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（平成２４年度～平成２９年度）

歌　志　内　市



平成２４年３月

歌志内市長　　泉 谷 和　美

るしく変化しており、サービスの提供や障がい理解の推進
にかかる市町村の役割や責任がますます増大しています。

　そこで、今回の計画策定にあたっては、障がい当事者や学識

歌志内市では、平成１９年３月に第２次歌志内市障がい者福

計画の策定にあたり

祉計画を策定し、障害者自立支援法の施行後の障害者福祉施策
の変化に対応するため障害者施策を講じ、推進してきたところ
です。

しかし、その後も障がいのある方を取り巻く環境はめまぐ

経験者、関係機関の代表者の方など、幅広い委員の方々で構成
されている歌志内市障がい者自立支援協議会の９名の委員にご協力をいただき、障が
い者計画策定委員として本計画の策定に参画をいただきました。

このような取り組みの結果、本市の現状を十分に踏まえた新たな計画を策定することが
でき、この「障がい者計画」が、障がいのある方を取り巻く環境の変化、並びに国や道の
施策動向などにも柔軟に対応し、市の施策展開の基本理念となるものと自負しているとこ
ろです。

「障がい者計画」は、本市において、障がいのある人もない人も社会の一員として生活
し、社会活動に参加するノーマライゼーションの理念を基本とし、障がいのある人が地域
の中で自立し、安全で安心して暮らすことができるまちをめざすものです。

今後は、本計画に掲げる施策の充実を図り、計画の柱である障がい者の自立支援と社会

申し上げ、あいさつとさせていただきます。

参加、障がい理解を進め、「すべての障がい者が必要な支援を受け、社会参加し、地域で
安定し、充実した自立生活ができるまちづくり」の実現のため、支援する仕組みづくりや
社会参加できる環境を整備し、計画を着実に推進していく所存です。

結びに、本計画の策定に参画していただきました策定委員、並びにパブリックコメント
に意見をお寄せくださいました方々に心からお礼申し上げますとともに、市民の皆様に
は、「地域社会でともに支え合う仕組みづくり」の実現に一層のご理解とご協力をお願い
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はじめに

　　　　歌志内市では、平成１９年３月に「歌志内市障がい者福祉計画」（平成１
　　　８年度～平成２３年度）」を策定し、この計画に基づいて障がい者施策を推
　　　進してきました。
　　　　この計画が平成２３年度で終了するため、時代の変化や障がい者のニーズ
　　　に対応できる計画とするために、計画の見直しを行ってきました。
　　　　本計画は、歌志内市の障がい者施策の基本となるものであり、その目標と
　　　する「すべての障がい者が、必要な支援を受け、社会参加し、地域で安定し、
　　　充実した自立生活ができるまちづくり」の実現をめざしていきます。

　　　○　計画の位置づけ
　　　　本計画は、障害者基本法第11条が定める「市町村障害者計画」として策定
　　　します。

　　　○　市の関連計画との関係
　　　　本計画は、「歌志内市基本構想・基本計画（平成１８年度～平成２７年
　　　度）」を上位計画として、他の関連計画との関係にも留意して策定します。
　　　　また、障害者自立支援法第88条に基づく「歌志内市障がい福祉計画」は、
　　　本計画のさまざまな施策のうち、生活支援に関する施策について具体的な目
　　　標値を定めた実施計画にあたります。

　　　○　計画の期間
　　　　本計画は、平成２４年度から２９年度の６年間を期間とします。
　　　　なお、障がい福祉計画は３年を１期として策定することが規定されており、
　　　歌志内市では、平成２１年３月に、平成２１年度から平成２３年度までを計
　　　画期間とした第２期（後期）計画を策定しました。障がい福祉計画の期間に
　　　ついては、平成２４年度から平成２６年度までの３年間とし、第３期計画と
　　　します。

　　　○　計画の策定体制
　　　　本計画の策定にあたって、「歌志内市障がい者自立支援協議会」の委員に
　　　ご協力をいただき、障がい者計画策定委員として計画の内容や今後の障がい
　　　者施策についての協議を行いました。
　　　　策定委員には、障がい当事者や学識経験者、関係機関の代表者など幅広い
　　　市民・関係者が参加して、地域全体で障がい者を支える体制づくりをめざし
　　　ました。
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　１．障がい者計画の目標

　２．施策展開の基本方針

　　　ノーマライゼーション※の理念を実現するためには、いかなる障がいがあろう
　　とも、いかに重い障害があろうとも、すべての障がい者が、必要な支援を受けて
　　社会参加し、地域で安定し、充実した生活を継続して送れることが必要です。
　　　このため、すべての福祉サービスなどの利用においては、障がい者自らが選択
　　し、必要な支援を受け、判断していくことを基本とし、主体的な生活を送ること
　　により、一層の自立と社会参加を促進します。
　　　また、あらゆるバリアの除去に努め、対等で平等な市民社会を築いていくとと
　　もに、当事者参画と市民協働による地域福祉の実現をめざします。
　　　そこで、日常生活を支える各種サービスの提供など、障がい者が病院や施設か
　　ら地域での主体的な生活を支援する仕組みづくりを進め、障がい者がさまざまな
　　活動に積極的に参加できる環境を整備するとともに、地域社会でともに支えあっ
　　て生活するためのしくみづくりを推進していきます。

■　安心して暮らせるまちづくり
ー　自立支援による病院・施設から地域移行へのしくみづくり　ー

　　　　障がい者が病院や施設から移行し、住み慣れた地域社会で、自立し安心して
　暮らしていくために、ホームヘルプ※や保健・医療サービス、相談・情報提供
　などの日常生活に必要なサービスを提供します。
　　また、障がい者とその家族に対するライフステージ※に即した相談支援体制
　や、障がいの早期発見、早期療育※体制の整備などを図るとともに、グループ
　ホーム※や障害者用住宅※など、地域で暮らす障がい者の生活の場、並びに福
　祉施設などのさまざまな活動の場の整備を進めます。

■　ともに学び、働き、社会参加するために
ー　教育・労働・社会活動への参加を支援する環境づくり ー

　　障がいのある人もない人も市民の一人としてともに学び、働き、社会参加し
　ていくために、生涯学習、スポーツ、文化などのさまざまな分野の社会活動と
　学習環境の整備を推進します。
　　あわせて、就労に関する相談機能を強化し、就労支援の拡充を図るとともに
　福祉のまちづくりの推進や移動手段の整備、安全対策の推進など、障がい者の
　社会参加を推進するための条件整備に努めます。

■　ともに支えあうために
ー　障がい理解に向けた意識のバリアフリー化と基盤づくり　ー

　　障がいのある人もない人もともに支えあう地域社会を築いていくために、保
　健、医療、福祉の担い手の養成、確保を図り、障がい当事者同士や地域との交
　流を促進するとともに、地域福祉推進の基盤づくりを進めます。
　　また、誰もがボランティア活動に参加しやすいように、活動のメニューを整
　備するなど、福祉コミュニティの創造に努めます。
　　さらに、すべての障がい者が、差別や偏見を持たれることがないように、障
　がい理解に向けた取り組みを進めます。

すべての障がい者が、必要な支援を受け、
社会参加し、地域で安定し、

充実した自立生活ができるまちづくり
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　３．施策体系図

（１）地域生活支援

①日常生活支援

②相談・情報提供

③保健医療サービス

④家族支援

（２）住まいの確保と整備

①住まいの確保

②暮らしやすい住宅への改修

（３）福祉施設の整備

①施設整備の促進

②既存福祉施設の整備

（１）学習環境の整備

①支援を要する児童生徒への教育の充実

②生涯学習の推進
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　ー 自立支援による病院・施設からの地域移行へのしくみづくり ー

　ー 教育・労働・社会活動への参加を支援する環境づくり ー
２．ともに学び、働き、社会参加するために

１．安心して暮らせるまちづくり
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②生涯学習の推進

（２）就労支援

①就労支援の促進

（３）社会参加の促進

①さまざまな活動への参加促進

（４）まちづくりの推進

①交通機関・建築物等のバリアフリー化の推進

②情報のバリアフリー化

③防災・防犯対策の整備

（１）地域福祉推進の基盤づくり
①推進体制の整備
②交流活動の促進

（２）福祉コミュニティの創造

①意識のバリアフリー化

②ボランティア活動の推進

（３）権利擁護

①権利擁護の推進
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　４．障がい者計画の施策展開

　１．安心して暮らせるまちづくり
ー　自立支援による病院・施設から地域移行へのしくみづくり　ー

　（１）地域生活支援

　　　すべての障がい者が住み慣れた地域で、必要な支援を受けて暮らせるまちづく
　　りをめざします。
　　　障がい者が主体的に必要なサービスを選択できるよう、日常生活を支援するた
　　めの各種サービスを総合的に供給し、併せて相談・情報提供機能の拡充を図りま
　　す。
　　　また、障がい者の家族に対してライフステージ※に即した相談支援を行うとと
　　もに、健康の維持増進や地域医療体制の整備により、保健・医療サービスを充実
　　し、障がい者の自立と社会参加を促進します。

　　①　日常生活支援

・ホームヘルプサービスの拡充

・派遣事業の拡充

・緊急一時保護体制の整備

・日常生活用具費等の給付充実

施策項目 現　　状 施　策　内　容

施策項目 現　　状 施　策　内　容

聴覚障がい者のコミュニケーション
を支援するために、手話通訳協力者
や要約筆記※協力者を養成するな
ど、地域における派遣体制を整備し
ます。

地域でのコミュニケー
ションを図るための協
力者が十分でない。

手話通訳協力者等派遣
事業の充実

日常生活を支援するため、補装具※
の交付・修理を行うとともに、日常
生活用具※を給付します。また、情
報の提供方法を検討します。

情報が手に入りづら
い。

施策項目

既存施設活用などを検討します。

ショートステイ事業の実施をめざし
ます。

現　　状

緊急一時保護※施設の
拡充

ショートステイ※の受
け入れ施設がない。

用具等の給付・修理

施　策　内　容

施策項目 現　　状 施　策　内　容

支給基準を上回る支給
量を必要とする人がい
る。

制度の周知が十分でな
い。

障害程度区分認定審査会で判定され
た障害程度区分の基準により、日常
生活の支援が必要な人に必要なサー
ビスの支給量を確保します。

ホームヘルプ※サービ
ス等介護給付の充実
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・福祉手当の支給

・地域移行支援

　　②　相談・情報提供

・総合相談・専門相談対応

障がい者相談員のスキルアップを図
り、地域における相談体制を充実さ
せます。

地域で暮らす障がい者や地域生活を
希望する施設入所者などの自立と社
会参加を支援するため、個々の状況
把握、サービスの実施・調整・評価
などに対応するサービス利用の拡充
を図ります。

ケアマネジメントの実
施体制が十分でない。

当事者や家族が相談員
になっていない。

相談・情報提供体制の
整備

専門相談員による相談・情報提供機
能を整備するとともに当事者及び家
族を相談員として活用することを図
ります。

多様な相談に対応できるよう、地域の障
がい者団体などとの連携を強化します。

障がい者ケアマネジメ
ント※への対応

障がい児の一貫した発
達について相談する場
がない。

地域での提供体制の整
備

施策項目 現　　状 施　策　内　容

相談を受ける場が少な
い。

ライフステージ※に即した福祉、保
健、医療、教育、労働との連携によ
る相談・情報提供体制の整備を図り
ます。

地域移行についての相談機能の充実
を図ります。

グループホーム※等の体験利用の周知
を図ります。

地域で暮らすための環
境が不十分である。

精神科病床が多い。

現　　状 施　策　内　容

現　　状 施　策　内　容

社会的入院※者、施設入所者等の地
域への移行移行推進のために地域理
解を進め居住の場・日中活動の場の
充実を図ります。

施策項目

医療費や社会参加する
ための自己負担が増え
てきている。

心身障がい者や障がい児を扶養する
保護者、常時介護を要する心身障が
い者に対して、福祉手当を支給しま
す。

心身障がい者への福祉
手当の支給

通院以外に何ら社会参
加できない人がいる。

経済的困窮者が多い。

病院・施設等から地域
への移行推進

施策項目
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・当事者活動支援

・障がい者ひきこもり対策

　　③　保健医療サービス

・健康の維持増進

・療育整備

・医療費助成

施策項目 現　　状 施　策　内　容

ピアサポート※の手法を生かした障
がい当事者自身による、ピアカウン
セリング※などの当事者活動への支
援体制を図ります。

障がいの受容や理解が
できない、あるいは生
き方に迷う障がい者が
多い。

当事者活動の支援

家族が抱え込んで支え
ていることが多く、長期
化する場合が多い。

家族、行政、医療機関、施設、学校、地
域などと連携するため相談支援事業所
を活用し、相談支援・情報提供を図りま
す。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

障がい者ひきこもりの対
策

施策項目 現　　状 施　策　内　容

施策項目 現　　状 施　策　内　容

早期発見、早期治療の
体制整備

相談支援等の体制が十
分でない。

障がい者の疾病予防及び早期発見、
早期治療のため、健診・健康教育や
相談などのサービスを整備します。

医療費に対する支援
障がい者医療費助成が
行われている。

障がい者の医療費について助成しま
す。

療育※の整備
医療的ケアを必要とす
る幼児の療育の場や訓
練の場が不足している。

福祉、保健、医療、教育の連携を強
化し、障がい児の早期療育体制の充
実を図ります。

障がい児（医療的ケアを必要とする）の
ための療育・訓練の場の整備に努めま
す。

施策項目 現　　状 施　策　内　容
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　　④　家族支援

・家族の相談・情報提供

・家族を支えるサービス

　（２）住まいの確保と整備

　　　障がい者が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、住居の供給、確保を進め
　　るとともに、住宅整備の改善、居住に関する相談・情報提供などの事業を支援し
　　ます。

　　①　住まいの確保

・住宅の供給整備

現　　状 施　策　内　容

障がい者用住宅※の整
備

障がい者住宅のニーズ
がある。

障がい者が自立して生活できるよう
公営住宅等において障がい者向け住
宅の整備をめざします。

障がい児の放課後活動
（余暇支援）の支援

障がい児の放課後活動
（余暇支援）の場が不
足している。

施策項目

ライフステージ※に即
した支援

障がい者の家族に対して、ライフス
テージに即した福祉、保健、医
療、教育、労働との連携による相談
先の明確化、支援を図ります。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

家族が困ったときに相
談できる場所がわから
ない。

障がい児のいる家族が
子供の一貫した発達に
ついて相談できる場所
がわからない。

介護を行う家族がリフレッシュでき
るレスパイト※機能を図ります。

複数の障がい児（者）がいる家族へ
の支援を図ります。

健常児とともに障がい児の保育を進
めるため、保育士のスキルアップを
図りながら、障がい児の受け入れを
図ります。

地域デイグループ※など放課後活動
の支援をめざします。

日中一時支援や通所支援事業の拡
充を図ります。

さまざまな体験を積ん
でいる家族からの助言
が有効であるが、家族
自身による相談の場が
不足している。

相談支援事業の中で、障がい者の家
族のネットワークづくりや相談
者として当事者・家族を活用しま
す。

施　策　内　容

障がい者の家族のネッ
トワークづくりの促進

介護を行う家族の支
援

介護を行う家族が身体
的、精神的な疲労で困
ぱいしたり、家族の高
齢化が進み、支えきれ
ない現象がある。

障がい児保育の支援
保育所において障がい
児の受け入れが十分と
はいえない。

施策項目 現　　状
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・グループホーム等の整備

・居住支援事業の充実

　　②　暮らしやすい住宅への改修

・住宅整備改善等への支援

　（３）福祉施設の整備

　　　障がい者の地域生活への移行を促進するため、社会福祉法人やＮＰＯ法人など
　　との協力・連携を図りながら、通所施設※の整備や既存施設の有効活用を進めま
　　す。

　  ①　施設整備

・通所施設等の整備

　　②　既存福祉施設の整備

・複合機能化の検討

利用者の状態やニーズ
に応じた施設の整備

多様化するニーズに対
応できていない

障がい者の地域生活への移行のため
に、社会福祉法人やNPO法人などとの
協力・連携を図りながら既存施設の
有効活用等ニーズに応じた施設の整
備をめざします。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

住宅設備改善費の助成

施策項目 現　　状

住宅相談事業が不十
分である。

地域活動センターなどを活用し、住
宅設備改善についての相談事業の支
援を図ります。

精神障がい者の通所施
設がない

住宅設備改善費の助成
のニーズがある。

障がい者が生活しやすい住宅への改
修を促進するため、既存住宅の段差
解消などの設備改善費を助成するこ
とを検討します。

施　策　内　容

障がい者の地域生活への移行を推進
するため、日中活動支援事業の整備
をめざします。

施　策　内　容

日中活動支援事業の整
備

療育センター等がな
い。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

通所施設※等の整備

特別支援学校卒業後の
重度障がい者の受け入
れ先がない。

特別支援学校の重度障がい者の受け
入れ先として通所施設等の整備をめ
ざします。

居住支援事業の充実
居住に関する相談や入
居の紹介、手続きなど
の支援を行っている。

居住に関する相談や入居の紹介、手
続きなどの支援の充実を図ります。

住宅相談事業の支援

精神障がい者の社会参加の機会を確
保するため、通所施設等日中活動の
場の整備をめざします。

施策項目 現　　状

施策項目 現　　状 施　策　内　容

グループホーム※・ケ
アホーム※の整備

グループホーム・ケア
ホームがない。

障がい者の地域生活を支援するた
め、グループホーム・ケアホームの
整備をめざします。
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　２．ともに学び、働き、社会参加するために
ー　教育・労働・社会活動への参加を支援する環境づくり　ー

　（１）学習環境の整備

　　　支援を要する児童生徒が、住み慣れた地域で、分け隔てなく、関係諸機関の連
　　携のもと就学前から卒後まで一貫した教育を受けることのできる学習環境を整備
　　します。
　　　また、学齢期以降も自己の興味や希望に基づいて、学びながら自立した暮らし
　　ができるよう、生涯学習環境を整備します。

　　①　支援を要する児童生徒への教育の充実

・就学前の療育・特別支援学級の充実

・通常学級における支援と障がい理解の推進

・高等教育の機会の確保

障がい児（者）が高等
教育を受ける機会を得
るのが難しい。

通常学級の教職員に対して障がい当
事者を講師とする研修や特別支援学
校などとの連携による幅広い研修を
めざします。

交流及び共同学習を基本とする副籍
制度により、交流教育を推進しま
す。

施策項目 現　　状

地域で障がいのある子どもと障がい
ない子どもとの交流を推進します。

障がい児（者）の高等教育の機会を
確保するため、関係諸機関等に障が
い児（者）の受け入れと障がいに配
慮した学習環境の整備について働き
かけます。

施　策　内　容

施　策　内　容

通常学級における障が
い理解の推進

障がい児一人ひとりの教育的ニーズ
の多様化に応じて受け入れる学校の
体制などの整備、関係諸機関との連
携による適切な支援の充実や学習環
境の整備をめざします。

施策項目

通常学級の児童生徒、
保護者、教職員の障が
い理解が十分ではな
い。

高等教育の機会の確保

特別支援学級の充実
就学前の関係諸機関との連携による
適切な支援や、教育内容の充実を図
ります。

通常学級における支援
の充実

通常学級の支援を必要
とする児童生徒に対す
る人的支援、施設的な
配慮がない。

特別支援学級への入級
希望者がいる。

就学前の関係諸機関と
の連携が十分でない。

現　　状

施　策　内　容

就学前の療育の充実
就学前の療育※機関の
整備が不十分。

施策項目 現　　状

就学前の障がい児に対し、早期に適
切な支援を行うため、療育機関の整
備をめざします。
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　　②　生涯学習の推進

・学習機会の拡大

余裕教室の活用や関係諸機関等に施
設の開放の協力を要請します。

障がい者の支援などを目的としたグ
ループ育成や講師、指導者等の派遣
をめざします。

講座、講習などの拡充

障がい者を対象とした講座、講習や
一般の講座・講習においても障がい
者が参加しやすい配慮を行うこと
で、生涯学習の拡充を図ります。

施策項目 現　　状

自主的な学習活動を行
うための支援

既存の施設だけでは場
の確保が困難。

学習活動を行うための
支援が不十分

障がい者の基礎教育の
再学習の機会がない。

市民講座や講習への障
がい者の参加が少な
い。

公民館等において障がい者の利用し
やすい環境を整備し、さまざまな情
報を提供し、障がい者の生涯学習へ
の参加機会を拡大します。

障がい者への配慮が不
足しているために参加
できない

施　策　内　容

生涯学習情報の提供
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　（２）就労支援

　　　地域における自立と社会参加を進めるため、就労の相談機能の充実を図るとと
　　もに、多様な就労の機会の拡充を図ります。

　　①　就労支援の促進

・情報提供・相談機能の強化

・就労の促進支援・定着支援

・企業への啓発及び就労・雇用の拡大

就労移行支援施設の活
用

企業への啓発及び就
労・雇用の拡大

障がい者法定雇用率※
の定着が図られていな
いことや職場環境が整
備されていない。ま
た、実践している企業
が社会的評価を得てい
ない。

国・道と協力し、企業へ障がい者雇
用の実例等情報を提供し、障がい者
雇用の理解及び職場環境整備の促進
を働きかけます。

市役所において安定した障がい者の雇
用をめざします。

積極雇用を行っている企業への顕彰制
度を検討します。

施策項目 現　　状

就労継続支援事業※の
活用

就労に必要な技術を計
画的に取得する場の確
保や障がいの多様性や
ニーズに対応し切れて
いない。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

情報提供・相談機能の
強化

就労希望の障がい者、
雇用を希望する企業に
対して、障がい者雇用
及び就労に関する情報
交換や発信の場が少な
い。

障がい者雇用に関する情報につい
て、障害者就労・生活支援センター
※と協力し、障がい者及び企業に対
して、情報収集、発信するシステム
を検討・構築します。

施　策　内　容

施策項目 現　　状 施　策　内　容

就労移行支援施設の活用により就労
への移行を促進します。

就労継続支援事業などを活用するこ
とにより福祉就労を促進します。

個別移行支援計画の活
用

特別支援学校生徒に対する個別移行
支援計画を有効活用し、就労・生活
支援センターなどが中心となり、障
がい者、家族、学校などが連携し、
就労支援を促進します。

商工会議所など関係団体とのネット
ワークを構築し、障がい者就労の支
援をめざします。

就労ネットワークの構
築
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　（３）社会参加の促進

　　　障がい者の社会参加を促進するため、さまざまな分野の社会活動への機会を積
　　極的につくり、充実した日常生活を送ることができるよう支援します。

　　①　さまざまな活動への参加促進

・社会活動への参加

　（４）まちづくりの推進

　　　当事者の参画により、誰にでも開かれたまちづくりを推進するため、建築物や
　　公共施設・公共交通機関・情報のバリアフリー化を進めるなど、安全で快適な都
　　市環境の形成を図り、障がい者の自立と社会参加を促進します。

　　①　交通機関・建築物等のバリアフリー化の推進

・建築物等のバリアフリー化

・移動環境の整備

施策項目 現　　状 施　策　内　容

現　　状 施　策　内　容

社会参加への環境整備
社会活動に障がい者が
参加できる体制・環境
が整っていない。

障がい者がスポーツ、文化、レクリ
エーションなどの社会参加活動の推
進のために、関係諸機関・団体への
啓発を進める。

ボランティアセンターの活用による環境
整備、活動を促進します。

建築物等のバリアフ
リー※化

市街地の建物、道路や
歩道、交通機関でのバ
リアフリー化、及び障
がい者への公共情報の
表示が不足している。

福祉のまちづくりを推進するため
に、関係諸機関への啓発を進めると
ともに公共建築物、道路や交通機関
などの整備においては、障がい当事
者などの参加などにより、障がい者
が安全に利用できる施設整備などを
促進します。また、視覚・聴覚障が
い者への情報提供として電光掲示板
などを活用します。

施策項目

リフトバスなどの障が
い者の移動手段が不足
している。

障がい者の移動手段としてのリフト
バスの環境整備を公共交通機関に対
して要請することや障がい者のため
の交通移動手段の確保にかかる整備
に努めます。

現　　状 施　策　内　容

積雪のできるだけ速やかな排雪の実
施や違反広告物、不法専用物などの
撤去などにより、通行に支障のない
道路環境づくりを進めます。

道路などに積雪等によ
る障害物が長く置か
れ、障がい者が通行し
にくい状況がある。

リフトバス※などの整
備

移動環境の整備

施策項目
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　　②　情報のバリアフリー化

・通訳者等の養成配置

・情報機器の活用

　　③　防災・防犯対策の整備

・防災対策の推進

・防犯対策の推進

防犯対策の推進

防犯に関する講座が障
がい者に利用されてい
ない。

防犯に関する出前講座は、警察署の
協力で実施されていますが、障がい
者に対しても防犯講座の利用につい
て、さらなる周知を図ります。

障がい者向けの防犯対
策パンフレットがな
い。

各種パンフレットや防犯チラシなど
を更新する際には、ルビを振るなど
一定の配慮を行います。

避難所の整備
災害弱者※を対象とし
た避難場所がない。

特別支援学校など、障がい者が利用
しやすく安心して過ごすことができ
る二次避難場所の整備をめざしま
す。

避難所における障がい者への情報伝
達について検討します。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

施策項目 現　　状 施　策　内　容

防災対策の推進
障がい者に配慮した防
災対策が不足してい
る。

障がい者の意見を生かした防災マ
ニュアルを整備します。

防災訓練等に積極的に参加できるよ
う支援し、地域としての防災意識の
高揚を図ります。

災害時に障がい者に必要な支援体制
の整備をめざします。

情報機器の活用
障がい者への情報提供
環境の不足

障がい者等への情報提供の手段とし
ての情報機器の活用を図り、効果的
な情報提供のあり方を検討します。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

通訳者等の養成配置

手話通訳者等各種通訳
者の養成がなく、利用
したいときに利用でき
ない。

障がい者が社会参加し、日常生活を
行うための各種通訳者等の養成を図
り、障がい者が利用しやすい環境整
備に努めます。

施　策　内　容施策項目 現　　状
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　３．ともに支えあうために
ー　障がい理解に向けた意識のバリアフリー化と基盤づくり　ー

　（１）地域福祉推進の基盤づくり

　　　地域福祉推進の基盤づくりを図るため、保健・医療・福祉の担い手の養成・確
　　保を図り、併せて、保健・医療・福祉の連携体制を強化するとともに、障がい者
　　やすべての市民の交流を促進します。

　　①　推進体制の整備

・人材の養成確保

・地域ケアのネットワークづくり

・民間福祉サービス団体の育成

　　②　交流活動の促進

・交流の場の整備

交流の場の整備
当事者や就労している
障がい者同士の交流の
場が少ない。

主体的な事業展開が十
分にできていない。

社会福祉協議会に対し、適切な支援
と助成を進め、市との連携のもと
に、主体的に事業が展開できる体制
づくりをめざします。

住民参加型サービス団
体※との協働

福祉サービスを提供し
ている団体が不足して
いる。

住民参加型サービス提供団体などの
育成を図るとともに、家事援助、自
立生活プログラムや移送サービス事
業などを支援し、協働化を図りま
す。

施　策　内　容

施策項目

施策項目 現　　状

施策項目 現　　状

施　策　内　容

障がい者の孤立化を防止するために
身近な場所に、気軽に利用できる交
流の場づくりをめざします。

サービスの利用状況などを的確に把
握し、関係者間の連絡調整を図り、
その情報を活用できるようにしま
す。

社会福祉協議会の体制
整備

現　　状 施　策　内　容

施策項目 現　　状 施　策　内　容

保健・医療・福祉の連
携体制の整備

情報が偏っており、福
祉サービスの提供が必
ずしも適正ではない。

福祉関係者の資質向上
相談・介護・支援にかかわる福祉関
係者の研修を充実し、資質の向上を
図ります。

障がいや病気に関する
知識・技術が不十分で
ある。
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・交流活動の促進

障がい者施設と地域と
の交流

施策項目

障がい者の多様な交流活動を進める
ため、学校行事や生涯学習への参加
を促進するとともに、保育所、児童
館などでの交流事業や地域コミュニ
ティ施設などでの交流を推進しま
す。

さまざまな交流活動の
推進

現　　状 施　策　内　容

障がい者との交流の場
が少ない。

障がい者施設と地域との交流を進め
るため、相互に活動や行事への参加
を図り、交流活動を拡大します。
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　（２）福祉コミュニティの創造

　　　障がいのある人もない人も、ともに支えあう地域福祉を推進するため、ボラン
　　ティア活動を推進し、人として尊重しあえる地域社会を創造していきます。

　　①　意識のバリアフリー化

・障がい理解に向けた教育の推進

・障がい理解に向けた啓発活動

施策項目 現　　状 施　策　内　容

児童生徒用の福祉教材の活用や学校
でのボランティア活動を推進し、障
がい当事者の講演や交流など教育現
場での福祉教育の推進を図ります。

公民館などにおいて、福祉講座を実
施し、生涯学習の分野における障が
い者福祉についての理解を深めま
す。

福祉講座を開催するなど、生涯学習
の分野における福祉教育を推進し、
障がい者福祉についての理解を深め
意識のバリアフリー化を図ります。

障がい当事者やその家族を講師に講演
会などを開催します。

障がいに対する正しい
理解がなく、偏見や誤
解がある。

リーフレット、ビデオなどを活用し
た福祉情報の提供や広報誌への障が
いにかかわる記事の掲載等の啓発活
動を図ります。

イベント等の開催

町内会・自治会・民生委員など地域
の各種団体と連携し、福祉講座やシ
ンポジウム・体験型イベントを広く
実施します。

福祉教育の推進

施策項目 現　　状 施　策　内　容

学校教育・生涯学習で
の福祉教育の推進

学校・生涯学習の場に
おいて、障がいに対す
る理解が十分とはいえ
ない。

広報による啓発活動
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　　②　ボランティア活動の推進

・ボランティア活動の基盤整備

・ボランティア活動の拡大

　（３）権利擁護

　　　人として尊厳を持って生きることができるように、障がい者差別防止に対する
　　取り組みなど、権利擁護の推進や成年後見制度※の利用促進を図るとともに身近
　　な相談窓口を設置します。

　　①　権利擁護の推進

・権利擁護事業の充実

施策項目 現　　状 施　策　内　容

施策項目

ボランティア養成講座等を実施を検
討します。

ボランティア活動の情報提供を充実
させます。

基盤としてのボランティアセンターとボラ
ンティア組織との連携の充実を図りま
す。

現　　状 施　策　内　容

権利擁護の推進
障がい者の権利擁護や
障がい者差別に対する
認識が不十分である。

障がい者の権利擁護についての啓発
活動を推進するとともに障がい者差
別防止に対する取り組みを強化しま
す。

社会福祉協議会等による地域福祉権
利擁護事業※などを活用します。

ボランティアセンター
の連携充実

ボランティアセンター
の情報が不十分なた
め、機能が十分に生か
されていない。

養成講座等がなく機能
が生かされていない。

施策項目 現　　状 施　策　内　容

参加のための条件整備
気軽に活動が展開でき
ない。

誰もがボランティア活動に参加しや
すいように、活動のメニューを整備
します。

体験企画などによるボランティア活
動を推進します。

学生などの体験ボランティアの受け入
れ先を整備します。

ボランティアセンター
の養成と組織化

地域・企業・団体のボ
ランティア活動への参
加が図られていない。

養成機関と連携し、研修内容の充実
と講座修了者の組織化を図り、活動
を拡大します。

ボランティア・コーディネーター※の研
修・養成講座を実施し、個人・団体に対
して情報の提供を行い、人材の適正な
活用を図ります。
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・成年後見制度利用の促進

施策項目 現　　状 施　策　内　容

成年後見制度※の利用
を促進

障がい当事者、家族等
関係者も制度周知が不
十分である。

成年後見制度の推進機関である社会
福祉協議会が権利擁護センター等を
設置するなどし、相談窓口を実施し
たり、制度の周知を図り、利用を促
進します。
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（庶務）

　て定める。

　を求め、その説明または意見を聞くことができる。

　をはじめ、地域の障がい福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場
　として「歌志内市障がい者自立支援協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。

第７条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

２　委員は、協議会において知り得た個人に関する秘密を他に漏らしてはならない。

　附　則
　この要綱は、平成19年２月１日から適用する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

第３条　協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
２　協議会の委員は、市長が委嘱する。

（任期）
第４条　委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

第６条　協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

（その他）

２　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（運営）
第５条　協議会に委員の互選により、会長及び副会長を各１名置く。
２　会長は、協議会を招集し、議事をつかさどる。また、会長は、必要に応じて委員以外の出席

（２） 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること。
（３） 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。
（４） 地域の社会資源の開発、改善に関すること。
（５） 障がい者計画案及び障がい福祉計画案の策定等に関すること。
（６） その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

（組織）

資料１

（目的）
第１条　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第77条第１項第１号に基づく相談支援事業

（所掌事項）
第２条　協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
（１） 相談支援事業の運営評価等に関すること。

歌志内市障がい者自立支援協議会設置要綱

　この訓令は、平成24年２月１日から施行する。
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別表

歌志内市町内会連合会

団体・機関名

　　　堀川　　宏

会長
　　　宮崎　公英

歌志内市身体障害者福祉協会

歌志内市社会福祉協議会

歌志内市民生委員児童委員協議会

　光生舎クリーン・セブン
社会福祉法人　北海道光生舎

　　　縄井　詠子
社会福祉法人　くるみ会
　地域生活支援センター

社会福祉法人　札幌緑花会
　砂川地区事業所

管理者

センター長

　　　太田　フサ子
会長

　　　細谷　　亘

　　　黒田　征子

　　　越前　竜治
施設長

副会長

会長

資料２

委員名

身体障害者相談員
　　　奥寺　律子

知的障害者相談員
　　　尾中　慎一

歌志内市障がい者自立支援協議会委員
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資料３　用語の解説

【か行】

緊急一時保護

　　介助している人が病気のときや用事があるとき、または休養を必要としていると
　きに、障がいのある人を指定された家庭等で一時的に保護します。

グループホーム

　　就労したり、通所施設などに通っている障がい者が、地域で自立生活を営むため
　の援助を行う共同生活施設です。

ケアホーム

　　障害の重い障がい者が、介助を受けながら地域で自立生活を営むための援助を行
　う共同生活施設です。

ケアマネジメント

　　保健・医療・福祉など、障がい者が必要とするさまざまなサービスを、その人の
　状態や希望に合わせて効率的に提供できるように支援を行うことです。

権利擁護事業

　　自分の意志を十分伝えることが難しい障がい者にかわって、援助者などが代理と
　なって、その人が権利を主張したり、必要としていることを伝えるための支援を行
　うことです。

【さ行】

災害弱者（災害時要援護者）

　　地震などの災害のときに、自分で身を守ったり、ひとりで安全な場所に避難する
　ことが難しく、手助けを必要とする人のことです。障がい者だけではなく、高齢者、
　乳幼児、外国人なども含みます。

社会的入院

　　症状が安定し、社会生活に復帰することができるのに、家族の事情や地域の受け
　皿がないなどの社会的な理由のために、入院し続けなければならない状態のことで
　す。

住民参加型サービス団体

　　サービスの提供者と利用者がともに地域の住民であり、互いに対等な立場で構成
　する営利を目的としない団体のことです。サービスを利用した人は団体に利用料を
　支払い、サービスを提供した人は団体から報酬を受け取ります。

就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）

　　一般企業などで働くことの難しい障がい者が、働きながら知識や能力を身につけ
　るための訓練をする事業です。雇用契約を結んで福祉工場などで働くＡ型と、雇用
　契約を結ばずに通所施設などで働くＢ型があります。

障害者就業・生活支援センター

　　障がい者の職業生活における自立を図るための就業支援や、就業に伴う日常生活、
　社会生活上の支援を行うための施設です。就労を希望する障がい者に対して、仕事
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　を探すための相談から、就労後のフォローアップまでさまざまな支援を行います。

障害者用住宅

　　障がい者が安心して暮らせるように、段差の解消などのバリアフリー設計や、安
　否確認などの設備を整えた専用住宅のことです。

ショートステイ（短期入所）

　　普段介助している人が、病気や用事などの理由により介助できないときに、短期
　間施設に入所して介助を行うサービスです。

成年後見制度

　　障がいなどの理由で判断能力が十分でない人を、不利益から守るための制度です。
　家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、契約を結ぶ手続きなどを代わりに行
　ったり、本人が誤って結んでしまった契約など取り消したりします。

【た行】

地域デイグループ

　　障がい児等に、放課後活動やデイサービスを提供する施設です。

通所施設

　　障がい者が日中通って、自立生活や就労のための訓練をしたり、生産活動、創作
　的活動などを行う施設です。

【な行】

日常生活用具

　　身体障がい者が日常生活を送るときに、障がいによる負担を軽減するために使う
　用具です。

ノーマライゼーション

　　障がい者や高齢者など社会的に不利益を受けやすい人々が、社会の中で他の人々
　と同じように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿（ノーマルな姿）であ
　るという考え方のことです。

【は行】

バリアフリー

　　障がい者の日常生活や社会参加を困難にしているすべての障壁（バリア）を取り
　除くことです。道路・施設・交通機関などの障壁を取り除く物理的バリアフリー、
　資格取得などの社会的制限を取り除く社会的バリアフリー、心の障壁を取り除く心
　理的バリアフリー、情報面での障壁を取り除く情報バリアフリーなどがあります。
　　2006年12月にバリアフリー新法（高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関
　する法律）が施行され、交通バリアフリーと建築物などのバリアフリーを一体的に
　進めることが定められました。

ピアサポート

　　「同じような立場の人によるサポート」という意味で用いられる。障がい者福祉
　で使われる場合は、「同じような課題に直面する人同士が互いに支えあう」といっ
　た含意が基本となります。
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ピアカウンセリング

　　障がい者が自らの体験に基づいて、他の障がい者の相談に応じ、相談者と同じ立
　場から問題解決のための支援を行うことです。

法定雇用率

　　国や地方自治体、民間企業等は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ
　き、一定以上の割合（法定雇用率）にあたる障がい者を雇用しなければならないと
　されています。
　　重度身体障がい者、重度知的障がい者は１人を２人として、短時間労働者は１人
　を０．５人として、カウントします。同法の改正により、障害者雇用納付金制度の
　適用対象が、現行の常用雇用労働者３０１人以上の事業主から、段階的に１０１人
　以上の事業主にまで拡大されることになっています。

ホームヘルプ（訪問介護）

　　ホームヘルパーが、障がい者の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの身体
　介助や、調理・洗濯・掃除などの家事援助、生活などに関する相談・助言などの支
　援を行うサービスです。

補装具

　　身体障がいのために失われた身体機能を補うための用具です。車いすや、義手、
　義足、杖、補聴器などがあります。

ボランティア・コーディネーター

　　ボランティアをしたい人とボランティアを受けたい人をつないだり、ボランティ
　ア活動の現場でさまざまな支援を行う人のことです。

【や行】

要約筆記

　　聴覚障がい者のコミュニケーションを支援するために、その場で話の内容を要約
　し、文字で伝える筆記通訳です。ノートやホワイトボートなどに手書きしたり、パ
　ソコンなどを使用してスクリーンに映して行います。特に学校の授業を筆記する場
　合をノートテイクと呼びます。

【ら行】

ライフステージ

　　人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階のことです。幼年期・児童期・青
　年期・壮年期・老年期などに区分され、誕生・入学・卒業・就職・結婚など、それ
　ぞれの年代に応じた節目となる出来事を体験します。

リフトバス

　　身体障がいのある人が、車いすのままでも乗降できるように昇降機を備えたバス
　です。

国・地方自治体 民間企業等

２．１％ ２．１％２．０％ １．８％

国・地方自治体
都道府県等の
教育委員会

一般の民間企業 特殊法人等
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療育

　　障がい児が医療的な配慮のもとで育成されることです。

レスパイト（一時的休息）

　　家族など、長時間介助に携わっている介助者を一時的に介助から解放し、休養な
　どの時間を確保することです。介助者自身の健康を保つために必要な休養や息抜き
　の時間を確保するだけでなく、介助者が地域での交流や社会参加の時間を持てるよ
　うにすることも目的としています。
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資料４
障害者基本法（抄）

（障害者基本計画等）
第11条　政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的な推進を図るため、
　障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」という。）を策定しなけ
　ばならない。

　ける障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画
３　市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村にお

２　都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等
　を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「都道府県
　障害者計画」という。）を策定しなければならない。

　（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。
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電話　0125-42-3213　ＦＡＸ　0125-42-3232

第　３　次

歌志内市障がい者計画

（平成２４年度～平成２９年度）

平成24年3月
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