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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅰ  ：一人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる 

柱 １   ：情報提供と相談支援の推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画１】 

障がい者福祉に関する情報提供の充実 

<方向性> 

①広報やパンフレット、多様なメディア等

による総合的な情報提供の充実 

②きめ細かな情報提供の推進 

③情報を活用する意識づくりの推進 

【基本計画２】相談支援の充実 

<方向性> 

①総合的な相談支援と相談支援ネットワ

ークの推進 

②ケアマネジメントの充実 

③ピアカウンセリングの推進 

④身近な地域での相談推進 

【基本計画３】権利擁護に関する支援 

<方向性> 

①権利擁護に関する相談支援の充実 

②日常生活自立支援事業の充実 

③成年後見制度の推進 

④虐待等の早期発見と支援の推進 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

・休日や夜間に対応できる支援体制をどうしていくか。 

・相談員がケースの相談が出来るスーパーバイザーが必要 

・ピアサポーターの養成 

・支援者が関わっていない世帯への情報提供をどうするか。 

・ケアマネジメントの中でモニタリングが重要視されている。地域福祉計画にある２層のセンターにそのモニタリングを依頼できない

か。また、地域で解決できる問題は２層に任せる。困難ケースやスーパーバイズを支援センターが受ける。 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

○情報の入手先（４８ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「広報紙」（52.8％）、療育手帳所持者では、「障がい者施設」（32.5％）、精神障がい者保健福祉手帳所持者で

は、「病院などの医療機関」（37.2％）、障がい児では、「広報紙」（46.0％）の割合が も高い。 

障がいの種類別では、内部障がいで「病院などの医療機関」、音声・言語障がいで「社会福祉協議会」の割合が高い。 

○困った時の相談先（５３ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「家族・親族」（72.4％）が も高く、次いで「病院（医師・看護師・医療相談員など）」 

療育手帳所持者では、「家族・親族」（58.8％）が も高く、次いで「施設や作業所の職員」 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「家族・親族」（68.8％）が も高く、次いで「病院（医師・看護師・医療相談員など）」 

障がい児では、「家族・親族」（66.4％）が も高く、次いで「保育所・幼稚園や学校の先生」 

精神科医療機関入院患者では、「家族・親族」（53.3％）が も高く、次いで「病院（医師・看護師・医療相談員など）」。「相談する人がいない」の割

合が 10.0％となっている。 

○障がい福祉相談窓口を充実させるために必要なこと（５６ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「自分の住んでいる身近な場所で相談ができること」（44.2％）が も高く、次いで「適切なアドバイスができる人

材が確保されること」（38.9％）、「福祉、教育、就労等の一貫した相談支援体制を充実すること」（21.3％） 

療育手帳所持者では、「自分の住んでいる身近な場所で相談ができること」（42.0％）が も高く、次いで「適切なアドバイスができる人材が確保

されること」（30.0％）、「福祉、教育、就労等の一貫した相談支援体制を充実すること」（23.9％） 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「適切なアドバイスができる人材が確保されること」（32.6％）が も高く、次いで「自分の住んでいる身

近な場所で相談ができること」（28.9％）、「プライバシーの保護に十分な配慮がなされること」（23.4％） 

障がい児では、「福祉、教育、就労等の一貫した相談支援体制を充実すること」（54.9％）が も高く、次いで「適切なアドバイスができる人材が確

保されること」（52.2％）、「自分の住んでいる身近な場所で相談ができること」（37.2％） 

精神科医療機関入院患者では、「自分の住んでいる身近な場所で相談ができること」（36.7％）が も高く、次いで「わからない」（26.7％）、「プライ

バシーの保護に十分な配慮がなされること」、「福祉、教育、就労等の一貫した相談支援体制を充実すること」（23.3％） 

○同じ障がいをもつ人が、カウンセラー（相談者）として相談にのってくれることの意向（６１ページ参照） 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「相談したい」の割合が 48.2％、「相談したいと思わない」の割合が 14.2％ 

精神科医療機関入院患者では、「相談したいと思わない」の割合が 36.7％、「相談したい」の割合が 33.3％ 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 3 42.9％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 4 57.1％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － － 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） － － 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）障がい者福祉に関する情報提供の充実 
・「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」は常に 新の情報を掲載するよう毎年 4 月に改定を行っている。特に２２年度は自立支援協議

会相談部会においてさらに見やすくするための工夫（索引・逆引き等）の検討を行い、１１月に改定を行った。障がい福祉に関する
全ての手続きを掲載するため、情報量が多くなるので今後も利用者がわかりやすい内容にするよう検討していく必要がある。 

・「広報いが市」や市ホームページで各手続等の情報提供を行っているが、今後は市ホームページから各手続の申請書をダウンロ
ードできるよう検討していく必要がある。 

・音声・点字版「広報いが市」については、市広報でも紹介し活用について広く広報を行ったが、まだ十分活用されているとはいえな
いので今後も利用についての啓発を行う必要がある。 

・広報・ホームページ・行政情報番組を利用して継続的に 新の障がい者福祉の情報を提供していく。 

（２）相談支援の充実 

・伊賀市障がい者相談支援センターでは関係機関との調整を図り、適切な障がい福祉サービスを利用できるよう支援計画を作成す
ることにより、障がいのある人が地域の中で安心した生活を送れるようになったが、年々相談件数が増加してきており、相談員の
負担が大きくなってきている。 

・障がい者相談員については、当事者及びその家族が相談員となることにより当事者と同じ目線での対応ができ、適切な助言や指
導ができたが、相談員の周知が不十分であるため、今後は障がいのある人やその家族へ周知を行う必要がある。 

・市内各相談機関との連携について、今後は民生委員の代表者にも協議に参加してもらい連携について検討していく必要がある。 
・ピアカウンセリングについて人材を育成し推進していく必要がある。 

（３）権利擁護に関する支援 

・成年後見制度を利用することにより、判断能力が十分にできない障がいのある人の財産管理等の支援ができた。 
・障がいのある人に対する虐待を早期発見し支援するしくみについて、関係機関と協議していく必要がある。 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・ホームページを活用した情報の一元化（申請書類のデータ化、情報の随時更新） 
・障がい者相談支援センター職員、障がい者相談員などの障がいに特化した相談支援者と他分野の相談支援者である民生 

委員児童委員、介護支援専門員、ふくし相談支援センター職員などとの連携をどのようにしていくか。 
・意見交換会、ケース検討会議、勉強会などを開催し、相談支援者のネットワークの強化が必要である。 
・必要なところに必要な人を必要な形で配置する。（公立病院の相談支援員の正職員化） 
・相談支援の場でピアカウンセリングをどのように推進するか。 
・個人情報保護のため必要な情報が支援者に入らない。 
・入居、入所、入院、就労の際の「保証人」の問題をどうするか。 
・障がいのある人に対する虐待の対応をどうするか。 
・災がい時の障がいのある人の避難場所の確保は必要である。 
・成年後見制度市長申立て対象者は多いが実際の申請につながらない。 
・どの相談機関で対応していいかわからないケースの対応をどうするか。 

障がいのある人が一人ひとりのニーズや思いに応じた支援を

受けるために、実施しているサービスについて知ることができる

よう、「広報いが市」や市のホームページ、障がい福祉ガイドブッ

ク等で、障がい者福祉に関する各種制度やサービス内容に関す

る情報提供を行っています。 

また、平成 18 年 4 月に「伊賀市障がい者相談支援センター」

を開設し、専門の相談員を配置して身体障がい・知的障がい・精

神障がいに対応した各種の相談や、サービスの利用調整を行っ

ています。平成 19 年 4 月には、身近なところで気軽に相談できる

窓口として「ふくし相談支援センター」を市内 6 箇所に設置し、あ

らゆる困りごとの相談に対応するとともに、必要に応じて専門機

関等につないでいます。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

『困った時の相談相手』として「相談機関」と答えた人は 14.2%と

少なく、一方で「相談する人がいない」と答えた人もいます。ま

た、『必要な情報』として「相談できる場所の情報」と答えた人が

31.7%であり、相談窓口は十分には知られていないといえます。 

同じ障がいのある人同士の活動である「ピアカウンセラー」へ

の相談も、精神障がいのある人の 75.9%が希望しています。 

（情報提供） 

・「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」について、わかりやすくする

ための工夫が必要がある。 

・各々の障がいにあった手段による多様な情報提供が必要であ

る。 

・障がい者施設や医療機関と連携し、情報提供を充実する必要

がある。 

・情報の更新をリアルタイムに、より近づけていく必要がある。 

（相談支援） 

・様々な連携のしくみを構築することにより、相談員の負担を軽

減するとともに、困難事例など、専門的な相談に適切、かつ、円

滑に対応できる体制づくりが必要。 

・一生涯を通じた一貫した個別支援につなげていくための相談支

援体制が必要。 

・身近な場所で相談できるしくみづくりが必要。 

・ピアカウンセリングを推進していくための仕組みづくりが必要。 

（権利擁護） 

・虐待防止や早期対応のための支援体制の構築が必要である。

・成年後見制度が必要な人を円滑に制度活用につなげていくた

めの仕組みを充実する必要がある。 

資料 №１ 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅰ  ：一人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる 

柱 ２   ：生活を支援するサービスの推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画１】福祉サービス等の充実 

<方向性> 

①障がい福祉サービス等の充実 

②地域生活に移行する人への支援 

③難病患者、高次脳機能障がい者、発達

障がい者等への支援 

④インフォーマルな活動等との連携 

【基本計画２】家族介護者等への支援 

①障がい福祉サービス等の利用促進 

②介護者の健康管理への支援 

③介護者の交流や学習活動等への支援 

【基本計画３】余暇活動の充実 

【基本計画４】住まいの確保 

<方向性> 

①居住系サービスの充実 

②地域での自立生活に向けた住宅確保

の推進 

【基本計画５】 

経済的な自立に向けた支援 

<方向性> 

①年金・手当等の充実 

②福祉サービス・医療等の利用に関する

負担の軽減 

③金銭管理に関する支援の推進 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

・高齢になった障がいのある人たちの生活の場の確保や生活支援について、次回の障がい者福祉計画の中で一定のみ道筋を示し
ておくべきではないか。 

・余暇活動の充実について、自らが主体的に参加できる余暇活動の組立ができないか。 
・グループホーム・ケアホームの整備に係る、市独自の補助金制度を創出できないか。 

・自立支援法に関わる諸手続等を簡素化できないか。 

・発達に支援が必要な子どもや家族の支援にのみ着目し「途切れのない発達支援」としているが、途切れのない支援が必要
なのは発達支援に限らない。新しく「高齢になった障がい者への支援」という方向性も記載されているが、地域福祉計画では
その人の一生涯を支援できるように「一生涯を通じた生活支援システムの確立」としている。この理念を、分野別計画で細分
化（発達と高齢）する必要はなく、一人の人生を一生涯支援できるような仕組みの確立が求められているのではないか。 

・居住サポート事業の取り組みの検討してほしい。 

 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

○現在の生活場所について（１９ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「持ち家（家族の持ち家を含む）」（81.1％）が も高い。「障がい者福祉施設（入所施設）」は

2.6％。 

療育手帳所持者では、「持ち家（家族の持ち家を含む）」と も高い（58.8％）。「障がい者福祉施設（入所施設）」は 12.3％、「グルー

プホーム」は 9.9％。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「持ち家（家族の持ち家を含む）」（61.9％）が も高い。「グループホーム」は 2.3％。 

○将来の生活場所について（８０ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「自宅で家族と暮らしたい。」が も高い（66.2％）。「福祉施設などに入所して暮らしたい（または

現在の施設に入所し続けたい）」は 6.5％。 

療育手帳所持者では、「自宅で家族と暮らしたい」が も高い（35.4％）。「福祉施設などに入所して暮らしたい（または現在の施設

に入所し続けたい）」は 21.0％。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「自宅で家族と暮らしたい。」が も高く（43.1％）、次いで「一人で自立して暮らしたい」。

「福祉施設などに入所して暮らしたい（または現在の施設に入所し続けたい）」は 9.2％。 

 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 6 50.0％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 5 41.7％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － － 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） 1 8.3％ 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）福祉サービス等の充実 

・障がい福祉サービスを利用することにより、障がいのある人が地域の中で安心して生活できるようになったが、障がい福祉サービ
ス事業所が不足しているため、今後、全ての障がいのある人が希望したサービスを受けられるよう事業所の確保が課題である。 

・ボランティア養成講座の研修と体験を通じてボランティア活動の理念を正しく理解したボランティアの育成ができたが、養成講座終
了後の受講者のボランティア活動状況を調査し成果を検証する必要がある。 

（２）家族介護者等への支援 

・各種の障がい福祉サービスを利用することにより、家族の介護負担が軽減されている。 
・参加者が介護負担や悩みを互いに話し合うことで、介護者のストレス解消に効果がみられた。参加希望者が、介護を替わってもら

えないという理由で参加を断念することのないよう、支援体制の充実も必要である。 

（３）余暇活動の充実 

・レクリエーション等余暇活動の参加のための経費を助成することにより、障がいのある人の余暇活動の充実を図れた。 
・すべての事業に対し、対応できていない状況にあるため、参加者の状況等を配慮し、誰もが参加しやすい事業実施を図る。 
・誰もが参加しやすく、楽しめる事業の推進。 

（４）住まいの確保 

・22 年度に市内に 1 ヶ所ケアホームの整備を行うことができたが、今後も継続して整備を行っていく必要がある。 
・市内の民間賃貸住宅等の利用について、不動産業者や地域住民の理解を得るよう啓発していく必要がある。 
（５）経済的な自立に向けた支援 
・窓口での相談には限界があるが、今後も日本年金機構との連携を図り、対応していく。 
・福祉手当を支給することにより障がいのある人(児）が社会生活を営むうえで必要な生活水準を確保することができた。 
・自立支援医療費の給付を行うことで医療費の軽減を行うことができた。 
・成年後見制度を利用することにより、判断能力が十分にできない障がいのある人の財産管理等の支援ができた。 
・障がいのある人に対する虐待を早期発見し支援するしくみについて、関係機関と協議していく必要がある。 
・平成 23 年度より消費生活相談員（嘱託職員）を配置し、市民からの多岐にわたる相談内容に対応している。 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・現行の地域移行支援事業制度が来年度で終了するため、その後の事業継続をどのように進めていくか。 
・在宅の一人暮らしの世帯への支援。 
・精神障がい者保健福祉手帳の２・３級の人は、手帳を持っていても医療費助成等が受けられずあまりメリットがない。 
 

ノーマライゼーションを実現し、障がいのある人が住み慣れた

地域で安心して生活できるようにするために、障がい福祉サービ

ス等を身近なところで利用できるよう、本市では障害者自立支援

法に基づく障がい福祉サービスとして、居宅介護（ホームヘルプ

サービス）、通所施設での支援、施設入所支援などを行うととも

に、市の事業として自動車燃料券・タクシー料金の助成や訓練

施設等への通所費助成事業などを行っています。 

また、特殊寝台・点字器等の日常生活用具の給付、車いす・

補聴器等の補装具費の支給事業のほか、更生医療や精神通院

医療などの医療に関する支援を行っています。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

障がい福祉サービスを利用している人のうち、『障害者自立支

援法が施行されて感じること』として「自己負担が多くなった」と答

えた人が 62.7％います。また、『今後の生活に対する不安』につ

いては、30.1％の人が「福祉サービスに関する自己負担」と答え

るなど、サービスの利用に対する不安をあげた人が多くいます。 

また、家族か介護をしている人に『介助者の困りごと』を尋ねる

と、「精神的な負担が大きい」、「経済的な負担が大きい」と多くの

人が答えています。 

（福祉サービス） 

・障がいのある人が必要なサービスを自己選択のもとに利用で

きるよう事業所の参入促進が必要である。 

・障がいのある人が地域で暮らせるように在宅サービスの充実

が必要である。 

・新規参入した事業所をはじめ、各事業所のスキルアップのため

の研修が必要。 

・ボランティアの活躍の場を確保し、地域住民や民間団体等の支

援活動の充実が必要である。 

・重度障がいのある人などの家族が、介護者の集いの場などに

参加しやすくするための支援が必要である。 

・高齢になった障がいのある人の生活支援についての検討が必

要である。 

（余暇活動） 

・誰もが参加しやすいレクリエーションの場が必要である。 

（住まいの確保） 

・グループホームやケアホームの提供促進が必要である。 

（経済的な自立に向けた支援） 

・関連機関との連携を強化し、適切な支援につなげていく体制づ

くりが必要である。 

・障がい者年金が適切な利用できるように普及啓発、指導の充

実が必要である 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅰ  ：一人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる 

柱 ３   ：健康の保持・増進への支援 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画１】健康づくりへの支援 

<方向性> 

①主体的な健康づくりの推進 

②保健サービスの充実 

③こころの健康づくりへの支援 

【基本計画２】 

医療やリハビリテーションの充実 

<方向性> 

①地域医療の推進 

②医学的リハビリテーションの充実 

 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

 

（自由意見より） 

・介護者へのメンタルヘルスケアはできない状態であるため、市として、メンタルヘルスに取り組んでほしい。本人も介護者もストレス

が多いと思います。（身体） 

・健康を維持するため、スポーツクラブでリハビリをしています。リハビリしないと手足が動かなくなります。しかし自己負担で行くた

め、金銭的に苦しいです。（身体） 

・リハビリのためのプールなどがない。年間を通したプールや訓練などの設備が伊賀市として場がない。 

・病気になった時にすぐに入院できるような対策をとってほしい。（精神） 

・日常のちょっとした病気のとき、近くにかかれる病院がない。大きなけが、病気をしたら。親亡き後はどこへ行けばよいのか。 

（知的） 

・身体障がいの人、健康な人は救急車が必要なときは、そのときの決まっている救急の病院へ行けるが、救急隊の人がどんな薬を

飲んでいるのか聞かれたとき、精神病院の薬を飲んでいるとわかったら一般の病院へ搬送されなかった。（知的） 

・病院、リハビリなど、近くで（伊賀市内）で受けられるようになってほしい。（障がい児） 

 

 

 

 

 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 1 25.0％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 2 50.0％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － 0.0％ 

Ｄ評価（できなかった） － 0.0％ 

Ｅ評価（事業未実施） 1 25.0％ 

 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）健康づくりへの支援 

・引き続き保健事業の充実に努め、特にこころの健康づくりへの取組みを実施していく。 
・スポーツ大会を開催することにより、障がいのある人の健康への意識が高められた。 
・各相談窓口において、障がい関係のみならず生活面での不安などの相談を受けることで障がいのある人の不安を取り除き安心し

た生活を送ることができた。 

（２）医療やリハビリテーションの充実 

・今後は医師会にも協力を依頼し、医療関係者を対象にした啓発活動を検討していく必要がある。 

 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

 
 ・知的に障がいを持っている人は、自分で症状を訴えられないために、なかなか病気に気がつかない、また検査を受けるのが難し

いことがある。伊賀市の健康づくりの指針では、医療やリハビリの充実など、ごく一般的な市民の健康管理の場合しかなく、障が
いのある人の医療へのアクセスのしづらさということが置き去りにされているように感じる。 

 

 

障がいのある人もない人も、誰もが健康な身体とこころをつく

っていくよう、市民の主体的な健康づくりの取り組みと、年代や障

がいの種別に応じたきめ細かな保健サービスの対応が求められ

ます。 

本市では各種の健康診査を実施して、疾病や障がいの早期

発見・早期治療に努めています。また、障がいのある人に対する

医療費助成を行っていますが、なお一層、医療、リハビリテーシ

ョンの充実が必要となっています。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

『今後の生活に対する不安』として、62.4％と も多くの人が

「健康のこと（病気など）」と答えています。 

 

（健康づくり） 

・障がいのある人が参加しやすい健康づくり活動を継続的に支

援する必要がある。 

・こころの健康づくり活動の充実が必要である。 

・健康診査・保健指導を通じて、障がいの原因となる疾病等の予

防や早期発見が必要となる。 

（医療とリハビリテーション） 

・リハビリテーションの充実を図るため、医療関係者への理解促

進と啓発活動が必要である。 

・精神障がいのある人に対する救急搬送体制の確保が必要であ

る。 

・保健・医療・福祉分野の連携体制の強化が必要である。 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅱ  ：生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる 

柱 １   ：系統的な発達支援システムの確立 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画 1】 

発達支援体制の確立・推進 

<方向性> 

①発達支援システムの構築 

②発達障がい児等に対する支援 

 

 

 

 

 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

 

（自由意見より） 

・発達障がいの相談を子ども対象だけでなく大人の相談にものってほしい。（精神） 

・心の病気や発達障がい者は見た目では健康な人となんら変わりなく見える。だから話をしたときなど偏見の目で見られる。個性は

なかなか受け入れてもらえない。発達障がいの子を持つ親として、将来が不安なのは確かである。（障がい児） 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 2 28.6％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 5 71.4％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － － 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） － － 

 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）発達支援体制の確立・推進 

・関係機関との定期的な情報共有の場を持ち、共通一貫した支援を目指すことが必要である。今年度は定期的にこども発達支援セ
ンターとの情報共有のための会議を持つ予定。 

・保護者からの相談が増えている中、継続的に実施しているケースも増えている。 
・就学前の早いうちに発見し、保護者との相談を行う必要がある。 
・発達障がいについての啓発。 
・さまざまな立場の関係者が集まり、情報共有したことにより、それぞれの場での課題やつなぎの部分の課題が明らかになった。 
・サポートファイルの活用について保護者や関係機関へ周知していく必要がある。 

 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・発達に関する保護者等の理解の推進 

・早期療育体制の充実 

・「サポートファイル」の普及啓発 

健診などで気になる子どもがいても、保護者が認めないと支援が進まない。早く発見し保護者が納得して支援を受けられるよう
にする必要がある。 

 

 

障がいのある子ども一人ひとりが、社会の中で主体性を発揮

して生活を送っていくためには、保健・医療・福祉、教育、労働等

の分野が一体となって、障がいのある子どもや保護者を支援す

ることが重要です。 

障がいのある子どもの将来を見据えた各年代での支援がつな

がるよう、各機関が連携して支援できる体制の構築が必要となっ

ています。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

障がいのある子どもの保護者に『相談窓口で必要なこと』を尋

ねると、69.2％の人が「一貫した相談支援体制を充実する」と答

えています。 

 

・「サポートファイル」の普及啓発を行うことにより、情報を共有

し、連続性のある支援につなげていく必要がある。 

・発達の遅れの早期発見に向けた機会を創出するとともに、円

滑に支援につなげていくために保護者へのメンタル面での支援

を充実する必要がある。 

・発達の遅れのある子どもの保護者に対する相談支援体制の充

実が必要である。 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅱ  ：生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる 

柱 ２   ：早期療育と保育の推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画１】 

障がい児の早期発見・早期療育の充実 

<方向性> 

①早期発見体制の充実 

②早期療育体制の充実 

③発達に関する保護者等の理解の推進 

【基本計画２】 

障がい児保育の充実 

<方向性> 

①障がい児保育体制の推進 

②専門機関等との連携 

 

 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

○通園の状況（３９ページ参照） 

障がい児では、「小学校特別支援学級」の割合が も高く（27.4％）、次いで「盲・ろう・特別支援学校高等部」（17.7％）、「保育所・

幼稚園」（13.3％）。 

 

 

（自由意見より） 

・社会が療育支援、療育障がい者についてもっと理解をし、受け入れてほしいと思う。（知的） 

・知的障がいや発達障がいについては、個人差も大きく、相談機関に相談しても、適切なアドバイスが得られずに終わってしまう。

（障がい児） 

・伊賀地域に療育施設を設置してほしい。（障がい児） 

・幼児期の発達検査（１歳半、３歳半）などは、障がいを持った子は、別の日にしてほしい。健常の子と同じペースでの検査は、かなり

困難だし、できることも少ないので、保健師さんの言葉に傷つくこともあった。（障がい児） 

・障がいについては、やはり早期発見、早期療育が大切である。こども支援センターとともにいろいろな組織が連携していくことが、

少しでも暮らしやすくなることへの第一歩だと思う。（障がい児） 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 5 45.5％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 6 54.5％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － － 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） － － 

 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）障がい児の早期発見・早期療育の充実 

・障がいの早期発見ができるように健診や相談体制の強化に努めます。また、保護者の障がいや育児に対する不安の軽減につな
がるような支援を各保健事業を通じて実施していく。 

・「ぱれっと」と同行訪問し、専門的な視点から見る事で、発達に支援の必要な子どもの発見につながった 
・支援の必要な子どもに適切な療育が早期に受けられる体制づくりが課題である。 
・早期発見のための体制作りが急がれる。 

（２）障がい児保育の充実 

・保育する中で早期に子どもの障がいや支援の必要な子に気づき、対応できるよう体制づくりをしていきたい。 

 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・早期診断・治療の体制の整備 

・早期発見・療育につなげる適切な指導 

・安心して相談できるシステム作り 

身体等の障がいを早期に診断し、治療につなげる医療体制を整える必要がある。 

知的障がいや発達障がい等を早期に発見し、療育につなげる指導を充実させる。 

・支援者の知識向上のための研修等の充実 

・関係機関の連携の強化 

支援する側が正しい知識を持ち、適切に対応できるようにする。 

保育所（園）から学校へ行く際にスムーズに支援がつながるように各機関が連携を強化する必要がある。 

 

・保護者が受け入れない、認めない場合が多く、保護者への働きかけを充実することが必要。保護者が子どものことを（発達支援が
必要なことを）知らない家庭への対策が必要。 

・１２０人定員のうち、２１人が支援が必要な子どもであると保育士が判定している。保育が十分にできる体制が整っているか
が重要であるとともに、親への支援や親の理解を促進が必要である。 

 

 

 

 

障がいのある子どもや発達に支援が必要な子どもを早期に発

見し、適切な療育や支援につなぐことは重要なことであり、乳幼

児期から安心して療育や保育が受けられる基盤づくりが求めら

れています。 

本市では乳幼児健診等を実施し、障がいのある子どもや発達

に支援が必要な子どもの早期発見に取り組んでいます。また、

市内の保育所(園)等で障がい児保育を実施するとともに、子育

て支援センターなどで育児等に関する相談を行っています。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

障がいのある子どもの保護者に『困った時の相談相手』を尋

ねると、「保育所等」が 52.3％、「病院」が 49.5％であるのに対し

て、「友人や知人」と答えた人は 53.3％と「家族・親族」以外で

も多くなっています。障がいや発達について気軽に相談できる体

制の充実が必要だといえます。 

 

・障がいの早期発見ができるように健診や相談体制の強化が必

要である。 

・障がいの早期発見から円滑に療育につなげていく体制の強化

が必要である。 

・子ども発達支援センターを中心に関連機関と連携し、保育士等

の障がいについてを普及啓発し、適切な指導ができる環境づく

りが必要である。 

・療育施設、保育所（園）、学校との連携を図り、個別指導の充実

が必要である。 

・子どもの障がいを受け入れられない保護者に対する理解の推

進が必要である。 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅱ  ：生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる 

柱 ３   ：学齢期の子どもの教育・療育の推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画 1】特別支援教育の充実 

<方向性> 

①就学指導の充実 

②地域の学校での特別支援教育の充実 

③特別支援学校や専門機関等との連携 

【基本計画２】 

放課後や長期休業中の活動の場の確保 

 

 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

○現在の長期休業中や放課後の過ごし方（４４ページ参照） 

障がい児では、「家で過ごしている」が も高く（81.8％）、次いで「日中一時支援事業所に通っている」（20.0％）、「地域の同世代の

子どもと遊んでいる」（16.4％）。 

○今後の長期休業中や放課後の過ごし方（４６ページ参照） 

障がい児では、「地域の同世代の子どもと遊びたい」、「家で過ごしたい」が も高い（43.6％）。次いで「大人が付き添い（ガイドヘルパ

ー等）、外出したい（映画・プール等）」（37.3％）、「日中一時支援事業所に通いたい」（19.1％）。 

 

 

 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 3 75.0％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 1 25.0％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － － 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） － － 

 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）特別支援教育の充実 
・関係機関との連携を強化することができたので、適正な就学指導ができた。また、一人ひとりのニーズに応じた支援の充実につな
がった。しかし、支援を必要とする児童生徒が年々増加する傾向にあり、多様なニーズに応え切れていないという課題がある。教
職員の資質向上のための研修や支援体制の整備が必要である。 

（２）放課後や長期休業中の活動の場の確保 

・日中一時支援事業で長期休業中の児童及び生徒の日中活動の場の確保を行ったが、児童や生徒を受け入れる事業所が不足し
ているため、今後も事業所の確保を推進していく必要がある。 

・今後も指定管理者と協議しながら、障がいのある児童の受入れを実施していく。 
・保護者や本人のニーズを把握し、必要なところに手が届く支援の充実が求められる。 
 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・就学前健診の充実 
・途切れない支援の確立 

医師の確保が難しいであろうが、発達障がいの早期発見のため 5 歳児健診を行えないか。 

進学、就職の際に支援が途切れないようにしていく。 

・放課後や長期休業中の活動の場の確保 
・放課後通園の支援  

みどり保育園で通年の日中一時支援事業を開始されることになった。放課後の日中一時支援事業所の名張育成園や、長期
休業中に開設している「あいあい」や青山の「ひろば」は送迎が無いため利用できない人がいると思われる。 

通学に付き添いが必要であるが家族で送迎できない場合、現在では通学に福祉サービスが使えないため、ファミリーサポート
センター等を利用するしかなく負担が大きい。 

 

 

障がいのある子どもや発達に支援が必要な子どもが、社会の

一員として主体性を発揮し、目標をもっていきいきと生活できる

よう、就学指導委員会等を通じた就学時の相談や支援を行うとと

もに、小学校・中学校での特別支援教育を推進し、障がいのある

なしにかかわらず、子どもたちが互いに協力しながら学べるよう

取り組んでいます。 

また、障がいのある子どもの放課後や長期休業中の活動の

場として、日中一時支援事業や放課後児童クラブでの受け入れ

などを行っています。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

『長期休業や放課後を過ごす場の希望』として、32.7％の人が

「児童デイサービス」、12.1％の人が「放課後児童クラブ」と答え

ています。 

 

・多様なニーズに対応するため、教職員の資質向上のための研

修等の充実が必要である。 

・進学や就職などが円滑につながるように、途切れのない支援

体制が必要である。 

・日中一時支援事業への参入促進や送迎の確保などを図り、サ

ービスが受けやすい環境づくりが必要である。 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅱ  ：生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる 

柱 ４   ：社会参加活動の推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画 1】 

生涯学習等への参加の推進 

【基本計画２】当事者活動の充実 

<方向性> 

①障がいのある人自身による主体的な活

動への支援 

②交流・学習の場の充実 

 

 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

 

（自由意見より） 

・市内で行うイベント（講演会・シンポジウムなど）には、必ずループスクリーン投影の要約筆記などの情報保障をつけてほしい。 

（身体） 

・市には駐車場のない公民館などもあり、利用できないこともある。市役所も今のままでは大変不便で、早く全面建替えしてほしい。

（身体） 

 

 

 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 3 75.0％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 1 25.0％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － － 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） － － 

 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）生涯学習等への参加の推進 

・生涯学習活動等の参加のための経費を助成することにより、障がいのある人の生涯学習活動等の充実を図れた。 
・移動支援事業を行うことにより、障がいのある人の社会参加の促進が図れた。 
・各種イベントに手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣することにより、聴覚障がい者等のコミュニケーション支援を行うことができ
た。 

・すべての事業に対し、対応できていない状況にあるため、参加者の状況等を配慮し、誰もが参加しやすい事業実施を図る。 
・誰もが参加しやすく、楽しめる事業の推進。 

（２）当事者活動の充実 

・伊賀市障害者福祉連盟に活動費の助成を行うことにより、連盟主催の研修会や交流会が多く開催されたが、近年、連盟への加入
者が減少傾向にあるため、加入者の拡大を図る必要がある。 

・交流会や地域フォーラムを開催することにより、今までできなかった施設間の交流ができ、当事者同士の交流も図れた。 
 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・市民が主体的に開催する、障がいのある人のためのスポーツイベントを増やす。 
・障がいのある人についての基礎知識を有し、かつ、スポーツ指導の基礎知識を備える「障害者スポーツ指導者」（日本障害者スポ
ーツ協会）の育成を行う。 

・イベント等を開催する場合に、障がいのある人への配慮をお願いします。磁器誘導ループの使用や「聴こえのマーク」（緑の耳）な
ど。 

・障がい者週間について知らないというのは、残念。研修等でも、障がいの特性があることに対して、職員の意識、知識を高めて、市
民に発信していくことが重要である。 

 

 

地域の中で生きがいをもって生活していくうえでは、一人ひと

りが主体的に社会参加することが大切です。また、障がいのある

人のニーズをふまえながら、社会活動への参加を促進するしくみ

をつくるとともに、地域の人々が障がいや障がいのある人に対す

る理解と認識を深めていくことが重要です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

『スポーツや運動』について「まったくしていない」人が 36.5％も

います。また、『地域での活動や行事』についても、「参加したこと

がない」人が 28.0％です。『外出の頻度』について「ほとんど外出

しない」人は 17.4％です。 

一方、『参加したい活動』としては、37.2％の人が「地域の行事

やおまつり」23.0％の人が「音楽や絵画、工芸などの文化活動」、

21.8％の人が「障がい者グループ・団体での活動」と答えていま

す。 

 

・今後も障がいのある人の生涯学習活動を継続的に支援してい

く必要がある。 

・障がいのある人、ない人がともに楽しめる生涯学習活動の場を

提供する必要がある。 

・障がい者団体などの活動支援を図るとともに、加入促進が必要

である。 

・今後も引き続き、当事者間の交流の場の提供が必要である。 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅱ  ：生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる 

柱 ５   ：就労支援の推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画 1】 

就労支援ネットワークづくりの推進 

<方向性> 

①就労支援ネットワークづくりの推進 

②総合的な相談支援とコーディネートの充実 

 

 

【基本計画２】 

企業等における障がい者雇用の推進 

<方向性> 

①企業等への啓発 

②障がい者雇用を行う企業等に対する支援 

③行政機関での障がい者雇用の推進 

④就労に向けた訓練・実習等の充実 

⑤職場定着のための支援 

【基本計画３】福祉的就労の推進 

<方向性> 

①日中活動系サービス等の充実 

②就労事業への支援 

③在宅就業への支援 

④ゴールド人材センターの検討 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

・新しい就労支援事業所との情報交換 

・就労継続支援事業所での安定的な生産活動のための支援の検討。 

・三重県には、在宅就業支援団体がないため、ＩＴ技術を活用した在宅就業が拡がらない。 

・企業への働きかけはあるが、市民が身近なところで何ができるのか。パン販売などの交流やふれあい。 

・障害者雇用が低いということ自体を、情報共有できていない。（伊賀市の障がい者雇用率が低い） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

○就労状況（２９ページ参照） 

「仕事をしている」は、身体障がい者手帳所持者では 39.8％、療育手帳所持者では 53.5％、精神障がい者保健福祉手帳所持者では 26.1％。身

体障がい者手帳所持者の４級から６級は特に高い。 

○就労の形態（３１ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「正社員、正職員」が も高く（33.9％）、次いで「嘱託職員、パートタイム、アルバイトなどの非正社員」（29.8％）、

「自営業」（20.8％）。 

療育手帳所持者では、「授産施設や作業所などでの福祉的就労」が も高い（62.3％）。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「嘱託職員、パートタイム、アルバイトなどの非正社員」が も高く（43.9％）、次いで「正社員、正職員」

（24.6％）、「授産施設や作業所などでの福祉的就労」（15.8％）。 

○障がいを職場に伝えているか。（３３ページ参照） 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「伝えている」が 59.6％。 

○仕事への不安・不満（３４ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「特に不安や不満はない」が も高く（44.5％）、次いで「給料が安い」（23.3％）。 

療育手帳所持者では、「特に不安や不満はない」が も高いが（38.5％）、「給料が安い」も 30.0％ある。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「給料が安い」が も高く（35.1％）、次いで「職場の身分が不安定である」（22.8％）。「特に不安や不満

はない」は 26.3％。 

○仕事をしていない理由（３５ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「高齢のため」が も高く（29.8％）、次いで「重度の障がいのため」（29.0％）、「病気のため」（27.9％）。 

療育手帳所持者では、「重度の障がいのため」が も高く（47.3％）、次いで「障がいの程度にあった仕事がないため」（36.4％）。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「病気のため」が も高く（47.2％）、次いで「障がいの程度にあった仕事がないため」（21.7％）、「高齢

のため」（19.3％）。 

○日中の過ごし方の希望（療育手帳所持者）（３６ページ参照） 

療育手帳所持者では、「今のままでよい」が も高い（49.8％）。「一般就労まではいかなくても、施設などで継続して働きたい」は 10.3％、「障がい

者の雇用が多い企業や事業所などで仲間と一緒に働きたい」は 7.4％。 

○障がいのある人が働くために必要な環境・条件（３８ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障がい者保健福祉手帳所持者とも「事業主や職場の人が障がい者雇用について十分理解し

ていること」が も高い（身体障がい者手帳所持者 28.5％、療育手帳所持者 27.6％、精神障がい者保健福祉手帳所持者 27.1％）。 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 5 33.3％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 8 53.3％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） － － 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） 2 13.3％ 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）就労支援ネットワークづくりの推進 

・現在の就労部会には雇用側の関係者が参加していないので、今後参加してもらい雇用者側からの意見も取り入れていく必要があ
る。 

・サポートリストを作成することにより、一般就労に向けての支援がしやすくなったが、より多くの事業所で活用してもらうよう周知する
必要がある。 

（２）企業等における障がい者雇用の推進 

・障がい者雇用について一定の理解を示している企業は多いが、実際の雇用に結びつかないので、今後は障がい者雇用の先進企
業の担当者に来てもらい障がい者雇用の具体例の説明会を開くなど、制度の説明のみではなく、障がいのある人との接し方など
の啓発を行っていく必要がある。 

・継続して、今後も取組を広げていきたい。 
・行政事務職での採用枠を今後も継続して確保し、また臨時職員については採用枠を拡大し、自治体としての障がい者雇用率の達
成及び維持に努めていく。 

（３）福祉的就労の推進 

・来年度以降、特別支援学校の卒業生が増加するのでさらなる事業所の整備が必要となる。 
・事業所の生産活動が安定するよう市内企業へさらなる協力を呼びかける必要がある。 
 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・企業（事業所）とのネットワークが弱いので、福祉関係機関と労働関係機関のネットワークの構築（情報・意見交換会の実施）が必
要である。 

・就労支援機関の人的体制の充実および関係機関との連携強化 

・就労移行支援のサポートリストの利用促進 

・特別支援学校からの就労継続支援Ｂ型利用 
平成２４年度から、特別支援学校からすぐに就労継続支援Ｂ型の利用ができなくなる 

・３障がいへの理解についての企業（事業所）啓発 

・メディアなどによる情報発信の強化 

・ジョブサポーターの人材育成と関係機関との連携強化が必要 

・各種助成金手続きの簡素化と利用促進のための支Ｓ 

・交通アクセスの確保 

・特別支援学校からの利用者増による、就労継続支援事業所の不足 

・どのくらいの年齢まで就労継続 B 型が利用できるのか。現在、６５歳以上の利用者が多くなってきており、定員がいっぱいのため、
特別支援学校を卒業した人が、利用できない現状もある。それにかわるような、６５歳以上の人の日中の居場所の確保も必要。 

 

働くことを通じて社会に参加するとともに、収入を得て経済的にも自

立した生活を送るために、障がいのある人の働く権利を保障することが

重要です。 

本市では生産活動等を行う福祉的就労の場の確保等に努めてきまし

た。一方、企業等における障がい者雇用を推進するよう、ハローワーク

等と連携して取り組んでいますが、法定雇用率は達成されていないの

が現状です。 

働く意欲をもつ人に、適性と能力に応じた多様な就労の機会や場を

提供していくよう、企業はもとより広く市民が障がいのある人の就労や

雇用についての理解と認識を深めることが大切です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

『現在の就業状況』について、65 歳未満の人で「働いていない」人が

44.0％ですが、『就労の希望』としては 52.6％の人が「働きたい」と答えて

います。『希望する就労の条件』としては、「障がいにあった仕事である

こと」、「障がいに理解がある人がいること」、「仕事にやりがいが感じら

れること」などと答えた人が多くなっています。また、精神障がいのある

人では「働く時間や働く時間帯を自分に合わせて選択できる」と答えた

人が 40.7％、「仕事の内容を自分に合わせて選択できる」と答えた人が

39.8％います。 

 

・障がい者雇用についての理解を企業に普及啓発する必要があ

る。 

・障がい者雇用に関し、企業、事業所、特別支援学校など関連

機関とのネットワークを構築し、雇用の拡大をめざす必要があ

る。 

・事業者や関連機関にサポートリストの周知を図る必要がある。

・障がい者雇用の職場開拓を関係機関と連携して推進していく

必要がある。 

・行政として率先して障がい者雇用に取り組む必要がある。 

・ジョブコーチやジョブサポーターの人材育成を図るとともに、そ

の周知が必要である。 

・特別支援学校卒業者が就労移行する前の就労訓練の場が必

要である。  

・障がいに応じた柔軟な就労形態の受け入れについての理解を

広める必要がある。 

・就労系事業所の安定した生産活動を継続するため、新たな事

業の検討が必要である。 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅲ  ：だれもが心地よく安心して  暮らせるまちをつくる 

柱 １   ：市民の理解と協働の推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画 1】 

障がいについての理解と学習の推進 

<方向性> 

①障がいについての理解の推進 

②学校での交流や体験学習の推進 

③地域での福祉教育や交流・体験学習等

の推進 

【基本計画２】 

障がい者を支援する地域福祉活動の推

進 

<方向性> 

①ボランティア等の養成と活動への支援 

②身近な地域での助け合い活動の推進 

 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

○障がいによる差別・いやな思い（７４ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「ほとんどない」が も高い（43.4％）。次いで「まったくない」（23.3％）、「時々ある」（21.8％）。もっ

とも、聴覚・平衡障がい、音声・言語障がいでは「時々ある」の割合が高い。 

療育手帳所持者では、「ほとんどない」が も高い（36.2％）。次いで「時々ある」（35.0％）、「まったくない」（11.9％）。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「時々ある」が も高い（36.2％）。「ほとんどない」は 35.8％。 

障がい児では、「時々ある」が も高い（54.0％）。次いで「ほとんどない」（32.7％）。 

精神科医療機関入院患者では、「時々ある」が も高く（36.7％）、次いで「まったくない」（30.0％）、「ほとんどない」（23.3％）。 

○障がいに対する市民の理解（７６ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、療育手帳所持者、精神障がい者保健福祉手帳所持者、障がい児、精神科医療機関入院患者と

もに「あまり深まったとは思わない」が も高い。(身体障がい者手帳所持者 31.2％、療育手帳所持者 28.4％、精神障がい者保健

福祉手帳所持者 38.1％、障がい児 46.0％、精神科医療機関入院患者 23.3％) 
 

 

 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 4 50.0％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 3 37.5％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） 1 12.5％ 

Ｄ評価（できなかった） － － 

Ｅ評価（事業未実施） － － 

 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）障がいについての理解と学習の推進 

・市広報や行政情報番組で特集を組むことにより、多くの市民に各障がいの特性を周知することができた。 
・職員対象の研修会を行うことで、精神障がいについての職員の理解を深めることができた。 
・今後は障がいのある人と市民が交流することで、市民が障がいについて理解を深める場をつくっていく必要がある。 
・参加団体からは、出展の機会を設けたことに対し、良かったとの感想を得た。 
・ひゅーまんフェスタ２０１０において、ステージ発表と啓発ブースが同じフロアで隣接する状況は、来場した人が学習する場としては
適切とはいえない。 

・特別支援教育とも連携をとりながら体験や交流を活かした学習の充実を図っていきたい。 
・小さい頃からの交流や体験活動を充実させることが理解を深めることにつながる。継続的な取組が必要である。 

（２）障がい者を支援する地域福祉活動の推進 

・ボランティア養成講座の研修と体験を通じてボランティア活動の理念を正しく理解したボランティアの育成ができたが、養成講座終
了後の受講者のボランティア活動状況を調査し成果を検証する必要がある。 

・今後は地域の民生委員児童委員とも連携し、障がいのある人を地域で支援していくしくみを検討していく必要がある。 
・地域の中で、支え合い体制の構築を協議したり活動する場を充実させ、育成された人材が活躍できるようなしくみを作る必要があ
る。 

 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・精神障がいについての市民への啓発 

・一般市民との交流をどのようにしていくか。 

・どのような技術をもったボランティアの育成が必要なのか明記することが望ましいのではないか。また、障がいへの理解の啓発が
必要というニーズがあることもアンケートから分かってきているので、福祉教育の目標などが盛り込まれる必要があるかと考える。 

 

障がいのある人もない人も安心して心豊かに暮らせる地域社

会は、ノーマライゼーションの理念が行き届いた住みやすい社会

であるといえます。そうした社会づくりを進めるためには、すべて

の人が障がいについて正しく理解し、認識を持つことが不可欠で

す。 

近年、個人や団体で地域で積極的に活動するボランティアが

増えており、福祉、環境、教育などさまざまな分野の活動に多数

の市民が参加しています。また、市内でも平成 19 年 12 月現在で

32 のＮＰＯが認証を受け、福祉、環境、芸術などさまざまな分野

で活動しています。障がいのある人が地域の中で安心して暮ら

していけるよう、これらの活動をさらに推進していく必要がありま

す。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

『制度や意識面での施策の希望』として、40.0％の人が「障が

いや病気への正しい理解の啓発」と答えています。 

また、精神障がいのある人では、44.3％の人が「近所の人たち

との付き合いが困難・できていない」と答えています。 

 

・市広報や様々なメディアを活用し、障がいに対する理解を普及

啓発する必要がある。 

・障がいのある人とない人が一緒になって交流できる場の提供

が必要である。 

・小さい頃からの交流や体験活動を充実させるため、福祉教育

の充実が必要である。 

・特別支援学校に通う子どもと地域の子どもとの交流の場の確

保が必要である。 

・ボランティア養成講座修了者をはじめ、ボランティア活動の実践

の場につなげていくことを支援する必要がある。 

・民生委員・児童委員や住民自治協議会など地域組織と連携

し、地域での支援体制の構築を支援していく必要がある。 
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伊賀市障がい者福祉計画 施策別検証シート 

１ 計画（ＰＬＡＮ） 

目標Ⅲ  ：だれもが心地よく安心して  暮らせるまちをつくる 

柱 ２   ：快適で安全なまちづくりの推進 

２ 実施（ＤＯ） 

【基本計画 1】 

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

<方向性> 

①公共施設や歩行空間等のユニバーサ

ルデザイン化の推進 

②情報のユニバーサルデザイン化の推進 

③ユニバーサルデザインに対する理解の

推進 

【基本計画２】移動に関する支援 

 

【基本計画３】防災、防犯に関する支援 

<方向性> 

①防災、防犯に関する意識づくりの推進 

②支援が必要な人の把握とつながりづくり

の推進 

③障がいに配慮した避難所の確保と避難

所での生活支援の推進 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 

【アンケート調査の結果（アウトカム）で把握した現状】 

○ユニバーサルデザインを進めるために優先して整備すべき環境・制度（７７ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「道路、建物、乗り物等の出入り口の段差解消」が も高く（41.0％）、次いで「障がい者用駐車ス

ペースの確保」（32.5％）、「誰もが利用しやすい多機能トイレの設置」（28.3％）。 

療育手帳所持者では、「障がいのある方が利用しやすいバスなどの交通手段の充実」が も高く（37.0％）、次いで「誰もが利用し

やすい多機能トイレの設置」（25.1％）、「道路、建物、乗り物等の出入り口の段差解消」、「ガイドヘルパー・ボランティアによる外出

支援の充実」（20.2％）。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「障がいのある方が利用しやすいバスなどの交通手段の充実」が も高く（26.1％）、次

いで「道路、建物、乗り物等の出入り口の段差解消」（25.7％）、「誰もが利用しやすい多機能トイレの設置」（22.9％）。 

障がい児では、「障がいのある方が利用しやすいバスなどの交通手段の充実」が も高く（37.2％）、次いで「ガイドヘルパー・ボラ

ンティアによる外出支援の充実」（35.4％）、「誰にでもわかりやすい案内表示などの設置」（32.7％）。 

精神科医療機関入院患者では、「誰もが利用しやすい多機能トイレの設置」「誰にでもわかりやすい案内表示などの設置」「誰もが

参加しやすいイベント、行事等の企画」「ガイドヘルパー・ボランティアによる外出支援の充実」（13.3％）。 

○災害時の不安（６２ページ参照） 

身体障がい者手帳所持者では、「安全なところまで避難することができない」がと も高く（29.8％）、次いで「障がいのある人に配

慮した避難所が近くにない」（25.2％）、「どのような災害が起こったかすぐにわからない」（22.0％）。 

療育手帳所持者、精神障がい保健福祉手帳所持者、障がい児では「避難場所で周りの人とのコミュニケーションがとれない」が

も高く（39.1％）、次いで「どのような災害が起こったかすぐにわからない」（37.9％）、「避難する場所がわからない」（34.6％）。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者では、「必要な治療や薬が確保できない」が も高く（27.1％）、次いで「どのような災害が起こ

ったかすぐにわからない」（22.5％）、「避難場所で周りの人とのコミュニケーションがとれない」（22.0％）。 

障がい児では、「避難場所で周りの人とのコミュニケーションがとれない」が も高く（50.4％）、次いで「避難する場所がわからな

い」（44.2％）、「どのような災害が起こったかすぐにわからない」、「救助を求めることができない」（42.5％）。 

○災害時避難支援のための登録（７１ページ参照） 

「登録したい」は、身体障がい者手帳所持者では 33.5％、療育手帳所持者では 41.2％、精神障がい者保健福祉手帳所持者では

26.6％、障がい児では 52.2％。等級別では、身体障がい者手帳所持者の１、２級で、障がい児（療育手帳所持者）Ａで高い。 

 

現状と課題のまとめ 

第１次計画（現行計画における現状と課題） 第２次計画（新規計画）に向けた現状と課題 

【事業の進捗状況（アウトプット）で把握した現状評価（事業評価シートに基づく現状及び課題）】 

区分 事業数 割合 

Ａ評価（十分取り組めた） 4 33.3％ 

Ｂ評価（ある程度取り組めた） 5 41.7％ 

Ｃ評価（あまりできなかった） 2 16.7％ 

Ｄ評価（できなかった） 1 8.3％ 

Ｅ評価（事業未実施） － － 

【各担当課において事業展開した中での現状と課題】 

（１）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

・全職員を対象にした研修会を行うことにより、職員に対しユニバーサルデザインの理念を普及することができたが、今後は市民に
対し広く理念を普及していく場を検討する必要がある。 

・講演会等に手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣することにより、聴覚障がい者等の情報保障を行うことができたが、派遣依頼が
年々増加しているため、人員の育成をしていく必要がある。 

・公共施設の改修、新築においてはユニバーサルデザイン化を推進できた。 
・既存の市営住宅においてもバリアフリー化などが必要であるが実施が難しい。 
・今後も公共施設の改修、新築においてはユニバーサルデザイン化を推進していく。 
・新庁舎基本計画、実施計画を策定していく中で、ユニバーサルデザイン化を推進する。 
・既存施設についても、改修時期にはユニバーサル化を図る。 
・公園施設等の改修・新設がある場合は、ユニバーサルデザイン化を推進する。 
・わかりやすい広報紙や行政情報番組を作成する 
・Easy Web Browsing を使いやすくする。（Easy Web Browsing とは、視力が低い人や目が疲れやすい人でも、ウェブサイトを快適に閲
覧できる支援ソフトです。 ホームページの読み上げ・文字の拡大・配色変更を行うことができます。） 

（２）移動に関する支援 

・移動支援事業を行うことにより、野外での移動が困難な障がいのある人が安心して外出を行うことができた。 
・新交通計画に位置づけた施策を着実に実行に移していく 

（３）防災、防犯に関する支援 

・伊賀市総合防災訓練を三重県総合防災訓練と合同開催。 
・災害時要援護者避難支援プラン地区説明会開催。 
・災害時要援護者台帳登録開始。 
・福祉避難所指定 
・土砂災害ハザードマップ作成。 
・災害担当課や障がい福祉サービス事業所と連携して、災害時の障がいのある人のための避難所の確保を検討していく必要があ

る。 
・伊賀市総合防災訓練を三重県総合防災訓練と合同開催。 
 

【策定委員会及び障がい者地域自立支援協議会各専門部会からの意見】 

・地域福祉計画では、情報は提供するだけではなく共有するものであるという施策となった。そのために、情報交換の場づくりなどが
求められる。また、生活を充実するためにはあらゆる情報を得ていく必要があるため、福祉サービス以外の情報入手手段につい
ても記述が必要かと考える。 

 

 

誰もが心地よく安全に暮らせるまちをつくるため、ユニバーサ

ルデザインのまちづくりを進めていく必要があります。 

そして、地域の中で十分なコミュニケーションを確保していくこ

とを通じて、障がいのある人が犯罪や災害に脅かされることがな

いよう、安心で安全なまちづくりを進めることが必要です。 

 

（アンケート調査の結果からみたニーズと課題） 

『設備面での施策の希望』としては、「建物・乗物・道路等の段

差の解消」と答えた人が 42.4％、「利用しやすい多機能トイレの

設置」と答えた人が 38.8％います。 

また、『災害発生時の不安』として、「どのような災害かすぐに

わからない」、「障がい者に配慮した避難所がない」、「安全なとこ

ろまで避難できない」などと、多くの人が答えています。 

 

（施設のユニバーサルデザイン化） 

・広く市民に対して、ユニバーサルデザインの考え方を普及啓発

していく必要がある。 

・聴覚障がい者等の情報保障を行うため、手話通訳者や要約筆

記奉仕員の人材育成や確保が必要である。 

・公共施設等については、三重県ユニバーサルデザインのまち

づくり推進条例に基づき、ユニバーサルデザイン化改修を促進

する必要がある。 

 

（移動支援） 

・誰もが安心して外出できるように移動支援を充実していく必要

がある。 

・福祉有償運送など、通院、通学などの日常的な外出や行楽、

余暇活動などの趣味的な外出の手助けを充実する必要があ

る。 

 

（災害時支援） 

・災害時要援護者支援台帳の周知を図り、有効活用につなげる

必要がある。 

・災害時の障がいのある人のための避難所の確保と生活支援

策を検討していく必要がある。 

 


