
第１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６月２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、 

水谷敬一、稲垣裕久、藤岡敏明、福井長年、森嶋久伸、東昭宏、山﨑祐子、 

森内佐武郎、原 耕治、田中敦子 

欠席者：奥西利江 

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、小西隆之、田畑朱美、金ヶ江有生） 

 

（事務局） 

 ただいまから第１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。 

 伊賀市では、平成２０年度から４年間を計画期間として「伊賀市障がい者福祉計画」を策定し、

障がいのある人が住みなれたまちで、安心して暮らしていけるための支援に取り組んで参りまし

た。今年度でその計画期間が終了となりますので、来年度からの新たな「伊賀市障がい者福祉計

画」を策定するため、皆様にご協議いただきたいと思いますのでよろしくおねがいします。会議

に先立ちまして、健康福祉部長の増田がご挨拶させていただきます。 

 

（増田健康福祉部長） 挨拶 

 

（事務局） 

次に辞令の交付ですが、本来ならば市長から手渡させて頂くのが筋ではございますが、６月議

会の開会と重なりまして本日は欠席とさせていただいております。かわりまして、健康福祉部長

の増田から交付させていただきます。お名前をお呼びさせて頂きますので、その場で御起立願い

ます。 

 

※辞令の交付  

 

（事務局） 

皆様には、今年１年よろしくお願いいたします。 

会議を始める前に、皆様にお願いがございます。この策定委員会は、伊賀市情報公開条例第３

５条に基づき、会議の公開を行いますことと、審議会等会議の公開に関する要綱第６条に基づく

議事概要、会議記録の作成のため、録音をさせていただきますのでご了承賜りたいと存じます。 



まずは、第１回目の委員会ですので各委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

※委員 自己紹介 

 

（事務局） 

ありがとうございました。次に事務局より配布資料の確認をさせていただきます。 

 

※配布資料の確認等 

 

（事務局） 

それでは、事項書に基づきまして、委員長と副委員長の選任をお願いしたいと思います。どの

ようにお取り計らい致しましょうか。 

 

（委員） 事務局に一任します。 

 

（事務局） 

事務局に一任のお声を頂きましたので、委員長は北野 誠一様、副委員長は坂本元之様にお願

いをしたいと思います。 

 

（委員） 異議なし 

 

（事務局） 

それでは、委員長は北野様、副委員長は坂本様にお願いします。では、ここからの進行は、委

員長の北野様にお願いしたいと思います。北野様、よろしくお願いします。 

 

【協議開始】 議長：北野委員長  

（議長） 

本日１３時からの自立支援協議会でかなり活発にご意見を頂いて、そのご意見を今からの、第

１回伊賀市障がい者福祉計画策定員会にどのように反映させていけば良いかご検討いただきたい

と思います。３月１１日の東日本大震災のような災害に備えて、今までのような支援計画で良い

のか、災害に対するしっかりとした防災対策が必要になってきますし、あるいは、就労支援にし

ても、数値目標を明確にしていくなどが必要です。また精神障がいの支援の充実が図れるように

という意見をいただいておりますので、どのようにしてその意見を反映させていけばいいか検討

していきたいと思っています。 

まずは、伊賀市障がい者福祉計画策定スケジュールについて事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

まずは、策定の方針、期間についてご説明いたします。資料Ｎｏ，２をご覧下さい。 



 平成２０年度に第１期「伊賀市障がい者福祉計画」を４年間の予定で策定いたしましたが、こ

れが２３年度に終了いたします。それに伴って２４年度からの新計画をご協議いただいて、策定

していただきたいと考えています。前回の「伊賀市障がい者福祉計画」をベースに、先ほどの自

立支援協議会での課題や意見を盛り込みながら、また、委員の皆様の意見も取り入れながら策定

していきたいと考えています。また、策定については国の方針、県のみえ障がい者福祉プランも

盛り込みながら進めていきたいと思います。また、伊賀市の障がい者福祉計画の位置づけとして

は、まず平成１８年度～２７年度の期間で策定された総合計画があります。その下部計画として、

伊賀市地域福祉計画が、平成２３度～２７年度の５年間の計画として策定されました。これは、

地域福祉ということで、障がい者のみならず、高齢者やこどもも含めた福祉全般の計画となって

います。そしてその下部計画として伊賀市障がい者福祉計画が位置づけられていますので、この

２つの計画に沿って調整を図りながら計画策定をすすめて行きたいと考えています。 

また、資料Ｎｏ．１の６番（伊賀市の障がい者を取り巻く現状課題）ですが、伊賀市の自立支

援協議会の中には、相談・就労・精神保健・療育の４つの各専門部会を設けてあり、昨年度その

部会の中で課題の抽出をいたしました。 

相談については、・ピアカウンセリングの推進方法、障がい者に対する虐待、災害時の避難場所

の確保などの課題として挙げられました。 

次に就労についてですが、福祉と労働関係機関の意見交換会の必要性、就労移行支援のための

サポートリストの利用促進、特別支援学校卒業生の就労系事業所利用者増への対応などが課題で

す。 

次に精神保健についてですが、休日や夜間に対応できる支援体制の確保、精神障がいについて

の市民への啓発などが課題です。 

つづいて療育についてですが、発達に関する保護者等の理解の推進、サポートファイルの普及啓

発、進学就職など途切れのない支援確立、放課後や長期休業中の活動の場の確保が課題としてあ

がっています。 

 続いて、資料№３のアンケート調査ですが、２０３０名のかたにアンケートをお送りし、障が

いのある方のご意見をいただいたものを調査結果としてまとめてあります。今後アンケートで出

た課題の対処法を盛り込んだ施策を策定していきたいと考えています。 

 

（議長）障がい者福祉計画と障がい福祉計画、２つ一度に見直さなければならない。また、国の

動向が見えないまま策定しはじめなければなりません。今までのご説明いただいたことについて、

なにかご意見等はありますか。 

                                          

（野田委員） 

障害者自立支援法は介護から来ている部分が多い。 たるものがケアマネージャーの世界です。

自立支援法の中ではケアマネージャーの地位が位置付けされてきたように感じられます。例えば

在宅で障がい児を抱えたお母さんが、突発的なことで外出する時、子どもを抱えて右往左往する

という現実がある。こういう時何らかの支援方法があればと思います。老人介護の方では、要支

援、要介護の話になりますが、障がいに置き換えるとそういう話になってくるのですから。月別



に個人個人にある程度のケアやヘルパーをする、という方向性のようなものが整理できていけば

と思います。 

 

（議長） 

障がい福祉にはそのしくみがなく、市町村ごとの裁量になっています。そのため事業が成立す

るか見通しが立て難い。しかしながら大事な事業については強いニーズがあるため受けてもらえ

るように展開していかなければいけない。ただ事業所も長期休暇の時のみでは事業として成立し

ないという現実がある。その点、全体としてどういう条件、しくみであればお互いが成立してい

けるのか考えていかないといけない。 

 

（水谷委員） 

医療・介護は今できるだけ在宅でという方向にむかっています。医療費抑制のために入院させ

ないようになっているのですが、この制度は財政抑制のための制度なのか。 

 

（議長） 

自立支援法の前の支援費制度で２００３年～２００５年の３年間に、かなり支出がのび財政を

圧迫した。特に日中活動やこどもさんなど在宅支援の支出が伸びた。国が必ず１／２の国庫負担

をするにはニーズを明確にしなければ財政取組できない。そのため、はっきり障害程度区分を設

けて上限を設定したということです。 

 

（水谷委員） 

自立する人を増やすといえば聞こえはいいが、結局はサービスしないで勝手にしなさいという

ことではないのですか。 

 

（議長） 

確かに、そういう側面もないとはいえない。利用者負担１割という介護保険のスタート時の問

題、利用できないかたもいるということが発生している。介護保険の持っている良い面は入って

こずに、問題点が浮き彫りになった感があります。 

 

（水谷委員） これにかかる費用は国が半分負担してくれるのですか。 

 

（議長）半分負担があります。 

 

（水谷委員） 

あとの１／４は県が負担し、残りの１／４は伊賀市が出すのですか。この１／４を伊賀市は出

来るだけ減らしたいのか増やしたいのかどちらですか。本人負担を全部出すというところが市町

村によってはあるのですよね。 

（事務局） 



当初は本人負担が１割、残りのうちの１／２が県、１／２が市負担でしたが、１割負担が難し

い方もみえますので、所得に応じて負担の上限を決めてありました。昨年１２月の法改正により、

全ての方が所得制限によって所得割がかかってない方は自己負担が０となっています。障がいの

ある方でもある程度の所得のある方もみえますので、その方たちは従来どおり１割負担とさせて

いただいております。それ以外の方は負担なしとなっております。 

伊賀市がサービス費について、どのように考えているかについては非常に難しいのですが、市

の財政としては非常に苦しいところではあるんですが、障がいのある方が地域で自立した生活を

送るためには、ある程度の支援の形、家事援助やヘルパーさんに入ってもらうであるとか、精神

障がいの方が帰れる場所としてケアホームやグループホームの整備をして、サービスの充実をは

かりたいと考えておりますが、事業としての成立はなかなか難しいところです。 

 

（議長） 

できるだけ、この委員会で絵描きをして計画を作り、需要と計画があるから予算をつけてとい

えるようにがんばってもらいたいです。 

 

（森内委員） 

事業評価シートですが、どういう基準で評価しているのか。たとえば資料Ｎｏ，５のⅠ－１の

「広報・ホームページ・行政情報番組を利用して 新の障がい者福祉の情報を提供した」など、

当たり前のことではないのか。出来ない状況のことがあるのか。他にも、「障がい者相談支援セン

ターに相談支援員４名を配置し、障がい者およびその家族の相談に対応した」などあるが、これ

らもその結果どうなったかということが示されていないため、評価が出来ないと思う。これらは

評価の範疇に入らないと私は思うのですが。 

 

（事務局） 

先ほどの自立支援協議会でもご指摘いただいたのですが、今回初めて評価シートを作成いたし

ました。実は、担当課から預かった課題、実績、効果と今後の取組について庁内検討委員会で検

討せずに今回皆様方にお配りしています。 

Ｎｏ，２の計画策定スケジュール（案）にありますように、７／７に第１回庁内検討委員会が

予定されております。６／２９のプロジェクト会議で現状の把握、課題の抽出を予定してしてお

りまして前後いたしましたために、この評価表は支援される当事者の立場に立って、どう変わっ

たのか効果が具体的に示されていない部分が多々あります。今日の意見踏まえて、市として具体

的に目標値を設定して、それにどの程度近づいたかということを評価するように変更していかな

いといけないと考えています。今後庁内推進委員会とプロジェクト会議でも、この評価シートを

用いて検討して行きたいと考えますがどうでしょうか。 

 

（議長） 

はじめられたばかりということもあって、これからとのこと。１つのテーマについて担当課が

４つあって、その４つの課がそれぞれ内部で評価されてますが、各課ごとに内容についてどうい



う目標値を立てておられるか、それに対してどれぐらい達成できているかということを明記して

もらわないと、読み取ることは難しいです。 

 

（事務局） 

これは、自己評価であって客観的評価を加えていかなければと考えています。 

 

（市川委員） 

私は成人の方２０名ほどが入所されている施設のものですが、今一番緊急で整えたいと思って

いることは、医療なんです。知的障がいを持っている方は、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。それで疾病が重くなってからある

いは原因不明で亡くなるということが多々あります。障害者福祉連盟から「不平等な命」という

本が２冊出版されていますが、障がい者のかたは事故にも遭いやすいし、症状を訴えられないと

いうハンディもある。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い。障がい者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ています。医療機関の協力、市民病院への理解と協力を深めるという

計画が立てられていない。今度の計画にはぜひそういうところを取り入れていただきたいと思い

ます。 

 

（議長） 

一般的な医療に障がい者の方がかかりにくいという大きな重要な問題ですが、今、西宮市のほ

うでは在宅の重度心身障がい者の方にどこまで充実した地域支援体制を築けるかということでや

られています。かなり習熟した医療者でなければ命はつなげられないということで、かなり綿密

な体制を敷いている。がしかし、かなり重くなった障がいには追いついていないのが現状です。

また、風邪などという一般的な医療にも受け付けてもらえない。これを何とかいい仕組みを展開

してほしいと思います。 

 

（稲垣委員） 

障がい者福祉計画の策定がすすむにあたって、数値目標の設定の根拠しりたい。資料４の２１

年、２２年、２３年度の目標と達成率は予算ありきで立てられているように感じます。現在の事

業者数にあわせるのと、ニーズに合わせて設定するのでは、計画が持つ意味がかなり変わってく

ると思います。 

 

（議長） 

それは、これから議論していくことでもあるのですが、アンケートから読み取れる障がいを持

つ方の希望とかニーズを踏まえる一方で、今現状としてどこまで達成されているのか、どこまで

達成出来ていないのか、またなぜ達成出来ていないのかということの分析が必要になってくる。

また今後、国からしめされる目標値をいくつかの要因を踏まえながらプランニングするわけです

が、市としての考えがあるのならば少し説明いただけますか。 



 

（事務局） 

障がい者福祉計画目標の数値のことと思いますが、実は昨日、県で説明会があったが、昨日の

事なので今日の会議の資料に間に合わなくて、申し訳ありませんでした。数値目標の設定につい

ては、国や県の意見に基づいて伊賀市も設定したいと考えています。昨日の説明会で県の第３期

の障がい福祉計画も従来どおりの方向でということで県から説明を受けましたので、市もそれに

準じて進めていきたいと考えています。目標値の設定はサービス料の見込み料の検討も必要なの

で、調査をさせてもらい、事業所からも意見を聞いていきたいと思っております。県からも、見

込み量については、市町で決めていく時には自立支援協議会と協議していくようにとのことなの

で、協議会の各専門部会とはかりながら進めていきたいと思います。 

 

（吉池議員） 

差替資料Ｎｏ，２のパブリックコメントの実施ですが、策定委員会の中でパブリックコメント

は非常に重要だと考えていますが、前回は具体的に何件くらい取っていたのかということを知り

たいです。またパブリックコメントのし易さとして時期的に１２月下旬～１月半ばは厳しいので

はないかと思います。施設のほうも意識はあるものの、忙しさでなかなか対応できないのではな

いでしょうか。 

 

（事務局） 

パブリックコメントの実施件数につきましては、今日は資料がないので次回の委員会に報告さ

せていただきたいと思います。実施期間ですが、大変短い期間に、しかも正月などを挟みますの

でなかなかご意見をお寄せいただくのも限られているのですが、意見につきましては、１０月１

日の午後から直接市民の声を聞く機会を持ちたいと考えています。これは、障がいの分野に分け

て、限られた時間ではございますが意見をお伺いする時間を持ちたいと思っています。 

 

（議長） 

狭い範囲でパブリックコメントが実施されていることが往々にしてありますが、障がいのある

当事者だけでなく、地域住民を巻き込んだもっと広い範囲で声を聞く機会を設けたらと思います。 

 

（水谷委員） 

資 料 Ｎ ｏ ， ４ の 「 ４  福 祉 施 設 入 所 者 の 地 域 生 活 移 行 状 況 」 の 部 分 で 目 標 値 が す       

ごく多いですよね。 

 

（事務局） 

これは累計です。１９年度から２３年度までの累計が７９人を目標にしているということなの

ですが、ご覧いただいているように目標には全然達していません。 

 

（水谷委員） 



軽々しく数を増やすと医療の質が落ちる。出た人を面倒をみる準備が出来ていないのでは。数

を増やすことが目的で実態を掴んでいないと思います。 

 

（野田委員） 

この数字は、何か根拠があって７９という数字にした記憶があります。 

 さて、計画の順序ですが、議会へ報告した後、市長へ報告となっていますがこれは順序が少し

おかしくないですか。 

 

（事務局） 

３年の計画ですと議決はいらない計画になります。ですが、策定委員会に市長の方から策定に

ついて諮問をさせていただいて、第４回の委員会で答申をいただく形でよろしいですか。あくま

でも、この策定委員会で出た意見を市長が議会に報告するということですので、「市長へ策定報告」

の一文を削除してください。 

 

（坂本副委員長） 

先ほどから、皆さんの意見を聞かせてもらいました。資料のＮｏ，５を見ますと「努力します。」

とか「充実していきます。」「推進していきます。」などと努力目標ばかりなんです。具体目標をあ

げるべき、実践目標がほしいんです。 

 いくつかの課が議論して数値目標を設定して欲しい。関係する各課がこれを実現のためにどう

努力して、結果評価があってもいいと思う。どう努力したか、お互い理解、推敲しあってそのた

めには、各課が同じ課題に向き合って取り組んで良い案を出してほしいと思う。 

 

（事務局） 

資料Ｎｏ，４は障がい関係の数値にとどまっています。障がいのある人に対しての配慮がどの

程度増えたかということが具体的に盛り込まれていない資料になっておりますので、市の中で数

値目標としてとらえられるものはとらえていかなければと思っています。この計画の中で具体的

な数値をあげられるとおもうものがあればご指摘いただきたいと思います。 

 

（議長） 

障がいだけでなくまちづくり、交通、いろんな課にまたがっていろんな問題がある。各課の担

当も今度から出席いただいてご意見をいただけたら。 

 

（野田委員） 

提案です。就労、障がい者雇用についてですが、商工会議所を通じて障がい者雇用の促進をし

てもらってもありがたいですし、経験がないから障がい者雇用出来ないという事でなくそういう

ところも配慮していただきたいと思います。また、企業誘致の段階で障がい者雇用についても話

をしてもらえたら。 

 



（田中委員） 

つばさ学園に通う小３の子がいます。障がいのある子をもつ身としましては、こういう場でど

ういう話し合いが行われているのか知りたくて、今回公募したのですが、身近に接しているもの

としましたら、こういうことをして欲しいとかたくさんの希望があるのですが、実際にそれを反

映させてもらえるのか不安です。 

 

（議長） 

はい、そのためにこの委員会の仕組みを作ったのですが、また自立支援協議会の中でも療育部

会があるので、障がいを持ったお子さんのお母さん方がたくさんみえると思います。今ここで、

意見を言うのはなかなか難しいと思うので療育部会で意見を上げてもらえたらと思います。 

 

（事務局） 

個々の皆様からご意見をいただきたいですが、時間も迫ってまいりました。 

 市の事業は、計画に盛り込んだ事業しか進めることが出来ません。本日お配りした資料をじっ

くりご覧いただいて評価し忘れていることがあればメールやファックスで来週中をめどにお知ら

せください。 

 

（事務局） ありがとうざいました。 （17 時 10 分終了） 

     


