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平成 24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 25年３月 19日（火） 

                         午後３時～５時 15分 

                      場所 ゆめぽりすセンター大会議室 

 

出席委員：坂本元之・前田厚・奥西利江・東山昇・森本充契・森徹雄・平井俊圭・ 

小倉由守・中森あつ子・恒岡昌弘・萩原忠之・平井保彦・堀川一成・ 

北野誠一・福澤信江 

欠席委員：藤島恒久・森藤歌代子・滝井昇・柘植満博 

事務局 ：増田基生健康福祉部長 

障がい福祉課（藤岸登・中出光美・森口浩司・山本慶子・藤田成充） 

障がい者相談支援センター（田畑朱美・小西隆之） 

 

（部長）挨拶 

（障がい福祉課藤岸副参事）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。 

  

（事務局） 

・ 配布資料の確認。 

 

（事務局） 

ここからの進行は、条例第６条に基づき会長にお願いします。 

 

（会長） 

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自立支援協議会定例会議及び各専門部会での協議事項と課題について 

【資料 NO.１～２、参考資料】 

 

（事務局） 

資料 NO.１「平成 24 年度自立支援協議会定例会議各専門部会での協議事項及び課題」

について説明。 

定例会議について説明：開催回数は４回。各部会からの報告と地域自立支援協議会へ

の提出案件について協議しました。課題としましては、会議が部会からの報告会にな

ってしまい、その課題について解決するところまでいたっていない事。また、各部会
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に当事者さんに参加してもらうよう検討していかなければいけないのではないかとい

う意見が出ています。 

精神保健部会について説明：開催回数は 12 回。主に啓発事業を行いました。９月 26

日に、現在上野病院に入院されている患者さんの地域移行を促進するために、地域に

どのような社会資源があるのかを実際に見てもらえるような体験型見学会を行いまし

た。入院患者さん４人と病院の職員さん４人とピアサポーターさん２人にご参加いた

だき、伊賀市と名張市の障害福祉サービス事業所等を見学していただきました。 

相談部会について説明：開催回数７回。第１回の際には、相談部会が休止中と説明さ

せていただきましたが、現在は、昨年の４月から始まりました計画相談をたてていた

だく特定相談支援事業所さんの勉強会のような形で進めています。計画相談について、

障害福祉サービス事業所さんや当事者さんがご存知ない事が多く、どのように周知し

ていくのか。また、現在伊賀市には３事業所しかありませんが、３年間で７００人の

方をどのように移行していくのか、ということが課題になっています。このように事

業所が増えない原因のひとつに、報酬体系があると思います。計画を１回立てて、１

６，０００円。その後モニタリングをして１３，０００円では、人件費が捻出出来な

い。これについても、国や県に支援していただくようお願いしていきたいと考えてい

ます。 

就労部会（相談支援部会）について説明：開催回数６回。企業への啓発活動をどのよ

うに行っていくのかを協議しています。２月 26日に障がい者雇用に関する研修会を名

張市さんと一緒に伊賀圏域で開催し、60 人の方にご参加いただきました。そのうち企

業関係の方は 18人。それから、圏域の就労部会では企業訪問を行っています。この部

会では、就労のための交通手段の確保が困難であるという事が課題になっています。

上野商工会議所さんにご相談させていただきましたところ、企業さんに働きかけるに

は、どの地区で何人位の方が困っているのか、具体的な数字がないと難しい。また、

市としてそれに対してどのような支援をするのかを明確にしてほしいというお話でし

た。また、４月から障がい者の雇用率が引き上げになることもあり、一般就労で雇用

した方をＡ型事業所へ移行するというような動きがあるようですので、今後注意をし

ていかなければなりません。 

就労部会（事業所部会）について説明：開催回数６回。主に各事業所さんからどのよ

うな事を行っているのかの報告と課題についてお話いただき、それについて協議を行

っています。65 歳以上の高齢の方の利用についてどうしていくのか。また利用者を一

般就労に結び付けていくための関係機関の連携について。それから、各事業所の作業

の確保をどのようにしていくのか。と言う事が課題になっています。 

療育部会について説明：開催回数５回。伊賀市さぽーとファイルが今年の１月から運

用を開始し、つばさ学園さんや市内の特別支援学級のコーディネーターの先生、かし

のみ園、教育委員会、こども発達支援センターへ配布させていただきました。また、

明後日（３月 21日）に保護者の方との懇談会を開催し、今、困っていること等につい

てお話を聞かせていただきたいと考えています。それから、療育センターの設置を検

討していますので、伊賀市としてどのような機能を備えたものを作っていくのかを考

えていく中で、療育部会もその中に入って一緒に検討していきたいと考えています。 
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（会長） 

これまでの説明を聞いて、各委員でお気づきの点やよく分からなかったところ等があ

れば、よろしくお願いします。私から、名張市の療育センターについてどのようなも

のか教えていただけたらと思います。 

（委員）・・育成会。 

平成 24 年４月から設置しました。定員 10 人の児童発達支援です。25 年４月に場所を

移転して、児童発達支援を定員 20 人であらためて始めるという予定になっています。 

（副会長） 

２点ほどお聞きします。当事者を置き去りにした協議会になっていないか。精神の部

会には当事者の方が入っているようですが、それ以外の部会について参加していただ

く方法論・制度や呼びかけ等計画しているのでしょうか。それから、伊賀市全体が交

通問題について非常に困難を極めています。例えばスクールバスや行政バスや自家輸

送等いろいろな手段があってそれらを相乗りする形で複合して使えないかなあと常々

思っているのですが、そのような検討はされていないのでしょうか。 

（事務局） 

当事者さんの参加につきましては、精神保健部会は今も入っていただいていますので

継続して入っていただきたいと思っています。今後は各部会で何らかの形で当事者さ

んに入っていただけるよう検討していきます。また、事業所にお通いいただいていな

い方の声をどのようにして聞いていくのかという事も今後課題になってくるかなあと

考えています。それから、交通問題につきましては、具体的に各方面に働きかけはさ

せていただいていません。 

（部長） 

交通問題は、障がいのある方や高齢者だけの問題ではありません。伊賀市が交通の不

便地区であるという中で、能力はあってもなかなか仕事場までは行けないと言う事は

長年言われています。これまで訓練を繰り返してようやく通えるようになったという

ケースもございます。それも、仕事場の近くにバス停がある。乗り継ぎをせずに行け

るというような部分が課題とされていますので、この専門部会で果たして議論が出来

るのかどうか。伊賀市全体の問題です。企画課では平成 25年度に交通計画の見直しを

予定しています。しかし、福祉有償運送等も含めて障がいのある方についてもどこま

で検討していけるのか、結果を残せるかという事については可能性が低いかと思いま

す。しかし、きっちりと議論は積み重ねていかなければならないという認識を持って

います。皆様のお知恵をお借りしてその人に合った通勤方法を考えていく必要もある

と思っています。 

（委員） 

就労部会（事業所部会）の部会での検討課題で、65 歳以上の高齢者の就労継続支援事

業所の利用について検討をしていただいていると思いますが、前回部長さんからあく

までもご本人さんのご希望と状況・状態によって個別に判断するものであるとご回答

いただいています。何かあるとこの話が出てくるので、もう少し明確に何らかの形で

お出しいただきたいと思います。次に、検討課題の２点目にあります一般就労に結び

付けていくための関係機関との連携について、一度伊賀市内で実際に一般就労をされ
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ている方たちの実態調査を行っていただきたい。そして、関係機関はどのように動い

て、どのように連携したらいいのかを考えていくべきではないかなあと思っています。 

それから、就労部会（相談支援部会）の就労継続支援Ａ型事業の課題について、伊賀

市としてどうしていくのか。雇用率が上がるので、福祉サービスを使いながら雇用率

を上げていくというやり方は障がい者雇用のあり方ではないと思います。それから、

障害程度区分の聞き取りの方法について、特に障害程度区分が直接事業所の報酬に結

びつく生活介護の関係なのですが、利用者の方の困難な部分を職員が何とかカバーし

て未然に問題行動を防いでいます。聞き取りの段階で「出来る」「出来ない」だけで判

断せず、そこにどれだけ手が入っているのかというような聞き取りをしていただかな

いと、程度区分が全部軽くなってくるのです。うちの事業所で言うと、３人の方の程

度区分が一つ下がると、職員２人分の人件費が削減されることになり、そうなると生

活介護がやっていけなくなります。このようなことで平成 25年度は生活介護の予算が

立てられませんでした。市の方でもどれぐらい支援が入っているのかを聞き取った上

で判定をしていただきたいと思います。 

（委員）・・ハローワーク。 

ハローワーク伊賀管内でどの企業にどんな方が何人働いているかというデータがあり

ます。資料は本日持っていませんが 80社位です。 

（委員）伊賀市に本社がある所だけですよね。 

（委員）そうです。 

（委員）商工会議所さんにお願いをして各企業さんにアンケートをさせていただいた

ほうが実態に近くなるのではないかなあと思うのですが、いかがでしょうか。 

（委員）・・商工会議所。一応任意団体ですので、地元に本社のある会社が付き合いと

言う事でご加入いただいていますが、本社が他地域ですと強制的に加入ということに

なっていませんので、カバー率は 50％ぐらいです。残りについては会議所としては動

きようがないかなと思います。 

（会長） 

就労部会（事業所部会）でこのようなワーキング部会を立ち上げて、市、ハローワー

クさん、商工会議所さんとご協力いただいて調査をする等の議論をして実態を調査す

る等の検討をしていただいたらどうかなと思うのですがいかがでしょうか。 

（事務局） 

地域の自立支援協議会の他に、圏域の自立支援協議会というのがございます。この圏

域の部会で、ハローワークさんのデータを活用させていただいて、130社位の企業さん

に「障がいのある方を実際に雇用されているか、されていないか」というような内容

のアンケート調査をさせていただきました。その後、障がい者雇用をされた場合の助

成制度や社会福祉協議会支援事業や圏域のハオさんの就労から定着までの支援等につ

いての紹介を兼ねて企業訪問をさせていただきました。その際は、アンケートで訪問

してもよいとお答えいただいた企業、25 社(伊賀市が 13 社、名張市が 12 社)におじゃ

まさせていただきました。実は、３年前にもアンケート調査を実施したようですが、

その際は、その結果を活用出来なかったようですので、今年度実施しましたアンケー

ト結果に基づいて、障がい者雇用をしていただく上で課題になっている部分について
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聞き取りをしていきたいと考えていますので、圏域事業として進めていけるのではな

いかなと思っています。それから、障がいのある方が地域で自分らしく暮らしていた

だくためには、大きい企業で働くという事が全てではなく、小さな近所の商店等で従

業員としてまた、アルバイトとして雇用していただいて、自分らしく、自分の住み慣

れた場所の近くで働いていただくというのもひとつの方法ではないか、小さい事業所

さんや個人で経営されているようなお店等にもアプローチをかけていく必要があると

いうことで、圏域単位で動いていこうと思っています。 

（会長） 

今年度に、精神保健福祉法の改正案と雇用促進法の改正案が出ますよね。今後、障が

いのある方の雇用の関係で、企業さんが今、どのような面接をされているか、今後ど

のように雇用支援をしていけばよいのかという事についてのサポート体制を含めて、

就労部会がかなり大事な役割を担っていかなればならないと思います。調査が可能で

したら、名張市さんも含めてぜひ検討していただけたらと思います。 

（事務局） 

障害程度区分の件ですが、障害程度区分の調査につきましては、県の主催する研修を

修了した職員が調査しています。「できる」、「できない」の判断等をこの調査のガイド

ブックに沿って、ここまでできたら「できる」、ここまでができなかったら「できない」

というのを全てマニュアル化されたものにより判断させていただいています。その中

で、当然初めてお会いする方がいますので、必ず通所されている方については、聞き

取りが終わった後に、担当職員さんに、実際にどのような見守りが必要か等をお伺い

してまとめさせていただいています。その過程を経て、医師意見書等を踏まえて審査

会で判定していただくという流れになります。やはり、調査で初めてお会いしてその

１時間程度の時間の中で、しっかり本人さんの状況を訊くというのは至難の業ですの

で、担当職員の方には、特にこういうところで支援が必要だという部分につきまして

は、教えていただきたいと思いますので、そのあたりの情報をそれぞれ出しあいなが

ら、また、程度区分が事業所経営に直結する大事な部分という事ですので、責任を持

って進めていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

（会長） 

最近は、特記事項に記入していただいても反映の仕方が厳しくて、細かいですね。つ

まり、１時間の調査の中で、この事業所の支援のレベルが高いからこんなふうにやっ

ているのだろうなあ。というようなレベルまで判断するのは難しい。このあたりは、

委員や事務局が言われたように難しいところだなあと理解はしています。 

（委員） 

計画相談については、まだ最近始まったところで、伊賀市内は３つの事業所さんが計

画相談をやっていて、報酬の問題や今後の事、全国的な展開も含めていろいろ問題が

あるように訊いています。 

（会長） 

次の事項２が伊賀市の計画相談支援の進捗状況についてですので、事務局から先に説

明をいただいて、その後にしていただけたらと思います。 
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事項２ 伊賀市の計画相談支援の進捗状況について 

【資料 NO.３】 

（事務局） 

計画相談支援についてですが、昨年の４月から国は計画相談をスタートしました。計

画相談というのはどのようなものかと言う事につきましては、６～７頁をご覧くださ

い。今まで事業所にお通いいただいている方につきましては、その事業所内で受けて

いただくサービスについての計画を立てていたのですが、お一人で複数の事業所をご

利用いただいている方もいらっしゃいますので、その方の生活そのもののプラン、ど

のような支援が必要かと言う事を計画していくというのが計画相談になります。これ

を今後３年間で全ての障害福祉サービスを利用されている方に付けるという事です。

１頁には伊賀市の現在の受給者数を載せています。介護給付利用者が 434 人。訓練等

給付利用者が 147 人。障がい児併給者が 13 人。地域生活支援事業利用者が 49 人。障

がい児通所支援給付利用者が 50 人。このうち自立支援給付併給者以外の方は 37 人に

なります。この中で、地域生活支援事業利用者の 49人につきましては、計画は立てな

くてもいいのですが、その他の方を合計しますと 631 人になるのですがこの分を計画

相談支援へ移行していく事になります。伊賀市では、３事業所で対応していただいて

います。今年度は、新規に使い始める方優先でスタートしています。２頁にあります

ような計画を立てていますが実際は、かなり難しい状態です。県の相談支援の方々が

集まっていただく部会の中で、一人の相談支援員さんで何件くらいケースを持てるか

という話をしていた時に、35件ぐらいが限度ではないかという事でした。 

今は 600 人で考えていますが、年々新規の方も増えておりますので、伊賀市では平成

26年度までに 700人の方を計画するとして、一人の支援員が 35件しか持てないとする

と、約 20人の相談支援員さんが必要になります。今、他の法人さんにもお願いしてい

るのですが、先ほどもお話がありましたように、報酬体系が一人分の人件費を出すよ

うな体系になっていません。しかし、市単独補助も出せませんし、これ以上増やして

いくのもなかなか難しい状態になっています。 

（会長） 

最も悩ましいテーマがこの伊賀の計画相談支援の進捗状況ではないかと思います。私

は西宮市の委員長もしています。西宮も 2,000 人、サービス利用者がいらっしゃって

まだ 20人もやってないと思います。変動が全く無い方で今のままで継続出来るという

方の場合はセルフプランとして出していくという形にせざるをえないのではないかな

あと考えています。 

（委員） 

セルフプランを進める事がいいとは思わないですけれど、やむを得ないですね。 

（委員） 

このような中で、伊賀市は果たしてどうしていくのか。事業所が増える見込みは？ 

（事務局） 

特定相談支援事業所につきましては、いくつかの法人さんにお願いをしていまして、

ご検討していただいているようですが、いつからというようなご返事はいただいてい

ません。 
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（会長） 

単価設定の問題や資格要件の問題等がありますね。大阪や兵庫では実はものすごい数

の障がい者相談支援員さんがいるんですけれど、稼働している方はほんの一部で、実

際には１つの事業所さんに１人か 2人という形でかなり厳しい状態です。 

（委員） 

福祉部長さんにお尋ねしたいのですが、私は国や県に頼ったりせずに伊賀市独自でこ

の形で行きますというふうな形を打ち出したらいいのではないかと思うのです。伊賀

市のいいところなんですが、固い。とっても固い。もう少し柔軟に誰を中心において

考えるかという点で考えてほしいなあと思います。障がい者相談支援センターを独自

でやってきて、サービス等利用計画を持っていると思いますので、それをセルフケア

プランとしてまずは活用し、必要ならば情報提供していただき、特定相談がそれを活

用してやっていくというような形をとってもいいのではないかと思います。ある一定

の基準は必要ですが、いかがでしょうか。 

（部長） 

私は冒頭のあいさつの中で申し上げましたが、伊賀市の資源を十分把握し、伊賀市に

あったものを、考えていくというふうに考えています。国や県に準じてというのもそ

れはそれでいいと思います。独自でするということは当然財源も独自という部分も出

てくるだろうと思います。今は新しい市長になりましたのでそういう部分は十分理解

できるだろうと思います。私達も勉強して提案してどんなふうにしたら出来るのかと

いう事を一緒に考えていただきたいと思います。だから、決して新たなものをやらな

いという事ではないので、先ほどご提案いただいた件につきましても、十分に議論が

必要であると思います。 

（事務局） 

現場の担当者として補足をさせていただきたい。この制度がスタートして、社会福祉

協議会さんが真っ先に手を上げていただいて、どういう風にプランを立てていこうと

相談していたのですが、ただ単に書類を作って出してという形でやってはだめだとい

うことで、時間はかかるけれど１件ずつ丁寧にやっていこうということで進めてきま

した。国・県は、３年間で 100％にしなさいと数字ばかりを言われますが、この事業の

趣旨を考えると内容が大事だということで、伊賀市としては件数を増やすことよりも、

１件づつ丁寧にやっていこうという考え方で進めています。隣の自治体とあまり違う

のもよくないですので、県の会議等で伊賀市から発信しながら数ばかりにこだわらず

丁寧にやっていきたいと思っています。 

（会長） 

おっしゃっている事は本当にそのとおりです。各サービス事業所さんはそれぞれのと

ころで個別支援計画を持っていらっしゃるわけだからそれを踏まえて計画を立てると。

西宮ではあの様式に問題があると思っていますので、違う様式を作って使っています。

伊賀の独自さを持ったやり方でいいものをやっていただけたらと思います。これには

特定事業所さんの協力がなければ出来ませんので、相談部会でそれなりの方向性を出

していかれた方がいいと思います。 
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（委員） 

特定相談をやっている事業所としては、報酬単価が低いという事で、年収 600万、700

万の職員の人件費をどのようにして確保していくのかという部分について危機的な状

況を感じています。理事会でも３年間はするという説明をしていますが、場合によっ

てはどこかで特定相談の事業には見切りをつけなければならないような状況が経営的

には起こってくるかもわからないと思っています。 

（会長） 

よく分かります。相談支援というのはかなり専門性が必要で、経験の浅い職員にさせ

るわけにはいかない。この事業をするとなると、それなりの職員がそれなりの時間の

制約を加えられるのは目に見えている。その人たちをとられてしまうと、事業所の他

の業務が回っていかないという事を心配していらっしゃる。だからなかなかやりたい

けれど手が出ないと。本当に国がどう考えているのか、理解しかねているところです。 

だから、市の方も立ち上げようとしているところのサポートの仕組みを、モニタリン

グの回数をもう少し柔軟にする等を検討しないといけないのではないかなあと思いま

す。 

（事務局） 

全国一律の課題になっていますし、情報収集をしながら検討します。 

（会長） 

先に事項３の説明をしていただいてから、また全体についてご質問をしていただけた

らと思います。 

 

事項３ 第２次伊賀市障がい者福祉計画の平成 24年度実績について 

【資料 NO.４】 

（事務局） 

第２次伊賀市障がい者福祉計画平成 24年度実績シートについて説明。 

 

（会長） 

こうして見てみると本当にたくさんの施策をされています。しかし、なかなか市民に

は分かってもらえていないですね。これだけの事をやっているんだけれども。 

 

（委員） 

進捗状況を見せていただいて、各項目、相当な数の相談件数、相談人数がいますが、

その中身について教えていただきたい。それから、つばさ学園を卒業した生徒の将来・

進路について保護者の皆さんの中には大変不安があります。議会へ請願をさせていた

だき通していただき、市からは回答もいただきました。ただ、請願が通ったらそれで

よいというのではなく、これから実際にそれを実現していっていただきたい。従来か

ら実施している事業所は満員に近いが、新しい事業所はまだ余裕があると聞きました。

子ども達が将来どんな夢を持っているのか。どういうところへ行きたいのか。それに

対してこういう事業所がありますよと言う事を保護者を含めて理解をし、納得し、や

りたいという希望をもたせて行く事が非常に大事ではないかなあと思います。 
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（事務局） 

まず、相談件数の内訳ですが、一番多いのは、福祉サービスの利用についての相談で、

次に生活、暮らしについての相談、経済的な相談が多いです。相談内容につきまして

は、次回、平成 25年度第１回で提供させていただきます。それから、特別支援学校の

受入れについてですが、毎年４月下旬に、つばさ学園さんの教室をお借りして、障が

い者相談支援センターや市の職員、学校の先生方と進路懇談会をさせていただいてい

ます。どのような実習であったか。また実習中の状況等を聞き、福祉サービスの方が

ふさわしいかなというような話をし、連携をとって進めさせていただいています。今

後も 100％勤め先が決まるようにしていきたいと思っています。 

（委員） 

計画相談の件については、委員の皆さんが言われたとおりで、一定の段階で見直し等

を民間の方でやっていかなければならないと思っています。また、当事者の協議会へ

の参画の件については、うちの事業所からも何人か精神部会にお邪魔をさせていただ

いていますが、参加者というか単なる参加者になっている。本来ですと、企画の段階

から一緒に考えていくような形で運営がなされていくといいのかなあと思っています

のでまたご検討いただきたい。それから、定例会について、この定例会というのは、

地域自立支援協議会のエンジンの部分になってくると思いますが、定例会は情報収集

をして、課題を解決していくという方向に持っていくべきだと思うのです。伊賀市さ

んの場合は、先ほどいろいろな委員さんが言われているように、すごくかっちりして

いて市の職員さんが重層的にやっていただけるので、一方では安心という側面がある

のですが、本来ですと、障がい者相談支援センターが協議会の運営の中軸を担うとい

う事になっていますので、直営の障がい者相談支援センターのあり方や部会での民間

事業所の役割をもう少し一緒に考えさせていただいて、官民で盛り上げていけるよう

な部会なり協議会にさせていただけたらと思っていますので、こちらもがんばってい

きたいと思います。 

（会長） 

はい。おっしゃるとおり是非ともそういう形でお願いしたいです。出来ましたら定例

会議で、ある種の政策提言のようなものを一緒になって作っていただいて、それを次

の計画に上げていただければと思います。 

（委員） 

私は、公募委員で今回２回目なのですが、地域自立支援協議会の話を今度は自分がど

こかに発信していかなければいけないと思っています。まずどこから発信するかとい

うと、知り合いの困っている母親たち。その人に発信してその人がその次の人に発信

していってもらうということが出来たらいいのかなあと思います。自分の知識等を整

理して伝えていくことができたらいいかなと思っています。 

（会長） 

ありがとうございます。そういう形で活動していただけたらと思います。他にありま

すか。 

それでは事務局、お願いします。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


