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第１章 計画の基本的事項
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１．計画策定の背景と趣旨

（１）国における取組み

昭和 56 年（1981 年）の完全参加と平等をテーマとする「国際障害者年」、これに続く昭和 58 年

（1983 年）から平成４年（1992 年）にかけての「国連障害者の十年」を経て障がい者問題への関心が

高まってきました。

国においては「国連障害者の十年」の国内行動計画として、平成５年に「障害者対策に関する長期

計画」を策定し、これを契機として同年12月、昭和45年（1970年）に制定した「心身障害者対策基本

法」を「障害者基本法」として大幅改正しました。これにより障がいのある人の自立と社会参加の理念

を打ち出すとともに、精神障がいのある人を医療の対象としての「患者」から、生活面、福祉面の施策

の対象である「障がい者」としてはじめて位置づけました。

平成７年（1995 年）、同法に基づく「障害者プラン～ノーマライゼーション７か年戦略～」を策定し、

障がい者施策の分野で初めて数値による施策の達成目標を掲げました。

平成 14 年（2002 年）には「障害者基本計画」が閣議決定され、「ノーマライゼーション」「リハビリテ

ーション」の理念のもと、障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共

生社会」の実現をめざして、平成 24 年度までの障がい者施策の基本的方向について明らかにして

います。

これに合わせて、平成 19 年度までの５か年に重点的に取り組む事項を定めた「重点施策実施５か

年計画」が策定されました。

一方、平成 12 年（2000 年）の社会福祉法等の改正や介護保険制度の創設により、従来の措置制

度から「契約」に転換し、高齢者については介護保険サービスが提供されるようになりました。平成 15

年（2003 年）には社会福祉基礎構造改革の一環として身体障がいのある人・知的障がいのある人に

ついて“措置から契約へ”と転換する「支援費制度」が導入され、利用者がサービスを主体的に選択

できるようになりました。

平成 16 年（2004 年）には、「入院医療中心から地域生活中心へ」を基本として、精神保健医療福

祉体系の再編と基盤強化を図るため、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が提示されています。

平成17年（2005年）、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注

意欠陥／多動性障がいなどの発達障がいのある人の支援体制を定めた「発達障害者支援法」が施

行されました。

また、平成 17 年（2005 年）６月には精神障がいのある人の雇用対策の強化をはじめとする「障害

者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成 18 年（2006 年）４月から施

行されています。
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障がいの種類ごとに異なった制度やサービスから身体・知的・精神に共通のサービス体系への一

元化を図ることなどを盛り込んだ「障害者自立支援法」が平成17年（2005年）10月に成立し、平成18

年（2006年）４月から段階的に施行されています。

さらに、平成 18 年（2006 年）６月には高齢者や障がいのある人の日常生活及び社会生活の確保

のために、これまでの交通バリアフリー法とハートビル法の二法を統合した「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」が成立し、同年 12 月施行されました。市町

村が定める重点整備地区において、高齢者、障がいのある人等の計画段階からの参加を得て、旅客

施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備が推進されます。

教育の分野においても改革が進み、平成 17 年（2005 年）12 月の「特別支援教育を推進するため

の制度の在り方について（答申）」を受け、障がいの種別・程度等に応じ特別な場で指導を行う「特殊

教育」から、これまで指導体制が不十分であった自閉症をはじめとする発達障がいのある子どもも含

めて、障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行う「特別支援教育」へ転換

するため、学校教育法の一部改正が行われ、平成19年（2007年）４月に施行されました。

平成18年（2006 年）に国連において採択された｢障害者の権利に関する条約（仮称）｣の締結に向

けた国内法の整備と併せた、障がい者に係る制度の集中的な改革を行う一環として、平成 23 年

（2011 年）8 月に「障害者基本法」の一部が改正されました。これにより、全ての国民が障がいの有無

に関わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

が明示され、障がい者の定義の見直しや、基本施策として“療育”や“消費者保護”、“司法手続きに

おける配慮”などが新設されました。

その後、国では、平成 25 年（2013 年）8 月までに「障害者自立支援法」を廃止し、新たに「（仮）障

害者総合福祉法」を策定するとの考えを示し、そのつなぎ法案として「障がい者制度改革推進本部等

における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援

するための関係法律の整備に関する法律」を平成 22 年（2010 年）12 月に公布し、平成 24 年（2012

年）4月（一部は交付日）から施行することとしています。

（２）千葉県における第４次障害者計画の策定

千葉県においては、平成 20 年度に「第４次障害者計画」を策定し、“障がいのある人が一番暮らし

やすい県”をめざし、次の五つの視点を提起しています。

①すべての支援や取組みの基盤として「相談支援体制や権利擁護体制の構築、障がいのある

人への理解を促進する」

②幼児期から高齢期に至るまでの「ライフステージに沿った支援、生活・余暇・就労などの障が

いのある人の多様なライフスタイルに即した支援を行う」

③「社会状況の中で支援の必要に応じ対象と捉えるとともに、障がいの範囲の広がりへの対応
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やこれまでの社会の認識が進んでこなかった障がいへの支援に積極的に取り組む」

④「障害者自立支援法等の制度の動きと連動して柔軟に施策の見直しを行える仕組みを採る」

⑤「計画推進の仕組みとして、健康福祉千葉方式による官民協働の施策立案や計画推進体制

の一層の充実を図る」

（３）本市における取り組みの状況

浦安市では、障がい者施策全般にわたる長期計画として平成 16 年(2004 年)３月に障害者基本法

に基づく「浦安市障がい者福祉計画 後期計画」（計画期間：平成 16 年度～20 年度）を策定し､以来、

今日に至るまで障がい者施策の充実に努めてきました。

また、平成 17 年（2005 年）11 月には、従来の障がい者施策を大きく転換する障害者自立支援法

がせいりつし制定され、これを受け､平成19年（2007 年）３月に「浦安市障がい者福祉計画」を策定し、

障がい者が地域の中で自立した生活を支援するため、平成 23 年度（2011 年度）の目標達成を見据

えた障がい福祉サービスの基盤整備に取り組んできたところです。

その具体的な取り組みとして、①障がい福祉サービスにかかる利用者負担の助成、②夜間の緊急

時にホームヘルパーを派遣する夜間安心訪問ヘルプサービス随時訪問介護事業の実施、③障害者

自立支援法で原則的には認められていない病院内の介助を行う通院ヘルプサービス事業の実施等

を行い、障がいのある人のニーズを踏まえて、きめ細かな在宅福祉サービスの提供体制の整備を進

めてきました。

また、雇用対策として、平成20年４月に就労支援センターを設置し、障がいのある人の就労支援と、

企業が障がいのある人を安心して雇用できるための企業支援を行っているところです。

浦安市障がい者福祉計画は、平成 26 年度（2014 年度）までの６年間の計画となっていますが、

「障害者基本法」の一部改正、「障害者自立支援法」の廃止と新たな法律の整備など、障がい者施策

を取り巻く状況が大きく変化しつつある状況を踏まえ、これまでの計画の推進状況や成果を総括し、

今日の法制度の動向を見据えながら障がい者の生活全般にわたる今後の施策の方向性を明らかに

する必要が生じています。

これらを背景に、障害者自立支援法に変わる新たな法体系の整備などの動向に対応しつつ、家族

介護者を含めた高年齢化の進行や障がいの重度化・重複化といった本市の障がいのある人をめぐる

状況に的確に対応するため、市町村障害者計画と市町村障害福祉計画を一体とした「浦安市障がい

者福祉計画」を策定するものです。
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浦安市総合計画
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２．計画の位置づけと期間

（１）計画の位置づけ

○この計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に基づく「市町村障害者計画」と、障害者自立支援法

第88条第1項に基づく「市町村障害福祉計画」とを一体的に策定したものです。

○「市町村障害福祉計画」にあたる部分は、障がい福祉サービスをはじめ地域生活に必要なサービ

ス量について平成26年度までの今後３年間の見込量とその確保策を定めた計画です。

○この計画は、『浦安市総合計画』の部門計画として策定しており、市総合計画との整合性を保ち、

また、国・県の関連計画とも連携を図りつつ、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するもの

としています。

○また、市が取り組むべき今後の障がい者施策の方向性を明示することにより、市民各層をはじめ、

関係企業・各種団体などにおける障がいのある人や障がい者施策に対する理解と障がいのある

人の自立生活を支えるための自主的、積極的な活動を期待するものです。

障がい者福祉計画の位置づけ
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（２）計画の期間

『浦安市障がい者福祉計画』は、長期的な展望に立った障がい者施策の方向づけを行う計画であ

ることから、計画期間は平成21年度（2009 年度）を始期とする６年間ですが、目まぐるしく変化する障

がい者関連法制度の動向に的確かつ柔軟に対応していくため、平成 24 年度（2012 年度）から平成

26年度（2014年度）までの３か年を計画期間とする後期計画として見直しを行いました。

また、この計画に包含される「第３期障害福祉計画」に相当する部分については、障害者自立支援

法の定めに準じ、平成 24 年度（2012 年度）から平成 26 年度（2014 年度）までの３か年計画とします。

計画の期間

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

26年度
～

平成

32年度

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 ～ 2020年

浦安市総合計画＜基本構想＞
（～平成32年度（2020年））

障がい者福祉計画（平成21～26年度）

第２期障害福祉計画
（平成21～23年度）

第３期障害福祉計画

（平成24～26年度）

障がい者福祉計画

（平成24～26年度）

障がい者福祉計画
（平成21～23年度）

見
直
し
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３．計画の対象者

この計画の対象者は、障害者基本法及び障害者自立支援法などの以下の関連法をふまえ、身体

障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある人及び障がいのある子どもを対象とします。

また、高次脳機能障害についても明確に本計画の対象と位置づけて取り組んでいきます。

ο障害者基本法

第２条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総

称する。）があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

ο障害者自立支援法

第４条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者、知

的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18 歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以

下「精神障害者」という。）のうち18歳以上である者をいう。

２ この法律において「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項 1 に規定する障害児及び精神障

害者のうち18歳未満である者をいう。

ο児童福祉法

第４条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいう。

２ この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。

ο発達障害者支援法

第２条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達

障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が

通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

２ この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制

限を受ける者をいい、「発達障害児」とは発達障害者のうち18歳未満のものをいう。

さらに近年、法的な定義では補足できない各種の障がいや、厳密に障がい者の定義にあてはまら

ないものの、専門的なサポートを要する方がいるため、本計画の推進に際しては、“継続的に日常生

活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある”幅広い方を対象として、可能な限り、必要とする

サポートが提供できるように取り組んでいきます。
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○市町村障害者計画（障害者基本法に準拠）

＜第１編 障がい者計画＞

＜第１編 障がい者計画＞○市町村障害福祉計画

（障害者自立支援法に準拠）

○市町村障害者計画

（障害者基本法に準拠）

○第３期障がい福祉計画

（障害者自立支援法に準拠）

＜第２編 障がい福祉計画＞

浦安市障がい者福祉計画

４．計画の名称と構成

計画の構成は、大きく２部構成とし､前段の「第１編 障がい者計画」は､市町村障害者計画に相当

する部分として、これまでの計画の構成を引き継ぐものとしています。

また、後段の「第２編 障がい福祉計画」は障害者自立支援法に定められた「第３期障害福祉計画」

に相当し､障がいのある人が地域の中で自立した生活を送ることができるよう､総合的な生活支援のた

めの平成 26 年度までの整備目標を明示するとともに､目標達成のために必要な指定障害福祉サー

ビスや地域生活支援事業の見込量とその確保のための方策を明らかにします｡

本計画の構成
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５．計画策定の基本視点と方法

（１）計画策定の基本視点

この計画見直しにあたっては、前期計画における『たかめる』、『ひろげる』、『ふかめる』の三つの

基本的な視点から取り組みの方向を検討していきました。

◎◎たたかかめめるる

【視点１】 ライフステージを通じた連続性のある総合的、横断的な施策推進によ

る障がいのある人の「生活の質」の向上を目指して

障害者自立支援法に基づき、訪問系サービスによる地域生活の支援のほか、日中活動と住まいと

の機能区分によるサービスの提供によって障がいのある人が地域社会との係わりを積極的にもつこと

ができるよう新たな仕組みが築かれてきました。

今後は、障がいのある人が地域の中で安心して生き生きと自立した生活を維持・継続できるよう、

「生活の質的向上」の観点をより一層強めた施策の推進が求められます。

このため、ライフステージの各時期を通じて、地域生活を支えるサービスが途切れることなく一貫性

を保ちながら提供できるよう、多様な社会資源を整備・活用しながら総合的、横断的な施策推進を図り、

より質の高いサービスを適切に提供する体制づくりを目指します。

◎◎ひひろろげげるる

【視点２】 地域での自立生活を支える多様な障がいの特性に応じたきめ細かな施

策対応

障がい福祉施策の重点としては、施設や医療機関の生活から地域生活へ移行していくことを積極

的に支援していくことにあります。

今後、退院可能な精神障がいのある人を含め、障がいのある人が施設等から地域へ移行し、一人

の市民として地域の中で自立した生活を営めるよう、居住の場の確保や日常生活の支援、就労支援

などに至るまでの包括的な支援のあり方を目指すものとします。

また、発達障がいのある人や発達障がいのある子どもをはじめ、これまで法制度上の“谷間”にあっ

て必ずしも十分なサービスを利用できない状況に置かれていた障がいのある人に対しても、広がりの

あるきめ細かな施策の展開を目指します。

◎◎ふふかかめめるる

【視点３】 障がいのある人を含め、市民の一人ひとりの相互理解と地域への思い

を深め、『人間尊重のまちづくり』の実践につなげる施策対応

障がいのある人の地域での心豊かで自立した暮らしを支援していくためには、公的なサービスによ

る支援をより一層充実していくとともに、障がいのある人のきめ細かなニーズにも対応できるよう市民

活動などのインフォーマルなサービスを広げていくことが必要です。また、この計画にもとづく施策・

事業を推進する上でも、市民、地域の理解と協力が不可欠です。

このため、障がいのある人も含め市民の相互理解や福祉意識の高揚を図るより実践的な施策推進

に努め、障がいのある人を地域全体で支えあう重層的なネットワークづくりに取り組むものとし、こうし

た視点から総合計画に掲げる「人間尊重のまちづくり」の具現化を目指します。
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関係施設・事業所・関係機関等の代表

浦安市地域自立支援協議会
庁内検討（調整）会議 関係

各課

事 務 局

（障がい福祉課）

調整

意見・提言

障がい者団体等

市民各層等へのパブリックコメントの実施

参 画

意見募集
計画案への意見反映 報告・提案

（２）計画策定の方法

① 障がい者関連施策の進捗状況の洗い出しと評価

『浦安市障がい者福祉計画』に掲げた施策全般にわたる施策、事業の進捗状況について各関係

部署による洗い出しを行い、今後の施策方向性を検討・評価し、新たな計画における方針を定めま

した。

② 障がい福祉に関するアンケート調査の実施・分析

市民参加の一環として、発達障がいを含め障がいのある人を対象にアンケート調査を実施し、障

がいのある人の生活状況やニーズ、現行の施策・事業に対する評価などについて把握、分析を行

いました。

③ 障がい者団体等へのヒアリング調査の実施

上記アンケート結果を補完し、より具体的な問題提起や要望を把握するため、市内の障がい者

団体等を対象にヒアリング調査を実施し、また広く一般市民からパブリックコメントを募集するなど、

新たな計画内容への反映に努めるものとしています。

④ 障がい者福祉計画策定委員会における審議

障がい者団体関係者をはじめ、保健・医療・福祉・労働等の各分野の関係者、学識経験者などか

らなる「計画策定委員会」を設置し、新たな計画内容に関し、専門的、大局的な観点から議論を積

み重ねてきました。

計画策定の体制と主な手法

浦安市障がい者

福祉計画策定委員会

（計画案の協議）

＜実態・事業評価把握＞

（計画策定への参加）

＜具体的な意見聴取＞

障
が
い
者
及
び
家
族

障がい者アンケート調査

団体ヒアリング調査
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６．計画の推進・フォロー体制

（１）計画の推進体制

本計画を総合的・実効的に推進していくために、以下のような「計画の推進体制」の整備を図ります。

① 庁内における推進体制の整備

本計画を推進していくために、健康福祉部（障がい福祉課）をはじめとして、関連部局における

推進体制の整備を進めます。

② 人的資源の確保と資質の向上

本計画を推進するうえで不可欠である市民と行政の「専門技術者の確保と育成」に努めます。

特にケースワーカー、手話通訳者、要約筆記者、各種機能訓練士・指導員、ホームヘルパーな

どの確保と資質の向上に努めます。

③ 関係機関・市民等との連携の促進

ⅰ）保健・医療・福祉の関係機関との連携

本計画を推進する担い手となる病院、診療所、薬局等の保健・医療機関、市内外の関係社会

福祉施設、市社会福祉協議会、支部社会福祉協議会、障がい者団体、ボランティア団体、社会

福祉法人、ＮＰＯ法人、市民団体、その他社会福祉関係団体等とのより一層の連携に努めてい

きます。

ⅱ）民間事業所等との連携

「市民全体の力」を集めて本計画を推進していくために、民間の一般事業所、マスメディア、

市民団体、自治会等との連携を図り、情報交換・課題の共有・事業の共同・協働的推進に努めま

す。

ⅲ）近隣市及び県、国との連携

広域的な対応が必要な施策・計画については、近隣市および県と連携を図ってその実現に

努めます。また、県、国に対しては、特に行財政上の措置を、必要に応じて要請していきます。

（２）計画のフォロー体制

本計画は、それぞれの項目によって、その内容が非常に具体的なものから比較的抽象的で「構

想」に近いものまで、さまざまな施策を内包しています。

また、日々現実に生活を営んでいる障がいのある人を主な対象とした計画であるため、計画自体

が「生きた」ものであるべきです。

したがって、計画自体をより具体的なものにするため、また、計画の実施がその目的に照らして効

果的であるかどうか等を検証するために、実施状況等の点検が不可欠の課題となります。

このため、市・関係機関・障がいのある人の代表からなる協議会浦安市自立支援協議会と連携を図

り、本計画の実施状況等の点検や計画自体の問題点の把握などを行っていきます。
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第２章 計画の基本理念と施策推進の方向性
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『市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、ともに助け合い、支

え合いながら、健康で、安心して生きがいを持って暮らせるまち』

－生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市—

１．計画の基本理念

本市の総合計画（計画終期：平成32年度（2020年度））では、まちづくりの上位目標として

を掲げ、『人間尊重のまちづくり』、『市民と行政が協働するまちづくり』、『地域の個性を育むまちづ

くり』の三つを基本理念に据えたまちづくりをめざしています。

障がいのある人の『完全参加と平等』という究極的な目標を達成していく障がい者施策の取組みは、

正に本市のまちづくりの理念を具現化していくことと相通じるものであり、この計画の基本理念の基底

にあるものです。

このため、これまでの障がい者福祉計画に掲げた「みんなが自立し、その人らしく生き生きと、安心

して快適に共に暮らせるまち」という目標は何ら変わるものではなく、この計画においても踏襲するも

のです。

その上で、今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成18年(2006年)の国連総会で採

択された「障害者の権利に関する条約」に謳われる“障がい者の権利が十分に保障される社会の実

現”という普遍的な考え方を改めて捉え直しながら、この計画の基本理念を次のように設定します。

基本理念１ 障がいのあるなしにかかわらず誰もが一人の市民として積極的に

地域で心豊かに自分らしく暮らす姿を求めます。

「障害者の権利に関する条約」の精神や本市のまちづくりの理念の一つである“人間尊重”の考え

方に立ち、障がいのあるなしにかかわらず市民の誰もが互いを理解しあうことが重要です。

障がいがあるために社会的に不当な扱いを受けたり、生活に不利益を被ることがないよう、誰もが

一人の市民として尊重され、地域の中で権利を侵害されることなく安心して暮らすことができる地域社

会をめざします。

このためには、障がいのある人とない人の相互が『理解』しあうことが重要であり、引き続き、市民各

層に対しあらゆる機会を通じて、障がいのある人への合理的配慮の必要性についての理解を深めて

いきます。

同時に、障がいのある人自身も積極的に地域社会との係わりをもち、“ともに生きる”ことを体感でき

るよう、障がいのある人、ない人双方の心のバリアフリー化や物的なバリアフリー化・ユニバーサルデ

ザイン化に取り組みます。
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基本理念２ さまざまな障がいのある人のニーズに沿ったきめ細かな支援を通

じ、地域の中でその一員として自分らしく暮らしたいという思い

が体現される自立した姿を求めます。

障がいのある人が自らの権利を主張し、行使できるように支援するとともに、権利の侵害が発生し

た場合に、迅速かつ適切な解決が図られるよう、苦情解決の仕組みの充実、第三者機関によるサー

ビス評価などの条件整備を行います。

障がいのある人や介護者の高齢化、障がいの重度化をふまえ、障がいがあっても生涯にわたって

地域で安心して住み続けられる生活の実現を目指し、ホームヘルプサービスをはじめとする在宅福

祉サービスやグループホームなど、地域における安定した住まいの確保と自立した生活を支援する

サービスの充実に努めます。

また、現在入院している精神障がいのある人のうち、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障が

いのある人については、グループホームなどの受け皿を用意した上で、地域生活への移行を促進し、

引き続き居住への支援に努めます。

基本理念３ 生涯の各時期に応じた自立と社会参加を支え、ともに学び、とも

に働き、ともに暮らす姿を求めます。

障がいのある子どもにとって、それぞれ障がいの特性等に応じた学びの機会を、本人及びその保

護者が、多様に選択できることが求められています。

このため、障がいの特性を十分考慮した学習の場を提供し、子どもたちが地域の一員としてともに

学び、育まれるよう、一貫した支援に取り組みます。

また、就労意欲のある障がいのある人がその意思と適性、能力に応じて就労し果敢にチャレンジで

きるよう、就労の前後に至るまでの総合的な支援に取り組みます。
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２．施策推進の基本方向

（１）理解と交流の促進

～「心のバリアフリー」と「共に生きる社会」の実現をめざして

障がいの有無にかかわらずすべての人が住み慣れた地域で「共により良く生きていく」ためには、

障がいのない人が、障がいや障がいのある人に関する正しい知識を身につけ、理解を深めていくこ

とが不可欠です。

このことは、計画を推進していく上で不可欠で基本的な要件となるものですが、現実には地域社会

に今なお「①物理的、②制度的、③文化・情報、④意識上」の四つの障壁（バリア）が存在しており、と

りわけ④の「意識上の（＝心の）バリア」は、①～③までが発生する原因となっています。

本市では、「心のバリアフリー」を実現してさまざまな障壁を取り除くため、市民が障がいや障がい

のある人についての正しい知識を得て、誰もが個人として尊重され、かげがえのない存在としての生

存と自由を確保し、誰もが幸福に生きるために欠かすことのできない権利を有しているという理解を

深められるよう、あらゆる広報の機会や媒体の活用に努めながら市民に対する啓発を進めていきま

す。

特に、障がいのある人とない人が、ともに活動する相互交流の機会を充実することを主眼とした取

組みを進め、これらを通じてボランティア活動等の一層の拡大を支援していきます。

（２）福祉・生活支援の充実

～身近な地域での、自立した快適な生活をめざして

近年、障がい者福祉についての根本的な考え方の転換が行われ、それまでの施設入所偏重の考

え方から、「脱施設（化）」の合言葉のもと「インクルージョン」の理念の実現に向け、障がいのある人も

ない人と同様に住み慣れた身近な地域で生活できるよう支援に努めるべきだとする考え方に重点が

移ってきています。

そこで引き続き、障がいのある人が地域で自立した生活を維持・継続できるよう、相談体制から切

れ目のない総合的、横断的なサービス提供に至るまでの体制の整備を図ります。

また、「相談」や「情報」の充実は一人ひとりに応じた適切なサービスや生活支援へつなぐための最

初の「入り口」ととなるため、システムの改善や質の向上に努めるとともに、コミュニケーション上のバリ

アを取り除くように努めます。

障がいのある人自身の高齢化が進む中にあって、老後や「親なき後」の不安を解消できるよう、障

がい福祉計画との連携の中で多様な生き方が選択できるよう、住まいの確保に対する支援策を充実

します。

自立生活の支援の一環として「生活安定への支援」では、市としての支援の充実に努める一方で、

既存の手当や助成等の周知の徹底にも努めます。
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（３）保健・医療の充実

～生き生き・安心の保健・医療をめざして

近年、障がいの重度化がますます進行しており、日常的な保健・医療サービスを充実し、障がいの

ある人の健康を守るとともに障がいの進行等を予防することが大変重要になっています。

障がいのある人にとって、障がいに対応しその軽減を図ることを目的とする医療は、欠かすことの

できないものです。また障がいのある人が一般の医療を受ける場合についても、移動やコミュニケー

ション上の障害への配慮が必要です。

こうした点を十分考慮し、障がいのある人が地域の中で安心して生き生きとした生活を送るもとにな

る保健・医療の充実を進めていくためには、「障がいの早期発見、早期治療・療育」、「健康診査」等の

充実による生活習慣病等に起因する中途障がいの予防、身近で手軽に活用できる地域リハビリテー

ションと高度な医療的リハビリテーションができるだけ便利に利用できる体制づくりなどに引き続き取り

組んでいきます。

特に「保健・医療サービス」においては、在宅医療、訪問看護、ホームヘルプなどの在宅福祉サー

ビスの充実に努めます。

また、保健所や病院との緊密な連携を取りつつ、精神障がい及び精神障がいのある人に対する市

民の正しい理解を図るなどの精神保健に関する新たな施策を積極的に推進していきます。

（４）療育・教育の充実

～自立に向けての力を高める育成（療育）をめざして

障がいのある子どもがその能力を最大限に発揮して、仲間をつくり、将来の社会的自立を期すこと

は、教育・育成の大きな目的の一つです。

障がいのある子ども一人ひとりの障がいの種類・程度、能力・適性等に応じた教育・育成が、その成

長段階に応じて適切に行われるよう、保育園・幼稚園の段階から、療育も含め子どもを取り巻くさまざ

まな支援が必要です。

このため、乳幼児健康診査等を通じて障がいや疾病の早期発見に努めるとともに、地域療育事業

を実施し、障がいのある子どもや発達の遅れがある子どもの健やかな発達と成長を支援します。

また、義務教育段階では、障がいのある子どもや特別な支援が必要な子ども一人ひとりの特性や

教育的ニーズに的確に対応できるよう、特別支援教育の考え方に沿って取り組みます。そして、教育

内容・方法、教職員の指導力の向上、通級指導教室等の充実など、「地域の中でともに学びあう」こと

ができる機会の充実を図ります。

また、障がいのある子どもや保護者の希望を尊重し、子どもにとってより良い進路選択ができるよう、

適切な就学相談などを実施していきます。
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（５）雇用・就労支援の推進

～就労を通じての社会参加と経済的安定の実現をめざして

障がいのある人が自立した生活を確立するためには「経済的安定」が必要不可欠であり、「就労」

に対する取り組みは特に重要なものと考えられます。

障がいのある人の職業能力開発のための施策を講じることや、「福祉的就労」も含めた雇用の場の

確保を図ることは、生活の安定をもたらすとともに、障がいのある人の自己実現の意欲を高める動機

づけになることもあります。

障がいのある人の就労環境は、厳しい経済的環境下にあって、引き続き非常に難しい状況にある

ため、社会連帯の理念のもと、関係者（事業主等）の理解を得つつ、障がいの程度にかかわらず、一

人でも多くの障がいのある人がその持てる能力を発揮できるよう、地道な努力を重ねていきます。

障がいのある方の働き方に対する希望は多様であり、市の特性を活かしたきめの細かい“働き方”

について検討していきます。

職業能力開発、授産、相談、就業や自営の支援など就労への一貫した支援を行うとともに、市民、

ひいては社会一般の認識が深まるような啓発・広報にも努めていきます。

（６）生活環境の整備

～安全・安心の、「人にやさしい」まちづくりをめざして

生活環境における物理的なバリアを取り除いていくことは、障がいのある人の「自立と社会参加」の

ための基本的な条件です。

本市でも、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」（平成１

８年）及び「千葉県福祉のまちづくり条例」（平成８年）の内容に従った道路、公共的建物・施設などの

「バリアフリーのまちづくり」を進めていますが、その動きを一層促進し、将来的には「人にやさしいま

ちづくり」、「ユニバーサルデザインのまちづくり」を図っていきます。

また、障がいのある人が身近な地域で自立して生活していくためには、まず「住まい」の質の確保・

保障が大切であることから、「住宅環境の整備」も促進していきます。

防災・防犯対策については、日頃から地域住民、消防署、警察署等とのネットワークをつくっておく

ことが大切です。特に災害時には、「自主防災組織」の役割が大きいため、プライバシーの尊重に配

慮しながら、いざという時に迅速な対応ができるような体制を確立しておくことが必要です。
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（７）自立と社会参加の促進

～みんなが対等に、自分らしく生き生きと参加するまちをめざして

みんながあるがままの姿で自分らしく活動して「参加」できるようなまちは、総合計画で目指す「人

間尊重のまちづくり」の姿そのもので、その実現のためには、市民が一体となって障がいのある人へ

の配慮を理解し、できうる限り社会の側の物理的・制度的バリア、また人々の「心のバリア」を除くこと

で、教育や就労の場だけでなく、余暇・文化活動の場においても、生き生きとした活動を行うことがで

きるように取り組むことが求められます。

そこで、誰もが対等の権利を持つ一人の人間として「共に生き、参加するまち」の実現をめざす（１）

権利擁護施策の充実のほか、（２）余暇活動の促進、（３）自主的活動の促進に力を入れていきます。
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３．施策の体系

【 施策の体系 】

交流教育の推進

就学後療育・教育の充実

就学・進路指導の充実

就学前療育・教育の充実

み
ん
な
が
自
立
し
、
そ
の
人
ら
し
く
生
き
生
き
と
、
安
心
し
て
快
適
に
共
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
め
ざ
し
て

リハビリテーション事業の充実

保健・医療サービスの充実

障がいの早期発見・早期対応等の促進
３．保健・医療の充実

４．療育・教育の充実

５．雇用・就労支援の推進 障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充実

ボランティア活動等の支援

交流機会の拡充

市民に対する啓発の推進

情報提供体制の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

生活安定への支援

日中活動の充実

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

住まいの場の充実

７．自立と社会参加の促進

余暇活動の促進

自主的活動の促進

権利擁護施策の充実

６．生活環境の整備

移動・交通手段の整備

防災・防犯体制の充実

歩行空間・建築物の整備
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＜サービス提供体制の確保に関する目標等の設定＞

福祉施設の入所者の地

域生活への移行

退院可能な精神障がい

のある人の地域生活へ

の移行

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

指定相談支援

地域生活支援事業

日中活動系サービス

居住系サービス

訪問系サービス

《平成24～26年度のサービス見込み量》《平成26年度の目標》障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
実
施
（
事
業
）
計
画

福祉施設から

一般就労への移行
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４．重点的な取組み

■アンケート調査結果から見たポイント

障がいのある人が暮らしやすくなるために充実が必要なことをみると、「保健・医療サービスの充実」が

35.7％、「生活安定への支援」が 34.7％、「移動・交通手段の整備」が 29.5％、「相談支援体制が増えること」

が28.2％、「障がい者の雇用の推進」が28.1％などとなっています。

障がいのある人が暮らしやすくなるために充実が必要なことを障がい種別に１番にあげられている項目を

みると、「身体障がい」では「保健・医療サービスの充実」、「知的障がい」は「障がい者雇用の推進」、「精神

障がい」は「生活安定への支援」となっています。

☆障がい者が暮らしやすくなるためには、保健・医療、生活の安定、交通環境の整備、相談支援体制の強

化、雇用対策などの広範な取り組みが期待されている。

☆身体障がいでは保健・医療、知的障がいでは雇用対策、精神障がいでは生活の安定への期待が高い。

■今期計画において重視される取り組み

① 障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の構築

○障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、障がいの有無にかかわらず相互理解が深ま

るように、それぞれのライフステージに応じたきめの細かい福祉教育を実施するとともに、地域におけ

る交流活動の活発化を図り、共生社会の理念と普及が浸透した地域社会の実現に向け、市民とともに

推進します。

② 地域で自立した日常生活及び社会生活を営むためのサービスの充実

○障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、自由にサービス

を選択することを基本に考え、一人ひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供し、入院医

療中心や施設処遇中心ではなく、身近な地域の中での自立した日常生活及び社会生活の実現を図り

ます。

○障がいのある人のニーズに応じて在宅サービスを利用できるよう、その質的・量的充実に努めます。こ

のため、既存事業者との連携を図るとともに、新規事業者が参入しやすい環境を整備します。

○障がいのある人が地域で安心して社会復帰と自立に取り組めるよう、保健・福祉が連携しての総合的な

相談体制の確立・拡充を図るとともに、情報の提供、ニーズに対応した在宅サービスの提供に努めま

す。
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③ 障がいのある子どもの発達段階に応じた支援の充実

○発達障がいを含む障がいのある子ども一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、乳

幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援体制を構築します。

④ 障がいのある人の就労と社会参加等の促進

○障がいのある人が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活

の質的向上が図れるよう、生活訓練、コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会

参加促進のためのサービスの充実を図ります。

○余暇活動、文化・芸術活動等を促進するなどして、障がいのある人が生きがいをもって生活を送り、地

域社会への参加を実現することができるよう図ります。

○障がいのある人がその能力や適性に応じて就労することにより、社会的役割を担って参加を果たし、

経済的にも自立できるように、就労支援体制の充実を積極的に推進します。

⑤ 「人にやさしいまちづくり」・「ユニバーサルデザインのまちづくり」の推進

○障がいのある人や高齢者をはじめとした誰もが快適に過ごせる「ユニバーサルデザインのまちづくり」・

「人にやさしいまちづくり」に取り組みます。

○特に公共建築物、道路、公園及び公共交通機関等、多くの人が利用する施設のユニバーサルデザイ

ン化については、関係機関の協力を得ながら積極的に推進します。

○災害時要援護者が居住する住宅及び避難所となる公的施設や利用施設等における障がいのある人

の特性に配慮した防災備品の整備・充実を図るとともに、災害が発生した際に、災害時要援護者に対

し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、災害時の支援体制を構築します。
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第３章 施策の展開
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１．理解と交流の促進

■施策の展開

基本施策１：理解と交流の促進

①広報紙等による理解の促進

②公共的機関等への理解の要請

③福祉講座等の開催及び講師の派遣

④福祉教育の充実

①ボランティアに関する情報の提供

②地域ぐるみ福祉ネットワークの整備

③ボランティア活動への側面的支援

④ボランティア活動の推進

①交流教育の推進

②文化活動等への参加しやすい環境の整備

③障がいのある人との交流促進

（２）ボランティア活動等の支援

（３）交流機会の拡充

（１）市民に対する啓発の推進
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（１）市民に対する啓発の推進

【現状・課題】

本市では、障がいに対する啓発の推進のために、これまで、広報紙等による理解の促進、公的機

関等への理解の要請、福祉教育の充実などに取り組んできました。

アンケート調査結果では、差別や嫌な思いをした経験の有無について、「よくある」（5.0％）、「時々

ある」（16.5％）となっており、両者を併せると、５人に１人以上は何らかの差別的な経験をしたことがあ

ると回答しています。また、障がいに対する理解を深めるために必要なこととして、「学校での福祉人

権教育を充実する」への回答が38.4％と最も多く挙げられました。

このため､本市のまちづくりの大きな目標のひとつである「人間尊重のまちづくり」を基本に据え、き

め細やかな啓発活動や福祉教育などを積極的に展開し、障がいのある人に対する市民各層の正し

い理解と認識を深めていくための取り組みを一層強化していくことが重要です。

施策・事業 内容 担当課

①広報紙等によ
る理解の促進

○社会福祉協議会の福祉関係広報紙『福祉だより』の内容を充実しな

がら情報提供を図ります。
社会福祉協議会

○『広報うらやす』や『福祉だより』等を通じて、障がい・障がいのある人

や障がい福祉に対する市民の理解を深めます。特に精神障がいの

ほか、発達障がいなど“障がいの多様化”に対応し、情報提供内容の

充実を図ります。

広聴広報課
社会福祉協議会
障がい福祉課

○市役所や福祉関係機関、医療機関などに設置するパンフレット等の

内容の一層の充実に取組みます。
障がい福祉課

○障がいの特性に十分配慮し障がいのある人にとっても利用しやすい

市ホームページによる提供方法の充実を図ります。
広聴広報課

○ＣＡＴＶ、タウン誌等に障がい者福祉等に関する情報を提供し、啓発

活動に対する参加、協力を要請していきます。
障がい福祉課

②公共的機関等
への理解の要
請

○市内の公共的機関・施設に対し、「身体障害者補助犬法」、「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新

法）」、「千葉県福祉のまちづくり条例」の内容などの周知を図り、障が

いのある人への理解とバリアフリーのまちづくりに対する一層の協力

を求めていきます。

障がい福祉課

○盲導犬・介助犬・聴導犬の同伴に十分配慮されるよう、事業者のみな

らず広く市民各層に対し「身体障害者補助犬法」の内容について引

き続き周知・啓発を行います。

障がい福祉課
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施策・事業 内容 担当課

③福祉講座等の
開催及び講師
の派遣

○福祉関係の講座の開催や、講師の派遣を行います。 障がい福祉課

○「障害者週間」（12月3日～9日）を中心に、障がい者関係団体など

と連携し、啓発活動を推進します。
障がい福祉課

④福祉教育の充
実

○福祉教育研究校、福祉教育推進校を中心にした市内の小・中学校で

の福祉教育が充実するように、障がいのある人との交流や体験学習

などの取り組みを実施します。

指導課

○市の職員に対する研修機会を充実し「インクルージョン」の理念など

障がいのある人等への理解を深めます。

人事課
障がい福祉課

○市民一人ひとりの障がいの特性や障がいのある人への理解と関心を

深めるため、「こころのバリアフリーハンドブック」等を作成し、福祉教

育などに活用します。

障がい福祉課
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（２）ボランティア活動の支援

【現状・課題】

ボランティア活動の支援に関しては、社会福祉協議会を中心に、ボランティアに関する情報の提供、

地域ぐるみ福祉ネットワークの整備、ボランティア活動の側面的支援などに取り組んできました。

障がい者団体等に対するヒアリング調査では、ボランティアに対するニーズはあるものの、うまく活

用することができていないといった意見がありました。

今後は、ボランティアの需要と供給の流れを整理し、必要な支援を必要なときにスムーズに利用で

きるように仕組みを整えていく必要があります。

施策・事業 内容 担当課

①ボランティアに
関する情報の提
供

○『広報うらやす』や各種パンフレット、ガイドブック等を通じて、ボラ

ンティア活動の紹介、募集、講座の案内等を行います。特に精神

保健福祉については、より多くの参加者を集うため、時代に即した

企画を検討します。

社会福祉協議会

○職場、学校等に、ボランティア活動やボランティア体験への参加を

呼びかける活動を継続します。
社会福祉協議会

②地域ぐるみ福祉
ネットワークの整
備

○市社会福祉協議会が中心になって行っている講座等のボランティ

ア養成活動を支援します。
社会福祉協議会

○支部社会福祉協議会が行っているサロン活動等の地域福祉諸活

動への側面的支援を図ります。
社会福祉協議会

○ボランティア養成活動を行っている個人やＮＰＯ法人、社会福祉法

人、市内の大学、民間団体、民間企業など民間の取り組みを発掘して

それらを有機的に結び付け、地域に密着した福祉のネットワークづく

りを図り、地域の福祉力を高めます。

社会福祉協議会

③ボランティア活
動への側面的支
援

○市民階層による多様なボランティア活動を育成し、そのネットワーク

づくりを進める上で中心的な役割を担う市社会福祉課の「ボランテ

ィアセンター」の機能強化を図るため、その側面的支援に努めま

す。

社会福祉協議会

○ボランティア活動、ＮＰＯ活動等の状況について常に情報収集に

努め、障がいのある人をはじめ広く市民に対してボランティア活動

の内容や実態に関する情報提供を積極的に努めます。

社会福祉協議会

○ボランティア連絡協議会の支援、『ふれあい広場』の開催などを通

じて、ボランティア団体の相互連携やボランティア団体と障がい者

団体などの各種福祉団体との連携の支援を図ります。

社会福祉協議会

○職場、学校等を対象に、ボランティア活動の内容周知やボランティ

ア体験への参加促進を図ります。
社会福祉協議会
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施策・事業 内容 担当課

④ボランティア
④ボランティア活
動の推進

○地域でのボランティア活動等に学校が積極的に参加しやすいよう、

学校と地域の連携を支援します。
社会福祉協議会

○学校がボランティア活動をはじめとする地域での活動に積極的に参

加し、学校と地域の連携を推進することで地域社会の一員としての自

覚を育みます。

教育施設課・指
導課
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（３）交流機会の拡充

【現状・課題】

障がい者と障がいのない人が交流を持つ機会を増やすために、これまで、交流教育の推進、文化

活動等への参加しやすい環境の整備、障がいのある人との交流促進などの取り組みを行ってきまし

た。

今後も、障がい者が参加しやすい形で交流機会が提供されるように、ハード、ソフトの両面を見直

し、障がい者が進んで参加できるような交流機会の促進を図ります。

施策・事業 内容 担当課

①交流教育の推
進

○特別支援学級設置校を中心に、日常的な交流教育を一層充実しま

す。
指導課

○障がいのある子どもとない子どもの日常的な交流促進を図ります。 指導課

②文化活動等へ
の参加しやす
い環境の整備

○市主催や市民が独自の企画による講座やサークル活動、文化的催し

等に障がいのある人も積極的に参加できるよう、障がいの特性に配慮

した環境の整備を行います。

障がい福祉課
生涯学習課
公民館

○スポーツイベント等に障がいのある人の参加を呼びかけていきます。
障がい福祉課
市民スポーツ課

○福祉関係の講座や講演会などを通じ、障がいのある人自身が主体的

に発言し、自己実現できる場を確保していきます。

障がい福祉課
生涯学習課
公民館

③障がいのある
人との交流促
進

○市職員のボランティア活動への参加を通じ、障がいのある人との交流

を促進していきます。また、そのため職員の「ボランティア休暇制度」の

実施を継続します。

人事課

○地域における障がいのある人の国際交流を推進します。 地域ネットワーク課
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２．福祉・生活支援の充実

■施策の展開

基本施策２：福祉・生活支援の充実

①相談体制の充実

②専門的な相談体制の充実

③虐待の早期発見・防止

④コミュニケーション手段の充実

（１）相談支援体制の充実

⑤地域自立支援協議会の推進

⑥日中一時支援・放課後支援事業の推進

（３）在宅福祉サービスの充実

②ホームヘルプサービス事業の充実

③補装具・日常生活用具の給付等の充実

④手話通訳者・要約筆記者派遣制度の充実

⑤障がいのある子どもの保育及び育成の充実

① 障害者福祉サービスの適正な運営

（２）情報提供体制の充実

①サービスに関する情報の充実と周知の徹底

②視覚障がいがある人への情報提供の充実
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⑦ショートステイ事業の推進

⑧一時介護委託料等助成の継続

⑨利用者負担軽減措置

⑩地域生活支援事業の充実

（４）日中活動の充実

①障がい者福祉センター及び通所施設の充実

②東野地区の再整備

③サービス情報の提供

④活動拠点の充実

（５）住まいの場の充実

①住宅関係制度の充実

②住宅セーフティネットの整備

③グループホーム等の整備

④既存住宅の改善の促進

⑤入所施設の支援

（６）生活安定への支援

①年金・手当・助成制度の周知の徹底と利用

②年金・手当・助成制度の充実
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（１）相談支援体制の充実

【現状・課題】

アンケート調査結果をみると、相談者が「いる」という回答が約８割と、多数を占めていますが、相談

相手は「家族」という回答が 74.4％と３／４近くを占め、多くの障がい者は何か問題があったときには

家族と相談して対応している状況が伺えます。

しかし、現在の悩みとしては「健康・治療のこと」が 57.9％で最も多く、ついで「経済や生活費のこ

と」（31.6％）となっており、家族と問題を抱え込むよりは専門機関や行政機関に相談した方が問題解

決の糸口が見つかる可能性が高い部分もあるのではないかと思われます。

今後も、障がい者の家族を含めた多様な対象に特化した相談の充実と相談員の専門性の向上、

適切な人材の確保などを図り、障がい者が必要とする相談体制を整備します。

施策・事業 内容 担当課

①相談体制の充
実

○ソーシャルワーカー（社会福祉士、精神保健福祉士等）による「総合相

談窓口」の機能を一層充実していくとともに、職員の適正配置及び各

種専門的相談や手続きについては、関連部局との連携を図ります。

障がい福祉課

○窓口・電話相談のほか必要に応じて訪問相談を充実します。 障がい福祉課

○職員の研修機会の充実と参加促進を図り、自らが個別一貫対応の相

談（ケアマネジメント）の重要性を認識しながら、業務を遂行できるよう

体制の充実を図ります。

障がい福祉課

○民生（児童）委員や身体障害者相談員、知的障害者相談員及び委託

相談支援事業者の存在や相談・支援活動について広く周知を図り、障

がいのある人やその家族の利用を促進します。

障がい福祉課

○日常生活等における一般的な相談に加え、障がいのある人の利便性

を考慮し、専門的な相談、緊急及び多様な相談にも応じられるよう、委

託相談支援事業者と連携を図りながら、体制強化に努めます。

障がい福祉課
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施策・事業 内容 担当課

②専門的な相談
体制の充実

○専門性が求められる多様な相談内容に応じられるよう、保健・医

療、福祉、療育、教育、就業等、専門分野の連携を図り、相談体制

を充実します。

障がい福祉課

○連絡会議・ケース会議等を通じて関係各課の連携強化を図り、的確

な相談と援助・サービスへのつなぎ機能の充実を図ります。また、

必要に応じて外部の専門家や専門機関との連携に努めます。

障がい福祉課

○精神障がいのある人に対する医療受診、社会復帰、日常生活等に

ついての相談を、障がい福祉課を中心に、必要に応じて市川健康

福祉センター等と連携を図り、また、「精神保健福祉相談」を積極的

に活用します。

障がい福祉課

○障がいのある人自身が障がい者の立場で応じる相談（ピアカウン

セリング）を行う事業者等に対する側面的支援と連携を実施しま

す。

障がい福祉課

○相談支援事業者等を中心に、相談を行う事業者等への側面的支援

と連携強化に努めます。
障がい福祉課

③虐待の早期発
見・防止

○平成24年10月に、障がい福祉課内に「障がい者虐待防止センタ

ー」を設置し、障がいのある人への虐待の防止、養護者への支援

に努めます。また、関係機関とのネットワークを構築し、虐待の防止

等に向けた体制を整備します。

障がい福祉課

④コミュニケーシ
ョン手段の充
実

○視覚障がいのある人のコミュニケーション手段としての点字、ＳＰコ

ード、音声訳、パソコンを活用した情報提供等の充実を図ります。
障がい福祉課

○聴覚障がいのある人とのコミュニケーションづくりのために、市役所

への手話通訳者の配置及び派遣するとともに、市役所閉庁時に

は、電話代行等を行う「Uコミサポート」を継続します。

障がい福祉課

○ＦＡＸ、筆談器、ＯＨＣ等の聴覚障がいのある人向けコミュニケーシ

ョン機器の導入を促進します。
障がい福祉課

○障がいのある人を対象とした IT講習会への支援を行います。 障がい福祉課

⑤地域自立支援
協議会の推進

○障がいのある人の地域生活支援及び社会資源開発に必要な関係

機関の連携を強化するため、地域自立支援協議会を設置し、委託

相談支援事業者と連携して地域のネットワークづくりを推進します。

障がい福祉課

○地域自立支援協議会では、「障がいのある人が普通に暮らせる地

域づくり」を進めるため、地域の実態や課題等の情報を集約し、共

有して課題解決に向けて協働する体制を構築していきます。

障がい福祉課
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（２）情報提供体制の充実

【現状・課題】

障がいのある人にとって、必要な情報が的確に伝わり、必要な時に気軽に情報を得られることは、

それぞれが必要とする支援やサービスを利用していく上での第一歩となるものであり、社会参加を促

進していく上でも不可欠となるものです。

情報提供にあたっては、どのような障がいがあっても利用しやすいように障がいの特性や提供手

段に配慮をする必要があります。

情報提供体制については、情報を必要とする障がい者に適確に届く情報提供を行うためにはどう

すればよいのかという視点から、媒体の選択、内容、提供方法、情報提供の頻度など、総合的に内容

の充実を図ります。

施策・事業 内容 担当課

①サービスに関
する情報の充
実と周知の徹
底

○障がいのある人に対する各種サービスの出発点となる、福祉手帳

（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の交付に

ついての周知の徹底を図ります。

障がい福祉課

○『広報うらやす』、『障がい者福祉ガイドブック』、各種パンフレット、チ

ラシ、電話・ＦＡＸサービス、相談窓口等を活用して、各種福祉サービ

ス等の情報の充実とその周知徹底に努めます。

障がい福祉課

②視覚障がいが
ある人への情
報提供の充実

○「情報バリアフリー」に配慮し、音声読みなど、視覚障がいのある人に

とって利用しやすい市のホームページとなるよう、技術変化に対応し

た提供方法の充実に取り組みます。

広聴広報課

○拡大写本図書、点訳図書、音声図書、対面朗読、来館が困難な人へ

の宅配、病院サービス、高齢者サービス等、図書館のサービスの一

層の充実を図ります。

中央図書館
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（３）在宅福祉サービスの充実

【現状・課題】

在宅福祉サービスの充実を図るため、障がい福祉計画の対象となるサービスを中心に、各種サー

ビスの提供に努めてきました。

アンケート調査結果をみると、利用の多いサービスは、「ホームヘルプ」、「生活介護」、「機能訓練」、

「日常生活用具給付事業」、「日中一時支援事業」などとなっており、利用したことがあるサービスにつ

いては高い満足度が得られています。

障がい者団体に対するヒアリングにおいて、グループホームの整備が不十分といった指摘が多く

あり、特に“親亡き後”の障がい者の生活においてグループホームが重視されており、今後、グルー

プホームの長期的な整備が必要です。

施策・事業 内容 担当課

①障害者福祉サ
ービスの適正
な運営

○障がいのある人やその家族への情報提供やサービスに関する相談を

行い、制度の円滑な実施に努めます。
障がい福祉課

○福祉サービス提供事業者の参入を呼びかけ、地域におけるサービス

の基盤整備を推進します。
障がい福祉課

○外出支援や余暇支援等のサポート体制について、サービス提供事業

者と連携しながら検討します。
障がい福祉課

②ホームヘルプ
サービス事業
の充実

○民間指定事業者の活用を推進し、事業者との協力・連携を強化し、良

質なホームヘルプサービスを提供するため、各種研修会への参加を

働きかけます。

障がい福祉課

○精神障がいのある人や難病患者向けのホームヘルプサービスの充実

を図るため、サービス提供事業者に対し、各種研修会への参加を働き

かけます。

障がい福祉課

○地域生活を支えるため、ニーズや実態に即したホームヘルプサービ

スのさらなる確保について、検討課題としていきます。
障がい福祉課

○夜間の訪問介護サービスとして、緊急通報システムを活用した随時訪

問介護サービスや定期訪問介護サービスを行います。
障がい福祉課
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施策・事業 内容 担当課

③補装具・日常
生活用具の給
付等の充実

○障がいのある人がより円滑に、安心して日常生活が送れるよう、補装

具の購入費の支給や日常生活用具の給付、訪問入浴サービスな

ど、障がいの状況に応じた各種生活支援サービスの充実に努めま

す。

障がい福祉課

④手話通訳者・
要約筆記者派
遣制度の充実

○手話通訳者、要約筆記者の養成に努め、派遣制度の充実を図りま

す。
障がい福祉課

⑤障がいのある
子どもの保育
及び育成の充
実

○保育所において障がいのある子どもへの保育事業の充実を図りま

す。
保育幼稚園課

○障がいのある子どもが認可保育所や児童育成クラブを利用できる体

制を整備するとともに、障がいの特性にあった支援ができるよう充実

を図ります。

保育幼稚園課
青少年課

⑥日中一時支
援・放課後支
援事業の推進

○障がいのある子どもや障がいのある人の日中における活動の場を確

保することにより、その家族の就労を支援し、また日常的に介護して

いる家族の一時的な休息を図るため、宿泊を伴わない日中利用の事

業を「日中一時支援事業」として引き続き実施します。

障がい福祉課

○障がいのある子ども等が放課後を過ごす場として整備し、障がいの

ある子どもやその家族の選択の幅を広げ、地域生活を支援します。

障がい福祉課
青少年課

⑦ショートステイ
事業の推進

○地域において、レスパイト的サービスが受けられるよう「一時ケアセン

ター」の活用を推進し、事業者との連携及びより良い運営ができるよ

う環境の整備に努めます。

障がい福祉課

⑧一時介護委託
料等助成の継
続

○一時介護委託料、療育事業参加費用の各助成事業については、他

の制度との調整を行いつつ、これを継続します。
障がい福祉課

⑨利用者負担軽
減措置

○障害者自立支援法の施行に伴って導入された利用者の費用負担に

ついて、その経済的負担を緩和するため、国の動向を踏まえなが

ら、引き続き、利用者負担軽減措置を実施します。

障がい福祉課

⑩地域生活支援
事業の充実

○地域活動支援センターの機能を充実強化し、障がいのある人等の地

域生活支援の促進を図ります。
障がい福祉課

○地域生活支援事業の必須事業（相談支援、移動支援、コミュニケー

ション支援、地域活動支援センター、日常生活用具等）以外のその

他の事業についても、ニーズ等を勘案しながら事業の実施を検討し

ます。

障がい福祉課
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（４）日中活動の充実

【現状・課題】

日中活動の場の充実は、入所施設や医療機関からの地域移行者の受入れを進める上でも、特別

支援学校卒業者の日中活動の場の確保といった意味からの期待が高いことからも、障がい者福祉セ

ンターや地域活動支援センター等の機能充実、ソーシャルサポートセンターの相談窓口役割の拡充

などに力を入れて取り組んできました。

日中活動の場を確保する重要性は今後も変わらないため、新法移行の動向に留意しつつ、適宜

実行可能な取り組みから充実させていくことが当面は求められると考えられ、引き続き、障がい者福

祉センターの機能充実や、ワークステーション内の就労訓練の体験の場の活用などを進めます。

施策・事業 内容 担当課

①障がい者福祉
センター及び
通所施設の充
実

○「障がい者福祉センター」は、障がいのある人の日中活動の場とし

て、事業の充実を図ります。
障がい福祉課

○地域活動支援センターである「身体障がい者福祉センター」の事業

の充実を図ります。
障がい福祉課

○ソーシャルサポートセンターの相談窓口としての役割を拡充し、就

労に対する取り組みを行います。
障がい福祉課

○身体障がいのある人の作業訓練等を行う場については、今後必要

に応じて検討していきます。
障がい福祉課

②東野地区の再
整備

○老朽化している旧福祉作業所等の再整備について、シビックセン

ター東野地区整備構想の中で検討します。
障がい福祉課

③サービス情報
の提供

○利用者がサービスを選択しやすいよう、施設や県等と連携を図り、

サービス内容の情報提供に努めます。�
障がい福祉課

④活動拠点の充
実

○地域活動支援センターの基礎的な事業に加え、地域の住民ボラン

ティアの育成や障がいのある人に対する理解の促進を図るため、

地域活動支援センター（Ⅰ型）の充実を図ります。

障がい福祉課
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（５）住まいの場の充実

【現状・課題】

障がい者が地域で暮らしていく上で、住まいの確保は最重要な要件であり、これまで、住宅関係の

諸制度の周知・紹介や、グループホーム等の入所施設への支援、住宅改修等の支援などに取り組ん

できました。

アンケート調査結果をみると、「持ち家」が 66.3％で６割以上を占めており、自宅での居住環境の

向上に資する取り組みが重要と考えられますが、障がい者団体等に対するヒアリングでは、親元から

自立した生活を送りたい、といった意見もあり、民間住宅や公営住宅、グループホーム等の居住施設

で生活するために必要な支援を引き続き行うことも重要です。

これまでは住まいの確保という視点からの取り組みが中心となっていましたが、今後は、住まいで

近隣の住民と関わり合いながら安心して暮らすことができるような環境を構築するという視点から、他

の取り組みとの連携を図りながら、住まいの場の充実に取り組みます。

施策・事業 内容 担当課

①住宅関係制度
の充実

○民間の賃貸住宅に居住している世帯がその住宅について、取り壊

しなどの理由によって立ち退きを求められた場合に、市内の他の

民間賃貸住宅への転居に要する経費を助成します。

障がい福祉課

○グループホーム等の入居者に対する家賃の一部を助成します。 障がい福祉課

②住宅セーフテ
ィネットの整備

○賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がい

ない等の理由により入居が困難な障がいのある人に対して、入居

に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて障

がいのある人の地域生活を支援する委託相談支援事業者との連携

を強化します。

障がい福祉課

○民間活力を活用した優良な賃貸住宅の供給や、高齢者や障がい

者世帯などを対象とした公的賃貸住宅の供給について検討してい

きます。

障がい福祉課

○民間賃貸住宅の市場において、高齢者や障がい者世帯と賃貸人

の双方の不安を解消するための仕組みを構築します。
障がい福祉課
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施策・事業 内容 担当課

③グループホー
ム等の開設支
援等

○身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の団体等がグルー

プホーム等を開設する際には、より良い運営ができるよう環境の整

備に努めます。

障がい福祉課

○地域生活への移行を推進するため、ニーズ等を勘案しながら安全

で安心な居住の場の整備について検討します。
障がい福祉課

○グループホーム及びケアホーム設置者に対して、運営費を補助し

ます。また、市内への整備を推進するために改修費用等初期整備

費用を補助します。

障がい福祉課

○施設や病院などに入所又は入院し地域での生活を希望する障が

いのある人や、家庭等の事情により一時的に居室が必要な障がい

のある人に対して、運営事業者が居室を提供した場合に要する人

件費や運営費を補助します。

障がい福祉課

○地域での生活を希望する重度・重複の障がいのある人に対して、

運営事業者が居室を提供し、日常生活における支援を行った場合

に要する人件費や運営費を補助します。

障がい福祉課

④既存住宅の改
善の促進

○住宅改造費用の助成制度の充実を図るとともに、ニーズに沿った

住宅の改修ができるよう、必要に応じて各専門スタッフとの連携を

図ります。

障がい福祉課

⑤入所施設の支
援

○『もくせい園』（鎌ヶ谷市）、『やまぶき園』（市川市）の運営の充実の

ための支援を継続します。
障がい福祉課
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（６）生活安定への支援

【現状・課題】

生活安定への支援に関しては、これまで各種の年金、助成制度の周知と利用促進に取り組んでき

ました。

制度の利用に関しては、申請手続きの煩雑さや、対象条件の厳しさなどもあり、また、制度そのも

のに対する周知がまだ不十分なことなどもあり、飛躍的に増加するまでには至っていません。

必ずしも希望したすべての障がい者に該当するものではありませんが、まだ制度を利用できるの

に利用できていない障がい者が多くいると思われますので、引き続き、制度の周知が必要です。

経済的な安定は地域での自立した生活を送る上で基礎的な要件となるため、制度を必要とする利

用可能な障がい者については、積極的にその周知を行います。

施策・事業 内容 担当課
①年金・手当・助
成制度の周知
の徹底と利用
の促進

○各種年金・手当・助成制度について、『障がい者福祉ガイドブック』、

相談等を利用してその周知の徹底に努力し、その利用の促進を図り

ます。

障がい福祉課

②年金・手当・助
成制度の充実

○各種年金・手当・助成制度について、障がいのある人のニーズの把

握に努めます。
障がい福祉課

○市の手当・助成制度について、その充実を図ります。 障がい福祉課

○国・県の年金・手当・制度の充実について、働きかけを行います。 障がい福祉課
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３．保健・医療の充実

■施策の展開

基本施策３：保健・医療の充実

①在宅保健サービスの充実

②在宅医療サービスの充実

③保健・医療・福祉の連携体制の構築

（２）リハビリテーション事業の充実

（３）保健・医療の充実

（１）障がいの早期発見・早期対応等の促進

⑥いのちとこころの支援

④受診機会の拡充

⑤医療費助成制度の利用の促進

①障がいの早期発見体制の充実

②ソーシャルサポートセンターの充実

①障がいの早期発見体制の充実

②療育等障がいの早期対応の促進

③生活訓練事業等の充実
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（１）障がいの早期発見・早期対応等の促進

【現状・課題】

障がいの早期発見・早期対応を図るためには、母子保健や医療機関等との連携が重要であり、こ

れまで、保健所との連携や、市の健康相談等との連携を図り、専門医療機関や療育機関、こども発達

センター等へ円滑につなげ、早い段階で適切な対応が図れるように取り組んできました。

今後は、未熟児訪問指導等が市へ委譲されるなど、今まで以上に市を起点とした連携が求められ

ることから、市と他機関との連携体制を緊密なものとし、切れ目のない対応を図ります。

施策・事業 内容 担当課

①障がいの早期発
見体制の充実

○低体重等での出生を少なくするために、ハイリスク妊産婦保健指

導・訪問指導等に力を入れ、市川健康福祉センター（保健所）での

遺伝相談等の充実を図ります。また、「障がいの早期発見・早期対

応等の促進」の視点での取り組みを各事業に当てはめて再検討し

ます。

健康増進課

○乳幼児健康診査の充実を図ります。また、市川健康福祉センター

（保健所）と低体重出生児、慢性疾患のある乳児に対する相談・指

導について連携を図ります。

健康増進課

○生活習慣病等を予防するために、健康診査、健康相談、健康指導

等の充実を図ります。特に健診事後指導に力を入れていきます。
健康増進課

②療育等障がいの
早期対応の促進

○乳幼児健康診査（１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査）でことば

や情緒面の発達の遅れが発見された子どもに対し、子育て相談や

「のびのびクラス」（１歳６か月児等事後指導教室）で発達をうながす

ための支援を行い、特に早期療育が必要な子どもについては、「の

びのびクラス」から「こども発達センター」につなげていくよう努めま

す。

健康増進課

○「こども発達センター」において、生活指導、療育相談、ことばの相

談、機能訓練（理学療法・作業療法・摂食指導）等の事業につい

て、障がい児の年齢、障がいの種類や程度、生活環境や家庭環境

に合わせて内容の充実を図り、そのニーズに沿ったサービスを提

供できるよう努めます。

こども発達センタ
ー

○治療や障がいの軽減のための医療機関や訓練機関、地域の相談

機関等の紹介に努めます。

障がい福祉課
こども発達センタ
ー
健康増進課
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（２）リハビリテーション事業の充実

【現状・課題】

リハビリテーション事業としては、身体障がい者福祉センターにおいて通所や訪問によるリハビリテ

ーションを行っているほか、ソーシャルサポートセンターにおいて精神疾患の方を対象とした事業を

行っています。

また、障がいのある子どもに対する必要に応じた機能訓練をこども発達センターで実施するととも

に、本市で対応できない高度な機能訓練や生活訓練が必要な障がい者に対しては、適切な医療機

関や訓練機関を紹介することで必要なリハビリテーションを利用できるように取り組んできました。

今後、障がい福祉サービスに関わるサービスについては新法移行に伴って、サービス体系が見直

される可能性があり、現状とは異なる形でのサービス提供を行うこともあり得ますが、利用者の利便性

という点に留意し、引き続き、必要なリハビリテーションを受けることができる環境の整備に取り組みま

す。

施策・事業 内容 担当課

①障がいの早期
発見体制の充
実

○地域活動支援センターである「身体障がい者福祉センター」の事業

の充実を図ります。〔再掲〕
障がい福祉課

○「こども発達センター」において、生活指導、療育相談、ことばの相

談、機能訓練（理学療法・作業療法・摂食指導）等の事業について、

障がい児の年齢、障がいの種類や程度、生活環境や家庭環境に合

わせて内容の充実を図り、そのニーズに沿ったサービスを提供でき

るよう努めます。〔再掲〕

こども発達センター

②ソーシャルサ
ポートセンター
の充実実

○地域活動支援センターである「ソーシャルサポートセンター」の機能

の充実を図ります。
障がい福祉課

③生活訓練事業
等の充実

○障がいのある人の日常生活の自立を図る各種訓練事業の周知に努

めます。
障がい福祉課

○高度な医学的リハビリテーションが必要な障がいのある人に対する

的確な医療機関、訓練機関の紹介に努め、それら機関との連携強化

を図ります。

障がい福祉課

○市としてその必要性について、強く認識している18歳以上の知的障

がいのある人や発達障がいのある人の社会性スキルを向上するた

めのリハビリテーションについて、ニーズに即したものとなるよう、検

討課題として捉えていきます。

障がい福祉課
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（３）保健・医療の充実

【現状・課題】

障がいのある人にとって医療とは、障がいの原因になっている疾病そのものの治療・軽減を図るた

めのものと、一般的な医療という二つの側面があります。

アンケート調査結果では、障がいのある人が暮らしやすくなるために必要なこととして、「保健・医

療サービスの充実」が 35.7％と最も多く挙げられており、保健・医療の充実は障がい者の生活にとっ

て重要な要素となっているため、専門医療と、一般医療の両面における充実が必要です。

施策・事業 内容 担当課

①在宅保健サー
ビスの充実

○保健師、看護師、歯科衛生士による訪問指導等の保健事業につい

て、地域の特性に応じた生活圏域ごとの地区活動の充実を図りま

す。

健康増進課

○保健師、介護ボランティア、ソーシャルワーカー等の相談員、民間事

業所のホームヘルパー等との連携を強化します。
健康増進課

②在宅医療サー
ビスの充実

○医療・福祉・介護等関係者で構成する在宅療養推進委員会において

協議し、在宅療養支援体制の充実を図ります。
健康増進課

○通院が困難な方に対し、訪問による在宅歯科訪問診療事業の充実

を図ります。
健康増進課

③保健・医療・福
祉の連携体制
の構築

○市川・浦安地域精神保健福祉連絡協議会の活性化を図ります。 障がい福祉課

○難病患者が家庭で安心して療養生活を送れるようにするための支援

策として、医師会や市川健康福祉センター（保健所）、県等の関係機

関と連携を取りながら相談体制の確立を図り、よりよい支援策のあり

方についても、それら関係機関との連携を強化します。

障がい福祉課

○精神障がいのある人の入院医療体制等について、県への働きかけ

などを行い、整備を図ります。
障がい福祉課

④受診機会の拡充

○移送サービス、コミュニケーション手段などの充実等を図り、受診機

会の拡充に努めます。
障がい福祉課

○移動支援事業の運用を拡充し、病院や診療所内での移動や医療機

関から他の医療機関への移動などを支援します。

障がい福祉課
介護保険課

⑤医療費助成制度

の利用の促進

○各種の医療費助成制度の周知を徹底し、その利用の促進を図りま

す。精神保健に関する「自立支援医療制度」・「入院医療費助成制

度」、及び難病に関する「特定疾患医療費助成制度」・「小児慢性特

定疾患医療費助成制度」については、特に力を入れて周知に努めま

す。

障がい福祉課

⑥いのちとこころの

支援

○いのちとこころの支援対策協議会を拡充し、自殺対策、メンタルヘル

ス対策としての地域づくりを関係機関と連携して取り組みます。
健康増進課
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４．療育・教育の充実

■施策の展開

基本施策４：療育・教育の充実

①地域療育事業の充実

②連携体制の強化

③発達障がいのある人の支援体制の整備

④個別支援計画の策定

⑥スクールバスの運行

②進路選択の充実

（２）就学後療育・教育の充実

（３）就学・進学相談の充実

（１）就学前療育・教育の充実

①就学相談体制の充実

⑤学校設備・備品の改良

②地域との交流の推進

（４）交流教育の推進

①学校での交流教育の推進

①特別支援教育の充実

②教職員の資質・力量の向上

③通級指導教室の充実

④福祉用具教材の充実
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（１）就学前療育・教育の充実

【現状・課題】

生まれながらにして、あるいは幼い時から障がいのある子どもにとっては、その障がいの影響を小

さくしたり、能力を育てたりするために、できるだけ早期から周囲の理解を得ながら適切な療育や教

育を受けることが重要であり、教育の意味は障がいのあるなしに関係なく同じです。

本市では、簡易マザーズホームとこども療育センターを統合し、「こども発達センター」を設置し、18

歳未満の心身の発達に心配のある子どもへの療育を実施しています。

また、保育園では、障がいのある子どもへの保育・介助に知識や経験のある保育士を配置して受

け入れを行うとともに、幼稚園でも支援を必要とする園児について補助教員を配置し受入れを進めて

います。

障がいのある子どもに対する療育・教育事業については、関連機関の連携を図り、一貫性のある

支援システムとして確立していく必要があります。

施策・事業 内容 担当課

①地域療育事業
の充実

○「こども発達センター」において、集団及び個別療育を一体化した通

園事業や個別療育の相談・訓練回数の増加を図るなど機能を強化し

ます。

こども発達センター

○「こども発達センター」では、保育所、幼稚園等の関連機関との連携

を強化し、通園事業、個別相談事業、グループ事業、巡回相談の各

療育事業につき、障がいのある子どもの年齢、障がいの特性等、生

活環境や家庭環境に合わせて内容のさらなる充実を図り、こどもの

自立心を育む療育を行います。

こども発達センター

○家庭教育学級や教育委員会主催の研修会等に、「こども発達センタ

ー」から講師を派遣します。
こども発達センター

○保育所における障がいのある子どもの保育の充実を図ります。 保育幼稚園課

○必要に応じて補助教員を配置し、幼稚園において障がいのある子ど

もの受け入れ体制の充実を図ります。
保育幼稚園課

○保育所、幼稚園の設備・備品等を、障がいのある子どもに対応したも

のに改良していきます。
保育幼稚園課

②連携体制の強
化

○福祉担当課、教育委員会、こども発達センター、当事者団体、保護者

会、委託相談支援事業者など関係者による連携体制の強化を図り、

特別支援教育に沿って就学前療育（教育）から就学後療育（教育）へ

のスムーズな移行や親と子のケア体制の充実など、療育体制の充実

を推進します。

障がい福祉課

○発達支援ネットワークにおいて、市及び療育事業を実施する事業

者、障がいのある人との連携の強化に努めます。
こども発達センター
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施策・事業 内容 担当課

③発達障がいの
ある人の支援
体制の整備

○こども発達センター等との連携を強化し、発達障がいに関する理解

の促進や学校その他の関係機関との連携及び相談、療育体制な

ど、発達障がいのある子ども及び発達障がいのある人のライフステ

ージに応じた支援体制について検討していきます。

障がい福祉課

④個別支援計画
の策定

○障がいのある子どもや障がいのある人の特性に応じた個別支援計

画を策定し、乳幼児期から成人期までのライフステージに対応し

て、一貫した支援を行います。

こども発達センタ
ー
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（２）就学後療育・教育の充実

【現状・課題】

障がいのある子どもに対する教育については、自立や社会参加に向けて、地域でともに学ぶ環境

を整え、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善したり克服したりしていくこ

とも必要です。

そのために障がいのある児童生徒が、他の児童生徒と一緒に授業に参加しているという意識が持

てるように、個別の教育支援計画に基づき、特別の教育課程を組み、教育内容や方法などに工夫し

ながら、指導の充実に努めていくとともに、乳幼児期から卒業後までの一人ひとりのライフステージに

応じた適切な支援を行うことが大切です。

また、特別支援学級や通級指導教室の担当者、通常学級の担任、補助教員など、教職員全体が

障がいのある子ども及び障がい児教育に対する理解を深め、障がい特性に配慮した教育を推進し、

支援体制の充実を図ります。

施策・事業 内容 担当課

①特別支援教育
の充実

○本人及び保護者の希望を尊重した上で、「個別の指導計画」の作成

及び活用が進むよう、啓発活動に取り組み、かつ個々の事例に対す

る指導・助言に努めます。

指導課

○通常学級及び特別支援学級において、障がいのある子ども一人ひと

りの教育的ニーズに応じたきめの細かい教育や指導ができるよう、教

育委員会、福祉関係機関、就労関係機関等においても特別支援教

育の基本的考え方の理解と連携を図ります。

指導課

○障がいのある子どもの学習に効果のある教育方法、教材の開発に努

め、活用を促進します。
指導課

○特別支援学級を希望する子どもが地域で教育が受けられるよう、全

小・中学校に特別支援学級の整備を進めます。
指導課

○個別の支援が必要な児童生徒に効果的な教育ができるよう、各小・

中学校に学習支援室の整備を進めます。
指導課

②教職員の資
質・力量の向
上

○研修会等を通じ、通常学級、特別支援学級及び通級指導教室担当

教員の資質・力量の向上を図ります。
指導課

○特別支援教育を学校全体で推進するよう、教職員全体の理解を深め

ます。
指導課

○身体・知的・重複障がい、学習障がい、注意欠陥／多動性障がい、

高次機能自閉症等に対する理解を深めるための教職員研修の実施

を図ります。

指導課

○補助教員の質の向上を図るため、その研修の機会の確保について

努めます。
指導課

③通級指導教室
の充実

○通級指導教室の周知を図るとともに、指導の質の向上に努め、効果

的な指導が行えるよう努めます。
指導課
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施策・事業 内容 担当課

④福祉用具教材
の充実

○関係機関と連携をとりながら、福祉用教材の活用を促進します。 指導課

○障がいのある子どもとその保護者のニーズに十分耳を傾け、教材の

種類・内容・質についての充実を図ります。
指導課

○福祉用教材の開発・製作について、学校、図書館、障がい福祉課等

関連機関の連携を図ります。
指導課

○「おはなし会」や絵本の読みきかせ、特別支援学級訪問を行うととも

に、布の絵本の製作・貸出を行い、図書館活動の充実を図ります。
中央図書館

⑤学校設備・備
品の改良

○子どものニーズに応じて、スロープやトイレ、エレベーター等の設備

や学習環境を整えるための備品等の整備を進めます。

教育施設課

指導課

⑥スクールバス
の運行

○本市の学区である市川・船橋特別支援学校高等部への自力通学が

困難な生徒を支援するため、県に対し、引き続き、各県立特別支援

学校への「スクールバス運行事業」の拡充を働きかけるとともに、県

が事業を実施するまでの間、通学支援事業を実施します。

障がい福祉課
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（３）就学・進学相談の充実

【現状・課題】

就学期を迎えた障がいのある子どもや新たな進路を選択する障がいのある子どもとその家族にと

って、教育機会の選択は人生の大きな岐路の一つであり、さまざまな悩みを抱えてしまうこととなって

います。

このため、子ども一人ひとりにとってより良い選択ができるよう、また、すべての子どもが可能な限り

地域の中でともに学びともにはぐくまれる機会を得ることができるよう配慮しながら、本人や保護者の

希望を尊重し、個々の障がいのある子どもの教育的ニーズに応じた相談体制の充実に取り組みます。

また、効果的な相談を行うため、市内・市外を含めた幅広い情報の収集と共有を図ります。

施策・事業 内容 担当課

①就学相談体制
の充実

○障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズと本人及び保護者の

希望等を尊重します。また、 子どもにとってより良い進路選択ができ

るよう、就学相談に努めます。

指導課

○就学相談員の質を高め、専門的な相談として、内容の充実を図りま

す。
指導課

○福祉分野や医療と連携した「まなびサポート」において、幼児、児

童、生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行い、計画的な

訪問活動や巡回相談体制の充実を図ります。

指導課

②進路選択の充
実

○小学校・中学校の修了時には、児童生徒の教育的ニーズと、本人・

保護者の希望等を総合的に考えて、より良い進路の選択ができるよ

う、就学相談、学校見学を行うなど進路選択の機会の充実をはかりま

す。

指導課

○児童・生徒の進路先の学校、福祉関係機関、事業所等との情報交

換・連携を図り、進学・就職後の障がいのある人の状況把握に努めま

す。

指導課
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（４）交流教育の推進

【現状・課題】

障がい者が地域の中で自立して生活していくためには、早い段階から地域との関わりを持ち、地

域の一員として地域住民と障がい者の双方が互いの存在を認め合うことが重要となります。そのため

に、これまで、学校における交流教育と地域における交流の推進に取り組んできました。

学校における交流教育は、特別支援学級設置校を中心とした、特別支援学級に通う障がいのある

子どもと通常学級の児童生徒との日常の交流や、催し物等の機会を利用した交流活動で、地域にお

ける交流としては障がい者団体を中心とした地域交流活動に対する支援という形で行ってきました。

アンケート調査結果では、最近1年間に参加したことがある地域の行事として、全体では 44.8％が

「参加していない」としているものの、年齢の若い知的障がいでは、「祭りなどの地域の行事」（42.3％）、

「障がい者団体の集会・活動等」（33.8％）と比較的交流機会を多く持っており、引き続き、これらの活

動を通じて交流機会の確保に努めます。

施策・事業 内容 担当課

①学校での交流
教育の推進

○特別支援学級と通常の学級の子どもの日常的な交流を基盤にし、

個々のニーズに応じて、教科学習等の交流及び共同学習を推進し

ます。

指導課

○特別支援学級と通常学級の担任教員の交流、共同研修等を通じて、

教職員全体の障がいと障がいのある子どもに対する理解を促進し、

学校全体で障がいのある子どもを支える体制の拡充を図ります。

指導課

②地域との交流
の推進

○自治会と学校が相互に催し物の開催等を通じ、障がいのある子ども

を含む児童生徒を地域全体で見守るようなまちづくりを図ります。
地域ネットワーク課

○障がいのある子どもやその家族、また、障がい者団体等の交流活動

等に対して、側面的支援に努めます。
障がい福祉課
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５．雇用・就労支援の推進

■施策の展開

基本施策５：雇用・就労支援の推進

①市及び関連機関での雇用の促進

②障がい者職業相談事業の充実

③奨励金制度利用の促進

④民間事業所への啓発活動の強化

①障がい者福祉センターの充実等

②各種職業訓練所の紹介

③「職親委託制度」の充実

④福祉的就労の場の拡充

（２）福祉的就労の促進、就労支援体制の充実

（１）障がい者雇用の推進

⑤就労支援体制の充実
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（１）障がい者雇用の推進

【現状・課題】

障がい者が自立した生活を送るための基盤として働くことは重要であり、障がい者が働くことができ

る環境を確保することは必要不可欠の取り組みと考えられます。

そのため、市及び関連機関での雇用促進の他、民間企業での雇用促進のため、奨励金制度の利

用促進、障がい者雇用の啓発など、障がい者が働くことができる環境の整備を行ってきました。

アンケート調査結果では、平日に働いている障がい者は２割程度で、現在働いていない障がい者

が働いていない理由としては「高齢のため」（57.9％）、「障がいが重い、または病弱のため」（40.9％）

が多く、「働くところがみつからないため」は14.7％となっています。

今後も、障がい者の働き方の希望と、雇用する側の必要とする人材について的確に把握し、双方

にとって望ましい形でより多くの障がい者が働くことができるように、支援に取り組みます。

施策・事業 内容 担当課

①市及び関連機
関での雇用の
促進

○市及び市の関連機関が率先して障がいのある人の雇用の拡大を

図ります。また就労支援センターや地域自立支援協議会におい

て、その活用を進めます。

人事課
障がい福祉課

○新規計画の公共施設については、障がいのある人の雇用に配慮し

たものとするよう努めます。
障がい福祉課

○障がいのある人が就労の場や機会を得られるための支援を行う就

労支援施設「ワークステーション」において、就労相談、就労訓練

行います。また、市役所内にもワークステーションを設置し、障がい

のある人を職場実習生として受け入れ、就労訓練を行います。

市内外において障がいのある人の雇用を希望している事業者にワ

ークステーション内の特例子会社をはじめとした各事業の見学など

を通じて理解を呼びかけ、障がいのある人の一般就労へ繋がる架

け橋としての役割を積極的に担います。

障がい福祉課

②障がい者職業
相談事業の充
実

○関係機関と連携を図り、障がい者職業相談事業の充実を図ります。 商工観光課

③奨励金制度利
用の促進

○障がい者雇用奨励金制度の周知の徹底を図り、その利用促進を通

じて、障がいのある人の雇用の拡大に努めます。
商工観光課

○障がい者職場実習奨励金制度の周知の徹底を図り、その利用を促

進します。
商工観光課

④民間事業所へ
の啓発活動の
強化

○広報、パンフレット等を通じ、また商工団体を通じて、民間事業所に

対する障がい者雇用についての啓発雇用に努めます。さらに国や

県の雇用対策の動向を見極めながら対応します。

商工観光課

○企業等における障がい者雇用を促進するため、公共職業安定所と

連携を取りながら、事業主に理解を求めます。
商工観光課
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（２）福祉的就労の促進、就労支援体制の充実

【現状・課題】

福祉的就労は一般就労へ移行するための場として重要であるとともに、多様な働き方を実現し、障

がい者の日中活動の場を担う点でも重要なものです。

アンケート調査結果でも、働くために必要なこととして、「障がいに合った仕事であること」が 36.2％

で最も多く挙げられており、障がい者団体等に対するヒアリングにおいても、「福祉的就労の拡大を希

望する」、「個人の特性に応じた働き方を実現して欲しい」など、多様な働き方を選択できる環境を整

えることの必要性が指摘されています。

今後も多様な働き方の実現を視野に入れ、就労支援センターやワークステーションなどを中心に、

個々の障がい者の特性に応じた就労支援の充実を図ります。

施策・事業 内容 担当課

①障がい者福祉
センターの充実
等

○障がい者福祉センターでは、就労継続支援（非雇用型）を中心に、

一般就労が困難な障がいのある人の福祉的就労の場のとして、事業

の充実に努めます。

障がい福祉課

○身体障がいのある人が作業訓練等を行う場については、今後必要に

応じて検討していきます。
障がい福祉課

②各種職業訓練
所の紹介

○公共職業安定所と連携・協力して、国立障害者リハビリテーションセ

ンター、県立障害者高等技術専門校、東京障害者職業訓練能力開

発校等の職業訓練所の紹介と利用促進を実施します。

障がい福祉課

③「職親委託制
度」の充実

○就職に必要な素地を与えるとともに雇用促進と職場における定着性

の向上を図るため、関係機関等との連携を図りつつ「職親委託制度」

の充実を図ります。

障がい福祉課

④福祉的就労の
場の拡充

○市の公共施設内にある喫茶店、食堂等については、障がいのある人

が働ける場の確保を継続します。

障がい福祉課
市民スポーツ課
中央図書館
公民館
郷土博物館
斎場

○一般就労が困難な障がいのある人のために就労支援事業の機能拡

充を図り、福祉的就労の場の充実に努めます。
障がい福祉課
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施策・事業 内容 担当課

⑤就労支援体制
の充実

○就労相談、就労訓練、企業等との連携など、障がいのある人の就労

支援を強化するため、「就労支援センター」の機能強化を図ります。
障がい福祉課

○障がいのある人の自立支援や就労等の選択の幅を拡大しつつ、障

がいのある人が適性に応じ、障がいのある人たちと共に働けるワーク

ステーションにおいて、就労支援センターを中心に、就労相談、就労

訓練、特例子会社が連携を図り、就労を希望する障がいのある人が

一人でも多く一般就労につながるよう支援します。

障がい福祉課

○一般就労や福祉的就労等の支援を行っている事業者が、障がいの

ある人の仕事を確保できるよう、側面的支援を行います。
障がい福祉課
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６．生活環境の整備

■施策の展開

基本施策６：生活環境の整備

⑤公園等オープンスペースの整備

⑤公共的交通機関の福祉的対応の促進

①福祉的バス等の運行の充実

③自動車運転免許取得費用、自動車改造費用等の助成の充実

②福祉バス・乗用車の貸出し事業の充実

④視覚障がいのある人向け移動サービスの充実

①「自主防災組織」の拡充

②避難・誘導体制の整備

③緊急通報電話等の充実

④防災機器の充実等

（２）移動・交通手段の整備

（１）歩道空間・建築物の整備

（３）防災・防犯体制の充実

①「足もとからの都市づくり」の推進

②幹線道路等の整備

③道路環境・交通安全施設の整備

④交通拠点の整備

⑥福祉有償運送事業の推進

⑦自動車燃料費の助成
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（１）歩道空間・建築物の整備

【現状・課題】

本市では古くから続く旧市街と比較的新しくできた新市街とがあり、旧市街では計画的なまちづくり

が行われる以前からの街並みがあり、障がい者の歩行や移動に際しては、細い路地や不規則なカー

ブ、道の段差などがバリアフリーやユニバーサルデザインの点からは課題です。

景観保護やその他の問題もあり、都市整備は短期的に実現できるものではなく、時間をかけて計

画的に歩道の整備等に取り組んできたところですが、東日本大震災で旧市街に限らず、本市は少な

からぬ被害を受けました。

今後は災害からの復旧からスタートして、障がい者に限らず、子ども、高齢者、誰にとっても生活し

やすいまちづくりの推進に改めて取り組みます。

施策・事業 内容 担当課

①「足もとからの
都市づくり」の推
進

○道路、公園、公共的施設及びその周辺等の都市空間の環境を総点

検し、高齢者、障がいのある人を含めた「市民にとってやさしいまち」

をめざしての環境改善を図ります。

道路管理課

○再整備の全体像について検討するとともに「浦安駅周辺まちづくり取

り組み方針」に基づき、step1 区域で、市有地を核とした民間事業者

の資金やノウハウを導入した再整備に取り組みます。

市街地開発課

○バス停の集約化や食い違い交差点の解消、広幅員の歩行者デッ

キ、やなぎ通りを横断するためのエレベーターの設置、自転車駐車

場の整備や新しい都市機能の導入等、再整備の具体化に取り組み

ます。

市街地開発課

○歩行空間の安全性や快適性の向上を図るため、当代島地区の旧県

道（市道第 1－15 号線）について、地域住民と意見交換をしながら、

現在の幅員で対応可能な道路環境の改善に取り組みます。

道路管理課

○国道、県道、市道の切り下げ部の是正及び電柱の移設等について

働きかけます。
道路管理課

②幹線道路等の
整備

○幹線道路の橋梁付近の急勾配の解消を図ります。 道路管理課

③道路環境・交
通安全施設の
整備

○自転車駐輪場の整備、放置自転車対策に努めるとともに、自転車利

用のルール周知など交通安全教育の充実に努めます。
交通安全課

○音響信号等の設置について、公安委員会に要望し、障がい者にや

さしい交通安全施設の整備に努めます。
交通安全課

○震災の復旧工事の中で、誘導用ブロックの設置や交差点周辺の勾

配の改修を進めます。
道路管理課
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施策・事業 内容 担当課

④交通拠点の整
備

○鉄道駅、バス停留所等の歩行空間のバリアフリー化を交通事業者に

働きかけていきます。
都市政策課

○バス停留所において、障がい者対応の点字案内板、音声発生装置

等の整備をバス事業者に働きかけていきます。
都市政策課

⑤公園等オープ
ンスペースの
整備

○公園について、入り口の段差解消、車止め問題の解決、障がい者用

トイレの設置等の整備に努めます。
みどり公園課

○海岸、河川の護岸の整備において、スロープ、手すり等の設置につ

いて、県に働きかけていきます。
道路管理課
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（２）移動・交通手段の整備

【現状・課題】

障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりの課題として、利用しやすい移動・交通手段の確

保は欠かせないものであり、特に視覚障がいのある人、肢体に不自由のある人をはじめとする身体

障がいのある人にとっては、切実な課題となります。

アンケート調査結果では、主な交通手段は「徒歩」（55.2％）についで、「バス」（39.6％）、「電車」

（37.7％）の利用が多く、バスや電車の利便性の向上は障がい者の日常生活において重要な要素で

す。また、外出するために必要なこととして、「バス・電車乗車券の補助」への回答が 38.9％で最も多

くなっています。

今後も引き続き公共的交通機関の福祉的対応の促進、福祉車両の貸出、移動支援事業の充実な

どに取り組んでいく必要があります。

施策・事業 内容 担当課
①福祉的バス等
の運行の充実

○停留所等の検討を含め、通所用バスの運行を充実します。 障がい福祉課

②福祉バス・乗
用車の貸出し
事業の充実

○障がい者対応のバス「スマイル号」、スロープ付き普通乗用車等の貸

出し事業の充実を図ります。
障がい福祉課

○ストレッチャーが利用できる福祉タクシーの利用費用の助成をおこな

います。
障がい福祉課

③自動車運転免
許取得費用、
自動車改造費
用等の助成の
充実

○肢体に不自由のある人を中心にした身体障がいのある人個人の自由

な移動手段の確保のため、障害者自立支援法の地域生活支援事業と

して、自動車運転免許取得費用、自動車改造費用助成事業を引き続

き実施します。

障がい福祉課

④視覚障がいの
ある人向け移
動サービスの
充実

○障害者自立支援法の指定事業者との連携を図り、同行援護や移動支

援事業の充実を図ります。
障がい福祉課

⑤公共的交通機
関の福祉的対
応の促進

○福祉タクシー事業の充実と助成事業を継続します。 障がい福祉課

○市内を運行している路線バスの回数乗車券を支給し、移動支援及び

経済的負担の軽減を図ります。また、カード式のバス券などについて、

検討します。

障がい福祉課

○バス事業者に低床式バスの導入を働きかけます。 都市政策課

○バス車両のバリアフリー対応について、バス事業者に働きかけます。 都市政策課

○低床式バス（ノンステップ）を使用した「おさんぽバス」の運行に努め、

障がいのある人や高齢者などの外出支援を継続します。
都市政策課

⑥福祉有償運送
事業の推進

○移動制約者の外出を支援するため、タクシー事業者等関係交通機関

との共存を図りながら、福祉有償運送事業を推進します。
高齢者支援課

⑦自動車燃料費
の助成

○重度の障がいのある子どもや重度の障がいのある人等を対象に、外

出支援や社会参加の実現を推進するため、自動車燃料費の一部を助

成します。

障がい福祉課
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（３）防災・防犯体制の充実

【現状・課題】

東日本大震災においては、初動における適切な避難、避難所における障がいに応じた適切なケ

ア体制の確保などの問題が障がい者の災害対策として浮かび上がってきました。

障がい者団体等に対するヒアリングでも、個々の障がいに応じた適切なケアができる環境の整備

を望む意見が挙げられています。

災害時要援護者名簿は非常時の適確な支援のための重要なツールとなるため、更なる内容の充

実を図るとともに、非常時に安否確認、避難誘導等にあたる関係機関で情報共有を図り、非常時の有

効活用に結びつけていけるように仕組みを構築していくことが求められます。

災害に対しては、平時に十分な検討を行い、必要な準備を整えて繰り返し訓練を行うことが有効な

対策と考えられるため、引き続き、効果的な防災訓練に取り組むとともに、災害ボランティアの育成な

どを行い、災害に備えて準備を進めます。

施策・事業 内容 担当課

①「自主防災組
織」の拡充

○「自主防災組織」との連携及び新たな自治会の設立に伴う自主防

災組織の設置の促進を支援します。
防災課

○障がいのある人も参加しての防災・避難訓練等の活性化を図りま

す。

社会福祉課
社会福祉協議会

○災害が発生した際に、災害時要援護者に対し、安否確認や避難

支援等が迅速に行えるよう、災害時要援護者を事前に把握する

等、災害時の支援体制や、自主防災組織などとの協力体制を構

築します。

障がい福祉課

②避難・誘導体
制の整備

○要援護者が避難生活を送るために必要となる資機材等を、あらか

じめ避難施設等へ配備するよう努めます。
障がい福祉課

○避難所での生活に特に配慮が必要な要援護者を保護し、入所す

る福祉避難所の設置を推進します。
障がい福祉課

○災害時における要援護者に対する情報伝達体制や避難体制等

について構築していきます。また、パンフレット等の配布などを視

野に入れ、要援護者自身の防災意識を高めていけるよう検討を

行います。

障がい福祉課

○災害時の円滑な対応を図るため、災害ボランティアの育成を図る

とともに、災害ボランティアセンターの設置・運営マニュアルを定

期的に見直します。

社会福祉課
社会福祉協議会
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施策・事業 内容 担当課

③緊急通報電話
等の充実

○24 時間応答が可能な「緊急通報電話」の貸与事業の充実を図り

ます。
障がい福祉課

○聴覚または言語等に障がいのある人が、携帯電話のＷｅｂ機能を

利用して簡単に救急車や消防車の出動要請が出来る「緊急Ｗｅｂ

通報システム」の利用を促進します。

消防本部指令課
障がい福祉課

④防災機器の充
実等

○火災警報器等の日常生活用具の給付事業について、生活の安

全を確保するために、障がいのある人のニーズを踏まえながら検

討を行います。

障がい福祉課
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７．自立と社会参加の促進

■施策の展開

基本施策７：自立と社会参加の促進

（３）自主的活動の推進

（１）権利擁護施策の充実

①障がい者団体等の育成・支援

②障がいのある人との意見交換等の場の設置

①権利擁護の推進

②成年後見制度の利用の促進

①余暇活動に対する支援の充実

②デイ・サービスにおけるレクリエーション活動等の充実

③文化活動の充実

④スポーツ活動の充実

（２）余暇活動の促進
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（１）権利擁護施策の充実

【現状・課題】

障がい者の権利擁護を図るため、障害基本法の改正に伴い、障がい者の安全・安心な消費生活を

確保し、選挙時における配慮を図ることが求められます。

また、高齢者数の増加に伴い、認知症高齢者の拡大も大きな課題になるものと予想され、高齢期

にある障がい者においても成年後見制度の必要性が高まると考えられることから、制度の利用拡大

に向けた体制の整備を図ります。

施策・事業 内容 担当課

①権利擁護の推
進

○障がいのある人の権利の擁護や、権利行使の援助などを行う県の

「後見支援センター」の存在や、市社会福祉協議会で実施している

「福祉サービス利用援助事業」の内容について周知に努め、関係

機関との連携を強化していきます。

社会福祉協議会

○委託相談支援事業者と社会福祉課と連携を図りながら、県の権利

擁護事業や福祉サービス利用援助事業の周知を図り、その利用を

促進します。

障がい福祉課

○障がいのある人が消費者としての利益の擁護及び増進が図られる

よう、相談、教育、啓発等の情報提供に努めます。
消費生活センター

○障がいのある人が円滑に投票できるよう、情報提供、施設、設備の

整備等に努めます。
選挙管理委員会

②成年後見制度
の利用の促進

○成年後見制度による支援を必要とする障がいのある人に対し、費

用の助成を行い、その利用の促進を図ります。
障がい福祉課

○委託相談支援事業者と連携し、成年後見制度が必要と判断される

方については、相談対応を充実し利用の促進を図っていきます。
社会福祉協議会
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（２）余暇活動の促進

【現状・課題】

障がいのある人が、自らのもつ能力をできるだけ発揮して自立した生活を送るためには、市民の一

人として社会参加を実現することが大切です。

「余暇」を利用しスポーツ活動や文化活動などへ参加することは障がいのある人の「生活の質（ＱＯ

Ｌ）」を高める上で必要不可欠です。

また、余暇活動は、障がいのある人の自己実現の機会となるとともに、その活動を通じて多くの人と

の交流を深めていくことにもなります。

障がいがあっても本人の興味や関心に基づいて余暇活動を行うことが阻害されることがないように、

サークル活動の育成や、各種の講座、イベントの開催と参加支援を行ってきました。

アンケート調査結果では、半数が趣味やスポーツ、レクリエーション活動に参加していないと回答

しており、今後は、余暇活動の推進を図るため、活動に対する広報の強化、参加意欲を高めるような

工夫や働きかけに取り組みます。

施策・事業 内容 担当課

①余暇活動に対
する支援の充
実

○地域生活支援事業の移動支援事業を活用し、障がいのある人の社

会参加の機会の増加・多様化を図ります。
障がい福祉課

○障がいのある人のボランティア活動などへの参加を支援します。 社会福祉協議会

○障害福祉サービスにおいて、外出支援、移動支援等、間接的に余

暇活動を支援します。
障がい福祉課

○余暇活動を推進する事業者との連携を図ります。 障がい福祉課

○「きぼう青年学級」、「きぼうアフターファイブ」の活動の充実を図り

ます。
公民館

②デイ・サービス
におけるレクリ
エーション活
動等の充実

○地域活動支援センターにおいて、機能訓練、創作活動、レクリエー

ション活動、技術習得事業などの内容の充実を図ります。
障がい福祉課

③文化活動の充
実

○各種講座の充実やサークル活動等の支援をしていきます。 公民館

④スポーツ活動
の充実

○障がいのある人のスポーツの普及や場の確保など、障がいのある

人のスポーツ活動を促進します。

障がい福祉課
市民スポーツ課

○「障害者スポーツ大会」への参加を呼びかけます。 障がい福祉課

○各球技場のトイレを改修する際は、障がいのある人の利用に配慮す

るよう努めていきます。
市民スポーツ課
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（３）自主的活動の推進

【現状・課題】

障がい者が地域で自立した生活を行っていくためには、障がい者やその家族など互いの立場や

考えを理解できるもの同士が協力できる体制を整えることが大切であるという考えから、これまで障が

い者とその家族の団体の活動に対して可能な限りの支援を行い、自主的活動の促進に努めてきまし

た。

特に、障がい者に必要とされる取り組みを推進していくためには、障がい者施策を中心とした行政

の場に、障がい者自身の意見を反映できるような仕組みを整えることが望ましいと考えられるため、

様々な機会を通じて、障がい者やその家族の意見に耳を傾け、できる部分から施策に反映させてい

く様に取り組んでいます。

障がい者及びその家族の自主的な活動が活性化していくことは、障がい者自身にとっても、本市

の障がい者施策にとっても意義のあることだと考えられるため、今後も自主的活動の促進に努めます。

施策・事業 内容 担当課

①障がい者団体
等の育成・支
援

○障がい者団体等の育成を図り、その自主的活動の側面的支援の充

実を図ります。
障がい福祉課

○市が組織した「障がい者関係団体連絡会」に対する支援に努めま

す。
障がい福祉課

○障がい者団体等とボランティア団体との連携の強化を促します。 障がい福祉課

②障がいのある
人との意見交
換等の場の設
置

○市と各障がい者団体、社会福祉法人や民間事業所等との懇談・意

見交換の場を必要に応じて設け、連携の強化を図るとともに、その

活動を支援します。

障がい福祉課
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第１章 計画の基本的事項
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１．計画の基本方向

市町村障害福祉計画の策定にあたって国が示した基本指針では、三つの基本的理念を掲げると

ともに、障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方を示し、市町村ごとに数値目標

を設定し、計画的な整備を行うことを求めています。

１ 障がい者の自己決定と自己選択の尊重

障がいの種別、程度別を問わず、障がいのある人が自らその居住する場所を選択し、その必要と

する障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障がいのある人の自立と社会参加の実現を図っ

ていくことを基本として、障害福祉サービスの提供体制の整備を進める。

２ 市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制度の一元化

障害福祉サービスに関し、市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、従来、身体障がい、知

的障がい及び精神障がいと障がい種別ごとに分かれていた制度を一元化することにより、立ち後れ

ている精神障がいのある人などに対するサービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて

地域間で大きな格差のある障害福祉サービスの均衡化を図る。

３ 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

障がいのある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった新たな課題に対

応したサービス提供体制を整えるとともに、障がいのある人の生活を地域全体で支えるシステムを実

現するため、身近な地域におけるサービス拠点づくり、NPO 等によるインフォーマルサービスの提供

等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。
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２．サービスの内容と対象者
障害者自立支援法は、障がいのある人の自立した日常生活や社会生活を可能とするために、必要

な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことを目的として、平成１８年４月から施行されて

います。

その中で、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、市町村がサービスの種類や量など

決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明らかにするために、障がい

のある人の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられており、本市では保健・医療・福

祉の専門分野の委員から構成される「介護給付費等の支給に関する審査会」を設置し、中立かつ公

正な立場で審査判定を行っています。

障
が
い
者
・
児

○居宅介護

○重度訪問介護

○行動援護

○同行援護

○重度障害者等包括支援

○生活介護

○療養介護

○短期入所

○共同生活介護
（ケアホーム）

○施設入所支援

○自立訓練（機能訓練）

○自立訓練（生活訓練）

○就労移行支援

○就労継続支援Ａ型

○就労継続支援Ｂ型

○共同生活援助
（グループホーム）

○更生医療

○育成医療
（実施主体は県）

○精神通院医療

○補装具費の支給

○相談支援事業

○コミュニケーション支援事業

○日常生活用具給付事業

○移動支援事業

○地域活動支援センター

○成年後見制度利用支援事業

○計画相談支援
（サービス利用計画の作成）

○地域相談支援
（地域移行支援）

○地域相談支援
（地域定着支援）

自立支援給付

地域生活支援事業

介護給付 訓練等給付

自立支援医療

補装具

必須事業

○日中一時支援事業

○訪問入浴サービス事業

○更生訓練費給付事業

○知的障害者職親委託制度

○奉仕員養成研修事業

○自動車運転免許取得・改造助成事業

任意事業

相談支援
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（１）訪問系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

介
護
給
付

居宅介護
(ホームヘル
プ)

自宅で、入浴・排せつ・食事等の身
体介護、洗濯・掃除等の家事援助を
行います。

（障害程度区分１以上）

重度訪問介護
自宅で入浴・排せつ・食事の介護、
外出時における移動介護などを総合
的に行います。

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする
人（障害程度区分４以上）

行動援護
行動する際に生じる可能性のある危
険を回避するために、必要な援護や
外出時の移動介護等を行います。

知的障がいや精神障がいによって行動上著し
い困難があり、常に介護を必要とする人（障
害程度区分３以上）

同護行援

視覚障がいにより、移動に著しい困
難を有する障がい者等につき、移動
に必要な情報を提供するとともに、
移動の援護等を提供します。

身体介護を伴わない場合であれば、視力障が
い、視野障がい、夜盲のいずれかがある方が
対象となります。身体介護を伴う場合には、
視力障がい、視野障がい、夜盲のいずれかが
あり、かつ移動障がいがある方で、障害程度
区分が２以上で、障害程度区分の認定調査項
目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排
尿」「排便」のいずれか１つが「できる」以
外と認定されている人が対象となります。

重度障害者等
包括支援

対象者の心身の状態や介護者の状
況、居住の状況等をふまえて作成さ
れた個別支援計画に基づき、必要な
障害福祉サービスを包括的に提供し
ます。

常に介護を必要とし、介護の必要度が著しく
高い人(障害程度区分６)で
①四肢のすべてに麻痺等があり寝たきり状態
にある障がいのある人で、ALS患者など、
呼吸管理を行っている身体障がいのある
人・最重度の知的障がいのある人

②強度行動障がいのある重度・最重度の知的
障がいのある人
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（２）日中活動系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

介
護
給
付

生活介護

地域や入所施設で安定した生活を営むこ
とができるよう、福祉施設で食事や入
浴、排せつ等の介護や日常生活上の支
援、生産活動等の機会を提供します。

常に介護を必要とする人で、
①49歳以下の場合は、障害程度区分3以上（施設
入所は区分４以上）

②50歳以上の場合は、障害程度区分2以上（施設
入所は区分３以上）

療養介護
医療機関への長期入院による医学的管理
のもとに、食事や入浴、排せつ等の介護
や日常生活上の相談支援等を行います。

医療機関への長期入院による医療に加え、常に介
護を必要とする人で、
①ALS患者など、呼吸管理を行っており、障害程
度区分６

②筋ジストロフィー患者や重症心身障がい者で、
障害程度区分５以上

短期入所
（ショートステ
イ）

障害者支援施設やその他の施設で、短期
間、入浴、排せつ、食事等の介護や日常
生活上の支援を行います。

居宅で介護を行う人が病気やその他の理由により
障害者支援施設やその他の施設への短期間の入所
を必要とする障がいのある人

訓
練
等
給
付

自立訓練
（機能訓練）

地域生活を営む上で必要となる身体機能
や生活能力の維持・向上を図るため、理
学療法や作業療法等の身体的リハビリテ
ーションや日常生活上の相談支援等を行
います。
※利用者ごとに18か月以内の利用期間を
設定

①入所施設や医療機関を退所・退院した人で、地
域生活への移行を図る上で、身体的リハビリテ
ーションの継続や身体機能の維持・回復などの
支援が必要な人

②特別支援学校を卒業し、地域生活を営む上で、
身体機能の維持・回復などの支援が必要な人

自立訓練
（生活訓練）

地域生活を営む上で必要となる生活能力
の維持・向上を図るため、食事や家事等
の日常生活能力を向上するための支援
や、日常生活上の相談支援等を行いま
す。
※利用者ごとに24か月以内、長期入所者
の場合は36か月以内の利用期間を設定

①入所施設や医療機関を退所・退院した人で、地
域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・
向上などの支援が必要な人

②特別支援学校を卒業した人や継続した通院によ
り症状が安定している人などで、地域生活を営
む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必
要な人

就労移行支援

一般企業等への移行に向けて、事業所内
や企業における作業や実習、適性にあっ
た職場探し、就労後の職場定着のための
支援等を行います。
※利用者ごとに24か月以内の利用期間を
設定

一般就労等（企業等への就労、在宅での就労・起
業）を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探
し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込
まれる65歳未満の人

就労継続支援
（Ａ型）

通所により、雇用契約に基づく就労機会
を提供するとともに、一般就労に必要な
知識・能力が高まった場合は、一般就労
への移行に向けた必要な支援・指導等を
行います。

就労機会の提供を通じて、生産活動に関する知
識・能力の向上を図ることにより、雇用契約に基
づく就労が可能な人で(利用開始時に65歳未満)
①就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結
びつかなかった人

②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、
企業等の雇用に結びつかなかった人

③就労経験のある人で、現在雇用関係がない人

就労継続支援
（Ｂ型）

通所により、就労や生産活動の機会を提
供（雇用契約は結ばない）するととも
に、一般企業等での就労に必要な知識・
能力が高まった場合は、一般就労への移
行に向けた必要な支援・指導等を行いま
す。

就労移行支援等を利用したが、一般企業等の雇用
に結びつかない人などで、就労機会を通じて生産
活動に関する知識・能力の向上や維持が期待され
る人
①企業等や就労継続支援(A型)での就労経験があ
るが､年齢・体力面で雇用されることが困難と
なった人

②就労移行支援を利用したが、企業等や就労継続
支援(A型)の雇用に結びつかなかった人

③①②に該当しない人で50歳に達している人
④試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援や就
労継続支援(A型)の利用が困難と判断された人
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（３）居住系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

介
護
給
付

共同生活介護
(ケアホーム)

家事等の日常生活上の支援、食事・入
浴・排せつ等の介護、日常生活におけ
る相談支援、日中活動で利用する事業
所等の関係機関との連絡・調整などを
行います。

生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用し
ている知的障がい・精神障がい者で、地域で自
立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介
護や日常生活上の支援を必要とする障害程度区
分２以上の人

訓
練
等
給
付

共同生活援助

(グループホー

ム)

家事等の日常生活上の支援や日常生活

における相談支援、日中活動で利用す

る事業所等の関係機関との連絡・調整

などを行います。

就労、または就労継続支援等の日中活動の場を
利用している知的障がい・精神障がいのある人
で、地域で自立した日常生活を営む上で、相談
等の日常生活上の援助が必要な人

介
護
給
付

施設入所支援

夜間に介護が必要な人、通所が困難な

自立訓練、就労移行支援の利用者に対

し、夜間における入浴、排せつ等の介

護や日常生活上の相談支援等を行いま

す。

※自立訓練、就労移行支援の利用者は

利用期間を設定

①生活介護利用者のうち、障害程度区分４以上

の人（50歳以上の場合は区分３以上）

②自立訓練、就労移行支援の利用者のうち、地

域の社会資源の状況等により通所することが困

難な人

（４）相談支援

サービス名 内容 主な利用対象者像

計画相談支援

支給決定または支給決定の変更前に、サ
ービス等利用計画案を作成します。ま
た、支給決定または変更後、サービス事
業者等との連絡調整やサービス等利用計
画を作成します。

障がい福祉サービスまたは地域相談支援を利用す
るすべての障がい者

地域相談支援

（地域移行支

援）

訪問指導や住居の確保等地域における生

活に移行するための活動に関する相談、

また地域移行のための障害福祉サービス

事業所への同行支援等を行います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入所・入院す
る障がい者、児童福祉施設に入所する18歳以上
の障がい者等

地域相談支援

（地域定着支

援）

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性

に起因して生じた緊急の事態等に相談や

緊急訪問、緊急対応等を行います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入所・入院す

る障がい者、児童福祉施設に入所する 18 歳以上

の障がい者等で当該施設・病院を退所・退院した

人
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（５）自立支援医療

自立支援医療は、更生医療、育成医療、精神通院医療の三つに大別されます。従来はそれぞれ

に根拠法が定められていましたが、自立支援医療として障害者自立支援法にその根拠法が一つに

集約されました。

自立支援医療は、一律５％負担の精神通院医療、所得に応じた負担の更生医療・育成医療という

制度間の不均衡を解消し、医療費と所得の双方に着目を含め、費用を皆で支え合う仕組みとして、制

度の効率性、安定性を確保することも大きな目的です。

自立支援医療の対象となる疾病の範囲はこれまでの制度と同じです。自己負担については、負担

水準の配慮として、低所得世帯に属する方については、月あたりの負担額に上限が設定されていま

す。また一定の負担能力がある方についても、「重度かつ継続」に該当する場合には、継続的に相当

額の医療費負担が発生することから、月あたりの負担額に上限を設定するなどの仕組みを組み込ん

でいます。

（６）補装具費

補装具のサービスについては、これまでの補装具給付制度ではなく、個別給付である補装具費

（購入及び修理の費用）支給制度とされています。

利用者負担については、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

補装具
障がい者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわたり継
続して使用されるもの等。義肢、装具、車椅子等。
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（７）地域生活支援事業

地域生活支援事業は、日常生活と社会生活をサポートするサービスを地域の障がいのある人のニ

ーズに合わせて柔軟に提供することを目的とした事業です。

具体的には、障がい者福祉に関わる相談や情報提供、サービスの利用支援をはじめ、利用者の

状況に応じて、市の裁量により柔軟に対応することが求められるコミュニケーション支援、移動支援な

どです。

「必須事業」は、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援

事業、地域活動支援センター事業の五つです。

「任意事業」は、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、更生訓練費給付事業、知的障害者

職親委託制度、奉仕員養成研修事業、自動車運転免許取得・改造費用助成事業などがあります。

サービス名 内容

必
須
事
業

相談支援事業

障がいのある人やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の
提供及び助言を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を実施
します。また、困難ケースへの対応、サービス調整会議等におけ
るスーパーバイズ及び相談支援事業者等への指導、助言など高い
専門性を要する業務も担っています。

コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を
図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するため
に、手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付事業
重度障がいのある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の
給付又は貸与を行います。

移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支
援を行います。

地域活動支援センター
障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会と
の交流の促進等の便宜を図ります。

成年後見制度利用支援事業
親族がいない等の理由がある場合には、市長による申し立てを実
施するとともに、低所得の方に対して、申し立てに要する経費や
後見人等の報酬の全部または一部を助成します。

任
意
事
業

日中一時支援事業
障がいのある人等の日中における活動の場を確保し、障がいのあ
る人等の家族の就労支援及び障がいのある人等を日常的に介護し
ている家族の一時的な休息を図ります。

訪問入浴サービス事業
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がいのあ
る人の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。

知的障害者職親委託制度
知的障がいのある人を一定期間、知的障がいのある人の更生援護
に熱意を有する事業経営者等の私人に預け、生活指導及び技能習
得訓練等を行います。

奉仕員養成研修事業 手話奉仕員、要約筆記奉仕員等を養成研修します。

自動車運転免許取得・改造助成
事業

自動車の運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を
助成します。
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第２章 地域移行等の目標
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１．地域生活への移行目標

（１）施設入所者の地域生活への移行の推進

国の基本指針では、平成26年度末までに、平成17年10月1日時点の施設入所者の３割以上を

地域生活に移行することを目指すとともに、最低限必要な待機者を入所させることにより、平成 26 年

度末時点の施設入所者数を差し引き 10％以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて目

標を設定することとしています。

１．入所施設入所者の地域生活移行目標
項目 人数 備考

平成17年10月1日時点の施設

入所者数（Ａ）
73人 平成17年10月の施設入所者数

平成23年度末の施設入所者数 65人 平成23年度末の利用人員

平成 26 年度末の施設入所者数

（Ｂ）
60人 平成26年度末の利用人員

入所者数の削減目標人数（Ｃ） 13人
（Ａ）－（Ｂ）の人数。既存入所者の減と、新規入所者の

増の差し引き（国の目標は1割以上）

入所から地域生活へ移行する目

標人数（Ｄ）
25人

平成17年10月1日時点の施設入所者のうち、グルー

プホーム、ケアホーム、福祉ホーム、一般住居へ移行

する人数（国の目標は3割以上）

※平成17年度時点の福祉施設

（身体障害者施設）更生施設、療護施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

（知的障害者施設）更生施設（入所、通所）、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

（精神障害者施設）生活訓練施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

（旧体系系からの移行先）

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援

（Ｂ型）

【目標達成のための取り組み】

市では、相談支援体制の強化を図るとともに、通所施設の整備や、地域活動支援センター等の地

域生活支援事業の運営支援など、地域生活の受け皿づくりに取り組んできました。

目標達成に向けて、地域生活への移行を一層推進するためには、グループホーム等の居住サー

ビスの整備を推進する必要があります。市内にグループホームを整備するための本市独自の補助事

業を継続し、グループホーム等の居住サービスの整備に努めていきます。

また、居住サポート等による住まいの確保、地域での暮らしを支える相談支援体制の充実など、地

域で支える体制づくりについても力を入れていきます。
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２．就労の目標

（１）福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

国の基本指針では、福祉施設利用者の一般就労への移行は関係機関と連携し、企業等への働き

かけを進めるとともに、平成 26 年度中に一般就労に移行する人数を、平成 17 年度の一般就労への

実績の４倍以上にすることを目標としています。

２．福祉施設から一般就労への移行者数の目標
項目 人数／割合 備考

平成 17 年度の一般就労移行者

数
1人

平成 23 年度の一般就労移行者

数
15人 平成23年度末時点の目標人数

平成 26 年度の一般就労移行者

数
15人

平成26年度末時点の目標人数

（国の目標は平成17年度の4倍以上）

※平成17年度時点の福祉施設

（身体障害者施設）更生施設、療護施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

（知的障害者施設）更生施設（入所、通所）、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

（精神障害者施設）生活訓練施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

（旧体系系からの移行先）

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援

（Ｂ型）

（２）就労支援事業の利用者に係る目標

①就労移行支援事業

項 目 数 値 考え方

平成 26 年度末の福祉施設利

用者
290人

【目標値】平成 26 年度の就

労移行支援事業の利用者

65人

（22.4％）

福祉施設利用者のうち平成 26 年度までに

就労移行支援事業を利用する者の数（国の

目標は2割以上）

※就労移行支援とは、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために

必要な訓練を行うものです。
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②就労継続支援（Ａ型）事業

項 目 数 値 考え方

平成 26 年度末の就労継続

支援Ａ型事業の利用者

（Ａ）

40人
平成 26年度末の就労継続支援事業のＡ型を

利用する者の数

平成 26 年度末の就労継続

支援Ｂ型事業の利用者
80人

平成 26年度末の就労継続支援事業のＢ型を

利用する者の数

平成 26 年度末の就労継続

支援（Ａ型＋Ｂ型）事業の

利用者（Ｂ）

120人
平成 26年度末の就労継続支援事業の利用者

数（Ａ型＋Ｂ型）

【目標値】平成 26 年度末

の就労支援Ａ型事業の利用

者の割合（Ａ）／（Ｂ）

30％
平成 26年度末の就労継続支援事業利用者数

（国の目標は3割以上）

※就労継続支援とは、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のた

めに必要な訓練を行うものであり、A型は雇用型、B型は非雇用型となります。

【目標達成のための取り組み】
浦安市ワークステーションでは、就労支援センターを中心に、就労相談、就労訓練、特例子会社が

連携を図り、障がいのある人が就労の場や機会を得られるための支援を行っています。

一般就労への移行者は、就労支援センターの機能強化に伴い増加しており、第２期障害福祉計画

の期間は、目標値を上回る実績となっています。

今後も、就労を希望する障がいのある人が一人でも多く一般就労につながるよう、障がいのある人

の就労等の選択の幅を拡大しつつ引き続き支援を行います。

また、障がい者福祉センターが就労支援事業、就労継続支援事業に移行したことなどにより、就労

支援事業の利用者は増加していますが、市内に就労継続支援A型の事業所がないことから、A型の

利用者は少ない状況です。

今後は、関係機関と連携を図り、就労継続支援 A 型事業所の市内への整備及び利用者の増加に

努め、目標達成に向けて就労支援事業の充実を図ります。
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第３章 障がい福祉サービスの推進
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１．訪問系サービスの取り組み

【現状と課題】

第２期（平成 21 年度～平成 23 年度）での訪問系サービスの利用実績は、当初見込量の６割程度

の利用でしたが、平成 23 年度には計画値 173 人に対して 143 人の利用が見込まれており、当初見

込みの８割程度まで利用が拡大しています。

サービス別には、利用対象者が限定的となる「重度障害者等包括支援」を除き、「居宅介護」が大き

く伸びています。一方、「重度訪問介護」、「行動援護」の実利用人数は横ばい状況となっています。

第３期計画においては、こうした利用動向をふまえながら、平成 26 度の最終目標値も含め、今後

の地域生活の移行者数を見極めた目標設定を行い、必要なサービス提供基盤の整備に引き続き取

り組んでいく必要があります。

【利用実績】 （月間）

区 分 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

訪問系サービス 計

時間
見込 4,882時間 6,468時間 8,577時間

実績 3,505時間 3,761時間 5,696時間

人

(実利用人数)

見込 143人 158人 173人

実績 90人 96人 132人

①居宅介護

時間
見込 2,776時間 3,748時間 5,060時間

実績 1,815時間 2,083時間 3,148時間

人

(実利用人数)

見込 118人 130人 143人

実績 75人 82人 114人

②重度訪問介護

時間
見込 1,201時間 1,561時間 2,029時間

実績 1,193時間 1,291時間 1,893時間

人

(実利用人数)

見込 6人 7人 7人

実績 2人 3人 3人

③行動援護

時間
見込 845時間 1,099時間 1,428時間

実績 497時間 387時間 655時間

人

(実利用人数)

見込 18人 20人 22人

実績 13人 11人 15人

④重度障害者等包括支援

時間
見込 60時間 60時間 60時間

実績 0時間 0時間 0時間

人

(実利用人数)

見込 1人 1人 1人

実績 0人 0人 0人
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【今後の取り組み】
訪問系サービスについては、地域生活への移行を推進する観点からサービス需要に応じたサー

ビス量の確保が必要となってきます。

行動上著しい困難のある障がいのある人を対象とした、行動の際に生じうる危険回避のための援

護や外出時の移動支援を行う「行動援護」については、市内にはこのサービスを提供できる事業者が

一社しかない状況です。

また、訪問系サービスについては、身体障がい分野に比べ、知的障がい、精神障がいがある人へ

のサービス提供事業者が少ないのが現状です。

こうした点を考慮し、高齢者を含めた訪問系サービスを実施している事業者等との協議を重ね、よ

り多様で多くのサービス提供主体の参画が図られるよう努めるとともに、すべての障がいのある人が

必要なサービスを利用ができるよう取り組むものとし、それぞれの見込量を次のように設定します。

【見込み量】 （月間）

区 分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

①居宅介護 時間 3,600 3,750 3,900

(実利用人数) 人 120 125 130

②重度訪問介護 時間 1,440 1,800 2,160

(実利用人数) 人 4 5 6

③行動援護 時間 300 320 340

(実利用人数) 人 15 16 17

④同行援護 時間 240 280 320

(実利用人数) 人 12 14 16

⑤重度障害者等包括支援 時間 0 0 0

(実利用人数) 人 0 0 0
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２．日中活動系サービスの取り組み

【現状と課題】

日中系サービスのうち、「就労移行支援」、「生活介護」、「就労移行支援Ｂ型」は、顕著な伸びがみ

られます。「自立訓練（生活訓練）」は、平成２２年度から実利用人数が大きく増加しています。

今後も、関係機関等との連携のもとに、地域生活のための総合的な支援体制を確立していくことが

重要であると考えます。

【利用実績】 （月間）

区 分 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

①生活介護

人日
見込 308人日 484人日 1,298人日

実績 260人日 442人日 1,446人日

人

(実利用人数)

見込 14人 22人 59人

実績 12人 23人 73人

②自立訓練

（機能訓練）

人日
見込 22人日 44人日 66人日

実績 18人日 68人日 62人日

人

(実利用人数)

見込 1人 2人 3人

実績 1人 5人 6人

③自立訓練

（生活訓練）

人日
見込 440人日 572人日 704人日

実績 36人日 114人日 144人日

人

(実利用人数)

見込 20人 26人 32人

実績 2人 8人 11人

④就労移行支援

人日
見込 484人日 572人日 880人日

実績 630人日 964人日 796人日

人

(実利用人数)

見込 22人 26人 40人

実績 44人 62人 54人

⑤就労継続支援

（Ａ型）

人日
見込 22人日 66人日 110人日

実績 0人日 0人日 20人日

人

(実利用人数)

見込 1人 3人 5人

実績 0人 0人 1人

⑥就労継続支援

（Ｂ型）

人日
見込 308人日 330人日 1,452人日

実績 107人日 442人日 1,568人日

人

(実利用人数)

見込 14人 15人 66人

実績 9人 25人 89人

⑦療養介護 人
見込 2人 3人 4人

実績 0人日 0人日 0人日

⑧児童デイサービス

人日
見込 280人日 295人日 310人日

実績 249人日 391人日 710人日

人

(実利用人数)

見込 56人 59人 62人

実績 60人 79人 112人
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区 分 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

⑨短期入所

人日
見込 102人日 114人日 126人日

実績 116人日 124人日 108人日

人

(実利用人数)

見込 17人 19人 21人

実績 8人 9人 6人

【今後の取り組み】

「生活介護」は、施設入所支援等を行う事業者の活用等により充実を図るものとします。

就労支援の各サービスについては、特に、就労継続支援Ａ型の事業所が市内に整備できるよう働

きかけを行うとともに、就労支援の強化を図り、就労支援事業を提供する事業所の確保に努めます。

【見込み量】 （月間）

区 分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

①生活介護 人日 1,600 1,700 1,800

(実利用人数) 人 80 85 90

②自立訓練（機能訓練） 人日 50 50 50

(実利用人数) 人 5 5 5

③自立訓練（生活訓練） 人日 100 100 100

(実利用人数) 人 10 10 10

④就労移行支援 人日 1,200 1,260 1,300

(実利用人数) 人 60 63 65

⑤就労継続支援（Ａ型） 人日 200 400 800

(実利用人数) 人 10 20 40

⑥就労継続支援（Ｂ型） 人日 1,700 1,700 1,600

(実利用人数) 人 85 85 80

⑦療養介護 (実利用人数) 人 0 0 0

⑧短期入所 人日 140 210 280

(実利用人数) 人 10 15 20
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３．居住系サービスの取り組み

【現状と課題】

「共同生活介護（ケアホーム）」「施設入所支援」「共同生活援助（グループホーム）」とも、実利用人

数もほぼ横ばい状態となっています。「旧法施設サービス入所」については、若干減少しているもの

の、見込みに比べると多くなっています。

今後は、障がいのある人の高齢化の動向や今後の福祉施設入所者等の移行促進を考慮し、引き

続き、地域生活の基盤となるこれら施設の新規整備を促進していくことが必要です。

【利用実績】 （月間）

区 分 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

①共同生活介護

(ケアホーム)
人

見込 30人 36人 43人

実績 9人 13人 16人

②共同生活援助

(グループホーム)
人

見込 12人 14人 16人

実績 7人 9人 9人

③施設入所支援 人
見込 40人 50人 65人

実績 13人 21人 25人

④旧法施設サービス入所 人
見込 25人 15人 15人

実績 46人 41人 34人

【今後の取り組み】

「共同生活介護（ケアホーム）」は、障害程度区分が区分２以上に該当する障がいのある人が利用

対象となるもので、夜間を主に、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護、

調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助言、就労先その他関係機関との連絡、その他

の必要な日常生活上の世話を行うサービスであり、一層の利用増が見込まれます。

また、「共同生活援助（グループホーム）」は、障害程度区分が区分１以下に該当する障がいのある

人が対象であり、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活

上の援助を行います。このサービスは、利用対象者が広いことから、施設等からの地域移行者も含め、

今後の利用ニーズを的確に把握しながら必要な量の確保を図ります。

住み慣れた地域である市内に、グループホーム等の居住系サービス事業所を整備することを目的

に、平成 23 年度に本市独自の事業所整備補助金制度を創設しました。今後も、様々な方向から検

討してグループホーム等の整備推進を図ります。
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【見込み量】 （月間）

区 分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

①共同生活介護

(ケアホーム)
人分 16 18 20

②共同生活援助

(グループホーム)
人分 12 16 20

③施設入所支援 人分 55 56 57

４．相談支援の取り組み

【現状と課題】

身近な地域の中で気軽に安心して相談が受けられるよう、市が委託する相談支援事業者につい

ての周知を図るとともに、サービスの利用にあたり、特に計画的なプログラムに基づく支援が必

要な方には、相談支援事業者との連携を図り、サービス利用計画を作成してきました。

【利用実績】
区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

サービス利用計画【見込】 13実人 15実人 17実人

サービス利用計画【実績】 4実人 3実人 5実人

【今後の取り組み】

法改正に伴い、相談支援については、支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、支給

決定の参考とするよう見直しされるなど、大きく見直しがされました。今後３年間で、すべて

のサービス利用者の計画が作成できるよう、利用者及び障がい福祉サービス事業者に対し、制

度の周知を図り、円滑に制度移行できるよう努めます。また、事業者に対し、指定事業への参

入を勧奨し、指定事業者の確保に努めます。

【見込み量】

区 分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

①計画相談支援（サービス利用計画） 60実人 150実人 200実人

②地域移行支援 1実人 1実人 1実人

③地域定着支援 1実人 1実人 1実人
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５．地域生活支援事業の取り組み

【現状と課題】

「移動支援事業」は、より利用しやすいサービスとなるよう地域自立支援協議会等で協議、検討し、

サービス量にあたってのガイドブックを作成し、周知を図ったことなどから、見込みを大きく上回って

利用実績が伸びています。

【利用実績】
①相談支援事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】設置箇所数 箇所 1 1 1

【実績】設置箇所数 箇所 1 1 1

②移動支援事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

利用者数
【見 込】 人 226 269 320

【実 績】 人 179 201 200

時間数
【見 込】 時間 2,034 2,421 2,880

【実 績】 時間 18,546 21,846 23,000

③コミュニケーション支援事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】実利用者数 人 28 31 34

【実績】実利用者数 人 21 28 30

④日常生活用具給付等事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】延べ利用者数 件/年 1,834 2,017 2,219

【実績】延べ利用者数 件/年 1,550 1,528 1,550

⑤地域活動支援センター事業 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見 込】設置箇所数

機能強化事業 Ⅰ型 箇所 1 1 1

Ⅱ型 箇所 3 3 3

Ⅲ型 箇所 0 0 0

基礎的事業のみ 箇所 0 0 0

【実 績】設置箇所数

機能強化事業 Ⅰ型 箇所 1 1 1

Ⅱ型 箇所 3 3 3

Ⅲ型 箇所 0 0 0

基礎的事業のみ 箇所 0 0 0
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【今後の取り組み】
障がいのある人、障がいのある子どもの保護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等を行う

相談支援事業を継続するとともに、専門職員を配置して、困難ケースへの対応、サービス調整会議等

におけるスーパーバイズ及び相談支援事業者等への指導、助言など高い専門性を要する業務も担う

相談支援機能強化事業も実施します。

さらに、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な

役割を果たす地域自立支援協議会において協議して、相談支援体制を構築し、平成 25 年を目途に、

基幹相談支援センターを設置します。

移動支援事業は、問題や課題等を検証し、利用者にとって、より利用しやすいサービスとなるよう、

地域自立支援協議会等を活用し、サービスの確保を推進します。

コミュニケーション支援事業は、手話通訳設置、手話通訳派遣、要約筆記者の派遣事業を継続し、

ニーズに即したサービスの確保を推進するために、県との調整のもと、手話通訳者及び要約筆記者

の養成を図ります。

日常生活用具の給付等事業は、日常生活用具の給付を必要とする人への情報周知を図り、障が

い特性に応じた給付を行います。

地域活動支援センターについては、各種訓練事業や就労支援事業の充実を図り、利用者のニー

ズに合ったサービス提供体制に努めます。

さらに、障がいのある人の権利擁護を図ることを目的とする成年後見制度の利用を支援するために、

親族がいない等の理由がある場合には、市長による申し立てを実施するとともに、低所得の方に対し

ては、申し立てに要する経費や後見人等の報酬の全部または一部を助成する成年後見制度利用支

援事業を実施します。

【見込み量】

①相談支援事業 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

実施箇所数 箇所 1

基幹相談支援センター 箇所 1 1

②移動支援事業 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

移動支援事業時間数 時間 26,433 29,077 31,984

利用者見込者数 人 215 230 245

③コミュニケーション

支援事業
単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用見込者数 人／月 30 33 35

④日常生活用具給付等事業 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用見込者数 件/年 1,583 1,646 1,712
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⑤地域活動支援センター

事業
単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

基礎的事業 箇所 0 0 0

機能強化事業 Ⅰ型 箇所 1 1 1

Ⅱ型 箇所 3 3 3

Ⅲ型 箇所 0 0 0

⑥成年後見制度利用支援

事業
単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用見込者数 件/年 5 5 5
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６．その他の地域生活支援事業の取り組み

【現状と課題】

日中一時支援事業については、身近な地域でサービスを利用することができるよう市内事業所

の整備を推進してきました。その結果、大きく見込みを上回る利用実績となっています。

【利用実績】

①日中一時支援事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】実利用見込者数 人 24 48 50

【実績】実利用者数 人 76 191 200

②訪問入浴サービス事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】実利用見込者数 人 9 10 11

【実績】実利用者数 人 6 7 7

③更生訓練費給付事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】実利用見込者数 人 2 3 4

【実績】実利用者数 人 1 0 0

④知的障害者職親委託制度 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】実利用見込者数 人 4 4 4

【実績】実利用者数 人 3 3 3

⑤奉仕員養成研修事業 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】実利用見込者数 人 50 55 55

【実績】実利用者数 人 57 63 10

⑥自動車運転免許取得・

改造助成事業
単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

【見込】実利用見込者数 人 4 4 4

【実績】実利用者数 人 4 3 4
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【今後の取り組み】

日中一時支援事業は、児童福祉法に基づく「放課後等ディサービス事業」が創設され、児童の放

課後等の利用が移行することから、利用が減少していく見込みですが、ニーズや実態に即して身近

な地域でサービスを利用することができるよう継続していきます。

訪問入浴サービスは、地域における身体障がいのある人の生活を支援するため、訪問により居宅

において入浴サービスを提供し、身体障がいのある人の身体の清潔の保持及び心身機能の維持等

を図るために、ニーズに即したサービスの確保を推進します。

知的障害者職親委託制度は、就職に必要な素地を与えるとともに、雇用促進と職場における定着

性の向上を図るため、関係機関等との連携を図りつつ、制度の充実を図ります。

奉仕員養成研修事業は、手話通訳者及び要約筆記者の養成に努め、派遣制度の充実を図ります。

自動車運転免許取得・改造助成事業は、肢体に不自由のある人を中心にした身体障がいのある人

の個人の自由な移動手段の確保のため、運転免許取得費用、自動車改造費用等の助成を行います。

【見込み量】

①日中一時支援事業 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用時間数 時間 52,063 38,400 28,800

利用見込者数 実人 200 160 120

②訪問入浴サービス事業 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用回数 回 504 576 648

利用見込者数 実人 7 8 9

③知的障害者職親委託

制度
単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用見込者数 実人/月 3 3 3

④奉仕員養成研修事業 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込者数 実人/月 40 40 40

⑤自動車運転免許取得・

改造費用助成事業
単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用見込者数 実人/月 5 5 5
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第４章 計画の推進のために
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１．サービスの量的拡大とサービス調整・評価体制の充実

障がいのある人が障がいの特性や置かれた状況に応じて必要とするサービスが利用できるよう、

事業者などとの協議を進め、必要に応じて側面的な支援を行いながら量的な拡大に取り組んでいき

ます。

また、一人ひとりに応じた質の高いサービスが提供されるよう、地域自立支援協議会等をにより、障

がいのある人の支援ニーズの定期的な把握に努めるとともに、一人ひとりに応じた最適なサービスへ

つなぐサービス調整（マネジメント）機能と、提供されたサービスによる効果を把握、評価する仕組み

づくりを目指します。

２．地域生活移行促進のための総合的な支援体制づくり

第３期計画では、「地域生活への移行」の最終目標年度を迎え、個々のサービスが新体系への移

行を支援・促進し、施設入所者や退院可能な精神障がいのある人の地域生活移行、あるいは一般就

労への移行の“受け皿づくり”を充実していくことが求められます。

このため、見込量に沿ったサービスが確保できるよう、事業者の立ち上げや育成も視野に入れ、事

業者と連携を図りながら、量的な拡大を進めていきます。

また、相談から各サービスの利用につなぐ一連の過程において、一人ひとりの支援ニーズに適合

したサービスが一貫性をもって提供されるよう、サービス事業者をはじめ、関係機関等による総合的

なネットワークづくりを目指します。

３．就労支援の強化

障がいのある人の雇用をめぐっては、障害者自立支援法の施行に伴い、従来に比べて改善がみ

られるものの、福祉施設等の利用者が企業等における一般就労へ移行する事例はいまだ多くないの

が実情です。

このため、企業・事業所等における障がい者雇用の拡大を促進するとともに、福祉施設においては、

利用者個々の能力を的確に評価し、効果的な就労支援が行える取組みを進めます。

４．計画の実質的な推進に向けて

障がい者の自立支援事業の推進を図るにあたり、公助・共助・自助に関する理念的、財政的、人的

基盤をより実質的なものとするために、地域自立支援協議会等で進捗状況を検証し、計画的に推進

できるよう努めていきます。


