
   伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・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。

①総合的できめ細かな情報共有の充実を図る。

・情報を受け取る側の意識を高める方策を考えるべ
き。

②情報を活用する意識づくりを推進する。

・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
である。
・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である。

①総合的な相談支援と相談支援システムの構築を図
る。

②ケアマネジメントの充実を図る。

・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。

③ピアカウンセリングを推進する。

・身近な場所で相談できるしくみづくりが必要。 ④身近な地域での相談支援体制を推進する。

・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。

①権利擁護に関する相談支援体制を確立する。
②地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
の充実を図る。
③成年後見制度の充実を図る。

・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。

④虐待の早期発見と支援体制の整備をする。

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・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。
・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である。

①更なる障がい福祉サービス等の充実を図る。

・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。

②地域生活への移行に向けた支援を推進する。

・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。

③地域住民や民間団体等の支援活動との連携を図
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。

④高齢になった障がい者への支援体制を検討する。

⑤一生涯を通じた生活支援システムを確立する。

柱１　情報提供と相談支援の推進

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

（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」の改訂版を作成し、
窓口で配布するとともに、市ホームページへも掲載した。
・広報いが市、市ホームページ、行政情報番組を利用し
て、障がい福祉に関する情報掲載を行った。
・伊賀市社会事業協会に委託し、音声・点字版「広報いが
市」を作成した。

・「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」をさらに、利用者がわ
かりやすい内容にするよう検討していく。
・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。
・音声・点字版「広報いが市」については、まだ十分活用さ
れているとはいえないので利用についての啓発を行う。
・広報いが市・市ホームページ・行政情報番組を利用して、
最新の障がい者福祉の情報を提供していく。

・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）が必要ではないか。
・支援者が関わっていない世帯への情報提供をどうしていくのか。

（２）相談支
援の充実

伊賀市障がい者相談支援センターに専門の相談支援員４
名を配置し、障がい者及びその家族からの相談に対応し
た。（相談件数8,532件）
・当事者及びその家族の中から身体障がい者相談員7名、
知的障がい者相談員４名、精神障がい者相談員1名を委
嘱し、それぞれの地域で障がい者及び家族からの相談に
対応した。（相談件数１０9件）
・自立支援協議会相談部会において市内の各相談機関の
連携についての協議を行なった。

・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。
・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。

・障がいに特化した相談支援者と他分野の相談支援者との連携をど
のようにしていくか。
・意見交換会、ケース検討会議等を開催し、相談支援者のネットワー
クの強化が必要ではないか。
・個人情報保護のため必要な情報が支援者に入らないため、入るよ
うにしてほしい。
・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。
・休日や夜間に対応できる支援体制をどうしていくか。
・障がい者相談支援センターにスーパーバイザーが必要ではない
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が、まずは
支所のふくし相談支援センターにモニタリングを依頼できないか。
・障がい者相談支援センターでは、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ため、地域で解決できる問
題はふくし相談支援センターに任せ、困難ケースやスーパーバイズ
を障がい者相談支援センターが受けるという分担ができないか。
・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のか。
・ピアサポーターの養成が必要ではないか。

（３）権利擁
護に関する
支援

・伊賀地域福祉後見サポートセンターの設置（社会福祉協
議会）
・地域福祉権利擁護事業の実施（社会福祉協議会）
・成年後見制度利用支援事業の実施

・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。

・入居、入所、入院、就労の際の「保証人」の問題をどうするか。
・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。
・障がいのある人に対する虐待の対応をどうするか。

（１）福祉
サービス等
の充実

・障害者自立支援法に基づき、介護給付費や訓練等給付
費の支給を行なった。（サービス利用者数8,075人）
・伊賀市社会福祉協議会において県の地域移行支援事業
を行なった。（地域移行者数6名）
・市役所において県障害者支援センターの高次脳機能障
がい相談を開催した。（12回開催）
・伊賀市社会事業協会に委託しボランティア養成講座を開
催した。（受講者数４４名）

・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
う事業所の確保していく。
・ボランティア養成講座の受講者の講座終了後のボラン
ティア活動状況を調査し、成果を検証していく。

・自立支援法に関わる諸手続等を簡素化できないか。
・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をどうするか。
・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、第二次障がい者福祉計画の中で一定の道筋を示しておく
べきではないか。
・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。

【資料Ｎｏ ５】
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   伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ ５】

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

①障がい福祉サービス等の利用を促進する。

・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。

②介護者の交流や学習活動等への支援を行う。

（３）余暇活
動の推進

・伊賀市障害者福祉連盟に社会参加促進事業業務を委託
し、障がい者のリクレーション等余暇活動の参加の促進を
行なった。
・文化フォーラム、各種講演会等生涯学習事業実施に際
し、磁気誘導ループの設置、要約筆記、手話通訳、託児等
を準備し、実施した。
・各種イベントや教室の開催

・すべての事業に対し、情報保障が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。

・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。

・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。

①生涯学習等への参加を推進する。

・グループホームやケアホームの提供促進が必要で
ある。

①居住系サービスの充実を図る。

②地域での自立生活に向けた住宅確保を推進する。

・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。

①年金、手当等の充実を図る。

②医療等の利用負担軽減のための制度の充実を図
る。

・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。

③金銭管理に関する支援を推進する。

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・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。

①主体的な健康づくりを推進する。

・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である。

②保健サービスの充実を図る。

・こころの健康づくり活動の充実が必要である。 ③こころの健康づくりへの支援を行う。

（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。

・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。
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。

・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。
・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。

①保健・医療・福祉分野の連携体制の強化を図る。

柱３　健康保持・増進への支援

（２）家族介
護者等への
支援

・障がい者相談支援センターにおいて障がい福祉サービ
スの利用についての相談支援及びサービス事業所の利用
調整を行なった。

・今後も、家族介護者への負担軽減のために、障がい福祉
サービスの利用についての相談支援及びサービス事業所
の利用調整を行う。

（５）経済的
な自立に向
けた支援

・日本年金機構と連携し、障害年金受給相談を行い、障害
基礎年金については38人が受給できるようになった。
・.制度改正等について広報掲載啓発に努めた。
・重度障がい者（児）福祉手当の支給
・自立支援医療費（更生医療・精神通院医療）の給付（更
生医療58件、精神通院医療1,218件）
・伊賀地域福祉後見サポートセンターの設置（社会福祉協
議会）
・地域福祉権利擁護事業の開始（社会福祉協議会）
・成年後見制度利用支援事業の実施
・伊賀市消費生活啓発パンフレット（伊賀市消費生活カレ
ンダー）の全戸配布。

・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をしていく。
・消費生活相談員（嘱託職員）を配置し、市民からの多岐
にわたる相談に対応していく。

・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。

（４）住まいの
確保

・障害者グループホーム等緊急整備事業の実施（整備施
設数1ヶ所）

・グループホーム・ケアホームの整備を継続して行う。
・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。

・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。
・居住サポート事業の取り組みの検討してほしい。

（１）健康づく
りへの支援

・各種健康に関する事業を展開し、健診、保健サービスや
情報の提供に努めた。
・こころの健康づくり事業については特にうつ病の理解や
予防についての講演会・教室を実施した。
・障がい者スポーツ大会の開催（423名参加）

・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。
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   伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ ５】

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・「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。

①発達支援システムを構築する。

・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。

②発達障がい児等に対する支援を行う。

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・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。

①早期発見体制の充実を図る。

・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。

②早期療育体制の充実を図る。

・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。

③発達に関する保護者等の理解の推進を図る。

・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。

①障がい児保育体制を推進する。

・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。

②専門機関等との連携を強化する。

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

①就学指導の充実が必要である。

②地域の学校での特別支援教育の充実が必要であ
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。

③特別支援学校や専門機関等との連携強化が必要
である。

①日中一時支援事業等障がい福祉サービスの充実
が必要である。

②放課後児童クラブにおける受入れの推進が必要で
ある。

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

柱２　早期療育と保育の推進

柱３　学齢期の子どもの教育・療育の推進

（１）発達支
援体制の確
立・推進

・伊賀市障がい者地域自立支援協議会療育部会において
サポートファイルを作成した。
・乳幼児健診など保健事業の場面を通じて障がいの早期
発見に努めた。
・必要に応じて発達支援センターやこども家庭課相談員と
情報を共有し支援についての連携を図った。
・保育所（園）・幼稚園等への巡回相談を実施した。
・途切れのない支援に向け、就学前・小中学校・高等学
校・就労・医療・福祉・専門機関等が集まる連携協議会を
年2回実施し、情報共有を進め、支援のあり方を検討した。

・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。
・関係機関との定期的な情報共有の場を持ち、共通一貫し
た支援を行う。
・就学前の早いうちに発見し、保護者との相談を行う。
・発達障がいについての啓発を行う。

・発達に関する保護者等の理解の推進が必要である。
・早期療育体制の充実が必要である。
・「サポートファイル」の普及啓発が必要である。
・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。

（１）障がい
児の早期発
見・早期療育
の充実

・母子保健事業のあらゆる場面を通じて障がいの早期発
見に努めた。
・健診等で保護者の育児に対する相談を受けるとともに、
今後必要な医療や療育サービスなどについての情報提供
や関係機関の紹介などを行った。
・地域生活支援センター「ぱれっと」による保育所（園）への
巡回相談の実施した。
・発達支援センターとの連携により、障がいや発達に不安
がある子どもの保護者等が相談できる場の設定を行った。
・発達支援センターの全小中学校への訪問を実施し、支援
体制の整備を行った。

・障がいの早期発見ができるように健診や相談体制の強
化をする。
・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。
・支援の必要な子どもに適切な療育が早期に受けられる
体制づくりを行う。

・安心して相談できるシステム作りが必要である。
・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
を充実させる事が必要である。
・支援者の知識向上のための研修等の充実がが必要である。
・関係機関の連携の強化がが必要である。

（２）障がい
児保育の充
実

・障がいのある子どもの子育て支援を推進し、障がい児保
育を継続して実施した。
・発達支援センターやぱれっとの協力を得ながらニーズに
応じた保育を行った。

・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く。

・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必要
である。。
・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が必要である。
・支援が必要な子どもに対する保育が十分にできる体制が整ってい
るかが重要であり、親への支援や親の理解を促進していく事が必要
である。

（１）特別支
援教育の充
実

・一人ひとりの二一ズに応じた特別支援教育を実現するた
めに、関係機関との連携により情報を共有し、適正な就学
指導に努めた。
・専門機関による年間260回の巡回相談や学校・保護者・
関係機関とともに作成した個別の教育支援計画をもとに、
一人ひとりのニーズに応じた支援教育を推進した。
・教育環境整備のために、27人の介助員を配置した。
・特別支援学校との連携により、アドバイザーを迎え、特別
支援教育連携協議会（2回実施）、教育相談や事例検討会
（適宜）を実施した。

・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ので、
教職員の資質向上のための研修や支援体制の整備を行
う。

・就学前健診での障がいの早期発見の体制づくりが必要である。
・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必要である。。
・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。

（２）放課後
や長期休業
中の活動の
場の確保

・日中一時支援事業を実施した。
・放課後児童クラブにおいて障がいのある児童の受入れを
実施した。

・児童や生徒を受け入れる日中一時支援事業所が不足し
ているため、今後も事業所を確保していく。
・放課後児童クラブにおいて、、障がいのある児童の受入
れを継続して実施していく。
・保護者や本人のニーズを把握し、必要なところに手が届
く支援の充実を行う。

・放課後や長期休業中の活動の場の確保が必要である。
・放課後通園の移動支援が必要である。

・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。

・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。

3/5



   伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ ５】

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

（１）生涯学
習等への参
加の推進

・伊賀市障害者福祉連盟に「社会参加促進事業業務」を委
託し、障がい者の障がい活動等の参加の促進を行なっ
た。
・移動支援（ガイドヘルプ）事業を実施した。
・各種イベント等へ手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣
した。
・各種講演会等生涯学習事業実施に際し、磁気誘導ルー
プの設置、要約筆記、手話通訳、託児等を準備し,誰もが
参加しやすい環境の提供に努めた。
・各種イベントや教室を開催した。

・すべての事業に対し、情報保障の対応ができていない状
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。

・障害者スポーツ指導者（日本障害者スポーツ協会）の育成を行え
ないか。
・イベント等を開催する場合に、磁器誘導ループの使用や「聴こえの
マーク」（緑の耳）など、障がいのある人への配慮が必要ではない
か。
・障がいの特性があることに対して、研修等で職員の意識・知識を高
めて、市民に発信していくことが重要である。

・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。

①生涯学習等への参加を推進する。

・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。

①障がいのある人自身による主体的な活動への支援
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。

②交流・学習の場の充実が必要である。

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・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。
・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。

①就労支援ネットワークの構築をする。

・事業者や関連機関に就労サポートリストの周知を図
る必要がある。

②総合的な相談支援とコーディネートの充実を図る。

・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。

③ジョブコーチやジョブサポータ等の人材育成を推進
する。

・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。

①企業等への啓発を行う。

②障がい者雇用を行う企業等に対する支援を行う。

・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。

③行政機関での障がい者雇用の推進を図る。

④就労に向けた訓練・実習等の充実を図る。

・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。

⑤職場定着のための支援を行う。

・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。

①日中活動系サービス等の充実を図る。

・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。

②就労事業への支援を行う。

③共同受注制度や社会的事業所を検討する。

柱４　社会参加活動の推進

柱５　就労の支援

（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った。
・伊賀市障がい者地域自立支援協議会精神保健部会にお
いて精神障がい者の交流会や地域フォーラムを開催した。

・近年、伊賀市障害者福祉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。

・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
ントを増やす必要がある。

（１）就労支
援ネットワー
クづくりの推
進

・伊賀市障がい者地域自立支援協議会就労部会におい
て、各就労支援関係者と障がい者の就労支援のしくみづく
りについて協議を行った。
・障がい者の一般就労に向けた就労サポートリストを作成
した。

・就労部会に雇用側の関係者にも参加してもらい、雇用者
側からの意見も取り入れていく。
・就労サポートリストをより多くの事業所で活用してもらうよ
う周知する。

・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が
必要である。
・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ので対応をどうしていくのか。

（２）企業等
における障
がい者雇用
の推進

・伊賀圏域自立支援協議会就労部会において、伊賀市内
企業に対し障がい者雇用についてのアンケートを実施し
た。
・ハローワークや市の商工･人権部署と一緒に市内企業を
訪問し、障がい者雇用についての啓発を行なった。
・市役所内で障がい者職場実習モデル事業の実施した。
・行政事務職員に身体障がい者枠で１名を採用。また、新
たに臨時職員に身体障がい者枠で１名を採用した。

・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。
・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る。

・３障がいへの理解についての企業啓発が必要である。
・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であ
る。
・障がい者雇用の、各種助成金手続きの簡素化と利用促進のため
の支援が必要である。
・交通アクセスの確保が必要である。
・伊賀市の障がい者雇用率が低いということの情報共有ができてい
ない。

（３）福祉的
就労の推進

・今年度市内に就労継続支援A型・B型及び就労移行支援
施設が３ヶ所新設された。

・Ｈ２４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を検討する。
・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。

・特別支援学校からの利用者の増加により、就労継続支援事業所
が不足してくる。
・どのくらいの年齢まで就労継続B型が利用できるのか。今後、６５歳
以上の人の日中の居場所の確保が必要ではないか。
・新しい就労支援事業所の研修・指導が必要である。
・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
が必要ではないか。
・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。
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   伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ ５】

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・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。

①障がいのある人の人権に関する理解と認識を啓発
する。

・小さい頃からの交流や体験活動を充実させるため、福

②学校での交流や体験学習を推進する。

・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。
・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。

③地域での福祉教育や交流・体験学習等を推進す
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。

①体系的な人材育成のしくみをつくる。

・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。

②身近な地域での助け合い活動を推進する。

基本計画 事業実績 今後の取り組み 策定委員会及び自立支援協議会等からの意見 第二次計画に向けた課題 方向性

・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。

①ユニバーサルデザインの普及・啓発を推進する。

・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。

②情報のユニバーサルデザイン化を推進する。

・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。

③ユニバーサルデザインの理念に基づいた事業を推
進する。

①持続可能な交通体系を構築する。

・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。

②福祉有償運送の充実を図る。

・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。

③移動支援のためのサービスの充実を図る。

①防災、防犯に関する意識づくりを推進する。

・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。

②支援が必要な人の把握と支援体制づくりを推進す
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。

③障がいに配慮した避難所の確保と避難所での生活
支援を推進する。

柱２　快適で安全なまちづくりの推進

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

（１）障がい
についての
理解と学習
の推進

・障がい者週間にあわせて、「広報いが市」や行政情報番
組において、障がいの特性についての特集を行なった。
・市の窓口業務職員を対象にした精神障がいについての
研修会を行なった。
・ひゅーまんフェスタ２０１０において、障がいのある人のス
テージ発表や事業所の啓発ブースを通じて、日頃の取り
組みや生活の様子などを紹介した。
・小学校との連携を密にしながら公開保育等の中で、子ど
もの様子をしっかり把握してもらいながら進めることができ
た。
・全小中学校で、障がい者理解、共生の教育を推進し、地
域の福祉施設等との交流やボランティア活動に取り組ん
だ。

・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。
・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
た学習の充実を図る。
・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ため継続的な取組を行う。

・精神障がいについての市民への啓発が必要である。
・一般市民との交流をどのようにしていくか。

（２）障がい
者を支援す
る地域福祉
活動の推進

・伊賀市社会事業協会に委託しボランティア養成講座を開
催した。
・地域の中で相談できるよう当事者及びその家族の中から
障がい者相談員を委嘱し、それぞれの地域で障がい者及
び家族からの相談に対応した。
・市民ふくし大学講座において、民生委員児童委員と協力
しながら地域における助け合い活動をする、いが見守り支
援員を養成した。

・ボランティア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。
・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。
・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。

・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。
・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。

・福祉有償運送を利用しても、郡部から市街地への通院等は高額に
なるため、何らかの対策を考えてほしい。

（１）ユニバー
サルデザイ
ンのまちづく
りの推進

・全職員を対象にユニバーサルデザインについての講演
会を行なった。
・ユニバーサルデザイン庁内推進委員会において市内２ヶ
所の公共施設の施設調査を行なった。
・手話通訳者や要約筆記奉仕員の派遣を行い、聴覚障が
い者等のコミュニケーション支援を行った。
・市内の公共施設において、スロープや多目的トイレ等の
施設の整備を行った。
・市ホームページにおいて、Easy Web Browsingを導入し
た。（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。）

・市民に対し広く理念を普及していく。
・手話通訳者や要約筆記奉仕員の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。
・公共施設の改修、新築においてはユニバーサルデザイン
化を推進する。
・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。

（３）防災、防
犯に関する
支援

・災害等の際に障がい特性に応じた支援を配慮してもらえ
るよう、市広報や行政情報番組で障がい特性についての
啓発を行なった。
・平成２２年１２月、「伊賀市災害時要援護者避難支援プラ
ン」を策定した。
・災害時要援護者避難支援等推進委員会を設置し、災害
時要援護者台帳作成に向けての協議を行った。
・洪水ハザードマップを作成した。
・伊賀市防災訓練を実施した。

・福祉避難所の指定を行なうため、関係機関と協議する。
・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。
・災害時要援護者台帳を整備する。

・災害時の障がいのある人の避難場所の確保は必要である。

（２）移動に
関する支援

・移動支援（ガイドヘルプ）事業を行い、障がい者の移動支
援を行った。
・公共交通を必要とする市民ニーズに対応した持続可能な
交通体系を構築することを基本的な考えとした新交通計画
（Ｈ23～26）を策定した。

・新交通計画に位置づけた施策を着実に実行していく。
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