
事業予定 事業の実施内容 事業の効果・課題 指標

１情報
提供と
相談
支援
の充
実

18

①総合的で
きめ細かな
情報提供の
充実

障がい
福祉課

・「伊賀市障がい者福祉ガ
イドブック」を作成し,窓口
で説明配布するとともに、
市ホームページに掲載し
ます。また、内容について
も見直しを行います。
・広報紙の音声・点字版を
発行します。そして、音
声･点字版発行について
広報紙に掲載し周知しま
す。
・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
情報を提供します。

回数 8 [21]

・「伊賀市障がい者福祉ガイド
ブック」を作成し窓口で配布す
るとともに、市ホームページに
掲載します。また、内容につい
ても見直しを行います。
・広報紙の音声・点字版を作
成します。そして、音声･点字
版について広報紙に掲載しま
す。

・「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
できるように努めました。
・広報紙に音声・点字版の広
報の発行についてのお知らせ
を掲載し周知を図りました。

・障がい福祉に関する情報を
周知することができました。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
行います。
・誌面の都合上掲載できない
月もありましたが、市広報に掲
載することにより音声・点字版
の広報紙の発行について周
知することができました。今後
も定期的に広報等に掲載し、
周知に努めていきます。

回数 10

18

①総合的で
きめ細かな
情報提供の
充実

障がい
福祉課

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
修会を開催します。 延参加

者数
185 [540]

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
ます。

職員を対象にした障害者差別
解消法の研修会を開催
11月5日　30名参加
「ともに生きる～障害者差別
解消法施行に向けて～」
2月29日　134名参加
「障害者差別解消法研修会」

平成28年4月施行される障害
者差別解消法の研修会を開
催することで、法の趣旨等に
ついて職員の理解を深められ
ました。

延参加
者数

164

18

①総合的で
きめ細かな
情報提供の
充実

広聴情
報課

すべての利用者にとって
使いやすくアクセシビリ
ティに配慮したホームペー
ジの構築・運用を行いま
す。

総務省
が定め
るウェ
ブアク
セシビ
リティ基
準（JIS
X8341-
3:2016）
の達成
レベル

AA AA

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ま
す。

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まし
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
情報を提供していきます。

なし

事業・
目標・
累計
変更

18
②情報を活
用する意識
づくりの推進

障がい
福祉課

障がい者団体や保護者
会の総会・研修会等で障
害福祉サービス等につい
ての説明を行うとともに、
積極的な情報収集につい
て啓発していきます。

回数 8 [24]

障がい者団体や保護者会の
総会・研修会等で障害福祉
サービス等についての説明を
行うとともに、積極的な情報収
集について啓発していきま
す。

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
識づくりに努めました。
伊賀市障害者福祉連盟、育成
会、保護者会等への参加

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
づくりに努めます。 回数 9

累計
目標
値修
正
12
↓
24

６段階評価(達成率)
ＡＡ（計画の内容を１００％を越えて実施）
Ａ　（計画の内容を１００％実施）
Ｂ　（計画の内容を７０％以上１００％未満実施）

指標事業予定 28年度
目標値

目標Ⅰ　一人ひとりに応じた生活支援
のしくみをつくる

（１）障がい
者福祉に
関する情
報提供の
充実

方向性
計画

ページ
事業実施

課

目
標
Ⅰ

基本
方針

Ⅰ
　
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
生
活
支
援
の
し
く
み
を
つ
く
る

基本計画 備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

1

 29年度までの[累計]又は29年度目標値
[累計]：27～29年度までの３年間の累計

29年度目標値：数値をそのまま記載



事業予定 事業の実施内容 事業の効果・課題 指標
指標事業予定 28年度

目標値方向性
計画

ページ
事業実施

課

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

１情報
提供と
相談
支援
の充
実

（２）総合
相談支援
体制の確
立

19
①総合的な
相談支援体
制の充実

福祉相
談調整

課

伊賀市障がい者相談支
援センターに、昨年度より
１人増員した５人の相談
支援専門員を配置し、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
機関との調整を図ります。

相談
件数

5,500 [16,500]

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ります。

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
係機関と調整を図りました。

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て生
活を送ることができました。
平成27年度サービス利用につ
ながった件数：新規75件・変更
202件

相談
件数

7,019

事業予
定修正
専門の
相談支
援員
↓
相談支
援専門
員

19
①総合的な
相談支援体
制の充実

障がい
福祉課

基幹相談支援センターの
設置に向け、福祉相談調
整課や関係機関と協議検
討をします。

回数 1 1

基幹相談支援センターの設置
に向け、福祉相談調整課や関
係機関と協議検討をします。

基幹相談支援センターの設置
に向け、福祉相談調整課や関
係機関と協議検討を行いまし
た。

今後も総合的な相談支援体
制の充実を図るため、基幹相
談支援センターの設置に向け
ての協議検討が必要です。
センターがどのような役割と機
能を持つべきなのかを明確に
し、人材育成・確保について
努めていく必要があります。

回数 1

19
①総合的な
相談支援体
制の充実

地域包
括支援
センター

障がい者の一次相談窓
口として、地域包括支援
センター（本庁・南部サテ
ライト・東部サテライトの
3ヶ所）の三職種（社会福
祉士・主任介護支援専門
員・保健師）がそれぞれの
専門性を活かして相談を
受け、適切な関係機関へ
つなぎます。

相談に
より関
係機

関につ
なげた
件数

200 200

障がい者の一次相談窓口とし
て、地域包括支援センター（本
庁・南部サテライト・東部サテ
ライトの3ヶ所）の三職種（社会
福祉士・主任介護支援専門
員・保健師）がそれぞれの専
門性を活かして相談を受け、
適切な関係機関へつなぎま
す。
（H26年度関係機関や必要な
サービスにつなげた件数：130
件）

地域包括支援センター3ヶ所
の相談窓口で、三職種（社会
福祉士・主任介護支援専門
員・保健師）が障がいの一次
相談に対応しました。障がい
者相談支援センターや障がい
福祉課、障がい福祉事業所と
連携し、手帳、福祉医療、自
立支援医療及び障害福祉
サービスなど各種必要なサー
ビスにつなげました。

高齢者相談の中で、支援に結
びついていない障がいをもつ
家族を把握でき、必要な支援
につなげることができました。
高齢者世帯の相談のみなら
ず、障がい者を抱える世帯全
体を支援するケースが増えて
います。そのために研修に参
加し、障がい者福祉に関する
知識を身につけることや、関
係機関と連携を密にしていく
必要があります。

相談
件数

198

19
②ケアマネジ
メントの充実

障がい
福祉課

一人ひとりのニーズに応
じた相談支援を行うため、
障がい者地域自立支援
協議会や伊賀圏域連絡
協議会において事例検討
会や研修会を開催し、市
内の特定相談支援事業
所のスキルアップを図りま
す。

回数 12 [36]

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
アップを図ります。

障がい者地域自立支援協議
会相談部会や伊賀圏域障が
い福祉連絡協議会くらし部会
において事例検討会や研修
会を開催し、市内6箇所の特
定相談支援事業所のスキル
アップを図りました。
市相談部会　12回
虐待研修会　1回
意思決定支援研修会　3回

研修会等を開催することによ
り、相談支援専門員のスキル
アップを図ることができまし
た。今後も特定相談支援事業
所間で計画相談支援に対する
情報共有や定期的な事例検
討会等を開催し、相談支援専
門員のスキルアップを図るよう
に努めていきます。

回数 16

2

 29年度までの[累計]又は29年度目標値
[累計]：27～29年度までの３年間の累計

29年度目標値：数値をそのまま記載



事業予定 事業の実施内容 事業の効果・課題 指標
指標事業予定 28年度

目標値方向性
計画

ページ
事業実施

課

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

１情報
提供と
相談
支援
の充
実

（２）総合
相談支援
体制の確
立

19
③ピアカウン
セリングの推
進

障がい
福祉課

伊賀圏域障がい福祉連
絡協議会精神障がい者
地域移行部会のWGにお
いて、ピアサポーターの活
動の場づくりについて協
議を行います。

回数 12 [36]

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会精神障がい者地域移行
部会のWGにおいて、ピアサ
ポーターの活動の場づくりに
ついて協議を行います。

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市民啓
発のためのイベントや交流
会、フォーラム等を実施しまし
た。
精神保健部会開催数　2回
ピアサポートWG　10回

ピアサポーターの更なる活動
の場の確保、事業の継続実施
のためのしくみづくりの検討が
課題となっています。

回数 12

累計
目標
値修
正
18
↓
36

20
④身近な地
域での相談
推進

障がい
福祉課

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
ます。

相談
員数

10 11

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
応します。

当事者及びその家族の中か
ら身体障がい者相談員7人、
知的障がい相談員3人、精神
障がい相談員1人を委嘱し、そ
れぞれの地域で障がいのある
人や家族からの相談に対応し
ました。

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
ができました。
今後も身近な地域での相談の
推進のため相談員の活用に
ついて周知を行います。

相談
員数

11

（３）権利
擁護に関
する支援

21

①権利擁護
に関する相
談支援体制
の充実

福祉相
談調整

課

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
の支援を行います。
H27年度権利擁護相談件
数：42件

相談
件数

40 ［130］

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
を行います。
H26年度権利擁護相談件数：
54件

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
を行いました。平成27年度新
規利用者数　：10人

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
ました。

相談
件数

42

累計
目標
値修
正
150
↓
130

21
②日常生活
自立支援事
業の充実

障がい
福祉課

日常生活自立支援事業
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
発を行います。

配布
数

450 [1,350]

日常生活自立支援事業につ
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
啓発を行います。

窓口で障害者手帳の新規取
得者や希望者に配布するとと
もに、説明会等でもガイドブッ
クを配布し、事業の周知を行
いました。

日常生活自立支援事業の周
知を図ることができました。今
後も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いま
す。

配布数 450

22
③成年後見
制度の充実

障がい
福祉課

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
度の普及啓発を行いま
す。

配布
数

450 [1,350]

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
行います。

窓口で障害者手帳の新規取
得者や希望者に配布するとと
もに、説明会等でもガイドブッ
クを配布し、事業の周知を行
いました。

成年後見制度の周知を図るこ
とができました。今後もガイド
ブックへの掲載だけではなく、
あらゆる機会を捉えて制度の
普及啓発を行います。

配布数 450

3

 29年度までの[累計]又は29年度目標値
[累計]：27～29年度までの３年間の累計

29年度目標値：数値をそのまま記載



事業予定 事業の実施内容 事業の効果・課題 指標
指標事業予定 28年度

目標値方向性
計画

ページ
事業実施

課

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

１情報
提供と
相談
支援
の充
実

（３）権利
擁護に関
する支援

22

④虐待の早
期発見と支
援体制の整
備

障がい
福祉課

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
報義務等について啓発を
行います。また、障害者
週間街頭啓発の際に虐
待防止や障害者差別解
消法の啓発チラシを配布
し、市民への周知を図り
ます。

配布
数

1,000 [3,000]

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
ついて啓発を行います。また、
障害者週間街頭啓発の際に
虐待防止や障害者差別解消
法の啓発チラシを配布し、市
民への周知を図ります。

障がい者虐待防止について
伊賀市ホームページに掲載し
ました。
また、障がい者週間の街頭啓
発の際に障がい者差別解消
法についての啓発チラシを配
布しました。
街頭啓発　12月5日実施

虐待防止については、伊賀市
のホームページに掲載するこ
とで周知を図りました。また、
障害者差別解消法について
は啓発チラシを配布すること
で法の趣旨等について市民周
知を行うことができました。

配布数 1,000

22

④虐待の早
期発見と支
援体制の整
備

福祉相
談調整

課

関係機関の連携を強化
し、虐待を早期発見する
ため担当者間の情報共有
を図ります。 回数 6 ［18］

関係機関の連携を強化し、虐
待を早期発見するため担当者
間の情報共有を図ります。

高齢者及び障がい者虐待担
当者会議を2ケ月に１回開催
し、関係各課の連携を強化し
ました。

虐待の据え方について「関係
課」共通の認識を持つことが
できたとともに、住民に対する
障がい者虐待の啓発のため、
市ホームページに障がい者虐
待防止に関する掲載を行いま
した。

回数 6

4
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2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

２生活
を支
援する
サービ
スの
推進

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
会や交流会を開催しま
す。

回数 3 [12]

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ます。

・伊賀圏域障がい者福祉連絡
協議会くらし部会,障がい者地
域自立支援協議会相談部会
において障害福祉サービス事
業所等の虐待防止研修会を
開催しました。（1/27）
・伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会において居宅介護サービ
スのヘルパーのスキルアップ
研修を開催しました。（10/16
18名参加、2/22　19名参加予
定）
・伊賀圏域障がい者福祉連絡
協議会くらし部会において意
思決定支援研修会全3回の開
催を行いました。

・障がい者虐待に関する研修
会を開催することにより、支援
に対する意識を高めることが
できました。

・各事業所のヘルパーの共通
の課題について研修を行うこ
とにより、支援に対する意識を
高めることができました。

・多数のサービス事業所の支
援者の参加を頂きました。情
報共有、共通理解の場となり
今後も継続してこのような研
修会の開催が必要です。

回数 6

事業
予定
修正

累計
目標
値修
正
9
↓
12

聴覚障がい者等の福祉
及び社会参加の増進を図
るため手話通訳者及び要
約筆記奉仕員の派遣を行
います。

回数 350 350

聴覚障がい者等の福祉及び
社会参加の増進を図るため手
話通訳者及び要約筆記奉仕
員の派遣を行います。

聴覚障がい者等が医療機関
などで、相談や手続きなど手
話通訳・要約筆記を必要とす
る際に手話通訳者及び要約
筆記奉仕員の派遣を行いまし
た。

聴覚障がい者及び音声、言語
機能障がい者の家庭生活及
び社会生活等における意思の
伝達を円滑に行い聴覚障が
い者等の福祉及び社会参加
の増進を図ることが出来まし
た。

回数 361

目標
値修
正
380
↓
350

24
②地域生活
への移行に
向けた支援

障がい
福祉課

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
職員や入所者や家族を対
象にした地域生活見学会
等を開催します。

参加
者数

10 [33]

指定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
学会を開催します。

医療機関の看護師や入院患
者を対象にした地域生活見学
会を開催しました。（10/22）

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
を図ることができました。
家族参加をしてもらえなかった
ことが今後の課題となってい
ます。

参加
者数

13

事業
予定
修正

累計
目標
値修
正
24
↓
33

24

③地域住民
や民間団体
等の支援活
動との連携

障がい
福祉課

地域住民や民間団体等
等において、障がい福祉
に関する研修会を行いま
す。 回数 3 [9]

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会くらし部会において、地域
住民や民間団体との連携につ
いて協議を行います。

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会くらし部会において地域
移行の検討を行いました。

伊賀圏域くらし部会　3回

本人の望む自分らしい暮らし
の実現に向け、関係機関で充
分な協議が行えました。

回数 3
事業
予定
修正

（１）福祉
ｻｰﾋﾞｽ等
の充実

23
①障害福祉
サービス等

の充実

障がい
福祉課

5
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2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

２生活
を支
援する
サービ
スの
推進

（２）家族
介護者等
への支援

24
①障害福祉
サービス等
の利用促進

福祉相
談調整

課

障がい者相談支援セン
ターにおいて障害福祉
サービス等の利用につい
ての相談及び障害福祉
サービス事業者や特定相
談事業所との利用調整を
行い、家族介護者の負担
の軽減を図ります。

サービ
ス利用
相談
件数

3,700 [11,100]

障がい者相談支援センターに
おいて障害福祉サービスの利
用についての相談及び障害
福祉サービス事業者や特定
相談事業所との利用調整を行
い、家族介護者の負担の軽減
を図ります。

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
整を行いました。
平成27年度サービス利用につ
ながった件数：新規75件・変更
202件

特定相談支援事業所による障
害福祉サービス利用のための
計画相談支援が進んできたた
め、障がい者相談支援セン
ターによるサービス事業者等
とのの利用調整相談は減少し
ましたが、家族等からの介護
等についての相談を障害福祉
サービスの利用につなげるこ
とにより家族介護者の負担を
軽減することができました。

相談
件数

3,666

24

②介護者の
交流や学習
活動等への
支援

障がい
福祉課

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
います。

回数 2 [6]

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
支援を行います。

障がい者団体の主催で家族
介護者の交流会や学習会が
開催できるよう障がい者団体
への助成を行いました。
（7/17：阿山名賀保護者会療
育キャンプ、7/26・27：上野手
をつなぐ育成会療育キャンプ）

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まし
た。

回数 2

24

②介護者の
交流や学習
活動等への
支援

介護高
齢福祉

課

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、支援します。

参加
者数

25 25

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、支援します。

7月末に1泊、11月に日帰りに
て、事業を実施しました。また
1月末には、気軽に話し合い
ができる場を設けさせていた
だき、介護においての悩み等
を相談したり、リフレッシュして
いただける場を提供しました。

参加いただきました方々から
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、普段の悩みを
聞いてもらえた等好評でした。
一方で参加者が固定化されつ
つあるため、事業内容の見直
しを行います。

参加
者数

27

目標
値修
正

[105]
↓
350

（３）住まい
の確保

25
①居住系
サービスの
充実

障がい
福祉課

地域での自立した生活の
拠点を確保できるよう、
サービス事業者と連携し、
グループホーム等の施設
の充実に努めます。

実人数 100 105

地域での自立した生活の拠点
を確保できるよう、サービス事
業者と連携し、グループホー
ム等の施設の充実に努めま
す。

27年度は県の障がい者グ
ループホーム等緊急整備事
業を活用したグループホーム
の整備はありませんでした
が、29年度事業にむけて事業
所と協議を行いました。

県の補助金を活用したグルー
プホームの整備はありません
でしたが、社会福祉法人によ
る整備により昨年度より市内
のグループホームの定員数は
７名増の84名となりました。今
後も入所施設からの地域移行
を推進していくため、社会福祉
法人に県補助金の活用を周
知していきます。

実人数 98

6
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2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

２生活
を支
援する
サービ
スの
推進

（３）住まい
の確保

25

②地域での
自立生活に
向けた住宅
確保の推進

障がい
福祉課

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
めの特集を行います。 回数 2 [6]

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いま
す。

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いまし
た。
市広報での特集１回
市広報番組での特集１回

市広報や市の広報番組で障
がいに関する特集を行うこと
により、地域住民に障がいに
ついての理解を深めてもらうこ
とができました。今後も障がい
がある人が住み慣れた地域で
自立して生活できるよう、あら
ゆる機会を通じて地域住民へ
の啓発を行っていきます。

回数 2

25

②地域での
自立生活に
向けた住宅
確保の推進

建築住
宅課

自立生活に向けた住宅確
保を推進するため、不動
産関係団体、社協、ＮＰＯ
と協力して、必要な支援を
行うために、三重県居住
支援連絡会で協議をして
いきます。

回数 2 [4]

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
解を得るよう努めます。

本年度は、伊賀市住生活基本
計画庁内推進会議を開催して
いません。

民間住宅を活用した居住支援
を行なうための準備段階とし
て、対象となる不動産業者の
把握や事前調査等の進捗が
遅れています。
調査を実施した上で、庁内関
係各課との協議を進めていく
必要があります。

回数 0

（４）経済
的な自立
に向けた
支援

25
①年金、手当
等の充実

保険年
金課

日本年金機構と協力・連
携し、障害年金に関する
諸届について、届出に係
る内容説明等の支援をし
ていきます。また、市広報
及び行政情報番組で制度
についての周知を行いま
す。

回数 2 [6]

日本年金機構と協力・連携
し、障害年金に関する諸届に
ついて、届出に係る内容説明
等の支援をしていきます。ま
た、制度改正や年金情報を、
窓口及び広報等を利用し周知
に努めます。

日本年金機構と連携し、障害
年金受給者の現況届等の諸
届を支援するとともに、未届者
に対し勧奨を行いました。ま
た、障害年金に関する記事を
広報いが市に掲載し、制度の
周知を行いました。

障害基礎年金の裁定請求が
37件あり、年金機構へ進達す
るとともに、現況届の未提出
者には、説明のうえ勧奨を行
いました。障害年金の制度は
複雑なため、窓口でよりわか
りやすい説明ができるよう、年
金機構が作成した担当者向け
の学習ツールを活用し、説明
しました。

回数 2

25
①年金、手当
等の充実

障がい
福祉課

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
的な負担軽減を図りま
す。

人数 300 [810]

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
を図ります。

重度障がい者福祉手当及び
重度障がい児福祉手当の支
給を行いました。
障がい者福祉手当208人
障がい児福祉手当87人

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
ができました。今後も障がい
のある人やその家族の負担
軽減を図るため、制度の周知
に努めます。

人数 295

7
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２生活
を支
援する
サービ
スの
推進

（４）経済
的な自立
に向けた
支援

25

②医療費等
の自己負担
軽減のため
の制度の充
実

保険年
金課

障がい者の医療費が増
加しているため、継続して
助成を行い負担軽減を図
ります。また、県事業の対
象者拡大や制度充実を要
望していきます。 なし

対象者拡大以降、精神障がい
の対象者が年々増加してお
り、助成を行うことで医療費負
担の軽減を図ります。また、市
単事業を県事業への移行や、
制度の更なる充実を要望して
いきます。
H26年度登録者数：3,210人

障がい者の医療費は年々増
加しており、助成を行うことで
負担の軽減を図りました。ま
た、県事業の対象者拡大につ
いて検討をしました。

対象者拡大についての周知
徹底により、受給者数はほぼ
横ばいとなってきましたが、医
療費助成の件数及び助成金
額が年々増加してきていま
す。今後も継続的な助成が必
要であり、県事業での対象者
拡大や、制度充実を要望して
いきます。　H27登録者数
3,208人

なし

25
③金銭管理
に関する支
援の推進

福祉相談
調整課

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
日常生活支援事業の利
用の促進を行います。
H27年度権利擁護相談件
数：42件

権利
擁護
相談
件数

40 130

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
見制度や日常生活支援事業
の利用の促進を行います。
H26年度権利擁護相談件数：
54件

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
見制度や日常生活支援事業
の利用の促進を行いました。
平成27年度新規利用者数：10
人

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
ることができました。

相談
件数

42

累計
目標
値修
正
150
↓
130

3保
健・医
療・福
祉分
野の
連携
体制
の強
化

（１）健康づ
くりへの支
援

27
①主体的な
健康づくりの
推進

健康推
進課

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、
日常生活の中で自分自身
や家族の健康管理につな
がるよう支援します。
・出前講座回数

回数 200 220

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、日常生活の中で自
分自身や家族の健康管理に
つながるよう支援します。
・出前講座回数

各地区の老人クラブやサロ
ン、サークルなど各種団体に
健康づくりや介護予防をテー
マとした出前講座を開催して
います。
出前講座　　　　190回
参加延べ人数  3,626人

高齢者の健康管理、介護予防
についての健康教育の機会と
なっていますが、より一層、幅
広い年齢層への健康増進・疾
病予防を目的とした講座の実
施が必要です。

回数 190

累計目標
値

修正
720→220

事業実績
修正

200→190

27
②保健サー
ビスの利用
促進

健康推
進課

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
案内をします。
広報紙、ケーブルテレビ、
ホームページ、フェイス
ブック等啓発回数

回数 150 160

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
業の紹介や案内をします。
広報紙、ケーブルテレビ、ホー
ムページ、フェイスブック等啓
発回数

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
業の紹介や案内をしました。
広報紙、ケーブルテレビ、ホー
ムページ、フェイスブック等啓
発回数　144回

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
のほか感染症等の情報を効
果的に提供できました。

回数 144

累計
目標
値修
正

[420]
↓
160
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 29年度までの[累計]又は29年度目標値
[累計]：27～29年度までの３年間の累計

29年度目標値：数値をそのまま記載



事業予定 事業の実施内容 事業の効果・課題 指標
指標事業予定 28年度

目標値方向性
計画

ページ
事業実施

課

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2015（H27）年度　実施事業の進捗状況
27年度
実績

3保
健・医
療・福
祉分
野の
連携
体制
の強
化

（１）健康づ
くりへの支
援

27
③こころの健
康づくりへの

支援

健康推
進課

こころの健康についての
教室や講座などの事業を
実施し、こころの病気につ
いての理解や知識の普及
を進めます。
・こころの健康教室参加
者数 実人数 320 350

こころの健康についての教室
や講座などの事業を実施し、
こころの病気についての理解
や知識の普及を進めます。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
成し、身近な家族や地域の中
からの自殺予防の取り組みを
進めます。
・こころの健康教室参加者数

こころの健康についての教室
や講座などの事業を実施し、
こころの病気についての理解
や知識の普及を進めました。
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
養成し、身近な家族や地域の
中からの自殺予防の取り組み
を進めました。
こころの健康教室参加者数
8回　316人

身近なところで、悩みや不安
を持つ人を専門機関へつなげ
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ま
す。

実人数 316

累計目標
値

修正
150→350

事業実績
修正

186→316

（２）保健・
医療・福祉
分野の連
携体制の
強化

27

①保健・医
療・福祉分野
の連携体制
の強化

地域包
括支援
センター

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
割が重要です。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、
研修会等を開催し、介護
支援専門員の資質の向
上を図ります。

回数 10 10

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）の役割が重要です。
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
質の向上を図ります。

市内居宅介護支援事業所の
ケアマネジャーを対象に事例
検討会（6回／年）を開催しま
した。また、成年後見制度、生
活困窮者自立支援法につい
ての研修を7月、11月に開催、
精神疾患の基礎知識と対応
についての研修を3月に開催
しました。

市内居宅介護支援事業所向
け事例検討会に包括支援セン
ターの社会福祉士、保健師及
び福祉相談調整課の社会福
祉士が参加するようになり、高
齢者のみならず障がいを持っ
た家族の対応や支援について
深く検討することが出来るよう
になりました。また、制度面の
理解が深まると共に、適切な
支援機関へのつなぎがスムー
ズになりました。今後も事例検
討会や研修を通し、ケアマネ
ジャー個々のスキルアップが
必要です。

回数 11

累計
目標
値修
正

[30]
↓
10

27

①保健・医
療・福祉分野
の連携体制
の強化

医療福
祉政策

課

保健・医療・福祉各分野
の専門職による連携検討
会を開催し、「在宅患者の
支援のしくみづくり」につ
いて、検討を行います。

開催
状況

1 1

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構築のた
め、医療と介護の連携、多職
種の連携強化を図ります。そ
の体制の核となる3分野が連
携して課題解決の方策を協議
します。

「保健・医療・福祉分野の連
携」検討会を4回開催しまし
た。（4月・8月・12月・2月）
また、多職種の実務者レベル
により、実ケースの事例検討
会を4回開催しました。（5月・7
月・10月・2月）

各分野の専門職による連携検
討会を開催することで、医療と
介護の連携、在宅医療推進と
なる「かかりつけ医機能」など
の現状把握と課題分析を行う
とともに、それらの機能の必要
性や重要性について、認識を
深めることができました。
また、実務者レベルでの事例
検討を行うことにより、顔の見
える関係が構築され、多職種
間の連携強化に繋げることが
できました。
今後、高齢分野だけでなく障
がいやこども分野における関
係づくりも充実させる必要があ
ります。

開催
状況

1
事業
予定
変更
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