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平成 25年度第１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 25年 10月 22日（火） 

                       午後 14時 15分～午後 16時 15分 

                    場所 ハイトピア伊賀４階 多目的室 

 

出席委員：北野誠一・吉池穀志・坂本元之・藤島恒久・野田一尊・森藤歌代子・ 

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・稲垣裕久・中山滋美・萩原忠之・中島和徳・ 

堀川一成・鈴木伸宏・川口惠美子・ 

欠席委員：福澤正志・水谷敬一・東出昇治・山口恭司 

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・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） 

伊賀市では平成 24年度から３年間を計画期間として「第２次伊賀市障がい者福祉計画」

を策定し、障がいのある人が住み慣れたまちで安心して暮らしていくための支援に取

り組んでまいりました。来年度でその計画期間が終了となりますので、再来年の 27年

度からの新たな「第３次伊賀市障がい者福祉計画」を作成するため、皆様にご協議を

いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

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 

くことをご了承ください。 

なお、伊賀市障がい者福祉計画策定委員の任期は２年間です。 

 

・各委員、事務局 自己紹介 

 

（事務局）配布資料の確認。 

 

２ 委員長及び副委員長の選出について 

 

（事務局） 

委員長と副委員長の選任をお願いしたいと思います。どのようにお取り計らいいたし 

ましょうか。 

 

（委員）事務局一任で。 

 

（事務局） 

それでは、委員長には北野誠一様、副委員長には坂本元之様にお願いしたいと思いま 
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すがよろしいでしょうか。 

 

（委員）意義なし。 

 

（事務局） 

それでは、委員長は北野様、副委員長は坂本様。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 計画策定の諮問について 

 

（事務局） 

計画策定の諮問につきましては、市長より諮問書をお渡しさせていただくべきところ

ですが、公務のため健康福祉部長の山下よりお渡しさせていただきます。 

 それでは、ここからの進行は委員長の北野様、お願いします。 

 

４ 第３次伊賀市障がい者福祉計画策定について 

 

（委員長） 

あっという間に次の計画を立てる時期がやってきました。実は慌しいのは我々ばかり

ではなく、国において、障がい者の方についてのしくみの変化がありました。この計

画を立てている最中にまた変更があるという事も大いにありえます。特に財源。障害

程度区分が障害支援区分に変わったり、グループホームがケアホームに一元化された

り、それから、３年見直しというのがありますので、再来年かその次の年にまた大き

な障がい者福祉の見直しが予定されています。よって、各委員ともいろいろ努力して

いただいて、ご尽力いただければと思っていますのでよろしくお願いします。 

 それでは、副委員長お願いします。 

 

（副委員長）ご協力のほど、どうぞよろしくお願いします。 

 

（委員長）議題４について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料１に基づきましてご説明させていただきます。 

この計画の根拠ですが、障害者基本法第 11条第３項に「市町村は、障害者基本法基本

計画及び都道府県障害者基本計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者

の状況を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策

定しなければならない」というように規程されています。 

 次に、策定の体制と方法ですが、まず計画につきましては 25～26 年度の２年間をか

けて策定していきたいと考えています。まず、今年度につきましては、これからご審

議いただきます意識調査（アンケート）を実施したいと考えています。 

対象は伊賀市全域。 

対象者は、 

（ア）18歳以上の障害福祉サービス利用者及び 18歳未満の障害福祉サービス利用児童

の保護者。 ・・全員（約 700人） 

（イ～エ）障害福祉サービス利用者以外で 18 歳以上の身体・療育・精神の手帳をお持 

ちの方。 ・・抽出した 2,300人 
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（オ）イ～エの障害者手帳をお持ちの 18歳未満児童の保護者。 です。 

対象者は、前回と同様ですが、今回は一般市民の方にも意識調査をさせていただきた

いと考えています。それは、当事者の方だけではなくてその他の市民の方が障がいに

対してどのような理解をされているか。今後啓発活動をしていく中で必要なことと考

え、実施させていただくことになりました。伊賀市に住民票のある方の中から無作為

に抽出した 1,500人の方にお願いさせていただく予定です。 

これらの意識調査の結果に基づき、策定委員の皆様にご審議いただきたいと考えてお

ります。また、この策定委員会とは別に、より身近で幅広い意見を計画に反映させる

ために、障がい者福祉計画の「庁内推進委員会」。これは、庁内の関係各課の担当課長

が集まって協議させていただく委員会です。それから、伊賀市地域自立支援協議会の

５つの「専門部会」。これは、実際に現場で支援にあたっていただいている方や当事者

の方にもご参加いただいていますが、相談、就労（相談支援）、就労（事業所）、精神

保健部会、療育の５つです。そして、この「専門部会」の代表者からなる「定例会議」

において、課題の整理を行っていただきたいと考えています。さらに、意識調査の結

果集計や分析、計画策定のための情報収集につきましては、（株）日本開発研究所三重

さんに委託しています。 

来年５月には中間案を作成し、市広報やホームページ等を通じてパブリックコメン

トの手続きを行う予定です。また、これとは別に、中間案を基に当事者の方や市民の

皆様にお集まりいただいて報告会を開催したいと考えています。このように、皆様の

ご意見をいただいて最終案を作成し、来年の 12月議会で議案として提出させていただ

き、議会の承認をいただきたいと考えています。 

 計画の期間につきましては、この計画とは別の「障がい福祉計画」という数値目標

の計画があり、これは障害者総合支援法に基づいて策定する計画で３年ごとに策定し

なければなりません。この数値目標計画の次期（第４次）を前期、第５次を後期とす

る６年間（平成 27～32 年度）と考えています。 

 続きまして、資料２をご欄ください。 

・計画策定スケジュールについて説明。 

 

（委員長） 

各委員、ご理解したいただいていると思うのですけれど、障害者基本法を基にしてい

る「障がい者福祉計画」と、障害者総合支援法を基にしている「障がい福祉計画」、こ

の２つの計画を同時にしているので、理解するのも大変です。「障がい者福祉計画」は

障害者基本法に基づいていますので、内閣府の担当で、当然福祉だけではなく、かな

り幅広い範囲を扱います。一方、「障がい福祉計画」というのは厚生労働省の管轄の部

分で、特に福祉関係の数値目標が明確になっています。障がい者福祉計画は６年間、

障がい福祉計画は３年間という事になります。意識調査の細かい中身は後でご議論い

ただく事にして、スケジュール案についてご意見をいただきたい。その前に私の方か

ら、策定委員会、庁内推進委員会、定例会議、地域自立支援協議会のスケジュールを

並べて載せていただいていますが、まずこれらの関係を先に説明して頂いた方が分か

りやすいと思いますのでお願いします。 

 

（事務局） 

まず「策定委員会」はこの障がい者福祉計画を策定していただくための委員会です。

この計画の進行管理や障がい福祉のさまざまな問題についてご協議いただくのは、「地

域自立支援協議会」で、こちらは障害者総合支援法に基づく協議会です。障がい者福
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祉計画の進行管理と各専門部会から出てくる課題についての協議を行っています。 

それから、「定例会議」につきましては、５つの専門部会の代表の方々に入っていただ

き、課題の整理をしていただきます。今年度より計画策定も始まりますのであわせて、

策定委員会の前にご審議いただくという形になっています。「庁内推進委員会」は、第

２次障がい者福祉計画の進捗状況について協議する場ですが、計画策定が始まりまし

たら、あわせて計画策定についての課題抽出もしていただきます。「定例会議」は先ほ

どの説明のとおりです。 

 

（委員長） 

はい。了解しました。ということは９月 26日の定例会議でこの後検討される意識調査

についてのご議論をしていただいているという事でよろしいか。 

 

（事務局）はい。 

 

（委員長）各委員、ご質問等ありますか。 

 

（委員） 

平成 27年度にいろいろな制度が変わります。子ども・子育て関連３法や、生活困窮者

自立支援法。伊賀市地域福祉計画。この計画は地域福祉計画の下部計画として位置づ

けていますからそのあたりの兼ね合いをどうしますか。 

 

（事務局） 

今、委員が言われたように伊賀市障がい者福祉計画は、伊賀市地域福祉計画の下部計

画です。他計画との調整につきましては、庁内推進委員会で行っていきたいと考えて

います。 

 

（委員長） 

介護保険、子ども、地域、生活困窮、どれもかなり変化が大きいです。お金が無いの

に制度はどんどん変わるというかなり大変な状況です。当然、介護保険と障がい福祉

等は地域資源が連動してきますので、全体についての調整をお願いします。 

それから、私が気になっている事があります。今年の２月 25日に厚生労働省で主管

課長会議がありました。その資料の中に「11 月中に障がい者のニーズの調査に関する

項目と進行管理に関する方向性について、県に対してその方向性をお示しする」と書

いてあります。これをどう考えるのか。最近は、お示しすると書いていてもずれ込ん

だりすることもありますし。私が関わっている滋賀県や西宮市や寝屋川市では、11 月

中は調査票を送付しない事として時期をずらしています。 

 

（委員） 

今の委員長のお話の件で、どの程度の拘束力があるのかというのがよく分かりません

が、もし大幅に取り入れなければならない項目が出てくるのであれば、資料２のスケ

ジュール（11 月５日アンケート発送）は間に合わないかなあと思いますがどうでしょ

う。 

 

（委員長） 

私が気になっているのは、これまでの継続的な項目については基本的にそのままでい
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いと思います。しかし、新しい項目について例えば県が国の指導を受けてお願いしま

すと言っているのに、市がもう終わりましたという状況でよいのかと思うのですが。 

計画全体のスケジュールの中でどの程度まで延ばせるのか。 

 

（健康福祉部長） 

制度的な部分等で追加、修正が必要になってくると思いますが、この予定で発送しな

いと 27年度スタートに向けてスケジュールが非常にタイトになってきます。今、意識

調査を発送し、後で国の動向等で大幅に変わるとすれば、策定委員さんに急遽お集ま

りいただき協議を早急にしなければならないという話になってきます。国の動向は見

なければならないが、今は、この内容を検討していただきたい。 

 

（委員長） 

はい。今は、この項目を検討しておきましょう。それでは、事務局から「障がい者福

祉計画策定のためのアンケート」の説明をお願いします。 

 

５ 障がい者福祉計画策定のためのアンケートについて 

 

（事務局） 

アンケートについてご説明させていただきます。 

今回は、「障がい者調査」（大人）、「障がい児調査」（児童）、「その他市民調査」の三種

類とさせていただきます。 

・各項目について説明。 

 

（委員長） 

はい。事前に送付していただいていますので読んでいただいていると思います。「障が

い者調査」（大人）、「障がい児調査」（児童）、と今回新たに加わった「その他市民調査」

について、何かお気づきのことがありましたらおっしゃってください。 

 

（委員） 

「障がい児調査」について、虐待の部分の質問がありませんが、これは児童福祉法の

範疇だからはずしたという事ですが、入れてもいいのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

この「障がい児調査」というのは、基本的に 18歳未満の子どもさんにお出ししますの

で、記入していただくのは親御さんであろうかと思います。障がい児の虐待について

尋ねますと、親御さんが、という事もありますので尋ねにくいと思いましたので虐待

についての質問をはずしました。大人の方でも保護者の方が書かれる場合もあると思

いますが、ほとんどの方が自分で答えていただけるのではないかと思っています。ま

た、子ども関係の市の計画につきましても今年度、改訂するようです。虐待の項目が

あるかどうかは未確認ですが、こども家庭課の方でアンケート調査を実施する予定と

聞いています。 

 

（委員） 

子どもの虐待について質問からはずしたという事について、回答者が親になる事が想

定されるという事ですね。ならば、虐待という文言を使って調査するのではなく、親
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御さんが今後障がいを持った子を育てていく中で、どんなストレスを感じ、どのよう

な事に困っているのかを聞きだして行く事がとても大切だと思うのです。 

単に福祉サービスだけではなくて、発達障がいや知的障がいの軽度の子は特に虐待の

ハイリスクになる事がはっきりと言われています。虐待という言葉は全く使う必要は

無いと思うのですが、親の精神的に追い詰められたところを救えるような質問を作っ

ていくという事が必要なのではないかなと思います。 

 

（委員長） 

委員からご意見があったように、親御さんが非常にしんどい思いをされている事や、

ストレスをためている事を、聞き方の工夫を凝らして聞いてほしいです。各委員、何

かご意見はありませんか。 

 

（委員） 

18 歳未満で保護者がいる場合、保護者が抱えている様々なストレスについて、様々な

相談窓口やサービスをお使いいただくことで解決出来るんですよという意味から考え

ると保護者向けのアンケートがあってもいいのかもしれないと思っています。 

 

（委員長） 

はい。大人のほうでも「保護者向け」と「ご本人向け」と両方調査している市町村が

結構あります。例えばメインをご本人にしておいて、最後に保護者の方にお聞きしま

すという項目も入れておいてもいいのかなあと思います。 

 

（健康福祉部長） 

虐待のアンケートについては、伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画の部分で調査

をされると思いますが範囲が広いですので、障がいの部分について突出した調査が必

要になると思います。18 歳未満の方につきましては保護者の方が記入される場合がほ

とんどかも分かりませんが、自分で書けるという方もいらっしゃると思いますので、

虐待を受けているかというような項目も必要ではないかと思います。 

 

（委員） 

具体的な例として、「虐待をしてしまった」、「虐待をしそうになったけれども、何らか

の理由で思いとどまった」。このような精神的なストレスを抱えた親御さんが、どこか

に相談に行き、我に返って救われたというような事例があるのか、無いのか。虐待は

ゼロではないと思います。アンケート調査でどの程度、突き詰めて答えていただける

かは分かりませんが、本音の部分という事で、そこから課題等が見えてくるのではな

いかと思います。 

 

（委員長） 

委員がおっしゃったように、「ストレスを感じたり困った時に、相談できる場所がある

のか」というのは非常に大事な問題です。「相談できる所があるのか」という問いに対

して、「実は相談できる所が無い」という回答が出てきた場合に大きな課題が出てきま

す。 

 

（事務局） 

ストレートには質問しにくい部分ですが、いろいろなご意見をいただいて、質問を工
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夫して設定していきたいと思います。また、保護者向けの質問についても検討してい

きます。 

 

（委員） 

保護者というのを全体的に見ると、児童だけではなく大人になっても、一心同体で障

がい者と共に生きているという保護者がいらっしゃいます。その方の環境を整えてあ

げることは、障がい福祉にとって一番大切な事ではないかと思います。ですので、児

童だけではなく、支援する保護者のための質問を設けてもいいのではないかと思いま

す。 

 

（委員長） 

障がい児だけでなく、大人の障がい者の方にも家族支援者がいます。ご本人の抱えて

いる困難や悩みと支援者の方の思いとが若干違う部分もあります。 

 

（委員長） 

18歳未満と 18歳以上とで分けるという話ですが、分けられる子と分けられない子がい

るという事も前提として考えていただきたい。というのは、意思が通じない、自分の

意思が発信、発言できないという大人もいるという事を理解しておいていただきたい

と思います。 

 

（委員） 

障がい者福祉計画の目的として、ただ広くアンケート調査をするだけではなく、何の

ためにアンケートをするのかという点が明確でなければならないと思います。この第

３次計画を立てるにあたり、伊賀市としてどういうものを優先的な課題とし、何をし

てどのように計画をしていくのかという部分について、明確に出していただいたら、

先ほどの介護者の事を中心に聞くのか、今回はそれは聞かないのかというところが見

えてくると思います。 

 

（委員長） 

委員のおっしゃる事はよくわかります。実は、この次の計画のビジョンや目標を作る

のはこの委員会の役割です。市ではないのです。この委員会がある程度目標を定めま

す。本当は、まず全体的にどういう方向で考えるか。そして、どんな調査項目が必要

か。という事を考えて作らなければなりませんが、時間的な事もありますので、幅広

く、課題抽出も含めて一般的な調査をして、次に議論をしながら課題抽出をしようと

思っています。 

 

（委員） 

事務局の説明の中で、アンケートの内容について検討されてきたとありましたし、地

域自立支援協議会はずっと継続されているので、部会の中で、ある程度何か意見が出

てきて、その上でアンケートの項目が出てきているのかなあと思ったので。 

 

（委員長） 

それでは、地域自立自立支援協議会の部会でご議論がなされているという事ですので

事務局からご説明願えますか。 
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（事務局） 

定例会議で、事務局が作成しました案をお示しし、ご意見をいただきました。その内

容は、もう少しサービスの種別について具体的に聞いてはどうか。という点と書式に

ついてのご意見をいただきました。これらにつきましては修正済みです。 

 

（委員長） 

ということは、今ご議論されたような「家族介護者」、「支援者」並びに「障がい児の

親御さんのニーズ」についての調査についてのご意見はありませんでしたか。 

 

（事務局）ありませんでした。 

 

（委員） 

分かりました。それでは、２点ほど調査の中に入れ込んでいただきたいものがありま

す。１つは、高齢になった知的障がい・精神障がいの方の今後の生活の問題について、

ご本人やご家族はどのようにお考えになっているのかという事が知りたいと思います。

もう１つは、生活困窮の問題です。障がいのある方とご家族が高齢になって、年金生

活になり収入が無い。お一人でアパートで住んでいる。障がいのある方ばかりの世帯

である。というような状況で大変生活に困窮している人たちが増えてきています。実

は、そういう方達は、生活保護の制度を利用出来るかというと、あまり利用出来ない。

それは、生活困窮の事を自分で訴えていく術が無い。伊賀市においては、生活保護に

ついては廃止をしていくという事で、かなり厳しいご指導をされておりまして、私ど

もの利用者の方達もかなりの人数の方が生活保護が廃止になりました。今は、工賃が

あって何とか生活をしていますが、機能低下等で仕事が出来なくなった時にどのよう

に収入を確保していくのかという部分についての項目を入れていただけたらと思いま

す。 

 

（委員） 

私も収入の項目があってもいいのかなあと思います。年金なのか、働いているお金な

のかというような点について。生活困窮に至るというのは、地域との関係が途切れて

しまって孤立してしまう。というように社会的な孤立の問題を把握しなければならな

いと思います。ご本人が「団体に属している」、「行くところがある」という事であれ

ば、周りの誰かが気づく訳です。しかし行くところが無く、家にこもっているとなる

と、生活困窮にならざるを得ない。そういう構造は何らかの形で把握できるのではな

いかと思います。「どういう所に参加していますか。行っていますか。」というような

質問をすれば分かってくるのではないでしょうか。 

併せて、一般市民向けの調査の問 10 ですが、「障がいや病気の理解に対する正しい理

解のために、あなたはどのようなことが必要だと思いますか。」という項目の中に、ご

本人の社会参加に関する項目を入れていただいたらどうでしょう。働くことで人とつ

ながるという事があるかもしれません。次に、細かい事ですが、障がい者調査の中で、

「成年後見事業」とありましたが、「成年後見制度」の誤りだと思います。 

 

（委員長） 

「権利擁護事業」並びに「成年後見事業」について、この表現でいいのか、もう少し

正式な表現を使うべきなのか再度事務局で検討してください。先ほど委員から出まし

た点について、国から 11月頃に何か方向性が出てくると思います。高齢と障がいの重
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度化について今、国はいろいろな調査をしています。障がいの方が重度化した時にど

ういう状況を生み出すのかという点。それで再度、施設入所が必要であるというよう

な事まで言われています。私達は、そういう方向ではなくて地域で暮らせるしくみを

作りたいと思っていますので、ご本人や家族のいわゆる高齢化の問題とそれに伴う生

活困窮の状態がどうなっているのかという事について、項目を追加しておいた方が、

国からの調査と整合性がとれてくるのではないかと思います。 

 それから、社会的孤立の点について、どのように問うのか。相談できるところ以外

に日中活動やいわゆる普段の付き合いや活動について、どのような設問にするのか他

の市町村の調査項目等も調べてみてください。 

 

（委員） 

その他市民調査の問８です。「あなたは障がいがある人が、差別を受けたり、いやな思

いをしているのを見たり聞いたりしたことがありますか」という障がいのある人に対

する理解についての項目ですが、他の人の事を問うのであれば、はたして自分はどう

なのか。自分は、人権や差別の心はないか、と自分に問いかける事が一番大切で、こ

れが原点です。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。委員の中で精神の方の専門家がいらっしゃいます。特に精神

障がいの方に対しては、市民の方の偏見や差別が多いと思います。自分の気持ちを抵

抗無く書けるような項目について、事務局にご提案いただけたらと思います。 

 

（委員） 

その他市民調査について 18歳以上を対象にしているということですが、名張市では以

前中学生を対象にした事がありました。柔軟な感性を持った年代がどうとらえている

かという事を知り、啓発という部分の取り組みが出来ます。義務教育時代に体験した

障がい者との交流等がその後障がい者の支援の仕事につきたいと思うきっかけになっ

たという人がいます。設問を考えていただくのは大変だと思いますけれど、ぜひ、若

い人達の意見を聞いていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

非常に聞いてみたい気はしますが、中学・高校生用の調査票を作る事が出来るのか、

という事と抽出は可能かという問題があります。高校生ならこの設問でほぼいいと思

いますが、中学生の場合は少し工夫が必要かと思います。 

 

（事務局） 

対象者を抽出するのは可能ですが、現在の設問内容が大人用になっていますので、中

学・高校生がこれで対応出来るかというのは検討させていただかなければならない部

分だと思います。 

 

（委員） 

障がい者調査の問 34虐待等の設問について、この問は非常に重要だと思いました。こ

の集計が上がってきて、対策や計画を考える時に、家族なのかあるいは教師なのかと

いうように相手が知りたくなってきます。問 36 については、「誰から」という設問を

入れて、選択肢から選ぶか自由記載でもいいと思います。２点目は、この問３６の選
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択肢に「その他」を入れて、自由記載の欄があればいいと思います。例えば、電話相

談で「自分は笑いものにされている」という相談をうけた。そういう場合はこの選択

肢のどこにも入らないと思います。それ以外でも我々の想像しないところで、「その他」

がないから進めないという事がないようにしないといけないと思います。３点目は、

問 34ですが、「よくある」「時々ある」「ほとんどない」「まったくない」の４つの選択

肢ですが、「ほとんどない」よりも「一度ある」の方が望ましいのかなあと思います。

例えば、ネットカフェに精神の障がい者手帳を忘れたら、次から入店を拒否されたと

いう事件が裁判になりましたけれど、このような場合は時々でもないが一度ならある。

しかし、このような場合は一度でも具体的に記載出来た方がいいのではないかと思い

ます。すると、この設問でそれぞれに（  ）を作るよりも、少し大きめに記載理由

欄を作ったほうがいいのではないかと思います。４点目は、問 34の嫌な思いをした方

が、問 37 で「誰に相談しましたか」にチェック出来るように、問 37 の対象者を問 36

だけではなく、問 34も含めてよいのではないかと思います。最後５点目ですが、問 37

の「誰に相談しましたか」のところで、行政には虐待対応の専門の方が配置されてい

ると思いますので、その方を選択肢に載せると、そのような相談も出来るのかという

事を知っていただけますので、効果的だと思います。 

 

（委員長） 

具体的にいくつかご提案いただきました。他にありませんか。 

 

（委員） 

選択肢の中に、「特にない」と「わからない」という答えがあるのですが、この違いが

分かりにくいです。例えば、障がい者調査の問 20 の「障がいのある方が働くために、

どのような環境や条件が必要だと思うか」という質問の選択肢に、「特にない」という

選択肢があってもいいのかなあと思います。問 23も同様で、両方の選択肢があればそ

の違いがより分かるのではないかと思います。 

 

（委員） 

「特にない」と「わからない」をどのように整理するのかという事ですね。 

 

（委員） 

知的障がいのある方は、判断して分からないのか、内容が分からないのかという「分

からない」の部分が難しいと思います。それから、問 22で、誰に相談するのかという

設問で、選択肢９．の「相談機関の相談員(伊賀市障がい者相談支援センターなど)」

の部分は、現在、特定相談支援事業所が結構相談に回っていますので、啓発の意味を

込めて、これも含めていただきたいと思います。それから、問 40で「将来（おおむね

５～１０年後）、どのように生活したいか」という質問の選択肢で、「４．福祉施設な

どに入所して暮らしたい」という部分については、福祉施設の定義がよく分からない。

障がいのある方の入所施設なのか、高齢の方の入所施設なのか。 

 

（委員長） 

特に最後の問題はややこしくて、国が最近出している資料を読んでも分からない事が

多いです。地域における居住施設と行っていますが、入所施設ではないと思ったら、

入所施設の場合もあったりして、微妙な言葉遣いが増えてきていますし、理解が難し

い状況になってきています。それから、問 40 の福祉施設の定義について、どこまでが
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範囲なのかというのが分かりづらいという気がしますので、事務局で検討して下さい。

それから、問 22に障がい者相談支援センターだけでなく特定相談支援事業所も入れた

らという意見。それから、「特にない」と「わからない」の部分について、設問がわか

らないのか設問はわかるけれども、答えることについてよくわからないのかという点

について、これについても事務局でご協議してください。 

他にありますか。 

 

   なし 

 

（委員長） 

この意識調査について、今後の流れはどのようになりますか。 

 

（事務局） 

本日いただきましたご意見を基に修正をさせていただき、委員の皆様に郵送で送付さ

せていただいて再度ご意見をいただきたいと考えています。 

 

（委員長） 

わかりました。今日の意見を反映させたものを全員に送付いただき、ご意見が無けれ

ばそのままでいく事とし、ご意見があり修正があった場合は、最終的に委員長に相談

していただけたらと思います。それで各委員、よろしいですか。 

 

（副委員長） 

本日は、大変貴重なご意見をいただきました。とりわけ、障がいを持った者の側にた

って、計画が作られ、障がいを持った者の幸せを願った計画が実行されるためのご意

見をいただいたと感じました。いい計画が出来るのではないかと期待し、お互いに頑

張って「ほんとの計画」を作り上げていきたいと思います。 

 

(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 

   なし 

 

（事務局） 

本日は貴重なご意見をたくさん頂戴しましたので、アンケートを修正し皆様に送付さ

せていただき、ご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それから、第２回の策定委員会ですが、平成２６年１月３１日（金）の午後に開催

させていただきたいと思っておりますので併せてよろしくお願いします。 

本日は、ありがとうございました。 
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