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平成 28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 29年３月 23日（木） 

                      午前 10時 00分～午後 12時 00分 

                   場所 ゆめぽりすセンター２階 東会議室 

 

出席委員：北野誠一・平井俊圭・山本志賀子・藤島恒久・矢野真砂子・奥西利江・松原史

佳・中野暢介・小倉由守・和田文子・上田一善 

欠席委員：松永二三代・谷直也・滝井昇・岩嵜清悟・渡辺宏泰・和田理・大田棟弘・大西

朝美 

事務局 ：健康福祉部長（稲森洋幸）、障がい福祉課（藤岸登・福岡香穂・谷口真紀・西岡

美沙樹）障がい者相談支援センター（市川光智） 

 

 

はじめに 

（事務局） 

・伊賀市障がい者地域自立支援協議会では、平成２６年に策定した「第３次伊賀市障がい

者福祉計画」及び「第４期伊賀市障がい福祉計画」の進捗状況の確認及び評価を行う場と

して、皆様にご協議いただきたいと思います。第２回目は、各専門部会で協議した事項、

平成 29 年度からの自立支援協議会の体制案、第３次障がい者福祉計画の平成 28 年度の進

捗状況について説明させていただき、それらについて、ご協議いただきたいと思います。 

・この度、民生委員児童委員と商工会議所内の改選により新委員として和田文子様、上田

一善様が新たに委員として就任されました。 

・伊賀市障がい者地域自立支援協議会条例第６条に基づき、19 人中 11 人の出席があるた

め、会議が成立することを報告します。 

・この会議は、伊賀市情報公開条例第 24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８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。 

・配布資料確認。 

 

 

事項 

１ 各専門部会の平成 28年度実施事業及び今後の検討課題 

（事務局） 

 平成 28年度伊賀市障がい者地域自立支援協議会体制図の説明 ･･･【資料１】 

 平成 28 年度伊賀市障がい福祉計画重点目標進捗管理、平成 28 年度自立支援協議会各専

門部会実施事業及び今後の検討課題の説明 ･･･【資料２・参考資料】 

 

（会長） 

 資料１及び資料２について、質問や意見等はございますか。 
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（委員） 

 くらし部会作成の意向聴き取りマニュアルについて、大変分かりやすく、聴き取る側も

マニュアルがあれば聴き取りやすいと思います。私自身、県の自立支援協議会に参加して

おり、アセスメント事業の中で伊賀圏域作成のマニュアルと同じような内容の聴き取りマ

ニュアルを作ったため、使っていこうという動きになっています。また、県から県作成の

聴き取りマニュアルを使ってほしいとお願いがあるかもしれませんがその時は、伊賀で作

ったことを伝えて、伊賀圏域のほうが分かりやすいため情報共有をしてもらえればと思い

ます。 

 

（会長） 

 県はどこに作成してもらったのですか。 

 

（委員） 

 地域移行部会に参加している、特定相談支援事業所こだまの島さんです。 

 

（事務局） 

 資料１の体制図にもあるように、伊賀圏域で協議することが多く、その中には県からも

出席しているため、ある程度の情報共有はできていると思います。 

 

（会長） 

 81人中９人が施設からの地域移行が可能ということであるが、どの点から判断されまし

たか。 

 

（事務局） 

 施設へ書面で照会した結果なので、施設側の判断です。 

 

（会長） 

 81人いるが、マニュアルを使って誰が聞く想定ですか。 

 

（事務局） 

 くらし部会員を想定しています。 

 聴き取る側の能力の向上を目指していきます。 

 

（会長） 

 ピアサポーターが活躍している中で、精神障がい者の地域移行も検討していく必要があ

ります。 

 

（委員） 

 就労部会は研修会がメインとなっていますが、企業へのアプローチはどうですか。 
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（事務局） 

 数年前にはハローワークと協力し、82社にアプローチできていましたが、今年度はでき

ていません。29年度の計画にあるため、実施していきます。 

 

（委員） 

 平成 30年から精神障がい者も障がい雇用率に加わるため、確実に２％は雇用率が上がる

と思います。伊賀市内はゆめぽりすや白樫、安場などたくさんの企業があり、企業の担当

者から雇用できる人がいるかどうかたくさんの問い合わせが施設にあります。見学希望の

企業には私も一緒に立会っている状況です。企業としても意識が上がる１年になると思う

ので、行政からも発信してほしいと思います。施設外就労には生活介護利用者も行ってい

るような状態であり、当法人では作業可能な方が少なくなってきています。企業間、事業

所間のネットワーク作りを期待しています。 

 

（副会長） 

 全体的に景気が良くなってきていることから、派遣社員も足りなくなっている状況です。

その中で障がい者に目が向いていると思います。 

 

（会長） 

 今後精神障がい者手帳を取得する人が増えると予想されます。発達障がいや気分障がい、

色々な方が手帳取得に繋がることから、企業側も勉強していく必要があります。障がい者

が登録をすれば法定雇用率が上がるため、伊賀モデルとして全国モデルになるように頑張

ってください。 

 次の議題に進みます。 

 

 

２ 平成 29年度からの伊賀市障がい者地域自立支援協議会体制について 

（事務局） 

【案】平成 29年度伊賀市障がい者地域自立支援協議会体制図についての説明 ･･･【資料３】 

体制や目標に変更はありません。圏域アドバイザーがなくなる予定ですが、県からの正

式な連絡はない状態です。来年度４期目標が最終となるため、５期目標策定に向けて、定

例会は増える可能性があります。 

 

（会長） 

 何か質問等はございますか。 

圏域アドバイザーはなくなるのですか。 

 

（事務局） 

 正式な通知はありませんが、情報として入っています。県の障がい者相談支援セン

ターはなくなると明言していました。基幹センターが圏域アドバイザーの役割を担う

べきであるという考えのようです。 
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（委員） 

 たくさんの部会があり、同じ人が世話役としてメンバーに入っています。部会に参

加すると本来業務ができず、夜中まで仕事をしているため、会議のスリム化を考えて

ほしいです。全国的に長時間労働が問題視されているため、検討をお願いします。職

員の志だけではどうにもならない状態です。 

 

（副会長） 

 お話いただいたとおり、ブラック企業にはならないように、工夫が必要です。例え

ば、分担を増やすとか。 

 

（会長） 

 今の仕組みはどうなっていますか。 

 

（副会長） 

 事務局は市の行政が行なっているが、圏域アドバイザーが担う役割は大きいです。 

 

（事務局） 

 部会に参加している人からも、同じような意見はあります。整理していかなければ

いけませんが、整理できないまま次年度にいっているような状態です。 

  

（会長） 

 確かに数が多く、大変に見えます。会議の数は３～４個が主流だと思います。部会

のメンバーが同じようなところがあるのであれば、合体させるのはどうですか。 

 

（委員） 

 計画相談担当者が担う部分が多くなっています。事業所ガイドブックに関しても最

初の立上げということで、しないといけないことが多いと思うが、１人１部会にして

もらいたいです。 

 

（副会長） 

 確かに相談担当者はどうしても色々な部分で関わってもらわなければいけないと思

います。 

 

（会長） 

 西宮でも相談担当の負担が多いため、基幹センターの人数を増やしています。 

 

（委員） 

 行政もたくさんの事務局を担ってくれていると思います。 
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（会長） 

 事業所が部会のために雇っているわけではないと怒り出さないように、全体的に減

らせるように見直していきましょう。 

 

（事務局） 

 今後意識して運営していきたいと思います。核となる人が前から決まっていて負担

が増えているため、人材育成も考えていきます。 

 

（委員） 

 参考までに、各部会の人数を教えてください。 

 

（事務局） 

 部会によって色々です。各部会にはワーキングがありますし、例えば地域拠点 PJ会

議は６人で運営しています。くらし部会は来年 20人になる予定です。ワーキングの上

に部会活動もあるので、１人１ワーキングとしています。 

 

 

３ 第３次伊賀市障がい者福祉計画の平成 28年度事業実績について 

（事務局） 

第３次伊賀市障がい者福祉計画についての説明 ･･･【資料４】 

平成 27年度からの６ヶ年計画として策定し、今年度で２年目となります。達成率は６段

階で、本年は全体を通してＥ評価である未実施はありませんでした。しかし庁内会議でも

ＡやＡＡが多くなったとの意見があり、現状に満足せず今後の目標設定も十分検討してい

く必要があると考えているところです。時間の都合上、主な点のみⅠからⅢまで説明しま

す。 

 

（会長） 

 質問等ありますか。 

 わたしとしては、それなりに粛々とやってくれていると理解しています。 

 

（委員） 

 P.６の４段目①居住系サービスの充実について、当法人のグループホームに１人亡

くなった方がいるので空いている部屋があるが、部屋の中で亡くなったこともあり次

の人に入居してもらっていない。県でもグループホームの定員と居住者の実数には１

割の差があることが分かっており、何故１割空いているのか、空いていても受け入れ

られない現状があります。グループホーム設置を促進していくことも大事だが、空き

部屋に何故入居してもらえないのか実態調査する必要があると思います。県も実態は

把握しているので調査はすると思う。進めていく上で参考にしてもらいたいです。 

 P.17 の１段目２段目①企業等への啓発について、昨年商工会議所で障がい者につい

ての講演をさせていただきました。ゆめが丘にある企業やロータリークラブなど企業
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側も興味をもっています。それぞれの場所で多くの回数をするのではなく、市と商工

会議所が連携して共同で啓発を行なってもらえれば良いと思います。企業の経営者や

総務の人に参加してもらいたいです。 

 P.18 の１段目③行政機関での障がい者雇用の推進について、今後精神障がい者や発

達障がい者の雇用が増えていく中で、行政も雇用しやすい障がい者ではなく、雇用し

にくい人を率先して公費で雇用してもらい、モデルケースとして民間の一般企業に示

してほしいと思います。 

 P.26 の２段目③移動支援のためのサービスの充実について、３年後の見直しの中で

通学通勤の際の移動支援を計画の中で実施するとなっていたかと思いますが、伊賀市

は個々のケースに合わせて現在支給されており、今までどおり柔軟に支援していきま

すが、ガイドラインを制定していただきたいと思います。交通網と合わせて検討して

いただきたいです。 

 

（会長） 

 ４つの課題をあげてもらいました。グループホームの整備は大切で、空き部屋につ

いても家庭の事情だったり、入院期間３ヶ月や半年で帰ってくることが分かっている

場合、帰ってくるまで空けておく良心的な法人があったりもします。 

 

（副会長） 

 空き部屋について、一時的に利用するような虐待シェルターとしての使い方や基本

在宅で少しだけ利用したいというときに利用できるような部屋としての活用は考えら

れませんか。 

 

（委員） 

 考えられるとは思うが、支援度の高い人を支援してくれる宿直がいません。わたし

も週に１回宿直している状態です。重度の方などの夜間対応のできる職員確保が難し

い。他の法人はどうですか。 

 

（委員） 

確かに区分の高い人ほど手がかかります。世話人や支援員の専門性が難しいのと、

医療系の支援が受けられない。医療行為に関する制限がかかってしまう。２人体制で、

はじめての人の情報がなくて受け入れるのが難しい。日中サービスのヘルパーとか人

材の確保が難しい。こういう行政の計画の中で人材確保をあげてほしい。学校教育で

あったり福祉従事者の育成であったり、募集しても集まらない現状がある。障がい系

より老人系の方が人材は集まりません。 

 

（会長） 

人材確保の計画はありましたか。 
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（事務局） 

ヘルパー部会の中にあります。 

 

（会長） 

 全体の行政の計画の中にはありますか。 

 

（事務局） 

 行政機関の中にはありません。 

 

（会長） 

 障がいの計画とかではなく、もっと大きな場所で考えていく必要があります。どこ

でも１番先に出てくる問題で、まさに現場で起こっています。働きかけながら協力し

合っていかなければならない。 

 

（委員） 

 若い人が来てくれず、60 歳を超えた人に助けてもらっている。警察や消防のＯＢに

パートタイムで来てもらっている。色々な経験をしてくれている人達に助けてもらっ

ている。人材確保はすぐには難しいが、たった今人がほしいというときに、公務員の

みなさんにも現役のときから意識付けをしてもらいたい。斡旋ということではないが

退職後５年ほど働いていただけるような意識の調整をしてもらって助けてもらえたら

うれしいと思います。現在市の福祉課にいた人や学校の先生をしている人などにお願

いをしている状態です。 

 

（会長） 

 愛知県のグループホームの職員研修の事例で１番出てくるのもこの問題です。60 代

を 2、30代が育成しているような状態で苦労しています。 

 

（事務局） 

 斡旋はできません。ただ、そういう情報を退職者が知らないというのが１番問題。

シルバー人材センターで募集などできれば１番いいと思います。ついでで申し訳ない

が、さっき行政での発達障がいや精神障がいの雇用率がでていたが、たぶん実際今も

職員の中にいます。その人達を数にあげれば雇用率はあがると思うが、それはできま

せん。 

 

（委員） 

 59部屋中 57人が入居しています。１つは４月から１年入院で待機部屋、病院から帰

したいとうことで月１回病院と打合せをしている。もう１つは伊賀市から、４月中旬

ぐらいには入所の案件。実質定員は満床状態です。 

 4/1 から 10 人定員のグループホームをオープンするため、区分分けの関係で１５人

ほど引越ししました。空き部屋は２部屋。グループホームの区別化をしており、介護
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度が高い人、自立度の高い人ということで区別をしているが崩れてくると思う。本来

であればもう少し余裕を持たせて運営していきたい。当法人の現状としては満床状態

です。人の面で言うと現在 74歳が６人くらいいて、配置しています。問い合わせも 85

歳の方からありました。全く集まらない状態です。どうしているかというと、任意の

団体からの紹介制度でチラシを撒いています。それで１カ月継続して勤務したら双方

に１万円配布ということをしたら６人ぐらい来ました。そうでもしないと集まらない

状況にあります。 

 

（会長） 

 公務員採用試験のペーパーテストに受かる方は、発達障がいの人が多い。どんどん

採用して、雇用するにあたり濃い支援が必要な方を是非採用して、モデルケースとし

て示してほしいと思います。商工会議所との連携も大事になってきます。社協と協力

して研修の一つの仕組みを作ってください。 

 

―会長、時間の都合により退席。 

 

（副会長） 

 他に意見や質問はありますか。 

 

（委員） 

 全然関係のない話になりますが、総合発達支援を担当しているため資料４、P.10 の

発達システムについて気になっています。３年ほどにわたって伊賀市を回っている実

感と、書いている内容とが乖離しているように感じます。各課色々なシステムとして

はあるが、全体として繋がっていません。母子保健率が 97％となっているが、保健師

に研修をさせてもらったが、母子保健の健診の質が低いと感じました。発達障がいの

子達を見落とす可能性があります。フォローが弱い。けど、にこにこ広場は回数で書

いている。言い方は悪いが、働いてくれる発達障がいの子達を育てるには入口部分が

大事です。子どもに関係している人達が集まって話す機会繋がる機会があってもいい

と思います。 

 さぽーとファイルに関しては、今まで 100 人見てきて２人しか持っていないという

実態があります。作りましたよではなく、実態はどうなっているのか、質的なところ

を考えていく必要があります。始まりを躓くと就労なども躓く恐れがあります。 

 

（事務局） 

 行政側にとっては耳の痛い話です。シートについて、指標は分かりやすい形で示し

ているためあのような形になりますが、質は考えていく必要があります。評価が甘す

ぎると部長より庁内推進会議でも指摘がありました。質やシステムについて、今後参

考にしたいと思います。 
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（副会長） 

 確かに数字で表すのは分かりやすいが、内容は難しいですね。総合計画の中には色々

な指標があります。 

 他には何かありますか。企業への啓発は、商工会議所でお願いします。 

 

（委員） 

 市との連携は考えているが、なかなか上手くいっていないのが現状です。 

 

（副会長） 

 移動支援について、市はどのように考えていますか。 

 

（事務局） 

ガイドラインについても考えていかなければいけませんが、個別の支援で考えてい

く必要があると思います。交通網の弱さや人材の問題もあります。 

 

（副会長） 

 人材育成については、今度の計画にも是非入れてください。 

 

（委員） 

 質の問題の中で目標が多すぎるので、これだけやるのは大変だと思う。スリム化を

したほうがいいと思います。行政としては量がある方がやっている感じがあるので良

いのか。目標を設置して評価する項目を統一して整理してください。AA の評価につい

ても精査してください。 

 

（副会長） 

総合計画も同じようなやり方をしています。たくさんの項目を縮小して重要な点だ

けを評価しています。数はいくつくらいありますか。 

 

（事務局） 

 数が多い分、事務負担はあります。しかし、各担当課へ障がい福祉に対する意識付

けにもなっていると思います。 

 

（副会長） 

 似ている計画を集約してまとめて評価することについてはいかがですか。 

 

（事務局） 

 検討します。しかし、総合計画とは一緒にはいかないと思います。整理は必要だと

思います。 
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（副会長） 

 時間になりましたので、以上で終わります。ありがとうございました。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。委員の皆さまからいただいたご意見をもとに障がい者福

祉計画を推進していきたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 


