関の

専門性を活かした対応の充実を図っていきます。 

 

４．市民や多様な団体等への普及啓発と協働 
本市がめざす、「高参加・高福祉※」の地域福祉を進めていくため、

多くの市民が障がい者福祉に関心をもち、一人ひとりができることに

参加して、お互いに協力していくことが不可欠です。 

そのために、各種イベント等の事業を通じて、障がいに対する理解

を深めるための普及啓発を図ります。 

また、地域福祉計画推進委員会との連携も図りながら、市民や地域

で活動しているさまざまな団体等が障がい者福祉に関わっていくよ

う、各事業等における協働や、活動に対する支援を行っていきます。 

さらに、災害時の支援やいざというときのＳＯＳを発見できるしく

みとなる災害時要援護者避難支援プラン※について、地域と協働して

取り組んでいきます。そのために必要な情報については、「伊賀市個

人情報保護条例※」に基づき、その情報について守秘義務を遵守し、

情報を提供・共有します。 

 

５．障がい者福祉の拠点づくり 
障がいのある人一人ひとりが、必要な支援を必要なときに受け、一

生涯を安心して暮らしていくためには、体系的な生活支援のシステム

づくりが必要です。そのため、障がい者相談支援センター※・こども

発達支援センター※・地域包括支援センター※の機能を統合した（仮

称）ふくし総合相談支援センター※による総合相談支援窓口が機能し、

障がいに関するさまざまな相談に対応し、必要な窓口やサービス等に

的確につないでいく、障がい者福祉の拠点づくりを推進します。 

 

６．国・県・関係機関等との連携 
市が障害者自立支援法※に基づき行う障害福祉サービス※等のさま

ざまな事業を推進していくには、広域的な対応や専門性が高い事業な

どについては国・県・関係機関等と連携を密にし、事業を実施してい

きます。 
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伊賀市障がい者福祉計画の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

障がい者福祉の基本方向 

基 本 理 念 

だれもが自分らしく暮らせるまちをつくる 

↓ 

障がい者福祉の目標 

Ⅰ．一人ひとりに応じた生

活支援のしくみをつくる 

Ⅱ.生涯を通じた発達と社会

参加支援のしくみをつくる 

Ⅲ．だれもが心地よく安心し

て暮らせるまちをつくる 

       ↓           ↓           ↓ 

目標実現に向けた取り組みを進めるうえでの視点 

市民や団体等の理解と参加を推進する 

関係機関等のネットワークを構築する 

障がい者福祉の基盤を整備する 

ユニバーサルデザインのまちづくりを推進する 

効果的な事業推進を図る 

 

 基 本 方 針 

Ⅰ．一人ひとりに応じた生

活支援のしくみをつくる 

Ⅱ．生涯を通じた発達と社会

参加支援のしくみをつくる 

Ⅲ．だれもが心地よく安心し

て暮らせるまちをつくる 

１.情報提供と相談支援

の充実 

２.生活を支援するサー

ビスの推進 

３.保健･医療･福祉分野

の連携体制の強化 

１.一生涯を通じた生活支

援システムの確立 

２.早期療育と保育の充実 

３.学齢期のこどもの教育･

療育の推進 

４.就労支援の推進 

５.社会参加活動の推進 

１.市民の理解と協働の推  

 進 

２.快適で安全なまちづく

りの推進 

計画推進のための取り組み 

１．自立支援協議会の運営 

２．庁内推進委員会の運営 

３．事業を実施する体制の確保 

４．市民や多様な団体等への普及啓発と協働 

５．障がい者福祉の拠点づくり 

６．国･県･関係機関等との連携 


