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平成２５年度第２回伊賀市障がい者福祉計画策定委員会議事概要 

 

                    日時 平成２６年１月３１日（金） 

                       午後２時 15分～午後４時２５分 

                    場所 ハイトピア伊賀５階  

多目的大研修室 

 

【出席委員】 

坂本元之・福澤正志・藤島恒久・野田一尊・矢野真砂子・宮本勝巳・平井俊圭・ 

福永重子・奥西利江・小倉由守・福原和寿代・市川知恵子・水谷敬一・稲垣裕久・ 

中山滋美・中島和徳・東出昇治・堀川一成・鈴木伸宏・川口惠美子・山口恭司   

【欠席委員】 

北野誠一・吉池穀志・森藤歌代子・萩原忠之 

【事務局】 

山下豊健康福祉部長 

障がい福祉課（中ひとみ・中出光美・藤岸登・田中宏明・藤田成充） 

障がい者相談支援センター（山田友子） 

（株）日本開発研究所三重（舘啓司） 

 

（事務局） 

ただいまから第２回伊賀市障がい者福祉計画策定委員会を開催させていただきます。

本日は、昨年１１月末に行いました「伊賀市障がい者福祉計画策定のためのアンケー

ト」の調査結果の報告を事務局よりさせていただきます。その後、皆様からアンケー

ト結果から見えてきた課題についてご意見をいただきたいと思います。 

 

１（健康福祉部長）あいさつ 

 

（事務局） 

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

ただきますことをご了承ください。 

・配布資料の確認 

それでは事項書に沿って進めさせていただきます。ここからの進行は伊賀市障がい

者福祉計画策定委員会条例第６条に基づき委員長の北野様にお願いするところですが、

本日ご欠席ですので第５条に基づき、坂本副委員長様にお願いしたいと思います。 

 

【議題】 

２ 障がい者福祉計画策定のためのアンケート調査の結果報告について 

 

（副委員長） 

 本日は、委員長が欠席という事で代理をさせていただきますが、皆様のお助けを借

りて何とか大事な課題が見つかりますようによろしくお願いします。 

 それでは、アンケート調査の結果報告について事務局から説明をお願いします。 
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（事務局） 

資料の「伊賀市障がい者福祉計画策定のためのアンケート調査結果報告書【速報版】」

に基づき、調査結果の概要を説明させていただきます。 

 なお、本日の報告は「速報版」ということで「障がい者調査」と「障がい児調査」

のみで、「市民調査」の結果がまだ出ておりません。正式な報告書につきましては、後

日郵送させていただきますので次回の委員会でご意見をいただきたいと考えておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 ・「速報版」に基づき説明 

 

（副委員長） 

事務局の説明に対してご質問がありましたらお願いします。 

 

（委員） 

 有効回収率、障がい者が４９．２％、障がい児が４２．７％、その他市民が４４．

９％という事で半分にも達していないが、先ほど事務局から説明のあった人数等の数

値にこの％をかけた数字と考えるべきなのか。回収率が６０～７０％なら分かるのだ

が、回収率４０％代の結果、これを是非と考えるのはベターなのかどうか。事務局は

どう考えているのか。 

 

（副委員長） 

 このようなアンケートには、「これだけの回答があったら有効とする」というような

基準のようなものもあろうかと思いますがいかがですか。 

 

（部長） 

 有効回収率については、半分を下回っていますが、これは一つの結果とみなして皆

さんに認識していただきたいと思います。決してこれが無効になるというような事で

はないという事です。 

 

（副委員長） 

 他の方いかがですか。前回のアンケート調査結果は有効回収率６０％、今回は４０

～５０％ですね。半分あるという事でこの結果で判断していくという事で皆さんにご

賛同いただければそうしたいと思いますがいかがですか。 

 

（委員） 

前回と比べて今回、回収率が低かったという事の原因をどのように分析しているの

か。それから、前回に比べてどの部分で回収率が低かったのかという点について教え

ていただきたい。特に障がい種別でどの種別が低かったのかという点が分かれば判断

材料に出来るかと思います。 

 

（事務局） 

 前回との回収率の違いですが、前回のアンケートは配布数が２,３００通、今回は 

３,０００通ですので前回よりも多くの方にお出ししたというのが一つ要因になって

いるかと思います。それから、前回は障がい種別ごとにアンケートを作り、それぞれ

の障がいに特化した質問がありましたので答えやすかったのではないかと思います。

今回は３障がいがほぼ同じ内容になっていますし、例えば収入の事等答えにくいよう
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な問がある事、設問数が増えている事等が原因ではないかと考えています。 

 

（副委員長） 

 今の説明でご理解いただけますか。 

 

（委員） 

 理解するが、この回答は本当に本人が答えているのか。周りが答えているのか。本

当にこれが１００％の答えなのかというのが正直な感想です。 

 

（委員） 

知的障がいの場合、親が代わりに書いているという事が非常に多いので、子どもの

真意を１００％表していないという部分があると思います。だいたいのところという

事になると思います。私は子どもの代わりにアンケートを書きましたが、結構書きに

くい要素というか、分量も多かったのでそのあたりも影響しているのかなあと思いま

す。 

 

（事務局） 

 クロス集計等の細かい分析がまだですので、「障がい種別ごとに何級の方の回収率」

というようなものはまだ出ておりません。それから、質問の量が多かったという事に

つきましては、生活実態等お伺いしたい事が多かったという事でご了承いただきたい

と思います。 

 

（委員） 

 統計上の有効サンプル数はどのくらいかという事を確認のうえ判断されてはどうか

と提案させていただきます。 

 

（事務局） 

 人口の割合でいきますと３,０００人抽出という形になりますのでサンプル数が少

ないというような事はないかと思いますが、確認させていただきます。回収率が五割

を切っているという事につきましては今後検討しなければならないと思います。また、

新年度にはこの計画の中間案報告会の開催を予定しておりますので、その際には当事

者の方、保護者の方、施設関係者の方、一般市民の方のご意見をお聞かせいただきた

いと考えています。 

 

（副委員長） 

 回収率についていろいろご意見をいただきました。それでは次に進ませていただき

ます。 

 

３ アンケート結果から見える今後の課題について 

 

（副委員長） 

 次にいろいろとご意見をいただくのですが、まずその進め方について事務局から説

明をお願いします。 
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（事務局） 

 アンケート結果につきましては事前に送付させていただきましたのでお目通しいた

だき、それぞれ問題点等についてある程度整理していただいているかと思います。つ

きましては、それらについて本日配布させていただきました「アンケート結果から見

える今後の課題整理表」にそって、第２次計画の目標ごとに課題等のご意見をいただ

きたいと思います。 

 

（副委員長） 

 目標Ⅰについてご意見をどうぞ。 

 

（委員） 

 その分野に入っていく前に、クロス集計がこれから可能だという事を伺ったので、

こういう事ができないでしょうかという点について４点お伺いしたいと思います。 

１点目は、障がい者調査の問５３「あなたは老後（おおむね６５歳以降）どのよう

に生活したいと思いますか。」という問で、これは障がい種別ごとに聞いていただいて

いますが、年齢を加味していただけないでしょうか。身体障がい者手帳をお持ちの方

は年齢層がかなり高かったと思いますので、年齢階層別、障がい種別ごとで出せば特

性が見えてくるのではないかと思うのです。 

２点目は、障がい者調査問４４「あなたは災害時の避難支援のために、個人情報を

災害時要援護者台帳に登録することを望みますか。」という問に対して、多くの方が「わ

からない」と答えています。「登録したくない」「登録する必要がない」とあわせると

４割を超える状況にあります。これは、もしかしたら必要性を認識していない可能性

がありますので、他のところとクロス集計する事によって何か見えてこないだろうか

と思います。 

３点目は、障がい者調査問３６「あなたは障害福祉サービスを利用していますか。」

という問があり、問３７で「現在の障害福祉サービス利用に満足していますか。」と問

うていますが、「無回答」が７５．８％になっています。サービスを利用されている方

に尋ねているにもかかわらず、無回答になっているのは、可も不可もなしと解釈する

べきなのか、よく分かりません。 

４点目は、障がい者調査問１１「あなたは今後、平日の昼間の時間をどのように過

ごしてみたいと思いますか。」という問に対して、知的の方は「施設で過ごしたい」、

身体、精神の方は、「家で過ごしたい」と答えている方が多いのですが、余暇のイメー

ジが乏しい事からあまり発想出来ていないかもしれないという風に思ったのですが、

他の方法と組み合わせて何か言えないだろうかと思いました。 

 

（副委員長） 

 クロス集計について４点、ご意見をいただきましたが、他にありませんか。 

 

（委員） 

 先ほどの委員のご意見に重ねてですが、全調査数のたくさんの割合を身体の方が占

めているという事で、障害福祉サービスを使うという年齢ではなくなっていく方達に

いろんな質問をしているかもしれないという事を考えますと、先ほどの委員がおっし

ゃった項目のみならず、ほとんどの項目に年齢を分けてクロス集計をしていただかな

いと、本当の障がい者ニーズが把握できていないのではないかと思います。 
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（副委員長） 

恐らくそういうような集計についても想定しておられるとは思いますがよろしくお

願いします。では、目標Ⅰについての課題等をお出しください。 

 

（委員） 

 障がい者調査問４０「あなたは権利擁護事業を知っていますか。」という問で、圧倒

的多数が「知らない」と答えています。もっとしっかりと必要な方にそのしくみを分

かっていただけるようにしていかなければならないと思いました。それから、相談の

ところでは、一番相談が多いのは、「家族・親族」となっています。これはうなずける

のですがそうだとすれば、ご家族から相談機関につなぐためのしかけがあれば、家族

の中だけで終わらずにきちんと相談ニーズを受け止める事が出来るのではないかと思

いました。これは、高齢者分野でも言える事ですが、潜在化しているニーズをきちん

とひらおうとすると、相談を待っているだけでは絶対できませんので、そのあたりの

工夫が必要かなと思いました。 

 

（委員） 

 親族や親で問題が解決出来ているのか。家族なり親族がある程度の情報を持ってい

ないと解決していくための方法が見付けられない。聞くだけで終わりという事になっ

ていないのかと思います。 

 

（委員） 

 そういう意味で「家族の会」という組織が果たす役割が非常に大きい。家族の会の

組織の方が事務所にみえて、日々情報交換をされたり共有をされたりしています。少

し、そのあたりをご照会いただいたらいかがでしょう。 

 

（委員） 

 障がい種別ごとに、「家族の会」あるいは「本人の会」が組織されています。その連

合体が「伊賀市障害者福祉連盟」です。旧市町村で６つと精神が１つと知的が１つの

計８支部あります。身体は各支部で一括して運動をしています。精神と知的について

は、なかなか身体障がい者の皆さんと一緒にするという事が出来ません。 

上野支部を例にあげると、知的が「阿山・名賀保護者会」と「手をつなぐ親の会」の

２つに分かれています。この手をつなぐ親の会は上野支部の中へ入っておりますので

支部事業のボーリング大会を一緒にしています。 

 それから一番困っているのが、新しく会員が入ってこないという事です。なぜ入っ

てこないのかという点については、世代間の相違もあるでしょうが、若い方達は、そ

の時が来たときに問題視して、済んでしまえばそれまでという事で、継続的にその会

に頼らない。昔は頼っていた方がよかったのですが、最近は行政なり社会福祉協議会

がしっかりとそういう手立てが出来るようなしくみにしていただいたので、そちらへ

相談に行けばスムーズにいくというような世界が構築されてきた事も大きな要因だと

思います。我々は、それぞれが困った時にいろいろな要望を出して、今の形態になっ

てきたという自負がありますけれど、若い方達はそういう事ではなく、今、目の当た

りに問題となっている事が解決できればそれですんなりいくだろうという認識だと思

います。このような事で困っておりますけれど、各団体がいろいろな行事をしてその

たびに、総会や研修会等で情報発信をしています。例えば、私の会では、新年で皆さ

んに集まっていただいて懇談会をしながら最近の情報等の話をしたり、問題点を聞か
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せていただいたりしています。また総会では伊賀市の障がい者福祉の状況を行政の方

から説明していただいたりしていますが、組織としては限られた数の人しか聞いてい

ないという事が、このアンケート調査結果の数にも表れていると思います。このよう

に、年寄りが一生懸命がんばっているという状況で、こちらも老化現象が甚だしくな

ってきております。 

 

（副委員長） 

 本人に課題があって親に言う。ところが先ほどの委員のご意見のように、意見は聞

いたけれどそれで解決されたのか。解決出来ていないという状況がやはりあろうかと

思います。それが、親から次にどこへいくのか。相談支援センターや相談員なのか。    

しかし、そこに来ていないとなるとどこにいっているのか。親が胸の内に収めてい

るのか。この部分の課題をどう解決していくのか。 

 

（委員） 

 アンケートからは少し離れますが、私も伊賀若者サポートステーションといって、

ニートや引きこもりの若い人達の相談窓口をやっています。そこで受ける相談の中に

は、背景に障がいがあって、でも手帳は持っていないという方がいますが、手帳をお

持ちいただいて障がい者のルートにのって生活をされればもう少し違う人生があるの

ではないかという方もいらっしゃいます。これだけきちんと審査やしくみが整ってい

るにも関わらず、やはり漏れているんだなあというところがあります。このような部

分のフォローをどうしていったらいいのだろうかと思うのですがいかがでしょうか。 

 

（委員） 

認定されたくない。社会的弱者になりたくないという人もいる。 

 

（委員） 

 確かにその点もあるのですが、全く周りも気づかずに今日まで至っているという方

が結構いらっしゃるのです。 

 

（委員） 

 私が子どもの支援をしていて痛切に感じているのは、義務教育の９年間。あるいは

高等学校の３年を含めた１２年間で、発達障がいを見つけないと卒業した後、適応が

うまくいかずにドロップアウトして引きこもるという構図が見えてきているという事

です。発達障がいは見えづらい障がいですので親御さんの認知がされないと学校の先

生はそこに切り込んでいく事に慎重になります。教育とどのようにこの問題を共有し

ていくのかというのが非常に大きな課題だと思います。 

 

（副委員長） 

 障がいが見えないので、手帳をとらない。というような、見過ごされている子ども

達をどうひらうのかという課題を今までの計画では取り上げていたのでしょうか。今

までの計画の中でそこに視点を当てていなかったとすると第３期にはどういうしくみ

を作るのかという課題の認識ということでよろしいですか。 

 

（事務局） 

 第２次の計画の中では、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
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る）基本方針２（早期療育と保育の充実）の中で課題としています。やはり、親御さ

んに子どもさんの障がいを受け入れていただかないと、なかなか療育につながらない

という事は前回からの課題になっています。先ほどのご意見のように、親御さんの中

には手帳をとりたくないという思いがある方もいらっしゃると思いますが、早くから

療育の支援を受けていただくと、学校を卒業した後の長い人生を自立して過ごしてい

ただくことが出来るというところをどのようにしてご理解いただくかという事は引き

続き大きな課題であると考えております。 

 

（委員） 

 就学前までに私達が発見出来る子どもというのは限られています。発達障がいや引

きこもりの方で若者サポートステーションにいる方達は、就学前までに気づいてあげ

られなかった人達で、学齢期、学校という集団の場や学習の場に出て初めて見えてく

る人達ですので、何としても教育との連携をどうするのかという事を真剣に考えなけ

ればならないと思います。本人達は、すごく生きづらさを感じ、何かおかしいなと思

いながら生きていると思うのですが、適切な支援を受けないで、社会的には不適応な

行動を重ねていくという悪循環を繰り返すという事です。ですから、就学前というの

はとても大事なのですが、学齢期しか見えてこない学習障がい等の軽度の発達障がい

を見つけていくという点について教育とどう連携するのかという事が大変大事な課題

だと思います。 

 

（副委員長） 

 学校の場はどうですか。 

 

（委員） 

 伊賀市こども発達支援センターさんと連携しており、相談件数もかなり増えていま

す。ただ現職員については専門的な技量を持った者が少なく、知識は不足していると

思います。 

 また、就学前から小学校、小学校から中学校へつなぐ場合については、必ず入学す

る都度情報交換をしていますが、やはり不十分であると感じています。それでも在学

中は保護者の方も教師に相談をしていただけますが、卒業した後はなかなか相談する

機関がないという事で、若者サポートセンターさんのような所が出来てきているので

はないかと思います。 

 

（副委員長） 

 障がい者福祉計画に綿密に書き込んでいただく事は当然ですが、教育の方も教育計

画の中へこの課題を位置づけてもらわないと進まないと思います。教育関係の代表の

方よろしくお願いします。 

 その他どうですか。アンケートの中で高齢者の問題が出てきましたけれども、年齢

を見ると「６５歳以上の方」が圧倒的に多い（障がい者調査問２）。また、収入を見る

と「２００万円以下」が４９％（障がい者調査問１３）。このあたりの課題もあるかと

思いますがいかがですか。 

 

（委員） 

 目標Ⅰ（１人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる）－基本方針２（生活を支

援するサービスの推進）－基本計画（４）経済的な自立に向けた支援 の所ですが、



8 

障害基礎年金が関わってくるところと考えてよろしいですか。このアンケート調査報

告書を見ていると、やはり低所得の方達が多いなあと改めて感じているのですが、こ

のアンケートの中には難病の方は入っていますか。 

 

（事務局） 

 入っていません。 

 

（委員） 

 手帳のある方だけですね。最近、難病の方の受入れもしていますが、無年金で収入

が無く、生活保護にもならないという方達が増えています。今まで知的の方との関わ

りが多く、皆さん児童期に障がいが認定されていますので２０歳になると自動的に障

害基礎年金をいただけるという方がほとんどでした。しかし、無年金の方達は直接生

活困窮につながるという事をとても感じています。この部分はアンケート結果では見

えてこない部分だと思いますが、何らかの形で課題に上げていただけたらと思います。

年金の請求をするのですが、何回も書類を書き、他の知的で働いている方達より日常

生活が困難な体の状態になっているにもかかかわらず難しいなあと感じています。 

 もう一つ、先ほどの発達障がいの方について、小・中学校である程度問題が見えて

くる方というのは、まだ何とか支援が届くけれども、高校を卒業する時に就労先が無

くて初めて発達障がいが分かったというような方達の就労支援がなかなか出来ません。

一般高校に行って適切な進路指導をしてもらえずにそのまま引きこもってしまうとい

う方が大変増えているなあということを就労支援の現場では感じています。 

 

（委員） 

 確かにそう思います。高校の進路指導の方はかなり丁寧に進学、就職のお世話をし

ていただいているのですが、卒業した後のフォローまではやはり学校だけでは難しい

と思います。そこで気になる方を相談機関につないでいただく、あるいはご紹介いた

だくという部分を何とか作ろうと思って、学校連携事業という形で、今職員が学校へ

おじゃまして進路指導や保健の先生とつなぐというような事をやっています。ここを

きちんとしていかないと、先ほどのように「後で気づいた。もっと違う人生があった

のに。」というような方が増えてしまう可能性があります。 

 

（委員） 

 高校生になって初めて気づいたのですか。発達障がいというのは小学校や中学校の

段階では分からないのでしょうか。 

 

（委員） 

 年齢が若い時は発達障がいは非常に分かりにくいと思います。年齢を重ねるごとに

何かどこか少し違うなあ。他の人達の感じが悪い。というように感じる人がいるので

す。対人関係において特に。 

 

（副委員長） 

 このような子どもの実態を意識してひろいあげていかなければなりません。 

他にありますか。 
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（委員） 

 障がい者調査問４７「あなたは今までに次のような経験がありますか。」で無視やひ

どい言葉でののしられたり嫌な思いをした事があると答えている方がいます。問４８

「その経験は誰から受けましたか。」という問に対して、身体の方は「近所の人」、知

的と精神の方は「同居している家族」と答えた方が一番多いです。この結果にはびっ

くりしたのですが、これを家族が悪いと単純に受け取ってはいけないと思います。家

族介護者の負担や障がいについての無理解という事があるのではないかと思います。

例えば、家族の方に「どんなサービスがあるといいですか」と問うと、「ショートステ

イ等」が一番多くなっています。介護者の負担の部分で「代わってくれる人がいなく

て自分の時間がとれない」という回答と密接に関係があるのではないかと思います。 

 それから、権利擁護に関する支援というのは、単にそのシステムではなくて障がい

のある人達が自分の尊厳を守って虐待を受けずに暮らしていこうと思うと、一番身近

な人が虐待をしやすいというのは、虐待の法則というか原則的な事になっています。

それが家族であるという事はとてもつらい事だと思いますので、ここのところを掘り

下げて考えていく事が必要であると思います。 

 

（副委員長） 

 やはり、介護や介助をしている身近な人をどう支援するか。代わってくれる人を作

るというのも一つの方法だと思います。この支援のしくみをきちんと作らないといけ

ないですね。 

 

（副委員長） 

 それでは、目標Ⅱに移ります。ご意見をどうぞ。 

 

（委員） 

 最近、障がい者の権利条約の批准が話題になっています。ここで言われている事の

ポイントの一つに「合理的配慮」というのがあります。これは、学校の現場の中で、

また仕事を通して等いろいろな視点でその人がその人らしく過ごせる、生活出来るよ

うに合理的な配慮をしていくという事なんですけれども、このような事は計画のどこ

に入るのでしょうか。 

 

（事務局） 

 合理的配慮や障がい者の権利につきましては、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２（快適で安全なまちづくりの推進）－基本計画

（１）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 に入ります。 

 

（委員） 

 了解しました。 

 

（委員） 

 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２（早期

療育と保育の充実）－基本計画（１）障がい児の早期発見・早期療育の充実 のとこ

ろです。最近は、早期発見とは言わなくなってきていますが、支援が必要な子どもを

早くみつけて、適切な支援を行うという事が求められていますが、そのしくみを作る

ためには母子保健を抜きには出来ないと思います。１歳半と３歳児は行政が行う集団



10 

健診です。早い子はこの１歳半健診で発見されますし、肢体や重心の子はもっと早く

分かります。それから就学前の５歳児健診をやっているところがありますが、３歳で

見つけられない子を５歳で見つけて学校に送るという流れで、このように何か連続性

を作らないと発見する芽というのが生まれないと思うのです。ですので、「母子保健か

ら始める」というしくみを作る必要があるという点を入れていただきたいと思います。 

 

（委員） 

 私は保育園で働いています。私達も、障がいのある子ども、発達の気になる子ども

については早期発見という事で取り組んでいます。保護者の方に「お宅の子は少し気

になりますよ」「障がいがありますよ」と言わせていただくのですが、見た目でそれが

分かる場合は理解していただけるのですが、そうでない場合はなかなか認めがたいと

いう現状があります。発見したら療育をしている所につなげていただくという事が大

切だと思います。 

 それから、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３（学齢期の子どもの教育・療育の推進）－（２）放課後や長期休業中の活動の場

の確保 のところで、最近「中学生の放課後をお願いしたい」という電話がかかって

くる事が増えています。「今は小学校６年生までです」とお断りしています。是非、日

中一次支援事業で障がいのある子どもの保育をする場の確保を課題にしてほしいと思

います。 

 

（副委員長） 

 １回の健診で異常なしとするのではなく、幾重にも健診していくというシステム、

一貫性が必要だと思います。それから、日中一次支援事業ですが、アンケート結果で

は居場所の問題で、「家にいる」、「家にいたい」と答えた子どもの数がとても多いです

が、そう答えた子どもは本当に家にいたいのか、出て行く事に不安なのか、出て行く

手段がないのか等、この部分の分析が必要だろうと思います。 

 

（委員） 

 一元化したシステムという事で、こども発達支援センターで基礎データを積み上げ

てそういうしくみを作っていくという話を前に聞いたが、最近全く影が見えてこない

のですがどうなっていますか。 

 

（事務局） 

 平成２１年に、気になるお子さんを早く見つけて支援につなげていくという目的で

こども発達支援センターができました。現在、各保育所、小学校等を回ってケースを

集めている段階で、それをどうするのかというのは今後考えていかなければならない

と聞いています。 

 

（委員） 

 私の時代は障がいを持った子は家で隠していましたが今はそのような事は全くない

のでしょうか。 

 

（副委員長） 

 そうではありません。 
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（委員） 

 息子が精神障がい者なのですが、若い頃は息子のためにと思って隠していました。

本人の友達も遊びにきてくれるのですが、息子が「何かおかしいな。少し違うな」と

感じている事はよく分かるのですが、消極的でおとなしい子ですので何も言えないの

です。友達が帰った後、「僕の事、何かいわれてないか。」「自分が何かおかしい事して

ないか。」と親に気持ちをぶつけるのです。「そんな事ないよ。何もないよ。」と言うの

ですが本人はとても傷ついているので親も神経を使って隠していました。精神の障が

いは分かりにくいし、心が傷つきやすいのです。 

 でも、今は違います。息子も３０歳を超えていますが、２５歳の頃このまま隠して

いたら子どもにとってもよくないと思い、子どもの成長もありますし、だんだんと表

に出るようにしていきました。すると子どもも少しは積極的になってきたと思います。

親が何でも実行していこうと思って行動すると、子どもも明るくなってきたと思いま

す。今でも悩んでいますが、やはり明るくしていこうという親の気持ちが子どもに伝

わっていくのかなあと思っているところです。 

 

（委員） 

 私の聞いた話ですが、精神科の病院を選ぶについて、近くに病院があるのですが、「津

の方の病院へ行きます。」と言っていた親御さんを知っています。その理由が、「近く

の精神科の病院へ行ったら、あそこの子どもは精神の病気だと分かるから」と言われ

ていました。ということで、障がい児調査問３０「あなたは日常生活や地域で、障が

いがあるために差別を受けたりいやな思いをしたことがありますか。」で精神障がい者

の方は「よくある」と「時々ある」とあわせて９０％を超えています。他の障がいの

方に比べて頻度が高いです。この事も含めてご意見はありませんか。 

 

（委員） 

 精神的な疾患を持つ人が最近ものすごく増えています。どうすれば理解が深められ

るのだろうかと考えると、ふれあう機会がなかったら、よく分からないのかなあと思

います。付き合いをしていればどういうところで配慮が必要なのかという事が分かっ

てきます。そういう場面、集まる場が必要だと思います。 

 

（副委員長） 

 やはり障がいを個性ととらえていかないと。お互いを認め合うという地域社会。教

育の中でこのような障がいの問題について、どのような教育をしていただいているか

分かりませんが、教育委員会としても一定、体系的なカリキュラムが必要だと思いま

す。 

 

（委員） 

 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

涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる）－基本計画（３）高齢になった障

がいのある人への支援 のところで、障がい者調査問５２「あなたは将来（おおむね

５～１０年後）どのように生活したいと思いますか。」と障がい者調査問７「あなたは

現在どこで暮らしていますか。」とクロス集計していただきたい。 

 次に、目標Ⅱ－基本方針３（学齢期の子どもの教育・療育の推進）のところで、障

がい児調査問２４「現在の障害児通所支援または障害福祉サービス利用に満足してい

ますか。」と子どもの年齢をクロス集計していただきたい。 
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（委員） 

 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４（就労

支援の推進）のところですが、先ほどから出てきている若者サポートステーションに

いる方の中には、支援があり、適切な場があれば働いて納税者になる人達であるにも

関わらず、引きこもらざるを得ない。この根はどこにあるかというと、遡って学齢期

につながると思います。現在、高校にたくさんの知的障がいの人達がいるのですが、

学校の先生が進路相談の時に支援しきれずに、「とりあえずどこかに入れた。就職して

もらった。よかった。よかった。」と言うのですが、やはり縦社会ですので就労の場は

厳しくてドロップアウトするという循環を繰り返しているように思います。ですので、

この部分、目標Ⅱ－基本方針３（学齢期の子どもの教育・療育の推進）と４（就労支

援の推進）は切っても切れない関係性があると思いますのでそこをつなげるシステム

を作らないとそれぞれ頑張ってもなかなか厳しいと思います。是非、若者のサポート

ステーションの経験や事例、あるいは就労支援の経験や事例が学校にフィードバック

されて、学校からその支援が始まるようなしくみをつくるために、ここをつなげるよ

うな項目立てをしていただきたいと思います。 

 

（副委員長） 

 就労の問題はどうしても、高校を卒業する直前に「どうする」という話になると思

うのですが、これでは駄目だろうというご指摘でした。やはり、年間をとおしてのシ

ステムがあってこの子がどういう風に職を求めていく事がよいのか関係者の様々なデ

ータを持ち寄るというようなシステムがなければならないだろうと思います。 

 

（委員） 

 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４（就労

支援の推進）－（３）福祉的就労の推進 に関わるところで、障がい者調査問２６「あ

なたはどのような形態で働いていますか。」という問に対して、「福祉的就労（作業所

など）」と答えている方と、障がい者調査問２９「それはどのような不安・不満ですか。」

という問に対して「給料が安い」と答えている方がいますが、福祉的就労は「給料」

とはいいません。「工賃」ですが、本人達は「給料」と思っているのでここに回答され

ているのかと思います。この部分で、福祉的就労の方と一般就労の方と「給料が安い」

と答えた方とをクロス集計していただきたいと思います。一般就労の方の収入がどれ

ぐらいなのか、そして私達のような作業所が少しでも工賃を上げていくためにどのよ

うにしていくべきなのかというような施策につなげられたらと思いますのでお願いし

ます。 

 それから、最近、障がい者雇用をしたいという事でご相談をいただく企業さんが増

えています。法定雇用率が上がっていますし、精神の方も雇用率の中に算定されるよ

うになったという事もあると思います。しかし、実際なかなかマッチングができなく

て、働きたいという方がいても企業の仕事の内容と合わないという事が多いです。企

業さんにアンケートをとっていませんので企業がどういう方達を求めているのかが分

かりにくいと思いますけれども、計画の就労支援の部分に、「企業と働きたい障がいの

ある人とのマッチングのための施策」という点を盛りこんでいただきたいと思います。 

 

（委員） 

 厚労省の補助金があったと思うのですが。 
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（事務局） 

 障がい者を雇用された企業さんに補助金、助成金があります。実際に障がいのある

方に触れていない企業さんも多いので、企業さんに触れていただくためにハローワー

クさんのトライアル事業や訓練事業を利用していただいています。実際に障がいのあ

る方と一緒に働いて、「すごい能力があるなあ」、「何ら私達と変わらないなあ」、「こう

いう部分では障がいのある方の方がこの仕事は向いている」というような発見をされ

ています。まだ至らない部分もありますが、伊賀市や名張市と県の職員とがハローワ

ークさんと連携させていただき、企業訪問をさせていただいています。 

 

(副委員長) 

 企業からの声というのは、地域自立支援協議会の就労部会でひらっていただいてい

るのですか。 

 

（事務局） 

 伊賀市には地域自立支援協議会就労部会があります。また名張市さんにも就労部会

があります。生活圏域は伊賀市も名張市も同じようなものです。また、ハローワーク

さんも同じ圏域内で管轄していますので、両市が単独で行動するよりも、圏域で足並

みを揃えて雇用に関するお願いや企業訪問を行った方が効果的だと考えています。  

 また、企業さんの方から「そちらの好きな時間に来られても迷惑だ。」というような

声も聞いていますので、２年ぐらい前から圏域の事業として研修会等を行っています。

圏域の方は、伊賀圏域障がい福祉連絡協議会というのですが、企業さんにアンケート

を取らせていただいたり、企業説明会等を開催させていただいているという状況です。 

 

（副委員長） 

 それでは、目標Ⅲに移ります。ご意見をどうぞ。 

 

（委員） 

 障がい者調査問４２「火事や地震などの災害が発生したときにあなたはどのような

ことが不安ですか」という問に対して、「安全なところまで非難することができない」

「障がいのある人に配慮した避難所が近くにない」「どのような災害が起こったかすぐ

にわからない」と答えた方を合わせると７５％となっています。伊賀市さんでは地区

ごとに避難所や福祉避難所を設定していただいていると思うので、このアンケートを

ご回答いただいた方の地区が分かればどこの地区の方がこのような不安を抱いている

のかという事が分かり、今後の防災計画の見直しをしていく中で活かしていただける

のではないかと思いますのでお願いします。 

 

（委員） 

 障がい者調査問５４「あなたは今後伊賀市が障がい者施策を充実させるためどのよ

うなことに力を入れていく必要があると思いますか。」という問に対して、「一般企業

や事業所における障がい者雇用の促進」と「福祉的な就労の場の確保」と答えた方が

あわせて１８％です。また、「生活介護やデイサービスなどの日中活動のためのサービ

スの充実」と答えた方が１７％です。計画では、基本方針として「就労支援の推進」

が重点項目としてあがっていますが、実際は障がいのある方達へのサービスという事

で、生活介護やデイサービスというものが同じくらいの比率で求められているという

事だと思いますので、就労支援だけに偏らず、生活介護やデイサービスの充実という
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部分も計画に入れていただいてご検討いただきたいと思います。 

 それから、大変興味深いのは障がい児調査問３６「あなたは今後伊賀市が障がい者

施策を充実させるためどのようなことに力を入れていく必要があると思いますか。」と

いう問に対して、「一般企業や事業所における障がい者雇用の促進」と答えた方が２

４％いて、「生活介護やデイサービスなどの日中活動のためのサービスの充実」と答え

た方が１０％程度という事で、児童の時代は働く場をきちんと作ってほしいと保護者

の方は思われていて、しかし、なかなか働く事につながらない方達が成人して、その

時に日中活動の場が無いという状況になり、就労系の事業所はたくさんあるけれども

マッチング出来ずに行くところがないという状況です。 

 

（委員） 

 今回初めて会議に出させていただいて、過去のアンケートがどのような内容であっ

たのか分からないのですが、現在の２次計画を作成した際に行われたアンケート結果

に対して２次が作成されて、今回このアンケートがあるという事だと思うのですが、

前のアンケート結果に対して、こういう手立てを打って、今の結果がどう変わってき

たのかというような部分が見えたらよかったなあと思います。 

 

（副委員長） 

 ２次のアンケート結果を受けて福祉計画が出来ています。この計画は２４～２６年

度の３年間実施します。今年度で２年間が終わりますが、どこまで実現出来ているの

か、どの部分が出来ていないのかという点については、今度の策定委員会で出してい

ただけるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 第２次障がい者福祉計画は今、副委員長さんが言われたように、２６年度まであり

ますが、市の方では１年毎に進捗状況の確認をしています。現在、２５年度はどこま

で進んだかという事を関係課へ確認しているところです。この計画の進捗状況につき

ましては、障がい者地域自立支援協議会へ報告させていただき、確認や評価をしてい

ただきます。次回の策定委員会の際には、進捗状況の報告をお示しさせていただきま

す。 

 

（委員） 

 全体的に見て４点申し上げます。１点目は、障がい者調査問３５「あなたは障害福

祉サービスを知っていますか。」に対して、４６％の方が「知らない」と答えています。

知らない方が多いという事でこのように知らない方にいろいろな事を聞いてもなかな

かご意見等は出てこないというところがあります。２点目は、障がい者調査問３２「あ

なたは福祉に関する情報を主にどこから入手していますか。」という問に対して「市広

報」と答えた方が４６％という点については、市広報の内容が充実しているのかとい

う点が気になります。どのようにしたら障害福祉サービスを使っていただけるのかと

いう事を直接聞いてみたらどうかと思います。３点目は、就労支援の推進という事で、

雇用はたくさんありますが、「継続」という部分が問題で、辞める理由の中には職場内

の差別というのがあります。障がい者調査問４６「あなたは日常生活で障がいがある

ために差別を受けたりいやな思いをしたことがありますか。」という問に対して、「よ

くある」「時々ある」「何度かある」と答えた方をあわせると３２％、障がい児調査問

３０（障がい者調査問４６と同じ）という問に対して、「よくある」「時々ある」「何度
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かある」と答えた方をあわせると６６％の方が「ある」と答えています。子どもの場

合は全て無視出来ない数字だと思います。４点目は、障がい者福祉計画の上位計画に、

地域福祉計画があると思いますが、介護保険と障害者総合支援法、また教育というよ

うに制度を越えた支援があると思いますので絡む事が必要になると思います。高齢者

が多いという事は介護保険にも関係してきますので、ここで議論した内容をまた落と

し込んでという作業をしていく必要があると思います。 

 

（副委員長） 

 前段部分で何点かクロス集計が出来るのであればお願いします。 

 

（部長） 

 障がい種別や年代別、地域別等をより細かく分析し、一方に偏ってしまわないよう

に気をつけてさせていただきます。先ほどから課題をたくさん出していただきました

が、市行政として障害福祉サービスを知らない方が多くいるという点等まだまだ足り

なさを感じています。それから、発達障がいにつきましては出来るだけ小さいうちに

発見するという事で、２６年度は５歳児相談という事をモデル的に実施しようかと考

えておりますのでご協力のほどお願いします。 

 

（副委員長） 

それでは、議題についての審議を終わります。 

 

６ その他 

  

（事務局） 

本日いただいたご意見を基に計画骨子案を進めていきたいと考えています。 

本日お示ししたアンケート結果は速報版でので、最終のアンケート結果を３月中旬以

降に送付させていただく予定です。最終のアンケート結果から見えてくる課題等があ

るかと思いますので、次の策定委員会の際にご意見等をいただきたいと思います。 

 最後に、第３回の策定委員会ですが、４月の下旬を予定しておりますのでよろしく

お願いします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


