
第3次伊賀市障がい者福祉計画　平成29年度事業計画 シート

【平成２9年度の評価(達成率)について】

・この計画は、Ｈ２７～３２年度までの６年間です。

　実績シートは、
「H26年度の事業の実施内容及び事業の効果・課題」
「２６実績」
「２６達成率」
「２４～２６実績合計」（２４～２５の実績については参考資料を参照）
「２４～２６達成率」
　を記入してください。
　
☆達成率について
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）
Ｃ　（計画の内容を５０％以上７０％未満実施）
Ｄ　（計画の内容を５０％未満実施）
Ｅ　（計画の内容を未実施）

【資料３】 



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 13 [36]

・「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。

・「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 13 10

累計目
標
[21]
↓
[36]

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

219 [602]

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。

市職員の障がい理解を深め
るために研修会を開催いたし
ました。
10/21発達障がい研修134人
参加
1/27精神障がい研修85人参
加

本年度の障害者差別解消法
の施行をうけ、改めて市職員
が障がいについて正しい知識
を学び、職場や地域に、障が
いに関する理解を広め共有
し、ならびに窓口・電話対応等
業務における必要なコミュニ
ケーションのスキルアップを図
ることが出来ました。

延参加
者数

219 164

累計目
標
[540]
↓
[602]

18

①総合的で
きめ細かな
情報提供の
充実

広聴情
報課

昨年度構築したウェブア
クセシビリティに配慮した
ホームページや、ユニ
バーサルデザインに配慮
した文字を使った広報紙
により、高齢者や体に障
がいを持った人へもさま
ざまな情報をわかりやすく
伝えます。

なし なし

各課か
らの依
頼によ
り情報
を提供
するた
め、数
値化す
る目標
はあり
ませ
ん。

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。

音声読み上げソフトを使用す
る人のために画像を載せると
きは、必ず何の画像かという
説明を入力しなければならな
い、文字サイズを簡単に大き
くできるなど、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・運用を行いました。

高齢者や体に障がいを持った
人でも市公式ホームページを
通じてさまざまな情報を得や
すくなった。今後も継続して、
アクセシビリティに配慮した情
報を広く発信していきます。

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

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 10 [29]

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
加し情報活用のための意識
づくりに努めます。 回数 10 9

累計目
標
[24]
↓
[29]

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29年度事業予定
29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

27年度
実績

（１）障がい
者福祉に
関する情
報提供の
充実

方向性
目
標
Ⅰ

基本
方針

備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況

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
計画

ページ
事業実施

課
28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29年度事業予定

29年度
目標値

27年度
実績方向性

目
標
Ⅰ

基本
方針

備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況
基本計画

計画
ページ

事業実施
課

28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、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

6,900 〔20,700〕

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。

伊賀市障がい者相談支援セ
ンターの職員5人を配置し、障
がいのある人やその家族の
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、
サービス利用に繋げました。

件数：新規129件、変更119件

関係機関と調整を図り、個々
にあった適切なサービスを利
用する事により、地域の中で
安心して生活を送ることがで
きました。 相談

件数
6,856 7,019

累計
目標
〔16,500
〕→
〔20,700
〕

19
①総合的な
相談支援体
制の充実

障がい
福祉課・
福祉相
談調整

課

障がい者相談支援セン
ターの現状を踏まえた上
で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た取
り組みを行います。

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。

新庁舎の建設とともに相談体
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、検討が必要です。
伊賀市にあった基幹と一般の
役割分担について検討が必
要です。

回数 1 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。

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
福祉課等と連携し、福祉医療
や自立支援医療、障がい福祉
サービス等の必要なサービス
に繋げました。

介護や認知症等をきっかけに
支援を開始する中で、障が
い、貧困などの課題を把握す
ることも多く、適切な支援機関
やサービスにつなげました。
支援者として、障がい福祉に
関する知識を身につけるとと
もに、関係機関との連携を密
に図る必要があります。

相談に
より関
係機関
につな
げた件

数

200 198

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 15 [46]

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。

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
アセスメント研修会　1回
支援者研修会等　2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 15 16

累計目
標
[36]
↓
[46]

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
活動しやすい環境を整備
するための協議を行いま
す。

回数 14 [40]

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に参加
してもらい、病院での作業療
法活動への参加等を行いまし
た。

精神保健部会開催数　3回
地域移行WG　11回

ピアサポーターの活動の場の
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 14 12

累計目
標
[36]
↓
[40]

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29年度事業予定

29年度
目標値

27年度
実績方向性

目
標
Ⅰ

基本
方針

備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況
基本計画

計画
ページ

事業実施
課

28年度
実績

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 10

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
ら身体障がい相談員6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

10 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。

相談
件数

110 〔260〕

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

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28年度新規利用者数
日常生活自立支援 4件
成年後見制度 2件

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

110 42

相談件
数の増
加は、
セン
ターが
周知さ
れてき
たため
と思わ
れる。

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

500 [1,450]

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 500 450

累計目
標
[1350]
↓
[1450]

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

500 [1,450]

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 500 450

累計目
標
[1,350]
↓
[1,450]

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

500 [1,450]

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す
ることで、周知を行いました。
また、障害者週間に、広報・
ケーブルテレビ・街頭啓発等
を活用し、市民に対しての障
がい者理解の啓発に努めまし
た。

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、
街頭啓発等を行うことで市民
に対し、障がい者理解を深め
ることができました。

配布数 1,500 1,000

3
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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ヶ月に1回開催
し、担当者間で情報共有を図
り、関係各課の連携を強化し
ました。

2ヶ月に1回高齢者及び障が
い者虐待担当者会議を行い、
虐待の捉え方について関係
機関共通認識を持ち対応でき
ました。
また、本年度から講師を依頼
し、虐待の認識をより深める
ため関係機関のための研修
をおこないました。

回数 6 6

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 5 [16]

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。

・障がい者自立支援協議会相
談部会において計画相談研
修会を開催しました。（6/22）
・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
スのヘルパースキルアップ研
修を開催しました。（10/19　21
人参加、3/15　20人参加予
定）
・居宅介護事業所管理者交流
会の開催をしました。（5/24
10人参加）
・伊賀圏域障がい者福祉連絡
協議会くらし部会において、事
業者に対し、地域移行に関す
る研修会の開催を行いまし
た。（12/2　74人参加）

・計画相談に関するスキル
アップを図ることができまし
た。

・研修会・交流会を開催するこ
とで各事業所のヘルパーの共
通の課題について情報交換を
行い、よりよい支援に対する
意識を深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 5 6

累計目
標
[12]
↓
[16]

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 420 420

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
機能障害者の家庭生活及び
社会参加の増進を図ることが
出来ました。 回数 406 361

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

40 [101]

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。

施設職員、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　8人、1/19　40人）

入院患者や看護師・施設職員
等に、地域で生活していく際
に活用できる地域資源を見学
してもらい地域移行の促進を
図ることができました。

参加
者数

48 13

累計目
標
[33]
↓
[101]

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
において、障がい福祉に
関する研修会を行いま
す。 回数 4 [11]

地域住民や民間団体等にお
いて、障がい福祉に関する研
修会を行います。

民生委員・児童委員に対し、
障がい福祉に関する研修を行
いました。　（5/10、7/26）
介護ケアマネ等福祉関係者に
対し障がい福祉研修を行いま
した。（7/12、7/15）

身近な地域支援者である民生
委員・児童委員などに障がい
福祉に関する理解を深めても
らうことで、障害福祉サービス
との連携を図ることができまし
た。

回数 4 3

累計目
標
[9]
↓
[11]

（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

4
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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
談支援事業所との利用調
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

2,400 〔8,300〕

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。

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、家族等介護者の負担軽
減を図りました。

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
利用に繋げることにより介護
者等の負担を軽減する事がで
きました。

サービ
ス利用
相談
件数

2,317 3,666

累計
目標
〔11,100
〕→
〔8,300〕

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。
（7/16阿山名賀保護者会療育
キャンプ、7/27・28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 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

40 40

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。

介護をしている家族同士が日
頃の悩みを分かち合う機会
と、それに関連したさまざまな
情報を共有することで介護の
負担を軽減できるよう、「甲賀
市家族介護者の会」との交流
会を行いました。

参加者からは、一時的ではあ
るものの、介護の事を忘れ心
身共にリフレッシュできた等好
評である。事業内容や参加者
が固定化されつつあるので、
今年度中に実施方法の見直
しを行います。

参加
者数

38 27

（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 105 105

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。

平成29年度社会福祉施設等
整備事業補助金を活用した社
会福祉法人のグループホー
ムの整備について申請を行
い、候補事業として選定され
ることができました。

社会福祉法人の整備により、
昨年度より市内のグループ
ホームの定員数は昨年末84
人から11人増の95人となりま
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、社会福祉法人に補助金等
の活用を周知していきます。

実人数 98 98

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 2

5
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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 [6]

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。

伊賀市内での民間賃貸住宅
を中心に居住支援を図るた
め、三重県居住支援連絡会に
参加し、協議しました。

伊賀市における不動産店（宅
建業者）の登録数がまだまだ
少なく、市内で斡旋できる賃
貸住宅の物件数を増やすた
めに、不動産店の登録を促進
する必要があります。

回数 2 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

引き続き、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、要望があれば出
前講座で制度についての
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、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。

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、また
行政情報番組で制度の周知
を行いました。

障害基礎年金の裁定請求が
36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。また、障害年金請
求者のために、年金機構が案
内パンフレットを作成し、請求
手続きがわかりやすくなりまし
た。

回数 2 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 294 [883]

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200人
障がい児福祉手当94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 294 295

累計目
標
[810]
↓
[883]

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

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。

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した。ま
た、県事業の対象者拡大や制
度充実を要望しました。

市単で実施している精神障が
い者の医療費が増加していま
す。継続的な助成が必要なの
で、県補助事業となるよう引き
続き要望していきます。

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
日常生活自立支援事業
の利用の促進を行いま
す。

権利
擁護
相談
件数

110 〔260〕

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

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
の利用促進を行ないました。

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
見制度や日常生活支援事業
の利用促進を行ない、判断能
力に不安がある人の金銭管
理の支援を行い、経済的な自
立を促進することができまし
た。

権利擁
護相談
件数

110 42

累計
目標
〔130〕
→
〔260〕
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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29年度事業予定

29年度
目標値

27年度
実績方向性

目
標
Ⅰ

基本
方針

備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況
基本計画

計画
ページ

事業実施
課

28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
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 200 200

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ま
した。
・出前講座　162回

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。

回数 162 190

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 160 160

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 153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
果的に提供しています。

回数 153 144

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。
・こころの健康についての
啓発事業の参加者数 実人数 150 150

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

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ていま
す。
また自殺対策強化週間（9月）
や月間（3月）に合わせて自殺
予防についての啓発や取り組
み等も進めています。
こころの健康大学の事業内
容･実施回数を見直した。上
野病院と連携し、テーマを決
めたプログラム内容にした。

教室等の事業を実施すること
で、市民に対してこころの病気
についての理解や知識の普
及の機会となっています。
また自殺予防の啓発等を行な
うことにより、悩みを抱える人
が必要な支援を受けられ自殺
予防につながっています。

実人数 139 316

（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、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。

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、研修会等を開催し、介護
支援専門員の資質の向上を
図ります。

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(年6回）開催しました。ま
た、障がい者福祉制度、がん
化学療法についての研修会を
7月（2回）と11月に開催し、在
宅療養者の薬物治療と管理
についての研修会を3月に開
催しました。

ケアマネジャーの中には、障
がい者福祉制度については
知識が十分でない人もあり、
障がい者福祉制度について
の研修会を開催したことで、
理解が深まりました。ケアマネ
ジャーは、高齢者を支援する
立場にありますが、障がいを
持った家族を支援する機会も
多く、制度の理解が深まること
で、適切に支援機関へつなぐ
ことができます。

回数 10 11
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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
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事業予定 事業の実施内容 事業の効果・課題 指標
指標29年度事業予定

29年度
目標値

27年度
実績方向性

目
標
Ⅰ

基本
方針

備考

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況
基本計画

計画
ページ

事業実施
課

28年度
実績

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・福祉分野の
連携」検討会を引き続き
開催します。また、「在宅
患者の薬の管理のしくみ
づくり」を進めるため、検
討会において「お薬手帳
カバー」の運用方法等を
研究するとともに、要支
援・要介護者等を対象に
配布します。

開催
状況

1 1

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。

保健・医療・福祉分野の連携
検討会により、在宅患者の薬
の管理のしくみづくりを検討
し、本年度からそのしくみづく
りに着手しました。
12月：患者への啓発物品の配
布（医療機関、薬局、訪問看
護、ケアマネ）
2月：市広報紙での特集掲載
及び行政チャンネルでの放送

本事業により、保健・医療・福
祉関係者による関わりが深ま
りました。あわせて、患者やそ
の家族も一員となった在宅生
活支援のしくみづくりをすすめ
ることができました。
今後も、医療や介護・福祉関
係者とともに継続した患者、
市民啓発等を行う必要があり
ます。

開催
状況

1 1
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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
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事業予定 事業の実施内容 事業の効果・課題 指標

1一生
涯を
通じた
生活
支援
システ
ムの
確立

（１）発達
支援体制
の確立・推
進

29
①発達支援
システムの
構築

健康推
進課

全ての乳幼児が健康診
査を受診できるように勧
奨し、障がいの早期発見
に努めます。また、各種
相談や医療・療育につな
げられるよう医師会など
関係機関と連絡・連携を
強化し切れ目ないサービ
スの提供を実施します。

3歳児
健診
の受
診率

97 97

全ての乳幼児が健康診査を
受診できるよう勧奨し、障がい
の早期発見に努めます。ま
た、各種相談や医療、療育に
つなげるられるよう医師会な
ど関係機関と連絡・連携を強
化し切れ目ないサービスの提
供を実施します。
・3歳児健診

すべての乳幼児が健康診査
を受診できるように勧奨し、小
児科・歯科健診・保健指導な
ど実施し、保護者の悩みに応
じるとともに精密検査や各機
関との連携に努めました。

3歳児健診の受診率
94.6％

３歳児健診の受診率を向上さ
せて、発育発達状況を把握す
るとともに、保育所幼稚園や
こども発達支援センター等各
機関との連携強化が必要で
す。

３歳児
健診の
受診率

94.6 99.2

29
①発達支援
システムの
構築

こども未
来課

保育所（園）・幼稚園へ
の訪問について、対象
（年長児･年中児）を決め
て訪問します。また保育
所(園）から小学校への
就学時期や進級の時期
についても重点的に訪
問し、5歳児発達相談事
業を市内全保育所
（園）、幼稚園で実施しま
す。

回数 450 〔1,361〕

保育所（園）・幼稚園への訪問
について、対象（年長児･年中
児）を決めて訪問します。また
保育所(園）から小学校への
就学時期や進級の時期につ
いても重点的に訪問し、今年
度から5歳児発達相談事業を
市内全保育所（園）、幼稚園で
実施します。

保育所（園）・幼稚園への訪問
について、対象（年長児･年中
児）を決めて訪問しました。ま
た保育所(園）から小学校への
就学時期や進級の時期につ
いても重点的に訪問しまし
た。また今年度から5歳児発
達相談事業を市内全保育所
（園）、幼稚園で実施しました。

5歳児発達相談の実施により
就学までの支援のシステムが
でき、相談や支援が必要な場
合の対応がスムーズになりま
した。

回数 447 464

累計目
標
〔1,200〕
から
〔1,361〕
に変更

29
①発達支援
システムの
構築

学校教
育課

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
を実施します。

回数 160 160

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
談を実施します。

臨床心理士やこども発達支援
センターに依頼し、発達検査
や保護者相談などの巡回相
談を136回実施しました。

発達検査や保護者相談等を
通して、児童生徒一人ひとり
に応じた適切な支援にいかす
ことができました。今後も、計
画的に実施する必要がありま
す。

回数 136 121

29
①発達支援
システムの
構築

障がい
福祉課

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事
業所連絡会を開催しま
す。

参加
事業
所数

16 16

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
育事業所連絡会を開催しま
す。

障がい者地域自立支援協議
会療育支援担当者連絡会に
おいて、保健・医療・福祉・保
育・教育等の関係機関が途切
れのない支援のしくみを構築
するための情報共有等を行い
ました。
　　　　　　　参加事業所　9
地域包括ケアシステムの検討
の中で療育に関する検討を関
係機関で行いました。
　　　　　　　参加機関　7

連絡会を開催することで関係
機関の情報共有等を行うこと
が出来ました。今後も関係者
との連携を積極的に行ってい
きます。

参加事
業所数

16 63

29年度
目標値 備考

Ⅱ
　
生
涯
を
通
じ
て
社
会
参
加
で
き
る
共
生
の
し
く
み
を
つ
く
る

目
標
Ⅱ

方向性
基本
方針

基本計画 29年度事業予定 指標

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）

目標Ⅱ　生涯を通じて社会参加でき
る共生のしくみをつくる

事業実
施課

計画
ページ

27年度
実績

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況
28年度
実績
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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

29年度
目標値 備考

目
標
Ⅱ

方向性
基本
方針

基本計画 29年度事業予定 指標
事業実
施課

計画
ページ

27年度
実績

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況
28年度
実績

29
②発達障が
い児等に対
する支援

健康推
進課

乳幼児期の健診など母
子保健事業を通じて、発
達障がい児を早期発見
し、経過観察や育児支援
を行う場を提供します。
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い
ます。
・にこにこ広場
・2歳児相談等の開催

回数 70 70

乳幼児期の健診など母子保
健事業を通じて、発達障がい
児を早期発見し、経過観察や
育児支援を行う場を提供しま
す。また、専門機関との連携
により早期に療育につなげら
れるよう支援を行います。
・にこにこ広場・2歳児相談等
の開催

乳幼児健診後に相談や教室
を実施し、児の発育発達を経
過観察するとともに、保護者
の相談に応じました。また、必
要に応じ各専門機関の紹介
等を行いました。

にこにこ広場　54回
参加者延べ701人
2歳児相談　12回
参加者数延べ156人

児の発育発達を切れ目なく支
援するため、4か月・10か月・1
歳6ヶ月児健診の受診率を向
上させる必要があります。

回数 66 80

29
②発達障が
い児等に対
する支援

こども未
来課

学校が行う事例検討会
や職員研修等に協力し
ます。

参加
者数

337 〔900〕

学校が行う事例検討会や職
員研修等に協力します。

学校が行う事例検討会や職
員研修等に協力しました。ま
た学校からの依頼により「個
別の教育支援計画」の作成の
際に助言を行いました。

こどもの発達という視点から
その子どもの困り感を把握
し、学習や生活場面での個別
の支援につながるようになり
ました。
　実施回数　13回

参加
者数

262 301

29年度
目標値
300から
337に
変更

29
②発達障が
い児等に対
する支援

学校教
育課

支援の必要な児童生徒
について「さぽーとファイ
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、個々のニーズにあっ
た適切な切れめのない
支援を行うために活用し
ます。

活用率 100 100

支援の必要な児童生徒につ
いて「さぽーとファイル」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、個々のニーズにあっ
た適切な切れめのない支援を
行うために活用します。

31校において、特別支援学級
籍の児童生徒について、「個
別の教育支援計画」「個別の
指導計画」を作成しました。

「個別の教育支援計画」「個別
の指導計画」を作成し、個々
のニーズにあった支援を行う
ことができました。今後は、普
通学級における発達に課題
のある児童生徒も含めた、支
援計画や指導計画の作成を
進めていく必要があります。

作成率 100 100

30
③地域の学
校と連携強
化

障がい
福祉課

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事
業所連絡会を開催しま
す。
伊賀圏域障がい福祉連
絡協議会就労支援部会
において、県内の高校が
参加する特別支援コー
ディネーターと情報交換
を行います。

参加
事業
所数

15 15

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・伊賀圏域障がい福祉
連絡協議会が主体となり研修
会等を開催します。

障がい者地域自立支援協議
会療育支援担当者連絡会に
おいて、保健・医療・福祉・保
育・教育等の関係機関が途切
れのない支援のしくみを構築
するための情報共有等を行い
ました。        　    　9事業所

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会において、
県内の高校が参加する特別
支援コーディネーターと情報
交換を行いました。　2/3開催
6校

連絡会を開催することで関係
機関の情報共有等を行うこと
が出来ました。今後も関係者
との連携を積極的に行ってい
きます。

気になる生徒について関係機
関が早期に関わりを持ち卒業
後を見据えた支援体制の構
築が必要です。

参加
者数

15 11

Ⅱ
　
生
涯
を
通
じ
て
社
会
参
加
で
き
る
共
生
の
し
く
み
を
つ
く
る

10
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1一生
涯を
通じた
生活
支援
システ
ムの
確立

（２）自立し
た地域生
活のため
の支援

30
①自立した
地域生活の
ための支援

福祉相
談調整

課

障がい者相談支援セン
ターに相談支援専門員
を配置し、障がいのある
人の生活相談や就労相
談を行います。 相談

件数
6,900 〔20,700〕

障がい者相談支援センターに
相談支援専門員を配置し、障
がいのある人の生活相談や
就労相談を行います。

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、
障がいのある人が自立した地
域生活が送れるよう生活相談
や就労相談を行い、サービス
利用に繋げました。
件数：新規129件・変更119件

障がいのある人が地域で自
立した生活が送れるよう、関
係機関と連携し支援を行ない
ました。

相談
件数

6,856 7,019

累計
目標
〔16,500
〕→
〔20,700
〕

（３）高齢に
なった障が
いのある
人への支
援

30

①高齢に
なった障がい
のある人へ
の支援

障がい
福祉課

障がい者地域自立支援
協議会や障がい者相談
支援センター会議におい
て、高齢になった障がい
のある人への支援につ
いて検討します。 回数 17 [51]

障がい者地域自立支援協議
会や障がい者相談支援セン
ター会議において、高齢に
なった障がいのある人への支
援について検討します。

障がい者地域自立支援協議
会や障がい者相談支援セン
ター会議において、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いまし
た。また、部会において介護
保険勉強会を行いました。

相談部会　12回
センター会議　5回

高齢になった障がいのある人
の支援については、計画相談
支援の中で早い段階から介
護保険サービスの利用も含め
てその人のニーズに沿った支
援を行えるよう高齢者担当機
関や計画相談事業所と連携し
今後も検討していきます。

回数 17 17

累計目
標
[35]
↓
[51]

30

①高齢に
なった障がい
のある人へ
の支援

介護高
齢福祉

課

65歳以上となる障がい
者について、必要に応じ
て介護サービスや高齢
者サービスへ円滑に移
行するための調整連携
を図ります。

回数 1 1

65歳以上の障がい者につい
て、必要に応じて、介護保険
の各種サービスや市の高齢
者サービス等の相談・利用を
進めます。

認定率：障がい福祉サービス
利用者のうち、必要な人の介
護認定率

65歳以上の障がい者につい
て、必要に応じて、介護保険
の各種サービスや市の高齢
者サービス等の相談・利用を
進めました。

介護保険や市の各種サービ
ス利用を希望する方が要介護
認定をうけることで必要な
サービス利用につながった。

認定率 100 100

31

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
アシステムづ
くり

医療福
祉政策

課

健康福祉に関する計画
（子ども、障がい、高齢、
介護、健康、地域福祉）
の連携調整を行う「健康
福祉関係計画調整会
議」を開催します。地域
医療・地域福祉ビジョン
に関する調査研究を平
成28年度に取りまとめた
ことから、「健康福祉関
係計画調整会議」を開催
し、地域包括ケアシステ
ム構築に向け取り組み
ます。

開催
状況

１ １

健康福祉に関する計画（子ど
も、障がい、高齢、介護、健
康、地域福祉）の連携調整を
行う「健康福祉関係計画調整
会議」を行い、地域包括ケア
システム構築を進めます。

本年度、部内で計画を策定す
る部署がなかったため、「健康
福祉関係計画調整会議」は実
施しませんでしたが、地域課
題の整理や施策展開を行う
「福祉施策調整会議」を1回開
催しました。
また、地域医療・地域福祉ビ
ジョンの策定に向けて、庁内
関係課（健康推進課、保険年
金課）と協議を行うとともに、
地域包括ケアシステムの構築
に向け、国のモデル事業であ
る「多機関の協働による包括
的支援体制構築事業」を実施
し、よりスムーズな相談の連
携体制をめざしました。

福祉施策調整会議を実施す
ることにより、次年度部内各
課で策定する計画に向け、課
題の把握と整理ができまし
た。しかし、方向性が決まらな
い課題も多く、今後も継続して
福祉施策調整会議の開催が
必要です。

開催
状況

1 1

11
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２早期
療育
と保
育の
充実

（１）障がい
児の早期
療育の充
実

33
①母子保健・
発達相談体
制の充実

健康推
進課

妊娠届けの機会や乳幼
児相談、こんにちは赤
ちゃん訪問など各種母
子保健事業の機会を通
じて、乳幼児健診の受診
を促し、障がい児の早期
発見・専門機関への紹
介などの支援につなげら
れるように努めます。
･1歳6か月児健診

1歳6
ヶ月健
診の
受診
率

97 97

妊娠届けの機会や乳幼児相
談、こんにちは赤ちゃん訪問
など各種母子保健事業の機
会を通じて、乳幼児健診の受
診を促し、障がい児の早期発
見・専門機関への紹介などの
支援につなげられるように努
めます。
･1歳6か月児健診

各種母子保健事業を通じて、
乳幼児健診の受診を促し児
の発育発達状況の把握及び
保護者の相談を行ないまし
た。

1歳6ヶ月児健診受診率
96.3％

各種母子保健事業を通じ、健
診の啓発や相談窓口の啓発
をはかり、保護者が早期に相
談できる体制づくりに努めま
す。

１歳６ヶ
月児健
診受診

率

96.3 97

33
①母子保健・
発達相談体
制の充実

保育幼
稚園課

全ての保育所（園）にお
いてこども発達支援セン
ターとの連携を密にし、
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
ていきます。保護者の不
安や心配な気持ちを受
け止め、各機関と連携し
相談体制を充実します。

箇所数 31 31

全ての保育所（園）において
発達支援センターとの連携を
密にし、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きます。
また研修の充実と職員の質
の向上を目指します。

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、伊賀市
内全ての保育所（園）を発達
支援センターと共に訪問し連
携を密にしました。発達支援
センター開催の研修に積極的
な参加を促し職員の質の向上
を図りました。

発達支援センター開催の勉強
会や研修、保育所（園）内研
修に積極的に参加し、障がい
のある子どもや支援が必要な
子どもの特性や関わり方、支
援の仕方などを学び丁寧に関
わることができるようになりま
した。今後も適切な関わり方
ができるよう職員の質の向上
に努めます。

箇所数 32 34

33
①母子保健・
発達相談体
制の充実

学校教
育課

障がいのある子どもや発
達に支援が必要な子ど
もを早期に適切な支援
につなげるため、障がい
や発達について気軽に
相談できるよう、教育相
談を実施します。

回数 4 4

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
適切な支援につなげるため、
障がいや発達について気軽
に相談できるよう、教育相談
を実施します。

教育相談をゆめぽりすセン
ターにおいて実施しました。

7/22（金）・7/26（火）
7/29（金）・8/1（月）

教育相談を通して、発達に課
題のある子どもを早期に適切
な支援につなげることができ
ました。今後も、引き続き実施
し、適切な教育支援へつなげ
る必要があります。

回数 4 4

33
②早期療育
体制の充実

こども未
来課

身近な地域で、個別に専
門的な療育を受けられる
ような支援体制の構築に
向け、専門職の確保及
び医療分野も含め必要
となる支援についての情
報収集をしながら検討し
ます。

回数 3 〔10〕

身近な地域で、個別に専門的
な療育を受けられるような支
援体制の構築に向け、専門職
の確保及び医療分野も含め
必要となる支援についての情
報収集をしながら検討しま
す。

身近な地域で、個別に専門的
な療育を受けられるような支
援体制の構築に向け、専門職
の確保及び医療分野も含め
必要となる支援についての情
報収集をしながら検討しまし
た。

医療についての課題の中で
専門医師の確保に向けて、引
き続き情報収集に取り組む必
要があります。

回数 2 5
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33

③発達に関
する保護者
等の理解の
推進

健康推
進課

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
る母子保健事業を紹介
し、事業への参加を促し
ます。乳幼児相談や各
種教室など発達段階に
応じた母子保健事業を
開催し、保護者からの発
達や育児に関する相談
を受けるとともに発達に
ついての理解を促す機
会とします。
・こんにちは赤ちゃん訪
問

こんに
ちは赤
ちゃん
訪問
率

99 99

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
ついて支援する母子保健事
業を紹介し、事業への参加を
促します。乳幼児相談や各種
教室など発達段階に応じた母
子保健事業を開催し、保護者
からの発達や育児に関する相
談を受けるとともに発達につ
いての理解を促す機会としま
す。
・こんにちは赤ちゃん訪問率

母子健康手帳発行時からこん
にちは赤ちゃん訪問等を通じ
て、地区担当保健師が支援体
制を整え、保護者の相談に応
じるとともに、児の発育発達に
ついて切れめのない支援に努
めました。

こんにちは赤ちゃん訪問率
98.3％

母子健康手帳発行時から担
当保健師を紹介し、保護者と
ともに切れ目なく支援を行なう
体制づくりを行い、保護者支
援を目指します。

こんに
ちは赤
ちゃん
訪問率

98.3 98

33

③発達に関
する保護者
等の理解の
推進

こども未
来課

依頼があれば保護者会
やＰＴＡ行事として、子ど
もの発達に関する講演
等を行います。 回数 15 〔35〕

依頼があれば保護者会やＰＴ
Ａ行事として、子どもの発達に
関する講演等を行います。

依頼に応じて保護者会やＰＴ
Ａ行事等保護者等を対象に、
子どもの発達に関する講演等
を行いました。
保育所（園）　5回
その他　　　　 8回

保護者等の子どもの育ちや発
達についての理解の推進に
つながることができました。

回数 13 7

33

③発達に関
する保護者
等の理解の
推進

学校教
育課

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
めに、保育所（園）や幼
稚園、学校訪問を実施し
ます。

箇所数 55 55

保育所（園）や幼稚園におい
て早期の段階で発見し、支援
につなげるために、保育所
（園）や幼稚園、学校訪問を実
施します。

保育所（園）・幼稚園において
は、35園、小学校において
は、21校訪問し、発達に課題
のある子どもの状況を把握す
るとともに、教育（就学）相談
を実施しました。

保育所（園）・幼稚園・学校訪
問を通して、発達に課題のあ
る子どもの状況を把握し、保
護者とともに適切な支援のあ
り方を考えることができまし
た。

箇所数 56 56

（２）障がい
児保育の
充実

34
①障がい児
保育体制の
推進

保育幼
稚園課

早期に子どもの障がい
や発達に支援が必要な
子どもに気づき、子ども
一人ひとりの障がいや
ニーズに応じた発達支
援を推進するため、全て
の保育所（園）において
障がい児保育を継続し
て実施します。

箇所数 31 31

早期に子どもの障がいや発達
に支援が必要な子どもに気づ
き、子ども一人ひとりの障が
いやニーズに応じた発達支援
を推進するため、全ての保育
所（園）において障がい児保
育を継続して実施します。

早期に子どもの障がいや発達
に支援が必要な子どもに気づ
き、子ども一人ひとりの障が
いやニ－ズに応じた発達支援
を推進しました。全ての保育
所（園）において障がい児保
育を継続して実施しました。

一人ひとりの子どもに丁寧に
関わる「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ま
す。

箇所数 32 34

34
②専門機関
等との連携
強化

こども未
来課

児童の発達に関して専
門の知識をもつ機関から
の巡回相談を行います。

回数 60 60

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
談を行います。

児童の発達に関して専門の
知識をもつ機関から、臨床心
理士、言語聴覚士、作業療法
士、理学療法士等の専門職と
保育所（園）、学校等へ巡回
相談を行いました。

児童の発達に関して専門の
知識をもつ専門職と保育所
（園）、学校等へ巡回相談を行
うことで、保育士や教員等の
支援者に対しより専門的、具
体的な助言を受けることがで
きました。

回数 55 19
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（１）特別
支援教育
の充実

36
①就学指導
教育の充実

学校教
育課

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、
適切な支援につなげま
す。

教育支援委員会開催
数：5回

回数 5 5

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、適切な支援に
つなげます。

就学診断委員会開催数：5回

専門医や児童相談所、支援
学校、福祉部局等と連携し、
就学診断委員会を5回実施し
ました。

5/26（木）・9/1（木）
9/8（木）・10/27（木）
11/10（木）

関係機関と支援状況について
情報共有するとともに、一人
ひとりに応じた適切な支援に
つなげることができました。

回数 5 6

36

②地域の学
校での特別
支援教育の
充実

学校教
育課

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
めます。

人数 42 42

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ます。

必要に応じて、生活学習支援
員・特別支援教育支援員をあ
わせて、42名配置しました。

生活学習支援員を配置するこ
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ました。
支援の必要な児童生徒の増
加にともない、今後も、人的確
保に努めます。

人数 42 42

36

③特別支援
学校や専門
機関等との
連携強化

学校教
育課

教育相談や事例検討会
等において、一人ひとり
の適切な支援へつなげ
るため、関係機関と連携
し取り組みます。

学校数：31校

回数 31 31

教育相談や事例検討会等に
おいて、一人ひとりの適切な
支援へつなげるため、関係機
関と連携し取り組みます。

学校数：31校

31校において、特別支援学校
やこども発達支援センター、
児童相談所、あすなろ学園等
と連携し、相談員や専門医等
から、より専門的な助言を受
けながら取り組むことができま
した。

関係機関と連携して取り組む
ことにより、発達に課題のある
児童生徒の支援について、専
門性をいかした適切な支援を
行うことができました。今後も
関係機関との連携を図る必要
があります。

回数 31 31

37

①放課後児
童クラブにお
ける受入れ
の推進

こども未
来課

障がいのある児童につ
いて、ニーズに応じた受
け入れができるように、
放課後児童クラブに加
配の支援員をおきます。

箇所数 15 15

障がいのある児童について、
ニーズに応じた受け入れがで
きるように、放課後児童クラブ
に加配の支援員をおきます。

障がいのある児童について、
ニーズに応じた受け入れがで
きるように、放課後児童クラブ
に加配の支援員を配置しまし
た。

障がいのある児童について
も、安心・安全に放課後等を
過ごすことができました。今後
もニーズに応じた対応をする
必要があります。

箇所数 13 11

37

②日中一時
支援事業等
障害福祉
サービスの
充実

障がい
福祉課

障がい児の日中一時支
援事業を実施し、放課後
や長期休業中の活動の
場を確保します。

利用
者数

170 170

障がい児の日中一時支援事
業を実施し、放課後や長期休
業中の活動の場を確保しま
す。

長期休暇中の日中における
活動の場を確保、家族の就労
支援及び日常介護している者
の一時的な休息による負担軽
減を図ることを目的とした事
業に対し、場の確保や広報活
動等を行いました。
日中一時支援事業　　　　91
人
放課後等デイサービス　 75人

障がい児の中でも特に中高
生を対象にした事業所が不足
しているため、事業所の確保
に努めます。

利用
者数

166 89

３学齢
期の
子ども
の教
育・療
育の
推進

（２）放課
後や長期
休業中の
活動の場
の確保
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４就労
支援
の推
進

（１）就労
支援ネット
ワークの
強化

38
障がい
福祉課

伊賀圏域障がい福祉連
絡協議会就労支援部会
を開催し、各関係機関に
よるネットワークを強化
するための協議を行い、
障がいのある人の一般
就労を支援します。

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会を開催し、
各関係機関によるネットワー
クを強化するための協議を行
い、障がいのある人の一般就
労を支援します。

38
商工労
働課

伊賀圏域障がい福祉連
絡協議会就労支援部会
を開催し、各関係機関に
よるネットワークを強化
するための協議を行い、
障がいのある人の一般
就労を支援します。

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会を開催し、
各関係機関によるネットワー
クを強化するための協議を行
い、障がいのある人の一般就
労を支援します。

39

②総合的な
相談支援と
コーディネー
トの充実

障がい
福祉課

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
議会就労支援部会を開
催し、障がいのある人の
就労に関する相談支援
とコーディネートの充実
を図るため、各関係機関
との連携を強化します。

回数 4 [12]

障がい者地域自立支援協議
会相談部会や伊賀圏域障が
い福祉連絡協議会就労支援
部会を開催し、障がいのある
人の就労に関する相談支援と
コーディネートの充実を図るた
め、各関係機関との連携を強
化します。

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会を開催す
ることにより、障がいのある人
の一般就労を支援するため
の各関係機関の担当者の連
携を強化することができまし
た。
伊賀圏域就労部会　3回
事業所連絡会　2回

伊賀圏域（伊賀市・名張市）単
位で就労支援部会を行うこと
により、より多くの関係機関と
障がいのある人の就労支援
のための連携強化を図ること
ができました。

回数 5 4

39

③ジョブコー
チやジョブサ
ポーターの
育成

障がい
福祉課

伊賀市社会福祉協議会
に委託し、ジョブサポー
ターの養成を行います。

養成
者数

1 [3]

伊賀市社会福祉協議会に委
託し、ジョブサポーターの養成
を行います。

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
の養成を行いました。

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まし
た。

養成者
数

1 1

（２）企業
等におけ
る障がい
者雇用の
推進

39
①企業等へ
の啓発

障がい
福祉課

伊賀圏域障がい福祉連
絡協議会就労支援部会
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
発を行います。

参加
企業
数

54 [90]

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会において、
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
行います。

市内企業訪問し障がい者雇
用について啓発を行いまし
た。　　　　　　　　　　　2社
伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会において、
障がい者雇用に関する研修
会の開催企画を行いました。
2/9　参加予定者50人（当日
天候の都合で中止になりまし
た）

今後も、企業に対し障がい者
雇用のための啓発を行ってい
く予定です。

参加企
業数

2 34

45回数
①就労支援
ネットワーク

の強化
回数 4 [13]

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会を開催す
ることにより、障がいのある人
の一般就労を支援するため
の協議を行いました。

伊賀圏域就労部会　3回
事業所連絡会　2回

伊賀圏域（伊賀市・名張市）単
位で就労支援部会を行うこと
により、より多くの関係機関と
障がいのある人の就労支援
のためのネットワークをつくる
ことができました。
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39
①企業等へ
の啓発

商工労
働課

人権啓発企業訪問の
際、市内の企業・事業所
を訪問し、障がい者雇用
の促進のための啓発を
行います。

件数 284 [831]

人権啓発企業訪問の際、市
内の企業・事業所を訪問し、
障がい者雇用の促進のため
の啓発を行います。

人権啓発企業訪問の際や伊
賀市人権学習企業等連絡会
会員企業に対し、障がい者雇
用促進のための啓発を行い
ました。

啓発企業数：279社

障がい者雇用に関する助成
制度や障害者差別解消法に
関する情報提供ができまし
た。今後も継続して情報提供
を行います。

件数 279 286

39

②障がい者
雇用を行う企
業等に対す
る支援

障がい
福祉課

障がい者雇用の啓発の
ための研修会等の機会
をとらえて、障がい者雇
用に関する助成制度の
情報提供（パンフレットの
配布）を行います。

配布
数

332 [900]

障がい者雇用の啓発のため
の研修会等の機会をとらえ
て、障がい者雇用に関する助
成制度の情報提供（パンフ
レットの配布）を行います。

人権啓発企業訪問の際に、
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
提供を行いました。（279社）

訪問した企業に対し助成制度
の情報提供ができました。

配布数 279 286

39

②障がい者
雇用を行う企
業等に対す
る支援

商工労
働課

人権啓発企業訪問の
際、市内の企業・事業所
を訪問し、障がい者雇用
について説明するととも
に、案内チラシを配布
し、情報提供を行いま
す。

件数 284 [831]

人権啓発企業訪問の際、市
内の企業・事業所を訪問し、
障がい者雇用について説明
するとともに、案内チラシを配
布し、情報提供を行います。

人権啓発企業訪問の際や伊
賀市人権学習企業等連絡会
会員企業に対し、障がい者雇
用に関する助成制度について
の案内チラシを配布し、情報
提供を行いました。

啓発企業数：279社

障がい者雇用に関する助成
制度に関する情報提供ができ
ました。今後も継続して情報
提供を行います。

件数 279 286

40

③行政機関
での障がい
者雇用の推
進

障がい
福祉課

市役所庁舎内等で障が
いのある人の職場実習
事業を行います。

人数 1 1

市役所庁舎内等で障がいの
ある人の職場実習事業を行
います。

8月～11月に市役所庁舎内等
で障がいのある人の職場実
習事業を行いました。

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
る理解を深めるとともに、参加
した実習生が一般就労にむけ
ての意欲の向上を図ることが
できました。

人数 1 1

40

③行政機関
での障がい
者雇用の推
進

人事課

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
雇用を行います。

雇用率 2.30 2.30

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
雇用を行います。

障害者の雇用の促進等に関
する法律及び施行令で地方
公共団体に対して定められた
雇用率達成に向け、障がい者
の採用を行いました。

前年度に比べ、雇用率が若
干下がりましたが、障がい者
の就労機会を一定確保するこ
とができました。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
めていきます。

雇用率 2.32 2.36

40
④就労に向
けた訓練・実
習等の充実

障がい
福祉課

一般就労を希望する人
のために、就労に必要な
訓練を行う就労移行支
援を行い、ＨＰ等活用し
て企業等に効果等を周
知します。

利用
者数

30 30

一般就労を希望する人のた
めに、就労に必要な訓練を行
う就労移行支援を行い、ＨＰ
等活用して企業等に効果等を
周知します。

市内4箇所、市外１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いまし
た。
また、伊賀市障がい者職場実
習モデル事業報告をＨＰに掲
載し雇用促進を図りました。
就労移行支援　利用者　17人
自立訓練事業　利用者　 8人
職場自習事業　利用者　 1人

就労移行支援事業等活用し、
一般就労に向けた支援を行う
ことができました。

利用
者数

26 30
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40
④就労に向
けた訓練・実
習等の充実

商工労
働課

ホームページにおいて、
県施策など就労に向け
た職業訓練などの情報
を提供します。 回数 1 [3]

ホームページにおいて、県施
策など就労に向けた職業訓
練などの情報を提供します。

ホームページにおいて職業訓
練などの情報提供を行いまし
た。

今後も継続して情報提供を行
います。

回数 1 1

40
⑤職場定着
のための支
援

障がい
福祉課

伊賀市社会福祉協議会
にジョブサポーターの派
遣事業を委託し、昨年度
養成したジョブサポー
ターを企業に派遣し、一
般就労した障がい者の
就労定着支援を行いま
す。

件数 260 260

伊賀市社会福祉協議会にジョ
ブサポーターの派遣事業を委
託し、昨年度養成したジョブサ
ポーターを企業に派遣し、一
般就労した障がい者の就労
定着支援を行います。

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
ポーターを派遣しました。

伊賀圏域就労部会等でジョブ
サポーターの今後の活用方
法について検討が必要です。

件数 235 260

40
⑤職場定着
のための支
援

商工労
働課

人権啓発企業訪問の
際、市内の企業・事業所
を訪問し、障がい者の職
場定着のための啓発を
行います。

件数 284 [831]

人権啓発企業訪問の際、市
内の企業・事業所を訪問し、
障がい者の職場定着のため
の啓発を行います。

人権啓発企業訪問の際や伊
賀市人権学習企業等連絡会
会員企業に対し、障がい者雇
用促進のための啓発を行い
ました。

啓発企業数：279社

障がい者雇用に関する助成
制度や障害者差別解消法に
関する情報提供ができまし
た。今後も継続して情報提供
を行います。

件数 279 286

（３）福祉
的就労の
推進

41
①日中活動
系サービス
等の充実

障がい
福祉課

一般企業での就労が困
難な人に働く場を提供す
る就労継続支援を行い
ます。 利用

者数
300 300

一般企業での就労が困難な
人に働く場を提供する就労継
続支援を行います。

一般企業での就労が困難な
人に就労継続支援サービス
給付を行いました。

企業での就労が難しい人の
社会参加の場の確保ができ
ました。
また、事業所連絡会を開催す
ることでサービスの充実に向
けた取り組みを行うことが出
来ました。

利用
者数

284 299

41
②就労事業
への支援

障がい
福祉課

伊賀圏域障がい福祉連
絡協議会就労支援部会
において、就労継続支援
事業所の作業確保や工
賃向上について検討しま
す。 回数 7 [21]

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会就労支援部会において、
就労継続支援事業所の作業
確保について検討します。

伊賀圏域障がい者福祉連絡
協議会事業所連絡会におい
て、各事業所の取組みについ
て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いま
した。

就労部会　3回
事業所連絡会　1回
事業所連絡会企画WG　2回

伊賀圏域で事業所連絡会を
開催することで、各就労支援
事業所がより多くの事業所と
情報交換を行い作業確保や
工賃向上に向けた取り組みを
行うことができました。 回数 7 12

17

  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

29年度
目標値 備考

目
標
Ⅱ

方向性
基本
方針

基本計画 29年度事業予定 指標
事業実
施課

計画
ページ

27年度
実績

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況
28年度
実績

41
③優先調達
の推進

障がい
福祉課

市政運営会議等を活用
し障がい者就労施設等
の提供する物品・サービ
スの優先購入の調達目
標達成のために取り組
みます。

金額 1,900,000 [5,602,140]

障がい者就労施設からの物
品・役務サービスの優先的な
調達に全庁的に取組むよう周
知・啓発します。障がい者就
労施設等が提供することがで
きる物品及び役務を確認のう
え、庁内各部署へ障がい福祉
課公開キャビネットを通じて情
報提供し、可能な限り全ての
部署が障がい者就労施設等
への発注に努めます。

本年も調達目標を定め、市政
運営会議等も活用し、全庁的
に周知・啓発に努めました。ま
た、障がい福祉課公開キャビ
ネットを通じて情報提供し、可
能な限り全ての部署が障がい
者就労施設等への発注を
行ってもらえるように努めまし
た。
来年度以降の事業取組みに
ついて協議・検討を行うことが
出来ました。

周知・啓発を行った結果、小
額ではありますが、新規の発
注事業もありました。
今後も、より一層の事業周知・
啓発が必要だと考えていま
す。

金額 1,805,448 1,896,692

累計目
標
[5,400,0
00]
↓
[5,602,1
40]

５社会
参加
活動
の推
進

（１）生涯
学習等へ
の参加の
推進 43

①参加しや
すい生涯学
習等の推進

生涯学
習課

悠々セミナーの開催時、
磁気ループを設置して、
市民が参加しやすい講
座開催に務めます。 回数 9 9

生涯学習セミナーの開催時、
磁気誘導ループを設置して、
市民が参加しやすい講座開
催に努めます。

生涯学習セミナーチラシや広
報記載記事に磁気ループ設
置の記載をしました。
全5回開催（7/2、9/30/、
11/25、12/9、1/27）

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
解と周知に繋がりました。

回数 5 5

43
①参加しや
すい生涯学
習等の推進

スポー
ツ振興

課

誰もが楽しめるスポーツ
大会を開催するために、
各種目団体等と協議を
行う。また、スポーツ推
進委員による研修を実
施する。

回数 3 3

伊賀市スポーツ推進委員によ
る伊賀市障害者スポーツ大会
や福祉レクリエーションなどへ
参加、協力を行うとともに、障
がい者スポーツの普及・啓発
に努めます。

スポーツ推進委員（協議会）
による伊賀市障害者スポーツ
大会への協力や市民スポー
ツフェスティバルで誰もが親し
み、楽しめるスポーツとして、
カローリング競技の普及に取
り組みました。

誰もが親しみ、楽しめるス
ポーツとしてカローリングが普
及しつつある。今後、多様な
ニュースポーツ等の体験会や
研修会等の情報を市民に提
供するとともに、実施団体等
への支援を行なっていく必要
がある。

回数
1 1

43

①障がいの
ある人自身
による主体
的な活動へ
の支援

障がい
福祉課

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い
ます。

延参
加者
数

1,050 [3,023]

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い
ます。

障がい者団体に主体的な活
動のための助成を行ないまし
た。
伊賀市障がい者スポーツ大
会開催助成金等

障がい者団体に助成を行うこ
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
の人が参加しました。しかし、
障がい者団体の加入者が減
少しているため、新たな会員
の確保が課題となっていま
す。

延参加
者数

1,001 972

累計目
標
[2,760]
↓
[3,023]

43
②交流・学習
の場の充実

障がい
福祉課

交流会や研修会の開催
や積極的な参加を支援
するため、障がい者団体
の活動に対する助成を
行います。

回数 37 37

交流会や研修会の開催や積
極的な参加を支援するため、
障がい者団体の活動に対す
る助成を行います。

障がい者団体の活動に対す
る助成を行いました。
伊賀市障がい者スポーツ大
会開催助成金等

障がい者団体に助成すること
により、団体が主体となって研
修会や交流会を開催し、多く
の人が参加しました。 回数 37 37

（２）当事
者活動の
充実

18

  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

１市民
の理解
と協働
の推進 45

①障がいの
ある人の人
権に関する
理解と認識
の啓発

障がい
福祉課

障がい者週間の街頭啓
発やイベント開催時に、
啓発チラシを配布し、市
民への周知を図ります。 配布数 1,500 [4,000]

障がい者週間の街頭啓発の
際に、啓発チラシを配布し、市
民への周知を図ります。

12月5日の障がい者週間の街
頭啓発及び各種講演会の際
に、障害者差別解消法啓発チ
ラシを配布しました。

啓発チラシを配布することによ
り市民に障がい者差別解消法
についての理解と認識を深め
ることができました。 配布数 1,500 1,000

累計目
標
[3,000]
↓
[4,000]

45

①障がいの
ある人の人
権に関する
理解と認識
の啓発

人権政
策・男
女共同
参画課

障がい者の人権に関す
る理解と認識を深めるた
め、広報いが市やホーム
ページ、講演会や人権
のつどい等を通じて積極
的に呼びかけていきま
す。
・障がい者の人権に関わ
るコラムの掲載回数（広
報いが市）

回数 3 3

障がい者の人権に関する理
解と認識を深めるため、広報
いが市やホームページ・講演
会や人権のつどい等を通じて
積極的に呼びかけていきま
す。

広報いが市の人権コラムで、
障がい者の人権について掲
載しました。また、人権関連イ
ベントや地域などで「障害者の
人権」啓発パネル展を行いま
した。
【指標変更について】
指標をイベントアンケートの満
足度にしていましたが、障が
い者の人権に関わるコラムの
掲載回数に変更します。

学校現場での差別発言の背
景や学校の取り組み、また、
差別解消法の理念等につい
て、広報を通じて広く周知する
ことができました。
また、「障がい者の人権」の各
パネルを活用し、イベント参加
者の理解を促進しました。

回数 3 -

45

②障がいを
理由とする差
別の解消の
推進

障がい
福祉課

障がいのある人からの
相談等の解決、情報共
有の取り組みを行いま
す。 回数 1 1

「障害を理由とする差別」の具
体的内容等を示す「障害を理
由とする差別の解消の推進に
関する法律に基づく職員の対
応に関する要領」を策定しま
す。

平成28年6月「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する
法律に基づく職員の対応に関
する要領」を制定し、庁内ＧＷ
への掲載、ホームページでの
公開を行いました。

法の周知を行うとともに、障が
い者理解を深めることを目的
に職員研修を開催しました。
例年より多数の職員の参加が
ありました。今後も継続して周
知に努めていきます。

回数 1 1

45

②障がいを
理由とする差
別の解消の
推進

人権政
策・男
女共同
参画課

障害者差別解消法の理
念にのっとり、障害を理
由とする差別の解消の
ため、講演会や地区懇
談会・研修会等で積極的
に呼びかけ啓発します。
・障がい者の人権に関わ
るイベント及び人権問題
地区別懇談会の開催回
数

回数 30 30

障害者差別解消法の理念に
のっとり、障害を理由とする差
別の解消のため、講演会や地
区懇談会・研修会等で積極的
に呼びかけ啓発します。
H27年度参加者数：
人権講演会　7,701人
地区懇談会　4,838人
指導者研修　1,443人

学校現場等で多数発生してい
る障がい者差別発言に対し
て、地区懇談会の機会を捉
え、学校や子どもたちだけの
問題ではなく、周囲の大人や
家族、社会の問題として啓発
しました。
【指標変更について】
指標をイベントアンケートの満
足度にしていましたが、障が
い者の人権に関わるイベント
及び人権問題地区別懇談会
の開催回数に変更します。

地区懇談会や、ひゅーまん
フェスタ等で取り上げ啓発する
ことにより、意識せずに使って
いた言葉を、「差別につながる
表現ではないか」と改めて考
える機会となりました。

回数 30 -

Ⅲ
　
だ
れ
も
が
心
地
よ
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る

方向性
目標
Ⅲ

指標
基本
計画

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況計画
ペー
ジ

29年度事業予定
事業実
施課

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）

備考29年度
目標値

2８年度
実績

27年度
実績

（１)障
がいを
理由と
する差
別の
解消
の推
進

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

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

19  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
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46
③学校での
交流や体験
学習の推進

保育幼
稚園課

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
校等と連携し、交流や体
験学習等の取り組みを
推進します。

箇所数 17 17

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ま
す。

学校教育課との連携をとり、
保護者と共に小学校や特別
支援学校を訪問し交流を図
り、保育士の障がいに対する
理解や意識を深めるように努
めました。

訪問して学んだ事を保育所
（園）内研修等で共有し、一日
の流れ等保育に生かすことが
できました。今後も学んだ事を
保育所（園）で還流し、実践で
きるよう取組みを進めます。

箇所数 18 20

46
③学校での
交流や体験
学習の推進

学校教
育課

障がい者団体や住民自
治協議会等と協働しなが
ら、障がい者とともに活
動する交流や体験学習
等の取組を推進します。

箇所数 31 31

障がい者団体や住民自治協
議会等と協働しながら、障が
い者とともに活動する交流や
体験学習等の取組を推進しま
す。

31校において、障がいのある
人との交流を行ったり、ゲスト
ティーチャーを招いて人権集
会を行ったりするなど障がい
者理解につながる学習に取り
組みました。

障がい者とともに活動する交
流会や体験学習、講演会等を
通して、障がい者への理解を
深めることができました。今後
も、発達段階に応じて計画的
に取組を進める必要がありま
す。

箇所数 31 32

46

④地域での
福祉教育や
交流・体験学
習等の推進

障がい
福祉課

各種イベント開催時にお
いて、障がいのある人と
地域住民との交流会等
を開催します。

延参
加者
数

217 [450]

伊賀圏域精神障がい者地域
移行部会において、障がいの
ある人と地域住民との交流会
等を開催します。

・ひゅーまんフェスタ2016にお
いて障がい者スポーツについ
ての講演・体験教室の開催を
行いました。　　 7/17　50人
・聞こえの体験講座を開催し
ました。　　　　1/21　15人

・名張市との共催で「ともに生
きるトーク＆コンサート」の開
催を行った。　　　2/5　112人

・障がい者スポーツを体験して
もらうこと、障がいに対する理
解を深めてもらうことができ
た。
・当事者の講演を聴くことで、
聞こえないことの理解を深め
ることができました。
・名張市と共催することで関係
機関との連携も深めることが
出来ました。

延参加
者数

177 56

（２）障
がいの
ある人
を支援
する地
域福
祉活
動の
推進

46

①ボランティ
ア等の養成と
活動への支
援

障がい
福祉課

聴覚障がい者の支援者
として携わっていただけ
る新たな人材確保のた
め手話奉仕員養成講座
の開催をします。
また、手話奉仕員養成
講座修了生に対しての
フォローアップ研修会を
開催いたします。

参加
者数

40 40

聴覚障がい者の支援者として
携わっていただける新たな人
材確保のため手話奉仕員養
成講座の開催をします。
また、手話奉仕員養成講座修
了生の対してのフォローアップ
研修会を開催いたします。

日常会話程度の手話表現技
術を取得し、聴覚障がい者の
支援者として携わっていただ
ける手話奉仕員の養成講座
（全27回）を開催しました。
参加者数　25人
昨年度手話奉仕員養成講座
修了者に対してのフォローアッ
プ研修会を開催しました。
3/20　９人

養成講座の研修と体験を通じ
て新たな人材育成ができまし
た。
今後の活動支援について検
討が必要になっています。

参加
者数

34 53

20  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
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１市民
の理解
と協働
の推進 46

②身近な地
域での助け
合い活動の
推進

障がい
福祉課

民生委員等と地域での
助け合い活動を推進す
るための勉強会を開催し
ます。 回数 2 [6]

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会専門部会において、民生
委員等と地域での助け合い活
動を推進するための勉強会を
開催します。

民生委員・児童委員に対し、
障がい福祉に関する研修を行
いました。　（5/10、7/26）

身近な地域支援者である民生
委員・児童委員などに障がい
福祉に関する理解を深めても
らうことで、障害福祉サービス
との連携を図ることができまし
た。

回数 2 2

46

②身近な地
域での助け
合い活動の
推進

医療福
祉政策

課

自治協単位で地域課題
を把握し、解決するため
の検討の場となる地域
福祉ネットワーク会議
（協議体）の立ち上げを
進めるとともに、設置さ
れた会議の運営支援を
行います。

設置
団体
数

30 30

自治協単位で地域課題を把
握し、解決するための検討の
場となる地域福祉ネットワーク
会議（協議体）の立ち上げを
すすめます。

地域福祉活動を行う社会福祉
協議会によって、自治協単位
の地域アセスメントを行うとと
もに、自治協単位への地域福
祉ネットワーク会議（協議体）
の立ち上げ支援を行いまし
た。
また、社会福祉協議会や市の
地域支援を担当する所属との
連携を行うため、地域支援者
研修会や会議を開催しまし
た。
新規設置団体：6件

今年度、社会福祉協議会に地
域支援を専門に行う「地域福
祉コーディネーター」が配置さ
れ、今までより継続的な取り
組みにより、計画的な協議体
の立ち上げがすすみました。
今後も継続した協議体立ち上
げ支援を行うとともに、設置さ
れた協議体への運営支援を
すすめます。

設置
団体数

24 18

２快適
で安全
なまち
づくり
の推進

（１）ﾕﾆ
ﾊﾞｰｻﾙ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ
のまち
づくり
の推
進

48

①ユニバー
サルデザイン
の普及・啓発
の推進

障がい
福祉課

障害者週間の街頭啓発
の際に、障害者差別解
消法に関する啓発チラシ
を配布し、ユニバーサル
デザインの理念の普及
を行います。

配布数 1,500 [4,000]

障害者週間の街頭啓発の際
に、障害者差別解消法に関す
る啓発チラシを配布し、ユニ
バーサルデザインの理念の普
及を行います。

12月5日の障害者週間の街頭
啓発及び各種講演会の際に
障害者差別解消法に関する
啓発チラシを配布し、ユニ
バーサルデザインの理念の普
及を行いました。

啓発チラシを配布し、障がい
のあるなし等に関係なくだれも
が利用しやすいユニバーサル
デザインの理念を普及するこ
とができました。

配布数 1,500 1,000

累計目
標
[3,000]
↓
[4,000]

48

①ユニバー
サルデザイン
の普及・啓発
の推進

医療福
祉政策

課

ユニバーサルデザイン
の理念をさらに広めるた
め、職員等への研修会
の開催を継続して実施し
ます。

回数 1 1

ユニバーサルデザインの理念
をさらに広めるため、職員等
への研修会の開催を継続して
実施します。

ユニバーサルデザインの理念
をさらに広めるため、昨年度
のチェックシートの結果をふま
え、啓発もかねて、再度ユニ
バーサルデザインのチェック
シートを実施しました。
また、市職員と社会福祉法人
の職員を対象に、3月17日に
研修会を開催する予定です。

全職員を対象としたチェック
シートの実施により、ユニバー
サルデザインの理念を全職員
に同じように伝えることができ
ました。
また、市内の社会福祉法人職
員に対しても、チェックシートを
実施し、ユニバーサルデザイ
ンの理念の普及・啓発を行い
ました。
チェックシートの実施や研修
会が年度末になったため、もう
少し早い時期に実施したほう
が効果的だと考えます。

回数 1 1

（２）障
がいの
ある人
を支援
する地
域福
祉活
動の
推進

21  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
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Ⅲ
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48

②情報のユ
ニバーサル
デザイン化の
推進

障がい
福祉課

窓口で円滑なコミュニ
ケーションが図れるよう、
簡易筆談器等を設置す
るとともに、手話通訳者
の配置を行います。

設置
手話
通訳
者数

1 1

窓口で円滑なコミュニケーショ
ンが図れるよう、簡易筆談器
を設置するとともに、手話通訳
者の配置を行います。

ふるさと応援寄附金等を活用
し、障がい福祉課窓口にカウ
ンター型磁気ループ設置、主
要窓口の簡易筆談器の更新、
設置を行ないました。
また、手話通訳者の配置を行
いました。

簡易筆談器の設置や手話通
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
ることができました。

設置手
話通訳
者数

1 1

48

③ユニバー
サルデザイン
の理念に基
づいた事業

の推進

障がい
福祉課

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
遣を行います。

回数 53 [120]

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います。

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いまし
た。
手話通訳 24件
要約筆記 12件

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ました。
本年度からの障害者差別解
消法の施行に伴い、今後、ま
すます手話通訳や要約筆記
派遣のニーズが高まるため、
手話通訳者や要約筆記奉仕
員の人材確保が課題です。

回数 36 31

48

③ユニバー
サルデザイン
の理念に基
づいた事業

の推進

障がい
福祉課

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
催します。

延参
加者
数

219 [602]

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
開催します。

市職員の障がい理解を深める
ために研修会を開催いたしま
した。
10/21発達障がい研修134名
参加
1/27精神障がい研修85名参
加

障害者差別解消法研修会を
通じて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
できました。

延参加
者数

219 164

累計
目標
[540]
↓
[602]

48

③ユニバー
サルデザイン
の理念に基
づいた事業
の推進

医療福
祉政策

課

ユニバーサルデザイン
庁内推進委員会を活用
し、各課の実務がユニ
バーサルデザインの理
念に基づいた事業となる
よう、検討を行います。

回数 2 2

ユニバーサルデザイン庁内推
進委員会を活用し、各課の実
務がユニバーサルデザインの
理念に基づいた事業となるよ
う、検討を行います。

ユニバーサルデザインの理念
に基づいた事業を実施できる
よう、今年は、情報発信に特
化した内容をユニバーサルデ
ザイン庁内推進委員会で協議
し、現状を確認しました。
また、チェックシートの実施に
より、個人の取り組みを確認
し、でてきた課題を「ユニバー
サルデザインの取り組み（情
報発信編）」の今後の更新に
つなげます。

昨年度のチェックシート実施
後、業務に関わるユニバーサ
ルデザインについての質問件
数が増加しているため、ユニ
バーサルデザインを意識して
いる人は増えたと考えていま
す。
今後は、わかりやすい文書等
の発信にとどまらず、それぞ
れの事業についても、ユニ
バーサルデザインの理念に基
づいて実施できるよう、検証と
推進をすすめます。

回数 1 1

22  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
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２快適
で安全
なまち
づくり
の推進

（１）ﾕﾆ
ﾊﾞｰｻﾙ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ
のまち
づくり
の推
進

48

③ユニバー
サルデザイン
の理念に基
づいた事業
の推進

広聴情
報課

わかりやすい広報紙や
行政情報番組を作成し
ます。

回数

広報
紙
23

行政
情報
番組
52

広報
紙

〔69〕
行政
情報
番組
〔156〕

わかりやすい広報紙や行政情
報番組を作成します。

広報紙では、ユニバーサルデ
ザインに配慮した字体を使
用、また行政情報番組では大
きな文字で説明用テロップを
掲示するなど配慮し、また見
やすい配色を使用するなど、
わかりやすい広報紙や行政情
報番組を作成しました。

今後もわかりやすい広報紙や
行政番組となるよう努めてい
きます。

回数

広報
紙
23

行政
情報
番組
52

広報
誌
23

行政
情報
番組
52

（２）移
動に関
する支
援

49

①安定的で
持続可能な
交通サービ
スの提供

交通政
策課

H27.8月策定の「伊賀市
地域公共交通網形成計
画」に基づき各種施策を
実施します。

【主な取り組み内容】
・H27年度に実施した基
礎調査及びH28年度に
実施した乗り込み調査
（廃止代替バス・行政バ
ス）をもとに全市的なバ
ス路線の見直し案や地
域運行バスの導入に向
けたガイドラインを作成し
ます。

・市内公共交通の軸とし
ての伊賀鉄道伊賀線の
維持存続及び活性化を
図るべく、桑町～猪田道
間への新駅整備を完了
します。

・伊賀線でのイベント列
車の運行やJR関西本線
沿線でのウォークイベン
トなど利用促進策の実施
のほか、市広報へ公共
交通利用促進に係る啓
発コラムを毎月掲載、公
共交通利用促進期間の
設定による市職員や企
業団体等への協力依頼
を行います。

【伊賀
市地域
公共交
通網形
成計画
におけ
る評価
指標】
①市内
バス路
線の利
用者
数、観
光・レク
リエー
ション
施設の
入込客
数、鉄
道の定
期外乗
車人員
②伊賀
鉄道、
廃止代
替バス
及び行
政バス
利用促
進の取
り組み
に対す
る協力
意向
③鉄
道、バ
スの満
足度

H27.8月策定の「伊賀市地域
公共交通網形成計画」に基づ
き各種施策を実施します。

【主な取り組み内容】
・H27年度に実施した基礎調
査をもとに全市的なバス路線
の見直し案や地域運行バスの
導入に向けたガイドラインを作
成します。

・市内公共交通の軸としての
伊賀鉄道伊賀線の維持存続
及び活性化を図るべく、H29年
度からの公有民営化に向けた
「鉄道事業再構築実施計画」
の策定や、桑町～猪田道間へ
の新駅整備に向けた詳細設
計を完了します。

・伊賀線でのイベント列車の
運行やJR関西本線沿線での
ウォークイベントなど利用促進
策の実施のほか、市広報へ公
共交通利用促進に係る啓発コ
ラムを毎月掲載、公共交通利
用促進期間の設定による市職
員や企業団体等への協力依
頼を行います。

・昨年10月～11月に実施した
市の自主運行バスへの乗込
調査結果を踏まえた路線ごと
の運行見直し案及び地域運
行バスガイドライン案につい
て、形成計画の進行管理を担
う「伊賀市地域公共交通活性
化再生協議会」の下部組織と
して各支所単位で設置してい
る「地域部会」において協議を
行っています。

・伊賀鉄道伊賀線のH29.4.1か
らの公有民営化のスタートに
向け、「鉄道事業再構築実施
計画」を策定し、年度内に国
の認定が受けられる見込みで
す。
また、新駅整備詳細設計業務
についても年度内に完了予定
です。

・伊賀線開業100周年記念イ
ベントやJR関西本線沿線での
ウォークイベントなどのほか、
市広報への公共交通コラムの
掲載、公共交通利用促進期間
における市職員の通勤等にお
ける協力や、利用促進ポス
ターを作成し、企業団体等を
訪問して働きかけを行うなど
の取り組みを行いました。

　現在、伊賀市地域公共交通
網形成計画に基づき、各種施
策の進捗を図っており、実施
した個々の施策については一
定の成果があったものと考え
ていますが、全体的な公共交
通の利用に対する効果につい
ては、今後の取り組みを踏ま
えた検証が必要です。
　このため、同計画の基本方
針にも位置づけている、高齢
者や障がい者などの移動制
約者を含む全ての人が安全・
安心に移動できる持続可能な
交通体系の構築に向け、伊賀
線の公有民営化をはじめとす
る鉄道の維持・活性化の取り
組みに加え、バス交通におけ
る利用実態や利用者ニーズに
合わせた既存路線の見直し
や、地域が主体となって取り
組む「地域運行バス」の導入
検討、さらには鉄道とバスの
連携の強化など、公共交通
ネットワーク自体の構築とそ
の利用促進の両輪により、さ
らなる取り組みを進めていく必
要があります。

【伊賀市
地域公
共交通
網形成
計画にお
ける評価
指標】
①市内
バス路線
の利用
者数、観
光・レク
リエー
ション施
設の入
込客数、
鉄道の
定期外
乗車人
員
②伊賀
鉄道、廃
止代替
バス及び
行政バス
利用促
進の取り
組みに
対する協
力意向
③鉄道、
バスの満
足度

23  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
方向性

目標
Ⅲ

指標
基本
計画

2016（H28）年度　実施事業の進捗状況計画
ペー
ジ

29年度事業予定
事業実
施課

備考29年度
目標値

2８年度
実績

27年度
実績

基本
方針

29年度まで
の[累計]又
は29年度
目標値

49
②福祉有償
運送の充実

介護高
齢福祉

課

福祉有償運送実施法人
が、継続して運行できる
よう、引き続き運営に要
した経費の一部を助成し
ます。

運行
回数

34,000 34,000

福祉有償運送実施法人が、継
続して運行できるよう、引き続
き運営に要した経費の一部を
助成します。

福祉有償運送実施法人に対
し、運営に要した経費の一部
を助成しました。

福祉有償運送実施法人の負
担が軽減され、より安定した
サービスの提供に繋がりまし
た。 運行

回数
34,152 34,923

49

③移動支援
のための
サービスの
充実

障がい
福祉課

障がいのある人の社会
参加のための移動支援
を行います。

利用
者数

130 130

障がいのある人の社会参加
のための移動支援を行いま
す。

ご利用希望のある申請者に移
動支援（ガイドヘルプ）サービ
ス給付を行いました。
登録事業者数　20箇所

移動支援サービス給付を行な
うことにより障がいのある人の
社会参加を促進することがで
きました。
本年度、新たに1事業所から
の申請があり新規契約を行い
ましたが、1事業所の廃止もあ
り、今後更なる事業所の確
保、人材確保に努める必要が
あります。

利用
者数

105 178

（３）防
災、防
犯に関
する支
援

50

①防災、防犯
に関する意
識づくりの推
進

総合危
機管理

課

出前講座として「避難所
運営ゲーム」や「防災講
話」に出向き、住民の防
災意識の向上に努めま
す。

回数 40 40

出前講座として「避難所運営
ゲーム」や「地域防災講話」に
出向き、参加者が満足できる
よう努めます。

実施回数：31回
対象者：地域住民や各種団
体、事業所
参加者：約500人
・広報誌掲載：延べ　6回
・防災講演会や出前講座参加
者への登録チラシの配布：約
500部

今年度から当課が各地区の
自主防災組織の業務を担当し
たことから、地域に出向き、防
災講話やＨＵＧの出前講座を
開くことで、防災に関する住民
の自助・共助の大切さを知っ
てもらい、地域の防災力の向
上に寄与した。今後は地域で
の防災マップ作成や地区防災
計画、避難所運営マニュアル
の作成、地域での防災訓練な
どに繋げてもらいたい。

回数 31 33

50

①防災、防犯
に関する意
識づくりの推
進

総合危
機管理

課

防災や防犯に関する情
報を、加入登録していた
だいた住民に提供する
ために「あんしん防災
ねっと」の加入促進に努
めます。

加入
者数

5,000 5,000

広報誌を中心に防犯啓発活
動を行うとともに「あんしん防
災ねっと」の加入促進に努め
ます。

・広報誌掲載：延べ　6回
・防災講演会や出前講座参加
者への登録チラシの配布：約
500部

ほぼ目標値に近い加入者数と
なり、防災に関する住民の意
識の高さが伺えられる。携帯
電話の加入者数は不明だが、
防災以外のイベントにもチラシ
の配布を行うなど登録の促進
を図っていく必要がある。

加入
者数

4,254 新規
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50
②災害時の
支援体制づく
りの推進

総合危
機管理

課

災害時に高齢者や障が
い者などが安心して避難
できるように事前に災害
時要援護者台帳に申請
していただくことで、災害
時の支援につなげられ
るよう申請者数の増加に
努めます。

申請
率

85 85

災害時要援護者台帳に係る
申請者数の増加に努めます。

・今年度新規対象者に申請書
送付：1,627人（9月）
・前年度までの未申請者に申
請書送付：1,018人（9月）
・全対象者数：21,390人
・申請者数：17,482人
・申請啓発：広報いが市
（9/15）掲載
・出前講座：7月、1地域

出前講座で災害時要援護者
支援体制の説明に出向き、平
常時からの地域における要援
護者の見守りの取り組みをは
じめた地域が拡大した。課題
としては地域により取り組み
状況に温度差があるため、消
極的な地域への啓発が必要と
考える。

申請率 82 85

50

③障がいに
配慮した避難
所の確保と
避難所での
生活支援の
推進

障がい
福祉課

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
研修会を開催します。

延参
加人
数

219 [602]

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
る研修会を開催します。

市職員の障がい理解を深める
ために研修会を開催いたしま
した。
10/21発達障がい研修134名
参加
1/27精神障がい研修85名参
加

研修会を通じて障がいの特性
について職員の理解を深める
ことができました。
今後は市民に対してより一層
の障がい理解の啓発を行って
いく必要があります。

延参加
人数

219 164

累計
目標
[540]
↓
[602]

50

③障がいに
配慮した避難
所の確保と
避難所での
生活支援の

推進

総合危
機管理

課

地域住民による避難所
運営マニュアルの作成
に協力し、作成地域数の
増加に努めます。 地域数 1 1

地域住民による避難所運営マ
ニュアルの作成に協力し、作
成地域数の増加に努めます。

東部地区住民自治協議会が
避難所運営マニュアルを作成
するにあたり支援した。

出前講座等で避難所の運営
の主体は地域の住民であると
いう認識をもっと浸透させて、
いざというときに自分たちで運
営できるようにすることが課題
である。

地域数 1 0
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