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平成 24 年度第１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８月３日（金） 

                         午後２時～４時 30 分 

                      場所 伊賀市役所第１委員会室 

 

出席委員：坂本元之・森藤歌代子・前田厚・奥西利江・森本充契・平井俊圭・ 

小倉由守・中森あつ子・滝井昇・萩原忠之・平井保彦・堀川一成・ 

柘植満博・福澤信江 

欠席委員：藤島恒久・東山昇・森徹雄・恒岡昌弘・北野誠一 

事務局 ：増田基生部長 

障がい福祉課（中林千春・藤岸登・中出光美・森口浩司・山本慶子・ 

藤田成充） 

障害者相談支援センター（山田友子・金ケ江有生） 

 

（部長）挨拶 

（障がい福祉課長）挨拶 

 

（事務局） 

この会議は、伊賀市情報公開条例第 35 条に基づき会議の公開を行います。また、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作成のため録音をさせていただ

くことをご了承ください。 

  

・ 各委員、事務局自己紹介 

 

（事務局） 

・本日欠席委員の紹介。 

・ 配布資料の確認。 

 

会長及び副会長の選出 

（事務局） 

会長及び副会長の選出につきましては、伊賀市障がい者地域自立支援協議会条例（以

下「条例」。）第５条にて「・・・それぞれ委員の互選によってこれを定める。」となっ

ておりますが、どのようにお取り計らいしましょうか。 

 

（委員） 

事務局一任。 

 

（事務局） 

事務局一任というご意見をいただきました。 
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事務局としましては、前回に引き続き会長は北野様、副会長は平井様にお願いしたい

と存じます。よろしいでしょうか。 

 

・ 満場一致で賛成の拍手 

 

（事務局） 

ありがとうございました。なお、北野様は本日ご欠席ですが、会長にご就任いただく

内諾はいただいています。それでは、会長が欠席ですので副会長の平井様、お願いし

ます。ここからの進行は、条例第６条に基づき会長にお願いするところですが、ご欠

席ですので、副会長の平井様にお願いします。 

 

（副会長） 

急に会長がご欠席ということで、私が司会を務めさせていただきます。 

なお、地域自立支援協議会は、「みんなでしくみを考えていく」ということから、是非

活発なご意見をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  

事項 1 第２次伊賀市障がい者福祉計画の平成 24 年度計画について 

【資料 NO.１～２、平成 24 年度計画シート、参考資料】 

 

（事務局） 

資料 NO.１「第２次伊賀市障がい者福祉計画の推進方法について」と NO.２「平成 24

年度障がい者福祉計画推進スケジュール」について説明。 

皆様にご意見をいただいて、計画の推進方法や進捗状況についての評価をいただくと

いう形で進めていきます。資料 NO.１をご覧ください。現場で実際に支援に携わってい

る方々や関係機関で構成している４つの専門部会で、本市の現状やニーズについて把

握し、専門部会からの意見は定例会議で集約し、その中から地域自立支援協議会でご

検討いただく内容について議論をしていただきます。 

 また、障がい者福祉計画の推進について協議する場として、「障がい者福祉計画庁内

推進委員会」を設置し、行政の進捗状況を管理していく場と位置づけています。 

それぞれ連携を取りながら進めてまいります。また、参考資料「平成 24 年度伊賀市障

害者地域自立支援協議会組織図」もご欄ください。 

 続きまして、資料 NO.2 をご欄ください。スケジュールですが、第１回の地域自立支

援協議会で、今年度の検討課題の協議や 24 年度の事業計画についてご協議いただき、

年度末には、計画の進捗状況の評価等をいただきたい。 

「第２次伊賀市障がい者福祉計画 平成24年度計画シート」の目標Ⅰについて説明。 

 

（副会長） 

何かお気付きの点やご質問はありませんか。 

 

（委員） 
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３頁・Ⅰ・２・（４）・②（計画 21 頁）「医療費の自己負担軽減のための制度の充実」

のところです。事業予定の欄に「福祉医療費受給者拡大・・・」と書いてあり、達成

率 50％となっているが、この 50％というのは、医療費制度があるのを知らないため、

受給していない人がいるのでこの制度について周知し、50％の受給を目標にするとい

うのか、元々受給率が低いのを 50％に上げるというのか、意味が良く分からない。 

 

（事務局） 

保険年金課の担当者が不在のため、後日皆様にお知らせさせていただきます。 

 

（副会長） 

他にありませんか。 

無ければ私の方から１点質問します。 

２頁・Ⅰ・２・（１）・②（計画 19 頁）「地域生活への移行に向けた支援」について。

この計画でも平成 26 年度までの目標値が６人となっているが、なかなか地域移行が進

みづらい。その要因について、今後分析をしていく必要があるのではないかと思うが、

そのあたりはどうか。 

 

（事務局） 

地域移行については、今年の４月から対象が精神だけでなく、知的や身体をあわせた 

３障がいになりました。これに伴い従来の県からの委託事業ではなくなり個別給付の 

障がい福祉サービス事業として行われることになりました。市内では社会福祉協議会 

さんに地域移行をしていただく相談事業所ということで対応をしていただいています。 

実際、どれだけの方が地域に帰って生活したいと思っているかというのは把握出来て 

いません。 

今後は、障害程度区分認定のための調査の際に、本人の意向を確認させていただき、 

地域へ帰りたいというような話があれば、その方について、社会福祉協議会さんに訪 

問していただいて地域へ移行出来るような体制を取っていきたいと考えています。 

また、本人の希望だけではなく、地域の受け入れ体制が必要です。今まで、地域移 

行は精神の方のみでしたので、専門部会の精神保健部会で検討していましたが、３障

がいが対象になるということで、地域移行について検討する場を設けたいと考えてい

ます。地域移行の指定を取っていただいている、社会福祉協議会さんや障がい者相談

支援センターと協議しながら検討していきます。 

 

（副会長） 

把握した時点でご本人の思いを確認しながら、要因を分析していくということですね。 

他にありますか。 

 

（委員） 

１頁・Ⅰ・１・（２）・②（計画 16 頁）「ケアマネジメントの充実」。計画相談支援とい

うのは、予算なしでする事業で、相談専門員の人件費については、法人が全額持ち出
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しでしているという状況です。先日の法人の理事会で、相談専門員はキャリアのある

職員でないといけないという話をした時に、「かなりの人件費の持ち出しになるがどう

するのか。」という質問があった。社会福祉法人としてこの相談計画事業に携わること

は、社会的な責任を果たす事と説明し合意をいただいた。そのような事情があるので、

そうやってしてもよかったと思えるような計画相談支援事業のしくみを、是非連携し

て作りたいと思っている。 

 それから、２日ほど前に、つばさ学園の先生方が研修に来られた時に、相談する窓

口がたくさんあって、どこにいったらいいのか分からないという話があった。今まで

は相談支援センターに行ったらいいという事が安心になっていた。きちんとした相談

のしくみを作り、周知する必要があるのかなあと思う。目標を達成するためにも、相

談事業をするところが集まって、相談をしながらしくみを作っていくというようなし

くみがほしいかなあと思う。 

 

（副会長） 

非常に大事なポイントをご指摘していただいていると思いますが、現時点での事務局

の提案はありますか。 

 

（事務局） 

相談支援窓口については、各支所にふくし相談支援センターがあり、その他にも市や

各事業所さんにもあります。今までは福祉サービスをご利用いただく方については事

業所で、事業所にいる間の利用計画を立てていただいていましたが、この４月から自

立支援法が変わり、その方自身をマネジメントする計画、介護保険のケアプランのよ

うなものを障がいも作っていかなければならない、というように制度が変わりました。

その計画を立てていただく事業所さん（指定特定相談支援事業所という）は、４月か

らは社会福祉協議会さん、８月からはふっくりあさん、９月からは、もう 1 つ立ち上

げていただけるということです。 

 このように、窓口や制度について、一般の方には分かりにくい部分があると思うの

で新しく作っていただいた指定特定相談支援事業所と市と障がい者相談支援センター

とで、今後の相談支援をどうしていくのかを協議する場を作りたいと考えています。

この後の各部会からの報告でお話をさせていただく予定でしたが、専門部会の相談部

会を、指定特定相談支援事業所と相談支援センターと市との勉強、協議の場として開

催していきたいと考えています。 

４月から新たに始まった計画相談について、一度振り返る事が必要という事で関係

事業所が集まって研修会の開催を計画しています。関係事業所さん、名張市の育成会

さんや県の障がい福祉課の職員さんと情報交換をし、今後うまくやっていくためのし

くみについて考えていきたいと思っています。 

 

（副会長） 

相談窓口がたくさん出来ることで混乱をまねく。しかし、相談を受ける側が横にお互

いに繋がっておいて、どこに相談をしていただいても確実な相談が受けられるという
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体制づくりが求められていると思う。その意味で今おっしゃっていただいたようなし

くみを是非進めていただけたらと思う。なお、参考資料の相談部会のところで、「当面

の間休止」となっていますが、それが先ほどの事務局の説明という事ですね。 

 それから、お困りになっている方を早く見つけるという事が相談支援に関しては非

常に大事。見つける事が出来る人達というのがまさにここにお集まりの皆さんだと思

う。「学校現場で見つけていただく」「お医者さんが見つける」「民生委員さんが見つけ

る」そのようにして見つかった、困っていらっしゃる方の情報をきちんと相談窓口に

繋ぐという意味からは、何らかの形でその見つけていただく役割の方々と繋げるよう

なしかけも、一方では非常に大事だと思います。ですから、相談を受ける側のネット

ワークだけではなく、見つける側の方々とどう繋ぐかということも少し視野にいれて

いただけたらと思う。 

 

（事務局） 

今後、地域の見つけていただく側の方々と連携していくということは、地域見守りと

の関係もありますので、重要なことと考えています。民生委員さん、各教育現場の方々

や各事業所さんとも連携していけるように検討していきます。 

 

（副会長） 

いろいろな団体の方々が、早期発見されると思うのでよろしくお願いします。他、い

かがでしょうか。 

次に移ります。 

 

（事務局） 

「第２次伊賀市障がい者福祉計画 平成 24 年度計画シート」の目標Ⅱについて説明。 

  

（副会長） 

これもかなり多様な分野です。就労関係では、精神障がい者の雇用義務がその対象に

入りました。民間企業の法定雇用率も、平成 25 年４月１日から２％になります。 

 

（委員） 

就労・雇用の問題です。法定雇用率が上がり、障がい者を雇用しなければならない事

業主の範囲が、従業員 56 人から 50 人以上になります。 

私は障がい者が自立した生活を地域で送るための最終目標は、自分にあった仕事につ

き、一定の給料を得て生活する。足りる、足りないかは別にして。そういう生活が出

来た時に充実した生活。よかったと言えるのではないか。それが本当の社会参加では

ないのかなあと思っている。そういう事からも就労保障が最終目標ではないかと思う。 

９頁・Ⅱ・４・（２）・③（計画 30 頁）「行政機関での障がい者雇用の推進」で 24 年度

目標値１人。これは市全体で１人という意味ですか。法定雇用率を上げるという話の

中で、少なすぎるのではないか。 

それから、８頁・Ⅱ・４・（２）・①（計画 30 頁）「企業等への啓発」で、目標値には
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研修会の開催回数だけ書かれているが、私は雇用率を目標値にしてもらいたい。 

 

（副会長） 

いずれも非常に大事な視点です。雇用に関しては、ハローワークさんが見えているの

で後ほどコメントをいただけたらと思います。事務局には、現在の雇用率、今後の見

通しも含めて説明願います。 

 

（事務局） 

９頁・Ⅱ・４・（２）・③（計画 30 頁）「行政機関での障がい者雇用の推進」ですが、

人数１人というのは、障がい福祉課で毎年行っています障がいをお持ちの方で福祉事

業所へお通いいただいている方を対象に実習生を募集し、市役所の中のお仕事をお手

伝いしていただくという事業です。職場体験していただく。また、市の職員が障がい

のある方と一緒に仕事をするという経験をし、勉強させていただくことを目的に行っ

ている事業です。その下の欄に、人事課が目標を上げております。市の職員の雇用率

を目標値にしています。それから、今年の８月１日号の市広報等でお知らせしました

が、来年度の職員募集でも障がい者枠の募集を行いました。 

８頁・Ⅱ・４・（２）・①（計画 30 頁）「企業への啓発」について、ここで、伊賀市全

体の雇用率というのを目標に掲げるというのは難しいため、まずは企業の方に理解し

ていただく。参加していただいて、障がい者雇用に繋げていただくきっかけになった

かどうかという点について、はかれるようなアンケート等を実施して、それを目標に

変えていきたいと考えています。 

 また、ご指摘のように来年度から精神障がいのある方も雇用の対象となってきます

ので、研修会については３障がいを対象に検討していきます。 

 

（委員） 

まず民間企業の管内の実雇用率ですが、平成 23 年６月１日現在で、１．６６％。伊賀

市と名張市の２市を合わせてです。三重県が、１．５１％で全国第 46 位と非常に残念

な結果になっている。三重県の平均よりも伊賀管内の方が高い。全国平均は１．６５％

です。 

それから、行政機関の雇用率は、平成 23 年６月１日現在では県下の市町の中でワー

スト５に入るという状況でしたが、今年の４月１日現在で２．１％をクリアしました。

平成 25 年４月１日から、民間企業の雇用率は、１．８％から２．０％になり、雇用義

務が発生する企業の規模が、先ほどからお話にあるように、56 人から 50 人に引き下げ

られます。 

また、国や地方公共団体については、２．３パーセント、都道府県等の教育委員会

は２．２％になりました。 

 

（委員） 

雇用率の問題ですが、私の法人の施設からも何人か就職をさせていただいていますが

就職をさせていただいても、雇用率は本社の所在地で計算されますので、本社が県外
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の場合は、三重県の雇用率に反映されない。だから、一概に雇用が少ないともいえな

い、そういう例は結構あるのではないかと思います。そのような実態を一度調べてみ

たいと思っています。障がい手帳をお持ちの方で、どれくらいの方が一般雇用をされ

ているのかという伊賀流の雇用率のようなものを。 

 それから、平成 27 年度から、雇用率が未達成の企業が罰則金を払う制度があります

ね。 

 

（委員） 

雇用納付金 

 

（委員） 

今、雇用納付金制度で従業員 200 人以上の企業で未達成の場合は納付金を払っておら

れると思うが、平成 26、27 年度からそれが従業員 100 人以上の企業に変わる。これら

のことから、追い風に乗るような就労支援のしくみも必要かなあと思う。 

 

（副会長） 

企業の多くはどういうふうに雇えばいいのかよく分からない。雇った場合にどう対応

したらいいのか分からないという事が背景になって、雇っていないのではないかと思

います。そういう意味で成功例が伊賀市内にかなりあるので、いかにそういう成功例

を普及していくかというのが雇用率アップに大きく繋がるように思います。 

 

（委員） 

管外に本社があって、管内の企業に雇用されていても、本社機能が県外にある場合は

三重県の雇用率に反映されないというデメリットがあります。 

例えば三重データクラフトという特例子会社がありますが、こちらも本社は神奈川県

で、三重県で唯一の特例子会社で採用されている障がい者が、三重県の雇用率には反

映をされていないということです。全国的に見ると、山口県が実雇用率が全国１位と

いうことで、山口県の担当者に聞いたら、「ユニクロ」の本社があって、全国の店舗で

雇用している障がい者の数が反映されているという事です。これらの事からも分かる

ように、国の雇用状況報告が全てではないという事です。 

 また、従業員 55 人以下の中小零細企業の中にも大変面倒見のいい事業者の方がいら

っしゃる。ただそれについては先ほどの話のように雇用状況に全く反映をされない 

 それから、「障がい者の雇用納付金制度」ですが、これは「障がい者を雇用する事業

所の負担」と「雇用していない事業所の経済的負担」とがあります。現行「200 人を超

える事業主」がこの納付金の納付義務を受けているが、平成 27 年４月から、これが「100

人」に変わります。大企業だと障がい者を雇うより、納付金を選ぶということもある。

大企業だと、納付金というのが大きな財政的な負担になっていないという現状があり、

中小企業には非常に大きく響くのではないかと思う。 

 

（副会長） 
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未達成の大企業の名簿の公表もされているはずですね。 

 

（委員） 

三重県には企業名を公表された企業はありません。この公表についても、いきなり公 

表というのではなく、再三ハローワークの指導を経て公表するということになってい 

ます。 

 

（事務局） 

「第２次伊賀市障がい者福祉計画 平成 24 年度計画シート」の目標Ⅲについて説明。 

 

（副会長） 

この分野に関して、ご質問やご意見はいかがですか。 

無ければ私の方から。ここに出していただいた計画は全て「行政が何々します」とい 

うような表現になっています。当然行政の方にやっていただかなければならない事は 

たくさんあります。しかし、我々事業者や市民、障がいをお持ちの方ご自身も含めて、 

できることややることというのがあると思います。おそらくこれは行政の評価指標と 

して出されたので「行政は○○します」という風になっていると思いますが、もう少 

し市民や事業者や関係団体がどういう役割を果たすのかという視点も入れていったら 

どうでしょうか。またそれをどう評価していくのかというのも今後の課題なのかなあ 

と思います。 

 全体を通してのご意見等はございませんか。 

 

（委員） 

６頁・Ⅰ・１・（３）・①（計画 24 頁）高齢になった障がいのある人への支援で、65

歳になった時に障がい福祉サービスを使うのか介護保険のサービスを使うのかという

問題について、市として整理ができていないのかなあという印象があります。個別ケ

ースの中で 65 歳になった時にどちらのサービスを選ぶのかは基本的には、ご本人さん

の希望と状態によって、個人を尊重してという基本線はもっていると思いますが。 

また、後で就労部会の報告であるかもしれませんが、「65 歳になったら就労継続 B

型の福祉サービスを使うのはどうか。」というような議論がされているというのを聞き

ました。こういう議論がされている事が理解出来ない。確かに、就労継続 A 型事業の

雇用型については 65 歳までという風に国の制度で決まっているが、B型については 65

歳を超えても利用できるという制度。今度伊賀市としての見解を明確にしていただき

たいと思います。 

もうひとつは、９頁・Ⅱ・４・（３）・②（計画 31 頁）就労事業への支援の中で、「就

労継続支援事業所の作業確保」という課題があがっています。今年の６月に昔「ハー

ト購入法」と呼ばれていた官公需の優先発注の制度が法律の名前が変わって成立しま

した。この制度は国も優先発注について計画を作り、県も、市も作って下さいという

事だと思う。是非、伊賀市としてこの官公需の優先発注の条例を作るという事を前向

きに考えていただきたい。 
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（副会長） 

この事については、すぐ答えをということではないけれど是非お願いしたい。 

 

（事務局） 

まず 65 歳以上の方については、その方の状態やご自身の意向を聞かせていただいて障

がい福祉サービスをご利用いただきます。ただ、就労継続支援 B 型については年齢制

限がなく、ご利用していただいている方はお元気な方が多いと聞いています。よって、

介護保険に適用されない。しかし、就労継続というのは、一般就労を目指した訓練的

な意味合いもありますので、このサービスを 80 歳、90 歳になってもご利用いただくの

かというのは難しい問題です。専門部会でも、障がいのある高齢の方で、介護保険の

老人施設を使うのが難しい方々に対する新たなサービスが必要ではないか。しかし、

それは市単独ではなかなか出来ない部分であるので、国や県の制度で何かしていただ

けたらという話が出ており、そういう問題についても、地域自立支援協議会で協議い

ただけたらと思います。 

 それから、「ハート購入法」につきましては、契約管理の担当部署とも協議してまい

ります。 

 

（副会長） 

青山の社会福祉協議会で行っている、デイサービスはあとはうすは、元々障がいをお

持ちの方のデイサービスとしてスタートして、現在は介護保険の指定施設なんです。

障がいをお持ちの方を中心にご利用いただいて、お年寄りも利用されている。こうい

う施設があります。 

 

(委員) 

何頁のどこというわけではないが、精神病棟の病床数を減らして一般病床へという事

が進んでいます。ケアホームやグループホームを作っていただけるという事は、精神

疾患をもっている者にとってはとてもありがたいことです。 

しかし、先日、新しいケアホーム等を作ろうとした時に、地域の人に、この場所へ作

らないでほしいと言われた。という話を聞きました。時には、大きな声で騒ぐことも

あるかもしれませんが、薬を飲んでいる者にとってはそういう話を聞くと大変悲しい

思いをしますので、研修等をして理解を深めていただきたい。また、何かあれば言っ

ていただいて、直していけるよう指導していただけるとありがたい。住みよい町と言

っているのに、残念に思います。 

 

（副会長） 

今のご指摘については、11 頁・Ⅲ・１・（１）（計画 34 頁）障がいについての理解と福

祉教育の実践、あるいは、11 頁・Ⅲ・１・（２）（計画 35 頁）障がいのある人を支援す

る地域福祉活動の推進かなと思うのですが。実際、グループホームやケアホームを造

ろうとするとなかなか難しい事が時々あります。誤解に基づくものがかなりあり、正
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しく理解されていないという事が一番大きいのかなと思う。 

 

(委員) 

今までこういう傾向できているので、「いい薬が出来たから絶対大丈夫」と医者が言っ

たとしても不安がある。自分自身、精神障がい者と一対一で話をする時の自分という

のが本当に平常心か。と言われたら、そうじゃないこともあるような気がする。自分

の家の隣にこのような施設は建てないでほしいというような話が今もまだあるという

事は分かってほしい。 

 

（副会長） 

実は、高齢者のデイサービスや特別養護老人ホーム等も含めて、今から 40 年程前は、

迷惑施設とか、いろんな言われ方をしてこの地域には建てないでほしいというような

反対運動が全国各地でありました。それに近いものが、今、障がいの分野においてあ

るのではないかと思います。これは、それぞれの分野で重く受け止めさせていただき

たいと思います。 

  

事項２ 定例会議及び各専門部会からの報告 

【資料 NO.３～４】 

 

（事務局） 

平成 23 年度の伊賀市の地域自立支援協議会等の開催状況について説明。 

地域自立支援協議会 ２回、 

定例会議 ４回、 

各専門部会 精神保健部会 12 回、 

就労部会７回、事業所部会５回 

療育部会９回 

相談部会６回 

なお、相談部会は一時休止していましたが、今年の４月から計画相談という形で新

しい制度が始まったため、その計画相談をしていただく事業所さんと市と相談支援セ

ンターで勉強会という形で再開したいと考えています。 

 

資料３、４の説明 

 

（副会長） 

地域自立支援協議会で検討すべき案件としていくつかあげていただいているが、今日

だけでこの全てを検討することは出来ません。皆さんが今お聞きいただいた中で、こ

の点についてはこう思う。というような形でお出しいただけたらと思いますがいかが

でしょうか。 

 

(委員) 
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精神の１級の方の場合、通院の方はほとんどいません。しかしその方たちは窓口で１

割負担。自分の子どもの場合ですと毎月５～６千円支払います。精神以外のその他の

病気でかかったお金については少し置いておいて、精神の病院にかかった場合につい

て、助成してほしいなあというのが私たちの願いです。 

 

（事務局） 

今おっしゃっていただいた、医療費助成につきましては、精神の方は自立支援医療の

精神通院医療というもので、１割をご負担いただいて残りは助成させていただくとい

う制度です。もう 1 つ、福祉医療費という助成制度がまた別にあります。これにつき

ましては、身体の１～３級の方、療育Ａ１、Ａ２の方、精神は１級をお持ちの方で通

院医療費のみです。精神の方については、一般就労が難しいので所得もそんなに高く

ありません。その状態で精神以外の医療費負担をするのも大変なので、そういう部分

も助成してほしいという意見が部会で出ました。ただ、委員さんが言われるような、

例え１割負担でも、その１割が高く負担になっているというご意見については、今後

検討してきたいと思います。 

 

(副委員長) 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

今の件で、県が制度化しないと市単独では財政的に難しいという説明を部長から何度

も聞いているが、県の方の動きはどうか。24 年度で実現できそうか。 

 

（事務局） 

県の方もまだ協議中で、何年度に実現するという返事はもらっていません。市として

も、保険年金課と障がい福祉課とが連携して、何度でも県へお願いしていきたいと考

えています。 

 

（部長） 

方向としてはいい方向に進んでいる。県の会議の中で、常にこの話を出している。保

健福祉事務所長会議の中でも常に出している。要望も出している。知事は、福祉医療

費の対象年齢を上げました。まずそれを先にする。そしてその後、この医療費につい

て検討を重ねていくと言ってみえるので今その段階です。少しずつ前に進んでいる。 

 

（副会長） 

障がい者団体も圏域や三重県全体で、３障がい一緒に働きかけを行った方がいいかも

しれませんのでまたご検討ください。 

 

（部長） 

療育センターの話です。実際、障がい児の方々の支援について、伊賀市では確立出来
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ていません。名張市まで通っていただくというのも大変なことで、いろいろな方々か

ら伊賀で何とかできないかという声を聞かせていただいている。都会へ行けば立派な

医療から入院、入所が出来る療育センターがある。この計画の３年間で、どのような

ニーズがあるのか検討する。今言われているのは、ショートステイ。障がいのある方々

の緊急時の対応。それからその療育の部分のデイサービス。かしのみ園さんにしてい

ただいている部分もあるが、療育部会でそれらのあり方自体を検討する。そして、こ

の３年間の間に見通しがつくようにと思っている。随所に報告をさせていただいて、

皆さんから意見をいただきたい。 

 

（副委員長） 

伊賀市に必要な機能は何か。それに絞りながら、療育センターを構想していきたいと

いう事ですね。他よろしいですか。 

 

（委員） 

資料 NO.３の２頁に就労（相談支援）部会の「自立支援協議会への提出案件」の一つ目、

「通勤のための交通アクセスの確保」について。実際、障害があるという事で、定期

バスしか使えない人がほとんどで、そのため就労の機会を逃してしまう人が大変多い。

企業さんが皆さんで一緒になって、巡回バスのようなものを作っていただき、それを

行政が応援していく。企業連絡会と一緒になってそういうものが出来ないかなあと思

っている。それから、通勤に移動支援は使えないが、地域性を考えていただいて、市

として特別に必要なステーションまでの移動支援のようなものを福祉サービスでして

いただけないか。例えば、企業さんが送迎バスを出していただいたとしても、家まで、

迎えに行っていただけるということではないと思うので、それぞれの支所や駅までは

個別の対応が出来るような福祉サービスを考えていただいて、この交通アクセスの確

保について、検討していただきたい。 

 ２つ目は、65 歳以上の方の問題ですが、私個人としては 65 歳を超えても就労したい

人は就労したい訳で、この話が 65 歳になったら作業をしなくていいのか、というよう

な方向になると困るので、気をつけて検討してほしい。それから、65 歳を超えたから

といって、65 歳を超えた人達ばかりが活動するようなところを作るというのもおかし

い。若い子達と一緒にいる中で、自分が面倒を見てあげなければという気持ちで生き

がいを持ちながら仕事が出来る。だから、個々の対応、施設としての工夫というのを

前提に検討していただきたい。 

 それから、かしのみ園さんに出来た、日中一時支援事業のベルデさん。この事業は

中高生の方も利用されているのでしょうか。 

 

（事務局） 

ベルデさんは、小学生だけです。 

 

（委員） 

うちの事業所は、中高生にご利用いただいている。つばさ学園高等部の子で通学バス
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を降りた所に迎えにいき、お母さんが迎えにこられる６時まで毎日預かっている。夏

休みは朝の８時から夕方の６時まで。これは、事業としてはとても大変で、毎日４時

に通学バスの降車場所へ迎えに行って、６時まで預かって１日千円。事業として成り

立たない。事業所間の調整や連携がうまくできればいいなあと思うので部会で検討い

ただけたらと思う。 

 

（副委員長） 

たくさんのご意見をいただいた。共同の送迎バスについて可能かどうかというあたり

はどうでしょうか。 

 

（委員） 

関係の方々に話してみます。（ハローワーク） 

 

（委員） 

是非、そういう企業さんが話し合うような場所に実際、私達が行かせていただいて現

状をお話できたら嬉しいなあと思います。また、上手く助成金を使いたいと思うので

ハローワークさんのご協力をいただきたい。 

 

（副委員長） 

それからつばさ学園さん、スクールバスのことについてはいかがでしょうか。 

 

（委員） 

今本校には130人の子ども達がいて、８割５分から９割がスクールバスを使っている。 

また、就労の部分では、高等部の子が作業所さんにお邪魔したり、３年生は現場実習

にも出掛けている。障がいの重い、軽いに応じて子ども達のできること、できないこ

とを教員が判断しながら。また、県の職域開発支援員やジョブサポートの支援を受け、

連携をとりながら進めていこうと思っている。 

 

（委員） 

スクールバスが私達のような放課後に子どもさんをお預かりしているところをルート

にしていただくことができればいいですね。 

 

（委員） 

実は、５年ほど前までつばさ学園さんのスクールバスで育成園まで送っていただいて

いた経緯があるが、つばさ学園さんの方が、バスの路線を変えて乗り込みをするのが

非常に大変だということがあって、こちらからつばさ学園さんまで迎えに行って、連

れて帰ってくるという方式に変更しました。送っていただいていた時は非常にありが

たかった。 

 

（委員） 
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スクールバスのコースや停留所も毎年変更している。まずは、子どもたちの安全と確

実な通学方法という事を一番に考えている。 

 

（副委員長） 

伊賀市の場合、交通インフラが非常に弱いのでそれぞれが持っている交通手段を少し

ずつお互い融通しあいながら、障がいをお持ちの方が必要な所にいけるようにするか

というのが大きな課題かなと思う。今日だけでは答えがでませんので、またアイディ

ア等をこの場でお出しいただけたらと思う。 

 

事項３ 伊賀市障がい者虐待防止体制の構築について 

【資料 NO.５】 

 

（事務局） 

資料 NO.５「伊賀市障がい者虐待防止体制について」説明。 

・ 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が成立し、平

成 24 年 10 月１日施行。 

それに伴い、伊賀市の障がい者虐待防止の体制について検討しました。すでに、地

域包括支援センターで高齢者の虐待についての対応を行っており、障がいの方につ

いては高齢の方と重なる部分もたくさんあるので、高齢者の体制を参考にさせてい

ただきました。虐待の検討委員会や地域でのケア会議等、共同で出来る所は連携し

ていこうと地域包括支援センターと話を進めています。 

今後、障がい者の虐待を市民の方が発見されたら、通報の義務が市民の方に出てき

ますが、その通報先は、障がい福祉課へと考えています。通報後の流れについては、

図を参照ください。 

 

（副委員長） 

虐待防止法が施行され、他の防止法と同じように市民には通報義務があり、虐待を発

見する可能性のある方がかなりいらっしゃると思うがこのあたりはどうでしょうか。 

 

（委員） 

私の患者さんでは、難病の父を持つ娘さんが精神の患者さんで、介護の負担により父

に虐待をしたんです。警察を呼んだのですが、警察は病状によるものだという判断で、

医療保護入院になった。あともう１例は、精神の障がいをお持ちの方が、息子さんか

ら虐待を受けているのではないかという相談を受けて往診を始めた。結局、一生懸命

やっている介護が逆にやり過ぎという状態になってしまった。この方の場合は、お母

さんの病状が良くなるにしたがって息子さんの対応も良くなった。このように、虐待

をしている訳ではないが、まわりが虐待ではないかと勘違いをしてしまうという例が

ある。 

 

（副委員長） 
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確かに虐待かどうかの見極めは非常に難しいと思う。虐待かどうかの判断は専門職が

行うというしくみになっているので、気になる場合は是非通報していただきたい。通

報を躊躇しない方が命を救うという事に繋がるのではないかと思う。係りのあるとい

うところで、民生委員さんいかがでしょうか。 

 

（委員） 

民生委員は、障がいのある方だけでなく、あらゆる場合に虐待のケースに遭遇するこ

とがあると思う。だから、老若男女を問わず常にそういうアンテナを張り巡らして日々

行動している。 

 

（副委員長） 

民生委員さんの中で、高齢者虐待も含めて勉強会をされたりしているので、是非障が

いの分野についてもよろしくお願いします。それから、自治協さんも自治会の中でそ

ういうことも可能性としてあるのかなあと思いますがいかがですか。 

 

（委員） 

私の住んでいるところでも、お婆ちゃんがぼけて徘徊する。だから、お婆ちゃんの息

子の奥さんがきつく叱る。周りの者が奥さんに「そんなに言わんといたれ」と言うが、

奥さんはそう言われるのも腹が立つし、事故等も心配している。 

 今日初めて、いろいろな障がいがある事を知った。区長会があるのでそこで報告さ

せていただく。 

 

（副委員長） 

知っていく、きちんと分かっていただくという事が、非常に大事だと思う。虐待に関

しては、虐待を受けていらっしゃる方も、虐待をしている方もどちらも支援が必要な

状態になっている場合が多い。 

 この法律では、「擁護者」に施設も含めている。その意味で施設内での、例えば入居

している方の施設内で虐待が行われると、逃げ場が無いという事もあって、このあた

りも大事な点かと思われるが、どうでしょうか。 

 

（委員） 

資料 NO.５を見ると、包括としくみが同じですね。伊賀市内でも老人施設が結構たくさ

んあり、このような場合に対応が出来るのですが、警察、施設、病院の連携体制の構

築というのが課題になってくるのかなあと思う。老人ホームについてもなかなかその

あたりの枠を超えた連携が難しい。どういうふうにしていくのかなと思う。 

 

（副委員長） 

関係機関がしっかり連携しながら虐待が実際にあった時に、上手くスムーズに両方の

支援をしていくという事のご指摘をいただきました。 
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（委員） 

先ほど言われたように、虐待を受けている方をどこで保護するのかというのが、一番

大きな問題で、障がいの方については、すぐ対応していただける所は、名張育成園さ

んしかないのではないかと思う。私の施設でも短期入所のスペースを持っているが、

人数が限られていて、毎日一杯で受けられないというような状況です。例えば、この

虐待を受けている方を保護するという目的で、市内に短期入所の専属施設のようなも

のを造ってはどうかと思う。10 年ほど前にスウェーデンに行った時に、そのような施

設があって、受け皿として必要だなあと思った。 

 また、最近洗心福祉会さんが建てられた施設は、高齢者の短期入所や認知症の方の

グループホームを持っていらっしゃるので、そこを障がいのある方達も使えるような

運用をしていただけるよう伊賀市としてお願いしていただけないか。 

 

（委員） 

老人施設においても障がいの指定を受けていれば受け入れは可能です。私の法人も事

業の落ち着き加減を見てから、その指定を受けようかという話が設立当初から出てい

た。ただ、ショートとしての使い方となると、老人の中に子どもを入れたり、逆に子

どもが走り回るところに老人が歩いているという状況がありなかなか難しい。また、

いつでも入れるようなベッドを 1 つ確保しておくというのも難しい状況です。市さん

にご協力いただければもう少し前向きに考えていけるのかなと思っている。 

 

（委員） 

とても前向きなお話をきかせていただいた。その空きベッドを確保していただく予算

立てのようなものを伊賀市さんでしていただければ事業所さんも対応していただける

のかなあと思う。このあたりをバックアップしていただければ、ひとつ安心出来るハ

ードが出来るかなあと思うので、市の方で前向きに考えていただきたい。 

 

（副委員長） 

高齢者、障がい者、児童、ＤＶ等それぞれの分野ごとでシェルターを１ケ所ずつ確保

するというのは大変かもしれませんが、いろいろな人達が共用出来るようなシェルタ

ーであれば可能かもしれない。それから、各施設は常に満床に近い状態だが、空きが

出来る場合がある。こういう場合の空きを上手く活用できるよう、あらかじめ頼んで

おくというようなやり方もある。いろいろな方法が考えられるので前向きに検討いた

だきたい。 

 それでは、全体を通してご意見をいただければと思います。 

 

（委員） 

私の周りに障がいを持った方がいて、今回、かしのみ園さんがされていることを知り、

このような情報を知らない方に教えていく事が出来ればいいなあと思った。また、こ

のような話を聞かせていただける委員の中に入れていただいてありがたいです。 
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（副委員長） 

ありがとうございました。他に何かございますか。 

 

（委員） 

第２次伊賀市障がい者福祉計画平成 24 年度計画シートの４頁の 24 年度事業予定に、

「メンタルパートナーの養成」が書かれているが、これは障がい分野を指して言って

いるのか。 

 

（事務局） 

このメンタルパートナーは、障がいと特化している訳ではなく、広く全てという意味。 

 

（副委員長） 

先ほどのご質問は、障がいの精神の方、うつの方等も含めて、広く自殺防止をしなけ

ればならないという意味合いでご指摘いただいたと思います。 

 本日、部会から出されている地域自立支援協議会で検討しなさいという案件につい

て、全て検討することが出来ませんでした。現在、年に２回という予定ですが、これ

では全てを検討できないのではと非常に危惧しています。是非、また機会を据えてき

ちんと検討する場を設ける必要があるのではないかと思います。皆さんがよろしけれ

ば是非そうしていただけたらと思います。 

各委員、何かご質問ありますか。 

 

事項４ その他 

なし 

 

 

（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。たくさんのご意見をいただき、

今後ともいろいろな課題を解決するために前向きに取り組んでまいりますのでどうぞ

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


