
 

 

 

 

１ 健康・福祉 



（余白）



 
政策１ 健やかに暮らせる安心なまちづくり 

基本施策① １０万市民の健康を維持する 
基本施策番号 

1 

【生活課題】 子どもからお年寄りまで、健康でいきいきと暮らしている 

 

≪現状と課題≫ 

わが国は、めざましい医療技術の発展や食生活の改善によって世界 長の長寿国となりました。その

一方で、高齢化に伴い「寝たきり状態」や「認知症高齢者」が増加してきています。 

近年の疾病構造をみると、悪性新生物（がん）・心疾患・脳血管疾患など、喫煙や食生活と関わりの

深い生活習慣病が死亡原因の上位を占める状況にあります。このような状況から、生活習慣病対策を重

点に、医療機関と連携を図りながら各種がん検診や健康診査の充実、健康相談や健康教育などに取り組

み、疾病の予防から早期発見・早期治療に努めてきたところです。 

しかしながら、本格的な高齢社会を迎えたなか、すべての市民が健やかで心豊かに生活できる社会を

実現していくためには、社会全体で取り組みを進めていく必要があります。全国に先駆けて制定した「健

康づくり推進条例」においては、市、市民、事業者の責務を定めており、それぞれが協働して個人の健

康づくりの取り組みを行うことを規定しています。健康づくりの総合的指針である「健康２１計画」で

は「健康は守るもの」という従来型の発想を転換し、「健康は自分でつくるもの」の視点で、子どもか

ら高齢者まで各世代に合わせた健康づくりと地域活動に重点をおいています。今後は、これらの計画の

評価・見直し、課題の整理を行い、これをもとに市民が自ら健康に関心を持ち、市民一人ひとりが健や

かで充実した生活を送ることができるよう、医療や福祉の関係諸団体と連携を図りながらサービス体制

づくりを見直し、健康寿命1の延伸をより一層推進する必要があります。 

一方、少子社会や核家族社会などにより、育児に対する不安やストレスを感じる親、子が増えていま

す。安心して子どもを産み、育てることができるよう、福祉等関係機関との連携を密にとりながら、ニ

ーズに合った相談や教室、訪問など母子保健事業の充実を図っていくことが重要となっています。 

  

 

  資料：三重県伊賀保健福祉事務所

                                                  
1 健康寿命：認知症や寝たきりにならず、元気で活動的に暮らすことができる期間 
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≪施策の方向≫ 

施策１  健康２１計画の推進及び評価 

「健康２１計画」に基づき、市民健康意識調査、出前講座、各健康教室でのアンケート結果により、

各種健康づくり事業にあたっての評価を健康づくり推進協議会において行い、内容の見直し等目標達成

に向けた事業の展開に努めます。また、疾病の予防や早期発見の重要性を踏まえ、各種健(検)診の受診

率向上を図るとともに、健康教育や相談等を定期的に行うことにより、市民一人ひとりの健康づくりへ

の関心や意識の向上に努めます。 

 

施策２  ライフスタイルに応じた保健予防対策の推進 

母子保健対策として、安心して子どもを産み、健やかに育てられるように、妊娠時期からの普及・啓

発や交流の機会の提供をはじめ、乳幼児健診や母子教室、相談、訪問事業を充実させます。また、子育

て支援センターやこども発達支援センター、学校、保育所（園）他関係機関との連携を強化し、安心し

て子育てできる環境づくり・サービス体制づくりに努めます。更に、親同士の情報交換や新たな仲間づ

くりができる場の確保を行い、育児に対する不安を解消できるよう努めます。 

成人保健対策として、生活習慣病予防事業、介護予防事業を中心に、各種健(検)診・教育・相談・訪

問事業の推進に努めます。また、医療・福祉の関係機関と連携しながら、地域ぐるみで一人ひとりが自

分の健康を維持できるよう、定期的に普及・啓発を行いながら自分が健康であるという意識の向上と健

康寿命の延伸を図ります。 

近年の社会情勢による自殺者の急増に対応するために、地域の実情に応じたこころの健康づくり事業

を展開します。 

 

施策３  市民主体の健康づくり活動の促進 

地域の健康づくり推進員(愛称：健康の駅長）や食生活改善推進員等が中心となり、市民が主体とな

って地域に見あった健康づくりが展開できるように生活習慣改善に向けて、推進員育成のための研修会、

交流会、情報提供の場づくりに努めます。 

 

施策４  健康づくり活動を支える場づくり 

地域の健康づくりの拠点として、また、乳幼児から高齢者までの生涯を通じた健康づくりを支援する

ため、上野市駅前再開発事業で建設されるビル内に「保健センター」を整備し、各地域における既存の

施設と連携して、拠点としての保健事業が効果的に機能する場となるよう努めます。 

 

施策５  保健・医療・福祉の連携 

健診データを活用し、保健サービスを迅速かつ効果的に提供できるよう、関係機関との連携を強化し、

市民一人ひとりへの適切な保健サービスの提供に努めます。 

また、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、かかりつけ医等による医療サービスと保健・

福祉サービス体制の推進のため、関係機関との連携をより一層強化し、市民一人ひとりのニーズに応じ

たサービス体制の充実を図り、地域ぐるみで一人ひとりの生活を支えられるように努めます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 健康教育事業 

○ 健康相談事業 

○ 各種健(検)診事業 

○ 健康づくり事業及び関係諸団体の育成・支援 

○ こころの健康づくり事業 

○ 保健センター整備事業 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22)※ 目標値(平 27)

 ◇健康相談開催数 135 回 350 回  150 回 

 ◇健康教育開催数 523 回 550 回  540 回 

 ◇乳児家庭訪問率 83.1％ （新規） 92.1％ 

※「目標値（平 22）」については、前期基本計画策定時に設定した平成２２（２０１０）年の目標値です。 



 
 

基本施策② 身近なところで高度な医療を提供する 
基本施策番号 

2 

【生活課題】 遠くまで行かなくても、高度医療の病院の治療を受けることができる 

 

≪現状と課題≫ 

本市の地域医療体制は、三重県の保健医療計画において、中勢伊賀保健医療圏として位置づけられて

いますが、地理的状況により伊賀地域で上野総合市民病院をはじめ３つの総合病院を中心に二次救急医

療圏を構築しています。しかしながら近年は、医療制度改革や医療を取り巻く環境が急速に変化してい

くなかで、伊賀地域においても、医師・看護師不足などさまざまな深刻な問題が山積しており、現行体

制による救急医療を含めた医療水準の確保は困難な状況となっています。 

このような状況のなか、限られた医療資源を有効に活用するため、地域医療においては、一層の機能

分担と、医療・介護・福祉のサービスを継続的に提供する地域医療連携体制づくりが必要です。また、

医療に携わる医師・看護師など医療従事者の確保・地域医療連携のための人材を養成するため質の高い

医療環境の整備が求められています。 

救急医療については、救急車の軽症者搬送が急増しているため、市民が救急医療を適正に利用できる

ような体制の確立が望まれています。 

 

 

■市民病院の患者数 

 

 

資料：上野総合市民病院
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≪施策の方向≫ 

施策１  市民病院の機能強化 

上野総合市民病院については、安心かつ質の高い医療の提供を目指し、医師、看護師の確保に努めま

す。また、施設の耐震化事業を進めるとともに医療機器の改善を図ります。あわせて、地域医療の連携

を踏まえて電子カルテなどのＩＴ化を推進し、高度な医療体制の充実を図ります。 

また、公立病院として地域のニーズに応えながら、公営企業としての財政の健全化を図ります。 

 

施策２  予防医療の充実 

病気の予防、病気の早期発見のため、健康診断の受診率を向上させ、更に早期治療につなげるため、

検診業務の充実を図ります。 

 

施策３  地域医療連携体制の充実 

疾病は、早期の対応が大切であることから、日頃から安心して相談できるかかりつけ医、かかりつけ

歯科医などを持てるように、医療機関との連携により一次医療2、二次医療3の役割を分担し、更に介護・

福祉サービスの機能などを有する機関と連携して、適切な医療・福祉を提供できる地域医療連携体制の

構築に努めます。 

なお、国民健康保険直営診療所においては、地域住民の健康保持を図るため、医療と疾病予防の一体

運営に努めてきましたが、今日の病院経営環境や医療提供体制の変化に伴い、直営診療所の今後のあり

方について検討を行います。 

 

施策４  救急医療の充実 

救急医療については、全てを１つの病院が担うのではなく、医療機関相互の連携を深め各病院の医療

資源を活かし、医療の専門性を高めることで効率的な医療提供体制の確保と医療資源の配置に努めます。 

また、地域医療に携わる医師・看護師不足のなかで、救急病院で時間外診療による医療従事者の過重

労働を軽減するため、市民に対して早めに受診していただくための救急医療の知識の普及に努めます。 

更に、市民が体調に不安を感じたり、病気やけが等で救急車の要請を迷っている場合において、医師・

看護師等が電話で相談に応じ適切な処置や応急手当の方法を助言し、必要に応じて１１９番通報のアド

バイスを行うとともに、消防本部にもその情報を提供するといった２４時間３６５日、いつでも・どこ

ででも無料で相談できる「救急相談ダイヤル２４」の運営に努め、市民への周知を行い、軽症者の救急

搬送の適正化と救急医療の適正化を図ります。 

 
（主な事業） ○ 応急診療所管理運営事業 

○ 救急相談ダイヤル２４事業 

○ 市民病院耐震化事業 

○ 電子カルテ導入事業  

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇検診受診者数 4,099 人 4,100 人  4,600 人 

                                                  
2 一次医療：日常的な疾病を対象とする医療 主にかかりつけ医が診療を担当する。 
3 二次医療：比較的専門性の高い疾病を対象とする外来医療や一般的な入院医療のこと 主に総合病院などが担当する。 



 
政策２ 地域で支えあう福祉のまちづくり 

基本施策① 高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる 
基本施策番号 

3 

【生活課題】 軽度障がいの高齢者なら、地域や集落ごとに介護できる 

 

≪現状と課題≫ 

すべての人が健やかに満足して過ごせるよう心を配ったり、強い生命力を持ちながらも弱い存在の子

どもが自らの力で成長できるよう目配りするなど、地域ぐるみで「おたがいさま」の心を持ち、あたた

かく見守り、手を差し伸べる取り組みが住みよいまちづくりの第一歩になります。 

自らで生活を支える「自助」、地域における近隣の助け合いの「共助」、社会保険のように制度化され

た「互助」、行政サービスによって支えていく「公助」がそれぞれ役割分担し、地域のなかで支え合い

ながら心地良く暮らせる生活が求められます。 

本市では、長期にわたって継続的に点訳活動や手話活動をはじめとする福祉ボランティア活動が芽生

え、近年では、配食サービスや子育て支援の活動が行われています。特定非営利活動促進法の制定以降、

ＮＰＯ法人の設立を含め、福祉、環境、国際交流、まちづくりなど多種多様な市民活動が盛んになり、

平成１２（２０００）年の介護保険制度の創設により、ＮＰＯ法人や民間企業等による介護保険サービ

ス事業者の参入も進んでいます。 

こうした主体的な地域福祉活動がより活発化するよう、活動をしやすくするための環境づくりを進め

ることが必要です。住民参加による横断的なサービスを軸に、社会的資源を充実改善し、市民、住民自

治協議会、ボランティア、ＮＰＯ、福祉事業者、行政等の多様な主体が協働してすべての人が安心して

暮らせる「福祉のまちづくり」が求められています。 

更に、かつては受動(受益)的なイメージであった「福祉」の見方を転換し、新しい発想により価値を

生み出す資源としてとらえ直すことが必要です。福祉を発展させることによって、地域を活性化し、ま

ちの経済が活性化するまちづくりを推進しています。今後も、地域福祉を支える拠点の充実と地域福祉

の担い手となる人材が活動できる場を整備しながら、「福祉でまちづくり」を推進する必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  地域における見守り・支え合い活動の促進 

身近な地域における見守りや支え合いを促すため、住民自治協議会を基礎とした自主的な福祉活動へ

の支援を行います。 

 

施策２  ボランティア・ＮＰＯ等への支援 

福祉教育やボランティア等の情報提供を進めることにより、地域福祉を担うボランティア・ＮＰＯ等

の育成・確保を図り、その組織化を促します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 地域包括支援センター運営事業 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇福祉区の設置数 38 地区 38 地区  38 地区 

 ◇ボランティア団体 166 団体 400 団体  280 団体 



 
政策３ 必要なときに支えがある安心なまちづくり 

基本施策① 子どもや高齢者を地域ぐるみで見守る 
基本施策番号 

4 

【生活課題】 地域ぐるみで、子どもやお年寄りを見守り、声をかけられるような 

       雰囲気、関係性、取り組みができている 

 

≪現状と課題≫ 

かつては、伝統的な家庭や地域の相互扶助機能を持った共同社会のなかで、立場や年齢に伴う役割を

担いながら、子どもや高齢者は見守られ、大きな安心感に包まれていました。現代社会においては、他

人への関心や地域における連帯意識が希薄になるなかで、子どもやお年寄りに対する思いやりを持った

行動を目にすることが少なくなったと言えます。本格的な少子社会や高齢社会、核家族社会となるなか

で、子育て中の親や高齢者などが地域から孤立することもあり、支援が求められるようになっています。 

こうした状況のもと、福祉サービスや安否確認などの情報機器の利用だけで安心が確保できるわけで

はありません。例えば、災害や急病などの緊急時には、より一層、地域での支え合いが不可欠であり、

普段からの地域社会の見守りがあればこそ、安心して地域で暮らせると言えます。 

ともに生きるまちづくりの精神を育み、人びとが協力し合い、その立場・年齢に応じた役割を担いな

がら、生活拠点に根ざした安心で充実した生活が送れる地域社会の構築、いわゆる地域福祉の推進が必

要となっています。このため、生活上のさまざまな困りごとについて、高齢者や障がいのある人、子ど

もを問わず、全ての市民が安心して気軽に相談でき、各分野の横断的な課題に対する解決策が得られる、

総合的な相談のしくみづくりとともに、市民が不安なく生活できる地域づくりを目指し、多様な立場に

ある多くの人の主体的な参加と協力のもと、地域福祉計画を推進することが必要です。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  地域福祉計画の推進 

地域福祉計画に基づき、地域が抱える課題の解決に向け、地域の住民や自治会（区）、住民自治協議

会、福祉活動をする人、サービス提供事業者、社会福祉協議会、市などが協働し、障がいの有無や年齢

に関わらず、個人が人としての尊厳を持って、家庭や地域のなかでその人らしく安心した生活が送れる

ような地域社会の実現を目指します。 

 

施策２  地域福祉活動の推進 

ダイジェスト版や市広報、ホームページなどを通じて、また、各種講座やイベントなどの事業を開催

し、すべての市民に、地域福祉計画の普及啓発を図ります。 

地域の住民や自治会（区）、住民自治協議会、福祉活動をする人、サービス提供事業者、社会福祉協

議会、市などが協働・連携して、地域福祉の実践に取り組みます。 

また、生活課題を解決するために、各分野の社会資源が連携して地域を包括的にケアできる体制の構

築を目指します。 

 



 

施策３  福祉意識の醸成 

だれもが、相手の立場になって考えることのできる「福祉の視点」を持ったまちづくりを進めるため、

学校教育や社会教育における福祉教育を推進するとともに、広報活動を充実させます。また、高齢者や

子どもを含めた住民相互の交流機会の活発化を促します。 

 

施策４  緊急時対策の推進 

災害などの緊急時において、ひとり暮らし高齢者をはじめとする要援護者を的確に避難・誘導するた

め、対象者を把握し、地域における連絡・連携体制の確立を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ ふくし総合相談支援体制の構築 

○ 災害時要援護者のリストアップ 

○ 安心生活創造事業 

○ 生活・介護支援サポーター養成事業 

○ 障がい者相談支援センター運営事業 

○ 地域ケア会議設置運営事業（仮称） 

○ 地域ケアネットワーク会議設置運営支援事業（仮称） 



 
 

基本施策② 障がいのある人の自立した生活を支える 
基本施策番号 

5 

【生活課題】 障がいのある人が、不安なく生活できる 

 

≪現状と課題≫ 

平成１８（２００６）年４月から始まった新しい制度により、身体、知的、精神という障がいの種別

に関わらず、共通制度のもとで必要とするサービスが利用できるしくみとなり、障がいのある人が持っ

ている能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活が行えるよう、行政だけでなく、だれもが支援

していくことが求められています。 

平成２０（２００８）年３月に「だれもが自分らしく暮らせるまちをつくる」ことを基本理念とした

障がい者福祉計画を策定した後、障がい者地域自立支援協議会を設置し、障がい者福祉を推進していく

上でのさまざまな協議を行っています。 

市民のだれもが住み慣れた地域で多くの人と協力し合いながら、「自分らしい暮らし」を送ることを

願っています。支援や介護が必要なときも「いきいきと輝ける暮らし」を実現するよう支え合うことが

できるように、障がいの有無に関わらず、一人ひとりが主体的に生きる力を身につけ、お互いの人権を

尊重し合いながら、つながりを持って安心して心豊かに暮らせるように支援するため、「ひとづくり」、

「しくみづくり」、「まちづくり」を推進していく必要があります。 

また、障がいのある人が必要なときに専門的な相談を受けられるよう、障がい者相談支援センターの

相談支援体制の充実・強化を図ります。 

 

 

■身体障害者手帳交付数 

（単位：人） 

  視覚 嗅覚・平衡 肢体 
音声・言語

・そしゃく 
内部 計 

１級 １６３ ３３ ３７９ １ ５５４ １,１３０ 

２級 ８８ １２４ ４９９ ３ １１ ７２５ 

３級 ２９ ９５ ５９７ ３１ １６４ ９１６ 

４級 ２４ １０６ ８１５ ２０ ２３８ １,２０３ 

５級 ４８ ３ ３５５ ０ ０ ４０６ 

６級 ４８ １５２ １５１ ０ ０ ３５１ 

計 ４００ ５１３ ２,７９６ ５５ ９６７ ４,７３１ 

 

（平成２１（2009）年４月１日現在） 資料：伊賀市社会福祉事務所 

 



 

■療育手帳交付数 

（単位：人） 

  Ａ（最重度・重度） Ｂ（中度・軽度） 計 

知的障害者（１８歳以上） ２２３ ２２２ ４４５ 

知的障害者（１８歳未満） ５７ ８２ １３９ 
 

計 ２８０ ３０４ ５８４ 

（平成２１（2009）年４月１日現在） 資料：伊賀市社会福祉事務所 

 

■精神障害者保健福祉手帳交付数等 

（単位：人） 

  １級 ２級 ３級 計 

精神障害者保健福祉手帳交付数 ３５ ２２９ ７７ ３４１  

（平成２１（2009）年４月１日現在） 資料：伊賀市社会福祉事務所 

（単位：人）

  計 

精神障害者通院医療費公費負担申請者数 １,０８５ 

（平成２１（2009）年４月１日現在）   資料：伊賀市社会福祉事務所 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  住まいの確保 

障がいのある人が、住み慣れた地域でできる限り住み続けられるよう、空き家や既存公共施設の活用

も含めた、グループホーム4やケアホーム5などの整備を促進します。 

 

施策２  就労への支援 

関係機関との連携を図りながら、障がいのある人の雇用や就業に関する情報提供や相談体制を充実さ

せるとともに、関係機関相互の就労支援ネットワークづくりを進めます。また、本市で実施する職場実

習事業などを継続実施するとともに、企業に対し、雇用促進に向けた啓発や、就労定着のための支援を

行います。 

                                                  
4 グループホーム：認知症高齢者や介護を必要としない障がい者が、数人で共同生活を行う住居（アパート、マンション、

一戸建て等）のこと 同居あるいは近隣に居住している世話人が、食事の提供、相談、その他の日常生活上の援助を行う

施設 
5 ケアホーム：比較的程度の重い障がい者が、数人で共同生活を行う住居（アパート、マンション、一戸建て等）のこと 

同居あるいは近隣に居住している世話人が、入浴、排泄、食事の介護等を行う。障害者自立支援法の施行により新たに創

設されたサービス 



 

施策３  相談体制の充実 

障がい者相談支援センターの相談支援体制の充実・強化を図り、障がいのある人が必要なときに専門

的な相談を受ける体制づくりに努めます。また、地域包括支援センター、こども発達支援センター等と

連携し、障がいのある人が安心して暮らせるよう、生涯にわたり一貫した相談支援体制の構築に努めま

す。 

 
施策４  自立支援サービスの充実 

障害者自立支援法に基づくサービスについて、情報提供に努めるとともに、新たなサービス体系に対

応したサービス量を確保するために新たな事業者の参入を促し、サービスの充実・拡大を図ります。 

 

施策５  リハビリテーションの充実 

医療機関との連携を図りつつ、保健事業の推進により、障がいの早期発見や予防に努めるとともに、

リハビリテーション機能や障がいのある子どもへの療育機能の充実を図ります。 

 

施策６  社会参加活動の推進 

障がいのある人の生涯学習や生涯スポーツ等への参加を支援します。また、障がいのある人自身によ

る交流、学習、地域福祉活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ ふくし総合相談支援体制の構築 

○ 障がい者相談支援センター運営事業 

○ 居宅介護など介護・訓練等給付事業 

○ 補装具給付事業 

○ 更生医療給付事業 

○ コミュニケーション支援事業 

○ 障がい者職場実習モデル事業 

○ 地域自立支援協議会運営事業 

（数値目標）  現状値(平 22） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇知的・精神障がい者グループ

ホーム 

5 か所 8 か所  9 か所 

 ◇就労支援窓口 7 か所 7 か所  9 か所 

 ◇障害者総合相談窓口 7 か所 7 か所  9 か所 



 
 

基本施策③ 高齢者の健やかな生活を支える 
基本施策番号 

6 

【生活課題】 ひとり暮らしの老人が孤独感なく、体調などを確認してもらいながら生活できる 

 

≪現状と課題≫ 

本市においても高齢化が急速に進み、高齢者世帯やひとり暮らしの高齢者が増えています。介護期間

の長期化や世帯構成の核家族化が進んだことで、高齢者を家庭だけでは支えきれず、また、地域社会の

つながりも希薄化しており、家庭や地域における相互扶助機能が低下しています。 

平成１２（２０００）年から始まった介護保険制度は、高齢者の尊厳の確保、介護予防の推進ととも

に、持続可能な制度としていくため、見直しがなされており、新たなしくみによる介護保険事業が平成

１８（２００６）年度から実施されています。 

更に、社会福祉基礎構造改革の一環として、平成１２（２０００）年に社会福祉事業法が社会福祉法

に改められ、社会福祉の考え方が見直されました。その主なものは、利用者保護、福祉サービスの質の

向上、地域福祉の推進であり、市町村が住民、社会福祉法人などの意見を反映した地域福祉計画を策定

することなどがあります。 

こうした状況のなか、生活様式や価値観の多様化により、市民の福祉に対するニーズは多様化し、介

護ニーズは、ややもすると施設志向が強いようです。しかし、地域のさまざまな資源をフルに活用しな

がら住み慣れた地域で健康で安心して暮らせる地域福祉が望まれています。 

財政的負担を軽減し、福祉サービスの「安全・安心」を確保するためには、地域住民一人ひとりの積

極的参加により地域福祉力を高め、「高参加・高福祉」を目指すことが必要です。 

また、ＮＰＯ、ボランティア組織などとの連携により、地域のニーズや特性に応じた地域ケアシステ

ムの構築が必要です。 

そして、住み慣れた地域で、健康で安心して暮らし続けることができるよう、高齢者の能力を 大限

に活かし、自らが望む環境のなかで、尊厳を持って過ごすことができる地域社会をつくりあげていくこ

とが求められています。このため、生活上のさまざまな困りごとについて、高齢者や障がいのある人、

子どもを問わず、市民が安心して気軽に相談でき、適切な解決策が得られる、総合的な相談体制を充実

させることが必要です。 

 

 

■高齢者人口の推移 

 

 

 
                     

                      

                      

                      

 

資料：企画総務部総務課

（人） （％） 



 

■要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康福祉部介護高齢福祉課

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  相談体制の充実 

高齢者が困りごとを気軽に相談し、また、必要に応じて適切なサービスや制度が利用できるように、

地域包括支援センターを中心に専門職を配置し、相談機関による相談体制を充実させます。 

障がいのある人、子ども等を含めた相談に対応する一体的な総合相談支援体制の構築を目指します。

また、専門性の高い人材を相談窓口に配置し、相談支援が機能するためのしくみを充実します。 

 

施策２  介護予防の推進 

高齢者等を対象とした介護予防事業や健康づくり教室の実施により、要支援・要介護状態となること

を予防します。また、要支援・要介護状態となっても状態の維持・改善につながる介護サービスを提供

するよう促し、住み慣れた地域で自立した生活が継続できるように努めます。 

また、ふれあいいきいきサロンを地域住民にとって気軽にふれあえる交流の場としてより一層充実さ

せ、参加しやすいイベントを開催することで、高齢者の社会参加を促し、「閉じこもり」や「うつ」、「認

知症」の予防に努めます。 

一方、若年層に対しても、生活習慣病の予防啓発などを通じて、将来の介護予防につながる知識の啓

発に努めます。 

 

施策３  在宅生活の支援 

高齢者が安心して住み慣れた地域でできる限り暮し続けられるよう、在宅サービスの充実を図り、高

齢者向け住宅の確保などを進めます。また、介護保険サービスでは対応しきれない生活支援・見守りな

どについて、地域住民の支え合いのしくみづくりを支援していきます。 

（人） 

4,816
5,237 5,424 5,627 5,799 5,947
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平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

認定者数（40～
64歳）

認定者数（65歳
以上）



 

施策４  サービス・支援の確保と充実 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき必要な介護サービスの供給量を確保するとともに、地域

密着型サービス6の基盤整備を促進します。また事業所に対する研修・指導を通じてサービスの質の向上

を図ります。 

また、介護保険サービスでは対応しきれない生活支援・見守りなどについて、同計画に基づき適切な

支援を提供するとともに、地域住民の支え合いのしくみづくりを支援していきます。 

 

施策５  認知症の人を支えるまちづくりの推進 

認知症の人とその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、家族や地域の住民が、認

知症について正しく理解し、偏見を持たず適切な接し方ができるよう、認知症についての周知・啓発に

努めます。また、「高齢者あんしん見守りネットワーク」を活用し、認知症の人をスムーズに支援でき

る体制の充実を図ります。 

更に、各相談機関において、認知症に関する相談、問い合わせができる体制を整えます。 

 

施策６  家族介護者支援の充実 

家族介護者の心身の負担を軽減するため、各相談窓口で家族介護者からの相談に対応するとともに、

必要な情報を提供する体制を整えます。また、適切な介護知識や技術を習得するための教室の開催や、

家族介護者の心身のリフレッシュを図るための機会を充実させます。 

 

 

 

（主な事業） ○ ふくし総合相談支援体制の構築 

○ 認知症サポーターの養成 

○ 高齢者あんしん見守りネットワーク運営事業 

○ 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 

○ 総合相談支援事業 

○ 家族介護教室の開催 

○ 認知症高齢者やすらぎ支援事業 

○ 徘徊高齢者家族支援事業 

○ 家族介護慰労事業 

○ 生きがい交流事業 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇高齢者総合相談窓口 6 か所 7 か所  6 か所 

 ◇養護老人ホーム措置者 110 人 120 人  120 人 

 ◇いきいきサロン 235 か所 300 か所  280 か所 

                                                  
6 地域密着型サービス：介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活が継続できるように、日常生活圏域を基本に提供

されるサービス 市町が指定・指導監督を行う。夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。 



 
 

基本施策④ 老後の生活や低所得者の自立を支える 
基本施策番号 

7 

【生活課題】 お年寄りや所得の低い人が安定した生活を送れる 

 

≪現状と課題≫ 

本市における生活保護世帯の状況については、平成１７（２００５）年度以降、平成２０（２００８）

年度（７７５世帯 １，０７２人、保護率１０．７‰）まで漸増傾向にありましたが、生活保護の適正

化に努め、平成２１（２００９）年度は７６１世帯 １，０４８人、保護率１０．６‰と減少に転じま

した。 

しかし、本市を含むわが国の厳しい社会経済情勢のなかでは、低所得者、生活困窮者に対する社会保

障制度の適正な運用を図っていく必要があります。 

国民健康保険事業は、保険税収入が伸び悩む一方、医療費の高騰等により脆弱化しつつあり、従来に

も増して厳しい事業運営を迫られています。今後の本格的な少子社会、高齢社会に対応し、被保険者の

健康づくりの推進を図りながら、将来にわたって国民健康保険制度の安定した運営ができるよう、税収

の確保、医療費適正化の推進、保健事業の充実などに努める必要があります。 

国民年金については、経済的に安定した老後生活を送るための所得保障と合わせ、事故や病気で障が

いを持った場合や世帯の働き手を亡くしたときに遺族の生活を保障するしくみとして、国民の間に広く

定着し、老後生活の安定に大きな役割を果たしています｡ 

しかし、働く世代の減少に伴い、将来の保険料負担と年金の受取額への不安感や長引く不況から、未

加入者、未納者が増加するなど、国民年金を取り巻く状況は厳しさを増しており、制度に対する正しい

理解を求めるとともに、未加入者、未納者対策を推進していく必要があります｡ 

 

 

■医療費の推移 

                          

  

  

  

  

 

  

資料：健康福祉部保険年金課

※ 平成２０（２００８）年以降は、統計データが後期高齢者医療の現状に変更となっています。 

 

（千円） （円） 



 

■後期高齢者医療の状況 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

資料：三重県後期高齢者医療広域連合

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  低所得者福祉の充実 

生活向上への意欲があるにも関わらず、なかなか低所得の状態から抜け出せない人々が安心した生活

を送れるよう、地域の民生委員や機関と連携しながら、雇用の確保、生活意欲の助長、生活指導等の自

立支援を推進します。 

また、生活保護者の生活実態を十分に把握し、保護の適正な運用を図るとともに、各種福祉施策や社

会保障制度との連携を図り、総合的な支援に努めます。 

なお、福祉医療費助成制度については、引き続き支援に努めます。 

 

施策２  国民健康保険の充実 

国民健康保険事業への理解を呼びかけ、保険税の収納率向上に取り組むとともに、レセプト7点検など

により、多受診を抑制し、国民健康保険事業の健全化を図ります。また、国民健康保険団体連合会によ

る保健事業を活用し、健康づくり事業の推進や特定健診8の受診率向上に努めます。 

 

施策３  国民年金制度の啓発 

日本年金機構と連携し、口座振替の奨励などを通じ、保険料未納者の解消に努めます｡また、啓発用

パンフレットの配布や市広報等を通じ、国民年金制度の正しい理解と周知を図り、未加入者の加入促進

に努めます｡ 

                                                  
7 レセプト：病院や診療所が医療費の保険負担分の支払いを公的機関に請求するために発行する診療報酬請求明細書の通

称 
8 特定健診：特定健康診査 平成 20(2008)年４月から医療保険者（国保・被用者保険）において、40 歳以上の被保険者・

被扶養者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目し義務付けられた健診の名称 

（人） 

13,361
13,964

695
599

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

平成２０年 平成２１年

被保険者数（３割負担）

被保険者数（１割負担）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 福祉医療費助成 

○ ふくし総合相談支援体制の構築 

○ 生活保護の適正化 

○ 国民健康保険事業 

○ 国民年金制度の啓発 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇国民健康保険税現年度分収納

率 

91.5％ 94.0％  93.0％ 



 
政策４ 次世代をともに育成するまちづくり 

基本施策① 子どもを産み育てやすい環境をつくる 
基本施策番号 

8 

【生活課題】 不安や制約や孤独感なく、子どもを産み育てるような環境や支援が整っている 

 

≪現状と課題≫ 

全国的な流れと同様、本市においても深刻な少子社会や親世代人口の減少の状況にあります。世代間

のアンバランスは、将来の年金、医療、介護を中心とした社会保障の負担と給付の見直しや労働力の減

少などの問題をはらんでおり、速やかに対処すべき課題です。子どもが健やかに育つ環境づくりや、安

心して子どもを産み育てる環境づくりを社会全体の課題として取り組んでいくことが重要です。 

保育所（園）については、老朽化が進み、改修・修繕が必要な施設が年々増えてきています。計画的

に耐震調査を行い、結果に基づき改修や修繕を進めるとともに、児童数・施設の状況などから保育所（園）

の統合についても検討していく必要があります。 

また、保育所（園）や放課後児童クラブ9の送迎、その後の一時預かりなど公的なサービスを補完する

ことを目的とし、平成１７（２００５）年度にファミリー・サポート・センター10を設置しました。 

更に、病気の回復期や夜間等緊急時の対応を行う緊急サポートネットワーク事業11にも取り組んでい

ます。 

放課後児童クラブについては、全国と比べて、当市の設置率は低い現状です。今後、利用希望者のニ

ーズや施設の老朽化、学校の統廃合などを見据えながら、全校区での実施を目指して計画的に設置して

いくことが必要です。 

一方、ひとり親家庭が増加し、厳しい社会情勢のなか、自立できない家庭が増えていることから、本

市ではひとり親家庭が自立するためのサポートとして、母子自立支援員を設置しています。その他、家

庭児童相談員や女性相談員を設置し、児童養育についての相談や離婚相談・ＤＶ12相談などを行ってい

ます。相談内容は年々複雑化しており、関係機関との連携を図りながら、きめ細かく対応することが必

要です。 

全国的に児童虐待問題が深刻化していますが、本市では、母子保健事業や子育て支援事業を実施する

なかで、虐待が疑われるケースの早期発見や、母親の育児不安の軽減に努めてきました。 

しかし、その一方で、保護者のなかには、「友達とうまく遊べない」「ことばが遅い」などの子どもの

発達面に加え、不登校、青少年の非行など、さまざまな不安や悩みを持った人が増加しています。 

こうしたなか、関係機関とも連携を図り、児童虐待の防止と対応に努めていますが、今後も、連携を

一層強化し、地域全体で子どもを守る支援体制を構築することが必要です。 

本市では、平成２１（２００９）年度に、保護者や関係機関が気軽に相談できる場として「こども発

                                                  
9 放課後児童クラブ：保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している概ね 10 歳未満の児童に対し、授業

の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの 
10 ファミリー・サポート・センター：仕事と育児の両立と地域の子育てを支援するため、育児サービスを受けたい「依

頼会員」と育児サービスを提供できる「援助会員」の双方を募り、有償で助け合い、保育所（園）への子どもの送迎、保

育所（園）の開始前や終了後に子どもを預かってもらえるなどのサービスが受けられるシステム 
11 緊急サポートネットワーク事業：病気、あるいは病気回復期や、急な出張の際の預かりなど、勤労者の緊急のニーズ

に対応し、専門技能を持つ有資格者を登録、あっせんする事業 
12 ＤＶ：Domestic Violence 夫婦や恋人など親密な間柄にある男女間に起こる身体的・精神的・性的な暴力を指す。物

理的な暴力だけでなく、脅し、罵り、無視、言動の制限・強制、苦痛を与えることなども含まれる。 



達支援センター」を設置し、保健・保育・教育・福祉の専門スタッフが相談を受けています。今後は、

より一層各関係機関との連携を密にし、子どもの将来を見据えた支援をしていく必要があります。 

 

■保育所（園）の定員、入所児童数等の状況 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳以上児 合  計 

人員 比率 人員 比率 人員 比率 
  

保育所 

（園）数 
定員Ａ 

Ｂ Ｂ/Ｄ Ｃ Ｃ/Ｄ Ｄ Ｄ/Ａ 

欠員 

Ａ－Ｄ 

＝Ｅ 

公立 ２２ １,７１５ ２７７ ２２.３ ９６５ ７７.７ １,２４２ ７２.４ ４７３

私立 １４ １,３９５ ３９４ ２８.７ ９７７ ７１.３ １,３７１ ９８.３ ２４

合計 ３６ ３,１１０ ６７１ ２５.７ １,９４２ ７４.３ ２,６１３ ８４.０ ４９７

 

（平成２０（2008）年４月１日現在） 資料：健康福祉部こども家庭課

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  母子保健対策の推進 

母子保健対策として、安心して子どもを産み、健やかに育てられるように、妊娠時期からの普及・啓

発や交流の機会の提供をはじめ、乳幼児健診や母子教室、相談、訪問事業を充実させます。 

 

施策２  子育て家庭に対する支援と親子の健康の確保 

安心して楽しく子育てができるように、子育てに関する知識の普及やニーズに応じた母子保健サービ

スの推進に努めます。更に地域の子育て支援センターや保育所（園）、こども発達支援センター等関係

諸団体と連携して一貫したサービスの充実に努めます。 

病児保育室においては、病気回復期にある児童を集団保育の困難な期間一時的に預けることができる

体制を作り、地域のなかでの子育て支援体制の充実を図ります。 

 

施策３  保育所（園）・幼稚園等における保育・教育の充実 

乳幼児期における保育・教育の充実に向けて、職員の専門的な研修を行うことにより、質の向上を図

ります。また、特別保育事業の実施により、保護者の就労支援、子育て支援を行います。 

子どもや保護者にとって安心安全な環境のなかでの保育を行うため、老朽化の進んだ保育所(園)の大

規模な改修、修繕や地域の状況に応じた統合を計画的に進めます。 

学童期における教育・保育の充実に向けて、創意工夫した教育と合わせて子どもや家庭への相談体制

を充実させるとともに、放課後児童クラブの整備を推進します。 

 

施策４  ひとり親家庭の自立支援 

個々の抱えている問題に応じるため、母子自立支援員を配置し、経済的な面、就業の面、生活全般に

おいての相談事業を実施するとともに各関係機関と連携し、貸付制度の活用促進や、自立に向けての相

談指導体制の充実を図っていきます。 

また、母子寡婦福祉会などの関係団体が活発に活動できるよう支援を行います。 

 



施策５  児童虐待及びＤＶ防止対策の推進 

児童虐待やＤＶの発生を予防し、早期発見・対応を図るため、保育所（園）、幼稚園、学校、民生委

員・児童委員、主任児童委員、児童相談所等の関係機関との連携強化に努めます。 

また、離婚、ＤＶの悩みを持つ女性の相談に応じ、必要なアドバイスや指導を行い、それに付随する

業務を行います。 

 

施策６  子どもの発達相談の充実 

こども発達支援センターにおいて、子どもの成長・発達に不安や悩みを抱える保護者・関係者等から

の相談に応じ、ともに支援の方法を考え、必要に応じて関係機関との連携を図りながら、乳幼児期から

学童期、就労期まで途切れのない支援を行います。 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 女性相談事業 

○ ファミリー・サポート・センター運営事業 

○ 各種母子保健サービス事業 

○ 不妊治療助成事業 

○ 放課後児童クラブ整備事業 

○ 保育所(園)整備事業 

○ 放課後児童対策事業 

○ 母子（父子・祖父母子）自立支援事業 

○ 母子家庭自立支援教育訓練給付金事業及び貸付業務 

○ 要保護児童及びＤＶ対策の連携強化 

○ こども発達支援センター事業 

○ 家庭児童相談事業 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇ファミリーサポートセンター 140 人 100 人  150 人 

 ◇一時預かり事業 3,745 人 5,100 人  3,860 人 

 ◇子育て短期支援事業 0 か所 

（0日）

（変更） 1 か所 

（7日）

 ◇延長保育 15 か所 

（308 人）

22 か所  

（178 人） 

19 か所 

（1,280 人）

 ◇休日保育 1 か所 

（38 人）

2か所  

（25 人） 

1 か所 

（400 人）

 ◇夜間保育 0 か所 

（0人）

2か所  

（20 人） 

1 か所 

（20 人）

 ◇放課後児童クラブ 14 か所 15 か所  18 か所 



 
 

基本施策② 家庭の教育力を高める 
基本施策番号 

9 

【生活課題】 家庭内での教育がしっかり成り立っている 

 

≪現状と課題≫ 

少子化や核家族化が進行するとともに、地域のつながりが希薄化し、子どもや子育て家庭をめぐる環

境が大きく変化するなか、家庭や地域における子育ての機能低下や、子育て中の親の孤立感や負担感の

増大が懸念されます。家庭は、保護者が子どもに対して、社会で生きることの意味やルールを話せる

初の場面です。そのような状況の下、本市では、現在８か所の子育て支援センター（５か所公営、３か

所民営）を設置し、子育て家庭の相談や交流、知識を普及するための講習会を開催し、家庭における教

育力を向上するべく事業を展開しています。 

今後は、事業のより一層の充実を図るとともに、子育て支援センターの事業に参加できない家庭への

支援について、検討していく必要があります。 

また、子どもを持つ親同士が交流するなかで、子育ての悩みを解消したり情報を得たりできるよう、

親同士の仲間づくりなどを進める必要があります。 

更に、地域住民一人ひとりの意識を高め、地域全体で子どもを見守り、育んでいけるような環境づく

りを進めることが重要です。 

児童館については、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、保護

者会、子ども会等の地域組織活動の育成助長を図る等、児童の健全育成に関する総合的な事業を行う必

要があります。 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  家庭における教育力の向上 

家庭の教育力の向上を支援できるよう、地域全体で啓発活動や、知識を普及するための各種講座の開

催、相談体制の整備を推進します。また、家庭と地域、学校等が連携し、さまざまな体験・交流活動を

活発化することにより、家庭の孤立を防ぎます。 

 

施策２  地域の教育力の向上と子育て支援の充実 

地域の教育力の向上を支援できるよう、子どもの居場所づくりや地域におけるスポーツ、文化・伝統

芸能、体験・交流などさまざまな活動の充実を図ります。 

３か所の児童館においては、地域の人との交流や遊びを通して、他人との仲間関係づくりや思いやり

の心、社会性、規範意識を学べるよう、事業の充実を進めます。 

また、登下校時の巡回など、子どもたちを見守る地域社会づくりを促進します。 

 
（主な事業） ○ 子育て支援センター事業 

○ 地域住民と子どもや子育ての家庭の交流の機会づくり 

○ 体験学習や、人権、地域学習の実施 

○ 児童館の充実 



 
 

基本施策③ 少子化に歯止めをかける 
基本施策番号 

10 

【生活課題】 子どもの数が増えている 

 

≪現状と課題≫ 

全国的に少子化の傾向にあり、本市においても同様に少子化の傾向にあります。こうした少子化の背

景には、仕事と子育ての両立や子育ての負担の増大などがあり、地域社会の活力の低下、子どもの健全

な成長への悪影響などといったことが懸念されています。 

少子化が進むなかで、子どもの健やかな成長を育むためには、明るく温かな家庭づくりはもとより、

社会全体で支援していく観点から家庭や地域の機能を支えるためのしくみを構築していくことが重要

となってきます。次代の社会を担う子どもたちが、健やかに生まれ育成される社会づくりを推進するた

め「次世代育成支援対策地域行動計画（輝け！いがっ子応援プラン）」に基づき、計画的に事業に取り

組むことが必要です。 

 

 

■出生状況の推移 

  平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年

出生数（人） 伊賀市 ８４０ ７９３ ８２６ ８２７ ８１１

伊賀市 ７.５ ７.９ ７.７ ８.０ ７.４

県 ８.９ ８.４ ８.６ ８.６ ８.６
出生率（％） 

（人口対千人比） 
国 ８.８ ８.４ ８.７ ８.６ ８.７

伊賀市 １.３３ １.３８ １.３７ １.４６ １.３７

県 １.３４ １.３６ １.３５ １.３７ １.３８

 

合計特殊 

出生率（％） 
国 １.２９ １.２６ １.３２ １.３４ １.３７

資料：健康福祉部こども家庭課

■子育て支援センターの設置状況 

（単位：か所）

  平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年
 

箇所数 ６ ６ ７ ７ ８ ８

資料：健康福祉部こども家庭課

 



≪施策の方向≫ 

施策１  次世代育成支援に関する意識啓発 

地域全体で次世代育成支援に取り組む風土づくりを推進するため、「こども健全育成条例」、「輝け！

いがっ子憲章」を周知し、次世代育成支援の重要性についての理解を深め、子どもを見守り、支援して

いく意識の啓発を進めます。 

 

施策２  地域の人材育成 

子育て支援の人材の充実に向けて、子育てサポーターなどのリーダーの育成と、その人材を活用する

しくみづくりを推進します。また、子育て支援サークルやこどもの育成団体などの支援を行います。 

 

施策３  次世代育成支援の拠点づくり 

次世代育成支援の拠点として、地域子育て支援センターの充実を図るとともに、子育て家庭と地域住

民が気軽に集える場づくりを進めます。 

 

施策４  次世代育成支援のネットワークづくり 

地域主体の子育て支援活動が円滑に進められるよう、関係機関や住民自治組織を基礎としたネットワ

ークづくりを推進します。また、だれもが子育てや子どもに関する情報を得られるよう、多様なメディ

アを通じた情報提供を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 次世代育成対策支援事業 

（数値目標）  現状値(平 22） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇地域子育て支援センター数 8 か所 8 か所  9 か所 



 
政策５ すべての人の権利が保障されるまちづくり 

基本施策① 高齢者や障がいのある人などの権利を守る 
基本施策番号 

11 

【生活課題】 介護を真に受けるべき人が、速やかに介護を受けられる 

 

≪現状と課題≫ 

各地域において、さまざまな立場の人びとがともに生活していくうえで、それぞれの権利が守られる

ことは も重要なことです。 

しかし、現実の社会においては、公共空間における段差や心のバリアなど、社会参加を妨げるさまざ

まなバリア（壁）が存在します。これらのバリアを取り除き、お互いに理解を深めるための教育が必要

です。 

同時に、自立を支援するネットワークづくりを住民と行政が協働で進めなければなりません。 

近年、高齢者や障がいのある人等に対する「虐待」や、これらの人を狙った悪徳商法による被害も多

数出ています。権利を侵害された場合などに、問題を解決できる相談体制を、行政だけでなく各関係機

関との連携のもとで確立することによって、だれもが安心して生活できるしくみづくりが可能となりま

す。 

更に、介護サービスを受けたり、財産を活用したりする場合などに、不当な扱いを受けたり、本人の

意思に反したりすることがないよう、地域福祉権利擁護事業13（日常生活自立支援事業）や成年後見制

度14の利用の促進についての取り組みを進めなければなりません｡ 

 

 

■成年後見申立・受理件数（津家庭裁判所伊賀支部管内） 

                             

 
 

 

 

 

                
 

資料：津家庭裁判所伊賀支部 

 

                                                  
13 地域福祉権利擁護事業：認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分ではない方へ福祉サービス

の利用手続援助や日常的な金銭管理等を行う県社会福祉協議会を実施主体として平成 11（1999）年 10 月から実施されて

いる事業 
14 成年後見制度：精神上の障がいにより判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選

任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、

これらの人を不利益から守る制度 

（件） 



 
■地域権利擁護事業契約件数 

  

 

 

 

 

 

 

                

資料：伊賀地域権利擁護センター 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  バリアフリーの推進 

福祉のまちづくりを実現するため、ユニバーサルデザイン15の考えを取り入れ、低床バスの導入のほ

か、道路や公共交通、建物などのバリアフリー16化を進めます。また、移動手段の欠如が社会参加の妨

げとならないよう、障がいのある人や高齢者を対象とした外出支援サービスの充実や福祉有償運送17の

促進を図ります。 

一方、こころのバリアを取り除くため、違いを認め合う福祉教育の充実や啓発活動により、一人ひと

りが社会的に不利な立場にある人の心の痛みを理解し、そのような状況に置かれている人があらゆる機

会に参加できる環境をつくっていきます。 

 

施策２  権利擁護の推進 

地域包括支援センター、障がい者相談支援センターを中心に、市内の各相談機関やサービス事業所等

関係機関が連携し、虐待等の人権侵害の予防・発見・対応や、介護している家族などの支援を行い、高

齢者・障がい者等の権利擁護に努めるとともに、それらの支援に必要な一時的な避難場所の確保を図り

ます。また、利用者が納得して各種サービスを利用できるよう、利用者本位のサービス提供体制づくり

を進めます。 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 地域包括支援センターにおける権利擁護事業 

○ 成年後見制度利用支援事業 

○ 福祉後見サポートセンター運営事業 

 
                                                  
15 ユニバーサルデザイン：ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示すように「すべての人のためのデザイン」

を意味し、年齢や障がいの有無などに関わらず、多くの人が利用可能であるように、製品や建造物、生活空間などをデザ

インすること  
16 バリアフリー：高齢者や障がい者などが生活しやすいよう、物理的、心理的な障壁（バリア）を取り除くこと  
17 福祉有償運送：公共交通機関を使用して移動することが困難な高齢者や障害者の方に対して、通院・通所・レジャー

などを目的に有償で行う送迎サービスのこと ＮＰＯや社会福祉法人などの非営利法人が道路運送法による許可を得て

行う。 

（件） 


