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平成２６年度第３回伊賀市障がい者福祉計画策定委員会議事概要 

 

日時 平成２６年６月１８日（水） 

午後６時３０分～午後８時３０分 

場所 ハイトピア伊賀４階 

 多目的室 

【出席委員】 

北野誠一・坂本元之・福澤正志・野田一尊・渡辺宏泰・宮本勝巳・平井俊圭・ 

森藤歌代子・福永重子・奥西利江・小倉由守・福原和寿代・市川知恵子・水谷敬一 

稲垣裕久・中山滋美・池町健治・鈴木伸宏・  

【欠席委員】 

吉池穀志・藤島恒久・矢野真砂子・東出昇治・堀川一成・川口惠美子・山口恭司  

【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・藤田成充・田中宏明） 

障がい者相談支援センター（金ヶ江有生） 

（株）日本開発研究所三重（池山孝之） 

 

 

（事務局） 

ただいまから第３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。 

本日の計画策定委員会では、昨年の１１月末に行いました「伊賀市障がい者福祉計画策

定のためのアンケート調査」の結果から見えてきた課題並びに、計画の骨子案について

事務局より報告させていただきます。その後、委員の皆様からご意見を頂きたいと思い

ます。 

 

 

１（健康福祉部長）あいさつ 

昨年１１月に実施させていただいたアンケート調査結果を見せていただいて、私が一

番目に留まったのが、「現在の障害福祉サービス利用に満足していますか」という問い

に対して、大人も子どもも７割以上の方が満足されていると回答を頂いたことです。こ

のことに大変驚きました。総合計画の担当部署で、まちづくりアンケートというのを実

施していますがそれと比較してみると「必要度が高い福祉サービスに対して満足度が低

い」という状況が数年間続き、２０％を切っていました。そのような中で、障がい福祉

サービスに対する満足度が７０％を超えるという結果に、障がい福祉に携わる皆様のご

尽力のお陰だと実感しています。しかし、残り３０％の方がまだまだ満足されていない
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ので、引き続き満足していただけるよう努力していかなければならないと思っています。 

そのような中で、来年度からの６年間の障がい者福祉計画を皆様のご協力頂いて策定し

ていきたいと思います。 

現在の状況・課題としては、全国的にもそうですが少子高齢化があります。障がいの

ある方も当然、年を取り高齢化していきます。そうした場合にどのような施策で支援を

していくか、介護保険との調整など課題としてあります。現在の課題をしっかりと抽出

し、将来を見据えた計画を皆様とともに立てていきたいと思っています。 

 

（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）作成のため、録音

させていただきますことをご了承ください。 

  

（事務局） 

・役員改選により中島委員から池町委員へ、萩原委員から渡辺委員に変更されたため、

新委員の紹介。 

・配布資料の確認 

 

(事務局) 

それでは事項書に沿って進めさせていただきます。 

これからの進行につきましては、条例第６条に基づき、委員長である北野様にお願い

したいと思います。 

    よろしくお願いいたします。 

 

事項 

２ 伊賀市障がい者福祉計画の骨子について 

（１）目標別課題検証シートについて 

 

（委員長） 

皆さん、こんばんは。今日はこの会議の前に伊賀市の第２次総合計画・再生計画の説

明を受けました。 

この再生計画の重点的なものの１つに、いわゆる保健・医療・福祉の連携が大きな課

題に上がっています。その医療と地域福祉の連携というところの重点プロジェクトとし

て地域包括ケアシステムの説明を受けました。その中で、地域の福祉と地域の医療をど

のように連携をしながら、地域で障がい者や高齢者を支援していくのか、そういうこと

を踏まえた議論を当会議でもしてほしいと説明を受けました。 
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私としてもできる限り、保健・医療・福祉が連携し、障がいを持ってる方も高齢の方

も地域で暮らせるしくみをどのように作っていくか、具体的な議論が出来ればと思いま

す。 

それでは、本日はアンケート調査から見えてくるそれぞれの課題別の検証と、計画の

骨子案について、重点的に協議が出来ればと思っていますので、よろしくお願いします。 

では、最初に目標別課題別の検証シートについて事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局より説明】 

 

（事務局） 

検証シートの説明の前に、前回会議でご指摘を頂いていたアンケートの回収率が５

０％を下回っている状態でのアンケートの信頼度について、日本開発研究所三重から説

明頂きます。 

 

（日本開発） 

日本開発研究所三重の池山と申します。よろしくお願いいたします。 

この種のアンケートをみる際には、誤差率をみる方法があります。これは、仮に送付

者全員から回収が得られれば誤差が０となるものです。全員から回答があった場合とど

れぐらいのずれに収まっていれば統計的に問題がないのかというのを誤差率を使って

見ていきます。 

今回の３種類の調査それぞれについて、障がい者調査±２．３％、障がい児調査±７．

８％、市民調査が±３．６％となっています。誤差率については３％以内であれば全く

問題はなく、５％の誤差では合格点というのが目安となります。今回の調査につきまし

て、障がい者調査及び市民調査については、統計的には今回の回収率でおよそ合格点の

統計的な精度と考えられます。 

一方で障がい児の調査につきましては、７．８％ということで若干精度的には劣って

います。これはそもそものアンケート対象者数が少なく、人数が少ないと１人あたりの

回答の影響が大きく出るため誤差率が大きくなったと考えられます。その関係で、仮に

この障がい児調査で誤差率３％や５％を確保するならば、６５％ぐらいの回収がないと

誤差率５％にも到達しないというのが現状です。このように、障がい児調査の誤差率が

若干高く出るのは対象者の人数からして仕方ない部分もあると思います。 

そのため、障がい児調査では細かな数字の分析をしたというよりも、大きな傾向とし

て対象者がどのように考えているかをみる資料としていただければ良いかと思います。 

説明は以上です。 
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【議題】 

２ 伊賀市障がい者福祉計画の骨子について 

（１）目標別課題検証シートについて 

 

（事務局） 

資料№１「第２次伊賀市障がい者福祉計画抽出課題一覧表」に基づき説明。 

（委員長） 

事務局からの説明に対してご質問がありましたらお願いします。 

 

（委員） 

地域福祉計画の基本的な理念の中に、高参加・高福祉があります。これは、住民自治

協議会を始めとする市民活動や隣近所の見守りなど市民が積極的な社会参加をして、高

いレベルの福祉を目指そうというものです。とりわけ、災害時には行政の救援が間に合

わないことも考えられるため、住民間の助け合いが重要です。そういった部分での支援

があればと考えます。 

 

（委員長） 

 障がい者の方々の活動や自主的な活動の支援に対するサポートについては、目標Ⅲの

基本方針１（２）障害のある人を支援する地域福祉活動の推進の項目で、記載がありま

すが、重要だと思います。また、防災についても市民や障がい者団体が担う役割が大き

いですので、そういった部分で強調した表記に出来ればと思います。 

 

（副委員長） 

 障がい者団体の育成は重要ですが、近年会員数の減少が懸念されます。 

 また、以前から課題としてあがっていますが、特別支援学級や特別支援学校を卒業後

の進路先がまだまだ少ないと感じます。卒業時に進路先を検討するのでは遅く、もっと

早くからの準備が重要です。そのための施設や受け入れ先が確保されていなければなら

いし、進路指導や進路確保という視点が必要です。 

 

（委員長） 

非常に大事なところのご指摘だと思います。西宮でのケースで申しますと、特別支援

学校の高等部３年生で進路が決まっている場合でも、そこしか進路先がないためなど、

本人の意向と必ずしも一致していない場合があります。そのため、今年から２年生の時

には相談支援や学校との情報交換などを行い、早期に行動を起こす取り組みをしていま

す。  

副委員長のおっしゃるとおり、伊賀としてはどう展開するのかについてまたご検討頂
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けたらと思います。 

 

（委員） 

 伊賀市として、障がい者雇用に向けた具体的な目標数値を決めていますか。 

 

（事務局） 

 平成２５年６月時点で、三重県下で障がい者雇用率が１．６％と全国最下位となって

います。就労に向けて数値目標を設定し、取り組む必要があるのですが、雇用率の算出

方法が、本社機能があるところで計算となるため、都会に比べ地方では雇用率が低い傾

向にあります。その中では具体的な数値化は難しいと考えています。 

 

（委員） 

私は就労支援事業所の者ですが、法人内に一般就労されている方が８人程度いますが、

三重県の雇用率には算定されておらず、全員大阪の雇用率に含まれています。就労先の

団地にある企業は、ほとんどが大阪です。ハローワークの方で、現在、伊賀圏域で求職

されている障がい者の方の人数と実際、就職をされている方の人数が分かれば、雇用の

状況が分かるのではないかと考えます。 

また、就労支援に関しては、就労定着支援をどのように推進するか。三重県ではサポ

ート事業というものがあり、本人や企業への支援に加え、離職した時には次の仕事を斡

旋してくれるような支援も含めて行っています。金額的にはわずかな支援ですが、仕組

みとしては参考になると思います。ただ、この制度は申告制でまだまだ啓発が少ないと

感じています。 

 

（委員長） 

こういった制度は是非とも周知、啓発を広く行い、紹介してもらえればと思います。 

 

（委員） 

家族が高齢となり、親の支援が受けられなくなった際、全ての障がい者が障害年金を

受けられる状態にはないため、障がい者の将来を考えるうえで、就労への支援は重要だ

と考えます。 

 

（事務局） 

おっしゃるとおりで、計画相談などで利用者のニーズを聞きだすとともに就労への意

識付け等、将来を見据えた計画案とすることが重要だと考えます。また、全ての人とは

いえませんが、手帳をお持ちの方の将来を考えた場合に、就労を１つの結果として目標

とすることができると考えます。 
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（委員） 

市として、就労支援と併せて経済的な支援等も検討頂ければと思います。 

 

（委員長） 

最低賃金の適用除外の問題も大きいです。私の知っている精神障がい者のご夫婦で、

お二人とも最低賃金除外となっており、最低賃金よりも４割ほど低い賃金で働いていま

す。 

所得保障の問題や基礎年金の額など色々と問題があります。今、委員の方がおっしゃ

ったことは、国、県、市、それぞれが検討すべき問題で、市でやれることとして、最大

限どこまで出来るのかと言ったことも含め、検討できればと思います。 

 

（副委員長） 

抽出課題一覧の５頁、第３次計画に向けた課題の２つ目の「障がいのある人、ない人

がともに楽しめる生涯学習活動の場を提供する必要がある」について、知り合いの民生

委員から、精神障がい者の方とどのように関わり合いを持てるのか、どんなフォローが

できるのかが難しく悩んでいると言われたことがあります。話を聞きながら、精神障が

い者の方とその接点を地域の中でどう持っていくか、今後の大きな課題だと感じました。 

地域ケアネットワーク会議などに民生委員や地域の人たちと障がい者との交流の場

や、精神障がい者に対する支援などができればと思います。 

 

（委員） 

副委員長の補足として、地域ケアネットワーク会議とは、住民自治協議会を単位とし

て、地域の課題を地域の人たちみんなで考えて、自分たちで解決していこうというもの

です。副委員長がおっしゃったように、精神障がい者の方との接点が非常に少ないとか、

まだまだ偏見や差別などがあるのではないか、といったようなことも含めて話をしたり、

イベントを企画したり、そういうことが大事なのだと思います。 

精神障がいをお持ちの方々が地域の中で発揮できる役割を模索し、地域の中での役

割を持つといった視点を、自治協や地域ケアネットワーク会議の中で考えてもらえれ

ばと考えます。 

 

（委員） 

精神障がい者の理解について、計画の中に当事者でもあるピアサポーターの取り組

みを盛り込んであり良いと思いますが、当事者団体も若い方が多く、まだまだ数も少

ないのが現状です。そういった団体に対して、もっと支援が出来ればと思います。 
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（委員長） 

精神障がいのある方については、これから地域移行も推進されるので、地域の中で暮

らすための支援が重要と考えます。そのため、新しい計画にはしっかりと盛り込む必要

があります。 

 

（委員） 

身体障がいの方や知的障がいの方は、支援に繋がるのが比較的早いですが、精神障が

いの方は福祉サービスに繋がるまでに時間がかかる傾向にあります。原因としては、当

事者も家族も、精神的な病になったことを受け入れにくいためだと考えます。福祉サー

ビスを知って、もっと早く利用していれば良かったという声を何度か聞きます。 

しかし、福祉サービスに繋がって通所等が始まると、送迎はしてもらいたいが、家の

前に来られると、近所の目もあるので困るといわれる方もいます。まだまだ精神障がい

に関して、当事者も保護者も病気にかかったことが悪いことのように思われる傾向にあ

り、啓発や情報発信が必要です。 

 

（委員長） 

精神障がいに対する偏見に、多くの当事者やその家族が苦しんでいます。 

今後、精神科へ１度でもかかられた方は、福祉サービスにつながることが増えていき

ます。病院には、治療だけでなく福祉との連携という役割が重要となりますが、医療に

うまく繋がらない方に対して、今後どのように支援していくのか、大きな課題です。 

 

（委員） 

私は医療関係の者ですが、精神科病院に対する偏見も大きいです。 

医療が必要な方には医療を提供する。まずはそこがスタートラインだと思っています。

そのため、医療が必要な方に関して医療に結び付けられるようなシステムがあれば良い

と思います。障がい者相談支援センターが出来てからは、ある程度相談機能ができ、う

まく医療と福祉がつながるケースも出てきましたが、障がい者相談支援センターだけで

はまだ不十分だと感じています。 

医療の必要な方がスムーズに医療の提供を受け、福祉が必要な方は福祉につなぐとい

ったシステムづくりは今後も必要だと考えています。 

 

（委員長） 

認知症の方の支援について、認知症外来とは言わず、もの忘れ外来というように、精

神科という表現も、何か別の言い方があればいいのかもしれませんね。 
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（委員） 

地域で暮らすためにはヘルパー利用が重要ですが、ヘルパーの中にはまだまだ、精神

障がいのある方への対応等で困惑することが多いようです。ヘルパー研修やケアマネの

プラン作成にあたっての考え方の指導などが必要と感じます。 

 

（委員） 

精神障がいの方に関して、民生委員から関わり方がなかなか難しいと伺っています。

これはおそらく民生委員としては、関わることで周辺住民の目がかえって当事者に向い

てしまうのではないか、余計に差別的な扱いを受けてしまうのではないかという思いが

あり、関わりが難しいと感じているのではないでしょうか。 

 

（副委員長） 

情報提供については、一方的に情報提供するのではなく、情報を受取るという両方の

機能を高めるシステムづくりが必要だと思います。支援者が当事者の発しているサイン

に気づき、適切な支援につなげるようなことが重要だと思います。 

 

（委員長） 

おっしゃるとおりだと思います。 

続きまして「伊賀市障がい者福祉計画における体系図の一覧」及び「伊賀市障がい者

福祉計画骨子案」の概要について、事務局より説明いただきたいと思います。 

では、資料 No.2及び No.3の説明をお願いします。 

 

（事務局） 

ご説明のまえに、骨子案３頁の計画の期間について、第１回の策定委員会でもご説明

したとおり、この計画は６年間として、障害者基本法に基づき策定します。 

障がい福祉の数値目標になります第４期障がい福祉計画は、期間が国で３年ごとに作

成すると決められておりますので、今年は同時に作成する３年間となります。第４期障

がい福祉計画の３年間を、第３次障がい者福祉計画の前期の３年とします。次に、第５

期障がい福祉計画の３年間を、第３次障がい者福祉計画の後期の３年といたします。 

ただし、障がい者福祉計画は６年間ですので、この間に国の法制度など改正等があった

場合は、途中で計画の見直しを行います。また、第３次障がい者福祉計画の３年目には

中間的な見直しも検討させていただきたいと考えています。 

 

【事務局より説明】 
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（委員長） 

ありがとうございます。資料３の新しい計画では、障害者差別解消法が制定されたり、

その他いくつかの変更点を踏まえ、骨子案を作っていただきました。 

ご意見のある方はどうぞ。 

 

（委員） 

障害者の権利条約が批准されたことに伴い、法律の改正も想定されるため、そのこと

について記載しておくほうが良いのではないですか。 

 

（委員長） 

そうですね。差別解消法と同じく、成立したその背景などを含めて触れておく必要が

ありますね。 

 

（事務局） 

１頁目の計画策定の背景に記載いたします。 

 

（委員長） 

たしかに背景に入れた方が、全体的な展開が分かりやすいと思います。ありがとうご

ざいます。 

あと、権利条約の批准の関連では、資料 No.2 の目標Ⅲ基本方針１基本計画（１）①

で障がいを理由とする差別の解消の推進を入れていただきました。 

これに伴う次の③学校での交流や体験学習の推進と④学校での交流教育の問題につ

いては、「交流」ではなく、教育が基本と言われてます。普通学校なり、普通学級の中

で一緒に共に学びことが今回の柱だと言われてますので、③、④の「交流」という文言

については変更が必要です。 

 

（委員） 

障がい者福祉計画が６年間の期間ということは、法律で決まっているのですか。 

 

（委員長） 

計画については、市によってばらばらです。期間を自由に決めているところもあれば

３年に合わせて行っているところもあります。 

 

（委員） 

６年間の計画というのはかなり長いと思うのですが。 

６年の計画で３年目に中間的な見直しをするということですが、６年の期間を見通し
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て計画を立てるのは難しいことだと思います。長期的な計画になる場合は、年度ごとの

具体的な目標設定が非常に重要だと感じます。 

このことについて、参考資料の平成２６年度事業計画シートの１０頁には基本計画の

中で、発達支援体制の確立・推進があり、その方向性として発達支援システムの構築と

あります。２６年度の事業予定が、乳幼児期の健診の受診を促すことで、障がいを早期

に発見し各種相談や医療、療育につなげる…との記載や３歳児健診と書いてあります。 

２６年度の目標値が、３歳児健診で９４％となっていますが、これは２５年度実績で達

成されている数字です。３歳児健診は、母子保健法で受診が定められているもので、こ

のことをここにわざわざ書くということが、適当なのでしょうか。むしろ、６％の未受

診のこどもをどうやって受診に持っていくかが重要と思います。 

計画をどれだけ具体的にするか、計画を作成するためのプロセス作りをもっと考えるべ

きだと思います。また、具体化する作業はどこが行うのか、そしてどうすれば推進でき

るのかなど、もう少し詳細に協議することが必要と思います。 

 

（委員長） 

非常に大事な質問をしていただきました。これに関連して何かありませんか。 

 

（委員） 

２６年度の目標値の根拠となる背景や目的など説明がないと資料として分かりにく

いです。 

 

（委員長） 

いくつか質問を頂きました。 

１つは、目標値。目標に達しなかったものはどこに理由があるのか。どういう戦略で

目標を目指したのかといった、一連の流れが分かりにくいと言ったご意見です。 

もう１つは、目標を達成済のものについては、毎年見直し、より高い目標とすべきで

はないかと言ったご意見です。 

国としても国連の権利条約を批准したので、２年後にはどこまで達成できたかと言っ

た数値を求めてきます。国連への提出のため、国県は市町村に対して、かなり具体的な

数値を求めてくることが予想されます。 

また、発達障がいに関しては、５歳児検診をどうするかということがよく議論されて

います。伊賀市においても議題としてあがってこようかと思いますが、そういうことが

上手く表現の中に入り込めていないということがあります。 

一連の質問に対して、事務局いかがでしょうか。 
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（部長） 

５歳児健診は伊賀市においても行います。 

ただ、委員の方からご質問頂いた発達支援システムの構築については、当然のことな

らが１つの課でできるものではなく、各課が連携して行っていかなければならないため、

それぞれの課の目標としてプロセスが見えてこないのも確かです。連携して１つの方向

性を向いて行っているのですが、そういう部分を表現するのはとても難しいです。 

しかし、シートにある目標数値については、３歳児健診の２６年度目標値が９４％で、

２５年度実績が９４％と、既に達成しているのに、２６年度でも同じは確かにおかしい

です。目指すべき努力目標ですので、そういう認識・意識がまだまだだとと思います。

『これだけやりました。』では駄目で、進歩がないとは常々言っているのですが、今回、

意見として頂きましたので、庁内の会議でも再度確認いたします。 

 

（委員長） 

障がい者計画の策定を行っているのですから、本来は各課に集まってもらい委員とし

て参加してもらえたら一番良いのですが。 

 

（部長） 

先ほどお伝えした庁内の会議については、関係各課が参加する会議です。その会議で

話し合われたことについて、組織としての方向性や意見を集約し、私が当会議に参加し

ています。つきましては、障がい福祉課だけが障がい福祉を行っているということでは

ないということはご理解頂ければと思います。 

 

（委員） 

先ほどの３歳児健診で６％未受診となっている件ですが、これをどうするか議論する

必要があると思うのですが。 

 

（委員長） 

他市で１００％受診というところもあります。どのような方法で１００％にしたのか

参考にするのも良いかもしれません。支援が届かないところで大変な状況になっている

かたもいるかもしれませんので。 

他にご質問ありませんか。 

 

（委員） 

骨子案の８頁で【だれもが自分らしく暮らせるまちをつくる】の基本理念の最初に「住

み慣れた地域で多くの人々と協力し合いながら･･･」とありますが、身体的理由や精神

的理由から協力できない方もいるのですから、文言を再考してみてはどうでしょうか。 
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（委員長） 

ありがとうございます。次回までに検討したいと思います。 

他、ありませんか。 

 

（委員） 

民生委員は持たされる情報が少なく、受け身な活動となりがちです。 

民生委員と自治協の連携についても、民生委員は３年任期で、だいたいが短くても６

年間してくれる方が多いです。一方、自治協の役員は２年任期で役員が改選されること

が多く、継続した連携がとりにくいです。行政の方からも継続した連携に向けて啓発活

動をお願いしたいです。 

 

（委員） 

地域によって自治協も、熱心にしているところもあれば、あまり活動を行っていない

ところなど、温度差があります。 

 

（委員） 

資料 NO.2 体系図の目標Ⅱ、基本方針３、基本計画（２）の放課後や長期休業中の活

動の場の確保について、現場では、日中一時支援事業で早朝や夜間に預かってもらえる

場所が欲しいとの声があります。しかし、そのために職員を新たに配置するには、運営

上難しく、今いる職員での対応となっています。また、夏休みなど長期休暇中には早朝

から預かってほしいとの声も多く、支援体制を整えるためには、職員が長時間勤務をし

なければならないのが現状です。 

日中一時支援事業の充実についてはシステム面とともに報酬面も考慮に入れて計画

策定していただければと思います。 

もう一点、目標Ⅰ、基本方針２、基本計画（３）の②「地域での自立生活に向けた住宅

確保の推進」についてですが、内容としては、アパートなどを貸してもらうために、不

動産業者などに理解を求め啓発すると言ったものかと思いますが、現実的な問題として

家賃補助なども入れていただけると良いと思います。 

グループホームに入居している方は国の制度により、月に１万円の家賃助成をしても

らっていますが、グループホームではなく、アパートで暮らしたい、夫婦二人だけで暮

らしたいといった場合は、助成対象になりません。伊賀市として、この条件の場合は、

グループホームと同等の助成をするといったことも検討していただければと思います。 

 

（部長） 

ご意見のとおり、早朝や夜間、あるいは休日などの色々なニーズがあり、提供してい
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かなければならないと認識しています。そのため、まだ検討段階ですが、療育という機

能の中に組み込めればと考えています。 

検討段階であるため、いつということは言えませんが、そういう方向で行政として考

えていますのでご理解いただきたいと思います。 

また、ご指摘頂いた「充実」の解釈の中には、家賃補助や住宅確保、ケアホームの整

備等含まれると思います。では、どこまでの範囲の方を保障するのかなどはもう少し整

理する必要があります。ただ、計画は方向性を示すもので、具体的な明記が難しいもの

です。明記していないから全くしないと言う訳ではなく、充実の中にはお伝えした内容

も含まれるとご理解頂ければと思います。 

 

（委員） 

今のことに関してですが、充実という大きな括りの中で表現されていると、達成した

のかどうかの評価が難しいと思うのですが。具体化されて初めて評価ができると考えま

すが、いかがでしょうか。 

 

（部長） 

計画をどこまで詳しく明記するかということですが、詳しければ詳しいほど安心感も

あります。しかし、どの計画でもそうですが、具体化するには金銭的なことがついてき

ます。予算を確保しないうちに計画に明記することはやはり難しいです。 

当初の方向性に合わせた施策や事業があり、具体的には事務事業の中で考えるため、

事業実施の段階で、計画の方向性や施策の方向性にあった事業を検討することになりま

す。 

       

（委員） 

目標値について計画に盛り込むことはできないのですか。 

 

（部長） 

数値目標については、障害者総合支援法に基づいた障がい福祉計画の目標値がありま

すので、障がい者福祉計画の中では盛り込みません。 

ただし、個別の事業に関しては、各担当部署で目標値を設定して取り組みます。 

 

（委員長） 

委員の皆様からご意見いただいたとおり、障がい者福祉計画の中に、グループホーム

以外の入居について、家賃補助を含めた検討を行うといった表記があってほしいです。

そうでなければ、どういった方向で検討するのか不透明になると思います。体系案だけ

ではなく、具体的にどうするのかといった表現は入ってきても良いと思うのですが、事
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務局いかがですか。 

 

（部長） 

計画についてはアンケート結果や委員の皆様の意見など、やりたいことを位置づけて

いただければと思います。ただ、明記がないからと言ってやらない訳ではないです。 

やるという気持ちの中で計画を立てたいと思っています。 

 

（委員長） 

その他、全体を通して何か、ご意見やご質問はありませんか。 

よろしいですか。それでは議題についての審議を終わります。 

では、次に資料 No.4の報告を事務局よりお願いします。 

 

 

（３）今後のスケジュールについて 

（事務局） 

資料 NO.4 平成２６年度第３次伊賀市障がい者福祉計画策定のスケジュール（案）

についてご説明いたします。 

策定委員会については、次回第４回を８月に予定させていただいております。内容は

中間案の検討となっています。 

中間案を検討していただくまでに、「事務局等」の欄を見ていただきますと７月に中

間案の報告会となっていますが、意見交換会のことです。これは障がいの当事者の方、

障害福祉サービスの関係機関の方、その他市民の方を対象としました意見交換会で、７

月２０日に予定しています。そのご意見なども踏まえて、中間案を作成し、庁内の会議

や地域自立支援協議会の定例会議などでもご意見をいただきます。それらの内容を、８

月の策定委員会に提出いたします。 

また、８月の第４回策定委員会で中間案についてご議論いただいた後、９月議会で報

告し、１０月にはパブリックコメントを実施いたします。 

パブリックコメント実施後は、最終案を１１月中にまとめ、第５回の策定委員会を同

月中に開催させていただき、１２月議会に上程いたします。 

 

 

３ その他について 

 

（委員長） 

他に何もなければ今回はこれで終了します。今日はありがとうございました。 

 



15 

 

（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基に、計画の中

間案を作成していきたいと思います。 

なお、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、７月２０日（日）午

後１時３０分より、当事者及び保護者並びに事業所等各関係機関への計画中間案の概要

の説明及び意見交換会を計画しています。 

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

４回の計画中間案の検討に向け、当事者及び普段直接支援を行っていただいている関係

機関の方々からご意見をいただく場と考えていますので、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４回の策定委員会は８月上旬を予定しています。日程が決まり次第、皆様にご

案内致しますので、よろしくおねがいします。 

本日は、ありがとうございました。 

 


