
   第２次伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ 1】

目標Ⅰ　一人ひとりに応じた生活支援のしくみをつくる

基本方針１　情報提供と相談支援の充実

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）障がい
者福祉に関
する情報提
供の充実

・「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」やホームページの
内容を見直し、最新の情報を提供できるように努めた。
・広報紙に音声・点字版の広報の発行についてのお知ら
せを掲載し周知を図った。
・障がいのある人に対する市職員の理解を深めるため、
職員を対象にした研修会を開催した。
・広報紙・ホームページ・行政情報番組を利用して最新の
障がい者福祉の情報を提供した。
・障がい者団体や保護者会の総会や研修会等で障害福
祉サービス等についての説明を行い情報の活用のため
の意識づくりに努めた。

・障がい福祉に関する情報を周知することができた。今後
も最新の情報を提供できるよう定期的に内容の見直しを
行う。
・音声・点字版の広報紙の発行について周知することが
できたが、今後も定期的に広報等に掲載し、周知に努め
る必要がある。
・障がいのある人に対する理解を深めることにより、それ
ぞれの障がい特性に合った情報提供を行なうことができ
た。
・今後も広報紙・ホームページ・行政情報番組を利用して
継続的に最新の障がい者福祉の情報を提供していく。
・今後も障がい者団体や保護者会の総会や研修会等に
参加し情報の活用のための意識づくりに努める。

・障がいが見えないため手帳を取得しないというような
見過ごされている人をどのようにひらっていくか。
・障害福祉サービスを知らない人が多いが、知ってもら
うための情報提供の仕方を工夫する必要がある。（市
広報等）

・障がい福祉に関する情報の発信方法を工夫する
必要がある。
・それぞれの障がいにあった手段による多様な情報
提供が必要である。
・常に最新の情報を提供できるようにする必要があ
る.。
・情報を受け取る側の意識も高める方策を考える必
要がある。
・障がいある人自身に情報収集や活用する力を高
めてもらうよう意識づくりが必要である。

①総合的できめ細かな情報共有の充実を図る。
②情報を活用する意識づくりを推進する。

（２）総合相
談支援のしく
みづくり

・伊賀市障がい者相談支援センターに専門の相談支援
員４人を配置し、障がいのある人及びその家族からの相
談に対応するとともに、障害福祉サービスの利用等につ
いて関係機関との調整を図った。
・一人ひとりのニーズに応じた相談支援を行うため、自立
支援協議会相談部会や伊賀圏域障がい福祉連絡協議
会相談部会において計画相談支援を行う市内の特定相
談支援事業所のスキルアップを図った。
・ピアサポーターに障がい者地域自立支援協議会精神
保健部会に参加してもらい交流会やフォーラム等を実施
した。
・当事者及びその家族の中から、身体・知的・精神それぞ
れの分野の相談員を委嘱し、それぞれの地域で障がい
のある人やその家族からの相談に対応した。

・関係機関と調整を図り、適切なサービスを利用できるよ
う支援することにより障がいのある人が地域の中で安心
した生活を送ることができた。
・毎月１回特定相談事業所が集まることにより、計画相談
支援に関する情報を共有することができた。
・当事者及びその家族が相談員となることにより、当事者
と同じ目線での対応ができ、適切な助言や指導を行なう
ことができた。
・ピアサポーターの更なる活動の場の確保やピアカウン
セリングを行なうスキルの向上に努める。

・平成26年度末までに障害福祉サービス利用者が計画
相談に移行しなければならないが、今後どのように進め
ていくか。戦略の上に立った進行管理が必要である。
・相談支援専門員の質の向上を図っていく必要がある。
・計画相談について、利用者に周知していくことが必要で
ある。
・夜間の相談窓口がわからない。「相談窓口一覧表」を作
成してほしい。
・現在の計画相談の報酬体系では事業所は増えていか
ないので、国又は県の何らかの支援が必要である。
・計画相談支援について、障がい者相談支援センターが
独自に作成していた支援計画をセルフケアプランとして
活用し、必要ならば特定相談事業所へ情報提供する等
伊賀市独自の形を考えてはどうか。
・特定相談事業所は１人の相談員でやっているところが
多いので、相談員のサポートのしくみを検討していく必要
があるのではないか。
・計画をつくるにあたって、研修も含めてもう少し進んだ
フォローアップをしていかなければならないと思う。
・ピアサポーターの養成・普及・啓発をどのように行うか。
・ピアサポーター養成後の活動の場・機会の検討

・困ったことは家族に相談する人が多いが、相談された
家族から相談機関につなぐ工夫が必要である。
・社会に出てつまづく人は「発達障がい」が背景にある
ことが多い。早期に発見するためには教育との協働が
必要である。
・身近な場所で相談できるようにする。
・相談支援体制において適切な人材を確保する。
・潜在化しているニーズをひらうためには相談を待って
いるだけではだめなので工夫が必要である。

・家族の中で抱え込まず、相談機関につなげるしく
みを検討する。
・地域の中核的な相談支援の拠点として基幹相談
支援センターについて検討する必要がある。
・相談員の人材確保が必要
・相談員の負担を軽減するとともに、困難事例など、
専門的な相談に適切、かつ、円滑に対応できる体制
づくりが必要である。
・今後は計画相談支援の質の向上が課題である。
・ピアサポータのスキルアップと活動の場の検討す
る。
・身近な場所で相談できるしくみづくりが必要であ
る。

①総合的な相談支援と相談支援システムの構築を
図る。
②ケアマネジメントの充実を図る。
③ピアカウンセリングを推進する。
④身近な地域での相談支援体制を推進する。

（３）権利擁
護に関する
支援

・伊賀市障がい者相談支援センターにおいて、障がいの
ある人からの生活面の相談を受けるとともに、権利擁護
支援が必要な人については、伊賀市社会福祉協議会と
連携し地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
の利用や成年後見制度利用の支援を行った。
・地域福祉権利擁護事業について掲載した「伊賀市障が
い者福祉ガイドブック」を配布し、事業内容や相談窓口の
普及啓発を行った。
・成年後見制度の内容や相談窓口について掲載した「伊
賀市障がい者福祉ガイドブック」を配布し、制度の普及啓
発を行った。
・障がい者への虐待を早期に発見できるよう障がい者虐
待を発見した際の通報義務等について、障がい者週間
街頭啓発の際にチラシを配布し市民への周知を図った。

・地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）や成
年後見制度を利用することにより、障がいのある人の権
利侵害を未然に防ぐことができた。
・地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）や成
年後見制度の周知を図ることができた。今後はガイドブッ
クへの掲載だけではなく、あらゆる機会を捉えて事業の
普及啓発を行う必要がある。
・障がい者虐待防止の啓発チラシを配布することにより、
市民にも虐待通報の義務があることの周知ができた。

・権利擁護制度を「知らない」という人が多い。制度の周
知が必要である。
・虐待は家族の介護負担や障がいについての無理解
が原因となることが多いのではないか。

・権利擁護や成年後見制度についての周知が必要
である。
・虐待防止や早期対応のための支援体制の強化が
必要である。
・虐待防止について、市民への周知をする。

①権利擁護に関する相談支援体制を充実を図る。
②地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事
業）の充実を図る。
③成年後見制度の充実を図る。
④虐待の早期発見と支援体制を強化する。
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   第２次伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ 1】

基本方針２　生活を支援するサービスの推進

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）福祉
サービス等
の充実

・質の高いサービスを提供するために、障害福祉サービ
ス事業者の意識や技術を高めるための研修会を開催し
た。
・一般相談支援事業者と連携し、福祉施設や医療機関か
ら地域生活への移行を促進するため、医療機関の看護
師や入院患者、施設の職員や入所者を対象にした地域
生活見学会を開催した。
・障がい者地域自立支援協議会専門部会で民生委員等
の地域の方々との交流会を開催した。

・研修等を行うことにより、各事業所の支援に対する意識
を高めることが出来た。
・入院患者や看護師に退院後、地域で生活していく際に
活用できる地域資源を見学してもらうことにより地域移行
の促進を図ることができた。
・民生委員や地域住民と交流することにより、地域での連
携を推進することができた。

・重度重複障がいの児童を預かってくれるところが市内に
ない。このことについても部会で検討する必要があるので
はないか。

・就労支援だけではなく、生活介護やデイサービスなど
の日中活動の場の充実も必要である。
・障害福祉サービスを知らない人も多いので周知が必
要。
・短期入所や居宅介護の要望が多い。（在宅希望者が
多いためか？）

・障がいのある人のニーズにあったサービスを充実
させる必要がある。
・各事業所のスキルアップのための研修が必要であ
る。
・障がいのある人が地域で暮らせるように在宅サー
ビスの充実が必要である。
・ボランティアの活躍の場を確保し、地域住民や民
間団体等の支援活動の充実が必要である。

①更なる障がい福祉サービス等の充実を図る。
②地域生活への移行に向けた支援を推進する。
③地域住民や民間団体等の支援活動との連携を図
る。

（２）家族介
護者等への
支援

・障がい者相談支援センターにおいて障害福祉サービス
についての利用相談及び障害福祉サービス事業者との
利用調整を行った。
・障がい者団体の活動に対して助成し、障がいのある人
を介護している家族介護者の交流会や学習会の開催の
ための支援を行った。
・介護をしている家族同士が、悩みや経験を出し合いな
がら支えあったり、交流や学習を通じて介護の負担を軽
減できるよう介護者による主体的な活動を推進、支援し
た。

・障害福祉サービスを利用することにより、家族介護者の
負担を軽減することができた。
・障がい者団体への助成を行うことにより、家族介護者の
交流会や研修会が開催された。
・参加者からは、一時ではあるものの、介護の事を忘れ
心身共にリフレッシュできたと好評だった。一方、事業充
実に向けた周知方法の改善が必要である。

・ショートステイの機能を「どこに」、「どんなふうに」つくっ
て行くかということも検討が必要。

・虐待防止のためにも、短期入所施設の整備や介護を
変わってくれる人の確保等、家族介護者の負担を減ら
す施策が必要。
・介護者の負担が大きい。
・家族の介護負担を軽減するために「代わってくれる
人」をつくることも一つの方法である。

・介護負担を軽減するためのサービスを充実する必
要がある。
・介護家族が障がいについて理解できる研修会など
に参加しやすくするための支援が必要である。

①障がい福祉サービス等の利用を促進する。
②介護者の交流や学習活動等への支援を行う。

（３）住まい
の確保

・県の障がい者グループホーム等緊急整備事業を活用
し、グループホームの整備を行う社会福祉法人の支援を
行った。
・障がいのある人が地域で自立して生活できるよう、地域
住民に対し市広報や市の広報番組等で障がいについて
の理解を得るための特集を行うなど市民への啓発に努
めた。
・伊賀市住生活基本計画庁内推進会議を開催し、自立生
活に向けた住宅確保を推進するため、不動産業者や市
民の理解を得るよう務めた。

・平成２４年度は県の補助事業を活用してＧＨを整備する
法人が無かったため当初の目標数は達成できなかった
が、２６年４月現在市内のＧＨの定員は69名で第３期障が
い福祉計画の整備目標59名を上回ることができた。
・地域での自立生活に向けた住宅確保を推進するため、
今後も継続して障がい特性等についての啓発を行い不
動産業者や市民の理解を得るよう務める必要がある。

・グループホームの整備が必要である。
・地域住民や不動産業者等への障がいについての
啓発が必要である。

①居住系サービスの充実を図る。
②地域での自立生活に向けた住宅確保を推進す
る。

（４）経済的
な自立に向
けた支援

・日本年金機構と連携し、障害年金受給者の現況届け等
の諸届を支援するとともに、未届者に対し勧奨を行った。
また、障害年金情報を、広報紙へ掲載した。
・重度障がい者福祉手当及び重度障がい児福祉手当を
支給し、障がいのある人やその保護者の経済的な負担
軽減を図った。
・医療費の助成については25年度から市単独事業で精
神障がい者への対象者拡大を実施した。
・障がい者相談支援センターにおいて、金銭管理に関す
る相談に対応するとともに成年後見制度や地域福祉権
利擁護事業（日常生活支援事業）の利用の促進を行なっ
た。

・障害基礎年金の裁定請求が45件あり、年金機構へ進
達した。また、現況届の未提出者には説明のうえ勧奨し
た。障害年金の制度は複雑で、広報の紙面では詳細な
説明ができないため、今後も年金機構に対しわかりやす
い啓発の実施を求めていく。
・手当を支給することにより、障がいのある人やその保護
者の経済的な負担を軽減することができた。
・障がいの対象者が拡大されたことで、手帳の取得者が
増え、医療費助成の受給者拡大に繋がった。一方で、助
成額が増大しているため、県事業への要望を引き続き進
めていく。
・判断能力に不安がある人の金銭管理の支援を行うこと
により、経済的な自立を促進することができた。

・低所得者が多い。難病患者の中には無年金で収入が
無いが生活保護にもならないという人もいる。
・生活に余裕が無い世帯が多い。

・障がい者年金が適切な利用できるように普及啓
発、指導の充実が必要である。
・各種制度の周知が必要である。
・関連機関との連携を強化し、適切な支援につなげ
ていく体制づくりが必要である。
・権利擁護制度や成年後見制度の周知を図る。

①年金、手当等の充実を図る。
②医療等の利用負担軽減のための制度の充実を図
る。
③金銭管理に関する支援を推進する。

基本方針３　保健･医療・福祉分野の連携体制の強化

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）健康づく
りへの支援

・健康づくりや介護予防をテーマとした出前講座を各地域
の老人クラブや各種団体において開催した。
・広報紙、ケーブルテレビ、ホームページ等を通じて広く
健康に関する情報発信や保健事業の紹介や案内を行っ
た。
・こころの健康や自殺予防についての事業を実施し、自
分自身や家族、身近な人のこころの健康を維持を図っ
た。また、身近な人の自殺の兆候に気づき相談や医療に
つなげるためにメンタルパートナーを養成する事業を継
続実施した。

・26年度から地域包括ケアシステム構築のため地域包括
支援センターの介護予防業務と健康増進業務の調整が
課題である。
・市民に対してあらゆる媒体を利用して、健康に関する情
報のほか感染症などの情報を効果的に提供できた。
・身近なところで、悩みや不安を持つ人を専門機関へ繋
げるメンタルパートナーの育成は、今のストレス社会にお
いて重要な役割を果たしている。平成24年自殺者数が全
国で十数年ぶりに３万人を下回り、こころの問題が希薄
化することが懸念されている。引き続きこころの健康につ
いての各種事業を行っていく必要がある。

・普段からかかりつけ医を持ってもらいたい。 ・障がいのある人が参加しやすい健康づくり活動を
継続的に支援する必要がある。
・障がいのある人自身も普段から身近なところで医
療が受けられるよう意識づくりをする必要がある。
・健康診査・保健指導を通じて、障がいの原因となる
疾病等の予防や早期発見が必要である。
・こころの健康づくり活動の充実が必要である。
・障がいのある人に対する救急搬送体制の確保が
必要である。

①主体的な健康づくりを推進する。
②保健サービスの充実を図る。
③こころの健康づくりへの支援を行う。

（２）保健･医
療・福祉分
野の連携体
制の強化

・保健・医療・福祉分野がスムーズに連携するためには、
それらのサービスを橋渡しする介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）の役割が重要であるため、様々な障がいを理
解し適切な支援機関へつなげられるよう、研修会（事例
検討会等）を開催し、介護支援専門員の資質の向上を
図った。
・各分野の専門職による検討会を開催し伊賀市にあった
地域包括ケアシステムの構築をめざすため、その体制の
核となる３分野が連携し、課題解決の方策を協議した。

・毎月、事例検討会を開催することで、事例提供者の気
づきを促すと共に、他の人の事例に触れることで、自分
が行っているケアマネジメントの振り返りができた。身体
的な障がいだけでなく、様々な障がいを理解し適切な支
援機関につなぐ必要性等を確認した。今後、医療連携に
必要な知識やスキルの更なる向上が求められている。

・名張市と伊賀市は同じ生活圏として考えるべきであり、
医療圏も同様に考えるべき。

・保健・医療・福祉分野の連携体制の強化が必要で
ある。
・福祉関係者の医療連携に必要な知識やスキルの
向上が必要である。
・障がいのある人に対する救急搬送体制の確保が
必要である。

①保健・医療・福祉分野の連携体制の強化を図る。
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   第２次伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ 1】

目標Ⅱ　生涯を通じた発達と社会参加支援のしくみをつくる

基本方針１　一生涯を通じた生活支援システムの確立

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）発達支
援体制の確
立・推進

・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、療育につなげるために、医師会
など各関係機関と連携し途切れのないサービスの提供を
実施した。
・保育所（園）や幼稚園への訪問について、訪問対象（年
長児･年中児等）を決めて計画的に行うよう努めた。
・一人ひとりのニーズに応じた途切れのない支援を行うた
め、こども発達支援センター等の関係機関と連携し、教
育相談・発達検査等の巡回相談を実施した。
・保健･福祉･保育･教育の各担当者が情報を共有し当事
者の現状を把握するため、障がい者地域自立支援協議
会療育部会が主体となり研修会等を開催した。
・医師会と協力連携し、乳幼児期の健診など母子保健事
業を通じて、障がい児を早期発見し、経過観察や育児支
援を行う場を提供した。また、専門機関との連携により早
期に療育につなげられるよう支援を行った。
・学校が作成する「個別の教育支援計画」の作成や見直
しの際に、学校からの要望を受けて助言等を行った。
・個々のニーズにあった適切な支援を行うため「サポート
ファイル」等利用しながら「個別の指導計画」や「個別の
教育支援計画」を作成し、活用した。

・支援が必要な児童を早期に発見するため、３歳児健診
の受診率を向上させるために、こども発達支援センター
や各種団体と連携強化が必要である。
・保護者との相談に早くつながるケースが増加し、就学に
関する相談がスムーズになった。
・巡回相談を実施し、児童生徒一人ひとりに応じ、より適
切な支援を行うことができた。今後は、巡回相談の結果
をもとに、より効果的な指導支援にいかしていく必要があ
る。
・当事者ならびに保護者のニーズを知る事ができた。ま
た、子どもを支援する保育所（園）職員のスキルアップを
はかる事ができた。
・支援が必要な児童を早期に発見するため、４ヶ月・10ヶ
月・１歳６ヶ月児健診の受診率を向上させる必要がある。
・保護者にも理解しやすい計画を作ることができた。それ
により保護者と学校との連携がとりやすくなり、情報を共
有する事ができ、子どもの情緒が安定した。もっと多くの
学校で利用するよう周知していく必要がある。
・「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を作成し、
個々のニーズにあった支援を行うことができた。今後は
「サポートファイル」の利用を進めていく必要がある。

・障がい者に認定されたくない、社会的弱者になりたく
ないという人がいる。

･医療･福祉･教育が連携して支援する体制づくりが
必要である。
・発達の遅れの早期発見に向けた機会を創出すると
ともに、円滑に支援につなげていくために保護者へ
のメンタル面での支援を充実する必要がある。
・発達の遅れのある子どもの保護者に対する相談支
援体制の充実が必要である。

①発達支援システムを構築する。
②発達障がい児等に対する支援を行う。
③地域の学校との連携を強化する。

（２）自立し
た地域生活
のための支
援

・障がい者相談支援センターに専門の相談支援員を配置
し、障がいのある人の生活相談や就労相談を行った。

・関係機関と連携し支援を行い、障がいのある人の地域
での自立した生活を促進することができた。

・親亡き後の生活を心配する保護者が多い。
・障がいのある人が安心して1人暮らしできない状態で
ある。

・関係機関が連携して生涯を通じた生活支援や就労
支援を継続して行うしくみをつくる必要がある。

①自立した地域生活のための支援を行う。

（３）高齢に
なった障が
いのある人
への支援

・障がい者地域自立支援協議会や定例会議において、
高齢になった障がいのある人への支援について協議を
行った。
・スムーズに制度を移行するために、障がい担当課と連
携を取りながら、65歳に到達した人の介護認定申請及び
認定結果を速やかに行なった。

・障がいのある人の中には高齢になっても介護保険施設
への移行が難しい人がいるため、高齢者担当課と連携
し、高齢になった障がいのある人に特化した支援を検討
する必要がある。
・65歳到達の３ヶ月前から介護認定申請が可能であるこ
との制度の周知を図った。しかし、全ての人が介護保険
制度に移行できるわけではないため、とぎれのない支援
が課題である。

・65歳になったら介護保険施設へ移行となるが、介護保
険施設の職員の障がいについての認識はまだ低い。
・「障害福祉サービス」だけでは難しいが、「介護保険
サービス」ではなかなか受け止めてもらえない、狭間の人
の問題、「65歳になった障がいのある人の暮らしの問題」
も大きな課題である。

・高齢障がい者の問題は介護保険にも関係するので、
高齢者計画や上位計画の地域福祉計画にも落とし込
んでいく必要がある。

・高齢になった障がいのある人の支援については高
齢関係の機関等とも連携し検討する必要がある。

①高齢になった障がい者への支援を行う。
②医療･介護･予防･住まい･生活支援が一体的に提
供される地域包括ケアシステムを検討する。

基本方針２　早期療育と保育の充実

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）障がい
児の早期発
見・早期療
育の充実

・障がい児の早期発見につなげるため乳幼児期の健診
受診率を高めるよう、妊娠届けの機会や各種母子保健
事業を通じて健診の必要性について周知･啓発に努め
た。
・障がいのある子どもや発達に支援が必要な子どもを早
期に発見し、適切な療育や支援につなげていくために、
全ての保育所〔園〕において発達支援センターとの連携を
蜜にするとともに、研修の充実と職員の質の向上を図っ
た。
・保育所（園）や幼稚園において早期の段階で発見し支
援につなげるため、特別支援コーディネーターや関係機
関とともに、保育所（園)訪問や学校訪問を積極的に行っ
た。
・対象児の保育所（園）等に対し、年に２～３回、訪問時に
同行した。
・こんにちは赤ちゃん訪問を実施し、早期から心身の発
育について支援する体制を整えるとともに、各発達段階
に応じた母子保健事業を開催した。
・保護者会やＰＴＡ行事として、子どもの発達に関する講
演等を行った。
・障がいや発達に不安がある子どもの保護者等を対象に
教育相談を実施した。

・１歳６か月児の健診は、それ以前に疑われていた中等
度以上の発達上の問題を確認するとともに、軽度の精神
発達遅滞や脳性まひ、視覚の障害や難聴などの異常の
芽を発見し、早期の治療に結びつけることであり、更なる
受診率の向上に努める。
・発達支援センターの職員から、その子どもの特性、関わ
り方、支援の仕方を学び、丁寧に関わる事ができるように
なった。
・巡回相談を通して支援が必要な子どもの早期発見・早
期療育により適切な支援教育に努めることができた。今
後も、引き続き実施し適切な就学指導へつなげる必要が
ある。
・より専門的な助言等を現場職員と共に受けることで、そ
の後の適切な支援に結びつけることができた。
・出産後２ヶ月を目処に訪問を実施し、様々な不安や悩
みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うととも
に、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行
い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に
つなげた。このようにして、乳児のいる家庭と地域社会を
つなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化
を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図る等効果的
な事業である。また訪問率も良好である。
・少人数での啓発を行うことができ（座談会方式）、個々
の子どもの発達についての理解が得られた。今後も保育
所長会や校園長会でＰＲするなど、積極的な活用を薦め
ていく必要がある。
・教育相談を実施し、子どもの実態を把握するとともに、
保護者とともに適切な支援のあり方について考えること
ができた。今後も引き続き実施していく必要がある。

・障がい受容できない保護者に早期療育支援の必要性を
どのように理解してもらうか。
・療育センターについて、どのようなセンターにしていく
か。

・早期発見のためには母子保健との連携が重要であ
る。
・母子保健から療育機関につなげるシステムづくりが必
要である。
・早期療育のためには保護者に障がい受容してもらうこ
とが必要である。
・障がい児の療育施設を希望する声が多い。（身近で）
・周りが全く障がいに気づかずに大人になっている人が
たくさんいる。
・親が障がい受容できないと支援者が切り込んでいくこ
とが困難
・早期発見のしくみをつくるためには母子保健を抜きに
は出来ない。

・障がいの早期発見ができるように母子保健との連
携強化が必要である。
・障がいの早期発見から円滑に療育につなげていく
体制の強化が必要である。
・子どもの障がいを受け入れられない保護者に対す
る理解の推進が必要である。

①母子保健･発達相談体制の充実を図る。
②早期療育体制の充実を図る。
③発達に関する保護者等の理解の推進する。

（２）障がい
児保育の充
実

・発達支援センターの協力を得ながら必要な場合は発達
検査も実施し、その子の発達に沿った保育ができるよう
保育士の確保に努めた。
・児童の発達に関して専門の知識をもつ機関からの巡回
相談を行った。

・障がい児保育を継続して行うため引き続き保育士を確
保することに努める。
・臨床心理士とともに観察･相談を行い、適切な対応方法
についての指示を受けることができた。

・途切れのない支援のため、どのような情報をどのように
載せていくか、さぽーとファイルの活用の仕方を議論して
いただきたい。

・療育施設、保育所（園）、学校との連携を図り、個
別指導の充実が必要である。
・子ども発達支援センターを中心に関連機関と連携
し、保育士等の障がいについてを普及啓発し、適切
な指導ができる環境づくりが必要である。
・さぽーとファイルの活用を検討する。

①障がい児保育体制を推進する。
②専門機関等との連携を強化する。
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   第２次伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ 1】

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）特別支
援教育の充
実

・関係機関と連携し、就学時の支援状況を把握するととも
に情報を共有し、乳幼児期の支援をふまえた就学時の相
談会を行った。
・一人ひとりのニーズに対応できるよう、個別の教育支援
計画に基づき、特別支援コーディネーターが中心となって
特別支援教育を推進するとともに、必要に応じて生活学
習支援員等の配置に努めた。
・それぞれの地域の学校での特別支援教育を専門的な
見地から支援していくよう、教育相談や事例検討会等で
特別支援学校や関係機関から相談員等を招き、特別支
援学校や専門機関等との連携を強化した。

・就学に関する教育相談をとおして、関係機関と情報を共
有するとともに、適切な就学指導へとつなげることができ
た。
・生活学習支援員等を配置することにより、支援の必要な
児童生徒の個々のニーズに応じた支援を行うことができ
た。今後も、生活学習支援員等の人的確保に努める必要
がある。
・特別支援学校や関係機関から相談員を招くことにより、
専門性をいかした支援を行うことができた。今後も、連携
し取組を進めていく必要がある。

・これまでも就学前から小学校、また学校が変わる度に
支援が途切れる事が問題となっていたが、具体的に何が
どのように途切れているのか。そして、「途切れのない支
援」を実現するための仕組みをつくるために関係機関が
どのように連携していけばよいのか。

・就学前に発達障がいを発見するのは難しい。学齢期
にしか見えてこないこともあるので、教育との連携や問
題共有が重要である。教員のスキルアップも必要。

・多様なニーズに対応するため、教職員の資質向上
のための研修等の充実が必要である。
・進学や就職などが円滑につながるように、途切れ
のない支援体制が必要である。

①就学指導の充実を図る。
②地域の学校での特別支援教育の充実を図る。
③特別支援学校や専門機関等との連携を強化す
る。

（２）放課後
や長期休業
中の活動の
場の確保

・放課後児童クラブにおいて、障がいのある児童の受入
れを実施した。
・市内３箇所の事業所で障がい児の日中一時支援事業
を行った。

・今後も指定管理者と協議しながら障がいのある児童の
受入れを実施していく。
・障がい児を対象にした事業所が不足しているため、事
業所の確保に努める。

・中学生の日中一時支援施設が不足している。
・放課後や長期休業中に「家にいる」と回答しているこど
もはどういう理由なのか分析が必要。（本当に家にいた
いのか、出て行く手段が無いのか等）⇒預かってくれる
ところが無い。

・障がいのあるこどもの放課後や長期休業中の活動
の場の確保が必要である。

①放課後児童クラブにおける受入れを推進する。
②日中一時支援事業等障がい福祉サービスの充実
を図る。

基本方針４　就労支援の推進

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）就労支
援ネットワー
クの構築

・障がい者地域自立支援協議会就労(相談支援）部会に
おいて各関係機関の担当者が障がいのある人の一般就
労を支援するための協議を行うとともに、就労継続支援
事業所との連携を強化するための研修会を開催した。
・障がい者地域自立支援協議会就労（相談支援）部会を
開催し、障がいのある人の一般就労を支援するための、
関係機関の連携強化を図った。
・伊賀市社会福祉協議会に事業を委託し、ジョブサポー
ターの養成を行った。

・就労継続支援事業所と連携し事業所利用者から一般就
労につなげるための仕組みを検討する必要がある。
・障がい者地域自立支援協議会就労（相談支援）部会を
開催し、障がいのある人の一般就労を支援するための、
関係機関の連携強化を図る事ができた。今後も、就労支
援のため関係機関との連携強化に努める。
・新たにジョブサポーターを養成することにより、ジョブサ
ポーターが増員され依頼に応じた派遣を行うことができ
た。

・働きたいという本人の意向を踏まえた就労支援に取り
組めているか。
・つばさ学園卒業生の進路について、保護者は大変不安
に思っている。本人の希望を聞いたうえでこんな事業所
があるということを保護者も含めて理解し、納得し、希望
を持たせていくことが大切である。

・学齢期の教育・療育と就労支援をつなげるシステムが
必要
・適切な就労支援ができるよう一般高校で「気になる
人」について、相談機関につないでもらうしくみが必要
・一般就労したいという人と障がい者雇用をしたいとい
う企業のマッチングをするしくみが必要

・学齢期の教育・療育と就労支援をつなげるシステ
ムづくりを検討する必要がある。
・障がい者雇用の職場開拓を関係機関と連携して推
進していく必要がある。
・一般就労したい人と企業とをマッチングさせるしく
みづくりを検討する必要がある。
・ジョブコーチやジョブサポーターの人材育成を図る
とともに、その周知が必要である。

①就労支援ネットワークを強化する。
②総合的な相談支援とコーディネートを充実させる。
③ジョブコーチやジョブサポータ等の人材育成する。

（２）企業等
における障
がい者雇用
の推進

・障がい者地域自立支援協議会就労(相談支援）部会や
伊賀圏域障がい福祉連絡協議会就労部会において、企
業の障害福祉サービス事業所見学会や障がい者雇用に
関する研修会を開催し、障がい者雇用のための啓発を
行った。
・人権啓発企業訪問の際や伊賀圏域の自立支援協議会
就労部会の企業訪問の際に、障がい者雇用に関する助
成制度について説明するとともに、案内チラシを配布し情
報提供を行った。
・ホームページにおいて障がい者雇用助成金などの情報
提供を行なった。
・市役所庁舎内等で障がいのある人の職場実習事業を
行った。
・障害者の雇用の促進等に関する法律及び施行令で地
方公共団体に対し定められた雇用率達成に向け、障が
い者の採用を行った。
・市内２箇所、市外２箇所の事業所の利用者に就労移行
支援サービス給付を行った。
・ホームページにおいて職業訓練などの情報提供を行っ
た。
・伊賀市社会福祉協議会に事業を委託し、一般就労して
いる障がいのある人へジョブサポーターを派遣を行った。

・企業に対し障がい者雇用についての啓発を行うことが
できた。今後も企業訪問等を行い参加企業の拡大に努
める。
・上野支所管内では、訪問企業52社中19社(36.5％)が雇
用している状況であった。また、障がい者に対して取組み
を行っている企業は52社中11社(21.2％)だった。平成25
年４月１日の法定雇用率の引き上げについて啓発を行っ
たが、課題としては雇用率を上げる為の啓発が必要であ
る。
・訪問した企業に対し助成制度の情報提供ができた。継
続して情報提供を行いう。
・市庁舎内で職場実習を行うことにより職員の障がいに
対する理解を深めることができた。しかし、現在部署が分
散しているため、作業確保が課題である。
・障がい者の就労機会を一定確保することができた。障
がい者雇用については、身体障がい者に偏重せず、知
的障がい者と精神障がい者の雇用にも努めていきたい。
・就労移行支援事業を行うことにより、一般就労に向けた
支援を行うことができた。今後は就労継続支援事業所か
ら就労移行支援事業所を経て一般就労するための体制
づくりにが必要である。
・ジョブサポーターを派遣し本人及び企業にアドバイス等
を行なうことにより、障がいのある人の就労定着を図るこ
とができた。

・一般就労を実現させるために、事業所の支援体制をど
のように充実させるか。
・利用者の働きたいという意欲に繋がる取り組み（支援）
はできているか。
・就労のための交通手段の確保が困難（公共交通機関
が利用しづらい）
・伊賀市内で障がい者雇用を行っている企業に障がい者
雇用についての実態調査をしてはどうか。（どんなことに
困っているか、どんな工夫をしているか、どんな支援がほ
しいか等）

・非正規雇用が多い。
・職場での理解を求める声が多い。
・収入が少なく、不安定な雇用に不安がある。
・雇用されてもその後継続することが大切。辞める理由
の中には障がい者差別というものもあるのではないか。

・障がい者雇用についての理解を企業に普及啓発
する必要がある。
・障がいに応じた柔軟な就労形態の受け入れについ
ての理解を広める必要がある。
・行政として率先して障がい者雇用に取り組む必要
がある。
・就労定着のための制度（ジョブコーチやジョブサ
ポーター）周知が必要である。

①企業等への啓発を行う。
②障がい者雇用を行う企業等に対する支援を行う。
③行政機関での障がい者雇用の推進を図る。
④就労に向けた訓練･実習等を充実させる。
⑤職場定着のための支援を行う。

（３）福祉的
就労の推進

・市内20箇所（A型４箇所、B型16箇所）、市外18箇所（A
型２箇所、B型16箇所）の事業所の利用者に就労継続支
援サービス給付を行った。
・障がい者地域自立支援協議会就労（事業所）部会にお
いて、各事業所の取組みの情報交換を行うとともに、就
労継続支援事業所の作業確保についての協議を行っ
た。

・企業での就労が難しい人の社会参加の場の確保がで
きた。
・各事業所が情報交換を行なうことにより、新たな作業確
保が図られた。今後は、複数の事業所が共同で作業を受
注するしくみを検討していく必要がある。

・選んでもらえる事業所となるための情報発信はできてい
るか。
・就労継続支援Ａ型事業所の課題について、設置企業が
安易に一般雇用から移行させるのではないか。
・就労継続支援継続Ｂ型の利用に係る経過措置の取扱
いが平成26年度末（平成27年3月）で終了となるが、平成
27年度以降の取扱について検討が必要。
・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
・65才以上のＢ型事業所利用について、「本人の希望と
状況・状態に基づき個別に判断する。」との方針がでてい
るのに、何かあるとこの問題が出てくる。
・事業所での作業の確保（受注先の確保）

・特別支援学校卒業者が就労移行する前の就労訓
練の場が必要である。
・就労系事業所の安定した生産活動を継続するた
め、新たな事業の検討が必要である。
・就労継続支援事業所のスキルアップが必要であ
る。
・65才以上の障がいのある人の就労継続支援事業
所利用について検討する必要がある。

①日中活動系サービス等の充実を図る。
②就労事業への支援を行う。
③優先調達法を推進する。
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   第２次伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ 1】

基本方針５　社会参加活動の推進

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）生涯学
習等への参
加の推進

・生涯学習セミナーの開催時、磁気ループを設置して参
加しやすい講座開催に努めた。
・市民スポーツフェスティバルに、誰もが参加しやすい種
目として、カローリング競技を採用した。

・耳マークによる設置場所の掲示を行い、参加した市民
の理解と周知に繋がった。
・地区別参加で、チーム数に制限があるためか今回は障
がいのある人の参加はなかった。

・平日の昼間に施設や家で過ごしたいと言う人が多い
のは余暇のイメージが乏しいから他の発想ができない
のではないか。

・今後も障がいのある人の生涯学習活動を継続的
に支援していく必要がある。
・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。

①生涯学習等への参加を推進する。

（２）当事者
活動の充実

・障がいのある人が主体的に社会参加活動に取り組める
よう支援するため、障がい者団体の活動に対する助成を
行なった。

・障がい者団体に活動のための助成をすることにより、団
体が主体となって障がいのある人の社会参加のための
取組みを行い、多くの人が参加した。しかし、障がい者団
体の加入者が減少しているため、会員確保が課題であ
る。

・障がいのある人と市民の交流の場が無い。
・障がい者団体に新しい会員が入ってこない。

・障がい者団体などの活動支援を図るとともに、加
入促進が必要である。
・今後も引き続き、当事者間の交流の場の提供が必
要である。

①障がいのある人自身による主体的な活動を支援
する。
②交流・学習の場の充実を図る。

目標Ⅲ　だれもが心地よく安心して暮らせるまちをつくる

基本方針１　市民の理解と協働の推進

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）障がい
についての
理解と福祉
教育の実践

・障がい者週間の街頭啓発の際に、啓発チラシを配布
し、市民への周知を図った。
・障がい者地域自立支援協議会において、障害者差別
解消法及び差別解消に向けての政府の基本方針に基づ
き市としての取り組みを検討した。
・障がいについて理解し、共に生きる意識や接し方を身
につけるため、小学校や特別支援学校と連携し、交流や
体験学習等の取り組みを推進した。
・障がい者とともに活動する交流や体験学習等を実施し
た。
・障がい者地域自立支援協議会精神保健部会において
当事者と民生委員との交流事業を開催した。

・啓発チラシを配布することにより市民に障がい者虐待防
止についての理解と認識を深めることができた。
・今後は25年６月に制定された障害者差別解消法及び差
別解消に向けての政府の基本方針に基づき、市としての
取り組みを検討していく必要がある。
・訪問して学んできたことを職員で共有しあい、保育に生
かすことができた。今後は該当する園だけでなく、学んで
きたことを全保育所（園）に還流する取組が必要である。
・障がい者とともに活動する交流や体験学習等を通して、
障がい者への理解を深めることができた。今後も、取組
を続けていく必要がある。
・交流会や地域フォーラムでの意見交換会を通じて当事
者と民生委員との交流を深めるとともに、精神障がいに
対する理解を深めることができた。

・精神障がいについてまだあまり理解されていない。
・障がいを理解するためには学校での教育の中に取り
込んでもらう必要がある。
・あまり障がいに対する理解が深まっていないと思って
いる人が多い。
・外見から障がいがあるとわかりづらい人は周りから理
解してもらいにくい。
・市がもっと市民に対し障がいの理解を深めるために発
信していかなければいけない。

・市広報や様々なメディアを活用し、障がいに対する
理解を普及啓発する必要がある。
・小さい頃からの交流や体験活動を充実させるた
め、福祉教育の充実が必要である。
・障がいのある人とない人が一緒になって交流でき
る場の提供が必要である。
・特別支援学校に通う子どもと地域の子どもとの交
流の場の確保が必要である。

①障がいのある人の人権に関する理解と認識を啓
発する。
②障がいを理由とする差別の解消を推進する。
③学校での交流や体験学習を推進する。
④地域での福祉教育や交流・体験学習等を推進す
る。

（２）障がい
のある人を
支援する地
域福祉活動
の推進

・市内の社会福祉法人に委託して心身障がい者ボラン
ティア養成講座（全８回）を実施した。
・障がい者地域自立支援協議会精神保健部会主催の当
事者と民生委員との交流事業の際に、地域での助け合
いや見守り等についての周知を行った。
・「市民ふくし大学講座」として、６コースの専門講座と２回
の基礎講座を開講し、福祉の専門的な知識を持った「い
が見守り支援員」を養成することができた。

・養成講座の研修と体験を通じて「ボランティア活動」の
理念を正しく理解したボランティアの育成ができた。今後
は受講者がどのようなボランティア活動に参加しているか
等を調査し、養成の効果を確認していく必要がある。
・地域での助け合いや見守り等について周知することが
できた。
・住民自治協議会単位での支え合い体制構築を推進し、
福祉意識をもった地域住民を育成することができた。今
後は、養成された人材が活躍できる支えあいのしくみを
構築する必要がある。

・障がいを理解するためには当事者と触れ合うことが大
切である。地域の中でも触れ合う場づくりが必要であ
る。
・近所とのかかわりが少ない。（特に知的と精神）

・ボランティア養成講座修了者をはじめ、ボランティ
ア活動の実践の場につなげていくことを支援する必
要がある。
・障がいのある人と地域の人が交流し触れ合う場づ
くりが必要である。
・民生委員・児童委員や住民自治協議会など地域組
織と連携し、地域での支援体制の構築を支援してい
く必要がある。

①ボランティア等の養成と活動への支援を行う。。
②身近な地域での助け合い活動を推進する。

基本方針２　快適で安全なまちづくりの推進

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（１）ユニ
バーサルデ
ザインのま
ちづくりの推
進

・障がい者週間の街頭啓発の際に、「思いやり駐車場制
度」についての啓発チラシを配布し、市民への周知を
図った。。
・窓口に簡易筆談機の設置を行なうとともに、障がい福
祉課に手話通訳者を配置した。
・市が主催する講演会や研修会に手話通訳者及び要約
筆記奉仕員の派遣を行った。
・障がい特性を知り、ユニバーサルデザインの理解を深
めるために、職員を対象にした障がい特性についての研
修会を開催した。
・わかりやすい広報紙や行政情報番組を作成した。

・「思いやり駐車場制度」の啓発チラシを配布することに
よりユニバーサルデザインの理念を普及することができ
た。
・簡易筆談機の設置や手話通訳者の配置により、窓口で
の円滑なコミュニケーションを図ることができた。
・講演会等に手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣す
ることにより、聴覚障がい者等の情報保障ができ、社会
参加の増進を図ることができた。今後は手話通訳者や要
約筆記奉仕員の人材育成をしていく必要がある。
・研修会を開催しユニバーサルデザインの理念に基づく
事業の推進についての理解を深めることができた。
・今後もわかりやすい広報紙や行政情報番組の作成に
務める。

・学校や職場等でその人らしく生活できるよう合理的配
慮が必要である。
・障がいは個性であると捕らえることが必要

・広く市民に対して、ユニバーサルデザインの考え方
を普及啓発していく必要がある。
・聴覚障がい者等の情報保障を行うため、手話通訳
者や要約筆記奉仕員の人材育成や確保が必要で
ある。
・公共施設等については、三重県ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進条例に基づき、ユニバーサル
デザイン化改修を促進する必要がある。

①ユニバーサルデザインの普及・啓発を推進する。
②情報のユニバーサルデザイン化を推進する。
③ユニバーサルデザインの理念に基づいた事業を
推進する。
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   第２次伊賀市障がい者福祉計画　抽出課題一覧表 【資料Ｎｏ 1】

基本計画 事業実績 事業の効果・課題 各専門部会からの課題及び自立支援協議会からの意見 アンケート結果から見えてきた課題及び策定委員会からの意見 第３次計画に向けた課題 方向性

（２）移動に
関する支援

・伊賀市交通計画（Ｈ２３～２６）のアクションプログラムに
基づき、引き続き各施策の取り組みを行った。
・福祉有償運送実施法人に対し、運営に要した経費の一
部を助成した。
・市内12箇所、市外６箇所の事業所の利用者に移動支
援（ガイドヘルプ）サービス給付を行った。

・施策実施後、劇的に改善しているものは少ないが、減
少傾向であった利用者数が下げ止まりの傾向をみせて
いるものもある。市内公共交通が抱える課題解決のため
に立案された施策であるが、事前に把握した要望やニー
ズと実際の利用行動が必ずしも一致しないことがあり、
ニーズ把握の難しさを感じる。施策実施後はＰＤＣＡをき
ちんと行い、成果や効果を検証し施策の最適化を図らな
ければならない。
・市民ニーズの増加に対し、継続して運行できるよう補助
制度を見直した。新制度での運行に対する補助を行うこ
とで、運行事業者が安定した運行を行うことができ、実施
法人の拡充にも繋がった。
・事業所数が十分でないため、利用者数が目標数に達す
ることが出来なかった。今後、事業所の確保に努める。

・スクールバスや行政バス、自家輸送等いろんな手段を
相乗りする形で複合して使えないか。

・公共交通機関が不便と感じている人が多い。
・おもいやり駐車場に対象外の人が多く駐車しているた
め利用できないという不満が多い。

・福祉有償運送など、通院、通学などの日常的な外
出や行楽、余暇活動などの趣味的な外出の手助け
を充実する必要がある。
・誰もが安心して外出できるように移動支援を充実し
ていく必要がある。
・市民に対しても障がいのある人の移動支援（駐車
場や公共交通での配慮）についてについて周知する
必要がある。

①安定的で持続可能な交通サービスの提供を図
る。
②福祉有償運送の充実を図る。
③移動支援のためのサービスの充実を図る。

（３）防災、防
犯に関する
支援

・イベント開催時に啓発活動や講演会を行った。また、広
報誌を活用した啓発を行った。
・地域での訓練を通じて支援体制の確立と検証を行っ
た。
・災害の際に避難所へ配置された職員が障がいの特性
に応じた支援ができるように、職員を対象にした障がいに
関する研修会を開催した。
・モデル地区による避難所運営マニュアルを作成した。

・あんしん・防災ネット加入者数が2400件から3200件に増
加した。
・名簿を活用し、平常時から地域において要援護者の見
守り等支援体制が構築された。ただし、地域により取り組
み状況にかなりの格差がある。
・研修会を通じて障がい種別による特性について理解を
深めてもらうことができた。
・今後は市民に対する啓発を行っていく必要がある。

・災害になったときのことを不安に思っている人が多い。
・福祉避難所についてまだ知らない人が多い。
・災害時要援護者台帳の必要性を認識していない人が
多いのではないか。

・障がいのある人自身が普段から防災･防犯に関す
る意識を持つよう啓発する必要がある。
・災害時の地域での見守り･支援体制づくりを推進す
る必要がある。
・福祉避難所について更なる周知が必要である。

①防災、防犯に関する意識づくりを推進する。
②災害時の支援体制づくりを推進する。
③障がいに配慮した避難所の確保と避難所での生
活支援を推進する。
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