
第２回伊賀市障がい者福祉計画策定委員会会議録 

 

日時：平成２３年７月２８日（木）午後３時～ 

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、中林 豊、森田展代、小倉由守、森 徹雄、市川知恵子、 

奥西利江、水谷敬一、稲垣裕久、藤岡敏明、東昭宏、山﨑祐子、森内佐武郎、 

原 耕治、田中敦子 

欠席者：福井長年、森嶋久伸 

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（山田友子、田畑朱美） 

 

 

（事務局） 

 ただいまから第２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 － 

 

それでは、事項書に沿って進めさせていただきます。 

まずはじめに、健康福祉部長の増田よりごあいさつさせていただきます。 

 

（部長） 挨拶 

 

（事務局） 

計画策定の諮問についてですが、3 年計画の予定ですので議会での議決が必要ないということ

で諮問と答申をとらずに進めるつもりでしたが、前回の委員の皆様のご意見を参考にさせていた

だいて、策定委員会に市長から諮問、策定委員会から市長に答申、その後市長が議会に報告とい

う形を取らせていただきたいと思います。 

 

― 部長より副委員長へ諮問書手渡し － 

 

（事務局） 

ここからの進行は、副委員長の坂本様におねがいしたいと思います。 

 

 



（副委員長） 

委員長がお見えになるまでの進行をさせていただきます。それでは、事項書に沿って進めてい

きたいと思います。事務局お願いいたします。 

 

（事務局） 

事務局から説明させていただきます。 

 はじめに、第 1 回の策定委員会でご質問いただきました、パブリックコメントの数について報

告させていただきます。前回のパブリックコメントの数ですが、平成 19 年 3 月に実施いたしま

した策定に対するパブリックコメントには、2 名の方から 3 件のご意見をいただきました。また

平成 20 年 1 月に実施いたしました計画案に対するパブリックコメントには 2 名の方から 11 件

のご意見をいただきました。それぞれの内容については、お手元に資料を配布させていただいて

おりますので、参考にしていただければと思います。 

 それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 資料№１の施策別検証シートですが、自立支援協議会の各専門部会から提出された前計画の課

題や、前回の策定委員会で委員の皆様からいただいたご意見、策定のプロジェクト会議や庁内推

進委員会からのご意見、アンケート調査でのご意見をもとに、第 2 次計画策定に向けた課題抽出

を行いました。このシートと、前回配布した事業評価シート、それから資料№３の計画体系図を

まとめて一覧表にしたものが、本日配布させていただきました資料№５になります。 

 なお、3 月にとりましたアンケートのご意見が計画のどの部分に反映されていくかという点に

ついては、現在取りまとめ中ですので、次回の委員会で報告させていただきます。それでは、資

料№５の抽出課題一覧表に基づき説明させていただきます。 

 

（事務局） 資料説明 

 

…資料説明の途中で委員長到着… 

 

（委員長）  

これまでの伊賀市障がい者福祉計画の実績と第 1 回策定委員会で抽出された課題と方向性の説

明がありましたが、それにつきまして何かご意見ご質問はありますか。 

 

（原委員） 

各論的には、問題がないように思われます。ただ実際に仕組みが動き出したときに、さてどう

かなという疑問があるので質問させていただきます。 

 私は、障がい者スポーツ指導と 3 つの障がいに対する理解についての企業啓発が必要だと考え

ています。それを前置きした上でお話させていただきます。例えば、自分が今日帰り道で事故に

遭ったとします。そして、何ヶ月かの入院治療を経て足が動かなくなったとします。でも何らか

のスポーツを始めたいと考えた時に市役所の関連部署を訪れたとします。まず私が身体障がい者

になったことを届け出ますよね。その上でスポーツを通じた社会交流を望んだ場合、市役所内の



各部署で情報が確実に共有されるのかと疑問に思っております。私は伊賀市障がい者スポーツ指

導員育成拡大の必要性を申し上げているのです。伊賀市スポーツ振興課が伊賀市スポーツ振興計

画の名の下にいろんな具体的な計画を持っているんです。今回の障がい者福祉計画策定委員会の

委員の中でこのことをご存知の方が、一体どれくらいいるのか。またスポーツ振興課を訪ねてみ

て、一体伊賀市に障がい者スポーツ指導員が何人いるのかたずねてみても、私、実はその中の一

人なんですが、お答えになられなかった。そして障がい者スポーツ指導員の数を、増やしていく

のにどのような努力をされているかという問いにも答えはありませんでした。計画があるという

ことについても、どこにあったかなあという風で書類を探しているといった状況でした。市役所

の中でもっともっと情報共有を具体的に促進していかなければ、いくら担当者が集まるプロジェ

クト会議があっても現実はそんな状況ですから、情報共有ということに対して真剣に取り組んで

ほしい。明日はわが身かという状況で自分が障がい者になった時に、これでは、非常に不安を持

つというのが実態です。 

あと、障がい者スポーツ指導員についてですが、一種、消防団のようなものですが、例えば私

は会社を経営していますが、従業員が障がい者スポーツ指導員として国や県に登録されたとき、

伊賀市で障がい者スポーツイベントがあるときに、指導員の資格がある者は消防団同様、仕事を

放り出してでも行かなければならない。これが本当に実現したら、企業の障がいに対する認識が

足りないことが問題視されてくると思う。そして自ずと取り組まなければならなくなる。そうや

ってどんどん仕組みが促進されていかないと、絵に描いた餅に終わってしまう。もう一歩踏み込

んだ方向性を出せないのかと思って意見を述べました。 

 

（委員長） 

ワンストップの総合相談システムの仕組みが必要ですよね。リハビリが終わって就職したい、

スポーツもしたい、勉強もしたい、レクリエーションもしたい、そういう希望を一所で相談でき

る仕組みが出来ればよいということですね。相談支援センターの充実にあたるかと思います。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。原委員様のご意見についてですが、前回の委員会の資料の評価

シートの中に、基本政策の施策ごとに担当課が行っている検証シートがありました。その中の「当

事者活動の充実」に基づいて方向性が示されていますが、私どもの二次評価が遅れているために

スポーツ振興課の検証が出来てございません。本日の委員会で今後の方向性というものが決まっ

てくると思いますので、二次評価を行い、あるべき姿を担当課に下ろしていくようにしなければ

と思っています。障がい者スポーツについてもスポーツ振興課が担当課であるという自覚を持っ

て当事者活動の充実を図っていかなければと考えています。障がい者スポーツ指導員につきまし

ても、担当課が存じ上げなかったということは問題ですので、指導していかなければと思ってい

ます。 

 

（野田委員） 

前回の話にも出ていましたが、この計画の中では、高齢者と自立支援法のからみがまったく見



えて来ない。伊賀市は高齢化率が高い。その中で障がい者の高齢者はどれくらいいるのかという

ことと、特に知的障がい者の方ですが、今までは 60 歳を超える事はあまりなかったが、今は長

生きで 70 歳越えて、入所施設で生活している。本来ならば介護保険に入るはずが、介護保険の

適用にならないということで自立支援法の世界でいる。入所施設を見ると車椅子の方が多いんで

す。それは本来ならば介護保険の世界だと思うが、認知症もおなじことで知的や精神障がいを受

け入れる施設がないのです。既存の施設しかない。金銭的な問題になりますが、 そういう形で整

理されている問題も横たわっているのかなというふうにも思います。 

 もう一つ健康の問題ですが、施設に通っている方は健康診断を受けていると思うのですが、施

設に関わってない障がい者の健康診断はどこまで進んでいるのか。うまく伝えられない人達に対

して、どうやって病気を早く見つけるのか。病気の早期発見・早期治療が重要だと思います。 

 

（委員長） 

介護保険を利用している高齢者は全て障がい者なんです。６５歳以上で障がいを持ったか、６

５歳までに持ったかだけの問題。この点がどう違うのかということが、悩ましい問題です。同じ

障がい者として同等に扱うべきという意見、また一方で障がい特性を見極めてという意見。知的

障がいの方が同じ特養に入って、同じようにやれるのか。同じ特養に入った知的障がいの方が非

常に辛い思いをされたというのも聞いたことがあります。特養に入ってもまた差別を受ける。も

ともとの知的障がいの方に対して、６５歳を超えてどのように支援していくか。法的には、介護

保険優先の原則ですが、介護保険では適用されない方には障がいの施策を使えばよいということ

ですから、介護保険では本人のニーズを満たせないという場合は、６５歳を超えても障がいのサ

ービス使っていく。これはどうあるべきかという事は、自治体でも施策を打たなくてはいけない。 

それから健康診断ですが、これは障がいが発生する病気とかではなく、障がい者の方が病気に

なった時に、痛みや苦しみを的確に表現することが難しい。また適切なお医者さんも居ない。き

ちんとした診療のしくみができるのかという課題も含めて、今後どうしていこうというものがあ

りましたらお願いします。 

 

（事務局） 

前回の委員会でも意見をいただいていましたので、「高齢になった障がい者への支援体制を検討

する」という方向性をあらたに新設いたしました。体は元気だけれども６５歳になって介護保険

適用になっても介護度が出ない時、しかし自宅介護が難しく支援が必要という場合、自立支援法

でサービスを受けてもらわなければいけない。介護保険は介護保険制度に基づくものですし、費

用も国の制度で 1 割負担です。障がいでみる費用は全額公費になるので６５歳過ぎると費用面で

は介護保険に移行することが望ましいのですが、同じ制度になるということがなかなか難しい。

障がいの新法律も２５年には出来上がるようなのですが、そこで高齢の方々にしっかりとした法

律がうたわれるかということもまだまだ未定です。とりあえずというと語へいがございますが、

「高齢になった障がい者に対する支援体制を検討する」をうたっておりますが、まだ方向性は見

えておりません。新しい計画で高齢になった障がいのある方の施設の充実を考えていける柔軟な

方向性を新設いたしまして、この後の体系、骨子にも盛り込んで行きたいと考えます。今後もご



意見を頂戴したいと思います。 

 それから、障がいのある方は病気の早期発見が難しいというご意見を頂戴いたしましたが、こ

れを踏まえて前回の「医療、リハビリテーションの充実」から「保険、医療、福祉分野の連携体

制の強化」に変更しました。委員の皆様のご意見を頂戴したいと思います。 

 

（委員長） 

６５歳以前に障がいを持ってる方が６５歳を超えたら介護保険法か自立支援法かの選択権を明

確にという議論が出たことがあります。そうすると、６５歳を超えて障がいを持たれた方は介護

保険しか選べないじゃないかという意見が出ました。しかしその議論をしてしまうと介護保険が

立ち行かなくなるんです。介護保険は保険料払って、保険原理で運営されています。負担も１割

ある。選択権が与えられると我々市民ですから、当然（負担が）安いほうを選びます。そうする

と介護保険がつぶれてしまう。障がいのある人のニーズが介護保険法で満たせるのか、どういう

施策をするのか。そこが重要です。 

 

（宮本委員） 

民生委員をしています。災害時要援護者台帳のことですが、支援が必要な方（案内通知を送付

した方）の名簿を開示してもらえるのですかという質問をしたら、それは出来ませんと言われま

した。われわれ民生委員に開示してもらえる情報は、市役所からの申請の書類に返事を出してな

い人の名簿ですと。それを持って、直接様子を見てきて可能なら書類に記入をしてもらい提出を

お願いしてくださいとのことでした。個人情報保護条例があるのも知っていますが、われわれ民

生委員は任命を受け、新任研修の時にまずはじめに言われるのが守秘義務です。配偶者にも知り

えた情報を洩らさない。もう少し民生委員を信用していただいて、最初に通知した方々の名簿を

もらえたらありがたいです。と言いますのも、私が持っている情報は地区の自治会長に聞いたり

して得た情報なんです。その対象と言うのは６５歳以上の独居老人、７０歳以上の高齢世帯の方々

なのですが、今回の要支援者台帳の対象者は６５歳以上の独居老人、６５歳以上の高齢世帯なの

です。対象者の年齢に５歳の差があるために、一体誰に書類を送ったのかがわからないのです。

私の担当地域には市営住宅があり表札も出ていなければ、電話番号も電話帳に掲載されていない。

これを一軒一軒訪ね歩いていかなければならない。市役所の方も民生委員にある程度の情報を渡

してほしい。今回のように防災、命に関わる場合は個人情報保護とばかりは言ってられないと思

うのですが。  

 

（委員長） 

緊急時には一定の情報公開は保護法を越えて開示ＯＫと総務省も出しています。ただ本人が拒

否した場合が悩むところです。じゃああなたは助けなくてもいいのか。そうではなくプライバシ

ーは守ってほしいけど、困った時には助けてほしいというのがきっと本音ではないでしょうか。 

 

（事務局） 

情報提供についてですが、かなり前からそのお話は民生委員の方から伺っています。 



 本人の承諾を得るのが原則ですが、命に関わる災害時にはそんなことを言っていられない。周

りからは支援が必要だと見えるが、本人は要らないという。行政としては本当に大丈夫かと確認

しなければならない。支援が必要な時、支援する人は地域の人や身近な方々が一番良いので近隣

の方のお力を借りなければならない。そのために必要な情報は民生委員さんへお渡します。個人

情報保護条例があるからといって１００％拒んでいるわけではありません。支援が必要な方の情

報は、必要な部分のみ開示します。しかし開示を望んでいない方の情報を予め民生委員の方にお

渡しするということは、現段階では出来ません。要援護者台帳登録の件につきましては、まだま

だ精査が必要だと思いますので、今日のご意見を聞いて関係部署とも話し合っていくようにと思

っています。 

 

（委員長） 当事者の方はどのようにご理解してみえますか。 

 

（藤島委員） 

家族の立場としては、情報提供を積極的にしなければ支援は困難かと思います。最近の風潮と

しては、都合の良い時には（個人情報を）教えるが、都合の悪い時には教えないという傾向にあ

る。私のところは知的の団体ですが、最近若い人が入ってこなくなった。先輩たちが今までいろ

んな運動をやってきて、私たちもそれにならってやってきたが、最近は作業所等があり、そうい

った先輩たちの運動を知らないし必要ないと思っているように感じる。今後行政に何かを要望し

ていくことが出来たときに、またそういう運動がおこってくるかなという程度にしか期待は出来

ないと思っています。 

 

（中林委員） 

地域に暮らすということは、地域に自分をさらけ出すということ。ありのままをさらけ出さな

ければ、支え合い助け合いは成り立たないと思う。何も東京の人に情報を渡すわけではない。要

援護者は地域で守る。プライバシーもいいが、命に関わるときには優先してやっていかないと進

まないと思う。 

 

（委員長） 

精神障がいに対する偏見は根強いものがある。周囲の人に話すことで、果たして調和して暮ら

していけるのか。非常に冷たい反応をされるのではないかという不安から、そっと暮らしていく

ほうがいいのではと思ってしまう。悩ましい問題です。 

 

（森内委員） 

障がいのあるお子さんを持つ親御さんと親しいが、「私が死んだら、この子はどうやって暮らし

ていくのか」と心配しておられる。表を見ると伊賀市には５，９００人ほどの障がい者がいるよ

うだが、いろいろと説明をしてもらったが、この計画にある事業は、どのくらいの予算を見積も

っているのか。シートにも目標値を掲げてほしい。就労についてもどれくらいの雇用が出来るの

か。親御さんの一番の悩みは「子どもさんの将来」というのが現実です。 



 

（委員長） 

障がい者の雇用をどこまですすめられるのか、数値を示せと国も言っています。自立支援協議

会で案や意見を出してほしいと思います。 

 

（田中委員） 

子どもが知的障がいを持っています。災害時要援護者台帳申請の書類が届いた時、すぐに登録

しようと思って準備をしたのですが、計画書の地域支援者の欄に一体誰の名前を書けば良いのか、

空欄で出せばいいのか、市役所の方に聞けばいいかも知れませんが。うちは去年引っ越してきた

ばかりで、ご近所の方においそれと頼めるものでもないため、そこでつまずいてしまって未だに

出せていない状況です。一体どうすればいいのか。 

それから、ケガや病気をしても病院にもかかれないということもあります。歯医者に行っても

口を開かない、耳鼻科に行っても耳を触らせない。指一本ケガをしても消毒が嫌で隠している。

急なケガや病気の時どこが受け入れてくれるのか、学校へ行っているうちや親がいる間はまだ良

いが、親亡き後、どうやって健康を維持していくのか不安です。実際の生活は計画とはかけ離れ

すぎていて、どういうふうに言えば親や本人の気持ちをわかってもらえて、計画に取り込んでも

らえるのか…という思いでいます。 

 

（委員長） 

切実な思いをお話していただきました。災害時の支援者の欄に二人の名前がスッと書ける人は

その二人の人が助けに来てくれるわけですから、言ってみれば、必要ないんですよね。書けない

から、頼める人が居ないから、支援がほしいわけです。どういう風に考えるかですよね。 

 

（事務局） 

６５歳以下で障がい者手帳をお持ちの方で、未申請の方に対しては、現在どのように登録をお

願いしていくのかを検討中です。地域の方に仕組みを伝えること、福祉避難所の設置について市

民の皆様にご説明してからすすめていかなければと考えています。「手をつなぐ親の会」という知

的障がいの子供さんを持つ親御さんの集まりに参加させていただいたことがあるのですが、「うち

の子は手をつなぐことすら出来ない。一時避難所に避難してもじっとしていることが出来ない。

だから避難したくない。車の中でいたい。」と言う意見をいただきました。今、市の総合危機管理

室に依頼して、全ての避難所というわけには参りませんが、ある程度大きな避難所には、パーテ

ーションで区切って福祉スペースというものを設けるための、パーテーションの購入をお願いを

しています。また、民生委員の方々を対象に様々な障がいに対する理解を深めて支援していただ

くための研修を行って、地域の皆様に支援体制を整えてもらうということを今年度中に考えてい

ます。まずは地域での話し合いを進めていただき、ある地域では避難の仕組みを自分たちで考え

ます、というところが出てきています。地域にそういう輪を広げていただいきたいと思っていま

す。私たち関係各課が各自治会を歩いて説明に回らせていただきたいと考えています。地域支援

体制を整えるべく動いておりますので、もうしばらくお待ちいただけませんでしょうか。 



 

（田中委員） 

障がいを持つ子の親が出来ることは、出来るだけ地域の人にこういう子がいますということを

知らせていくことだと思います。家の中で誰にも会わせずに置いておくのではなく、つれて行っ

て隣近所の方々に話しかけてもらうことが大事だと思います。今、住んでいるところは新しい住

宅地なのでなかなか人との交流がないところですが、上の子の友達が（障がいのある兄弟のこと

を）知ってくれているので、うまくいけているほうなのかなと思っています。親も出来るだけ努

力して地域に溶け込めるようにして行かないといけないんですが、障がいというのはその種類に

よって全然違うんです。どちらも理解し合わなければどうしてもうまく行かない。 

行政のサービスや取り組みについても、親や家族の知る努力はもちろん大切ですが、いろんな

サービスや取り組みがあることを知らない親が多い。知っていると知らないでは子どもに与える

影響に少しずつ差が出るんですね。たくさんある学校からのおたよりや市広報から、情報を探す

のが大変だったりする。ぱっとみれる情報がほしい。 

 

（委員長） 田中委員、情報源はどこがいいですか。 

 

（田中委員） 

手帳を持っているとしたら市役所から、学校に通っている子ならば学校からというのが良いと

思います。広報などは子育てで忙しい時には実際には見ることが出来ないんです。バラバラと書

類が送られてくるのは見るのが大変です。 

 

（市川委員） 

そうですね。相談先などがのったわかり易い一覧表のようなものがあれば。家族に情報が行き

渡ってないとサービスを使えないんです。本人や家族が、山ほどあるサービスの中から抽出でき

るのか、アクセスにも一工夫要ることを痛感しています。 

 

（委員長） 

日本は申請主義なんです。サービスを受けるためには申請することが大前提なのです。情報を

得る方法・手段があって時間がある人が申請できて、ない人ができない。これではいけない。ど

のようにお伝えするかが行政の最大のテーマです。 

 

（事務局） 

知っているものだけが得をする、というのではいけない。情報提供が一方通行でもいけない。

しかし情報収集する姿勢を持っていただきたいのです。ガイドブックも毎年改訂して手帳交付時

にお渡ししていますし、ホームページにもアップしております。そして何よりまず申請までに、

相談していただきたいと思います。 

相談から始まります。最大の支援者は家族だと思っております。しかし家族だけでは限度があ

る。家族で出来ない部分は地域でやる。そういう仕組みを作っていこうということはあるのです



が、たちまち今すぐとはいきません。困ったことがあれば身近なところから相談してください。

アドバイスや必要な情報提供をします。知る気持ちを持っていただきたい。閉鎖的で相談に来ら

れた段階ではどうにもならないというようなことがあります。５０～６０才になられてから療育

手帳を取るのは難しいです。早い段階で一人でも多い支援者を作っていく。そのために家庭状況

を身近な人に知ってもらう。そうすることで支援する側も適切な支援が出来るのです。 

 

（市川委員） 

今、部長の話を聞きながら思い出したんですが、年越し派遣村というのがありましたが、こん

なことをしていますということを、どうやって情報として伝えるかって事がすごく問題なんです。 

 そういう困っている人は、生活保護の申請に行くよりもまずハローワークに行くだろうという

ことで、ハローワークの担当者に、来られた人に説明しながらビラを手渡ししてくださいとお願

いしたんですが、ところが実際は手渡しされずに放置されてたんです。担当部署だけではやはり、

限界があると思うんです。情報をどう伝えるかという部分はいろんなところに協力してもらわな

いとだめだと思います。 

 

（委員長） 

相談の仕組みはどんどんかわっていきます。気楽に相談できて、かつ高いレベルで答えてもら

えるそういう仕組みを目指しています。 

他にご意見はございますか。 

 

（奥西委員） 

伊賀市障がい者福祉計画 抽出課題一覧表（№５）に沿って８点の意見があります。 

① ２ページ (３)の余暇活動の推進についてですが、施設間や個人の方が連携して、日中支援な

どの既存のものを使って事業化できないか。これはうちの施設では土日にレクリエーション

を行っていて、これを他の人にも利用してもらって事業として成り立たないかということな

んです。 

 

② （４）の住まいの確保ですが、グループホームの推進についてどんな方にどんな設備が必要

か調べてほしい。うちの利用者さんは日常的にてんかん発作が多い方とか車椅子利用希望の

方が多いのですが、建物的にご利用いただけない。こういうニーズを満たすには、新築が必

要なんです。という事は建物の整備に補助が必要なんです。その方たちのニーズを調べてい

ただいて計画に落としていただきたいと思います。 

 

③ （５）の経済的な自立に向けた支援ですが、実は大変困っていることがありまして、うちの

作業所でのことなんですが、工賃が１万円でそこに生活保護をもらっていましたが、国の施

策の中で工賃アップということで事業所も努力した結果、工賃が４，５万円になったら最低

生活費をクリアするので、生活保護が受けられなくなるんです。家賃の補助ももらえない。

窓口で一旦払わなければならない医療費が支払えない。医療費は後から返ってきますが、窓



口では支払わなければならないので。それが生活に直接響いてくる。あと、驚いたのが国民

保険料ですが、一ヶ月 8,000 円もの保険料がかかってくるのです。もう少し税金の方にも視

点をおいていただきたい。 

 

④ 健康づくりについては、健康推進課のほうからがん検診などを集団利用させてもらえ、時間

的にも丁寧な配慮をいただいておりますので、既存のものを充実させればよいと思います。 

 

⑤  ３ページの(２)の日中一時支援事業の充実ですが、うちの作業所で中高生の受け入れを始め

たが、利用希望者が集まらない。どういう日中一時支援が必要なのかを調べてほしいと思い

ます。また場所についてもアクセスに問題がある。送迎などの移動方法の整備という問題も

投げかけてあります。 

 

⑥  ４ページ就労支援の(２)の③行政機関での障がい者の雇用の推進ですが、現在は雇用率の算

定方法も変わっていると聞いていますので、短時間の障がい者雇用という就労形態を考えた

ら、門戸が広がるのではないかと思います。 

 

⑦  ４ページの(３)の③共同受注制度についてですが、伊賀市が市として、この仕事を出せます

よという方向で持って行っていただけるなら成立しますが、そうでなければ不発に終わると

思います。社会的事業所については、仕事の確保をきちっとしなければならないし、賃金補

填の問題があるので、伊賀市内で考えるのは、少し時期早尚かなという気もします。この問

題を検討するのであれば、他のことを検討すればよいかと思います。 

 

⑧  ケアマネージャーの充実、移動支援の充実など福祉サービスの利用促進とありますが、実

際はそんなに伊賀市には柔軟に対応していただいてません。移動支援は自宅からしか使えな

いという取り決めがあるんです。例えばうちの事業所のふっくりあは上野にあるのですが、

大山田や島ヶ原の利用者が作業所から移動する時、一度自宅に送ってから、ヘルパーさんに

自宅まで迎えに来てもらって、次の場所へ移動するということをしなくていはいけない。伊

賀市の市町村事業としてもう少し柔軟に対応していただけたらありがたいという思いはあり

ます。 

 

（委員長） 他に意見はありますか。 

 

（中林委員） 

高齢世帯と独居世帯の方は病院と買い物に行く移動について困っているんです。自分の負担で

デイサービスを受けるのと同じように、これについてもサービスしてほしい。 

 

（古池委員） 

パブリックコメントについてですが、伊賀市の障がい者５，９００人の方がいて、その家族や



関係者の数を考えると１万人以上の方がいるのに対して、コメントされた方が 2 名と言うのは少

ないという認識が必要だと思います。おそらくコメントできる方はパブリックコメントの意味を

知っていて、なおかつパソコンなどを使用して返答できる人ですよね。アンケートにお答えいた

だいた方のどれだけの人にコメントできる機会が保証されたのかなということが疑問としてあり

ます。先程、田中委員がおっしゃったように実感として計画と実際の生活にギャップがある。こ

のギャップを埋めていくのがパブリックコメントなのではと思っています。提案ですがアンケー

トの対象になられた方に計画の素案というものを、どれだけ提示できるかということも検討の必

要があると思います。広報で素案を公表すると思いますが、ホームページだけではアクセスでき

ない方もいる。必要な方には郵便で送るとか。何らかの優しい媒体が必要なのではと思います。 

 

（事務局） 

パブリックコメントにつきましては、12 月下旬から 1 月中旬に計画の中間案が出来てきまし

たら行う予定ですが、それより前に意見交換会を開きたいと思っています。日時は 10 月 1 日午

後 2 時から障がいのある当事者の皆様、事業所の関係者の皆様に中間案の概要の報告、アンケー

トの結果に基づいて、どの計画のどの部分にどのように盛り込んでいるかということをご報告し

て、リアルタイムでご意見をいただきたいと思っています。場所はゆめポリスセンターの２階会

議室です。（この後、県伊賀庁舎７階大会議室へ場所を変更。）詳しくは追って案内をさせていた

だきます。またパブリックコメント実施の時に、郵送が必要な方が居ることを念頭に置きながら、

ホームページやメール等の媒体で取得できない方には、各地区の市民センターと言うところがご

ざいますのでそちらを通じて入手できるように手段も記載させていただきたいと思っています。 

 

（事務局） 

この後、計画の骨子については詳しく説明させていただくつもりでしたが、予定時間を大幅に

すぎておりますので、簡単にご説明させていただきます。 

     

― 資料№２の説明 － 

    

 資料№２計画骨子のＰ８～１１までをご覧いただいて、ご意見がございましたら８月５日（金）

までにメールやファックスで届けていただけたらありがたいです。 

 それから、先程ご説明させていただけなかったのですが、資料№３をご覧下さい。皆様からい

ただいたご意見・ご指摘をもとに、今後の計画で特に力を入れたい方向性にアンダーラインをい

れてございます。市の事業は、計画に盛り込んでいかなければすすめることが出来ません。皆さ

んの思ってらっしゃることが網羅されているか確認して、ご意見を頂戴したいと思っております。 

 

（委員長） 

本来なら議題の２と３から議論すべきところでありましたが、私の不手際で、すべき議論が出

来ませんでした。申し訳なく思います。では最後の挨拶を副委員長からお願いします。 

 



（副委員長） 

委員長が、司会の不手際でとおっしゃってくれていましたが、そうではなく計画の根幹である、

皆さんの願いや考えが本当にいかされるようにという、意味のある議論であったと思います。障

がいを持った方が安心とまでは行かなくても、この方向であれば希望が見えるよ、というような

計画になってほしいと思います。 

 

（野田委員）せめて会議時間は、３時間とってほしいですね。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。本日、委員の皆様からいただいたご意見をもとに計画策定を進めて

行きたいと思います。 

 

（部長） 挨拶 

 

（事務局） 

今後のスケジュールでもご説明させていただきましたが、１０月１日（土）午後から当事者及

び事業所等関係機関の方への計画中間案概要の報告会を計画しております。 

詳細については、決まり次第、委員の皆様にもご案内させていただきますが、次回第３回の計

画中間案の検討に向け、当事者並びに普段直接支援を行っていただいている関係機関の方々との

意見交換の場と考えておりますので、ご都合のつく委員の方はご参加いただきますようお願いい

たします。 

次回第３回の策定委員会は１０月２７日（木）午後からの予定です。 

本日はありがとうございました。 

 

17：４０ 会議終了 


