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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景と趣旨 

津久見市では平成 19 年 3 月に、障がい者施策に関する初めての基本計画として「津久

見市障がい者計画及び第 1 期障がい福祉計画」を策定して以来、平成 23 年度には第 2

期の基本計画となる「第 2次津久見市障がい者計画及び第 3期津久見市障がい福祉計画」、

平成 26 年度には「第 4 期津久見市障がい福祉計画」を策定し、「障がいのある人もない

人も、だれもがのびやかに暮らす、共生のまち」を目指し、その達成に取り組んできま

した。 

この間、国においては、平成 18 年 4 月に「障害者自立支援法」が施行され、これまで

の「身体・知的・精神などの障がい種別ごとに対応してきた障がい福祉サービス」から、

「市町村を中心に、年齢、障がい種別を超えた一元的な体制を整備し、地域における障

がい者福祉を実現する」という方向に変わりました。そして、平成 23 年 7 月には障害者

計画の根拠法である「障害者基本法」が改正され、地域社会における共生等の新たな視

点が盛り込まれることになりました。また、平成 25 年には、「障害者自立支援法」が「障

害者総合支援法」に改正され、共生社会の実現や社会参加の機会の確保などが新たに基

本理念として掲げられるとともに、制度の谷間を埋めるべく障がいの範囲に難病が加え

られました。同年には、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、

「障害者差別解消法」が制定され、また、「障害者雇用促進法」の改正により、雇用の分

野における障がいのある人に対する差別の禁止等が定められました。 

さらに、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サ

ービスの創設や、既存のサービスをより充実させるために、「障害者総合支援法」と「児

童福祉法」の一部が改正され、平成 30 年４月 1 日に「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が施行されました。

「児童福祉法」のなかには 18 歳未満の障がい児を対象とする支援が定められています。

障がい児が「障害者総合支援法」に基づいている障害福祉サービスを利用する場合もあ

りますが、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは「児童福祉

法」に根拠を置いています。 

大分県においては、昭和 56 年度に「障害者対策に関する大分県長期行動計画」を策定

し、平成 6 年度には第 2 期の基本計画として「障害者対策に関する新大分県長期行動計

画」を策定しました。そして、平成 15 年度に「大分県障害者基本計画（第 3 期）」、平成

25 年度には新たに発達障がい児（者）や難病患者に対する支援の充実、自立した生活を

送るための雇用・就労の充実を盛り込んだ「大分県障害者基本計画（第 4 期）」を策定し、

また、全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会を実現し、誰もが心豊かに暮らすことができる大分県

づくりに資するために「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」
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を平成 27 年度に制定し、障がい者施策を推進しています。 

今回、「第 2 次津久見市障がい者計画及び第 4 期津久見市障がい福祉計画」の計画期間

が終了することから、このような環境や制度の変化を踏まえつつ、現行計画を見直し、

障がい福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前計画の見直しを行うとともに、

「第 3 次津久見市障がい者計画及び第 5 期津久見市障がい福祉計画、第 1 期津久見市障

がい児福祉計画」の策定を行うものです。 

 

２．計画の位置づけ 

本計画は、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、障害者総合

支援法第 88 条第 1 項に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項

に基づく「市町村障害児福祉計画」とを一体的に策定したものです。 

また、津久見市における障がい者施策全般に関する基本的な計画として位置づけられ

るものです。 

 

 

 

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かつ計画的な

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。）を策定しなければならない。 

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。 

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（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。 

４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を

聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議

制の機関の意見を聴かなければならない。 

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の

機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その

他の関係者の意見を聴かなければならない。 

  （７～９ 略） 

 

  

 

障害者基本法 第 11 条 



第１章 計画策定にあたって 

－ 3 － 

 
 
 

 

 

第 88 条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法

律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を

定めるものとする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に

関する事項 

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の

種類ごとの必要な量の見込み 

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

３ 略 

４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その障害の状況そ

の他の事情を勘案して作成されなければならない。 

５ 略 

６ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、

社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画で

あって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければな

らない。 

 
 
 

 

 

第 33 条の 20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提

供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する

計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。 

一 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の

確保のための方策 

二 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療

機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 

（４～５ 略） 

６ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成する

ことができる。 

（５、７～８ 略） 
 

障害者総合支援法第 88 条 

児童福祉法第 33 条 
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１．障害者の望む地域生活の支援 

(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問

や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設す

る（自立生活援助）。 

(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を

行うサービスを新設する（就労定着支援）。 

(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。 

(4) 65 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高

齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合

に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利

用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける。 

 

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を

提供するサービスを新設する。 

(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童

養護施設の障害児に対象を拡大する。 

(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・

医療・福祉等の連携促進に努めるものとする。 

(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において

障害児福祉計画を策定するものとする。 

 

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸

与の活用も可能とする。 

(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、

自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する。 

 

 

 

  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律（概要） 
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３．計画期間 

「第 3 次津久見市障がい者計画」の計画期間は、2018 年度から 2023 年度までの 6 年

間とします。「第 5 期津久見市障がい福祉計画」、「第 1 期津久見市障がい児福祉計画」に

ついては、2018 年度から 2020 年度までの 3 年間とします。 

 

 

2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の対象者 

この計画の対象者は、障害者基本法や障害者総合支援法、児童福祉法に定める全ての

障がい者とします。 

また、障がいの有無を問わず、全ての市民に対して、この計画の実現に向けた積極的

な取組を期待するものです。 

 

 

  

第 3 次津久見市障がい者計画 

第 5 期津久見市障がい福祉計画 

第 1 期津久見市障がい児福祉計画
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５．他計画との関連性 

この計画は、本市におけるまちづくりの上位計画である「第 5 次津久見市総合計画」

の個別計画の一つであり、総合計画に掲げるまちづくり目標の実現に向け、障がい者施

策の観点からその具体化を図る計画と位置づけられます。 

このため、第 5 次総合計画との整合性をはじめ、他の関連計画との施策内容との調整

を図ったものとしています。 
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第２章 障がい者を取り巻く状況 

１．障がい者をめぐる津久見市の現況 

（１）津久見市の人口の状況 

 

津久見市の総人口の推移を見ると、平成 30 年は 17,956 人で、平成 25 年と比べ 1,837

人減り、9.8％の減少となっています。 

年齢区分別にみると、15 歳未満は 290 人減り、15.1％の減少、15 歳以上 65 歳未満

は 1,939 人減り、18.0％の減少となっており、少子化の進行や生産年齢人口が減少し

ている状況にあります。反対に、65 歳以上は平成 25 年から 392 人増加しており、高

齢化率も 35.9％から 41.8％と、高齢化が進んでいます。 

 

総人口の推移                      
  

高齢化率 

資料 津久見市住民基本台帳 各年 3 月末

資料 津久見市住民基本台帳 各年 3 月末 
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（２）障がい者の動向 

 

①  身体障がい者 

 

■身体障害者手帳所持者数の推移 

 

身体障がい者数（手帳所持者数）の動向をみると、平成 29 年度末現在で、1,385

人となり、年々減少傾向にあります。 

 

 

 

身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）   

  平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

18 歳未満 11 9 9 11 8

18 歳以上 65 歳未満 283 270 239 230 227

65 歳以上 1,188 1,171 1,167 1,154 1150

合計 1,482 1,450 1,415 1,395 1,385

資料：厚生労働省「福祉行政報告例」（各年度３月末現在）    
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年度 
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334 125  130  138  143  152 83 
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(人）

■等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

身体障害者手帳所持者数について、平成 29 年度は 1,385 人で、等級別所持者数で

最も多い等級は 1 級の 394 人(28.4％)となっています。 

 

 

 

身体障害者手帳の等級別所持者数の推移            
 

（単位：人）   

  
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

１級 437 427 420 402 394 

2 級 227 228 219 213 205 

3 級 239 239 229 237 224 

4 級 371 350 338 327 334 

5 級 125 130 138 143 152 

6 級 83 76 71 73 76 

合計 1,482 1,450 1,415 1,395 1,385 

資料：厚生労働省「福祉行政報告例」（各年度３月末現在）     

年度 
等級 
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視覚障がい

7.6%

聴覚・平衡機

能障がい

8.1%
音声・言語・そ

しゃく機能障

がい

0.9%

肢体不自由

53.1%

内部障がい

30.4%

8.4% 8.1% 8.1% 8.2% 7.6%

8.0% 8.1% 7.7% 8.0% 8.1%0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9%

53.3% 53.2% 53.0% 52.9% 53.1%

29.4% 29.7% 30.4% 30.0% 30.4%

0%
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40%
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80%
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

視覚障がい 聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい 肢体不自由

内部障がい

■身体障害者手帳の種類別構成比の推移 

 

身体障害者手帳の障がい種類別構成比の推移をみると、平成 25 年度から、ほぼ同

じ構成で推移をしています。 

平成 29 年度の障がい種類別手帳数で最も多いのは、「肢体不自由」の 53.1％で、

次に「内部障がい」の 30.4％となっています。 

 

身体障害者手帳の種類別構成比の推移              
資料：厚生労働省「福祉行政報告例」（各年度３月末現在）  

平成 29 年度 身体障害者手帳の種類別構成比              
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18歳以上

18歳未満

②知的障がい者 

 

知的障がい者数（療育手帳所持者数）の動向をみると、総数では、平成 29 年度末

現在 197 人で、平成 25 年度末に比べ、9 人の増加となっています。等級別では、A

（重度）が 60 人、Ｂ（中軽度者）が 137 人となっています。 

また、年齢別では 18 歳以上が 178 人、18 歳未満が 19 人となっています。 

 

             療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 療育手帳数 

 

 

年齢区分 程度区分 
合計 

18 歳未満 18 歳以上 Ａ（重度） Ｂ（中程度） 

平成 25 年度 24 164 59 129 188 

平成 26 年度 26 168 57 134 194 

平成 27 年度 20 174 60 134 194 

平成 28 年度 24 171 60 135 195 

平成 29 年度 19 178 60 137 197 

資料：厚生労働省「福祉行政報告例」（各年度３月末現在） 
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精神障がい者数（手帳所持者数）は、平成 25 年度から増加の傾向にあり、各年度

とも２級が最も多くなっています。平成 29 年度の精神障がい者保健福祉手帳所持者

数は、１級 3 人、2 級 90 人、3 級 24 人、計 117 人となっています。 

また、医療区分の患者数でみると、平成 28 年 3 月末現在では、入院患者数 81 人、

通院患者数 420 人、計 501 人となっています。 

 

               精神障がい保健福祉手帳数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

               精神障がい者保健福祉手帳数 

 １級 ２級 ３級 合計 

平成 25 年度 3 72 16 91 

平成 26 年度 2 69 17 88 

平成 27 年度 3 78 21 102 

平成 28 年度 3 84 22 109 

平成 29 年度 3 90 24 117 

資料：中部保健所報（各年度３月末現在） 

 

            精神障がい入院・通院患者数 

 

 

入院患者数 通院患者数 

合計 措置 医療保護 任意 自立支援医

療 

その他 

平成 25 年度 ― 45 36 170 333 584 

平成 26 年度 ― 46 46 174 240 506 

平成 27 年度 ― 41 49 171 226 487 

平成 28 年度 ― 34 47 183 237 501 

平成 29 年度 ― 33 49 177 250 509 

資料：中部保健所（各年度 3 月末現在） 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念・基本テーマ 

 

基本理念 

 

 

 

 

 

 

基本テーマ 

 

 

 

 

 

「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、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」という障害者基本法の理念にのっとり、

障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあい、

社会を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。  

そのためには、あらゆる面において障がい者に対する差別をなくし、また、

障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約するような障壁を除くことによ

り、障がい者が地域の中で安心して質の高い生活を営むことができる社会を実

現するため、障がい者が自らの意思に基づき社会活動に参画し、その能力を活

かせるような支援体制を構築していかねばなりません。 

津久見市では、「健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち」を基本理念に掲

げ、「障がいのある人もない人も、だれもがのびやかに暮らす、共生のまち」を

目指し、その環境整備に必要な具体的な施策の推進を行います。 

 

  

健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち 

障がいのある人もない人も、だれもがのびやかに暮らす、共生のまち
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２．計画の重点推進項目 

基本理念、基本テーマを具体化していくための施策展開に当たって「第 2 次津久

見市障がい者計画」に引き続き、次の 3 つの視点を計画の視点とします。 

 

（１）「共生のまち」を実現するための施策の推進 

計画の基本テーマである「障がいのある人もない人も、だれもがのびやかに

暮らす、共生のまち」を実現していくため、道路・交通・公共施設などのバリ

アフリー化の推進と、差別や偏見をなくす心のバリアフリー化について取組を

より一層推進するとともに、障がい者一人ひとりのニーズを把握できるよう相

談支援体制の多様化を図るとともに、障がいのある人自身の選択を最大限活か

すために、権利擁護施策の推進に努めてまいります。 

 

（２）障がいのある子どもたちの力を引き出すための施策の推進 

障がいのある子どもたちが将来自ら選択した内容により自立生活を実現でき

るよう、個々の状況に応じた本人の主体性を獲得する力（エンパワメント）を

引き出し、高めていく支援や成年期を見通した乳幼児期、学齢期からの切れ目

のない支援を推進します。 

 

（３）「共生社会」における安全・安心のまちづくり 

災害対策は、全ての市民にとって重要な施策の一つですが、障がいのある方

をはじめ、避難の際、配慮が必要な方の災害時の地域における共助の仕組みづ

くりを進めていくことが「共生社会」の形成においては、特に重要です。 

また、福祉避難所や避難経路の整備等、障がいのある人をはじめとする、「支

援を必要とする方々」の防災対策のための環境整備についても、関係機関と連

携し課題の解決に尽力します。 

さらに、障がいの有無に関わらず、住みなれた地域で、安心して地域生活を

送ることができるように、障がい者の防犯対策等についても環境整備を進めま

す。 
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３．基本目標と施策の方針・展開  

基本理念、基本テーマの具体化を図るための基本目標は、次の 5 つの取組で展開

します。  

基本目標１ 市民の相互交流から個性を尊重する社会へ  

（施策の方針）理解と交流の促進  

１．理解・啓発活動の推進     ２．ボランティア活動・NPO活動への支援  

３．地域の支え合いネットワークの推進  

（施策の方針）権利擁護の推進  

１．人権・権利擁護の推進 ２．虐待防止の体制整備の推進  

基本目標２ 自立した地域生活を営むためのサポート  

（施策の方針）福祉サービスの充実  

１．在宅サービスの確保と充実 ２．居住支援の充実  

３．経済的支援の充実  

（施策の方針）保健・医療の充実  

１．障がいの早期発見・早期療育体制の推進  

２．精神保健・医療施策の推進  

基本目標３ 子どもの成長を促し、それぞれの特性にあった支援を  

（施策の方針）保育・教育の充実  

１．障がい児保育・教育の充実  

（施策の方針）生涯学習、スポーツ活動の機会の充実  

１．生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の機会の充実  

基本目標４ 生活をする上で必要な体制を整える  

（施策の方針）雇用・就労の促進  

１．就労支援の促進・就労の場の確保  

（施策の方針）情報提供体制の推進  

１．情報提供体制の充実  

基本目標５ 安全で安心できる生活環境づくり  

（施策の方針）生活環境の整備  

１．バリアフリー化、ユニバーサルデザインの推進  

２．安全な交通の確保 ３．防災・防犯体制の整備  

（施策の方針）気軽に相談できる環境づくり  

１．相談支援体制の充実 
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４．施策の体系  

計画の基本理念、基本テーマ、基本目標を具体化していくため、関連する施策を

次のように体系化し、総合的、効果的な施策推進に取り組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち 
基

本 

理

念 

障がいのある人もない人も、だれもがのびやかに暮らす、共生のまち

基本テーマ 

１．市民の相互交流により個性を尊重する社会へ 

２．自立した地域生活を営むためのサポート 

３．子どもの成長を促し、それぞれの特性にあった支援を 

４．生活をする上で必要な体制を整える 

５．安全で安心できる生活環境づくり 

計画の基本目標 

施策の方針 施策の取組 

■理解・啓発活動の推進  

■ボランティア活動・ＮＰＯ活動への支援  

■地域の支え合いネットワークの推進  

■人権・権利擁護の推進 

■虐待防止の体制整備の推進 

■在宅サービスの充実  

■居住支援の充実 

■経済的支援の充実 

■障がいの早期発見・早期療育体制の推進 

■精神保健・医療施策の推進 

■障がい児保育・教育の充実 

■生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の

機会の充実 

■就労支援の促進・就労の場の確保 

■情報提供体制の充実 

■バリアフリー化、ユニバーサルデザインの推進

■安全な交通の確保 

■防災・防犯体制の整備 

■相談支援体制の充実 

○理解と交流の促進 

○権利擁護の推進 

○福祉サービスの充実  

○保健・医療の充実 

○保育・教育の充実 

○生涯学習、スポーツ活動
の機会の充実 

○雇用・就労の促進 
○情報提供体制の推進 

○生活環境の整備 
○気軽に相談できる環境づ

くり 
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第４章 施策・事業の展開  
基本目標１ 市民の相互交流により個性を尊重する社会へ 

  
１．理解・啓発活動の推進  

【基本課題】  

障がい者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、障がいのある人もない人も

等しく生活できる地域社会を目指し、障がい者の人格と個性が尊重され、地域の中

で自立した生活ができるまちづくりを推進することが重要です。 

しかしながら、障がい者を取り巻く社会環境は、依然として、情報の収集や発信

の手段が限られているなどの課題があり、これを解消し、障がい者の自立と社会参

加を推進する必要があります。 

また、市民が障がいに対する理解を深め共に生きる心をもてるように様々な機会

をとらえて、理解や啓発を進めていくことが必要です。 

 

 

【施策の展開】  

「障がい」や「障がいのある人」に関する市民への情報提供  

■市の広報誌やホームページなどを活用し、「障がい」や「障がいのある人」に関

する理解を深めるための広報活動や情報提供を行います。  

「障がい者週間」などを中心とした広報・啓発  

■「障がい者週間」等の期間において、障がい者団体等と連携し、啓発活動や障が

いへの理解を深めるためのイベント活動等を推進します。  

「地区社会福祉協議会（地区社協）」を活用した理解促進 

■社会福祉協議会と連携し、各地区の役員や民生・児童委員など、より地域に密着

した方々に理解を深めていただき、支援体制の強化につなげます。  

 

  

施策の方針  理解と交流の促進 
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２．ボランティア活動・ＮＰＯ活動への支援  

【基本課題】  

障がい者の積極的な社会参加には、ボランティアの力は、不可欠です。 

ボランティア活動や NPO 活動をさらに推進していくとともに、活動の拡大を図る

システムづくりやボランティアセンターなどを通じた更なる情報交換や連絡調整の

推進を図っていくことが必要です。 

さらに、若い人たちが積極的にボランティアに参加できる体制を検討し、ボラン

ティア人材の育成を行っていくことも必要です。 

 

  

【施策の展開】  

ボランティアやＮＰＯの育成  

■市民のボランティア活動への積極的な参加を促すため、社会福祉協議会と連携し、

情報の提供や講座等を開催します。また、ボランティア活動が高まるよう、コー

ディネート機能の強化を図っていくとともに、地域の中にボランティアの輪を広

めます。 

■関係機関と連携し、長期休暇を利用した高校生によるボランティア活動や小中学

校のボランティア連絡校制度を通じて、若年層からボランティア人材育成を図り

ます。  

障がい者団体や市民の自主的な交流活動の促進と支援及び連携  

■障がい者団体、家族会等の活動を充実させ、活動の場の提供や開催に係るアドバ

イスなど、地域住民と交流する活動等の支援を行います。  

■障がい者団体、ボランティア団体、ＮＰＯ団体、事業者の各々の行事等への相互

参加・情報交換の機会を促進するとともに、社会福祉協議会と連携し、地域福祉

活動の推進を図ります。  
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３．地域の支え合いネットワークの推進  

【基本課題】  

少子高齢化の進行が著しい津久見市では、行政からの支援だけでなく、地域でお

互いがお互いを支えあう「共助」の仕組みづくりが必要です。 

その「お互い様」の精神を具現化し住民同士が気を配り、変化に気付くことので

きる仕組みが構築できれば、平常時だけでなく災害時にも大変有効ですので、一番

身近な単位である地区社会福祉協議会（地区社協）と連携し、地域で支え合う取組

をさらに進めていきます。 

 

【施策の展開】  

社会福祉協議会との連携による地域ネットワークの充実・発展  

■社会福祉協議会と連携し、地域ネットワークの構築を図るため、全行政区での地

区社協の設立を目指すとともに、子どもから高齢者までを対象とした、電気や水

道など身近な事業者の協力を得て見守り活動を実施している「つくみん安心見守

りネットワーク事業」との連携についても検討していきます。 

 

 

  



第４章 施策・事業の展開 

－ 20 － 

 

 

１．人権・権利擁護の推進  

【基本課題】  

平成 26 年に我が国が批准した障害者権利条約は、障がい者の人権や基本的自由の

享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とするものであ

り、この理念に基づき、「障がいのある人」に対する学校での人権教育の重要性は年々

上がってきており、そのことをより深く理解するためにも、障がいのある人や支援

団体と実際に交流することが相互理解につながると考えられており、その事業の推

進は必須課題となっています。 

また、平成 28 年 4 月１日「障害者差別解消法」が施行され、行政機関及び民間事業者に

よる障がいを理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」とともに、行政機関については、社

会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮の提供」が義務付けられました。 

同年 5 月には認知症や知的障がい等判断能力が十分でない人に代わり、財産管理や契

約行為を行う成年後見制度の利用を促す「成年後見制度の促進に関する法律」が施行さ

れる等、障がいのある人の人権尊重と権利擁護に向けた法の整備が進められています。  

本市においても、障がいのある人の人権や尊厳を守るための環境整備や成年後見

制度等の利用の普及促進を図っていくことが必要です。 

 

【施策の展開】  

学校教育等における人権教育の推進  

■「特別の教科道徳」や「特別活動」・「総合的な学習の時間」等を活用し、子ど

もの発達に応じた人権教育を推進するとともに、保護者に対しても障がいや障が

いのある児童生徒への理解を促進します。  

■特別支援学級と通常学級との日常的な交流や共同体験を通じて互いに理解を深め

合えるよう、交流教育の推進に努めます。  

人権問題や障がい者問題の学習機会の充実  

■障がい者に対する問題をはじめ、様々な人権問題について正しい理解と認識を深

めるための研修会等を行います。  

■公民館や図書館など社会教育関連施設と連携し、障がいに関する理解を深めるた

めの講座や教室の開催に努め、市民の学習機会の充実を図ります。  

人権教育活動の支援  

■福祉に関する情報提供に努め、ボランティア協力校や地域における人権教育活動

の促進を図ります。 

 

施策の方針  権利擁護の推進 
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  交流活動の支援  

   ■大分県や社会福祉協議会と連携して、障がいのある人やその支援団体と交流する

機会を設定するよう努めます。 

差別をなくすための啓発活動の推進  

■「障害者差別解消法」について、広報やホームページ等を通した理解・啓発の推

進を図ります。  

日常生活自立支援事業の利用促進  

■判断能力が十分でない障がいのある人の福祉サービスの利用援助及び日常の金銭

管理を行う日常生活自立支援事業について、利用者に対応できるよう支援体制の

充実を図ります。  

■日常生活自立支援事業を必要としている人が利用できるよう、事業に対する市民

への広報・周知を図ります。 

成年後見制度の利用促進  

■障がいのある人の権利を擁護するため、市の成年後見制度利用支援事業の活用を

促進します。  

■成年後見制度について、広く市民に周知し、利用促進を図ります。 

  研修の実施 

   ■「障害者差別解消法」「成年後見制度」の研修を定期的に行い、広く周知を図る

とともに、関係機関と連携し支援体制の整備を推進します。 
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２．虐待防止の体制整備の推進  

【基本課題】  

障がい者への虐待は、障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び

社会参加にとって障がい者に対する虐待を防止することが極めて重要です。 

こうしたことから、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律（障害者虐待防止法）」（平成２４年１０月１日施行）に基づき、養護者や福祉

施設等、雇用先での虐待への相談・対応などを行うとともに、虐待通報等の事案に

対し、速やかに対応できる体制整備が必要です。 

 

【施策の展開】  

虐待防止に向けた体制整備  

■虐待事案の解決に向け、虐待者や養護者への指導や虐待に関する相談窓口の体制

整備を行います。 

■障がいのある人への虐待の未然防止や早期発見、早期対応、適切な支援を行うた

め、地域における、関係機関・団体との協力体制・支援体制の構築を進めます。 

■障がい児への虐待通報に対しては、児童相談所と連携しながら、適切に対応しま

す。 

■地域包括ケアシステムや地域ケア会議等により、専門家間の連絡を密にし、障が

いのある人の虐待防止策や支援について適切な手法や機関との連携をとることの

できる助言体制についても検討を行います。 

 

虐待防止に向けた周知・啓発 

■障がいのある人への虐待防止について、市民や事業者への周知・啓発を進めます。 

■虐待防止に向けた啓発事業や研修会を定期的に開催し、市民の意識の向上を図り

ます。 
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基本目標２ 自立した地域生活を営むためのサポート 

 

 

１．在宅サービスの確保と充実 

【基本課題】 

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるようにするた

めには、計画的な障がい福祉サービス基盤の整備とともに、日常生活を送る上で必

要となる多様な支援事業を展開し、経済的負担を軽減するための各種制度の周知と

サービスの利用促進を図ることが求められます。 

また、高齢社会や核家族化が進む中、高齢の障がいのある人のみの世帯や一人暮

らし世帯が多くなってきており、障がい者が地域で生活するためには、地域コミュ

ニティの力や住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括

ケアシステムの充実をさらに進めていくことが重要です。 

 

【施策の展開】 

訪問系サービスの提供 

■居宅生活を支えるサービスとして居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害

者等包括支援、同行援護の各サービスの提供を行います。 

日中活動系サービスの提供 

■障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように生活介

護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ

型）、療養介護、短期入所等の各サービスの提供を行います。 

福祉用具等の利用促進と適切な給付・支給 

■障がいのある人の日常生活上の便宜を図るための日常生活用具等の給付及び身体

機能を補うための補装具の交付又は修理に要する費用の支給において、障がいの

状況やニーズに応じたサービスの提供を行います。 

地域生活支援事業の推進 

■障がいのある人が地域において自立した生活ができるように地域生活を支援する

各種事業の推進を図ります。 

  

施策の方針  福祉サービスの充実 
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２．居住支援の充実  

【基本課題】  

障がいのある人が地域で安心して自立した生活を送るためには、その拠点となる

生活の場が確保されていなければなりません。そのため主な受け皿となるグループ

ホーム（共同生活援助）の整備が必要不可欠です。  

今後も障がいのある人の意向を尊重し、障がいの状態や生活状況を十分に把握し

ながら、地域住民の理解・促進を図るとともに、安心して暮らしていくことができ

る住まいの場が確保できるよう取り組んでいく必要があります。  

【施策の展開】  

グループホームの設置の促進  

■グループホームの設置促進に向けて、地域資源の活用の可能性を検討していくと

ともに、サービス提供事業者の参入及び事業拡大の促進を図ります。  

■サービス提供事業者へ国・県の補助制度などの情報提供を行います。  

 

 

３．経済的支援の充実  

【基本課題】  

障がいのある人の社会生活の安定を図り、自立や社会参加を促進するためには、

経済的な基盤づくりが重要な課題となっています。また各種手当や給付制度などの

周知により制度利用の促進を図る等、支援施策の周知等についても体制整備を行っ

ていくことが必要です。 

 

【施策の展開】  

各種福祉手当の支給  

■特別障害者手当など各種手当の支給及び制度の周知を行います。  

各種減免制度の周知と利用促進  

■住民税の控除や自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免などのほか、ＪＲ・

バス運賃、有料道路通行料金などの各種割引・減免制度の周知を行います。  

■心身障害者タクシー料金の助成制度による支援を行います。 
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１．障がいの早期発見・早期療育体制の推進  

【基本課題】  

疾病や障がいを早期に発見し、重症化を防ぐためには、若年期からの健康づく

りに重点を置いた健康診査や健康相談の充実を図るとともに、適切な治療・リハ

ビリテーションにつなげていくことが重要です。 

また、乳幼児期においては、乳幼児健診や発達相談等を通して障がいを早期に発

見し、それぞれの個性を発揮し、その能力を最大限に伸ばすことができるよう一人

ひとりの特性に応じた適切な支援が求められています。 

そのためには、障害児通所サービス事業所や専門的医療機関等と連携を図り、早

期に療育を受けられる体制が必要です。 

 

【施策の展開】  

健康づくりの推進  

■生活習慣病の予防、健康の保持増進を図るため、ライフステージに応じた健康診

査や健康相談などを行うとともに、運動習慣の継続や食生活の改善など市民の健

康づくりを推進します。 

■生活習慣病や加齢等による要介護状態への移行を予防するため、介護予防事業の

推進を図ります。 

乳幼児健診・相談の充実  

■乳幼児健診の受診率向上を図るとともに、小児科医による診察、指導や臨床心理

士、言語聴覚士、保育士、歯科衛生士などの専門職による相談体制を充実させる

ことにより、疾病等の早期発見、早期支援に努めます。  

乳幼児健康相談 

 ■電話相談だけでなく保健師が訪問し、身体測定を行い、発達や育児に関する相談

に応じるとともに、管理栄養士による離乳食や栄養相談の充実を図ります。 

新生児聴覚スクリーニング検査の実施 

 ■聴覚障がいは、早期に発見され適切な支援が行われることにより、聴覚障がいに

よる音声言語発達等への影響が最小限に抑えられるため、新生児の聴覚スクリー

ニング検査を行います。 

 

 

施策の方針  保健・医療の充実 
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早期療育体制の充実  

■健診時やその後の保健師によるフォローを通じて、保護者の育児不安の解消や療

育機関を受診できるよう支援します。  

■ことばが出ない、発音がはっきりしない、集団行動が苦手など成長発達において

心配のある乳幼児の保護者に対して、医療、保健、福祉、教育など関係機関と連

携して早期療育に結びつけていきます。  

相談支援体制の充実  

■療育相談会や巡回相談などによる相談支援を行うとともに、相談支援事業所や医

療機関などとの連携による支援体制の充実を図ります。 

 

 

２．精神保健・医療施策の推進  

【基本課題】  

精神障がいや難病、発達障がいなど障がいの要因となる疾病は多様化・複雑化し

ており、医療機関での専門的なケアを行うほか、予防や障がいの早期発見・早期治

療、リハビリによる症状の緩和など様々な対策が求められます。近年は、うつ病な

ど心の病気を患う人が増加していますが、こころの病気の予防及び軽減には、早い

段階での発見・治療が重要であることから保健所等と連携しながら、気軽に相談で

きる体制の充実とメンタルヘルスについての普及・啓発の取組が必要です。平成 25

年 4 月から障害者総合支援法に定める障がい児・者の範囲に難病等が加わり難病患

者についても障害福祉サービスや相談支援等の対象となりました。難病については、

原因不明で治療法も確立されていないことから、発症した場合、精神的にも経済的

にも大きな負担となります。難病患者への保健、医療、福祉施策の更なる充実が求

められています。 

さらに、医療機関等と連携を図り、難病等の対象となる疾病の周知を行い、症状

や生活環境に応じた適切な支援を行っていく必要があります。 

 

【施策の展開】 

精神保健福祉施策の推進 

■相談支援事業所と連携し、精神障がい者やその家族に対する相談支援体制の充実

を図ります。 

■自殺予防やうつ病等を対象とした健康教育等を行い、こころの病気の普及啓発を

行います。 
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こころの病気の早期発見と早期治療 

■ストレスやうつ病など心の悩みを抱える人の早期発見、早期治療を図るため、保

健所と連携して心の健康相談の充実を図ります。 

医療費の支援 

■障害者総合支援法の施行に基づく自立支援医療費（更生医療、育成医療、精神通

院医療）の支給を行います。 

■重度心身障がい者に対する医療費の助成を行います。 

  福祉・保健・医療の連携強化 

   ■難病患者等を含め、支援を必要とする方が安心して生活を送ることができるよう、

関係機関との連携の強化を図り、切れ目のないサービスが提供できるよう支援体

制の充実を図ります。 

   ■難病患者については、国や県の動向を注視しながら実態把握に努め、保健所等と

連携し必要な施策を実施していきます。 
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基本目標３ 子どもの成長を促し、それぞれの特性にあった支援を 

 

 

１．障がい児保育・教育の充実  

【基本課題】  

障がいのある子どもたちについては、できるだけ早期に障がいを発見しその能力

や可能性を伸ばすため、本人の意向を尊重しつつ、障がいの特性をしっかりと踏ま

えたきめ細かな教育が望まれます。  

保護者・保育園・幼稚園・学校や各関係機関との切れ目ない連携づくりのもとに、

子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その能力を最大限に伸ばしていく

ため、乳幼児期から学校教育終了までを見通した適切な指導及び必要な支援の推

進・充実を図ります。  

【施策の展開】  

ライフステージに応じた一貫した支援体制の整備 

■乳幼児期の疾病や障がいに早期に気づき、適切な治療や療育につなげるため、乳

幼児健診の充実を図るとともに、発達障がいの疑いのある子どもについて、医師

が関与して早期に把握する体制の整備を進めます。 

■障がい児に関わる保健、医療、福祉、教育、労働等の各機関のネットワークづく

りを進め、多角的なアプローチができる体制づくりに努めます。 

障がい児に対する支援 

■在宅の障がい児が、身近な地域で療育指導、相談等が受けられるよう、障がい児

施設等の有する療育機能を活用し、保健所と連携して、巡回療育相談や訪問指導、

施設支援指導等を行います。 

■幼稚園・保育園において、障がい児とその家族が必要な支援を受けられるよう、

職員の専門性を高める研修に取り組みます。 

■放課後児童クラブ指導員の、障がい児への対応や保護者に対する支援等について

研修等を充実し、放課後児童クラブでの障がい児の受入れを支援します。 

■在宅の障がい児への支援に当たっては、児童福祉法による障害児通所支援（児童

発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）と、障害者総合支援法

による支援（居宅介護、短期入所、日中一時支援等）を組み合わせ、障がい児が

身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。 

■施設に入所している障がい児に対して、１８歳になっても継続した支援が受けら

れるよう、障がいの重度化・重複化への対応や自立支援の機能を強化するなど支

援目標を明確化し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を促進します。 

 

施策の方針  保育・教育の充実 
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１．生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の機会の充実  

【基本課題】  

障がいの有無に関わらず、スポーツや文化芸術活動を行うことは、健やかな心身

とともに心ゆたかな生活を送る上で非常に重要です。そのためにも、誰もが気軽に

参加できる生涯学習、スポーツ・レクリエーションの機会が必要です。障がいのあ

る人の文化活動やスポーツ活動等を通じた社会参加を促進するため、機会創出や支

援を行います。 

 

【施策の展開】  

生涯学習の促進  

■ときめき作品展などへの出品や各種教室・講座等への参加を促進します。  

■ふれ愛教室をはじめ、障がいのある人のニーズに応じた各種教室を開催します。  

スポーツ・レクリエーション活動の支援  

■「障がい者スポーツ大会」等への参加をはじめ、スポーツ・レクリエーション活

動に気軽に親しむことができるよう支援及び情報提供を行います。  

■スポーツを通じて体力の維持・向上を図るとともに、交流と親睦を深めることが

できるよう、グラウンドゴルフなどの生涯スポーツの振興を図ります。 

 

  

施策の方針  生涯学習、スポーツ活動の機会の充実 
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基本目標４ 生活をする上で必要な体制を整える  

 
 

１．就労支援の促進・就労の場の確保  

【基本課題】  

障がいのある人が働くことを通じて、生きがいを持ち、自立した生活を送ること

ができるよう、障がいの種別や個々の特性、ニーズに応じた多様な就労の場が確保

されていることが必要です。平成 28 年の障害者雇用促進法改正では、雇用分野にお

ける障がい者差別の禁止や、事業者の合理的配慮の提供等をはじめ、障がい特性に

関する正しい知識の取得や理解を深めることが事業主に求められることとなりまし

た。 

また、障がい者が就労可能な職種の開発や相談の充実を図るため、関係機関との

連携を推進し、障がい者の就労支援を促進します。 

  

【施策の展開】  

雇用促進のための啓発の推進  

■自立支援協議会就労部会を中心に、ハローワークや関係機関などと連携し、障が

い者の雇用拡大のための啓発を推進します。  

■障がい者の雇用促進に当たり、企業・事業所等に理解を求めるため、情報提供や

啓発事業を行います。  

福祉的就労の充実  

■就労移行支援事業、就労継続支援事業における作業の確保や利用の拡大を促進し

ます。  

正規雇用の拡大  

■障がい者雇用を検討している企業等に対し、正規雇用の拡大を呼びかけるととも

に、ハローワークや障害者就業・生活支援センターと連携し、正規雇用の際の支

援を行います。  

就労継続（定着）に向けた取組の充実  

■就労の継続を図るため、諸問題等について、ハローワークや障害者就業・生活支

援センター等と連携し、解決のための相談を行います。  

総合的な就労相談体制の充実  

■相談支援事業所やハロ―ワークなど関連就労支援機関と連携し、就労支援から就

労後のフォローまで一貫した支援と相談支援の体制の確立を図ります。 

 

施策の方針  雇用・就労の促進 
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１．情報提供体制の充実 

【基本課題】 

市が提供する情報については、点字、音訳等さまざまな方法を利用して、全ての

市民に必要な情報が必要な人に行きわたるよう、その提供体制を充実していく必要

があります。 

さらに、「物理的バリア」だけでなく、「情報バリア」についても十分に考慮し、

障がいのある人が豊かな生活を送るために情報を資源として活用できるよう、その

体制を整備する必要もあります。 

 

【施策の展開】 

情報提供の充実 

■市の広報やホームページについて、大きな文字を使用するなどの工夫をして誰も

が読みやすい、分かりやすい紙面づくりに努めるとともに、「声の広報」等の充

実を図ります。 

障がい者の情報バリアフリー化（ＩＴ機器活用）の推進 

■インターネットを利用した情報を入手できるように、日常生活用具を活用したパ

ソコンメール等での情報伝達をスムーズに行うため、障がい者団体との連携を密

にします。 

コミュニケーション支援の充実 

■聴覚障がい者等のコミュニケーション手段確保のため、手話講習会等を開催し、

手話通訳者をはじめとしたコミュニケーションを支援する人材の養成を行います。 

 

  

施策の方針  情報提供体制の推進 
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基本目標５ 安全で安心できる生活環境づくり 

 

 

 

１．バリアフリー化、ユニバーサルデザインの推進 

【基本課題】 

障がいのある人にとって安全で暮らしやすいまちづくりは、全ての人にとって、

安全で暮らしやすいまちづくりであるという考え方のもと、バリアフリー化、ユニ

バーサルデザインのまちづくりが進められています。 

本市では、ユニバーサルデザインの視点に立った人にやさしいまちづくりを進め

るため、歩道の段差解消や点字ブロックの設置、公共施設のバリアフリー化に取り

組んでおり、近年では、津久見市民会館の改修工事に当たり、エレベーターの設置

や多目的トイレの設置を行いました。 

今後は、津久見市総合計画、津久見市都市計画マスタープランと連携し、道路や

公共施設等の改修時のユニバーサルデザインの導入の促進を行うとともに、地域の

支え合いにより、高齢者や障がい者などの外出支援の輪を広げ、全ての人にどこで

も気軽に手助けできるようソフトの整備のほか、「心のバリアフリー」に対する啓発

も併せて進めていく必要があります。 

 

【施策の展開】 

各公共施設のバリアフリー化の推進、ユニバーサルデザインの推進 

■計画段階からのユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、障がいの有無や年齢

にかかわらず、だれもが利用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザインの

考え方のもと公共施設のバリアフリー化の取組を推進します。 

安全・安心の道路交通環境や公園の整備 

■障がいのある人の歩行の安全確保と事故防止のための道路の段差解消や安全な道

路交通環境の整備を図ります。 

■公園や観光施設のバリアフリー化の推進と障がい者が利用しやすい多目的トイレ

の設置や便器の洋式化を推進します。 

■障がいのある人にも利用しやすい駐車スペースの確保・充実について、関係機関

に要請していきます。 

障害者住宅改造助成事業 

■重度の心身障がい者の住宅のバリアフリー化を促進するため、住宅改造費の一部

を助成します。  

施策の方針  生活環境の整備 



第４章 施策・事業の展開 

－ 33 － 

２．安全な交通の確保 

【基本課題】 

障がいのある人がバリアを感じることなく気軽に外出できるよう、建物や公園、

公共交通、道路などのバリアフリー化を進める一方、交通マナーの指導等を実施す

るとともに、迷惑駐車・自転車対策に取り組む必要があります。 

【施策の展開】 

公共交通機関のバリアフリー化の促進 

■電車やバスなどの公共交通機関のバリアフリー化を推進します。 

迷惑駐車・自転車対策  

■迷惑駐車防止の啓発活動に取り組みます。  

■歩道や点字ブロック上に駐車している自転車は、障がいのある人の歩行を阻害し

ているため、利用マナーの向上に取り組みます。  

交通安全意識の向上のための教育の推進  

■交通ルールと交通マナーの実践を習慣付けるために、園児や小中学生を対象に交

通安全教育の推進を図ります。  

一体的な事業推進体制の整備 

■まちづくりについては、計画段階で障がい者団体や身体障害者相談員等に意見を

伺うとともに、関係機関も出席し、意見の共有を図り、一体的な事業推進を行い

ます。 
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３．防災・防犯体制の整備  

【基本課題】  

平成 29 年９月台風第 18 号により、津久見市は、多大な被害に直面し、災害時に

要配慮者といわれる高齢者・障がいのある人、乳幼児、妊産婦等の支援を要する方々

の対応について、地域社会全体での防災対策・支援の体制整備の必要性を痛感する

事態を経験しました。 

これを受け、本市においては、高齢者、障がい者等避難に支援が必要な方々(避難

行動要支援者)の避難支援体制の充実を図るため、障がい者に対する防災アンケート

を実施し、課題の検討や支援者の整備等を図る取組を始めています。 

今後は、障がいのある人をはじめ、支援が必要な方々の声を活かしながら、より

実践的な取組として、地域の自主防災組織が避難経路や方法について必要な情報の

共有を図る取組を促進するほか、日常的なイベント等への関わりを災害復旧等に活

かす「津久見住みやすいまちプロジェクト」などの実施に関し関係各課や社会福祉

協議会、大学等研究機関との連携により地域力の向上を図ります。 

 

【施策の展開】  

地域力向上による見守り体制の強化  

■障がい者や高齢者等の要支援者を地域で見守り、支える体制を構築するための

様々な取組を地域の中で住民が相互に行い、それを行政が支援することで地域力

の向上を図ります。（地域防災力向上支援事業・津久見住みやすいまちプロジェ

クト） 

■障がい者向けの防災講習会や障がい者団体との防災に関する意見交換会等を行い

ます。  

避難行動要支援者の避難体制の充実・整備  

■救急時や災害時等、万が一の事態に備えるため、避難行動要支援者の個別情報を

台帳化し、社会福祉課、社会福祉協議会、消防本部、災害対策本部等で共有する

とともに、区長や民生委員児童委員にも情報提供を行います。 

■避難行動要支援者本人に対して自らが災害への適切な対応ができるよう「安心お

守りキット」として自宅に配備することで自助・共助の体制を強化し、迅速な支

援につなげます。  

■保健所や各関係機関と連携し、災害時対応に係る連絡会において避難行動要支援

者の災害時避難個別支援についての体制づくりを構築します。  

■障がいのある人をはじめとする避難行動要支援者に対し、市から発令された避難

の情報がいち早く伝わる体制づくりに努めます。 

■障がいのある人に配慮した避難所運営等を関係機関と協議していきます。 

地域防犯体制の確立  

■地域の防犯力を高めるために警察署や区長等と連携を強化し、犯罪情報の提供や

防犯意識の向上を図るとともに地域の支え合いネットワークを活用し、安全な環

境づくりを支援します。 
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１．相談支援体制の充実  

【基本課題】  

障がいのある人がいつまでも地域で安心して暮らしていくためには、日常生活の

あらゆることを気軽に相談できる場所があることが必要不可欠です。  

そこで、身近な相談機関を一層強化するとともに、相談支援に関わる窓口や機関

が、窓口の利用しやすさを追求し、相談従事者における障がいの理解やコーディネ

ート能力等の向上に努め、利用者からの信頼や満足度を高める必要があります。  

また、自立支援協議会を中心とした関係機関のネットワークのもとで、情報を共

有するとともに、地域の相談窓口との連携を強化し、包括的な相談支援体制を構築

することが求められています。  

【施策の展開】  

障がいのある人を支えるネットワークの充実  

■自立支援協議会の活性化を図り、事業所同士や関係機関・団体・行政が連携し、

障がいのある人やその保護者が抱えている問題、ニーズや課題に対応するための

ネットワークの構築を図ります。  

相談員活動の充実  

■障がいのある人やその家族からの相談に応じ、関係機関と協力してその解決に当

たる身体障害者相談員や知的障害者相談員による相談活動の充実を図ります。  

専門的な相談員機能の充実  

■医療相談、療育相談、介護者への支援のほか、長期入院からの地域移行に向けた

支援など、より専門的な相談機能の充実を図ります。 

「地域共生社会」に対応した包括的相談体制の整備 

■ 相談内容が複雑化、多様化し、障がい者施策だけでは解決できない複合課題や制

度のはざまの課題が増加しています。これらの課題に対しても対応できるよう、

制度・分野ごとの縦割りを超え、包括的な対応ができるよう、庁内の資源や施策

の連携を図り、相談体制の充実を図っていきます。 

 

施策の方針  気軽に相談できる環境づくり 
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第５章 第５期津久見市障がい福祉計画、 

          第１期津久見市障がい児福祉計画 

１．国における考え方 

計画策定にあたっての基本的理念 

市町村及び都道府県は、全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、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よう、障がい者等の自立と

社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画を作成することが必要とされています。 

 

○障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決

定の支援に配慮しながら、 障がい福祉サービス及び障がい児支援等の提供体制の整

備を進めます。 

 

○市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障

がい福祉サービスの実施等 

障がい者等が地域で障がい福祉サービスを受けることができるよう市を実施主体

の基本とし、障がい福祉サービスの対象者に必要な情報を提供するとともに、種別

によらない一元的な障がい福祉サービスの実施を推進します。 

 

○入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題

に対応したサービス提供体制の整備 

障がい者の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続

の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障がい者の生

活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、ＮＰ

Ｏなどによるインフォーマルなサービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用

し、サービス提供体制の整備を進めます。 

 

○地域共生社会の実現に向けた取組 

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮

らし、生きがいをともに創り、高めあうことができる地域共生社会の実現に向けた

取組を推進します。 
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○障がい児の健やかな育成のための発達支援 

障がい児のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、

就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の

構築を図ります。さらに、障がい児が地域の保育や教育等の支援を受けられるよう

にすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童がともに成長できるよう、

地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進します。 

 

障がい福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

障がい福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、前記の基本的理念を踏まえ、

次に掲げる点に配慮して、障がい福祉におけるサービスごとの見込量を設定し、そ

れに必要な提供体制の確保に努めます。 

 

○全国で必要とされる訪問系サービスの保障 

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者

等包括支援をいう。）の充実を図り、必要な訪問系サービスの確保に努めます。 

 

○希望する障がい者等への日中活動系サービスの保障 

希望する障がい者等に日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、就労定着支援、療養介護、短期入所及び地域活動支援センターで提

供されるサービスをいう。）の確保に努めます。 

 

○グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 

地域における居住の場としてのグループホーム（共同生活援助を行う住居をいう。）

の充実を図るとともに、自立訓練事業等の推進により、入所等（福祉施設への入所

又は病院への入院をいう。）から地域生活への移行を進めます。 

 

○福祉施設から一般就労への移行等の推進 

就労移行支援事業、就労定着支援事業等の推進により、障がい者の福祉施設から

一般就労への移行を進めるため、関係各所と連携を密にします。 

   



第５章 第 5期津久見市障がい福祉計画、第 1期津久見市障がい児福祉計画  

－ 38 － 

２．障がい福祉サービス等の体系 

障害者総合支援法による障がい福祉サービス等の体系は、個別に支給決定が行わ

れる「自立支援給付」と、利用者の状況に応じて市が柔軟に実施できる「地域生活

支援事業」に大別されます。「自立支援給付」は、介護の支援を受ける場合には「介

護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられます。   
  

障がい者・児

市

介護給付 
・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

・同行援護  

・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

・短期入所（ショートステイ） 

・療養介護 

・生活介護 

・施設入所支援 

自立支援給付

地域生活支援事業

訓練等給付 
・自立訓練 

・就労移行支援 

・就労継続支援  

・共同生活援助（グループホーム）

※従来のケアホームは、グループ
ホームに一元化されました 

・理解促進研修・啓発 

・自発的活動支援 

・相談支援  

・成年後見制度利用支援 

・成年後見制度法人後見支援

・意思疎通支援 

・日常生活用具の給付・貸与

・手話奉仕員養成研修 

・移動支援 

・地域活動支援センター  

・福祉ホーム 

・その他の日常生活又は 
社会生活支援 

支援

県

・専門性の高い相談支援    ・人材育成 
・広域的な対応が必要な事業 
・専門性の高い意志疎通支援を行う者の養成・派遣 

・意思疎通支援を行う者の広域的な連絡調整、派遣調
整等 

補装具 

計画相談支援給付 

地域相談支援給付 
・地域移行支援 

・地域定着支援 

自立支援医療 
・更生医療  ・育成医療※

・精神通院医療※ 

※実施主体は都道府県等 
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３．第５期障がい福祉計画及び第１期障がい児福祉計画における重点的

な取組 

 

本計画は、津久見市障がい者計画の基本理念や目標に基づき、第 4 期計画の実施

状況や津久見市の実情などを踏まえ、以下の 3 点を重点的な取組として本計画を推

進します。 

 

 

（１）相談支援体制の充実 

障がいのある人が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケアの

考え方を念頭に、身近な地域で相談支援を受けることができ、また様々な障が

い種別に対応することができるよう、総合的な相談支援体制の整備を図ります。 

 

 

（２）特別な支援が必要な子どもの支援の充実 

発育・発達に心配がある子どもを早期に発見し、早い段階で療育を受けるこ

とは、心身の発育を促し、社会適応能力向上に有効であるとされています。 

乳幼児健診や幼稚園・保育園等の集団活動の場面での保健指導と相談業務を

充実させ、必要な支援につなげるため、早期発見・早期療育の体制をさらに充

実させます。 

また、保健・医療・福祉・教育の相互の連携をさらに進め、特別な支援が必

要な子どもがライフステージを通じて切れ目なく支援を受けられる体制の整備

を進めます。 

 

 

（３）障がいのある人の自立に向けた就労支援 

障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには、就労が重要になりま

す。働く意欲のある障がいのある人が、その状態や適性に応じて能力を十分発

揮し、可能な限り一般就労ができるように、訓練から就職、職場定着までの一

貫した支援の強化に向け、関係機関の連携強化を推進します。 

また、企業に対して、障がいについての理解の促進や雇用に関する制度や補

助等の情報提供を関係機関と連携して行い、障がい者雇用の積極的な啓発に努

めます。 
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４．平成３２年度に向けた障がい福祉サービスの数値目標 

本計画では、国が平成 29 年（2017 年）3 月に示した「障害福祉サービス等及び障

害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づき、障がい福

祉計画及び障がい児福祉計画における成果目標を次のように設定します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・地域移行者数：平成 28 年度末施設入所者の 9％以上 

・施設入所者数：平成 28 年度末の 2％以上削減 

 

項目 
H27 年度

実績 
H28 年度

実績 
H29 年度

見込 
H30 年度

見込 
H31 年度 

見込 

H32 年度
見込 

(目標値)

①施設入所者数 56 54 53 53 52 51

②地域生活移行者数 1 1 1 1 1 2 
項 目 数 値 考え方 

平成 29 年 3 月 31 日時点

の入所者数（Ａ） 
54 人 平成 29 年 3 月 31 日の施設入所者数 

目標年度入所者数（Ｂ） 51 人 平成 32 年度末時点の利用人数 

【目標値】 

削除見込数（Ａ－Ｂ） 

3 人 

5.6％ 
差引減少見込数 

【目標値】 

地域生活移行者数 

5 人 

9.3％ 

施設入所からグループホーム等へ移行した者

の数  
※ 津久見市の実情 

平成 29 年度において入所希望者が 2 名待機しています。 

施設入所者 54 人中 32 人が 60 歳以上であることから、残り 22 名の 60 歳未満の方を

中心に、面接等で本人や家族の意向を確認していきます。 

 

○施設入所者数 

平成 29 年 3 月 31 日現在の施設入所者数は、54 人となっています。国の指針では平成

29 年 3 月 31 日現在の 2％以上を削減することとなっています。地域生活への移行を進

める一方で、保護者等の高齢化、諸事情等を踏まえた利用のニーズもあることを勘案し、

入所者数を 51 人としています。 
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○地域生活移行者数 

平成 29 年 3 月 31 日現在の施設入所者数は、54 人となっています。国の指針では平成

29 年 3 月 31 日現在の 9％以上が地域生活へ移行することとなっています。これまでの

実績や受け皿の実情を勘案し、地域生活移行人数を 5 人としています。 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  
国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・平成 32 年度末までに、全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者

による協議の場を設置することを基本とする。 

市の考え方 

・障がい福祉だけでなく、介護保険事業所や大分県中部保健所等関係機

関と協議し、「我が事・丸ごと」の地域づくり及び地域包括ケアシス

テムの構築に向けて努力する。 

  
（３）地域生活支援拠点等の整備  
国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・地域生活支援拠点等について、平成 32 年度末までに各市町村又は圏

域に少なくとも１つを整備することを基本とする。 

市の考え方 

・施設や医療機関等が少なく単独市だけでは非常に厳しい面もあるが、

津久見市地域自立支援協議会を中心に協議を重ね、近隣市町村の施設

等との連携も図りながら、32 年度末までの整備に向けて努力する。

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

①就労移行支援事業所等を通じて、平成 32 年度中に一般就労する者の数 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を平成 28 年度実

績の 1.5 倍以上とすることを基本とする。  
項 目 数 値 考え方 

平成 28 年度の一般就労

移行者数 
4 人 

平成 28 年度において福祉施設を退所し、一般

就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移

行者数 

6 人 
平成32年度において福祉施設から一般就労す

る人の見込数 
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※ 津久見市の実情 

平成 28 年度の実績が基礎数字となっていますが、就労移行支援事業利用者の状況に

応じて毎年変動します。 

利用者の希望や状況を見極めながらその方に適した就労場所の確保に努めます。 

 

○一般就労移行者数 

就労移行支援を利用している方の個々の状況を調査し、就労移行支援を基本 2 年間利

用し、その後新たなサービスである就労定着支援等を活用し、短期離職の課題を克服す

る形で、平成 32 年度の一般就労への移行人数を 2 人としています。 

②就労支援事業の利用者数等 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・平成 32 年度末における就労移行支援事業の利用者数を平成 28 年度

末における利用者数の 2 割以上増加することを目指す。  
項 目 数 値 考え方 

平成 28 年度末の就労移

行支援事業利用者数 
7 人 

平成 28 年度末において就労移行支援事業を

利用する者の数 

【目標値】 

平成 32 年度末の就労移

行支援事業の利用者数 

9 人 
平成 32 年度末において就労移行支援事業を

利用する人の見込数 

 

※ 津久見市の実情 

制度利用者は、平成 25 年度の 18 人をピークに減少傾向にあります。 

目標数字にこだわらず、障がい者個人の意思や状態等を考慮した形でサービス提供を

行います。 

③就労移行支援事業所の就労移行率 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3 割以上の事業所を、平

成 32 年度末までに全体の 5 割以上とすることを目指す。  
項 目 数 値 考え方 

就労移行支援事業所数 3 ヶ所 平成 32 年度末の事業所数 

就労移行率が 30％以上

の事業所数 
2 ヶ所 平成 32 年度末の事業所数 

就労移行率が 30％以上

の事業所の割合 
67％   
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④就労定着支援による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着率 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着

率を 8 割以上とすることを基本とする。  
項 目 数 値 考え方 

就労定着支援事業所数 ３ヶ所 平成 32 年度末の事業所数 

1年間就労定着率が80％

以上の事業所数 
３ヶ所 平成 32 年度末の事業所数 

定着率が 80％以上の事

業所の割合 
１００％  

 

※ 津久見市の実情 

平成 30 年度からの新事業ですが、各事業所が上記目標を掲げ、努力する意向ですので、

津久見市としても実施に向けて支援を行います。  
（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

①児童発達支援センターの設置 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくと

も一箇所以上設置することを基本とする。 

市の考え方 
・子育て支援担当や保健師、関係機関と連携を取り、設置できるよう努

力する。  
②保育所等訪問支援を実施できる事業所数 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・平成 32 年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を

利用できる体制を構築することを基本とする。 

市の考え方 
・子育て支援担当や保健師、関係機関と連携を取り、設置できるよう努

力する。  
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③主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所数、放課後等デイサー

ビス事業所数 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・平成 32 年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも 1

箇所以上確保することを基本とする。 

市の考え方 
・国の方向性に従い、関係機関と連携を取り、利用できる環境整備に

努力する。  
④医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

国指針 

（目標値作成に
あたっての指針） 

・平成 30 年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、

保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るた

めの協議の場を設けることを基本とする。 

市の考え方 
・津久見市地域自立支援協議会児童部会を活用し、ケースに応じて協議

を行う。 
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５．障がい福祉サービスの見込量 

（１）訪問系サービス 
・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援 

【現状と課題】 

居宅介護と重度訪問介護について、利用者数は、過去 3 年間で同程度の割合で推移を

しています。 

これは、介護保険制度への移行（施設入所等）や死亡・転居等による自然減と、新規

利用者の割合がほぼ同数ということが要因です。 

２９年度末において同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援の利用者はいません。 

福祉人材の確保、特に利用者の住居に出向きサービスを提供する訪問系の介護職員の

人材確保については、各事業所とも今後のサービス提供に向けての大きな課題となって

います。 

 

【見込量の考え方と方策】 

上記５項目については、全て現状での推移を想定しています。 

また、課題となっております福祉人材の確保につきましては、事業所や長寿支援課等

関係機関と連携し、国等の動きも注視しながら、有効な支援を模索するとともに、離島

等を抱える本市特有の事情を鑑み、交通費等の独自支援を行い、事業所の負担軽減を図

りながら継続的なサービス提供体制の維持を支援します。 

 

①居宅介護 

障がいのある人の居宅にヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事などの身体介護や洗濯、

掃除などの家事援助を行います。 

②重度訪問介護 

重度の肢体不自由者、重度の知的障がい者及び重度の精神障がい者であって、常時介

護を要する人に対して、家庭にヘルパーを派遣し、生活全般にわたる介護を行います。 

③同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に対して、外出時にヘルパーが同行

し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他必要な支援を行います。 
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④行動援護 

知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難があるため、常時介護が必要な

人に対して、家庭にヘルパーを派遣し、行動する際に生じる危険を回避するために必要

な援助や外出時における移動中の介護を行います。 

⑤重度障害者等包括支援 

障害支援区分 6（児童については区分 6 相当）で意思の疎通に著しい困難を伴う人に

対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 

【訪問系サービス見込量】 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

サービス量 時間/月 308 216 192 185 185 185

実利用人数 人/月 16 15 14 13 13 13 
 

単位 
第４期計画値 

２７年度 ２８年度 ２９年度

サービス量 時間/月 761 792 823

実利用人数 人/月 25 26 27 
【サービスごとの見込量】 

項   目 単  位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

 
居宅介護 
 

時間／月 174 174 174

人／月 11 11 11

 
重度訪問介護 
 

時間／月 9 9 9

人／月 1 1 1

 
同行援護 

時間／月 2 2     2

人／月      1      1      1

 
行動援護 

時間／月      0      0      0

人／月      0      0      0

重度障害者等 
包括支援 

時間／月      0      0      0

人／月      0      0      0
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（２）日中活動系サービスの見込量 

・生活介護・自立訓練（機能訓練・生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援

（Ａ型・Ｂ型） 

・療養介護・短期入所 

【現状と課題】 

生活介護については、施設入所を利用する方の併用での微増、自立訓練（機能訓練・

生活訓練）については、利用者数に大きな変動は見られません。就労移行支援は変動が

大きく、就労継続支援については、障がい者に特化した就労の形として定着しており、

増加傾向にあります。療養介護に大きな数値の変動はなく、短期入所は、本人や家族の

希望から利用は増加傾向にあります。 

課題としては、就労移行支援を利用してからの一般就労者はまだまだ少なく、就労し

てからも短期離職といった問題が生じています。また、短期入所の要望に対して、市内

に対応施設がなく、全て市外対応になっていることが挙げられます。 

 

【見込量の考え方と方策】 

生活介護については、施設入所の希望が増えていることを勘案し、増加傾向が続くと

考えます。自立訓練については支援の特性で急な利用が出る場合を想定した数値から、

就労移行支援と就労継続支援については現在利用している方を基準に過去数値と現状

の相談状況等から、現状維持又は増加傾向と推測します。療養介護に大きな変動要因は

ありませんが、短期入所は、家族の要望の高まりを考慮し、微増と見込んでいます。 

方策として就労移行支援を使った一般就労については、制度利用後の支援ということ

で新たに就労定着支援というサービスが始まり、一般就労した方の支援に力を入れるこ

とで、少しでも御本人の希望に沿った形での就労に向けて、関係機関と協議し注力して

いきたいと考えています。また、短期入所については、利用希望時の施設確保に向けて、

市外事業所と連携をより密にしていきます。 
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①生活介護 

常時の介護が必要であり、障害支援区分３（施設入所支援を利用する場合は区分４）

以上のある障がい者又は年齢 50 歳以上で障害支援区分２（施設入所を利用する場合は

区分３）以上の障がい者に対し、主として、昼間において、入浴、排泄、食事の介護

を行うとともに、創作活動などの機会を提供します。 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 時間/月 1,413 1,387 1,414 1,452 1,470 1.470

実利用人数 人/月 68 72 72 74 75 75 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 時間/月 1,296 1,314 1,332

実利用人数 人/月 72 73 74 
②自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

機能訓練では、地域生活を行うための身体機能や生活能力の維持、向上などの支援

が必要な身体に障がいのある人を対象に、自立した日常生活又は社会生活ができるよ

う、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

生活訓練では、地域生活を行うための生活能力の維持、向上などの支援が必要な知

的、精神障がいのある人を対象に、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一

定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。  
自立訓練（機能訓練） 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 時間/月 23 58 55 80 80 80

実利用人数 人/月 1 3 3 4 4 4   
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単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 時間/月 20 20 20

実利用人数 人/月 1 1 1

 

自立訓練（生活訓練） 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 時間/月 84 23 23 23 23 23

実利用人数 人/月 5 1 1 1 1 1 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 時間/月 100 100 100

実利用人数 人/月 5 5 5 
③就労移行支援 

一般就労などを希望し、企業などへの就労又は在宅就労等が見込まれる 65 歳未満

の人を対象に、一定期間の生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識

及び能力の向上のための訓練を行います。 

 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 時間/月 208 140 111 140 160 180

実利用人数 人/月 11 7 5 7 8 9 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 時間/月 252 273 294

実利用人数 人/月 12 13 14 
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④就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

就労に必要な知識、能力の向上を図ることにより、事業所において雇用契約に基づ

く就労が可能と見込まれる人に対して、雇用契約を締結し、就労の場を提供するとと

もに、必要な訓練（就労継続支援Ａ型）を行います。 

企業などや就労継続支援Ａ型での就労経験がある人であって、年齢や体力面で雇用

されることが困難になった人、就労移行支援を利用したが企業や就労継続支援Ａ型の

雇用に結びつかなかった人、50 歳に達している人などを対象に、就労の場を提供する

とともに、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練（就労継続支援Ｂ型）

を行います。 

 

就労継続支援（Ａ型） 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 時間/月 83 110 153 140 140 140

実利用人数 人/月 4 5 8 7 7 7 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 時間/月 72 72 72

実利用人数 人/月 4 4 4 
就労継続支援（Ｂ型） 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 時間/月 1,437 1,556 1,576 1,576 1,614 1,614

実利用人数 人/月 74 80 82 82 84 84 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 時間/月 1,406 1,444 1,482

実利用人数 人/月 74 76 78
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⑤療養介護 

医療を必要とし、常時介護を要する障がいのある人を対象とし、主に昼間、病院そ

の他施設などで行なわれる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護

や日常生活上のサービスを提供します。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

実利用人数 人/月 8 7 7 7 7 7 
 

単位 
第４期計画値 

２７年度 ２８年度 ２９年度

実利用人数 人/月 9 9 9 
⑥短期入所 

居宅で介護する家族等が病気等の理由により、支援を必要とする障がいのある人（児）

に対して、短期間入所する中で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 時間/月 14 8 27 30 30 30

実利用人数 人/月 3 1 4 4 4 4 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 時間/月 117 120 123

実利用人数 人/月 6 6 6    
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（３）居住系サービスの見込量 

・施設入所支援・共同生活援助（グループホーム） 

【現状と課題】 

施設入所支援、共同生活援助ともに増加傾向にあります。施設入所支援の増加要因は、

養護者の高齢化に伴う「親なきあと」を見据えた相談が増えてきていることや、障がい

者自身の高齢化・機能低下によって自宅での生活が、今後本人だけでは困難であるとい

う現状が根底にあることが推察されます。 

共同生活援助については、地域移行支援を推進する上で、グループホームでの生活を

選択する方が増えていることが要因と考えます。 

【見込量の考え方と方策】 

施設入所支援は、入所者の高齢化に伴う介護保険制度への移行や本市の施設入所希望の

状況を考慮して、見込量は現状維持とします。 

前述の（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行の目標に近づけるべく、削減につい

て最大限努力はいたしますが、施設入所希望等を勘案すると現状維持の数値となる公算が

高いものと考えます。 

共同生活援助(グループホーム)は施設数の増加等の状況もあり、今後も増加傾向と考え

ます。 

方策として、「親なきあと」を見据え、相談しやすい環境の整備、成年後見制度の普及

啓発を図り、家族以外の支援の可能性も探りながら、安心して暮らせる地域づくりを推進

します。 

 

①施設入所支援 

障がいの程度や家族の状況により自宅で生活できない障がいのある人に、主に夜間

や休日に、入浴、排せつ、食事等必要な介護を行います。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

実利用人数 人/月 56 54 53 56 56 56 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

実利用人数 人/月 55 53 51
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②共同生活援助（グループホーム） 

就労又は生活介護や就労継続支援などの日中活動を利用している障がいのある人で、

日常生活上の援助を必要とし、主に夜間に共同生活を営む住居において、相談その他

日常生活上の援助をし、地域で自立した生活のための援助を行います。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

実利用人数 人/月 40 45 51 51 51 52 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

実利用人数 人/月 31 32 33   
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（４）相談支援サービスの見込量 

・計画相談・地域移行支援・地域定着支援 

【現状と課題】 

計画相談については新規のサービス利用者だけでなく、モニタリング等継続的な相談

支援を行うことで、各個人に適時必要なサービス供給に向けての支援を行っています。 

地域移行支援については年度によってばらつきがあり、地域定着支援は安定的な利用

者数となっています。 

課題として、市内に相談支援事業所が２箇所ありますが、計画相談だけでなく特定相

談も請け負っており、受け持つケース内容が年々複雑化していることから、各相談支援

員への負担が重くなっている実情があります。 

 

【見込量の考え方と方策】 

計画相談は継続利用での安定した利用と新規・自然減のバランスを考慮した結果現状

維持で推移するものと考えます。 

長期入院や入所を解消し、地域での生活をサポートすることを目的とした地域移行支

援と継続して地域で生活することを目的とした地域定着支援は、対象者の居住環境の整

備やサービス調整、対象者の不安解消等内容が多岐にわたり、各関係機関と連携しなが

ら今後もサービス提供を行う中で、過去の実績を考慮した見込としました。 

課題に対する方策として、各相談支援員の負担が重くなっていることを踏まえ、より

一層関係機関との連携を強化し、負担軽減を目指しつつ、市民サービスの確保に努めま

す。 

①計画相談 

○サービス利用支援 

障がい者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービス内

容等を定めた「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定等が行われた後に当該

支給決定等の内容を反映した「サービス等利用計画」の作成等を行います。 

○継続サービス利用支援 

サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等

を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行

います。 
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②地域移行支援 

障害者支援施設、精神科病院に入所または入院している障がいのある人を対象に

住居の確保と地域生活へ移行するための支援を行います。 

 

③地域定着支援 

居宅において単身で生活している障がいのある人等を対象に常時の連絡体制を確

保し、緊急時には必要な支援を行います。 

 

項目 単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

計画相談 人 196 215 215 215 215 215

地域移行支援 人 2 6 3 3 3 3

地域定着支援 人 0 2 2 2 2 2 
項目 単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

計画相談 人 208 214 220

地域移行支援 人 2 2 2

地域定着支援 人 2 2 2   
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６．障がい児福祉計画にかかる見込量 

・児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・医療型児童発達

支援・居宅訪問型児童発達支援・障がい児相談支援 

【現状と課題】 

児童発達支援等の各サービスともに大きな増減はなく推移しています。 

乳幼児健診や巡回訪問等により関係機関との連携が図られ、一定程度の認知は得られ

ていますが、児童発達支援等の利用については、保護者等の意向が重要であることから、

より一層の制度周知及び情報提供が必要となっています。 

【見込量の考え方と方策】 

これまでの利用実績及び障がい児数等の動向を勘案し、見込量を設定しています。 

子どもの発達のためには、保健・医療・福祉・教育の各関係機関の連携による途切れ

のない支援が必要です。 

保護者等が、児童一人ひとりに適した発達支援のため、様々な支援を選択できるよう、

適切なサービスや事業所情報の提供を行っていきます。 

①児童発達支援 

身近な地域で療育指導が必要と判断された未就学児を対象に、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 人日/月 124 130 148 140 140 140

実利用人数 人 7 10 9 10 10 10 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 人日/月 60 60 60

実利用人数 人 6 6 6 
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②放課後等デイサービス 

小・中学校などに通学している障がいのある児童・生徒に対して、放課後や夏休み

等の長期休暇中の居場所づくりや生活能力向上のための訓練等を行います。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 人日/月 169 142 143 160 195 215

実利用人数 人 10 7 8 10 12 14 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 人日/月 187 187 187

実利用人数 人 11 11 11
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③保育所等訪問支援 

保育所等を訪問し、障がいのある児童に対して、それ以外の児童との集団生活への

適応のための専門的な支援を行います。 

 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サービス量 人日/月 0 0 0 0 0 0

実利用人数 人 0 0 0 0 0 0 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

サービス量 人日/月 6 6 6

実利用人数 人 1 1 1 
④医療型児童発達支援 

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいがある児童に対して、児童発達支援及び治療を行いま

す。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

実利用人数 人 0 0 0 0 0 0 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

実利用人数 人 0 0 0 
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⑤居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がいがあり、外出することが困難な児童に対して、児童の居宅を訪問して発達支

援を行います。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

実利用人数 人 0 0 0 0 0 0 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

実利用人数 人 0 0 0  
⑥障がい児相談支援 

基本相談のうえ、サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認

められる場合に、障がいのある児童の自立した生活を支え、障がいのある児童の抱える

課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントにより、きめ細かく支援

します。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

実利用人数 人 21 23 20 21 21 21 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

実利用人数 人 18 18 18 
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７．地域生活支援事業の実施 
 

・相談支援事業・福祉ホーム事業・日常生活用具等給付事業・訪問入浴サービ

ス事業・日中一時支援事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業・社会

参加促進事業・コミュニケーション支援事業・理解促進研修・啓発事業・巡回  

支援専門員整備事業 

【現状と課題】 

現状は理解促進研修・啓発事業を除き、各項目とも大きく増加したものはありません。

理解促進研修・啓発事業の増加は、各関係機関と連携して積極的に事業展開をした結果

と考えます。 

障がいのある人が基本的人権を有する一個人として、自立した日常生活や社会生活を

営むことができるように、個々の状況に応じた支援を提供する必要があります。 

相談窓口については、相談支援事業所の体制を構築し、日々の生活の相談から障がい

者虐待等に関するものまで、各関係機関と連携して相談者のニーズに対応しています。 

また、手話講習会の実施や行事などに手話通訳者を配置するコミュニケーション支援

など、障がいのある人もない人も共に暮らす共生社会の実現に向けた事業や、生活に必

要な用具の給付、屋外での移動が困難な障がい者等に対しての支援などを行っています。 

日常生活に密接したサービスのほかにも、利用者の様々なニーズに対応するために、

地域の特性や個々の状況に応じた情報の提供を行う必要があると考えます。 

 

【見込量の考え方と方策】 

見込量については、各項目の現状での利用実績と、今後の関係数値を勘案して算出し

ています。 

相談支援事業については、事業所への委託を継続していき、関係機関との情報共有を

行いながら、利用者からの相談内容に対して希望に沿えるように支援体制の強化に努め

ます。 

障がい者虐待については、障がい者の権利擁護のために迅速に対応できるように、関

係機関との連携強化を図ります。 

また、共生社会に向けて、自発的な活動をする障がい者等への支援や、手話で日常会

話ができるための手話教室の開催、また手話通訳者の配置などコミュニケーション支援

事業の充実に努めます。 

日々の活動への支援として、在宅での生活をサポートする日常生活用具給付、屋外で

の移動が困難な方への移動支援など、生活に密着した様々な事業について、できるだけ

利用者の状況に応じた柔軟なサービス支給ができるよう関係機関と協議を行います。 



第５章 第 5期津久見市障がい福祉計画、第 1期津久見市障がい児福祉計画  

－ 61 － 

現状と資源を鑑み、地域で暮らす障がいのある人が充実して過ごせるように自立支援

協議会等を通じて、個人個人に合った支援体制の構築に努めます。 

 

①相談支援事業 

○障がい者相談支援事業 

障がい者やその家族などからの相談に応じて必要な情報の提供や助言、障がい福

祉サービス利用に関する支援を行うとともに、障がいのある人等の権利擁護のため

に必要な援助を行います。 

○地域自立支援協議会 

相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉にかかるシステムづくりに関し、

中核的な役割を果たす定期的な場として設置します。 

○市町村相談支援機能強化事業 

相談支援事業の適正かつ円滑な実施を図るため、専門的な能力を有する職員を配

置して相談支援機能の強化を図ります。 

○住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居に当たって、保障人がいない等の利用により入

居が困難で支援が必要な障がい者に対して、入居に必要な調整等に関する支援や、

家主等への相談・助言等を行い、障がい者の地域生活を支援します。 

○成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度は、判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、判断能

力の程度に応じて、家庭裁判所の定めた法定後見人によるさまざまな援助を受けら

れる制度です。 

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度普及のための広報活動や、市長が後

見開始などの申立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護などの支

援を行います。また、市長が後見開始などの申立てをした人のうち後見人報酬など

に対して、費用の助成を行います。 

○障害者虐待防止対策支援事業 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、地

域における関係行政機関、障がい者等の福祉、医療、司法に関連する職務に従事す

る者又は関係する団体、地域住民等の支援体制の強化や協力体制整備を図ります。 
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項目 単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

障がい者相談支援事業 箇所数 2 2 2 2 2 2

地域自立支援協議会 箇所数 1 1 1 1 1 1

市町村相談支援機能強化事業 箇所数 2 2 2 2 2 2

住宅入居等支援事業 箇所数 0 0 0 0 0 0

成年後見制度利用支援事業 件/年 0 0 0 0 0 0

障害者虐待防止対策支援事業 箇所数 1 1 1 2 2 2

 

項目 単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

障がい者相談支援事業 箇所数 2 2 2

地域自立支援協議会 箇所数 1 1 1

市町村相談支援機能強化事業 箇所数 2 2 2

住宅入居等支援事業 箇所数 1 1 1

成年後見制度利用支援事業 件/年 1 1 1

障害者虐待防止対策支援事業 箇所数 1 2 2
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②福祉ホーム事業 

家庭環境や住宅事情などにより、居宅での生活が困難な人（ただし、常時介護、医

療を必要とする状態にある人を除く。）を対象に、現に住居を求めている障がいのある

人に、低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な援助を

行うことにより、障がいのある人の地域生活を支援します。 

 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

福祉ホーム

事業 

箇所数 0 0 0 0 0 0

利用者数 0 0 0 0 0 0

 

 
単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

福祉ホーム

事業 

箇所数 1 1 1

利用者数 1 1 1  
③日常生活用具等給付事業 

障がいのある人（児）の在宅での日常生活の利便を図るため、障がいの種類と程度

に応じて各種用具を給付します。 

主な日常生活用具は以下のとおりです。 

 ・介護・訓練等支援用具 特殊寝台、特殊マット、移動用リフトなど 

 ・自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、歩行支援用具、聴覚障害者

用屋内信号装置 

 ・在宅療養等支援用具 ネブライザー、たん吸引器、盲人用体温計など 

 ・情報・意志疎通支援用具 点字器、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用

通信装置、盲人用時計、人工喉頭、点字図書など 

 ・排泄管理支援用具 ストーマ装具、紙おむつなど 

 ・住宅改修費 居宅生活動作補助用具 
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項目 単位
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

介護・訓練等支援用具 件 0 1 2 1 1 1

自立生活支援用具 件 0 4 3 2 2 2

在宅療養等支援用具 件 3 10 6 6 6 6

情報・意志疎通支援用具 件 8 7 3 6 6 6

排泄管理支援用具 件 601 588 543 540 540 540

住宅改修費 件 0 0 0 0 0 0

 

項目 単位
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

介護・訓練等支援用具 件 4 4 4

自立生活支援用具 件 5 5 5

在宅療養等支援用具 件 11 11 11

情報・意志疎通支援用具 件 6 6 6

排泄管理支援用具 件 690 710 730

住宅改修費 件 1 1 1
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④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を対象に、入

浴サービスを提供します。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

訪問入浴サ

ービス事業 

箇所数 1 1 1 1 1 1

利用者数 1 1 1 1 1 1

 

 
単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

訪問入浴サ

ービス事業 

箇所数 1 1 1

利用者数 1 1 1 
⑤日中一時支援事業 

日中において介護する人がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がいの

ある人(児)を預かり、障がいのある人（児）の日中活動の場の提供と介護者のレスパ

イト（休息）を目的として行います。  
 

単位 
第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

日中一時支

援事業 

箇所数 7 4 3 3 3 3

利用者数 10 7 4 4 4 4

 

 
単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

日中一時支

援事業 

箇所数 6 6 6

利用者数 10 10 10 
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⑥移動支援事業 

障がいのある人（児）であって、市が外出時に支援が必要と認めた人に対し、円滑

に外出することができるよう移動を支援し、地域における自立した生活や余暇活動な

どへの社会参加を促進します。 

 
単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

移動支援事

業 

人/月 2 3 4 4 4 4

時間/月 10 10 35 32 32 32 
 

単位 
第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

移動支援事

業 

人/月 12 12 12

時間/月 30 30 30 
⑦地域活動支援センター事業 

生活支援の相談、創作活動などを通じ、日中の居場所機能と地域生活支援の促進を

図ります。   

単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

地域活動支援セン

ター（Ⅰ型） 

箇所

数 
1 1 1 1 1 1

人/月 19 13 11 12 12 12

地域活動支援セン

ター（Ⅱ型） 

箇 所

数 
2 2 2 2 2 2

人/月 24 18 17 18 18 18

 

 

単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度 

地域活動支援セ

ンター（Ⅰ型） 

箇所

数 
1 1 1

人/月 22 23 24

地域活動支援セ

ンター（Ⅱ型） 

箇 所

数 
2 2 2

人/月 21 22 22
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⑧社会参加促進事業 

○スポーツ・レクリエーション支援事業 

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者の健康づくりや交流、余

暇活動の充実を図るため、スポーツレクリエーション教室やスポーツ大会などを

開催する事業です。 

○自動車運転免許取得・改造費助成事業 

障がい者の社会参加と自立構成を促進するため、自動車運転免許の習得に係る

費用の一部や運転しやすいような操向装置、駆動装置の改造に係る費用の一部を

助成します。 

○自発的活動支援事業 

障がい者やその家族、地域住民等が自立した日常生活及び社会を営むことでき

るよう、障がい者団体等による地域における自発的な取組を支援します。 

 

 

単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

スポーツ・レクリエー

ション教室開催等事業

事業

数 
2 2 2 2 2 2

自動車運転免許取得事

業 
件/年 0 0 0 0 0 0

自動車改造費助成事業 件/年 2 0 0 1 1 1

自発的活動支援事業 団体 2 2 3 2 2 2

 

 

 

単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

スポーツ・レクリエー

ション教室開催等事業

事業

数 
3 3 3

自動車運転免許取得事

業 
件/年 1 1 1

自動車改造費助成事業 件/年 1 1 1

自発的活動支援事業 団体 3 3 3
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⑨コミュニケーション支援事業 

○意思疎通支援事業 

視覚、聴覚、言語機能、音声機能に障がいのある人のために、市に手話通訳者

を配置し、また障がい者の要望に応じ、手話通訳・要約筆記者の派遣を行います。 

○手話奉仕員育成事業 

手話奉仕員の育成を行い、障がいのある人のコミュニケーション支援の人材育

成を行います。  
 

単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

手話通訳者設置事業 人 1 1 1 1 1 1

手話通訳・要約筆記者

派遣事業 
人 31 46 43 40 40 40

手話奉仕員育成事業 人 8 3 1 4 4 4

 

 

単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

手話通訳者設置事業 人 1 1 1

手話通訳・要約筆記者

派遣事業 
人 50 50 50

手話奉仕員育成事業 人 7 7 7

 

 

⑩理解促進研修・啓発事業 

市が実施する幼児健診、幼児教室時に臨床心理士、言語聴覚士、保育士を派遣し、

保護者等に対し障がいについての認識、理解を深めるための講演会や障がい児の保護

者からの相談や助言等の対応を行い、障がいに対する理解啓発を行います。 
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単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

理解促進研修・啓発事業 

開催回

数 
25 26 23 26 26 26

利用者

数 
267 270 219 244 199 224 

 
単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

理解促進研修・啓発事業 

開催回

数 
10 10 10

利用者

数 
100 100 100

 

⑪巡回支援専門員整備事業 

市で実施する０歳から５歳までの幼児健診時に、観察や相談支援を依頼している発達

障がい等に関する知識を有する専門員（臨床心理士）を活用し、市内の幼稚園・保育所

に巡回訪問を実施し、園の職員や支援の必要な園児の保護者等に対し、情報提供や助言

等の支援を行います。また、次年度に小学校に入学する園児の情報を市の教育委員会と

共有することにより、必要な支援を切れまなく提供できる体制整備を行います。  
 

単位 

第４期実績 第５期見込量 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回支援専門員整備

事業 

開催回

数 
16 16 14 14 14 14

利用者

数 
8 8 7 7 7 7 

 

単位 

第４期計画値 

27 年度 28 年度 29 年度

巡回支援専門員整備

事業 

開催回

数 
16 16 16

利用者

数 
8 8 8
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第６章 計画の推進に向けて 

１．関連機関との連携 

本計画は、福祉、保健・医療、雇用、教育等の様々な分野を対象とした計画であり、

各分野との連携が重要であることから、庁内の関係部局の連携はもとより、国、県の行

政機関、関係団体、障がい者関係団体等との連携強化に努めます。 

２．当事者の障がい者施策への参加 

障がいのある方の視点に立った施策の展開には、当事者が各種障がい者施策へ参加、

参画することが重要であることから、あらゆる機会を捉えて、障がい者及び家族等のニ

ーズや意見を把握し、施策に反映させていきます。 

３．進捗状況の点検・把握 

本計画の総合的かつ効果的な推進を図るため、自立支援協議会において、進捗状況の

点検・把握を行うとともに、課題について、協議検討します。 

また、障害者総合支援法においては、計画に定める事項について、定期的に調査、分

析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更することその他の必要な措

置を講じること（※PDCA サイクル）とされています。 

本市では、※PDCA サイクルを利用し、円滑な事業の実施に向けて、取り組んでいき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の弾力的運用 

平成 28 年 6 月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び

児童福祉法の一部を改正する法律案」が公布され、平成 30 年４月に施行されること等か

ら、今後の国の動向や社会経済情勢等の変化に応じて計画を見直すなど、弾力的な運用

を行うよう努めます。 

※PDCA サイクル 

「PDCA サイクル」とは、さまざまな分野・領域に

おける品質改善や業務改善などに広く活用され

ているマネジメント手法で、「計画（Plan）」、「実

行（Do）」、「評価・検証（Check）」「改善（Act）」の

プロセスを順に実施していくものです。 

Plan 

(計画) 

Do 

(実行) 

Check 

(評価) 

 Act 

(改善) 



 

 

あ 
エンパワメント 

社会、組織の構成員一人ひとりが、発展や改革に必要な力をつける (エンパワメント) という意味

の言葉です。 

 

ＮＰＯ 

「Nonprofit Organization」または「Not-for-Profit Organization」の略で、日本語では特定非営利活動団体

といいます。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体をさします。 

 

か 
心のバリアフリー 

高齢者や障害のある人が生活していく上で障害となる、人々の心の中の誤った知識や情報、差別意

識などを改め取り除くことをいいます。 

 

共生社会 

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障がいのある人

等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会をさします。 

 

さ 
災害ボランティアセンター 

災害発生時に、被害者の生活支援と被災地の復旧支援を目的に活動するボランティアの拠点として

コーディネートを行います。 

 

障害者差別解消法 

障害者基本法の基本理念に沿って、障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定

めた法律。障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、行政機関や事業者に対して合理的

配慮の提供を求めている。平成 28 年（2016）4 月に施行にされました。 

 

身体障害者手帳 

視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼう

こう若しくは直腸又は小腸・肝臓・免疫機能に障害がある人に都道府県知事から交付され、その程

度により１級から６級に分かれています。 

 

精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患があり、長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある人

に、都道府県知事から交付され、その程度により１級から３級に分かれています。 

 

 

用 語 解 説 



情報バリア 

社会の IT化による利益を享受できないことをさします。反対に高齢者や障がいのある人も IT化に

よる利益を享受できる状況を「情報バリアフリー化」といいます。 

 

障がい者週間 

平成 16 年 6 月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解

を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意

欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」（12 月 9 日）に代わるものとして設定されまし

た。期間は、毎年 12 月 3 日から 12 月 9 日までの１週間です。 

 

成年後見制度 

精神上の障害がい（知的障がい、精神障がい、認知症など）により判断能力が十分でない方が不利

益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度で

す。 

た 
地域包括支援センター 

高齢者とその家族の総合的な支援を行う機関です。 

介護予防ケアマネジメント、介護保険の申請、支援、総合相談、権利擁護等の業務を行っています。 

 

地域包括ケアシステム 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。 

 

聴覚スクリーニング検査 

早期に難聴の有無を発見するために、赤ちゃんに行う聴覚検査です。早く見つけて適切な支援をす

ることによって、赤ちゃんの言語の発達を助けることができます。 

な 
ノーマライゼーション 

障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであ

り、共に生きる社会こそノーマルな社会であるとの考え方をさします。 

 

は 
バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、もと

もと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社

会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられま

す。 

物理的バリア 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味です。



もともとは段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障がい者の社会参加を困難に

している社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられます。 

 

避難行動要支援者 

災害対策基本法において定義づけられた、高齢者、要介護認定者、重度の障害者、難病患者などの

うち、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であっ

て、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方」をいいます。 

 

法定雇用率 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業者に対して、その雇用する労働者に占める身体

障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務づけられています。 

 

ボランティア 

社会の課題解決のため、個人の自発的な意思に基づき、ボランティア活動を行う人のことです。一

般的に、「自発性」、「社会性」、「無償性」があげられます。 

 

ま 
メンタルヘルス 

メンタルヘルスケアとは、全ての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をする

こと、およびそのような活動が円滑に実践されるような仕組みを作り、実践することをいいます。 

 

や 
ユニバーサルデザイン 

バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対し、

ユニバーサルデザインはあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々

が利用しやすいよう都市や建築物、道路等の生活環境をデザインする考え方です。 

 

ら 
リハビリテーション 

障害者の身体的、精神的、社会的な自立能力向上を目指す総合的なプログラムであるとともに、そ

れにとどまらず障害者のライフステージのすべての段階において全人間的復権に寄与し、障害者の

自立と参加を目指すとの考え方です。 

 

療育手帳 

全ての知的障害者を対象として都道府県知事から交付される手帳で、その程度によりＡ(重度の場

合)からＢ(その他の場合)までの区分に分かれています。 

 

ライフステージ 

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階の総称です。  
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