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平成２６年度第５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１０月２０日（月） 

午後３時００分～午後５時００分 

場所 伊賀市役所 第１委員会室 

  

【出席委員】 

北野誠一・坂本元之・吉池穀志・平井俊圭・稲垣裕久・藤島恒久・野田一尊・森藤歌代

子・矢野真砂子・宮本勝巳・福永重子・奥西利江・小倉由守・福原和寿代・市川知恵子・

中山滋美・渡辺宏泰・堀川一成・山口恭司・川口惠美子 

 

【欠席委員】 

福澤正志・紀平久和・池町健治・東出昇治・鈴木伸宏 

  

【事 務 局】 

障がい福祉課（藤岸登・中出光美・藤田成充・田中宏明） 

障がい者相談支援センター（金ヶ江有生） 

（株）日本開発研究所三重（池山孝之） 

 

 

（事務局） 

ただいまから第５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、計画の最終案について、ご協議いただきます。 

 最終案は、前回の委員会で計画の中間案をご協議いただきました後、９月４日から１

０月３日まで募集しましたパブリックコメントと、１０月９日の庁内推進委員会で委員

からいただきました意見を基に修正させていただいたものです。 

 今回が最後の策定委員会となりますので、委員の皆様には忌憚のないご意見をいただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

なお、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こと

と、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、録音させて

いただきますことをご了承ください。 

 

 

１（障がい福祉課長）あいさつ 

 本来なら、健康福祉部長の増田より皆様にご挨拶させていただくところでありますが、

本日は別の用務のため欠席させていただいております。今回が最終の策定委員会という
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ことで、約１年間に渡り、皆様には活発なご意見等いただきましたことを部長に代わり

まして、お礼を申し上げます。 

 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

の北野様にお願いしたいと思います。 

 北野様、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

・配布資料の確認 

 

事項１ 

 第３次伊賀市障がい者福祉計画（中間案）に対するパブリックコメント集約結果 

  

【事務局より資料№１を説明】 

 ９月４日から１０月３日まで実施したパブリックコメントに寄せられた意見は、３名

の方から計６件のご意見をいただきました。内訳は、全て第４章の障がい者福祉計画の

基本計画に関することでした。また、第４章全体に関することが３件、第４章の目標Ⅰ

に関することが２件、目標Ⅱに関することが１件となっています。 

 パブリックコメント以外では、９月の議員全員懇談会に中間案の報告を致しましたが、

今回はご意見がありませんでした。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。では、引き続き、事務局より中間案に対するパブリックコメ

ントの意見及びその回答についてご説明をお願いします。 

 

事項２ 

パブリックコメントに対する回答及び計画への反映について 

 

【事務局より資料№２、及び資料№３までを説明】 

それでは、資料№２「パブリックコメント意見及び回答」と資料№３「伊賀市障が

い者福祉計画中間案の修正一覧」をご覧ください。 

説明につきましては、資料№２の№１から３までの第４章全体に係るご意見で一旦

説明を切らせていただきまして、皆様からご意見をいただいた後、残りの№４から№

６までの説明させていただきたいと思います。 

 それでは、資料№２の１番目のご意見としましては、「計画全体の記述の仕方として、

障がい者に主体を置いた記述にすべき」とのご意見をいただきました。また、例文とし
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て、３つほど書いていただいています。 

    それに対する事務局案の意見としましては、「本計画は、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、共に助けあって暮らせるよ

う、一人ひとりのニーズと思いに沿った支援をする取り組みを進めていくための基本方

針として策定していますので、障がいのある人を主体とした記述に務めています」とし

ました。すでにそう言った記述に務めていますと回答とさせていただきましたので、計

画への反映は「すでに計画案に反映済み」としています。 

続きまして、２番目のご意見として、「福祉計画には、主要及び重点施策について目

標数値及び年度計画を記載すべき」というご意見をいただきました。これに対する事務

局案として、「本計画は、障害者基本法第 11 条に基づく市町村障がい者計画で、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るため、具体的な数値

目標や年度計画は記載していませんが、本計画に基づく事業について、年度当初にその

年度の年度計画を作成し、障がい者福祉計画庁内推進委員会において実施状況の点検や

進捗管理を行うとともに、年度末には障がい者地域自立支援協議会で評価を行います」

という回答にさせていただきました。２番目については、計画への反映はないため、「計

画への反映」欄は空欄にしています。 

３番目のご意見は「障がい福祉において、喫緊の課題として、（１）入所施設や病院

から地域生活への移行推進（２）就労支援の強化（３）発達障がい、高次脳機能障がい

等の新しい障がいへの対応、が指摘されており、特記するのが適切」というご意見をい

ただきました。これに関しては、「（１）入所施設や病院から地域生活への移行推進」

については、計画案の 24 頁、目標Ⅰの基本方針２、基本計画（１）②で福祉施設や医

療機関からの地域生活への移行を推進することを記載しています。また、「（２）就労

支援の強化」については、同じく計画案の 37頁、目標Ⅱの基本方針４、基本計画（１）

で就労支援のネットワークを強化し、ジョブコーチやジョブサポーターの育成に努める

ことを記載しています。「（３）の発達障がい、高次脳機能障がい等の新しい障がいへ

の対応」については、障害者基本法では、障がい種別に関わらず、障がいのある人の自

立及び社会参加支援等のための施策を定めているため、障害者基本法に基づく市町村障

がい者福祉計画である本計画においても、障がいを一元的にとらえた計画としています」

という回答にさせていただきました。これについてはすでに計画に盛り込んでいるため

「すでに計画案に記載済み」としています。 

 前半部分のご説明は以上です。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。事務局より資料№２の前半部分の説明をいただきました。 

 ご意見のある方どうぞ。 
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（委員） 

 今までの計画でも数値目標がほとんどないですが、資料№２の２番目の回答の中で

「年度当初にその年度の年度計画を作成し･･･」とありますが、３年間の計画という意

味合いが見えてこないです。また、目標としての数値が行政任せとなる計画には疑問が

残ります。 

 

（委員長） 

 ３年間という長期計画の回答の記述としては、少し物足りないのではないか、目標値

を設定すべきではないかとのご意見をいただきました。 

各委員の方で何かご意見があれば、どうぞ。 

 

（委員） 

 同じ意見なのですが、障がい者福祉計画は予算を動かすための計画でなければならな

いと感じます。あと、三重県は障がい者福祉計画に障がい福祉計画を盛り組んだ形態と

なっています。伊賀市でも同じようなことが出来ないのでしょうか。また、目標に対し

て客観的に評価する機関があれば良いと考えます。 

 

（委員長） 

 確かに、多くの市町村においても、障がい者福祉計画と障がい福祉計画をセットで考

えることが多いです。その方が障がい者福祉計画に目標数値を入れやすいためです。ま

た、再来年の４月には障害者差別解消法が施行されますので、バリアフリーに関する予

算等の確保が必要になると予想されます。予算取りの方法も今から検討する必要があり、

各課の予算要求の根拠付けをするためにも策定委員会を使ってもらえればと考えます。 

 ほかに、ご意見はありませんか。 

 

（副委員長） 

２６年度の終わりに２７年度の予算取りをするわけですが、３年間の積み上げを根拠

に要求していただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 予算はこの計画に基づいて確保していかなければなりませんが、２７年度から新たに

始める事業ばかりではなく、既存の事業はさらに充実または視点を変えて事業を行い、

数値達成に努めます。 

 

（委員長） 

 ほかに、ご意見はありませんか。なければ、事務局より資料№２の後半部分の説明を
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お願いします。 

 

はい。では引き続き、同資料をご覧ください。 

４番目のご意見としては、ピアカウンセリング・ピアサポーターの養成・活動の推進

についてで「どのような形で推進していくのか、また、どのような形で活動の場を提供

していくのかを具体的に明記してほしい。事業所や行政機関での雇用に繋がるような施

策等を検討してほしい」とのご意見をいただきました。これに関しては、「ピアカウン

セリングやピアサポーターの推進や活動の場を確保等のための具体的な施策について

は、今後計画を推進していく中で市の障がい者地域自立支援協議会や伊賀圏域の障がい

福祉連絡協議会において、当事者の方や関係機関の方々と協議し検討していきます」と

いう回答にさせていただきました。また、これにつきましては、資料№３に記載のとお

り、反映前の「…ピアカウンセリングの場づくりやピアサポーター活動を推進します」

という文章を、より具体的に「…障がい者地域自立支援協議会等においてピアカウンセ

リングの場づくりやピアサポーター活動を推進するための施策を検討していきます」と

いう文章に修正させていただきたいと思います。これにより、資料№２の「計画への反

映」欄には「反映」とさせていただきました。 

５番目のご意見は、「サービス事業者の研修も大事ですが、優秀な人材を雇用できる

ように、給付単価等の向上も「充実」の一つとして盛り込んでほしい」というご意見を

いただきました。これに関しては、「障がいのある人の多様なニーズにきめ細かく対応

し、質の高いサービスを提供するための質の高いスキルをもった人材を確保するために

は、障害福祉サービス事業所等で働く職員の処遇を改善することも必要なことであると

考えます。障害福祉サービス事業所等の職員の処遇改善については、平成２４年度の報

酬改定の際に「福祉・介護職員処遇改善加算」が新設されましたが、未だ十分に改善さ

れていないのが現状で、国や県と連携して職員の処遇が改善されるよう障害福祉サービ

ス報酬等の改善に取り組んでいくことを計画に盛り込みます」という回答にさせていた

だきました。これに伴い資料№３のとおり福祉計画の 23 頁、第４章の文章を「…人材

や拠点の確保に努めるとともに、職員の処遇改善のため障害福祉サービス報酬の改善等

を国や県と連携して取り組んでいきます」と修正させていただきたいと思います。 

６番目のご意見は、少し長文ですので要約させていただきますと「特別支援教育で一

番見直してほしいのは、高等部の在り方と位置付けです。伊賀地区の障害児は義務教育

の間は多くの場合、希望すれば地域の学校の特別支援学級で学ぶことができますが、中

学校卒業時には、進路が限定され、受け入れ先がないのが現状です。このため、特別支

援教育の充実を考えるのであれば、高等部の専門学校の設置を要望していく必要があり

ます。また、既存の高等学校に特別支援学級を設置することも考えて欲しいです。」と

いうようなご意見をいただきました。これに関しましては、「伊賀市障がい者福祉計画

では教育について、伊賀市の小中学校での特別支援教育についての基本方針を明記して
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います。全ての中学校が障がいのあるなしに関わらず、生徒一人ひとりの希望にあった

進路に進めるよう指導をしていくことが重要です。障がいのある生徒の中学校卒業時の

進路については、保護者や関係機関と連携し、一人ひとりのニーズにあった進路を保障

していくよう努めています。なお、県立の特別支援学校及び高等学校での特別支援教育

の充実について、県の教育委員会へ要望していきます。」という回答とさせていただき

ました。 

なお、高校の特別支援教育につきましては、県の教育委員会が管轄となり、市の教育

委員会は義務教育の間の管轄となります。そのため、中学校卒業してからの進路につき

ましては、一人ひとりのニーズにあった進路を保障していくよう努めることや、県への

要望を行っていくといった回答で、計画への反映はしないため、空欄としています。 

以上、資料№２と資料№３のご説明を終わらせていただきます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。事務局より資料№２の後半部分の説明をいただきました。 

 ご意見のある方どうぞ。 

 

（委員） 

 ６番目の意見については障がい者の権利条例にも関わってくると思いますが、委員長

はどの様にお考えでしょうか。 

 

（委員長） 

 大変重要なことだと考えます。権利条約を受けて、特別支援が出来る高等部を増やし

て欲しいという要望も出てきています。大阪でも普通高校への受け入れをどうするかが

課題となっており、定員割れが発生している高校などに受け入れが出来ないか検討して

います。ただ、高等学校については県の管轄であるため、市町村がどこまで介入できる

か問題です。 

また、義務教育内での障がいを持っている子どもの受け入れの仕組みや進路指導をど

のように行うかなども検討が必要です。そういったことも計画のなかに組み込めればと

思います。 

 その他、ご意見等はございませんか。 

 なければ、次の事項の説明を事務局よりお願いします。 

 

 

事項３ 

 庁内推進委員会からの意見の計画への反映について 
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【事務局より資料№４及び№５を説明】 

資料№４「庁内推進委員会の意見による第３次伊賀市障がい者福祉計画（中間案）修

正一覧」及び資料№５の「第３次伊賀市障がい者福祉計画」をご覧ください。 

庁内推進委員会の意見として、№４の№１では、中間案の５頁の第１章６計画の推進

の方法の中の計画推進体系図に関して、「自立支援協議会と定例会議、庁内推進委員会

の関係や図の中の矢印の意味がわかりにくい」というご意見をいただきました。これに

関しましては、計画体制図を修正させていただきます。 

次に、№２の意見は 19 頁の第４章に対する、第４章目標Ⅰの基本方針１、基本計画

（２）の施策の方向性①に対して、当初は「…市内３箇所の地域包括支援センターが、

障がいのある人及びその家族からの相談にに対応するとともに、障がい者相談支援セン

ターでは障害福祉サービスの利用等について、指定特定相談支援事業所等の関係機関と

連携し、相談支援の充実を図ります」という表現になっていたのですが、このような文

章では、障がい者相談支援センターはサービスの利用調整のみで相談は受けないように

思われるので、本年度の伊賀市の相談支援体制に基づいた内容に修正すべきではないか

というご意見をいただきました。反映後としまして「…障がいに関する一次相談窓口で

ある市内３箇所の地域包括支援センターと障がい者相談支援センターが連携し、障がい

のある人及びその家族からの相談に対応するとともに、障害福祉サービスの利用等につ

いて、指定特定相談事業所の関係機関と連携し、相談支援の充実を図ります」という表

現に変更し、地域包括支援センターと障がい者相談支援センターが連携して、障がいの

ある方の相談に対応するというように修正いたしました。 

№３の意見は、３ヵ所のご指摘をいただいています。まず、25 頁の目標Ⅰの基本方

針２、基本計画（４）の方向性①についてです。次に、同じく 25 頁の目標Ⅰの基本方

針２、基本計画（４）の施策の方向性②についてです。最後に、35 頁の目標Ⅱの基本

方針３、基本計画（１）、施策の方向性②についてです。これらにつきましては、文章

の末尾が、「国や県に要望する」というのでは、施策としては不適切とのご指摘をいた

だきました。これに関しては、「国や県と連携して取り組みます」という表記に変更し

ています。 

№４の意見は、33 頁の目標Ⅰの基本方針１、基本計画（１）、施策の方向性②につ

いてです。反映前は「保育所（園）、幼稚園、こども発達支援センター等の専門機関が

連携を強化し、身近な地域で、個別の専門的な療育を受けられるよう療育支援体制を充

実します」という表現にしていました。これに対して、第２次計画では「療育センター

の設置を検討する」と記載され、今回の計画では「療育支援体制の充実」となっており、

療育センター機能の表記がなくなっている。現在、部内でプロジェクト会議を立ち上げ

て療育センターを検討しているので、そのことを記載してはどうか」という意見をいた

だきました。このことに関しまして、「保育所（園）、幼稚園、こども発達支援センタ

ー等の専門機関が連携を強化し、身近な地域で、個別の専門的な療育を受けられるよう
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療育センター機能を備えた療育支援体制を構築します」という表記に変更いたしました。

また、巻末の用語解説に療育センターの用語解説を追加しています。 

庁内推進委員会からのご意見に対する修正は以上です。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。事務局より資料№４の説明をいただきました。 

以前は多くの市町村で国や県に要望しますという表現が多かったのですが、変わって

きているのですね。 

 

（事務局） 

 はい。庁内推進委員会から、要望するだけでは施策とは言えず、市の総合計画でもそ

のような表現は使用していないとご指摘をいただきましたので、修正させていただいて

います。 

 

（委員長） 

 資料№４の№４の 33頁にある、療育センター機能を備えたとはどういう意味ですか。 

 

（事務局） 

 療育センターそのものを設置することは難しいく、既存の施設等を活用して療育セン

ター機能を備えたものを作れないか検討を行うという意味です。また、現在、関係各課

がプロジェクトチームを作り、協議を行っています。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。 出てきた意見等以外で、全体を踏まえて最終案の変更点等

について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 資料№５の最終案をご確認ください。変更点等については、 

①先ほどのご説明をいたしましたパブリックコメントと庁内推進委員会での意見等

を反映した形で表記しています。 

②７月２０日に開催した中間案に対する意見交換会の意見等を踏まえ文書を変更し

ています。 

③用語集を末尾に記載し、最終案としています。 

④本日の策定委員会後に点字版、音訳版、音声コードを作成いたします。 

以上です。 
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（委員長） 

ありがとうございます。それでは、ご意見のある方どうぞ。 

  

（委員） 

 資料№５の 19 頁（２）総合相談支援体制の確立、施策の方向性①総合的な相談支援

体制の充実の下から２行目の「今後は、･･･基幹相談支援センターの体制について検討

します。」とありますが、本計画は６年と長期計画であり、基幹相談支援センターの体

制についての検討だけで良いのでしょうか。「検討」を「設置」にした方が良いと考え

ます。 

 

（委員長） 

 そうですね。少なくとも、検討して設置していきますといった表記は欲しいと思いま

す。 

 

（事務局） 

 「検討」の表記について再考いたします。 

 

（委員長） 

他にご意見はありませんか。 

 

（委員） 

 本計画で、伊賀市が優先して実行していく施策がどれか分かり難いと思います。基幹

相談支援センターの設置や就労支援、生活支援等どれを優先するのでしょうか。 

 

（委員） 

 その件に関して、地域では良く聞く意見なのですが、やはり緊急の預かり場所として

の短期入所や日中一時支援事業所が伊賀市には少ないという意見をよく聞きます。また、

そういった施設を伊賀市内で担保出来れば良いのですが。 

 

（事務局） 

 本計画は基本計画であり、どれを優先するのかといった選別をすることは困難と考え

ます。 

 

（委員） 

 福祉サービスの利用促進については、以前の会議で伊賀市障がい者自立支援協議会の

相談部会で検討しているということですが、現実的には難しいのではないでしょうか。
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生活支援部会といった新たな専門部会を立ち上げるべきではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 相談部会は特定相談事業所の方が中心となり部会を構成しています。その中で出てき

た問題点などを本会議に提出しています。また、新規の専門部会の立ち上げは難しいの

ですが、伊賀市・名張市で構成する圏域の地域移行部会では、地域移行を行うためには

地域にどういった資源が必要かといった検討を行っています。 

 

（委員） 

 地域移行については、施設や病院での生活から地域で生活を送れるようにするという

ものですが、逆に地域で生活することが難しく入所等を検討せざるを得ない方もいます。

そういった双方向での支援体制が必要だと考えます。 

 また、地域移行では待機者の問題を解決しなければ、推進は難しいと思います。本計

画は６年間と長期的な計画ですので、積極的な表現が必要と考えます。 

 

（委員） 

 施設入所者の方には、地域で生活出来ると思われる方もいます。入所判定委員会の運

用はどのようなものですか。 

 

（事務局） 

 名張市との圏域で、入所判定委員会を行っています。入所待機者の状態や緊急度等か

ら、待機順位を決めています。 

 

（委員長） 

 精神科病院等での長期入院者の中には、病院の方が生活しやすく、ある意味で地域に

帰ることに不安をもたれる方もいます。ピアサポーターなどの積極的な介入など地域生

活の不安を取り除くことも必要と考えます。 

 他に、ご意見等ありませんか。 

 

（委員） 

 資料№５の（４）経済的な自立に向けた支援、施策の方向②医療費等の自己負担軽減

のための制度の充実について、現在伊賀市では精神保健福祉手帳２級までの方が通院時

の福祉医療の助成を受けれるようになりましたが、入院時に関しては助成がありません。

入院時の経済的負担は大きく、今後はこういった所も検討いただければと考えます。 

 

（委員長） 
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 他にご意見等はありませんか。 

 

（委員） 

学校関係者のものですが、現在つばさ学園の在籍生徒は１４２名で、内７７名が高等部

の生徒です。生徒数は年々増加しており、来年度は１５０名を超える見込みです。 

資料№２の№６の意見の中に、つばさ学園の高等部を卒業しても最終学歴は中卒との記

載がありましたが、私はつばさ学園の高等部を卒業であって、中卒ではないと考えます。 

また、委員長から大阪の例もお話いただきましたが、三重県でも高等部だけのすぎの

子特別支援学校の分校が４年前に開所しています。このような学校も三重県にはあると

いうことを皆様に知っていただければと思います。 

 

（副委員長） 

 昨年の特別支援学級在籍の中学校卒業者の進路はどうなっていますか。 

 

（委員） 

大部分はつばさ学園に入学で、あとは私立高校等への入学や、数名は自宅での家事従

事となっています。 

 

（委員長） 

 発達障がいをお持ちの方で、一般入試で高校に入学される方もいらっしゃいます。そ

ういった方々の就労を含めた進路指導や、支援の仕組み作りをどのよに行っていくかも

重要だと思います。 

 

（委員） 

 大学の中には、４年間コーディネーターがついて、就労や生活など様々な支援を行っ

ているところもあります。 

 

（事務局） 

 つばさ学園の高等部卒業を控えた進路懇談会には、障がい福祉課や伊賀市障がい者相

談支援センターも参加して懇談会を行っています。 

 

（委員） 

 特別支援学校に入学した生徒も必ず卒業の日が来るわけですが、学校関係者の方とし

てはどういったお考えですか。 

 

（委員） 
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 つばさ学園では１年生のときから進路を見据えた実習を行っています。 

 

（委員長） 

 高等部を卒業する人と地域がタイアップを行い、希望する進路をコーディネートする

には基幹相談支援の役割が重要だと考えます。また、福祉サービス利用には特定相談支

援事業者が本人の希望等を聞き取り、生活全般のプランニングを行うわけですから、特

定相談支援事業者が市や学校と連携を取りながら行うことが重要だと考えます。 

 

（事務局） 

 ２７年度からつばさ学園卒業生がすぐに就労継続支援 B 型サービスを使うことが出

来なくなるため、つばさ学園の教師も参加した検討委員会を開催しています。 

 

（委員長） 

 他にご意見はありませんか。 

 

（委員） 

 障害者差別解消法は２年後に施行されます。自治体によっては、今までに学校や地域

で起こった差別事象を洗い出したり、差別とは何かを考える取り組みを行っているとこ

ろもあります。伊賀市においてもそういったことが出来ると良いのですが。 

 

（副委員長） 

 伊賀市障害者福祉連盟では市の人権生活環境部と障害者福祉連盟、部落解放同盟等と

連絡会を開催するよう市に要望しています。 

 

（委員長） 

 民間事業者が努力義務とされていることとは異なり、国や県、地方公共団体は、率先

して差別の解消に取り組むことが要請されていることから、合理的配慮の提供について

は、法的義務を課されています。そのため、障害者差別解消法の記載についてはもう少

し踏み込んだ表現にすべきかもしれませんね。 

 他に、ご意見等はございませんか。 

 

（委員） 

 本計画は６年間という長い期間の計画ですので、各年度の進捗状況をチェックする外

部評価の機関が必要であるかと思います。資料№５最終案の５頁において、本計画のチ

ェック機能はどこが担うのでしょうか。 
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（事務局） 

 外部評価機関を設置するのではなく、自立支援協議会の本会議でのチェックを想定し

ています。 

 

（委員） 

 今後、当事者の意見をどのように反映していくのかも重要です。そのためにも専門部

会の中に当事者が参加するという表現があれば良いのですが。 

 

（委員） 

 企業内では、休職してから復職することが難しい場合が多く、精神疾患が重症化する

まで、働き続けるケースが多いです。そのため、資料№５最終案の 38 頁（２）企業等

における障がい者雇用の促進、施策の方向②障がい者雇用を行う企業等に対する支援に

おいては、これから就職される方以外の復職される方の支援についても記載があれば良

いと考えます。 

 

（委員長） 

 確かにその通りですね。休職については復職できることが前提でなければ、辛くても

行き続けることになります。合理的配慮をどこまでするかを踏まえた表現の記載があれ

ばと考えます。 

 では、他にご意見等ございませんか。 

 

（副委員長） 

 本会議を持って、１０月２７日に市長に答申するわけですが、答申の際に市長に伝え

るべきポイントを整理出来ればと思います。ついては、今からお伝えする内容で良いか

どうかご確認ください。 

 １点目として、国が示すとおり地域移行を推進するためには、生活支援がより一層重

要となること。また、在宅生活での本人や家族等の不安を解消するために、緊急で利用

できるような短期入所施設等を確保することや、地域で差別がされないよう防止策を検

討すること。 

 ２点目として、就労がもたらす最も重要なことは、本人に生きがいを与えるもので、

障がい者も当たり前の生活を望み、そのためにも就労支援が重要なものとなること。 

 ３点目として、教育についてです。幼児及び小学校から中学校までの義務教育の間は

学校、保護者、行政との関わりが綿密になってきていますが、高校からのつながりは未

だ弱いと考えます。高等教育については県の管轄ではありますが、市としても積極的な

関わりがなければ、改善が難しいということ。 

 このような形でよろしいでしょうか。 
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（委員長） 

 副委員長の想いが伝わる良いものだと感じました。他に何もなければ今回はこれで終

了します。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。本日、委員の皆様からいただいたご意見をもとに最終案を

まとめたうえ、１０月２７日に市長へ答申させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、約１年間に渡り熱心にご協議いただきありがとうござ

います。 

 今後はご協議いただきました「第３次伊賀市障がい者福祉計画」に基づき、伊賀市の

障がい福祉施策を推進してまいりますので、引き続きご支援・ご協力いただきますよう

お願いいたします。本日はありがとうございました。 

 


