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平成 25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 26年３月 27 日（木） 

                      午後２時 45分～午後５時 10分 

                   場所 ハイトピア伊賀 多目的大研修室１ 

 

出席委員：藤島恒久・奥西利江・東山昇・森本充契・森徹雄・小倉由守・植木義信・

滝井昇・杉本巌・萩原忠之・北野誠一・福澤信江 

欠席委員：坂本元之・森藤歌代子・直居量行・平井俊圭・東出昇治・堀川一成・ 

柘植満博・ 

事務局：山下豊健康福祉部長 

障がい福祉課（中ひとみ・藤岸登・中出光美・藤田成充） 

障がい者相談支援センター（山田友子・田畑朱美） 

 

挨拶 

（部長） 

早いもので４月がもうそこまできています。先月２５日に伊賀市議会が終了しました。

議会の皆さん方も、障がい者の雇用の確保、優先調達法、雇用にむけた職場実習等、

障がい者問題に注目されています。市役所においては、障がい者雇用で２０名以上が

働いており市長部局においては法定雇用率を満たしているという状況です。伊賀市に

おきましても、雇用の促進のための積極的な啓発活動やハローワークと連携した取り

組みをしていきたいと思っています。また、障がい者就労施設等からの物品の調達に

つきましても優先的かつ積極的に購入してまいります。 

 

（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

だくことをご了承ください。 

 

新委員の紹介 

・伊賀市民生委員児童委員連合会代表の役員交代により、中森あつ子委員に変わり。

１２月１日付けで、植木義信委員にご就任いただく事になりました。よろしくお願い

します。 

 

（事務局） 

・ 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 



2 

（会長） 

国の方の状況を報告しておきます。私が委員をしている内閣府の政策委員会で、「障害

者差別解消法」の基本要綱の作成が最終段階を迎えていますが、経済関係団体のヒア

リングが終わっていないため、今委員会がストップしています。今後は、就労も含め

た差別の解消に向けて、何が差別なのか。またどういう合理的配慮をどこまでするの

かという点について、ガイドラインを作っているところです。これがでると、各市町

村で基本指針を作る事になると思います。合理的配慮をする事が法的義務になり、こ

れは障がい福祉課だけではなく、障がい者と関係しているときにそれぞれの部局がし

なければならない事だという事を分かっていただきたい。もう一つは、障がい者の就

労について、雇用促進法の改正がありまして、企業さんも規模を問わず障がいをもっ

ている方を雇用する時は、合理的配慮をする事が義務付けられました。 

 それでは、定例会議と各専門部会の報告をお願いします。 

 

（事務局） 

資料 NO.１ に基づき定例会議、精神保健部会、相談部会、就労(相談支援)部会、就労

（事業所）部会、療育部会について説明。 

 

（会長） 

資料に基づきご説明いただきました。最後に療育部会より「途切れのない支援」をし

ていくためにはどういう視点を持って検討していけばよいのか。どういう点に着目し

ていけばよいのか皆さんのご意見も含めてお聞きしてほしいという事でした。ご意

見・ご質問があればお願いします。 

 

（委員） 

精神保健部会についてです。 

私の事業所からも当事者の方に積極的に参加していただいて、当事者の意見が反映で

きるような企画、立案ができたという点ではすごくよかったと思っていますが一方で、

部会の有り様は啓蒙・啓発が中心で、来年度以降は住民とともに普通に生活できるし

くみ作り、地域に根付く支援についてともに考えていきたいと思っています。もう 1

点は、定例会議の位置づけについてです。定例会議は地域自立支援協議会のエンジン

となって、地域課題をキャッチして地域自立支援協議会に発信していくというような

システムがいいのではないかなあと思っています。私が四日市市でさせていただいた

時には、月１回定例会議を開き、そこで各部会からの報告を受けて今度の部会ではこ

ういう点を議論してはどうかという提案をしていました。ただ、事業所を運営しなが

ら職員が定例会や委員会等に参加し、３障がい全ての課題を知りそれを理解した上で

始めなければなりませんので、とても大変でした。そう簡単にはいかないと思います

が、取りまとめる。そして課題を発信する。という事が双方向で行われ、問題提起が

出来るような機関にしていく事がよいのではないかと思います。 

 

（会長） 
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今の委員の提起は非常に大事な事です。実は、西宮市は人口が４８万人になりまし

た。そのため各部会が独立した形で動いてしまって、全体課題が見えなくなって大

変な状況になっています。各部会は政策全体と無関係に動いている訳ではなく、そ

れぞれ重なっている部分もあります。ですから、「各部会がそれぞれ持っている課題」

と「全体の課題」をどういう風に定例会議で集約して、また各部会にフィードバッ

クするかというのはとても大事なところです。誰がどういう風にやるかという事も

含めて今、委員から問題提起がありましたので、何かご意見・ご提案があればお願

いしたいと思います。 

 

（委員） 

部会について、課題の整理をする必要があると思います。例えば、精神保健部会のク

リスマス交流会の報告の中で初めて開催してから５年が経過し、毎年恒例という事で

楽しみにしていただいていると聞かせていただきましたが、精神保健部会で主催をす

るという事ではなく、ある程度形ができたものは外にもっていって部会では新たな取

り組みをするというような事が必要だと思いました。それから、部会の活動をするこ

とで負担が増えるというのはあってはならない事だと思います。 

次に、相談部会ですが、サービス管理者研修を部会の中で実施したと聞きましたが、

広く各事業所に呼びかけていただいた方がよかったと思います。それから、私の事業

所では支援員が一人で計画相談をしています。不定期でもいいのでいろいろな相談が

出来る機会を増やしていただきたいと思います。 

次に、就労（相談支援）部会ですが、伊賀市と名張市とそれぞれにあり、参加され

る方もかなり重なっているのではないかと思うので、できれば圏域で統合していただ

いたら効率的でいいのではないかと思います。 

次に、就労（事業所）部会ですが、今一番大事な事が、選んでもらえる事業所とな

るための情報発信というところだと思います。生活していかなければなりませんので

工賃が高い方がいいという事で施設外就労を希望する方が大変増えています。さらに

生活支援の方達については余暇支援やショートステイをたくさんしてほしいというよ

うな話もあります。是非部会の中に生活介護や生活支援の部会を新しく作っていただ

けたらもっといいサービスを組み立てていけるのではないかと思っています。 

 

（会長） 

今委員からいくつか提起をしていただきました。部会の活動で当事者の方の負担が増

えてきているという事についてはサポートのしくみを検討していただけたらと思いま

す。それから、計画相談について、これから新しく指定特定相談支援事業所が増えて

きた時にその方々のサポートのしくみを部会としてどうしていくのかという事を検討

していかないといけないと思いました。就労については、圏域単位と各市で独自にや

る事の整理をしていただいたらと思います。それから、事業所さんがこれからどうし

ていくのかという事についての提起もありました。これらをふまえて何かご意見をい

ただけたらと思います。 
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（委員） 

就労（事業所）部会の中で、「事業所から一般就労へのしくみ作りの検討」とあります

が、どういう例が挙がっているのか、どんな検討をされているのか。実際そのしくみ

を作るというと、結構大きな目標になります。どこでしくみを作って完成させて動か

していく等、どのあたりまで部会で検討されているのでしょうか。 

 

（事務局） 

生活を支えていくために働くというのは非常に大切な部分だと認識しています。福祉

サービスを利用して就労に向けて努力されている本人達に意欲を持たせ、一般就労に

結びつけていく熱意をどのようにして持たせるのか。施設によってかなりの温度差が

あるので、そのあたりを統一する事は出来ないのですが、ノウハウを勉強できたらな

あと思っています。次年度に向けてもこの部分は引き続き継続していきたいと考えて

います。 

 

（委員） 

先ほどの委員から、就労、相談、精神と出ましたがもう一つ高齢という問題もあるか

と思います。障がいから介護保険へのつなぎ、保護者を含めた支援のあり方について

の問題があります。また、特定相談ですが、やはり進まないというのが現実にありま

す。結局上限が無いので支援員になる方の負担が大変大きいですので、ある程度フォ

ローしてもらいたい。計画を作るにあたっては、各事業所についてかなり知っておか

なければならないのでそのような研修会を含めてもう少し進んだフォローアップをし

ていかなければならないと思います。 

 

（会長） 

各事業所へのバックアップのしくみをどう構築していくのか。６５歳問題。６５歳に

なったら介護保険優先となるがその制度の隙間をどうするのか。市町村としてもどう

いうふうに判断し、裁量していただけるのかと言う問題が出てきています。地域医療

の関係でご意見がありませんか。 

 

（委員） 

名張市と伊賀市を同じ生活圏をして考えてほしい。医療圏も同様です。それからかか

りつけ医を持っていただきたい。突然診察に来られた場合は情報が何も無い状態です

から。 

 

（会長） 

西宮市でもこの問題で、特に重度心身障がいの方が例えば風邪をひいた時に地域の病

院で診てもられなかった。別に重度心身障がいの事ではなくて風邪を治してほしいと

思って行くのだけれどなかなかそれを受け入れてもらえないという現状がある。他に

も知的の方でもそういう問題を抱えておられます。医師会と市とが協議をしています。

是非、こちらでもお願いできたらと思います。 
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（委員） 

療育部会の小学校、また学校が変わる度に支援が途切れる問題をどうしたらいいか。

という事について、市の方達もどういうふうに支援していけばよいのだろうと検討課

題だと思います。個人情報の問題でデータを引き継いでいく事が難しいのかなと思い

ます。 

 

（会長） 

今、滋賀県の方で委員長をさせていただいている会で発達部会というのがあって、そ

こで現在就労をされている方に来ていただいて子どもの頃からどんな苦労があったか

というような話を聞かせてもらいました。すると、ご両親は早くから気づいておられ

て子どもの事を相談されていたのですが、本人は全く自分か発達障がいであるという

事の意識がなかったと。２２歳の時に就労のために企業の面接を受けたのですが、う

まくいかなかった。そして、その頃自分が発達障がいであるという診断を受け入れら

れた。どういうノウハウを認識すれば少しでもいいところで就労できるのかというの

を考えてノウハウを身につけられて現在就労されています。本人の支援書をうまく使

ってくれる事業所とそうでないところがあり、支援者が本人をしばってしまう場合が

あります。今回のように本人は自覚していないが支援が届いているというしくみ。そ

れから、個人情報について、ご本人が自分の情報を開示してもよいという場合は開示

できます。今後、ご本人のためにどのような情報をどのようにサポートファイルに載

せていくのか。教育情報、医療情報、家族の情報等。今後はサポートファイルの活用

の仕方をまた議論していただけたらなあと思います。 

 

２ 第２次伊賀市障がい者福祉計画の平成２５年度実績について 

 

事務局、「第２次伊賀市障がい者福祉計画 平成２５年度実績シート」目標Ⅰについて

説明。 

 

(会長) 

７頁 基本計画（２）方向性① 事業実施課：地域包括支援センターの事業の効果・

課題の中で、在宅医療の担当部署とありますがどういうイメージを持っているのでし

ょうか。 

 

（事務局） 

この４月から伊賀市の健康福祉部が機構改革を行いまして、新たに福祉医療政策課が

出来ます。こちらが地域包括支援センターから引継ぎまして、医療・保険・福祉の連

携について協議していく事になっています。 

 

（部長） 

生活困窮者の問題もあります。補完性の原則に則り、地域での支え合いで足りない部

分は専門の力をお借りしていかなければなりませんので、医師会の皆さんと介護の専
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門の皆さんと話し合いをしているというのが今の状況です。 

 

（委員） 

１頁 基本計画（１）方向性① 事業実施課：障がい福祉課の２段目の事業ですが、

研修会を開催して参加者が１９８人という事ですが、この母数は何人なのか？例えば

１，０００人に対して１９８ならば達成率 AA にはならないと思います。２つ目は、５

頁 基本計画（３）方向性② 事業実施課：障がい福祉課の事業ですが、地域福祉あ

んしん保障事業プロジェクトという事で、これが２５年度達成率Ｅという事で０です。

しかし、２６年度の目標値が〔４〕になっています。どうして実績が０なのでしょう

か。 

 

（事務局） 

１つ目についてですが、健康福祉部の職員は２４０名です。部内の職員に対して一斉

に案内を出させていただきます。研修時間は業務終了後の午後５時半以降に開始して

います。 

２つ目につきましては、この実施主体が市ではなく社会福祉協議会で、その会議に出

席させていただき協議をしていたのですが、２４年度当初は４回程度開催されるであ

ろうという事で目標値を設定しましたが、結局２４・２５年度は開催されなかったの

で０となっています。これにつきましては、目標設定がよくなかったと思っています

ので来年度は修正したいと考えています。 

 

事務局、目標Ⅱについて説明 

 

（委員） 

目標Ⅱに入りましたが目標Ⅰで質問があります。２頁 基本計画（２）方向性① 事

業実施課：障がい福祉課の障がい者相談支援センターの相談件数の件についてですが、

これは窓口相談、一般的な総合相談という事ですか。それから、目標Ⅱ１６頁 基本

計画（２）方向性⑤ 事業実施課：商工労働課の事業の効果・課題のところで、「障が

い者に対して取組みを行っている」とありますが、この取組みの具体的な中身はどう

いうものなのかを教えていただきたい。 

 

（事務局） 

まず１つ目の件ですが、総合相談・一般相談ですので、生活支援や就労に関する事、

病気に関する事、障害福祉サービスに関する事等全て入っておりましてその総数が７

０００件あまりとなっています。 

 

（会長） 

１人が５回したら５回という事ですね。 

 

（事務局） 
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そうです。２つ目の質問については、これは商工労働課で年１回、人権啓発のための

企業訪問をしています。２～３年前からその中に障がい者雇用という項目も入れてい

ただいて障がい福祉課の職員も一緒に回っています。この障がい者に対しての取組み

というのは、「障がい者雇用に対する取組を何かされているのか」という質問に対して

「行っている」とご回答いただいた企業さんが５６社中９社ということです。 

 

（委員長） 

ということは、例えばこんな事をされているという事についての把握はされていない

という事ですね。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（委員） 

７，０００件の相談に関連して、１件はどの程度の相談をカウントしていただいてい

るのでしょうか。実人数の把握が出来ているのであれば教えていただきたい。 

 

（事務局） 

平成２４年度末現在で、障がい者は６８４人、障がい児（１８歳未満）は１８５人 

です。相談のボリュームに関わらず１回とカウントさせていただいています。 

 

（委員） 

先ほどから出ている、１６頁 基本計画（２）方向性⑤ 事業実施課：商工労働課の

ところで質問です。目標値が１７７となっていますが、この数字は伊賀市内全部の企

業の数ではないと思うのですが、一体全部で何社あるのか。また、総数に対してこの

１７７という目標が妥当なのかと言う点。また、障がい者雇用をされている方の実数

は何人なのかが気になります。それから、１７頁 基本計画（２）方向性① 事業実

施課：障がい福祉課の「障がい者団体の加入者が減少しているため会員確保が課題で

す」という点について、この課題に対する取り組みというものが具体的にあるのか。

あれば教えていただきたいと思います。 

 

（会長） 

まず１点目の企業の件数についてですが、この企業訪問を実施しているのは商工労働

課です。これは市内で３０人以上雇用している企業を対象にしています。この２５年

度事業の中で上野６０社となっていますが、旧上野につきましては企業数が多いので、

毎年半分ずつ訪問させていただいていますので全体で１２０社です。その他の支所に

つきましては毎年回らせていただいています。事業の効果・課題の欄にありますよう

に、訪問させていただいた５６社のうち９社で障がいのある方を採用しているという

事なのですが、人数については今は分かりませんので確認させていただきます。それ

からもう１点、障がい者団体への助成につきましては、活動費の補助という形で出さ
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せていただき、社会参加や研修等の活動をされています。それから、団体の会員が増

えないという事に関しては、障がい者手帳を取得された時に、団体さんのご紹介をさ

せていただいています。 

 

（委員） 

１４頁 基本計画（１）方向性③ 事業実施課：障がい福祉課のジョブコーチやジョ

ブサポーターの育成のところで、この派遣回数というのは、１人の方を何回派遣して

も１回なのか、１回ずつ数えるのかどちらですか。それから、何人の方がこのジョブ

コーチやジョブサポーターを使ったのかという実数を教えていただきたい。また、２

５年度実績で１４４回とありますが、何人の方がジョブサポーターを使ったのかとい

う実数を教えていただきたい。 

 

（事務局） 

現在、社会福祉協議会でジョブサポーターをしていただいている方は４人います。そ

れから、就労されている方でジョブサポーターを派遣してほしいという事で登録され

ている方は７人です。この７人の利用者の方に４人のジョブサポーターが対応してお

り、「１回行っていただいたら１回」とカウントしています。 

 

（委員） 

うちの伊賀市社会事業協会の事で関連づいて申し上げます。１３頁 基本計画（２）

方向性① 事業実施課：こども家庭課の障がい児保育体制の推進という事で、この目

標値は保育所（園）の数と言われました。私共は既に障がい児の拠点保育所というか

拠点事業所というのがあります。かしのみ園といいます。ここが拠点になって発達支

援センターと連携しながら、障がい児の療育・保育をさせていただいています。認定

審査会等を経てかしのみ園を利用、通所する事が妥当である等いろいろな協議をいた

だき、必要な子どもさんは受け入れるという事で特別に加配をしながら看護師、理学

療法師や臨床心理士と共に取り組んでいます。また、社会事業協会だけはなく公立の

保育所（園）も同様だと思いますが、各施設の職員が勉強会をしながら取り組んでい

るというのが実態です。先ほどから出てきていますが個人情報の問題等様々な弊害が

あるのですが、それを乗り越えて伊賀市の障がいのある人達を支援出来る様な体制を

作っていただければありがたいという思いです。 

 それから、今障がい者の支援施設の施設長をさせていただいているのですが、どの

施設でも６５歳問題を抱えています。と申しますのはその障がいのある方はほどんど

の方が介護保険に入っていない方で、新たに老人施設に入所しようとすると、一旦退

院していただかないといけない。また、それまでに介護保険の認定審査を受けないと

いけません。今、国では介護保険も介護サービスも受けられるといっていますが、６

５歳を越えたから一気に老人だというのは少し難しい部分があります。それから、障

がい者と高齢者の施設の設備とはおのずから変わってまいります。そのあたりも老人

施設で障がい者が上手く馴染めるのかという問題もあります。こちらとしては、利用

者の意向に従わざるをえないし、高齢化が進んでどんどん年齢が上がってきています
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ので様々な問題があり対応が必要になってきます。加えて、施設に入られますとその

方がお亡くなりになるまで他の方が利用できないというような事にもつながってまい

りまして、どのような方策が適当なのか迷っているところです。 

 

（会長） 

高齢化の問題は切実です。施設だけではなくサービスの中身が違いますので、困って

いる方がいらっしゃるという事がよく分かりました。 

 

事務局、目標Ⅲについて説明 

 

（会長） 

一つだけ書き方の問題ですが、実施事業について再び掲載する場合は、「再掲」という

表現を入れないと同じものか違うものか分からなくなりますので「再掲」という表示

を入れた方がいいと思います。 

質問等ありますか。 

 

３ その他 

 

（会長） 

「参考」と書かれた資料（計画相談等実績（平成２６年１月末現在））という資料があ

りますので事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

この資料は三重県内の市町別の計画相談の達成率等の一覧になっています。伊賀市に

つきましては、大人で２８．２％で昨年の９月末時点では２５．６％でしたので３％

程の微増となっています。児童につきましては、達成率が１８．９％で９月末時点が

１６．７％となっております。これらが増えない原因としましては、計画相談を行う

事業所さんが現在３つで手一杯という状況があります。しかし、４月より大人の計画

相談をしていただく事業所と児童の計画相談をしていただく事業所がそれぞれ１ケ所

ずつ増える予定ですので達成率も少し上がるのではないかと思っています。また、市

外の入所施設に入っている方の計画相談についてはまだ手付かずの状態になっていま

す。今後は入所施設に入っている方についても進めていきたいと考えています。 

 

（委員） 

私共の事業所で計画相談をしている相談員から話を聞いている感じとこの達成率の数

字が合わないような気がしています。というのは結構な数をさせていただいていると

思いますし他の事業所さんがかなり進んでいると聞いているのですが。この計画相談

で忙しいというのは、利用計画ではなくモニタリングという風にとらえたらよいので

しょうか。 
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（会長） 

おそらく各事業所さんの基本相談、モニタリングが大変でこのような状況になってい

ると私は理解したのですが。 

 

（事務局） 

はい。事業所さんはモニタリングが大変なご負担になっていると思います。伊賀市の

場合はまず、新規でサービスを使う方を優先して計画を立てていただいています。継

続の方は今後順次させていただきたいと思っていますので、新規の方の数が反映され

ていると思います。４月以降は、誕生日月毎に切り替えの方の情報を各特定相談支援

事業所さんに出させていただいて、割り振りをしながら進めていきたいと考えていま

す。 

 

（会長） 

受給者証の切り替えの時に呼びかけて進めていく方向で今後展開していくという事で

すね。それでは、次年度以降の委員会等の予定を教えてください。 

 

（事務局） 

この地域自立支援協議会につきましては、今年度で２年間の任期が満了という事にな

ります。すでに各団体様にお願いをさせていただいていますが４月からまた、新たに

ご推薦をいただく事になっています。また、委員会につきましては、６月～７月頃に

第１回を開催させていただき、各課の事業計画や各専門部会の事業計画等についてご

協議いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

本日はどうもありがとうございました。今日いただきました貴重なご意見は、障がい

者福祉計画等の推進に反映させていただきたいと思いますのでご協力をよろしくお願

いいたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


