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第４章　全体 14 2011年3月に実施されたアンケート調査では障害者手帳所持者を区分した上
で結果が示され、障がい種別における現状を具体的に把握できたなかか
ら、具体的な政策が見えてきたはずです。特に第４章は、個別の政策が謳
われるべきであると考えます。なぜ具体的に把握した調査結果を生かさず
「障がい」と抽象的な表現とし従来のような抽象的な計画にされたので
しょうか。調査で明らかになった個別課題に応じた政策が必要だと考え要
望します。

本計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画で、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
です。障害者基本法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たもので、
それに基づく本計画も障がい種別に関わらず策定していま
す。なお、アンケート調査等で出てきた各障がいごとの課題
については、今後も本計画を推進していくために開催する障
がい者地域自立支援協議会等において引き続き協議してまい
ります。

2

第４章　全体 14 調査をもとに計画を策定されていることは重要ですが、現状を改善してい
くためには「５Ｗ１Ｈ」で政策を謳わないと抽象的になります。本計画で
は数値目標や５Ｗ１Ｈによる計画策定を要望します。

本計画は、障がいのある人のための施策に関する基本的な考
えを示した計画であり、課題の解決方法等については、第５
章の「計画の推進のための取り組み」の中で示しております
とおり、障がい者地域自立支援協議会等で協議を行っていき
ます。また、障害福祉サービスの整備については障害者自立
支援法に基づき策定している「障がい福祉計画」の中の数値
目標に基づき多用なニーズに応じた障害福祉サービスを身近
なところで利用できるようサービス事業者や関係機関等と連
携して人材や拠点の確保に努めてまいります。

3

第４章
目標Ⅰ
基本方針２
基本計画（１）

19 伊賀市内（特に上野）には、老人の施設は多いが、障害児者の入所施設が
ない。新しく作ることが難しいときは、使われなくなったホテルなどを利
用して、グループホームやケアホームを作ってほしい。それが難しいとき
は、例えば偕楽荘等を老人施設の一部分に緊急時のショートスティ出来る
部屋を確保してほしい。緊急時、車に乗らない親は、名張まで子どもを連
れて行けません。

グループホーム･ケアホームにつきましては、P19の基本計画
（３）①にサービス事業者と連携して施設の充実に努めるこ
とと記載しております。また、ショートステイ（短期入所）
につきましては、P19の基本計画（２）①の中で家族介護者
への支援として事業者の参入促進に努めることを記載してお
ります。今後も計画に基づく施策を推進していく中で、サー
ビス事業者等と連携しグループホーム･ケアホーム、短期入
所等の施設の整備に努めてまいります。

すでに計画案に
記載済み
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第４章
目標Ⅰ
基本方針２
基本計画（１）

19 ・今は親がいるので充分ですが、将来、入所施設がない伊賀市で、一人暮
らしの障害者の生活を支えるにはヘルパーの数が不十分で利用時間にも無
理がある。出来れば夕方、帰宅してから毎日１時間でもヘルパーにきても
らい、夕食の援助をしてもらいたい。
・ファミリーサポートのように有料でもよいのでヘルパーの不足分を補う
ための家事援助者がほしい。
・高齢者の給食の配送サービスの対象に、障害者を加えてほしい。
・高齢者に比べて障害者の数はわずかで、それぞれ求めるものも多種多様
で大きな費用のかかる事業はすぐには難しいと思うので、高齢者の方々
の、今ある資源を一緒に利用させてもらえればありがたい。

本計画は、障がいのある人のための施策に関する基本的な考
えを示した計画です。今後、計画に基づく施策を推進してい
く中で、多様なニーズに応じた障害福祉サービス等を身近な
ところで利用できるようサービス事業者や関係機関と連携し
て、人材や拠点の確保に努めてまいります。

該当項目・ページ

1
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第４章
目標Ⅱ
基本方針３
基本計画（１）

27 「インクルージョンの理念が行き届いた住みやすい社会」と【目標Ⅲ】基
本方針１の「現状と課題」で謳われていますが、市内の小中学校の現状
は、障がいをもつ子どもたちが必要な支援を受けられる人的面や環境が整
備されていません。管理職が授業に出て、特別支援を要する生徒を支援し
ている学校すらあります。このような現状は普通学校の特別支援学級で生
活するよりも、特別支援学校へ通学せざるを得ない状況を生み出してお
り、第１次の課題はインクルーシブと逆行とする結果を招いたことだと考
えます。一体何が課題となっているのかを明らかにされた上で、その課題
解決の施策を第２次で謳われる必要があると思います。また、県への要望
は重要であるが県の行財政は非常に厳しく容易に設置されるとは考えにく
く、伊賀市の責務と捉え、市単独で特別支援学級での生徒支援の充実に向
けた人的整備や人材育成を計画に謳われるよう要望します。

学級を設置する権限は市町に認められておりませんので現状
では県教育委員会へ要望をしていくことしかできないことを
まず、ご理解いただきたいと思います。しかし、伊賀市では
33名の生活学習支援員および29名の教育活動サポーター、緊
急雇用制度を活用し29名のスクールサポーターを配置し学校
や保護者の要望に少しでも応えられるよう最大限努めている
ところでございます。また、特別支援教育に携わる教員の資
質の向上については、ご指摘のとおり大きな課題であると捉
えております。
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第４章
目標Ⅱ
基本方針４
基本計画（１）

29 当事者にとって就労は大きな壁となっている実情があり、企業の雇用も、
啓発や理解を促すだけでは、定着していかないのがこれまでの三重県や伊
賀市の実情です。啓発や理解の促進とともに、企業が当事者を雇用するた
めの「しくみ」が必要であると考えます。行政機関だけで、企業における
雇用促進を検討するのではなく、企業や関係機関を巻き込んで、障がい者
雇用の促進が実現していくための研究会などを発足について、検討を進め
ていくことを計画で謳われるよう要望します。

障がいのある人の就労については、福祉関係だけではなく雇
用側である労働関係機関とも連携し支援していくことが重要
であり、Ｐ29の基本計画（１）で就労支援ネットワークの強
化について記載しています。また、障がいのある人の就労支
援のしくみについては、障がい者地域自立支援協議会就労部
会において、福祉･労働の各関係機関担当者が集まり協議を
行っております。

すでに計画案に
記載済み
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第４章
目標Ⅱ
基本方針４
基本計画（２）

30 行政機関での障がい者雇用の推進は非常に重要ですが、精神障害などの不
定期で心身にさまざまな影響が起きてしまう方々に対しても、月に勤務日
数などを募集時から決定しておくような実習事業ではなく、当事者の実情
や状態に応じた雇用体制も重要であると考えますが、この点について、伊
賀市の見解を明らかにされるとともに計画に謳われるよう要望します。

現状の市の常勤一般職員の就労形態の中では、不定期での休
業が支障の無い業務がほとんどない状況です。従って、当事
者個々の実情に応じた勤務形態を設けて募集することは、容
易ではありません。今後、国や他市の状況を参考にしなが
ら、臨時職員での雇用を含めて検討いたします。
また、平成19年度より障がい者職場実習事業を実施し、７名
の障がいのある人を実習生として受け入れてまいりました。
仕事内容や実習の日数及び時間は、実習生の能力や状態に応
じて柔軟に対応しております。また、その日の体調等により
休息時間を設ける等の配慮も行っております。
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第４章
目標Ⅱ
基本方針４
基本計画（２）

30 市内の学校では特別支援教育を十分に当事者の子どもたちに提供できない
実情から、就労支援も踏まえ、福祉施策の対象者である当事者が、特別支
援を要する生徒を支援できる教育環境整備と市単独の雇用政策を実現され
るべきだと考えます。内閣府の障がい者制度改革推進本部では、総合福祉
法や差別禁止法の研究・検討を当事者主体で進められています。伊賀市に
おいても、当事者参画での障がい福祉や差別問題啓発などが進められてい
く必要があると考え、当事者の雇用枠を障がい福祉課で設置されるよう要
望します。

いただきましたご意見は今後の参考とさせていただきます。

2
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第４章
基本計画
目標Ⅲ
基本方針１
基本計画（１）

34 障がい者が日常などの場面で被差別体験をしていることが調査で漠然とし
た結果が明らかになりましたが、それが、いつ、どのような場面で、どの
ような内容で、差別を受けたのかを十分に把握できた調査とは言えませ
ん。実態把握が具体的でないことが、「人権に関する理解と促進」という
ようなキャンペーン的な取組を、合併からこれまでの伊賀市はまねいてい
ると考えます。市民の意識は「障がいのある人の人権に関する理解」で改
善されていくのかどうかについて、伊賀市は明確に説明できる根拠をもっ
ていないからです。同和問題では、伊賀市に「差別事件」が報告され、当
事者への「生活実態調査」を実施することにより公にはされない「被差別
体験」が「いつ、どこで、どのような場面で、どのような内容で」起きて
いるのかが客観的事実として把握され、市民の意識は09年度の「人権問題
に関する市民意識調査」において項目数が他の人権問題よりも多く設計さ
れていたことから、市民がもつ同和問題に関する意識や態度を把握するこ
とができています。これは同和問題に関する項目が多いのではなく、同和
問題に関する項目数は市民の同和問題意識を十分に図れたのですが、障が
い者問題は、２問しか設計されていないことが問題であると考えます。
よって、障がい者問題に関しても、伊賀市に報告されてくるような関係機
関や当事者への周知、生活実態調査の実施による被差別体験の詳細な実態
把握、市民の障がい者問題に関する意識を十分に図れるような「人権問題
に関する伊賀市民意識調査　～障がい者問題編～」として必要な項目数を
設けた調査を実施されることが望ましいと考えます。障がい者問題は「差
別はない」とする市民はほとんどいないと思いますが、そのような意識は
かえって、具体的にその実態を把握することを遠ざけ、抽象的な取組を生
み出してきたように感じます。同和問題の取組に習うように、差別事件の
収集、実態調査、意識調査が障がい者問題に特化したかたちで実施される
ことが必要であると考え要望します。

障がいのある人に対する偏見や差別を解消するためには、市
民に対する啓発だけではなく、差別の実態の把握や障がいに
対する市民の意識を調査していくことは必要であると考えま
す。今後、３年後の計画改訂の基礎資料とする調査を行う際
には、被差別体験も含めた障がいのある人の生活実態を具体
的に把握できる調査を行うとともに、市民に対しても障がい
のある人に対してどのような差別意識や偏見などの意識を
持っているかの調査を行い、その結果を分析し、障がい者差
別の撤廃につなげていくよう、市民啓発の方向性や手法を検
討してまいります。
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第４章
目標Ⅲ
基本方針１
基本計画（１）

34 「だれもが自分らしく暮らせるまちをつくる」ためには、支援やサービス
の充実ももちろん必要ですが、健常者側の理解が一番必要だと思います。
アンケート調査を見ても、障がいによる差別やいやな思いを受けた方が多
数いますが、多くの場合健常者はやろうと思って差別などしていないと思
います。これは、障がい者に対する関心・意識が低いためで、これを解消
し「高参加・高福祉」を実現させるためには、いかに関心のない人に関心
をもたせるか、ということが重要です。しかし中間案ではそのあたりがあ
まり詳しく書かれていないので、関心のない人に理解を深めてもらえる活
動や、障がい者福祉計画自体のアピールをもっと具体的、積極的にすべき
だと考えます。

「高参加･高福祉」の地域福祉を進めていくためには、多く
の市民が障がい福祉に関心を持ち、一人ひとりができること
に参加し、お互い協力していくことが大切です。そのため
に、さまざまな機会を据えて障がいに対する理解を深めるた
めの普及啓発を図るとともに、本計画の内容についても市広
報や市のホームページ等で広く市民の方に周知してまいりま
す。
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目標Ⅲ
基本方針１
基本計画（２）

35 伊賀市の住民の方たちが住みやすくよりよいまちづくり、みんな笑顔で楽
しく幸せに暮らせることが市民のみなさんにとって一番の望みだと思いま
す。みんなで市民の方も案を立ち上げてくださった方も皆同じ出発点で手
と手を取り合って手を繋ぎながらこの案を一般参画という形もよいのでは
ないでしょうか。例えば一ケ月間笑顔で挨拶月間を作るとか。挨拶って人
と人との和を繋ぐものものだと思います。

今後も本計画の基本理念である、だれもが自分らしく暮らせ
るまちづくりのための施策を進めてまいります。また、当事
者や市民の方にも参加していただけるしくみづくりを推進す
るとともに、そのための手法につきましても今後検討してま
いります。

3
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第４章
目標Ⅲ
基本方針２
基本計画（３）

39 防災に関して、担当課においても東日本の実情は認識されていると思いま
すが、被災された障がいをもつ人々は、障がいをもたない人々よりも厳し
い避難生活を余儀なくされています。そもそも避難をする際、聴覚障がい
者には避難指示が聞こえなかったり、視覚障がい者には避難ルートがわか
らなかったり、停電によって人工呼吸器をつけておられる方、透析の方が
命の危険にさらされたりするなどの問題が生じています。伊賀市行政だけ
では当事者の所在の確認や支援は不十分にならざるを得ないことは現地の
実情からも周知の通りです。そのため、地域社会において、当事者やその
家族を支援する体制や情報共有が重要であり、地域での支援体制を伊賀市
行政は立ち上げていく役目を担っていると考えます。よって小学校区単位
で、自治協、自治会、消防団、消防署、社協などによる「自主防災促進協
議会（仮称）」などの発足に向け、検討課題として計画に謳われるよう要
望します。また、当事者を交えた避難訓練の推進については本計画で小学
校区を基本に数値目標を掲げられることについても要望します。

ご意見をいただきました「自主防災促進協議会（仮称）」な
どの地域での支援体制の整備や避難訓練の推進については、
伊賀市全体の課題として検討するべきものと考えます。「災
害時要援護者避難支援プラン」に基づき、高齢者や障がい者
など、いわゆる災害時要援護者に対する支援施策を、平成23
年度より実施しております。その中で、各住民自治協議会等
関係機関に対し災害時要援護者に関する情報提供を行うほ
か、地域支援ネットワークの形成により地域での支援体制を
確立することを記載しておりますのでご理解いただきますよ
うお願いします。
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第４章
目標Ⅲ
基本方針２
基本計画（３）

39 障がいに配慮した避難所の確保や生活支援については、計画案に謳われて
いることが望ましいと考えますが、震災時の避難については、避難所生活
を送りたくても送ることのできない当事者やその家族がおられます。スト
レスや「障害」によって大声や奇声を発してしまう子どもを持つ保護者
は、周囲に迷惑だと考え、崩壊寸前の自宅で生活を送ることを余儀なくさ
れました。避難所での生活を送ることのできない当事者とその家族に対す
る支援物資が提供される体制づくりなども重要だと考えますので、避難所
に避難できない当事者支援についても明確に謳われるよう要望します。

本計画は、障がいのある人のための施策に関する基本的な考
えを示した計画であり、避難所に避難できない人の支援等に
ついては、「地域防災計画」や市の災害対策本部要援護支援
班の行動マニュアルの中で協議してまいります。
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第４章
目標Ⅲ
基本方針２
基本計画（３）

38 災害時の防災対策について、現在、伊賀市では地域防災計画が策定されて
ありますが、東日本大震災などで課題となった、いわゆる災害弱者とされ
る人々の実情に的確な支援などをできるものではないと思います。例え
ば、「災害時においても障がい者への合理的配慮が確立される防災計画」
というように、災害弱者にもさまざまな属性がありますので、詳細で具体
的な避難や避難生活、福祉避難所、情報提供、合理的配慮が確立される物
資の支給、優先・個別支援などを、各災害弱者となりうる属性別に計画さ
れる必要があると考え、その検討について要望します。

障がい者や高齢者などの災害時要援護者に対する支援施策を
「災害時要援護者避難支援プラン」に基づいて、平成23年度
より実施しております。「地域防災計画」も、同施策につい
ての見直しを進めており、情報収集・連絡計画として、ホワ
イトボードやファクシミリの設置、点字・手話通訳の配置や
写真イラストの活用などについて盛り込む予定であるほか、
人工呼吸器や人工透析を要する人など、特別な支援が必要な
人への対応方法を決めておくこととする予定です。
ただし、詳細な対象者の属性別計画は、市の災害対策本部要
援護支援班の行動マニュアルの中で具体的に記載するべきと
考えますのでご理解いただきますようお願いします。

15

第４章
目標Ⅲ
基本方針２
基本計画（３）

39 三重県内の市町における福祉避難所の設置状況について、2011年11月16日
の中日新聞で取り上げられていました。伊賀市は2011年11月現在で福祉避
難所の設置は０となっています。新聞記事では設置に向けて検討されてい
ると記載されていましたが、阪神・淡路大震災、新潟中越地震で課題と
なったことが、未だに整備されていないのでしょうか。

福祉避難所の指定のため、平成23年10月6日に市内に福祉施
設を有する７つの社会福祉法人と「災害時における福祉避難
所に関する協定」を締結しました。
今後、伊賀市防災会議の承認を得て、上記法人が所管する11
の福祉施設と市所管の福祉施設７つを合わせた18施設の福祉
避難所を、今年度中に指定する予定となっております。

反映

4
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福祉避難所は定義が不明確です。伊賀市では設置の検討が進められている
ようですが、伊賀市における「福祉避難所の基準や定義」について最低で
も下記の１～７明らかにされた上で、災害弱者への合理的配慮が確立され
た防災施策を本計画で謳われる必要があると思います。

本計画は障がいのある人のための施策に関する基本的な考え
方を示した計画です。福祉避難所については、「地域防災計
画」において従来より規定されていることに加え、今年度修
正予定の災害時要援護者関係の加筆部分でも記述することと
なっておりますので、本計画では原文のままとします。

１）福祉避難所とは、誰が避難生活を送ることのできる施設なのか 福祉避難所は障がい者、高齢者、妊産婦、乳幼児、病弱者等
避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする人で、
介護保険施設や医療機関等に入所・入院していない人を対象
としています。

２）福祉避難所とは、何が整備・設置されている避難所を指すのか（人
員、物品、支援策、施設など）

段差の解消やスロープ、手すり、障がい者用トイレの設置な
どのバリアフリー化、通風換気の確保、冷暖房等の設備、介
護用品、医薬品、車いす等の物品が整備された施設で、避難
者の生活相談等に応じる介助員を配置し、生活支援のほか、
入所者の急変等に対応できる体制を確保している避難所で
す。

３）福祉避難所と通常避難所との違いは何なのか 上記のような設備等があるのが福祉避難所で、原則として、
災害時は、まず最寄の通常の指定避難所に避難していただ
き、必要に応じて福祉避難所に移っていただくこととなりま
す。

４）避難とは基本的には家族で避難するのが当然であるが、福祉避難所に
は障がいを持つ世帯員以外の世帯員も避難生活を送れるのか

可能です。ただし、各施設とも収容可能な人数に限りがあり
ますので、ご家族が多い場合、介助をする方に限らせていた
だくなど、状況に応じて対応させていただきます。

５）福祉避難所での避難生活の期間は、誰が決めるのか 原則的に、7日間の開設を想定しておりますが、状況に応じ
て延長が可能であり、最終的には災害対策本部長である市長
の判断に基づき、施設が法人所有の場合は各施設と協議の上
決定します。

６）福祉避難所には、いつ、誰が、どのようにして支援物資や食料を確保
するのか

物資、食糧については、市の備蓄品を災害対策本部の物資輸
送調達班及び調査食糧輸送班により輸送する場合と、各福祉
法人により提供されたものに対して、市が費用弁償を行う場
合があります。

７）通常の避難所から福祉避難所へ移らなければならない状況が発生した
とき、誰が誰に対して誘導するのか

災害時要援護者が指定避難所から福祉避難所に移動する場合
等、必要がある場合には、「地域防災計画」の規定に基づ
き、市が警察と連携しながら車両等により移送します。

16

第４章
目標Ⅲ
基本方針２
基本計画（３）

39

5
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17

第４章
目標Ⅲ
基本方針２
基本計画（３）

39 災害時には、多くの人々が自身や家族のことが最優先となり、障がい者な
どの災害時ではより厳しい立場に置かれる人々への支援が後回しにされて
しまうことが予想されます。支援物資の支給において、一斉に支援するの
ではなく、優先的に支援を要する人から支援する体制をつくらねばならな
いと考えます。また、支援物資が避難者数に満たなかったことで、支援者
から届けられた食料が支給されず消費期限を超え、破棄をしたなどのずさ
んな現状も被災地で起きています。このことからも、優先的に、そして個
別に、支援が行き渡るような被災地での采配なども求められています。こ
の点について、すべて行政でまかなえるわけではありませんが、伊賀市と
しての見解は明確にしておくべきと考えるため、「避難所での対応等に関
するマニュアルづくり」に位置づけられていくことを要望します。

優先的に支援を要する人（災害時要援護者）に対する支援に
ついては、「災害時要援護者避難支援プラン」に基づく具体
的な施策を始めておりますが、併せて、今後、災害対策本部
要援護者支援班の行動マニュアルの中で具体的な支援方法等
を記載するべきと考えますのでご理解いただきますようお願
いします。

18

第４章
目標Ⅲ
基本方針２
基本計画（３）

39 神戸や東北の震災のときも問題になったが、高齢者・障害者ともに排便機
能が低下している場合があるので災害の避難所はトイレを充分に確保して
ほしい。

避難所等で使用する仮設トイレ等については「地域防災計
画」に基づき年次的に備蓄数を増やしておりますのでご理解
いただきますようお願いいたします。
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