
第４回伊賀市障がい者福祉計画策定委員会会議録 

 

日時：平成２４年２月１４日（火） 

午後１時４５～４時２５分 

場所：市役所北庁舎２階 ２１会議室 

 

出席者：北野誠一・吉池毅志・坂本元之・前川款昭・藤島恒久・野田一尊・若林元信・森藤歌代

子・宮本勝巳・奥西利江・小倉由守・森 徹雄・水谷敬一・稲垣裕久・藤岡敏明・福井

長年・東昭宏・森内佐武郎・原耕治・田中敦子 

欠席者：中林 豊・森田展代・市川知恵子・森嶋久伸・山崎祐子 

事務局：障がい福祉課（清水由美、中出光美、中川雅尋、藤田成充、吉福裕香子） 

障がい者相談支援センター（田畑朱美） 

 

 

（事務局） 

 ただいまから第４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。皆様には

お忙しいところ、ご出席賜りお礼申し上げます。議事が始まりますまで進行を勤めさせていただ

きます障がい福祉課の清水と申します。よろしくお願いします。 

 

― 配布資料の確認 － 

 

（課長） 

ここからの進行は、委員長の北野様にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（北野委員長） 

皆様にご審議いただいている第２次障がい福祉計画ですが、今週の金曜日には市長に答申し

なければならない。今日、皆さんの意見をもらった後どうするか。再度どういう形で反映する

か、皆さんに諮ることが出来ない。勝手なお願いですが、委員長と副委員長にご一任ください。 

 国の動きですが、２月８日に 終の総合福祉部会がありまして、国から、いろんな意見が反

映されない案が出てきました。これに対して委員会の方が怒っているのですが。（国としての）

言い分は２つあって、「一生懸命やっているけどお金がない」それともう一つは自立支援法のつ

なぎ法案は素晴らしいものである。これを否定することはいかがなものか。改正して足しても

らってはいけないのか。根本的に変えるのは納得がいかない。厚労省と協議しないで委員会が

進んだことが納得がいかない。「私たちが法律を作るのにあなた方が勝手を言ってもどうにもな

らない」とおっしゃっているように聞こえる。政治主導というものと関係の溝を強く感じた。

両者が協力し合っていかなければいけないと考えていましたが、上手くいかないままに 終段

階を迎えたことに責任を感じている。 

 ４月から、私の所属する改革推進会議が新しく「日本障害者政策委員会」という障害者基本



法に基づく機関に変わる。この機関も強い調査、監督権限持っているが、この人選でもめてい

る。今、推進会議には 24 名の方がおられる。また中央施策推進協議会にも 20 数名の方がお

られると思いますが、この 50 名余りの方を 30 名以内に絞るとのこと。また新しい方との入

れ替わりがあるということで、どこまで障害者団体や事業所の関係する方が入れるのかという

ことがあります。省庁が難しい動きをしているので、見守ってもらって障がいのある人の意見

が反映されるように国の方向性を引っ張っていけるような委員会にしていきたいと思っていま

す。さて中間案に対するパブリックコメントについて議論していきたいと思います。まず意見

集約結果についてお願いします。 

 

（事務局） 

平成 23 年 12 月 12 日から平成 24 年 1 月 13 日までの期間にパブリックコメントを実施

しました。今回は 4 名の方に 18 件のご意見をいただきました。（内訳は資料 No.1 参照） 

 

・・・・資料 No.2 の１～４説明・・・・ 

     

（北野委員長） 

どうもありがとうございました。こういった意見については、それについて反映させていく

ことが出来ないという回答ではなくて、もともとの回答にかかれているから「計画への反映」

欄が白紙というならこれは OK です。そうでなければ反映できない理由を、ある程度明確にし

ないと、意見を述べた方からみたら、「私の意見が反映されてないわ」と受け取ってしまう。反

映されてるから何も記載がないということを明確にする必要がある。４章の全体について言え

ば、かつての自立支援法のできる前は障がい別の法律だったのです。自立支援法は３障がい統

合のしくみを作りまして、色んなサービスを３障がいの方が使えるしくみと位置づけられたこ

ともあり、そのことによって別々の障がいを国の制度の設計上のしくみとしてこのようになっ

てきたということを明確に書かれるべきと思います。３障がいを１つにしてサービスを使うし

くみに変えたことが逆に自分の障がいが見えなくなって不安、不満があるという意見もある。

重度の障がいのある人の意見が入ってないのをどうするかというのは、お答えする義務が市

町村にはある。 

 ２番についてですが、これは計画に織り込み済みである、反映されているということですよ

ね。３と４についてですがこれについてはどうですか。 

 

（坂本副委員長） 

法律のことはよくわかりませんが、高齢者対策と障がい者対策は施策としては重なっていく

ものと思うのですが、法律的には分けて考えるのか、ダブらせる方が良いのか。 

 

（北野委員長） 

高齢のサービスの方が多いのは事実。明らかに予算も 10 倍ある。利用者も数倍みえる。そ

れに高齢者のサービスされてる事業所は多い。特に地方に行けば高齢者の事業所しかなかった



りする。その時に（障がい者の方が）使えないのは何故か。今の国のしくみで行くと、高齢の

事業所も認可されれば障がいサービスが提供できやすいしくみになった。この質問は、高齢者

の事業所でも障がいのサービスを提供できるしくみを作るようにと、言っていると私は読んだ

のですが。 

 

（事務局） 

高齢者の制度の利用については、伊賀市でも高齢者のヘルパー（介護）の事業所を市で認定

して、障がいの方にも使っていただくようにしております。P24 の「(３)高齢になった障がい

のある人への支援」について、文言を記載しておりますので、この回答部分にも「高齢者の施

設利用も考えております」という文言も追加記載したいと思います。 

（北野委員長） 

国のほうから、平成 26 年 4 月 1 日からケアホーム、グループホームの一元化という、しく

みが新しく変わることが起こってきます。かなり自由にケアホーム、グループホームを使うし

くみになりそうな表現が書いてあるので、今後法律の変更の中で途中で計画を変えないとなら

ないこともあるかもわかりませんが。 

 それでは、次に P2 の５～８の説明をお願いします。 

 

・・・・資料 No,2 の５～８の説明・・・・ 

 

（北野委員長） 

５～８までいろんな思いのこもったご意見をいただいているが、反映できている部分と検討

課題として残っているものもありますが、特に気になるのが７の行政機関の障がい者雇用の中

で、厚労省で障がい者の就労に関して合理的配慮に関する検討会があって、本人の状態に応じ

て労働時間の問題だけでなく、雇用形態をとるか、時間などの就労全体の配慮が必要で、どこ

までの合理的配慮が知的又は精神障がい者の方が就労しやすいか、アメリカ、イギリスのモデ

ルを参考に検討しています。行政の方もそういうことも踏まえてやってもらいたい。臨時職員

雇用の検討など「３年の中で検討する、考えている」という表現。全くしないのではなくてこ

ういう理由で出来ないという時は、３年間で出来ないが考える意味はあるというのは検討する

という表現。計画の中に反映してほしいと思う。 

 

・ ・・・資料№２の９～１１までの説明・・・・ 

・  

（事務局） 

「計画への反映欄」は全て空欄となっていますが、計画の中に反映されている部分もある

ので、再度精査して「計画の中に反映済み」と記載したいと思います。 

 

（北野委員長） 

おっしゃる通りですね。９などは調査できなかったので、次回の改訂までには、ご意見を



聞いて検討して新しいものにと言うことですよね。次回の改訂には検討すると謳っても良い

のではと思いますが。 

 

（森内委員） 

この計画は「検討します」とか書いてありますが、４月から実施するのか、それともただ

調査をしておいておくだけのものなのか。 （色々と挙げてあるが）出来るものをやってもら

わなければ。実行してくれているかと言えばあまりそういう気もしない。障がい者は自分か

ら言えない。その家族も言えない。末端の人の声も届くような手立てを考えてほしい。 

 

（北野委員長）ありがとうございます。 

 

（事務局） 

来年度からは、毎年、庁内の担当課に計画の進捗状況を年度初めに照会してその内容につ

て自立支援協議会で審議していきたいと思っています。末端の方まで情報が届かないという

点につきましては、地区市民センターや隣保館等と連携してこちらから情報発信しまして、

地区市民センターや隣保館に来ていただいたら情報が得られるように連携を取っていきます。 

 

（清水課長） 

差別を受けたときに相談するしくみですが、私たちが考えている「総合相談支援のしくみ

づくり」(P16)に記載しております。様々な相談を受け止めていく制度整備を検討しまして、

差別を受けたときにどこに発信していくかという方法を考えていかなければと思います。障

がい者の虐待に関する禁止条例が 10 月 1 日から施行されるのに伴い、センターを設置しな

ければならなくなっています。差別を受けたときにどこに相談するか、また差別をした人に

対してなぜしてはいけないのかということを理解してもらうしくみづくりを計画の P34 の

基本計画(1) 障がいについての理解と福祉教育の実践で取り組みたいと考えています。検討

だけで終わらせないように頑張ります。 

 

（吉池委員） 

差別問題と市民啓発のことで言うと、地域活動支援センターがその役割を担っていると思

うが、センターも日常の業務で忙しい。啓発を行政とセンターの若い職員と当事者で問題意

識の高い若い方、可能であれば商工会の青年部の方を巻き込んだ、より実態のあるものを考

えると可能性はあると思います。 

 

（委員長） 

この策定委員会を受けて、金曜日に自立支援協議会で議論しますが、就労の話で行くと、

地域の若い人を巻き込まないとね。三重県は広くて格差が大きい。名張市は関西圏、桑名の

ほうに行くと中京圏になる。伊賀は大事な文化を持っているので、ひとふん張りして情報発

信してもらわないと。 



・・・・資料№２の１２～１８までの説明・・・・ 

 

（事務局） 

基本的に災害時の計画の細かい部分は伊賀市全体の防災計画に沿うため、障がい者福祉計画

には、そこまで盛り込まないと言う方向の回答にさせていただいています。 

 

（委員長） 

3 月 11 日の震災があって、こういうことが起こったら伊賀市はどうするかということで

すよね。今、福祉避難所などの計画も着々と進められているということですが、障がい者は

避難所を使われないケースが多い。不便だから気をつかうからと自宅にいたら支援物資が回

ってこない。一時的に借り上げるいわゆる「みなし仮設」でも支援が受けられない。全体と

しての表現は計画の P36 にあるようなイメージでよろしいか。 

（事務局） 

市として既に市の施設 7 ヶ所と福祉法人様の施設 11 ヶ所と契約を結ばせていただいて計

18 ヶ所を福祉避難所として指定しています。今後は啓発を行うとともに、実際の災害が起こ

った時のための訓練も地域のほうで行っていただける様に福祉だけでなく、伊賀市全体とし

ての防災訓練の中に障がいのある方も含めた防災計画を立てていただけるように要援護者支

援プランで進めています。 

 

（清水課長） 

避難所にいないと市の支援が受けられないという現状ですが、今、災害時避難マニュアル

作成を進めています。障がいのある方のマニュアル作りの作成の場で反映できるように提案

していきます。 

 

（北野委員長） 

14 に災害弱者にも様々な属性があると書いてある。市の業務であることはわかっているが、

市に任せると個別に必要な細かい障がい特性を持っている人への計画は飛んでしまう。一般

の人には使い勝手が良いが、障がい者の方には使い難い計画にならないように、協議してい

ただきたいと思います。 

 

（清水課長） 

検討していただいたマニュアルを自立支援協議会の各部会に持ち帰って検討させていただ

きます。 

 

（宮本委員） 

災害時のしくみ（要援護者支援計画）の取りまとめ協力してるのですが、12 月に名簿をも

らったが、その中味は名前と住所だけです。詳細情報がない。高齢者や独居老人の情報は把

握しているのですが、障がいを持ってる人の情報は入ってこない。市からの名簿が糧になる



かと期待していたが、中味は詳細についての記載がない。自治会で救援の役割分担などが全

然進んでいない。一日も早く情報がほしい。 

 

（清水課長） 

災害時の避難支援プランに基づいて台帳整備を皆様に手上げ方式でお願いをして提出いた

だきました。そして 12 月に民生委員の方に支援をされてる方の名簿をお渡ししました。中

には、障がいの内容を公にしたくないという方も見えます。個人情報保護に基づく観点から

障がいの内容までお伝えできないところでとまっています。障がいの種別・等級に関わらず

手帳をお持ちの全ての方にお話させていただいております。中には綿密な計画を立てた支援

の必要な方、また手帳はあるが何とか自力で避難所までいける方も見えます。方向性を協議

しているので、市民の方々に様々な個人情報をお伝えする機会をお待ちいただきたいと思っ

ています。その間に災害が起こったらどうするんだというご意見もあるかとも思いますが、

検討の段階なんですが個人情報保護が難しいので、別途、住民自治協議会で個別に台帳に基

づいた避難支援プランと防災訓練の実施をお願いしているところで、そこで手を挙げた方に

限らず、手を挙げてなくても、ひょっとしたら支援が必要な方がいるのではないか、各自治

会ごとに助け合いのしくみづくりをお願いしています。答えにならず申し訳ありません。 

 

（宮本委員） 

2 月 19 日に防災訓練をするのに間に合うと思っていたが間に合わない。個人情報もいい

加減にしてもらわないと。 

 

（委員長） 

情報出されているかたも様々ですからね。一人ひとりに支援は実際に防災訓練をやってみ

ないとわからない。 

 

（原委員） 

16 の防災訓練ですが、日頃疑問に思っているのは福祉避難所に自家発電装置は備わってい

るのかということです。医療器具などでもそうですが、全てにおいて電気が必要。備蓄燃料

が確保されているかというのを念頭に入れないと絵に描いた餅に終わる。訓練も１～２時間

のものでなく 3 日間ぐらいにわたってその環境でやってみる。そうしないと気づかないこと

があるかもしれない。 

 

（北野委員長） 

するどい質問です。東北では確かに備蓄燃料(オイル)がなかったので大変困った。 

 

（清水課長） 

本日は資料を持ち合わせていません。備蓄内容について、総合危機管理室に問い合わせて

お知らせすべきでした。 



（森内委員）発電機は各避難所に配布されてるはず。 

 

（原委員） 

携帯式の原付のエンジンのようなものでは？電気を起こせるキャパが２～３アンペアです。

1 時間発電するのに、5L の灯油が必要なのです。福祉避難所の所要電気量を調べる必要があ

ります。配備するのであればそれに見合う発電機でなければ。 

 

（清水課長） 

１６の 6）の質問に対して、危機管理室からの回答が記載されてるのですが、不安に思わ

れてるのでこういうご意見いただいたということですので、確認して、もう少し具体的な回

答を掲載したいと思います。今、自治協にお配りしてある発電機の内容、福祉避難所に発電

機の設置があるのかということ。電源をお使いの障がい者の方も多く見えますので酸素等も

どのような備蓄になっているか、つぶさには書けませんが、ある程度もう少し具体的に回答

できるように危機管理室と協議していきたいと思います。その回答を本日お示しできません

がご理解下さい。 

 

（坂本副委員長） 

先程から防災についてご意見いただいてますが、今までからも防災に関わる地図などは市

から出してますが、「災害が起こったときにこういうふうに動けばいいのか」と、それを見て

安心できる計画を見たことがない。「たしかにあります。」と。しかしこれで安全に避難でき

るのかと。言葉は悪いですが机上の空論のような感じを受けてしまう。一人ひとりの市民の

行政に対する信頼がそこでストンと堕ちてしまう。市は勝手に言ってるけども、我々は自分

のことは自分で守らなければという気になってしまうのでは、とまでいうと言いすぎですが。

市の防災計画に任せざるをえないが、この計画に障がい福祉課としても、個別の課題を持ち

込んで少なくとも市民が計画を見たときに「これなら使えそう」と思えるものを作り上げて

ほしい。地図を見て机の上で考えてみてもできない。現地に足を運んで実際に見て、「ここな

ら、こうしたほうが良い」という現地調査。障がい者からしてみたら検証して練り上げてほ

しい。そして修正をする。そのたびに障がい者の声を取り入れてほしい。そうすれば市民の

行政に対する信頼が生まれる。信頼が生まれれば行政施策に協力するようになってくるので

はないか。信頼がなければ伊賀市も衰退していく。 

 

（田中委員） 

薬を服用している人は多いと思うが、災害時に実際どうやって手に入れるのか。カルテも

ないし、薬の情報が自分でわからない人でもどこかで調べて手にいれられるように出来ると

思う。それから名簿のことですが、前にも言ったと思いますが、うちはまだ提出できていま

せん。「後で送る」と聞いたが、いまだに何も送られてこない。住んでいるところは自治会が

ないから民生委員から声がかからないとも思うのですが、こんなふうにして待ってる人も多

いと思うが、連絡はもらえないのですか。公表したくない人はしなくていいし、しても良い



人はしたらいいと思うがそういうふうには出来ないのですか。 

 

（北野委員長） 

公募委員のお二人から二つ質問が出ましたが。備蓄燃料のことと、薬のこと。東北で一番

多く聞いたのは「薬はどこで備蓄してるのか、情報は誰が管理しているのか」という質問で

した。「このまま薬飲めなかったらどうしたらいいんやと思うだけで精神的に苦しくなってく

る。」とおっしゃっていた。どこかに必要な情報を持ってるところ作って、県と情報交換しな

がら何とかやっていってほしいですね。 

 

（清水課長） 

東北の震災が起こる前から避難支援計画が進んでおりまして、3 月 11 日に震災が発生しま

して予想よりはるかに多い方から、この計画に手を挙げていただきまして、現在、事務が進

んでおりません。皆様方からお返しいただいた情報の内容も私たちに必ず必要な情報がかか

れてなかったりしており、今は民生委員さんに障がいの内容を出さずに手挙げの方の台帳を、

また今後、自治協とも個人情報に関する覚書を交わしていくという段階まで進んでいます。

皆様からいただいた、必要なお薬や物資の情報の台帳を作成しているのですが、何かあった

ときに今お示しできるかと言うところまで実は進んでないのが現状です。今、覚書を交わさ

せてもらって支援をいただく方を決めていただいて、その方に覚書と支援計画書のコピーを

渡してもらう。私にはこういう薬と、逃げる時にはこういう配慮が必要ですということを、

個人的に支援いただく形になるかもしれないのですが、想定していた内容が東北の大震災で

事実がどんどん出てきたので、もっと綿密な計画を立てないと前に進まないと事がわかって

きました。市としても進めてはいるのですが、追いつかない。不安に思われている方がたく

さんいらっしゃると思うのですが、今のところ、申し訳ないですがコピーを渡すというよう

な対応を取らざるを得ないかもしれません。ご意見を踏まえながら検討していますので。 

 

（北野委員長） 

有事には市のデータも破壊される。電気が来ないから、全くデータが使えない日が何日か

ある。バックアップのしくみがあるはず。避難所に支援があるということも、基本的には施

設だから利用者の方がいるのでその方たちの支援もままならない。そこに新しく被災された

方たちが来たら回らない。バックアップのしくみを考えておかないと。 

 

（清水課長） 

皆様からご提出いただいた資料につきましては、紙ベースでは台帳ができております。

有事には被災のない他県等に支援を求めるように固めてあります。データ処理は、記載の

ある方ない方もありますので進みづらいところです。しかし紙ベースでは保管が出来てお

りますので、ご安心下さい。 

 

 



（事務局） 

それでは資料「No,４の【市議会】第 2 次伊賀市障がい者福祉計画(中間案)に対する意見及

び回答」をご覧下さい。 （資料説明） 

 

（委員長） 

市議会においての意見及び回答ですが、No,6 の所が気になります。重い障がいを持ってい

る方やその家族はこの地で暮らせるのかという思いが強い。回答に書いてあるだけでなくて、

ずっと忘れずに踏まえていくことが大事です。 

 

（事務局） 

本計画の目標１「一人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる」に掲げているようにこ

れに基づいて支援していきたいと考えています。医療との連携につきましても大きな課題だ

と取りまして、基本方針３に揚げています。計画に盛り込んでいるということで回答とさせ

ていただきたいです。 

 

（委員長） 

目標３が表現として少し甘く感じる。何となく重い障がいのある人のことは入っているの

だろうけど、非常に言葉が弱い。広く受け止める雰囲気はあるのですが。目標１の中に「重

い障がいを持っている方も」というような文言を入れてもらってそして常に頭の中に入れて

支援に当たってもらいたいです。 

 

（事務局） 

今、いただいたご意見を受けて「重い障がいをお持ちの方の視点も取り入れて」という文

言を目標１か目標３のどの部分に入れるかを検討して行きたいと思います。 

 

（北野委員長） 

あとはどうでしょうか。情報提供については大胆なことが書いてありますね。結構大変な

ことですよ。保障と言う言葉は重たい。 

 

（事務局）資料３の説明 

 

（水谷委員）避難所に搬送される予定総数は把握されてるのですか。 

 

（事務局）当課では資料を持ち合わせておりません。 

 

（水谷委員） 

身障者といってもペースメーカーが入っているだけでも身障者ですよね。日常生活が普通

にできる方はたくさんいる。人工関節入っている方も身障者です。身障手帳持っている方は



４９００人いるというだけではあまりにも。避難所だけ決めても、何人ぐらい想定されてい

るかという人数を掴むほうが先ではないか。 

 

（委員長） おっしゃるとおりです。今、データを着々と作っている段階でよろしいですか。 

 

（清水課長） 

危機管理室と連携しながら、今進めている段階ですが、それには民生委員の方はじめ地域

の方にご協力いただいて、また実際の訓練した結果を基に修正されるべき点も多々あるかと

思うので、それも含めて進めてまいりたいです。 

 

（森委員） 

うちはグループホーム４ヶ所で２０名の方のお世話をさせていただいているのですが、１

名の方がうちが提供するサービスが規則ばっかりで嫌だと、自立してみたいとアパートに移

ることになったんですが、その方の今の状況を見ると医療にかかったほうが良いんじゃない

かと思うのですが、ご本人さんが地域で生活したいという気持ちが強い。我々から想像する

と、普段の精神疾患特有の独語、大声を出したり、肌の一部を出したり、放火的な行為をす

るなどがあって困ってる。この方が地震や火災となった時に、自ら自分の思いを伝えられな

いと思う。ですから、支援プランのリストに上がってくる人は、申請主義で上がってきた人

の名簿だと思うのですが、それ以外の多くの障がい者のスピーディーな対応は行政の力だけ

では物理的に無理だと思う。地域でどう構築するかが課題だと思う。 

 

（北野委員長） 

東北で予想外の展開があったらしく、大変だと思われる人が緊急時に非常に全うな対応を

して、全うだと思われる人がとんでもない状況になったらしくて、その時になってみないと

どういうことになるか全くわからんということが勉強になった。いろんな意味で綿密な訓練、

訓練と本番は違う可能性があるが、訓練してみないとわからない。 

 

（野田委員） 

注釈の付け方ですが、番号をつけるなどしたほうがわかり易い。それから計画の中味です

が課題となるものに対して、「検討します」が多い。すっきりしない。それと自立支援協議会

に入ってない人には内容が見えてこないので見えるようにしてほしい。 

 

（北野委員長） 

注釈の問題について、番号つけて整備してもらうのは１つの方法だと思うので検討いただ

きたい。次に本委員会と自立支援協議会の関係の整合ですが、自立支援協議会にいろんな方

に参画してもらって、活性化させる戦略を動いていくものになっていくように考えてもらわ

ないと。 

 



（奥西委員） 

資料 No,3 の相談支援体制のイメージ図の反映後の部分。改正障がい者自立支法の中で、

相談支援の充実で福祉サービスを利用する全て障がいのある方にサービスの利用計画を作成

する方が良い。計画を作成する担当の特定指定相談支援事業者を市町村が認定すると思うの

です。今伊賀市にある障がい者相談支援センターはキャパが一杯と思うので、おそらく市内

にある私たちいくつかの法人がそういうものを担当させていただくことになると思う。先程、

水谷先生がおっしゃったように障がい福祉サービスを利用される対象人数の見込みの把握が

どれくらいできているのか。それが出来ていないと事業者の設置がどれくらい必要なのかと

いうのがわかりづらい。反映後のところではふくし相談支援センターとしてでしか相談支援

が入ってきてないので検討してもらったほうが良いと思う。計画作成担当者として例えば、

ふっくりあで計画を作成した時にふっくりあのサービスを利用した方のモニタリングができ

ない。モニタリングを市の障がい相談相談支援センターか太陽さん、楽々さん、きらめきさ

ん等のよその事業所さんに頼まなければいけない。そのしくみをどんなふうに伊賀市の相談

支援事業として作るのかというのが必要かと思う。 後にふくし総合相談支援センターが基

幹型のセンターとするかどうか、成年後見人事業、今は社会福祉協議会さんがされてると思

いますが、センターの中に位置づけるのかと言うことです。いろいろと整理が必要。急な話

ではっきりとはわからないのですが、２４年度からの福祉計画に盛り込まれていないのがど

うかと思う。大事な事業だと思うので。 

 

（北野委員長） 

市のほうで、ある程度の方向性が出てないと、ここに書けないのはわかりますが、おっし

ゃる通り計画の中の３年間で計画して、３年後にはサービス提供される、計画を立てる。そ

のために必要な指定特定事業者が何ヶ所必要で、どういう風に見積もるとか、ふくし総合相

談支援センターはどういう関係でどうあるか。ある程度の方向が出てないと４月１日からス

タート出来ない。 

 

（事務局） 

計画の４月からの自立支援体制の変更については市としては検討中ですが、国からの詳し

い情報が届いてないので、市の中で方向性が整備できてない。市の相談支援センターは出来

れば、基幹センターとして、計画を立てていただくのは市内の法人様にと考えていますが、

特定指定相談支援事業所の指定を取るための資格を持った相談員も伊賀市内には少ないと聞

いています。相談については３年間を経過措置として、４月からたちまち全員でなくて新規

の方からと聞いています。伊賀市内で障がい福祉サービスの受給者証をお取りいただいてい

る方は、約 700 人いらっしゃいます。大体 70 人／年の方が新規でサービスの申請をしてい

ただいています。これも考えて市内の法人様とも協議させていただいて進めていきたいと思

います。 

また市の地域福祉計画の中で、障がいだけでなく、ふくし総合相談支援センターの計画を

立てています。こども発達支援センター、障がい者相談支援センター、地域包括支援センタ



ーの３つのセンターを一緒にしたセンターを伊賀市独自に立ち上げていけないかと計画して

います。この計画を立てた時には、４月の法改正がわからなかったのでこのような計画にな

っているが、障がい者の方の相談体制が変わってきておりますので、地域福祉計画との整合

性をはかりながらやらなければならないと考えています。本来ならば、４月からの計画に盛

り込まなければならなかったが間に合いませんでした。その点につきましては、計画の P2 の

計画期間に記載しております。市の方向性が決まったら見直しのほうも検討したいと思いま

す。 

 

（田中委員） 

療育センターの設置の検討とありますが、検討出来るのでしょうか。療育教室というのに

他府県ですが参加していたのですが、子と親が集まるので、進路を決める時や検査の時など

情報交換できる場所で親子とも安心できる。分かち合える場が早くほしい。 

 

（清水課長） 

駅前の建設中のビルの中に子育て支援センターがあるんですけど、ホールや会議室などが

あって、その中に設置できるかは未定ですが療育センターの設置の予定は進めています。先

日、かしのみ園の母子の会に行って障がいのある子の親のネットワークを作り、その意見を

市に反映させていくしくみが必要と痛感いたしました。部長の増田が本日出席しておりまし

たら、療育センターを近い将来作る予定ですと明言できるのですが、今日は欠席ですので代

わりまして私のほうから、療育センターは近い将来作る予定で進めておりますと申し上げま

す。名張市のほうで療育センターを医療機関とも連携して進めているということで、しくみ

づくりを参考にして進めていかなければならない課題というふうに心得ております。また皆

様の声を聞くしくみづくりをしなければならないとも考えております。 

 

（田中委員） 

療育教室のことですが、京都や奈良のことなのですが、名張にも出来ると言うことならば、

一度実際のところを見てほしいのです。就学に向けて発達検査であったり、教育相談など複

雑なのでわからない人はわからないまま進んでいくのです。そういうところに行っていると

割とすんなりと地元の小学校へ行くか支援学級に行くかということを考えられる。知らない

情報を分かち合う場があるのとないのとでは全く違う。実際の現場をみてほしいと思います。 

 

（清水課長） 

名張市と申し上げましたが、近隣の市町村では名張市が設置の予定と聞いたのですが、他

市町村の事例を参考にして、またこども発達支援センターや、伊賀圏域の療育について県か

ら委託を受けている名張育成会のぱれっととも連携していきたいと思います。ご意見ありが

とうございました。 

 

 



（坂本副委員長） 

計画の P26 にあります療育センターの設置を検討を「設置します」に変更しても良いで

すか。 

 

（事務局） 

一度検討します。ただ障がい児の療育支援については、４月の自立支援法の法改正で、今

まで障がい児のデイサービスについては自立支援法の範疇にあったのが児童福祉法に代わり

まして、障がい児の通院は児童福祉法に基づいて支援するように変わりました。しかし代わ

ったからと言って障がい福祉課と縁が切れるかと言うことではなくて担当する法律が代わる

ということで今までどおり障がい福祉課、こども家庭課、教育の分野、保育の分野、保健師

による検診の分野と連携して進めていきたいと思います。 

 

（奥西委員） 

終案の P２０の(２)の家族介護者等への支援についてですが、伊賀市には障がいのある人

の入所施設がないので昼間の日中一時支援は通所系の事業所がさせていただくが、短期入所

の場合ベッドの確保が難しい。ふっくりあを整備する時に単独型の短期入所施設をひとつ自

己資金で作ったが、全く関わったことがない人が突然「今日お願いします」と言われても、

薬、発作、自閉症の人ならこだわりであるとかを含めて。初めての環境の中で、初めての人

に見てもらっての短期入所というのは大人も子どももすごく大変なんです。在宅の方はすぐ

には無理なので、８０名ほど登録していただいて、その中から必要な人だけ短期入所しても

らう。基本、昼間の日中一時支援の利用や日中活動でお預かりしている子どもさんを短期入

所という形なんですが。サービス事業者の参入促進に努めたとしても短期入所はハード面、

施設整備のお金が下りてこないので促進は難しいと思う。その部分を一工夫してもらわない

と無理かなあと感じました。 

 同様にして P24 の(３)高齢になった障がい者への支援ですが、６５歳を超えた方が少しづ

つみえるようになてきましたが、今から検討して５年～１０年後の生活の場になるので、是

非これは検討じゃなくてプロジェクトチームをつくってもらって進めてください。お願いし

ます。 

（事務局） 

短期入所の施設の整備が難しいということですが、国の方針としましては入所施設は増や

さない、代わりにケアホーム、グループホームを増やしていくという方針と聞いています。

どのように増やしていくのかという意見も聞いているが、冒頭に北野先生のお話にもありま

したが、高齢者の施設を障がい者が使える制度があります。伊賀市には高齢者の施設がたく

さんあります。そこを短期入所施設として利用できないか関係機関と協議していかなければ

ならないと考えています。そういったこともこの計画書の中の「施設の利用も含めて事業所

の参入促進を検討します」と言うような文章で検討します。また p24 の高齢になった障がい

者への支援ですが、「他の制度の利用も含め」とありますが、もっと具体的に踏み込んだとい

うご意見と捉えて検討します。 



（奥西委員） 

問題として上がっているのは、今の高齢者の施設では障がいの特性を持った方に専門的な

ケアが出来ないと思う。現在の高齢者の特養やケアハウスで上手く暮らせないから、その問

題を抽出して検討していかなければならない。利用させていただくと言う問題ではないよう

に思う。 

 

（清水課長） 

今、事務局からお答えさせていただいたのは、他の施設の利用も含め、障がいのある高齢

になった障がい者の施設の参入をお願いしております。例えばユニットのうちの一つは障が

い者の方にお使いいただくスペースとして別途認可を受けてもらう。高齢になった障がい者

が安心して暮らせる施設にしてもらうようにお願いするということなんです。 

 

（奥西委員） 

ここまでつっこまなくてもいいかとも思うんですが。課長さんのおっしゃるイメージは高

齢者施設では特養ですか。グループホームは認知症の方しか介護は認められてないですよね。 

 

（小倉委員） 

地域密着型グループホームは６月から法改正になって障がい者を受け入れられるようにな

ったんです。ただ認可を受けないといけない。そしてサビ管の設置が義務付けられている。 

 

（奥西委員）介護保険の中でですか。 

 

（小倉委員） 

介護保険の中で認可を受ける。去年の６月から、今まで特区でやっていた事業所がこれ以

上増えないということで全国的に容認された。三重でも７つぐらいの事業所がやっています。 

 

（奥西委員） 

介護保険制度の中で障がいのある６５歳以上の高齢者のグループホームが介護保険の中で

使えると言う理解で良いですか。 

 

（小倉委員） 

そうです。ただし報酬は自立支援法に則った報酬になります。自立支援法と介護保険法の

指定を受けないといけません。 

 

（奥西委員）勉強しなおしてきます。 

 

（小倉委員） 

進めるにあたって専門性が必要になってきますので進んでないのが現状です。へき地の市



町村等は受けないと障がい児の受け入れが出来ない。受けられるのは、特養を併設したショ

ート、地域密着型、小規模多機能型、小規模特養の３つか４つぐらいのサービスにのみ認め

られています。ただ受けてもらえるところがない。 

 

（奥西委員）勉強する場所をもってもらいたいです。 

 

（坂本副委員長）今の話は障がい福祉課の方はわかってくれているんですよね。 

 

（事務局） 

６月から小規模多機能型のグループホームを障がい者が使えることは聞いているが、細か

いところは勉強不足です。 

 

（坂本副委員長） 

時間もかなり過ぎていますので、ご意見もこの辺で打ち切りとさせていただきます。あり

がとうございました。課のほうで文章の整理と検討しますと言った部分は、委員長にも関わ

っていただけると思うので、整理していただいて１７日に市長に答申するということで、委

員の皆さん一年間お世話になってありがとうございました。委員の仕事は終わったが今後と

も意見をいただくことは出来ますので、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

今日のご意見は計画やパブリックコメントの内容を精査し委員長、副委員長にお目通しい

ただいて了解を得た上で、２月１７日に市長に答申という運びにしたいと思います。約一年

間に渡り熱心にご協議いただき、ありがとうございました。 

 

 
午後４時２５分終了 

 
 

 
 


