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平成 23 年度第 2回伊賀市障がい者地域自立支援協議会議事概要 

 

                      日時 平成 24 年 2 月 17 日（金） 

                         午後１時半～ 

                      場所 伊賀市役所第 21 会議室 

 

出席委員：坂本元之・ 藤島恒久・森藤歌代子・壷田忠之・奥西利江・東山昇・ 

森本充契・森徹雄・平井俊圭・中森あつ子・滝井昇・田中伸一・福井長年・

東昭宏・柘植満博・北野誠一 

欠席委員：竹尾光次・堀川一成 

事務局 ：増田基生部長 

障がい福祉課（清水由美・中出光美・森口浩司・吉福裕香子・藤田成充） 

障害者相談支援センター（山田友子・田畑朱美） 

 

（部長）挨拶 

 

（事務局）配布資料の確認。 

ここからの進行は委員長の北野様にお願いいたします。 

 

事項 1 第２次伊賀市障がい者福祉計画について 

【資料 NO.１～４、第 2次伊賀市障がい者福祉計画】 

 

（事務局） 

資料説明。 

 

（委員長） 

本日、答申しました第 2次伊賀市障がい者福祉計画について説明いただきました。 

 

（事務局） 

第２次伊賀市障がい者福祉計画について、議論を重ねて計画に反映した事項について 

説明させていただきます。 

P２の「計画の期間」・・・前回の自立支援協議会で説明した通り、「第２次伊賀市障が 

い者福祉計画」と「第 3期伊賀市障がい福祉計画」を同時の策定で３年とさせていた 

だきました。 

P３の「策定の方法」・・・アンケート調査等を基に関係機関と議論し、また 10 月 1 日 

には意見交換会を開催し、当事者の方やそのご家族、事業所の皆様にご参加いただき、 

50 人の方から 44 件の意見を頂戴しました。 

さらにパブリックコメントを実施し、ご意見を反映させて参りました。 

P5 の「伊賀市の現況」・・・平成 22 年の国勢調査の速報によると、伊賀市の人口が 97,207

人となっています。また平成 27 年には伊賀市総合計画の推定値では、若干減少傾向が
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見込まれ、これに基づいて高齢化が進んでいる状況を踏まえて P７からの「障がい者福

祉の基本方向」を定めて参りました。 

 

事項２ 第３期伊賀市障がい福祉計画について 

【資料 第３期伊賀市障がい福祉計画】 

 

（事務局） 

資料説明。 

 

（委員長） 

委員の皆さん、何か質問があればどうぞ。 

 

（部長） 

委員の皆様、大変申し訳ありません。本来ですと 21 年から 23 年の計画の目標数値の

実績を分析、評価したうえで新たな目標数値を設定すべきところですが実績がありま

せん。これにつきましては、24 年度にお示しした上で、なぜ達成が出来なかったのか

という部分を知っていただきたいし、我々も知らなければならない。24 年度にさせて

いただくということを前提とした上でお話させていただきたい。 

 

（委員） 

実績の分析がないと次の計画が出来ないと思います。施設を退所した方、入所した方 

の実績データというのは、福祉課でわかると思います。福祉施設から一般就労した人 

というのも受給者証を基にすればわかると思います。離職して福祉サービスを使った 

人や、離職してそのままサービスを使ってない人もいると思います。 

その後どうかというところを３年後ぐらいにはある程度、実績が出ると思うので、 

調べてもらえたらと思います。福祉施設から一般就労までしか目標がない。出た後 

の定着や再チャレンジの部分もサービスとして私たちのすべきことだと思うので調 

査、分析をしてください。それと P６の数値は 26 年度末においての目標値ですけど 

も、24 年、25 年、26 年までの３年間でと考えるのか、３年間の入退所も入れて 26 

年度末でこの目標値ですか。教えてください。 

P５の３の就労移行支援事業の利用者数のところ、【国の指針】で「福祉施設の利 

用者」の福祉施設というのが何をさすのかいまひとつわかりません。次の【市の状

況】でも福祉施設の利用者 305 人とあるが、先程 A型と B型の利用者数は 240 人と 

おっしゃったが 305 人というのは、A型＋B 型に生活介護や生活訓練を入れて 305 人 

なのか、入所も入れてなのか少しわかりづらい。【市の目標】で新設施設の定員５人 

とあるが新しい施設の立ち上げを考えて５人なのか、市内にあるものの定員を増や 

すのか。新しい施設は６人からでないと出来ないという理解をしているので、何を 

示して５人というのかがわかりにくかったです。 

次に P６の４ですが、A型については短時間の契約の方については減算とか、就労 

移行についても実績がないところは報酬が減算されるということなので、平成 24 年 
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度以降、今までのように就労実績のないところは減算される。それが困るので、B型 

に変える。A型も減算があるので定員を変えるなどの動きもありうると思うので、３ 

年待たずに１年後ぐらいに見直す予定にしておいたほうが良いのでは。また見直し 

についても入れていただけたらと思います。 

 

（委員長） 

委員からいくつか大事な意見がありました。一番気になるのは就労への移行、地域 

への移行です。就職を継続されてるのかという事は大事ですので、次回にでも定着 

の状況のデータを出していただけたら。また、色んなデータが年度ごとなのか、ま 

とめて３年ごとなのかという点についてお答え下さい。それから新設施設定員５人 

で大丈夫なのかということ。就労継続支援 A 型の経営者の方は大変なんですよね。 

どんどん出られる方は出ていかれて、就労を紹介できない時は減算されていく状況。 

自立支援協議会で年２回進行管理しますのでどこでどういう風に見直していくかと 

いうことも質問が出たのでお答え下さい。 

 

（事務局） 

数値目標は 26 年度末までにこの数値にしていくということで設定しています。 

最終 26 年度にこの数値という意味です。施設の定員については法律では 6人以上で 

なければいけないというのは確認不足でした。新設、と考えていたので定員は修正 

します。ご指摘された A型事業所ですが、これをまとめた時点では国の動向がよく 

わからなかったのと、現在も県から説明を受けていないのでそういったことや相談 

支援につきましても具体的に計画に記載しておりません。したがいまして、P２にあ 

りますように、国の法律の動向によっては、計画期間中であっても計画の見直しを 

行います。年度の途中でも修正して委員の皆様にも諮っていただくつもりです。 

次に福祉施設の定義ですが国の定義によりますと次の施設が福祉施設になります。 

・身体障がい者施設の更生施設、療護施設、授産施設(入所、通所)、福祉工場 

小規模通所授産施設 

・知的障がい者施設の更生施設(入所、通所)、授産施設(入所、通所)、福祉工場、小

規模通所授産施設 

・精神障がい者施設の生活訓練施設、授産施設(入所、通所)、福祉工場、小規模通所

授産施設 

新体系として生活介護、自立訓練、機能訓練、自立訓練の生活訓練、就労移行、就労

継続支援 A 型、B型の施設を福祉施設ということで設定しています。 

 

（委員） 

それで 305 人ですか。 

 

（事務局） 

そうなります。 
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（委員） 

先日、障がい福祉サービスの利用者は 700 人とおっしゃっていましたが、居宅とかも

含めて、そのうち先程おっしゃった日中活動支援と入所の利用が 22 年度末では 305 人

ということですか。 

 

（事務局） 

そうです。就労の移行については現在、伊賀圏域で県の指定を受けた伊賀市の社協さ

んと名張育成会ハオさんの実績を掲載しました。就労定着の関係では一旦離職されて

また就労された人の把握はどうするかにつきましては、検討して次回記載させていた

だきます。 

 

（委員） 

就労定着の話が出たが、一番大事なことだと思っています。せっかく施設から就労し 

ても定着せずに離職して行くのが多いと聞きます。実態を調査するという話だがその 

理由が大事。私が思うには就労した本人の責任ではなくて、受け入れた側の責任だと 

思う。なぜそうなったか、企業のどこに問題があったのか追跡して、捉えなくては定

着出来ない。 

 

（委員長） 

個人より社会全体に責任がある。本人と社会との間に問題が生まれるということをお 

互いに真剣に考える。 

 

（部長） 

先ほどの委員の就労定着についてのご意見、充分認識しています。責任と言うか原因

を探るのが大事だと思います。事業主に理解があっても現場で働く人に全く理解がな

ければだめですし、職場環境、人間関係で全く変わる。嫌な人、苦手な人が一人でも

いるともう絶対に行きたくない等、ほとんどが人間関係が大きな原因であろうかと思

います。そこでもう一回就労できる力のある人もいるが、一種のトラウマになってし

まったら家も出られない方もいます。定着部分は事業主、本人、従業員、家族といっ

たサポートできる人作りの体制を作っていくのが一番大事なのです。ジョブサポータ

ー、ジョブコーチの制度を活用して、不足している部分を誰が役割を担っていくのか

支えあう仕組みづくりが必要。そういう方向で考えています。 

 

（委員長） 

企業側においてはどうなっていますか。 

 

（委員） 

自分のところでは、まず離職しないように、離職する前から相談を受けるようにして

います。去年相談があったケースでは、うつ状態になって「どうにかしてくれ」とい

う相談だったが「休業するのはいいが辞めないでくださいね、離職するとサポートの
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幅が狭まりますから」と指導しまして、現在その方は休業されて専門の機関でリワー

クプログラムを職場復帰に向けて 1年間受けています。 

 

（副委員長） 

そういう事を中心にするのは、就労生活支援センターというところでした。 

今までは県単でそういう仕事をしてきましたが、今回圏域で一つということで、育成 

園のハオが窓口となっておりますので、その辺もご紹介いただいたらと思います。 

 

（委員） 

伊賀、名張の就労生活支援について 24 年度からは一本にしなさいという流れになり、

伊賀市については、今まで伊賀市社協さんがされていたのがハオにうつる。伊賀市の

カバーが手薄になるという課題があるので４月 1 日からサテライトと言う形で育成会

に社協さんが事務所を構えてフォロー、サポートということになっている。 

 

（事務局） 

この後ご説明しようと思っておりましたが、自立支援協議会就労部会で、２月 10 日に

事業所見学会を行いました。奥西委員様の事業所へ、障がい者雇用を行っている事業

所、また企業訪問で回った時に、取り組んでみようと考えていただいていた事業所に

ご参加いただいて、説明会、見学会、ハオさんの取組みについて説明をいただきまし

た。就労を続けていくには、サポートが必要。複数で雇用していただけたら休み時間

に話が出来て長続きするのではという意見や、雇用側、支援側の工夫等について意見

交換会を開きたいと言うような声もいただいています。皆様にご協力いただいて来年

度からも、もっと積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

 

（部長） 

行政が積極的に障がいのある方が集団で仕事が出来るよう企業にお願いする。行政自

らが行動し示すこと。 

それから、行政の業務の中で何が出来るのか。現在実施している実習事業においては

実習生は一人だが今後は委託事業として取り組みたいと考えている。その時はご意見

をいただきたい。 

 

（委員長） 

伊賀、名張の就労生活支援ですが、２ヵ所が 1ヵ所になって大丈夫ですか。 

 

（部長） 

その経緯は、私が担当しておりましたのでよく知っています。当初は圏域で一つと 

いう方針でした。しかし伊賀市には伊賀市の特性があるので、県、社協、育成園 

と２度ほど会議を設けてどちらも積極的に手を上げて下さったので、伊賀圏域に限 

っては２ヵ所ということで県の担当者から OK をもらいました。しかし担当者が変わ 

ってどうしても一ヵ所でと言うので残念に思っているのですが。就労については育 
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成園、地域移行は社協さんに担っていただくということになっています。 

 

（委員長） 

育成園さんに頑張ってもらって、よろしくお願いします。 

次は資料の第３章、第４章の説明をお願いします。 

 

（事務局） 

第３章、第４章の説明。 

 

（副委員長） 

説明ありがとうございました。質問があればお願いします。 

 

（委員） 

質問と言うよりはお願いになるかと思うのですが、平成 24 年度から変わる部分もあ 

るので年度途中でも見直しをしてほしい。障がい福祉サービスの利用について伊賀 

市はかなり抑制的な計画を立てているようなイメージを持っています。まず、障が 

い福祉課の中でサービス計画に関しての内規がある。例えば介護保険の対象の方 

には、基本的に介護保険を優先してください。先日は就労継続を使っている方で 65 

歳以上になったら介護認定を受けてください。そして要介護が出たら就労継続が使 

えないという内規がある。国にはこういう規定が全くないので、基本的にはご本人 

さんの希望と状態を勘案して継続できるはずなんですが。 

それと月の途中でのサービスの変更は認められない。全く認めないということは 

なく親が入院となった時など緊急時は認めてもらえる時もあるが、例えば月始めに

ご家族が旅行に行くなどの時に、土日預かってほしいといった時に、旅行は緊急で

はないということで認めてもらえない。 

結局は短期入所や日中一時支援については私達が報酬を請求せずにご利用いただく 

というケースがこの一年間でかなり増えている。もう一つは事業所と関わった利用 

者さんについては親御さんやご本人さんではなく、私たち事業所が直接、福祉課の 

方や相談支援センターの方とお話が出来ますが、在宅の方や児童の方は例えば、1 

月に学校が冬休みになるので日中一時支援を使いたいと(言う)。ところが親御さん 

の申請が遅かったので使えないと(言われる)。後からでも受給者証は、発行できま 

せんかとお願いしてもそれは出来ないとのこと。そういう児童の方も、報酬請求せ 

ずに、お断りすることも出来ないのでご利用いただいています。そんなこともあっ 

て、本人の希望と状況やニーズに合わせたサービス計画を作ってもらえない。本人 

本意に考えて数値目標を立て、内規もご検討いただきたいです。特にサービスを使 

ったことがない親御さんが「市役所に言ってダメと言われました」という相談が事 

業所に来るようでは困ったことだなと思う。 

  もう一つ、24 年度から相談事業が大きく変わります。事業所として特定の相談支 

 援事業の委託を受けるべきだと思っていますが年度の途中でも結構ですので、目標 

の人数だけではなくて、何ヵ所の特定相談支援事業者がほしいのか、一般の相談支 
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援事業者がほしいのか。また児童の部分と居宅とショートについてはどれくらいの 

相談支援事業者を伊賀市の中で設置すべきか、設置目標を来年度盛り込んでいただ 

けたらありがたいです。お願いします。 

 

（副委員長） 

若干、抑制的に計画が作られているんじゃないか。個別な話もかなりありましたが、 

今の点につきまして、事務局お願いします。 

 

（事務局） 

まず 65 歳を超えた方の利用について、伊賀市は 65 歳になった方は一度介護認定を受 

けてくださいということになっています。それは介護に移行してもらうためというよ 

りは、介護認定が出ない方は介護保険が使えないことが明らかですので、出ないと言 

うことが障がい福祉サービスを使う大きな理由になるので受けていただいているのが 

現状です。 

月の途中のサービスについては、基本的には申請の翌月の１日からというのが受給

者証の発行の規定になっていますので、それを基準にご説明させていただいています。

緊急の場合等は個々の状況に応じてご相談に応じているつもりでございます。先程の

児童の 12 月中にということや短期入所については、そういったことを基準にお話させ

ていただいています。新規の方はまず、調査員の面談や聞き取りを行わないと受給者

証が発行出来ませんので、その時間を見越してとなると、来ていただいてすぐに発行

というのはなかなか難しいところがあるという事をご理解下さい。 

24 年以降相談支援が大幅に変わりますが、今まで申請に来ていただいたら、調査員

が調査をして審査会を経て受給者証を発行させていただいてましたが、今後は申請い

ただいたら、特定事業者が計画を立てて受給者証の発行という制度に変わります。今

月（２月）、20 日に国の課長会議がありまして、それを受けて 27 日に市町の担当者を

対象にした県の説明会があります。そこで詳しいことがわかる予定ですので、今回の

計画に反映させる事ができませんでした。委員がおっしゃったように、内容がはっき

りしてきたら、年度途中でも計画の見直しを行います。特定事業者も現段階で市内の

どの法人様が取ってくださるか見込めないので、具体的な数値をあげていません。市

内で何ケ所かはあると思うのですが 4 月 1 日からすぐに特定事業所として機能するか

というと不透明な部分もあるかと思います。しばらくは市の障がい者相談支援センタ

ーが行っていかなければならないと思っています。このことについても 27 日の県の説

明会を受けて、名張市と合同で伊賀圏域内の障がい福祉サービス事業所対象の説明会

を、3月 1 日に県の障がい福祉室の方にもお越しいただいて行う予定です。 

児童の相談支援の見込みについては児童の施設を使っていただく相談支援事業所と

大人の自立支援法と同じ居宅、移動、日中一時支援を使う場合があります。ただ大人

と子どものサービスを合わせて使う場合でも計画を立てる事業所は１ヵ所で立てない

といけないと聞いています。大体見込んだ計画を立てていますが、制度が変わること

もあり正確な見込みは出来ていない部分もあるかと思います。今後の動静を見ながら

修正をかけていきたいと考えています。 
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（委員） 

受給者証の発行や、いつからサービスが使えるかなどについて、私たち事業所と繋が 

っている方、関わっている方には「早く手続きを」と促すことが出来るのですが、問 

題は今まで、障がい福祉サービスを使ってない人が使おうと思った時にタイムリーに 

使えないこと。計画の中に「情報の提供及び情報の保障」という文言が入っているの 

で、情報のない方にどうやって提供するかと言うことと、情報がなかった人にはそれ 

を勘案してサービス提供の支給を、最初についてはしてあげるというような丁寧な相 

談支援をしてほしいと思います。 

 

（委員長） 

この問題は難しい。みなし受給されている場合もあります。もし、緊急の場合は先に

やらざるを得ない。そのほうが大きな事故にならなくて済む。検討してください。 

 

（事務局） 

サービスの使い方が全くわからない方には啓発を行って、もっと広く知っていただく

ように力を入れて行きます。 

 

（副委員長） 

手帳発行時や民生委員経由で情報を伝えるなどの方法も考えられますね。みなし受給

は介護保険は可能になっています。是非検討下さい。 

 

（事務局） 

それについても勉強して検討したいと考えます。 

 

（委員） 

計画の P13 の「地域移行支援、地域定着支援」というのは、主に精神科病院の入院患

者の地域移行ということでよろしいですか。この目標値の 5人というのは、毎月５人、

年間 60 人ということなのか、それとも５人の方を 1年間に渡って支援していくという

ことなのか。もう一つ地域定着支援は、そもそも精神科病院に入院されている患者さ

んの社会的入院の解消が大きな目標でしたので、伊賀市民で県内外の病院で入院され

ている精神の患者さんが何人いて、その方々は社会的入院であって、その方々が「病

院から出たい」と言っている数字なのか。それとも今までの事業の実績から判断して

出されたのか。多分後者だと思うのですが。自立支援協議会の主旨は各部会、協議会

から地元の住民の方の声を数値に反映させるということだと思うのですが。その点で

もご意見伺いたいです。 

もう一点 P12 の共同生活援助（GH）・共同生活介護（CH）の目標値で、平成 24 年度

から 25 年度にかけて 10 人、25 年度から 26 年度にかけて 5人の増員がそれぞれ見込ま

れています。P13 の目標値ではそれぞれ 5人ずつとなっています。この数字の整合性は

どう出されているのか教えてください。 
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（事務局） 

地域移行について５人と言う数は一ケ月で５人、一年で 60 人ではなくて、年間で５ 

人の方を地域移行するには一年ぐらいかかるであろうという見込みで記載させてい 

ただきました。その５人の方に毎月支援していくということです。地域定着も同じ 

考えで移行された方が５人でその方を、一年間通して毎月支援していくと言う考え 

です。目標値の立て方につきましては、ご指摘の通り、今までの実績で設定してお 

ります。実情を申しますと伊賀の方で市外の病院に何人入院されているか実数とし 

ては把握できておりません。そういったものを基にした数字ではございません。サ 

ービス利用の移行調査についても同じで、今回の計画では実績を基に見込んでいま 

す。 

P12,P13 の整合性についてですが、P12 のグループホーム、ケアホームの実人数は 

あくまでも今後市内に整備されるであろう施設の見込みで記載させていただいてい

ます。地域移行される方が入られる想定ではありません。例えば、今親御さんと住

まれている方が、親御さんが高齢になり、一緒に住むのが大変となった時にグルー

プホーム、ケアホームに移行する方もいるという設定で、地域移行の数とイコール

ではありません。 

 

（副委員長） 

ありがとうございました。グループホームについては建物などの基準が厳しくて新 

たに作っていくというのは難しいと聞いています。増えていくというのは甘い見込 

みかも知れませんが、そのあたりも抽出しながらみていきたいですね。 

 

（委員） 

この場で協議することではないかもしれないですが、障がいのある方で軽微な犯罪 

を犯した方あるいは、殺人、放火などの重大な犯罪を犯した方の施設への受け入れ 

についてですが、例えば軽微な犯罪を犯した方は保護観察所、主に岡崎刑務所から 

地域定着支援センターを通して依頼がある。医療観察の方なら榊原病院に 16～17 床 

のベッドがあって保護観察所のほうから依頼がある。多くはないですが全国で 1,300 

人の対象者がいて全国に 700 床の精神科病院の措置病棟があります。毎年 200～300 

人と増えていく傾向にあって、伊賀市も決して無縁な話ではないと思うのですが。 

こういう方を受け入れていくには二重差別、偏見、地域住民の抵抗があります。医 

療と連携を進めていくためにこういう場で議論していかなければと思います。 

 

（副委員長） 

犯罪を犯した障がいのある人には、各県にサポートセンターがあってその辺りとの 

連携も必要になろうかと思います。 

 

（事務局） 

相談支援センターでも犯罪を犯して、出所された後の生活支援等の具体的な相談を 

受けています。障がいがある方の地元への受け入れも大変な部分があることに加え 
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て犯罪者という二重の差別を受けることに、市としてどういう形で地域の皆様にご 

理解いただくか検討していきたいと考えています。 

 

（副委員長） 

知的障がい者は犯罪を犯すことで刑務所という守られた建物の中でちゃんとした生 

活が出来て食事も与えられることにより、再犯という形もあるとも聞きます。正し 

い理解が大切です。 

 

事項３ 定例会議及び各専門部会からの報告 

【資料 No.5】 

 

（事務局） 

各部会の報告。 

 

（委員長） 

部会の活動報告でした。各委員、何かご質問ありますか。 

 

（事務局） 

委員の皆様、長時間のご協議ありがとうございました。委員の皆様におかれましては、

本年度で２年の任期が終了します。任期中は伊賀市障がい者福祉施策推進にご尽力い

ただきましてありがとうございました。新年度の委員は各機関に改めて推薦のお願い

をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

（午後４時 45 分終了） 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


