
 

 

 

 

 

第２期関市障がい者計画 

―しあわせ共生プラン― 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

平成 28 年３月 

関  市 

 



 

はじめに 

 

 関市では、平成 19 年３月に「関市障がい者計画及び

障がい福祉計画」を策定し、障がいのある人が安心して

暮らすことができる地域づくりや福祉サービスの充実

を進めてまいりました。また、平成 27 年３月には、こ

れまでの計画の検証を行うとともに「第４期関市障がい

福祉計画」を策定し、障がい福祉サービス、相談支援及

び地域生活支援事業の提供体制の確保と円滑な事業の

実施を進めております。 

 一方、国では、平成 23月８月の障害者基本法の一部改正をはじめとして、平成 24年６月

の「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」（障害者総合支援法）、

平成 25年６月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）

の制定などさまざまな法整備がなされてきました。 

こうした状況のなか、関市では、「障がいの有無に関わらず 支えあって しあわせを実現

できるまち せきし」を基本理念に、このたび、平成 28年度から平成 35年度までの８年間

を計画期間とした「第２期関市障がい者計画」を策定しました。 

本計画では、これまでの障がい福祉施策の状況を検証するとともに、「相談支援体制の充実」、

「合理的配慮の提供体制の整備」、「就労環境の整備と企業への理解促進」などの施策を盛り

込み、障がいのある人もない人も主体性を持ち、互いに協働することによって地域で共生で

きる社会の実現に向け、市民の皆さまをはじめ関係機関等と行政とが手を携え、互いに連携

して取り組んでまいりたいと考えております。 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました関市障がい者総

合支援協議会委員の皆さまをはじめ、アンケート調査等にご協力いただきました、多くの市

民の皆さまや事業者、関係団体の皆さまに深く感謝し心からお礼申し上げます。 

 

平成 28年３月 

 

関市長  尾 関 健 治 
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第１章 計画の策定にあたって 
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１ 計画の趣旨 

 

本市では、平成 19年３月に「関市障がい者計画及び障がい福祉計画」を策定し、障がいの

ある人が安心して暮らしていける地域づくりや福祉サービスの充実を進めてきました。 

その間国では、障がいのある人をめぐる法律や制度が大きく変化しています。平成 18 年

12 月に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約（以下、「障害者権利条約」とい

う。）」批准に向け、国の障がい者制度の集中的な改革を行うため、平成 21年 12月に「障が

い者制度改革推進本部」を内閣に設置し、さまざまな国内法の整備等を進めてきました。 

平成 23年７月には「障害者基本法」が改正され、「障害者基本法の一部を改正する法律（以

下、「改正障害者基本法」という。）」が成立しました。「改正障害者基本法」では、目的規定

や障がいのある人の定義が見直され、障がいのある人の地域社会における共生や障がいに対

する差別の禁止が示されています。その後、「改正障害者基本法」の理念を踏まえて、平成

24 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（以下、「障害

者総合支援法」という。）」が成立しました。また、「改正障害者基本法」に基づき、平成 25

年９月に国の「障害者基本計画（第３次）」が策定されました。 

さらに、平成 23年６月に「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」（以下、「障害者虐待防止法」という。）が成立し、平成 25年６月に「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者差別解消法」という。）」が成立しました。 

これらの法整備を踏まえ平成 26年１月、「障害者権利条約」の批准書を国際連合に寄託し、

平成 26年２月から効力を生ずることとなりました。 

本市では、このような国の大きな流れを踏まえるとともに、本市におけるこれまでの障が

い福祉施策の状況や、障がいのある人やその家族の意向等を把握し、障がいに関わる施策を

総合的に推進するため、「第２期関市障がい者計画」（以下、「本計画」という。）を策定しま

す。 
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（１）基本理念 

全ての国民が、障害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の実現 

（２）基本原則 

①地域社会における共生等 

②差別の禁止 

③国際的協調 

（３）各分野に共通する横断的視点 

①障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

②当事者本位の総合的な支援 

③障害特性等に配慮した支援 

④アクセシビリティ※の向上 

⑤総合的かつ計画的な取組の推進 

 

 

（１）生活支援  障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実 等 

（２）保健・医療  精神障害者の地域移行の推進、難病に関する施策の推進 等 

（３）教育、文化芸術活動・スポーツ等  新たな就学決定の仕組みの構築、文化芸術活動等の振興 等 

（４）雇用・就業、経済的自立の支援  障害者雇用の促進及び就労支援の充実、福祉的就労の底上げ 等 

（５）生活環境  住宅の確保、バリアフリー化の推進、障害者に配慮したまちづくり 等 

（６）情報アクセシビリティ  放送・通信等のアクセシビリティの向上、意思疎通支援の充実 等 

（７）安全・安心  防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護 等 

（８）差別の解消及び権利擁護の推進  障害を理由とする差別の解消の推進、障害者虐待の防止 等 

（９）行政サービス等における配慮  選挙等及び司法手続等における配慮 等 

（10）国際協力  権利条約の早期締結に向けた取組、国際的な情報発信 等 

 

＊下線は新設の施策分野 

  

２ 国の「障害者基本計画（第３次）」のポイント 

 

本計画は、平成 25年９月に策定された「障害者基本計画（第３次）」の考えに基づき策定

します。「障害者基本計画（第３次）」では、「安全・安心」「差別の解消及び権利擁護の推進」

「行政サービス等における配慮」等、新たな分野が創設されています。以下は概要を示して

います。 

■国の「障害者基本計画（第３次）」の概要 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 基本的な考え方 

 

 ２ 分野別施策の基本的方向 

※アクセシビリティ：年齢や障がいの有無に関係なく、だれでも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用

できること 
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３ 計画の性格 

 

本計画は、「障害者基本法」の第 11条第３項に基づき、障がい福祉施策における基本的な

方向性を明らかにすることを目的に策定したものです。 

国の「障害者基本計画（第３次）」や県の「岐阜県障がい者総合支援プラン」との整合性を

図るとともに、市の上位計画である「関市総合計画」「関市地域福祉計画」、関連計画である

「せき高齢者プラン 21」「関市子ども・子育て支援事業計画」「関市地域防災計画」、さらに

障がい福祉サービスの見込み量等を示す「関市障がい福祉計画」等の関連性のある計画との

整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関市総合計画 

関市地域福祉計画 

関市障がい者計画 関市障がい福祉計画 

障害者基本計画
（第３次） 

岐阜県障がい者
総合支援プラン 

障害者基本法（第 11 条第３項） 

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。 

せき高齢者プラン 21 

関市子ども・子育て支援事業計画 

関市地域防災計画 
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４ 計画の期間 

 

本計画の期間は、平成 36年度に「第３期障がい者計画」を「第７期障がい福祉計画」と一

体的に策定することを踏まえ、平成 28年度から平成 35年度までの８年間とします。計画最

終年度である平成 35年度には、本計画の評価・見直しを行います。 

 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 Ｈ36年度 Ｈ37年度 Ｈ38年度 

            

 

 

 
  

５ 計画の対象 

 

本計画の対象となる「障がい者」「障がいのある人」とは、「障害者総合支援法」第４条

第１項に規定される「身体障害者、知的障害者及び精神障害者（発達障害者を含む）並びに

難病患者」であり、そのうち 18歳以上の人となります。 

また「障がい児」「障がいのある子ども」とは、「児童福祉法」第４条第２項に規定する

「身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童（発達障害者支援法 

（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害児を含む。）又は治療方

法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって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（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項の政令で定めるもの

による障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」であり、18歳未満の人と

なります。 

 

 

 

第２期障がい者計画 

 

第４期障がい 

福祉計画 

 

第３期 

障がい者計画 

第７期 

障がい福祉計画 

 

第５期障がい 

福祉計画 

 

第６期障がい 

福祉計画 
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第２章 障がいのある人をとりまく現状 
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１ 人口構造 

 

１ 総人口の推移 

平成22年の本市の総人口は91,418人、高齢化率は22.6％となっています。総人口は平成17

年をピークに減少しており、今後も減少することが予測されています。 

総人口の推移は、平成２年から平成22年にかけて4.9％の増加となっています。 

年齢３区分別人口の推移をみると、15歳未満が減少しているのに対し、65歳以上は一貫し

て増加しており、少子高齢化が進行しています。推計値では平成37年に高齢化率が30％を超

えることが予測されています。 

■年齢３区分別人口及び高齢化率の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■年齢３区分別人口割合の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（～平成 22年） 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 27年～） 

資料：国勢調査（～平成 22年） 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 27年～） 

※グラフや表の数値は、端数処理のため合計の数値が合わない箇所があります。 

※平成 12年は 30人、平成 17年は 46人、平成 22年は 166人の年齢不詳者を合計に含む。 

※平成 12年、平成 17年、平成 22年の割合は、分母から年齢不詳者を除いて算出。 

19.9 17.4 15.5 14.6 14.3 13.5 12.6 11.7 11.1 10.9

67.0 67.2 66.7 65.4 63.1 59.6 57.8 57.0 56.3 55.5

13.1 15.4 17.8 20.0 22.6 26.9 29.7 31.3 32.5 33.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H２年 H７年 H12年 H17年 H22年 H27年 H32年 H37年 H42年 H47年

（％）

65歳以上 15～64歳 15歳未満

推計値

17,367 15,673 14,243 13,525 13,019 12,131 10,980 9,937 9,091 8,533

58,360 60,555 61,400 60,545 57,579 53,390 50,485 48,235 45,932 43,290

11,390 13,919 16,388 18,481 20,654 24,110 25,942 26,515 26,539 26,228

87,117 90,147 92,061 92,597 91,418 89,631 87,407 84,687 81,562 78,051

13.1 15.4 17.8 20.0 22.6 

26.9 29.7 31.3 32.5 33.6 
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H２年 H７年 H12年 H17年 H22年 H27年 H32年 H37年 H42年 H47年

（％）（人）

合計 65歳以上 15～64歳 15歳未満 高齢化率

推計値
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２ 障がいのある人の状況 

 

１ 障害者手帳の交付状況等 

 

（１）障害者手帳別交付状況 

平成26年度末現在、本市の障害者手帳所持者数は5,365人であり、平成22年度から平成26

年度にかけて3.0％の増加となっています。 

障害者手帳別では身体障害者手帳所持者数が2.4％減少しているのに対し、療育手帳（岐阜

県が発行しているもの）所持者数は14.9％、精神障害者保健福祉手帳所持者数は34.1％と大

きく増加しています。 

 

■障害者手帳別所持者数の推移と増減率       （単位：人） 

 
H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

増減率

(H26/H22) 

身体障害者手帳所持者 4,002 3,926 4,006 3,971 3,907 △2.4％ 

療育手帳所持者 824 837 882 904 947 14.9％ 

精神障害者保健福祉 

手帳所持者 
381 472 466 468 511 34.1％ 

合計 5,207 5,235 5,354 5,343 5,365 3.0％ 

資料：福祉政策課（各年度末） 

 

■障害者手帳別所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉政策課（各年度末） 

4,002 3,926 4,006 3,971 3,907

824 837 882 904 947

381 472 466 468 511

5,207 5,235 5,354 5,343 5,365

0

2,000

4,000

6,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

（人）

合計

精神障害者保健福祉手帳所持者

療育手帳所持者

身体障害者手帳所持者



10 

 
（２）身体障害者手帳の交付状況 

平成26年度末現在、本市の身体障害者手帳所持者数は3,907人であり、平成22年度から平成

26年度にかけて2.4％の減少となっています。 

障がいの等級別では、最重度である「１級」が最も多く、平成22年度から平成26年度にか

けて3.6％増加しています。「２級」～「６級」は、平成22年度から平成26年度にかけて減少

しています。 

年齢別では大多数を「18歳以上」が占めています。 

 

■等級別・年齢別身体障害者手帳所持者数の推移と増減率     （単位：人） 

 
H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

増減率

(H26/H22) 

等
級
別 

１級 1,050 1,037 1,084 1,078 1,088 3.6％ 

２級 718 683 679 677 660 △8.1％ 

３級 934 922 963 947 916 △1.9％ 

４級 791 788 792 790 760 △3.9％ 

５級 253 243 236 235 239 △5.5％ 

６級 256 253 252 244 244 △4.7％ 

年
齢
別 

18歳未満 69 66 63 67 64 △7.2％ 

18歳以上 3,933 3,860 3,943 3,904 3,843 △2.3％ 

合計 4,002 3,926 4,006 3,971 3,907 △2.4％ 

資料：福祉政策課（各年度末） 

 

■等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉政策課（各年度末） 

1,050 1,037 1,084 1,078 1,088

718 683 679 677 660

934 922 963 947 916

791 788 792 790 760

253 243 236 235 239

256 253 252 244 244

4,002
3,926 4,006 3,971 3,907

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
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障がい種別では、「肢体不自由」が約６割と多くを占めています。平成 22 年度から平成

26 年度にかけて「聴覚平衡・機能障がい」が 4.1％、「内部障がい」が 0.6％それぞれ増加

しています。 

 

■障がい種別身体障害者手帳所持者数の推移と増減率     （単位：人） 

 
H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

増減率 

(H26/H22) 

視覚障がい 252 244 235 242 225 △10.7％ 

聴覚平衡・機能障がい 315 311 323 320 328 4.1％ 

音声言語・ 

そしゃく機能障がい 
43 43 38 39 40 △7.0％ 

肢体不自由 2,390 2,353 2,373 2,343 2,306 △3.5％ 

内部障がい 1,002 975 1,037 1,027 1,008 0.6％ 

合計 4,002 3,926 4,006 3,971 3,907 △2.4％ 

資料：福祉政策課（各年度末） 

 

■障がい種別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉政策課（各年度末） 
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（３）療育手帳の交付状況 

平成26年度末現在、本市の療育手帳所持者数は947人であり、平成22年度から平成26年度に

かけて14.9％の増加となっています。 

障がいの等級別では、いずれの等級でも平成22年度から平成26年度にかけて増加しており、

特に「Ｂ２判定」は39.5％と大きく増加しています。 

年齢別では、いずれの年齢層でも平成22年度から平成26年度にかけて増加しており、特に

「18歳未満」は23.2％と大きく増加しています。 

 

■等級別・年齢別療育手帳所持者数の推移と増減率      （単位：人） 

区分 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 
増減率

(H26/H22) 

等
級
別 

Ａ・Ａ１・Ａ２判定 372 372 377 376 378 1.6％ 

Ｂ１判定 247 256 262 277 283 14.6％ 

Ｂ２判定 205 209 243 251 286 39.5％ 

年
齢
別 

18歳未満 224 234 257 253 276 23.2％ 

18歳以上 600 603 625 651 671 11.8％ 

合計 824 837 882 904 947 14.9％ 

資料：福祉政策課（各年度末） 

 

■等級別療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉政策課（各年度末） 
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（４）精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

平成26年度末現在、本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は511人であり、平成22年度か

ら平成26年度にかけて34.1％の増加となっています。 

障がいの等級別では、いずれの等級でも平成22年度から平成26年度にかけて増加しており、

特に「３級」は63.3％と大きく増加しています。 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移と増減率     （単位：人） 

 
H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

増減率

(H26/H22) 

１級 111 135 135 133 147 32.4％ 

２級 240 296 288 294 315 31.3％ 

３級 30 41 43 41 49 63.3％ 

合計 381 472 466 468 511 34.1％ 

資料：福祉政策課（各年度末） 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉政策課（各年度末） 
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（５）自立支援医療（精神通院医療）受給者の状況 

平成26年度末現在、本市の自立支援医療（精神通院医療）受給者数は695人であり、平成22

年度から平成26年度にかけて12.6％の増加となっています。精神障害者保健福祉手帳を所持

していない人でも、精神的な疾患を持つ人が多くなっています。 

 

■自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：関保健所（各年度末） 
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２ 難病患者等の状況 

平成26年度末現在、本市の難病患者のうち特定疾患患者数は625人、小児慢性特定疾患患者

数は61人となっています。 

 

■特定疾患及び小児慢性特定疾患患者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：関保健所（各年度末） 

難病患者への医療費助成 

原因不明で治療方法が未確立である疾病を難病といいます。治療が極めて困難で経過が慢

性であるため、介護者への経済的・精神的負担が大きく、良質かつ適切な治療が公的負担に

より必要となる等の疾患（特定疾患、指定難病）については医療費が助成されています。 

難病医療費助成制度の対象疾病（指定難病）は拡大しており、平成 27年 7月現在では 306

疾病が指定難病となっています。 

また、「障害者総合支援法」では難病患者が障がいのある人の範囲に加えられ、障がい福祉

サービスの対象となっています。平成 27 年７月現在では、対象となる疾病は 332疾病とな

っています。 

18 歳未満の子どもの慢性疾患のうち、小児がんなどの特定の疾患は治療期間が長く、医

療費負担が高額となるため、医療費の自己負担分が補助されています。小児慢性特定疾患の

対象となる疾病も、平成 27 年より拡大しています。 
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３ 障がいのある子どもの就学等の状況 
 

 

１ 就学前の障がい児の状況 

平成26年度末現在、本市の10か所の公立保育所のうち８か所、９か所の私立保育所のうち

５か所で障がい児保育が実施されており、在籍障がい児数は48人となっています。加配保育

士は、平成24年度から平成26年度にかけてやや増加しています。 

 

■保育所在籍児数・在籍障がい児数・加配保育士数の推移           （単位：人） 

 H24年度 H25年度 H26年度 

在籍児数 2,252 2,253 2,185 

在籍障がい児数 37 49 48 

加配保育士数 31 37 36 

資料：子ども家庭課（各年度末） 

 

 

２ 特別支援学級、特別支援学校の状況 

平成27年５月１日現在、本市の公立小学校19校のうち15校で32学級の特別支援学級が設置

されており、在籍児童数は116人となっています。中学校については、公立中学校11校のうち

10校で19学級の特別支援学級が設置されており、在籍生徒数は66人となっています。 

市内には、関特別支援学校、中濃特別支援学校があり、それぞれ80人、279人が通っていま

す。そのうち本市在住の児童・生徒数は18人、103人となっています。また、市外にある岐阜

希望が丘特別支援学校に２人、長良特別支援学校に３人、岐阜本巣特別支援学校に１人、本

市から通っています。なお、市内に盲・ろう学校がないため近隣の岐阜聾学校に２人が通っ

ています。 

 

■特別支援学級の設置校数、学級数、児童・生徒数の推移 

 
 H25年度 H26年度 H27年度 

公立小学校 

設置校数（校） 15 19 15 

学級数（学級） 28 30 32 

児童数（人） 119 95 116 

公立中学校 

設置校数（校） 8 11 10 

学級数（学級） 20 21 19 

生徒数（人） 68 77 66 

 資料：教育委員会（学校基本調査）（各年度５月１日） 
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■特別支援学校の児童・生徒数の推移                       （単位：人） 

学校名 H25年度 H26年度 H27年度 

関特別支援学校 95(14) 87(15) 80(18) 

 

小学部 23(7) 24(6) 23(6) 

中学部 30(4) 28(6) 19(5) 

高等部 42(3) 35(3) 38(7) 

中濃特別支援学校 252(99) 263(95) 279(103) 

 

小学部 66(26) 66(21) 73(22) 

中学部 61(14) 65(18) 66(20) 

高等部 125(59) 132(56) 140(61) 

資料：教育委員会、各特別支援学校（各年度５月１日） 

※（ ）内の数字は関市在住者数 
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４ 障がいのある人の雇用・就業の状況 

 

１ 障がいのある人の雇用の状況 

平成26年度末現在、本市における障がいのある人の就職件数（福祉的就労、一般就労）は

101人であり、障がい種別では「身体障がい者」が33人、「知的障がい者」が24人、「精神障

がい者」が38人、「その他障がい者」が６人となっています。 

 

■障がい種別就職件数（ハローワーク関）      （単位：人） 

 

Ｈ25年度 Ｈ26年度 

Ａ型※１ 一般※２ 合計 Ａ型 一般 合計 

身体障がい者 5 34 39 10 23 33 

知的障がい者 10 24 34 7 17 24 

精神障がい者 10 16 26 18 20 38 

その他障がい者 0 1 1 0 6 6 

合計 25 75 100 35 66 101 

資料：ハローワーク関（各年度末） 

 

 

 

 

 

※１ Ａ型：就労継続支援Ａ型への就職（福祉的就労） 

※２ 一般：一般企業への就職（一般就労） 
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５ その他の障がいのある人に関わる状況 

 
 
１ 障がい福祉サービス提供事業所の状況 

平成27年７月現在、本市における障がい福祉サービス提供事業所は以下の通りとなってい

ます。 

 

■障がい福祉サービス提供事業所数       （単位：か所） 

サービスの種類 提供事業所数 

居宅介護 5（障がい児含む 4） 

重度訪問介護 5（障がい児含む 2） 

同行援護 3（障がい児含む 1） 

行動援護 1（障がい児含む 1） 

生活介護 18 

就労継続支援Ａ型 4 

就労継続支援Ｂ型 4 

短期入所 
6（障がい児のみ 1） 

（障がい児含む 1） 

施設入所支援 5 

相談支援 
7（障がい児のみ 2） 

（障がい児含む 2） 

児童発達支援 4 

放課後等デイサービス 6 

保育所等訪問支援 3 

障害児入所 1 

地域活動支援センター 2 

日中一時 10（障がい児含む 5） 

移動支援 
5（障がい児のみ 1） 

（障がい児含む 2） 

資料：福祉政策課（平成 27年７月現在） 

※一つの事業所で複数のサービスを提供している場合は、どちらのサービスでもカウントしています。 

 

 

 

 

 



20 

  
２ 人的資源の状況 

 

（１）各種相談事業の状況 

障がいのある人及びその家族の日常生活における悩みや福祉サービスの利用に関する相談

事業を、各種相談員を配置し実施しています。本市における相談事業の実施状況は、以下の

通りです。 

 

■相談員の配置状況         （単位：人） 

職種 人員 

民生委員・児童委員 199 

身体障がい者相談員 25 

知的障がい者相談員 9 

療育相談員 3 

資料：福祉政策課（平成 27年４月現在） 

■各種相談事業の状況 

相談の種類 開催の状況 

療育相談 随時関市中央親子教室・関市西親子教室で開催 

心身障がい者（児）総合相談 
毎月第３日曜日「わかくさ・プラザ」総合福祉会館で

開催（10月・３月除く） 

資料：福祉政策課（平成 27年４月現在） 

 

（２）障がいのある人に関係する団体の状況 

平成27年９月末現在、本市のボランティアの活動状況は、129団体がボランティア団体とし

て登録しています。登録者数は、団体、個人登録者を合わせると7,266人になり、平成24年か

ら平成27年にかけて増加しています。 

 

■ボランティア団体等の登録状況 

区分 H24年 H25年 H26年 H27年 

団体数（団体） 125 129 122 129 

団体ボランティア（人） 5,993 6,042 6,584 6,729 

個人ボランティア（人） 504 509 432 537 

合計人数 6,497 6,551 7,016 7,266 

資料：社会福祉協議会（平成27年９月末） 
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３ 障がいのある人の利用に配慮した生活環境の状況 

 

（１）バリアフリーの整備状況 

平成 27年４月現在、市内の公共施設（庁舎、支所１か所、地域事務所５か所）において、

視覚障がい者誘導ブロック、障がい者専用駐車場、車いす用トイレ等が整備されています。 

■庁舎、支所、地域事務所のバリアフリーの整備状況     （単位：か所） 

建築物等の種類 か所数 

視覚障がい者誘導ブロックの敷設 5 

障がい者専用駐車場の設置 6 

車いす用トイレの設置 5 

スロープの設置 7 

エレベーターの設置 2 

資料：総務管財課（平成 27年４月現在） 

 

（２）情報提供の状況 

本市では、広報紙の点字版や音声版を作成し、配布しています。 

■情報提供等の状況 

名称 回数等 内容等 

広報紙(点字版) 月１回 

・視覚障がい者世帯への配布 

・ボランティア団体による発行・配布 

・「消防だより」（年２回）、「社協だより」

（年５回）も同様に発行・配布 

広報紙（音声版） 月１回 
・広報紙及び広報紙の添付物の文字を音訳 

・ボランティア団体による発行・配布 

資料：福祉政策課（平成 27年４月現在） 

 

（３）その他の取り組み 

本市では、以下のような障がいのある人が関わるイベントを開催しています。 

■イベント等の実施状況 

名称 開催時期 内容等 

障がい者スポーツ教室 毎年９月 軽スポーツのルール説明及び体験の実施 

健康福祉フェスティバル 毎年 10月 バザーやアトラクションの実施 

障がい者ふれあい作品展 毎年 12月 障がいのある人の作品の展示 

身体障がい者ボウリング大会 毎年 12月 身体障がい者ボウリング大会の実施 

資料：福祉政策課（平成 27年４月現在） 
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６ アンケート調査結果 

 

１ アンケート調査の概要 

本計画の策定にあたり、市民の障がいに対する意識や障がいのある人の状況・意向を把握

し、計画策定の基礎資料とするため、障がい福祉に関するアンケートを実施しました。 

 

■アンケート調査の概要 

対象者 実施時期 実施方法 回収数 

無作為に抽出した 16歳以上の 

市民 2,000人 

（障害者手帳所持者含む） 

平成 27年７月 30日 

～８月 20日 

郵送による 

発送・回収 

744件 

有効回収率：36.6％ 

（有効回収数 732件） 

 

２ アンケート調査結果のまとめ 

 

（１）市民全体への設問 

区分 意見 

障がいのある人
に対する 

理解について 

○障がいのある人の福祉に関心があるかは、『関心がある』（「非常に関心が

ある」＋「ある程度関心がある」）が 73.1％、『関心がない』（「あまり関

心がない」＋「まったく関心がない」）が 21.6％となっています。 

○障がいのある人に対する支援について、「支援をしたいが、自分のことが

精一杯でその余裕がない」が 36.7％と最も高く、次いで「できる範囲で

支援したい」が 32.7％、「支援をしたいが、何をすればいいのかわから

ない」が 19.0％となっています。 

○グループホーム（共同生活援助）を地域に設置することについて、「賛成

すると思う」が 38.9％と最も高く、次いで「施設の種類、対象者により

判断すると思う」が 27.9％となっています。「反対すると思う」は 1.0％

となっています。 

○障がいのある人への理解を深めるために必要なことは、「小中学校におけ

る障がいのある人に関する教育や交流事業」が 53.7％と最も高く、次い

で「福祉施設の地域への開放や地域住民との交流」が 30.1％、「マスメ

ディアを活用した広報・啓発活動の充実」が 29.4％となっています。 
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区分 意見 

障がいのある人
への支援・ 
ボランティア 
活動について 

○本市におけるボランティア活動の認知度は、『知っている』（「知っていて、

参加している（したことがある）」＋「知っていて、参加方法を知ってい

る」＋「知っているが、参加方法は知らない」）が 31.6％となっています。

一方で、「知らない」は 62.7％となっています。 

○ボランティア活動への興味は、『興味がある』（「興味があり、実際に活動

している」＋「興味があり、これまでに活動したことがある」＋「興味が

あり、機会があれば活動してみたい」＋「興味はあるが、活動内容による」）

が 50.4％となっています。『活動している・したことがある』（「興味が

あり、実際に活動している」＋「興味があり、これまでに活動したこと

がある」）は 5.9％となっています。 

○今後、参加意向のあるボランティア活動は、「災害時の援助」が 32.0％

と最も高く、次いで「スポーツ、イベントなどの手伝いや手助け」が

23.8％、「話し相手」が 20.4％となっています。 

障がいのある人
の就労・教育 
について 

○障がいのある人が働くために必要な条件は、「障がいの程度にあった仕事

であること」が 59.8％と最も高く、次いで「障がいのある人に対する周

囲の理解があること」が 51.8％、「障がいのある人に配慮した設備が整っ

ていること」が 38.4％となっています。 

○障がいのある児童・生徒の教育に必要なことは、「児童・生徒の個々のニ

ーズに応じた学習指導の充実」が 61.2％と最も高く、次いで「障がいの

ある児童・生徒の保護者に対する精神的な支援」が 47.3％、「教育・保

健・医療・福祉などの関係機関の連携」が 39.8％となっています。 

災害時の 
障がいのある人
への対応に 
ついて 

○災害時に障がいのある人への支援ができるかは、「できる」が 48.4％、「で

きない」が 6.1％となっています。 

○災害時にできる支援は、「避難地や避難所への誘導」が 84.2％と最も高

く、次いで「声かけ・安否確認」が 73.7％、「緊急時の適切な情報提供」

が 30.8％となっています。 

○災害時に備え、障がいのある人などの避難に対し地域で取り組むべきこ

とは、「地域・近所での日頃からの協力体制づくり」が 63.8％と最も高

く、次いで「災害時の情報伝達方法の確立」が 31.4％、「避難誘導体制

の確立」が 26.4％となっています。 

障がいのある人
を取り巻く環境
について 

○障がいのある人が住みよいまちづくりに必要なことは、「障がいのある人

が働ける場所（一般企業、通所施設）や就労支援を拡大する」が 40.6％

と最も高く、次いで「障がいのある人が在宅での生活がしやすいよう、

保健・医療・福祉のサービスを充実する」が 39.8％、「障がいのある人

のためのリハビリ・生活訓練・職業訓練などの通所施設を整備する」が

26.4％となっています。 
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（２）障がいのある人への設問 

意見 

○障がいを理由とした差別や疎外感は、「日常生活（住んでいる地域や自治会など）で感じた」

「雇用（会社など）で感じた」がそれぞれ 15.9％、「教育（学校・幼稚園・保育園など）で

感じた」「行政機関（市役所や県庁、ハローワークなど）で感じた」がそれぞれ 11.1％とな

っています。「感じたことはない」は 27.0％となっています。 

○外出時に不便を感じることは、「車いす使用者用駐車区画に、駐車する必要がない人が駐車し

ている」が 22.2％、「人の視線が気になる」「困っている人を見かけても、見て見ぬふりをし

ている」がそれぞれ 17.5％となっています。 

○大災害があった時にしてほしい支援は、「災害情報を早く知らせてほしい」が 41.3％と最も

高く、次いで「避難場所までの避難の支援をしてほしい」「障がいのある人に対応した避難

所を整備してほしい」「経験がないのでわからない」がそれぞれ 28.6％、「安否確認のため

見回り・声かけをしてほしい」が 25.4％となっています。 

○障がいのある人が今後希望する暮らしは、「家族と一緒に暮らしたい」が 63.5％と最も高く、

次いで「結婚して配偶者（夫または妻）と暮らしたい」「福祉施設（障がい者施設、高齢者

施設など）で暮らしたい」がそれぞれ 7.9％となっています。 
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７ ヒアリング調査結果 

 

１ ヒアリング調査の概要 

本計画の策定にあたり、市内の障がい福祉サービス提供事業所や障がいに関わる当事者団

体（以下、「当事者団体」という。）の実態と今後の方向性を把握し、計画策定の基礎資料

とするため、ヒアリング調査を実施しました。 

■ヒアリング調査の概要 

対象者 実施時期 実施方法 回収数 

市内の障がい福祉サービス 

提供事業所 13事業所 
平成 27年８月３日 

～８月 17日 
郵送による発送・回収 

13事業所 

市内の障がいに関わる 

当事者団体 11団体 
11団体 

 

２ ヒアリング調査結果のまとめ 

 

区分 意見 

障がいへの理解
や交流について 

○イベントやスポーツ等を通じて障がいのある人同士の交流が行われてい

ますが、他の市民との交流機会は不足している、という意見があげられ

ました。子どものうちからの障がいに関する教育や事業所へのボランテ

ィア等の受け入れにより、障がいのある人との交流を進めることが求め

られています。 

○地域で障がいに対する理解を促進するため、自治会等との交流の場の設

置や、障がいに関する講演会の開催が求められています。一方で、講演

会等はもともと理解がある人が参加するため、より広く市民に周知を促

す必要がある、という意見があげられました。 

事業所や当事者
団体の人材 
について 

○事業運営の課題について、「従事者の確保が難しい」という意見が９割

のあげられました。 

○５割以上の当事者団体で５年前よりメンバーが減少しており、新規メン

バーの加入が少ないことや、役員のなり手がいないことが課題としてあ

げられました。 

○サービスの利用が浸透した一方で、当事者団体に入る必要性を感じない

人が増えたことがメンバーが減少した要因として考えられる、という意

見があげられました。 
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区分 意見 

他の事業所・ 
当事者団体との
連携について 

○いくつかの事業所や当事者団体で必要に応じた連携や交流が行われてい

ます。 

○サービスの提供にあたって事業所間の協力が不可欠である、地域におけ

る支援体制や地域ネットワークの構築が大切である、という意見があげ

られました。 

○行政や教育機関、図書館との連携や交流を求める事業所や当事者団体が

ありました。 

スポーツ・ 
文化活動 
について 

○「障がい者のつどい事業」や夏休みの観劇が障がいのある人の楽しみに

なっている、という意見があげられました。 

○障がいのある人とない人がイベントを通じて知りあい、交流できるとよ

い、という意見があげられました。 

○スポーツやイベント等の参加を促進するため、県などが実施する障がい

のある人が参加できるスポーツ大会等の情報提供や、実施場所までの移

動手段の整備が求められています。 

保育・教育 
について 

○18歳を境に「障がい児」から「障がい者」となり、適用される法や制度

が切り替わることで、サービスや支援にギャップが生じ、不安や戸惑い

を感じる人がいることから、切れ目のない支援が求められています。 

○学校教育で、障がいのある人への理解を深める授業や講演会を開催して

ほしいという意見があげられました。特に知的障がい、発達障がいにつ

いて理解促進が求められています。 

○進路決定について、特別支援学校だけでなく、市や岐阜県子ども相談セ

ンターなどとの連携が求められています。 

相談・情報提供に
ついて 

○当事者団体の会員が担い手となって、市役所で相談会を実施しています

が、利用者が少ないため、他の相談方法の検討や広報・周知により利用

につなげる必要がある、という意見があげられました。また、相談に来

ない人や、行政、事業所で把握できていない人ほど本当に支援を必要と

している人がいるという意見や、相談員と民生委員・児童委員との情報

共有を求める意見があるため、地域における発見機能の強化と、適切な

支援につなぐ仕組みづくりが求められています。 

○事業所では、計画相談の件数の増加により、対応が難しくなっていると

ころがあります。 

○当事者団体や個人、行政等が顔を合わせて情報提供、情報交換できる場

があればよいという意見があげられました。 
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区分 意見 

保健・医療 
について 

○医療機関同士や、医療サービスと福祉サービスの連携が求められていま

す。 

○障がいが重度であるほど病院に行くことが困難であるため、障がい特性

への理解が深い医師や専門の医師を確保していく必要がある、という意

見があげられました。また、病院に行くまではガイドヘルパーの付き添

いがありますが、病院内では付き添いがないため、移動の介助や診察に

かかるコミュニケーション支援を行う人材の確保が求められています。 

生活環境の 
整備・活動場所 
について 

○公園やスポーツ施設などのバリアフリー化を進めることが求められてい

ます。 

○障がいのある人が休日に活動できる場所がないため、整備を求める意見

があげられました。 

○視覚障がいのある人への点字以外での情報提供や、手話通訳の派遣範囲

の拡大等、コミュニケーション支援の充実が求められています。 

○外出する際に介助にあたるヘルパーが不足しており、顔見知りの人を選

ぶことができないため、コミュニケーションが取りづらい、という意見

があげられました。 

移動について 

○市内で不足しているサービスとして、移動支援をあげている事業所や当

事者団体が多くありました。 

○公共交通機関が少なく利用しづらいため、市内の交通手段の拡充や、移

動支援の利用の円滑化を求める声があげられました。 

○車いすを利用している人が使いやすい移送サービスが不足しています

が、設備や人件費等の関係で担い手がいない状況となっています。 

○古い道路は舗装されていないところが多く、移動しにくいという意見が

あったため、バリアフリーを推進していく必要があります。 

住居について 

○グループホームや入所施設の整備が求められていますが、整備が追いつ

いていないという意見や、いざ整備しようとすると地域の反対がある、

という意見があげられました。 

○軽度の障がいのある人が気軽に借りられる住居の確保を求める声があり

ました。 

○住宅に関する情報提供や、住居整備時の地域の理解促進に対する支援が

求められています。 
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区分 意見 

災害時の支援 
体制について 

○８割以上の事業所で防災訓練などの災害時対策に向けた取り組みや、災

害時の情報伝達方法の整備が行われています。一方で、避難所の把握や

利用者への周知をしている事業所は約６割、避難の際の関係団体との連

携体制が整っている事業所は約３割となっています。 

○避難所について、既存施設の障がい者向け避難所としての活用や、障が

い種別の福祉避難所の設置、パーテーション等での仕切りなどによる避

難所の環境整備が求められている一方、自宅以外の避難所生活はできな

いという意見もあげられました。 

○災害時の体制整備にあたって、個人情報等の扱い方を含め、行政や自治

会との連携が必要となっています。 

○ふだんから防災意識が高い地域では、市民の助け合いにより災害時でも

大きな問題なく生活できた、という事例があげられました。 

権利擁護 
について 

○虐待防止のため、事業所だけでなく家庭や職場に対しての積極的な啓発

が求められています。 

○支援が必要な人の発見にあたって、相談業務との密接な連携が必要であ

る、という意見があげられました。 

○委員会の設置やマニュアルの浸透、巡回の強化等、虐待防止のための体

制化が求められています。 

雇用・就労 
について 

○市内企業における障がいに対する理解促進が求められています。 

○精神障がいのある人の就労先の確保が課題となっています。 

○障がいのある高齢者の就労先を含めた日中活動の場が求められていま

す。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 計画の基本理念 

 

本市では「関市障がい者計画及び障がい福祉計画」において、ノーマライゼーション※と

リハビリテーションを基本理念とし、障がい福祉施策を推進してきました。その間国ではさ

まざまな法律の整備や制度改正が行われ、障がいのある人を取り巻く環境は大きく変化して

います。障がいの有無に関わらず人格や個性が尊重され、自らの能力を地域社会で発揮しな

がら、いきいきと暮らしていける社会の実現に向けた動きが進んでいます。 

本市が平成 25年に策定した「関市第４次総合計画 後期基本計画」では「日本一しあわせ

なまち・関市」の実現を目指すこととしています。また、平成 27年に策定した「第３期関市

地域福祉計画」では「だれもが認めあい、交わりあうまち（共生）」「だれもが関わりあい、

学びあうまち（主体性）」「だれもが気づかい、支えあうまち（協働）」を基本理念として掲げ

ています。 

本計画では、国の動きや本市の状況、方向性を踏まえ、障がいのある人もない人も主体性

を持ち、互いに協働することによって地域で共生できるよう、本計画の基本理念を「障がい

の有無に関わらず 支えあってしあわせを実現できるまち せきし」とし、障がい福祉施策

を推進します。 

 

    
主体性 

 

   
共生 

 

   
協働 

 

※ノーマライゼーション：高齢者も子どもも、障がいのある人もそうでない人も、すべての人が同程度のふ

つうの生活を送れる社会をふつうとする考えのこと。 
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２ 計画の基本的な視点 

 

１ 障がいのある人の意見と自己決定の尊重 

障がい福祉施策を障がいのある人にとって真に意味のあるものとするため、施策の決定や

推進にあたっては、障がいのある人を自らの意思により社会参加する主体とし、意見を広く

把握します。また、障がいのある人が意思表現や自己決定を円滑に行えるよう、コミュニケ

ーションに対する支援や相談支援を行い、障がいのある人が活動しやすい環境を整えます。 

 

２ 障がい特性に応じた支援 

制度改正により、「障がいのある人（障がい者）」の範囲は拡大され、制度の谷間は埋めら

れつつあります。しかし、個々のニーズは多様であり、障がいのある人が地域で安心して暮

らしていくには、それぞれの障がいや年齢、性別、健康状態などを踏まえた適切な支援が必

要です。障がいや個々のニーズにきめ細かく対応できるよう、障がい特性に応じた必要な支

援を把握し、サービス提供にあたります。 

また、知的障がいや精神障がい、難病、発達障がい、内部障がい等、外見からはわかりに

くい障がいや広く知られていない障がいに対しては、市民の理解を促進し、適切な支援や差

別の解消につなげます。 

 

３ 地域における社会参加の支援 

障がいのある人が住み慣れた場所で安心して生活するためには、行政だけでなく地域に暮

らす市民の理解や協力が不可欠です。障がいについての適切な知識と理解を深められるよう、

学校や地域における福祉教育やイベント等を通じて、啓発を行います。また、障がいのある

人が社会参加できるような機会を設ける等、交流の機会をつくります。 

さらに、障がいのある人の地域における自立した生活や生きがいづくり、社会参加を支援

するため、個々の能力や適性に応じて就労できる環境づくりに努めます。 

 

４ ライフステージに応じた包括的な支援 

障がいのある人が乳幼児期から高齢期まで、生涯を通じて安心して暮らせるようライフス

テージにあった支援を実施します。そのために、保健・医療・福祉・介護・教育・就労等、

障がいのある人の支援に関わるさまざまな分野が垣根を越えて連携し、障がいのある人が切

れ目なく支援を受けられる体制を構築します。 
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３ 計画の基本方針 

 

１ 地域共生の促進 

 障がいの有無に関わらず、だれもが共生できる社会を実現するため、障がいに対する理解

や交流の促進、ボランティア活動の充実を図ります。また、障がいのある人が生きがいを持

って暮らせるようなスポーツや文化活動の機会を提供します。 

 

２ 療育・教育の推進 

 健康診査等を通じて、障がいのある子どもを早期に発見し、支援や療育へとつなげます。

また、障がいのある子どもの個性や能力に合わせた教育体制の整備を図るとともに、障がい

のある子どもとない子どもがともに成長できるよう、交流事業を推進します。 

 

３ 福祉サービスの充実 

 障がいのある人の自宅での生活や日中活動、外出を支援するため、相談支援を通じて一人

ひとりの障がい特性やニーズを把握し、必要なサービスを提供します。また、経済的な助成

により障がいのある人やその家族の生活を支援します。 

 

４ 保健・医療の充実 

 障がいの要因となる疾病を未然に防ぐとともに、重度化に歯止めをかけるため、健康診査

や健康教育等を実施します。また、障がいのある人が地域で安心して医療を受けられる体制

を整備します。 

 

５ 生活環境の整備 

 障がいのある人の地域活動を促進するため、道路や施設等のバリアフリー化や移動に関す

る支援、意思伝達に関する支援を推進します。また、地域で安心して暮らしていくために災

害や犯罪への対策や権利擁護施策を推進します。 

 

６ 雇用促進と就労支援 

 障がいのある人の社会参加や自立を促進するため、障がい特性に応じた雇用環境の充実を

図ります。また、市内企業の障がいに対する理解促進を図ります。 
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４ 施策体系 

●● 基本方針 ●●      ●● 施策 ●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域共生の促進 

１－１ 啓発・広報活動の推進 

１－２ 地域、家庭、学校の福祉教育の推進 

１－３ 交流・ふれあいの場の充実 

１－４ スポーツ、文化活動等の社会参加の振興 

２ 療育・教育の推進 

２－１ 障がいの早期発見と療育支援の推進 

２－２ 障がいの多様化に対応した教育の推進 

３ 福祉サービスの充実 

３－１ 在宅生活の支援 

３－２ 相談機能の強化と情報提供の充実 

３－３ 生活安定のための経済的支援の充実 

４ 保健・医療の充実 

４－１ 保健サービスの充実 

４－２ 医療体制の充実 

５ 生活環境の整備 

５－１ 福祉のまちづくりの推進 

５－２ 移動支援の充実 

５－３ 住環境の整備 

５－４ 防災・防犯対策の推進 

５－５ コミュニケーション支援 

５－６ 権利擁護の強化 

６ 雇用促進と就労支援 ６－１ 就労の促進・支援 
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第４章 施策の方向 
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１ 地域共生の促進 

１－１ 啓発・広報活動の推進 

現状・課題 

 平成 23年７月に成立した「改正障害者基本法」では、障がいのある人の「地域社会での共

生等」や「差別の禁止」についての内容が盛り込まれています。そのため、市民が障がいに

ついて正しく理解し、互いに尊重できるまちづくりを進めていくことが重要となります。 

 平成 27年度に実施した障がい福祉に関するアンケート調査（以下、「アンケート」という。）

によると、約７割の人が障がいのある人の福祉について『関心がある』と回答しています。

一方で、障がいのある人は、「日常生活」「雇用（会社など）」「教育（学校・幼稚園・保

育園など）」「行政機関（市役所や県庁、ハローワークなど）」など、多くの場面で差別を

感じたことがあると回答しています。 

 また、平成 25年６月に成立し、平成 28年４月より施行予定の「障害者差別解消法」では、

「差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の不提供の禁止」が明示されています。市民が障が

いを正しく理解し、だれもが地域で暮らしやすい環境をつくる必要があります。 

 

 

施策の推進方向 

○ さまざまな媒体を通じて、障がいに対する市民の理解促進を図ります。 

○ 見た目からはわかりにくい障がいや理解が進んでいない障がいなど、さまざまな障がい

についての知識を普及・啓発します。 

○ 「障害者差別解消法」の周知・啓発方法を検討するとともに、広く市民が「合理的配慮」

を実践できるよう働きかけます。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

各種広報媒体を活用

した啓発活動の実施 

○「広報せき」や「社協だより」、広報番組等を活

用し、市民に対する障がいの理解を促進します。

また、広報紙の記載内容について充実を図りま

す。 

秘書広報課 

社会福祉協議会 

障害者週間・障害者

の日の啓発 

○障害者週間に各種行事を開催するとともに、啓発

グッズの配布等を通じて啓発活動を行います。 

秘書広報課 

社会福祉協議会 

障がいの理解を促進

する啓発活動及び講

演会等の実施 

○さまざまな障がいや障がい施策等の理解を促す

ため、広報やホームページを活用した啓発活動を

実施します。 

○心の病について周知・啓発する講演会を開催しま

す。 

福祉政策課 

保健センター 

「合理的配慮」の 

提供体制整備 

○「障害者差別解消法」や国の基本方針等を踏まえ、

「合理的配慮」についての事例収集や研究を進

め、行政機関や企業、教育機関等で「合理的配慮」

を実践できる体制を整備します。 

福祉政策課を

中心に全庁 
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１－２ 地域、家庭、学校の福祉教育の推進 

現状・課題 

 障がいのある人とない人が地域でともに暮らしていくには、障がいへの理解を深めるため

の学校や地域における福祉教育や、障がいのある人とない人との交流機会の拡大が重要です。 

アンケートによると、障がいのある人への理解を深めるために必要なこととして、「小中学

校における障がいのある人に関する教育や交流事業」が最も高くなっています。また、障が

いのある人への支援について、「できる範囲で支援したい」が約３割、「支援をしたいが、何

をすればいいのかわからない」が約２割となっています。また、ボランティア活動について

は、『知っている』が約３割、「知らない」が約６割となっており、ボランティア活動への興

味については、『興味がある』と回答した人が約半数となっています。 

 平成 27 年度に実施した障がい福祉サービス提供事業所や当事者団体に対するヒアリング

調査（以下、「ヒアリング」という。）によると、子どものうちから早期に障がいへの理解

促進を進めていくことが大切だという意見があげられました。 

学校や地域における福祉教育を通じて、広く市民に対して障がいの理解促進を図るととも

に、障がいのある人との交流や支援に関心がある市民に対しては、ボランティア活動の参加

等へとつなげていくことが大切です。 

 

 

施策の推進方向 

○ 地域との連携や多様な手段を通じて、市内の学校における福祉教育内容の充実を図りま

す。 

○ さまざまな機会を通じて、地域・家庭への福祉教育を推進します。 

○ ボランティア活動の周知や支援体制の強化により、ボランティア活動の活性化を図りま

す。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

学校における 

福祉教育の推進 

○市内すべての小中学校、高等学校、特別支援学校

を福祉教育推進校に指定し、地域と連携した福祉

教育を展開するとともに、各教科や総合的な学習

の時間等での福祉教育を行います。 

○福祉教育推進校における教育内容を「福祉教育連

絡会」で報告、共有します。 

学校教育課 

社会福祉協議会 

地域・家庭における 

福祉教育の実施 

○団体や企業が地域と共同実施する福祉教育活動

を支援します。 

○障がいのある人を講師とした講座の開催や、公民

館等で実施する文化事業を通じて福祉教育を推

進します。 

○イベント等での障がいのある人の疑似体験等を

通じて、障がいのある人への理解を深めます。 

学校教育課 

社会福祉協議会 

若年者ボランティア

の参加促進 

○児童・生徒がボランティア活動に関心が持てるよ

う、ボランティア学習を推進します。 

○福祉教育やボランティア活動の成果を授業やイ

ベント等で発表する機会を設け、ボランティア活

動への継続的な参加へとつなげます。 

学校教育課 

社会福祉協議会 

ボランティア 

センターの充実 

○ボランティアセンターや市民活動センターの登

録団体への活動支援や相談を行うとともに、支援

する職員の資質向上を図る研修を実施します。 

○ボランティアセンターと市民活動センターが役

割や機能を分担するとともに、それぞれの連携を

強化します。 

○インターネットでの登録体制の整備等、ボランテ

ィア登録制度の見直しを行うとともに、パンフレ

ットの作成・配布などにより、ボランティア活動

者や団体の拡充を図ります。 

市民協働課 

社会福祉協議会 
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事業名 事業内容 担当課 

ボランティア講座の

開催 

○手話、点字、要約筆記、音訳等の専門技術を持つ

ボランティアを養成するため、ボランティア講座

の開催及び県の講座等への参加を促進します。 

○ゲートキーパー養成講座を実施し、心の健康に関

するボランティアの育成を支援します。 

○ボランティア講座修了後にボランティアグルー

プへの参加を促し、継続的なボランティアとして

の活躍を支援します。 

○市内の企業において福祉やボランティアに関す

る学習を実施する際に、講師の紹介等を行いま

す。 

社会福祉協議会 

保健センター 
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１－３ 交流・ふれあいの場の充実 

現状・課題 

本市では、障がいのある人同士の交流の場として、「障がい者のつどい事業」や「障がい

者サロン」を実施しています。また、障がい種別や目的に応じたさまざまな当事者団体が活

動しており、定期的な集まりやスポーツ、旅行、イベント等を通じて交流が図られています。 

ヒアリングによると、当事者団体の会員数は減少傾向にあり、役員のなり手がいないこと

が課題となっています。また、イベント等を通じた地域との交流が求められています。 

 障がいのある人とふれあうことは、障がい特性や障がいのある人の考えや必要な支援を知

ることにつながり、障がいを正しく理解するうえでとても重要です。障がいのある人同士が

交流できる機会を維持・拡充するとともに、市民を巻き込んだ交流の促進が必要となってい

ます。 

 

 

施策の推進方向 

○ 当事者団体の活動を支援するとともに、当事者団体同士の情報交換や交流を促進します。 

○ 障がいの有無に関わらず、市民が交流できる機会を充実します。 

 

 

 

 

■当事者団体の活動       
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主な事業  

事業名 事業内容 担当課 

当事者団体への 

活動支援 

○当事者団体の活動を支援し、障がいのある人が地

域で暮らしやすい環境を整えます。 

○当事者団体同士が交流できる機会を設け、情報交

換や連携を促進します。 

福祉政策課 

社会福祉協議会 

障がい者同士の交流

の促進 

○障がいのある人が集える場として、「障がい者の

つどい事業」や「障がい者サロン」を実施します。 

福祉政策課 

社会福祉協議会 

イベントを通じた 

交流の促進 

○健康福祉フェスティバルやスポーツイベント、文

化活動等を通じて、障がいの有無に関わらない交

流を推進します。 

○障がいのある人がイベント等に気軽に参加でき

るよう、移動支援やコミュニケーション支援等の

「合理的配慮」を行います。 

○県や広域で行われるイベントも含め、情報提供体

制を強化します。 

福祉政策課 

 

 

 

 

■健康福祉フェスティバル 
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１－４ スポーツ、文化活動等の社会参加の振興 

現状・課題 

 障がいのある人がスポーツや文化活動等に参加することは、健康づくりや生きがいづくり

につながります。 

 本市では、障がいのある人が参加できるカローリング教室や身体障がい者ボウリング大会

の実施等、スポーツ参加の機会を提供しています。また、障がいのある人の作品を披露する

場として、「ふれあい作品展」を実施しています。 

ヒアリングによると、スポーツや文化活動等について、県などが実施するスポーツ大会等

の情報提供や、イベントや教室の開催場所までの移動支援が求められています。 

 障がいのある人が積極的にスポーツや文化活動等に参加できるような機会を充実するとと

もに、参加しやすい体制の整備が求められています。 

 

 

施策の推進方向  

○ 障がいのある人が参加できるスポーツや文化活動、生涯学習等の実施やイベント等の

開催を支援するとともに、参加のための移動支援やコミュニケーション支援を充実し

ます。 

○ 障がいのある人の作品を展示するイベント等を引き続き実施するとともに、さまざまな

人と交流しながら作品を制作できる場の提供についても検討します。 

 

 

 

■ボウリング大会 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

障がい者の学習機会

の拡充 

○障がいのある人が生涯学習講座等に参加する際

に介助ボランティアを派遣等し、学習機会の拡充

を図ります。 

○障がいのある人が参加しやすいよう、講座等の内

容を充実します。 

生涯学習課 

社会福祉協議会 

日常的なスポーツの 

機会の充実 

○障がいのある人の生きがいづくりにつながるよ

う、軽スポーツやボウリング教室の開催及び軽ス

ポーツ用具の貸し出しを行います。 

福祉政策課 

スポーツ推進課 

芸術文化活動発表の

場の提供 

○障がいのある人が能力を発揮する場として、「ふ

れあい作品展」や「ＳＥＫＩいきいきフェスタ」、

各地区の文化祭等で、絵画や書道等の作品を募集

し、展示します。 

○障がいの有無に関わらず、だれもが作品等の制作

ができる場の設置を検討します。 

生涯学習課 

福祉政策課 

文化課 

 

 

■ふれあい作品展の出展作品① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ふれあい作品展の出展作品② 
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２ 療育・教育の推進 

２－１ 障がいの早期発見と療育支援の推進 

現状・課題 

 障がいのある子どもの発達を支援するには、障がいを早期に発見し、適切な支援につなげ

ていくことが大切です。 

 本市では、妊婦健康診査や乳幼児健康診査、家庭訪問等を通じて障がいのある子どもの早

期発見・早期療育を図るとともに、市内３か所に設置された児童発達支援事業施設で障がい

のある子どもや保護者へのさまざまな支援を行っています。 

 障がいのある子どもと保護者が地域で安心して暮らすことができるよう、関係機関が連携

し切れ目のない支援を行う必要があります。 

 

 

施策の推進方向 

○ 各種健康診査や家庭訪問、相談機会の提供により、障がいの早期発見・早期療育を図り

ます。 

○ 乳幼児の保護者の心情に配慮しつつ、気軽に子どもの発達について相談できる体制整備

に取り組みます。 

○ 多様な障がい特性や保護者の悩みに対応できるよう、職員の資質向上等、障がい児保育

の充実を図ります。 

○ 地域の障がいのある子どもを支援する総合的な機関として、児童発達支援事業施設の機

能の充実と、関係機関との連携強化に取り組みます。 

○ 児童福祉法の改正を踏まえ、障がいのある子どもが必要とするサービスを提供します。 

○ 発達障がいに対する理解を促進します。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

妊婦健康診査・ 

乳幼児健康診査の 

実施 

○妊婦と胎児の異常を早期に発見し、適正な保健指

導につなげるため、妊婦健康診査を実施します。 

○子どもの成長に合わせ、定期的な健康診査を実施

し、発達状況の確認を行います。発達の偏りや遅

れがある子どもに対しては、子どもの特性を保護

者に伝え、具体的な関わり方の工夫を指導する

等、早期の療育へとつなげます。 

保健センター 

妊娠期から子育て期

への切れ目のない 

支援体制の実施 

○妊娠期から子育て期のさまざまな困りごとに対

して、ワンストップで相談に対応する、「子育て

世代支援センター（仮称）」を設置し、安心して

子育てできる体制の整備に努めます。 

○医療機関と連携して、未婚や若年、高齢、心身の

健康に不安がある要支援妊婦等を早期に把握し、

支援します。 

保健センター 

子ども家庭課 

家庭訪問事業の充実 

○生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保

健師、助産師が訪問します。 

○要支援妊婦や未熟児、健康診査未受診者等の訪問

を実施し、状況把握に努め、必要な支援を行いま

す。 

保健センター 

子育て相談体制の 

充実 

○妊婦健康診査や乳幼児健康診査、家庭訪問、プレ

ママ教室、療育相談、心身障がい者（児）総合相

談等を通じて子育ての相談に応じ、支援が必要な

子どもの早期発見・早期療育を図ります。 

福祉政策課 

保健センター 

養育支援訪問事業の

実施 

○出産期から保育所入所までの期間、子どもを養育

することに支援が必要な家庭に相談員や保健師

が訪問し、支援の必要な子どもの早期発見、対応

を図ります。 

子ども家庭課 

保健センター 

関係機関との連携 

による総合的な相談

の充実 

○関係機関と連携し、切れ目のない支援や各専門機

関へのつなぎ等、総合的な相談指導の充実を図り

ます。 

福祉政策課 

保育所等訪問支援の

推進 

○障がいのある子どもが保育所等での集団生活に

適応できるよう、療育機関の職員が保育所等を訪

問し、専門的な支援を行います。 

福祉政策課 
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事業名 事業内容 担当課 

障がい児保育の充実 

○保育所における障がいのある子どもの受け入れ

を促進し、障がいの有無に関わらず子どもが育つ

環境づくりを進めます。 

○子どもの発達段階に配慮した、きめ細やかな保育

を行います。 

○民間保育所での受け入れがスムーズに実施でき

るよう、加配保育士配置のための財政的な支援

や、保育士の研修等を実施します。 

子ども家庭課 

人材の育成 

○障がいに関わる専門的知識を持つ職員を確保・育

成し、保育所や児童発達支援事業施設における質

の高いサービス提供とゆとりある療育環境を整

備します。 

○指導員の資質向上のため、研究会等への参加を促

進します。 

福祉政策課 

職員の処遇改善 
○保育士、相談員、指導員が働く環境を整え、処遇

改善を進めます。 
職員課 

児童発達支援の実施 

○市内３か所の児童発達支援事業施設を通所利用

している障がいのある子どもやその家族を支援

します。 

○通所利用していない地域の障がいのある子ども

等の相談支援や、障がいのある子どもに関わる施

設等への助言を行います。 

○保育所等と連携し、定期的に訪問を行うことで通

所が必要な子どもを早期に発見し、療育へとつな

げます。 

福祉政策課 

発達障がいに対する

知識の普及 

○児童発達支援事業施設を通所利用している障が

いのある子どもや、かつて利用していた子どもの

保護者に対して、発達障がいの知識を普及するた

めの学習会を開催します。 

○県等が開催する研修会等の紹介・周知を行いま

す。 

福祉政策課 
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２－２ 障がいの多様化に対応した教育の推進 

現状・課題 

 障がいのある子どもがのびのびと成長していくには、障がいの状況や発達段階に応じたき

め細やかな教育が必要となります。また、障がいのある人もない人も互いを尊重し、だれも

が活躍できる社会を実現するには、子どものうちから障がいに対する理解を深め、交流する

経験が鍵となります。 

アンケートによると、障がいのある児童・生徒の教育に必要なこととして、「児童・生徒の

個々のニーズに応じた学習指導の充実」が最も高くなっています。 

ヒアリングによると、18歳で「障がい児」から「障がい者」へと切り替わり、サービスや

支援の提供方法が変わることで不安が生じる、という意見があげられており、ライフステー

ジに応じた切れ目のない支援が求められています。 

 障がいのある児童・生徒の個性や能力が発揮されるよう、障がい特性やニーズに応じた教

育や支援を受けられる体制整備が求められます。 

 

 

施策の推進方向 

○ 障がいの状況や教育ニーズに応じた教育環境が提供できるよう、適切な就学指導の実施

や、専門性のある職員の配置、バリアフリー化の推進を行うとともに、関係機関との連

携を図り、特別支援教育を充実します。 

○ 可能な限り障がいの有無で分け隔てられることない教育を実施できるよう、インクルー

シブ教育※や特別支援学級・特別支援学校と通常学級との交流を促進します。 

○ 児童福祉法の改正を踏まえ、障がいのある子どもが必要とするサービスを提供します。 

※インクルーシブ教育：障がいのある子どもが能力を発揮し、自由な社会参加を可能とすることを目的とし

て、障がいのある子どもとない子どもがともに学ぶ仕組み。障がいのある子どもが

一般的な教育制度から排除されないこと、生活する地域で初等中等教育が受けられ

ること、「合理的配慮」が提供されることが必要とされている。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

個々の特性に応じた

就学指導の実施 

○保育所や療育機関と連携し、就学相談、指導体制

を充実するとともに、就学指導委員会の実施によ

り障がいの種類や程度に応じた就学へとつなげ

ます。 

○特別支援教育指導員による学校訪問など、きめ細

やかな就学支援を行います。 

学校教育課 

学校における 

バリアフリー化 

の推進 

○障がいのある子どもが安心して学校生活を送れ

るよう、校内のソフト面・ハード面でのバリアフ

リー化を進めます。 

学校教育課 

特別支援教育の充実 

○一人ひとりの教育的ニーズを把握し、自立や社会

参加を進めるための力を養う教育を行います。 

○生活支援等の必要性に応じて、特別教育アシスタ

ントを配置します。 

学校教育課 

特別支援教育就学 

奨励事業の実施 

○特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者等の

経済的負担を軽減するため、必要経費の一部を給

付します。 

学校教育課 

特別支援学校 

体験入学 

○保護者や子ども自身の理解・納得のもと、特別支

援学校に就学できるよう、保護者や子どもの見学

等を促し、関心・理解の向上を図ります。 

学校教育課 

学校内・学校間 

での交流の促進 

○特別支援学級とその他の学級との交流や、特別支

援学校での居住地交流※活動により、児童・生徒

同士が交流し、相互の理解を深められる機会を設

けます。 

学校教育課 

障がい児相談支援 

の推進 

○障がい児通所支援（児童発達支援、医療型児童発

達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支

援）の利用にあたって、障害児支援利用計画を作

成します。 

○障がい児通所支援開始後にモニタリングを行い、

利用状況の検証、見直しを行います。 

福祉政策課 

放課後等デイ 

サービスの実施 

○放課後や夏休み等の長期休業中に、学校に通う障

がいのある児童・生徒に対して、生活能力向上の

ための訓練等を提供するとともに、放課後の居場

所づくりを行います。 

福祉政策課 

※居住地交流：特別支援学校に在籍する児童・生徒と、その児童・生徒が居住する地域の小・中学校（居住

地校）とで交流及び共同学習を行うこと。 
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３ 福祉サービスの充実 

３－１ 在宅生活の支援 

現状・課題 

 障がいのある人が円滑に日常生活や社会生活を営むことができるよう、一人ひとりのニー

ズに応じて多様なサービスを提供する必要があります。 

 本市では、障がい福祉サービス利用にあたって、「サービス等利用計画」を作成し、障がい

の状況等に応じたサービスを提供しています。また、市独自のサービスも必要に応じて提供

しています。 

アンケートによると、障がいのある人が今後希望する暮らしとして、「家族と一緒に暮らし

たい」が最も高くなっています。また、障がいのある人が住みよいまちづくりに必要なこと

として、市民全体では「障がいのある人が在宅での生活がしやすいよう、保健・医療・福祉

のサービスを充実する」が約４割と、就労支援に次いで高くなっています。 

ヒアリングによると、サービスの提供にあたって事業所間の連携が大切である、という意

見があげられました。 

 障がいのある人やその家族が地域で暮らし続けられるよう、ニーズを把握し、的確にサー

ビスを提供することが大切です。 

 

 

施策の推進方向 

○ 障がいのある人やその家族等の意向や状況を把握し、在宅生活や日中活動、地域生活へ

の移行を支援するサービスを提供します。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

訪問系サービスの 

実施 

○障がいのある人の在宅生活を支える、居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援のサービス提供を支援します。 

福祉政策課 

日中活動系サービス

の実施 

○障がいのある人の日中活動を促進する、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）、療養介護、短期入所（ショートス

テイ）のサービス提供を支援します。 

福祉政策課 

居住系サービスの 

実施 

○障がいのある人の施設等での生活を支える、施設

入所支援、グループホームのサービス提供を支援

します。 

福祉政策課 

補装具の交付・修理、 

日常生活用具の給付 

○身体障がいのある人の日常生活を支援するため、

補装具の交付や修理を行います。 

○重度の障がいのある人の生活を円滑にするため、

各種日常生活用具を給付するとともに、給付用具

の内容の充実を図ります。 

福祉政策課 

訪問入浴事業の実施 
○自宅での入浴が困難な人を訪問し、専用の浴そう

での入浴サービスを提供します。 
福祉政策課 

地域移行支援・ 

地域定着支援の実施 

○障害者支援施設に入所している人、または精神科

に長期入院している人に対して、住居の確保や地

域での生活に移行するための相談や支援を行う、

地域移行支援を実施します。 

○施設・病院から退所・退院した障がいのある人、

家族との同居から一人暮らしに移行した障がい

のある人、地域生活が不安定な障がいのある人等

に、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相

談や支援を行う、地域定着支援を実施します。 

福祉政策課 

地域生活支援拠点の

設置 

○県や保健所及び中濃圏域の市町村との検討を踏

まえ、障がいのある人の地域生活を支援する機能

（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対応、

専門性、地域の体制づくり等）を集約した拠点等

を、市内または圏域に整備します。 

福祉政策課 
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３－２ 相談機能の強化と情報提供の充実 

現状・課題 

 障がいのある人が身近な地域で相談支援を受けられ、また、自らの意思により適切なサー

ビスを利用できるよう、総合的かつ専門的な相談支援体制の整備が求められています。 

 本市では、民生委員・児童委員や各障がい種別の相談員が、市民から障がいに対する相談

を受け、専門機関へとつないでいます。 

ヒアリングによると、市役所で実施している相談会がうまく活用されていないという意見

や相談員と民生委員・児童委員との情報共有が必要という意見があげられました。また、支

援を求める声をあげていない人ほど本当に支援を必要としている、という意見もあげられま

した。 

 相談窓口等を広く周知するとともに、気軽に相談ができる体制等への改善が求められてい

ます。また、支援が必要ではあるが把握できていない人については、地域との連携や情報共

有によるニーズの把握が必要となります。 

 また、「障害者総合支援法」等の成立により障がいのある人の範囲が拡大し、難病患者等が

障がい福祉サービスの利用が可能となったことを周知し、利用へとつなげる必要があります。 

 

 

施策の推進方向 

○ 相談窓口の周知や、相談体制の柔軟化、相談方法の充実を図り、障がいについて気軽に

相談ができる環境を整備します。 

○ 保健・医療・福祉等、障がいのある人の支援に関わる機関が連携を密にし、相談支援体

制を強化します。 

○ 難病患者等が必要な障がい福祉サービスを利用できるよう、制度の周知や相談支援体制

の整備を図ります。 

○ 障がいのある人が必要な相談支援やサービスを利用できるよう、わかりやすい情報提供

に努めます。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

障がい者に対する 

相談支援体制の充実 

○障害者相談支援事業において、障がい種別に関わ

らず相談に応じる総合的な相談窓口を設置する

とともに、行政や関係機関との連携により相談機

能やマネジメント機能を強化します。 

○相談支援の拠点となる基幹相談支援センターを

整備します。 

○「関市障がい者総合支援協議会」での情報共有に

より、質の高い相談支援事業が実施できるよう図

ります。 

○心身障がい者（児）総合相談を実施し、気軽に相

談できる体制を整備します。 

福祉政策課 

各機関の連携と 

情報提供の充実 

○「関市障がい者総合支援協議会」を中心として、

各機関が連携し、相談者への適切な情報提供を行

います。 

○市民が身近な地域で福祉に関する相談ができ、情

報が受けとれるよう、体制の整備を進めます。 

福祉政策課 

保健センター 

社会福祉協議会 

難病患者への 

サービス利用の周知 

○「障害者総合支援法」の成立により難病患者が障

がい福祉サービス提供の対象となったことを踏

まえ、制度の周知及び利用を促進します。 

福祉政策課 

難病ふれあい教室、

難病患者医療等相談

会への参加促進 

○県が実施する難病ふれあい教室や難病患者医療

等相談会の情報を広報紙等で発信し、市民の難病

に対する関心や理解を高めます。 

福祉政策課 

福祉のハンドブック

の発行・周知 

○障がいのある人や子ども、高齢者など、すべての

市民を対象とした各福祉分野のハンドブックを

作成し、配布します。 

福祉政策課 

高齢福祉課 

子ども家庭課 
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３－３ 生活安定のための経済的支援の充実 

現状・課題 

 障がいのある人が安定した生計を立て、自立して暮らしていくには、障がいの程度や家族

の状況に応じた経済的支援が必要です。 

 本市では国や県の制度に基づいた手当や年金の支給、税の減免に加え、市独自の割引制度

等を実施しています。 

 障がいのある人やその家族の経済的な負担を軽減するため、各制度を周知し、適切な利用

につなげる必要があります。 

 

 

施策の推進方向 

○ 国や県の動向を踏まえ、必要とする人が適切に各種手当や制度を利用できるよう周知・

啓発を行います。 

○ 必要に応じて、国や県に制度の充実等について働きかけます。 

 

 

 
 

主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

障害児福祉手当の 

給付 

○精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日

常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の障

がいのある子どもに手当を支給します。 

○国及び県に対し、手当の増額が図られるよう要望

します。 

○制度について、広報活動により周知を図ります。 

福祉政策課 

特別障害者手当の 

支給 

○身体または精神の重度の障がいが２つ以上重複

するなど、日常生活で常時特別の介護を必要とす

る在宅で 20 歳以上の重度障がいのある人に手当

を支給します。 

○制度について、広報活動により周知を図ります。 

福祉政策課 

児童扶養手当の支給 

○ひとり親家庭（父母が重度の障がいのある人であ

る場合も含む）で、18歳に到達する年度末までの

児童を養育している人に手当を支給します。 

○制度について、広報活動により周知を図ります。 

子ども家庭課 
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事業名 事業内容 担当課 

関市重度心身障害児

手当の支給 

○身体障害者手帳１級、２級、３級、または療育手

帳Ｂ１以上の交付を受けている 20 歳未満の児童

を養育する人に手当を支給します。ただし、児童

が福祉手当の対象となる場合は除きます。 

子ども家庭課 

特別児童扶養手当の

支給 

○身体または精神に障がいがある 20 歳未満の児童

を監護、養育している父母または養育者に手当を

支給します。 

○制度について、広報活動により周知を図ります。 

子ども家庭課 

障害基礎年金の周知 

○20歳以上で、国民年金法に定める程度の障がいが

あり、20歳になる前にけがや病気で障がいのある

人となった人及び国民年金に加入中にけがや病

気で障がいのある人となった人（ただし、その障

がいの初診日以前に、加入期間の３分の２以上の

保険料を納めている人）に障害基礎年金を支給し

ます。 

○制度について、広報活動により周知を図ります。 

国保年金課 

税の減免等の周知 
○国税、地方税、自動車税等の税の減免について、

利用拡大のため周知を図ります。 

福祉政策課 

税務課 

各種割引、減免制度

の実施 

○鉄道・バス運賃や有料高速道路利用料、タクシー

利用料、自家用車の燃料費、ＮＨＫ受信料等、障

がいのある人を対象とする各種割引・減免制度を

周知します。 

福祉政策課 

心身障害者扶養共済

制度の周知 

○障がいのある人や扶養者の経済的援助や生活の

安定、扶養者が不在となった際の不安の軽減を図

るため、障がいのある人を扶養している人が掛金

を出し合い、万一の場合に障がいのある人に終身

年金を支給します。（岐阜県） 

福祉政策課 
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４ 保健・医療の充実 

４－１ 保健サービスの充実 

現状・課題 

生まれつきでない障がいの発生については、生活習慣や食生活、また、学校や職場でのス

トレス等が要因となることが多く、市民が自身の健康に関心を持ち、適切な生活習慣を実践

することが大切です。 

 本市では各種健康診査や保健指導を実施しており、疾病等の予防や重度化防止に努めてい

ます。また、学校や職場、イベントを通じて、健康についての知識や理解を深める健康教育

を実施しています。心の健康については、保健センターや学校に相談窓口を設置しています。 

 市民が心身ともに健康を維持できるよう、市民の健康づくりの意識を啓発するとともに、

多様な機会を通じて障がいの早期発見、適切な治療へとつなげていくことが大切です。 

 

 

施策の推進方向 

○ さまざまな場や機会を通じた健康教育や各種健康診査の受診勧奨により、市民の健康づ

くりに対する意識や知識を高めます。 

○ 保健センターや学校に精神的なストレス等に関する相談窓口を継続して設置し、心の健

康づくりを支援します。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

学校保健の充実 

○子どものうちから規則正しい食生活や生活習慣

を身につけるため、学校での健康診査・検診を実

施し、中途障がい発生の未然防止を図ります。 

学校教育課 

健康診査の実施 

○疾病を早期に発見し、保健指導や治療へとつなげ

るため、年齢に応じた健康診査・がん検診等の受

診を促進します。 

保健センター 

健康教育・健康相談

の実施 

○学校や職場、市民講座、イベント等を通じて健康

教育を実施し、市民の心身の健康についての意識

向上を図ります。 

○医師や専門家による健康講演会や健康相談を実

施します。 

○健康に関する相談拠点として、保健センターの活

用の促進を図ります。 

学校教育課 

生涯学習課 

保健センター 

心の健康づくりの 

実施 

○保健センターでの精神科医による「こころの相

談」や心身障がい者（児）総合相談等により精神

的な疾患の早期発見を図ります。 

○学校に「心の相談員」を配置し、子どもの精神的

な悩みについて対応します。 

学校教育課 

福祉政策課 

保健センター 

 



58 

４－２ 医療体制の充実 

現状・課題 

 障がいのある人が地域で暮らしていくには、身近で必要な医療サービスやリハビリテーシ

ョンを受けられることが大切です。 

ヒアリングによると、医療機関同士や医療サービスと福祉サービスの連携が大切であると

いう意見や、障がい特性を理解した医師や、専門的な治療が可能な医師が必要である、とい

う意見があげられました。 

 保健・医療・福祉の各関係機関が連携し、障がいの状況に応じた適切な医療サービスを提

供できる体制づくりが求められます。 

 

 

施策の推進方向 

○ 保健・医療・福祉機関の連携や情報共有により、障がいのある人が住み慣れた地域で安

心して利用できる地域医療体制の構築を図ります。 

○ 障がいのある人が安心して医療を受けられるよう、医療費等の助成を行います。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

地域医療の充実 

○地域医師会や市外医療機関、保健・福祉サービス

提供事業所等と連携し、障がいのある人がかかり

つけ医のもとで、住み慣れた地域で安心して医療

サービスが受けられる体制を整備します。 

保健センター 

各種医療費の助成の

実施 

○重度障がいのある人の医療費助成や精神科病院

入院への助成を実施します。 

○自立支援医療（更生医療、育成医療、精神科通院

医療）受診の際の医療費の支給、一部助成を行い

ます。 

福祉政策課 

 

 

 

 
自立支援医療について 

自立支援医療制度は、心身の障がいを軽減・除去するための医療に対して、医療費の自己

負担額を軽減する制度です。障がい種別や年齢に応じて、以下のような制度があります。 

●自立支援医療（更生医療） 

身体障がいのある人が、身体上の障がいを軽減・除去し、日常生活を容易にするため、医

療が必要なときに費用が助成されます。 

●自立支援医療（育成医療） 

障がいのある子どもが、身体上の障がいを軽減・除去し、日常生活を容易にするため、医

療が必要なときに費用が助成されます。 

●自立支援医療（精神通院医療） 

精神障がいのある人の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及させるため、医療が必要な

ときに費用が助成されます。 
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５ 生活環境の整備 

５－１ 福祉のまちづくりの推進 

現状・課題 

 障がいのある人の社会参加や地域生活への移行を促進するためには、道路や施設面でのバ

リアフリー化と、差別や偏見を解消する心のバリアフリー化の双方を進める必要があります。 

本市では、市内の障がい者用の施設においてバリアフリー化を進めています。 

ヒアリングによると、市内の古い道路は舗装されていない場所が多く、車いす等の移動が

しにくい、という意見があげられました。 

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「障害者差別解消法」を踏

まえ、ハード・ソフトの両面からだれもが暮らしやすいまちづくりに取り組む必要がありま

す。 

また、障がいのある人が地域で円滑に生活していくために、だれもが情報を入手・発信し

やすい環境整備を進めることが求められます。 

 

 

施策の推進方向 

○ 障がいのある人や高齢者等、当事者の意見を踏まえながら、市内の施設や道路等のバリ

アフリー化を進めます。 

○ 障がいのある人の見守りや合理的配慮等を地域で実践し、障がいのある人にやさしい、

福祉のまちづくりを進めます。 

○ さまざまな障がいに対応できるよう、多様な媒体・手段による情報発信を行います。 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある人に関するマークについて 

 

身体障害者補助犬（盲導

犬･介助犬･聴導犬）同伴の

啓発のために、施設や店舗

などの入口に貼るマーク 

人工肛門・人工膀胱を使

用している人（オストメ

イト）のための設備があ

ることを表すマーク 

身体障害者補助犬マーク オストメイトマーク 盲人のための 

国際シンボルマーク 
ハート・プラスマーク 

世界盲人連合で 1984年

に制定された盲人のた

めの世界共通のマーク 

「身体内部に障がいが

ある人」を表すマーク 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

道路・施設の 

バリアフリー化促進 

○バリアフリーやユニバーサルデザインの視点に

基づき、道路や公共施設の整備・改修を行います。 

○道路や公共施設の整備・改修について、障がいの

ある人や高齢者、子育て中の保護者などの意見が

反映できる仕組みづくりを行います。 

福祉政策課 

都市計画課 

土木課 

総務管財課 

都市計画課 

障がい者等の 

見守り、安否確認 

活動の推進 

○民生委員・児童委員による障がいのある人等の安

否確認や見守り活動等を推進します。 

○さまざまな組織・団体間の連携による見守りネッ

トワークを強化します。 

福祉政策課 

子ども家庭課 

社会福祉協議会 

地域福祉活動の推進 

○市民及び支部社会福祉協議会と協力して地域で

の見守りを行うなど、福祉のまちづくりを推進し

ます。 

福祉政策課 

社会福祉協議会 

「合理的配慮」の 

提供体制整備（再掲） 

○「障害者差別解消法」や国の基本方針等を踏まえ、

「合理的配慮」についての事例収集や研究を進

め、行政機関や企業、教育機関等で「合理的配慮」

を実践できる体制を整備します。 

福祉政策課を

中心に全庁 

アクセシビリティ 

の推進 

○必要な情報を必要な時に入手できるよう、市内の

主要な公共施設に情報機器を設置します。 

○市からの情報発信の際には、障がいのある人や高

齢者等に配慮した情報提供を心がけます。 

○「せきサイン計画」に基づき、だれもが理解でき、

わかりやすいデザインの案内表示を計画的に整

備します。 

秘書広報課 

高齢福祉課 

福祉政策課 

都市計画課 

 

 



62 

５－２ 移動支援の充実 

現状・課題 

 障がいのある人が一人でも安心して外出できるよう、障がいの状況にあった多様な移動支

援の提供が求められています。 

ヒアリングでは、市内で不足しているサービスとして移動支援を求める意見が多く、公共

交通機関の少なさを補う市内の交通手段の利便性の向上や、移動支援の拡充を求める意見が

あげられました。また、車いす利用者の移動を支援するサービスが不足していますが、設備

や人件費等の関係で担い手がいない、という意見もあげられました。 

障がいのある人等のニーズを踏まえながら、民間事業所等との連携により移動手段を拡充

することが求められています。 

 

 

施策の推進方向 

○ 障がいのある人の移動を円滑にする移動手段の拡充や案内表示の充実等を図ります。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

福祉有償運送事業 

の充実 
○福祉有償運送を実施する事業所を確保します。 福祉政策課 

移動支援事業等 

の実施 

○障がいのある人の同行援護や行動援護、移動支援

等のサービス利用を促進します。 
福祉政策課 

移動に関する助成の

実施 

○障がいのある人が通院等外出を行う際のタクシ

ー利用を助成します。 

○障がいのある人の運転免許取得・自動車改造の助

成や介助用自動車購入等をする際の助成を行いま

す。 

福祉政策課 

市内交通機関の充実 

○市全体の交通政策のなかでデマンドバスの拡充

等を行い、移動手段が必要な市民への対応を図り

ます。 

○車いす利用者の福祉リフトバスの利用を促進す

るため、車両の充実を図ります。 

○コミュニティバスのノンステップ型バスの導入

に努めます。また、民間交通事業所に対してノン

ステップ型車両の導入等を促します。 

○車いす利用者が安心して巡回バスを利用できる

よう、運転手を対象にした介助方法等の研修を行

います。 

○公共交通機関が障がいのある人等にとって利用

しやすいものになるよう、当事者意見を踏まえて

交通事業所等に働きかけを行います。 

市民協働課 

公共の場の移動を 

支援する設備の整備 

○公共施設等に点字ブロックや耳マーク、音声標識

ガイドを設置し、障がいのある人の移動を支援し

ます。 

総務管財課 

都市計画課 

 

■耳マーク 

 

 

 

 

 

 

 
聞こえが不自由なことを表す 

国内で使用されているマーク 
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５－３ 住環境の整備 

現状・課題 

 障がいのある人が地域で安心して暮らしていくには、地域における住まいの確保が基本と

なります。 

アンケートによると、障がいのある人の今後の生活について、「家族と一緒に暮らしたい」

人が約６割と最も高くなっています。また、グループホームの設置について、市民全体では

「賛成すると思う」が約４割と最も高く、次いで「施設の種類、対象者により判断すると思

う」が約３割となっています。 

ヒアリングによると、グループホームや入所施設の整備が求められており、特に軽度の障

がいのある人が気軽に借りられる住居の確保が課題としてあがっています。また、住宅に関

する情報提供や、住宅整備に対する地域の理解促進への支援が求められています。 

近隣市民の理解を得ながら、障がいのある人が安心して地域で家族や仲間と暮らせるよう

な住環境の整備や、障がい特性に応じた住居の改修等への支援が必要となっています。 

 

 

施策の推進方向 

○ 障がいのある人の希望や障がいの状況に合わせ、住宅の確保や住宅改修の支援を行いま

す。 

○ グループホーム等の整備にあたって、事業所等と連携して地域への理解促進を図ります。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

障害者住宅環境の 

改善の促進 

○障がいのある人等の住宅環境を改善するため、住

宅改修時の助成等により、住宅のバリアフリー化

を促進します。 

○福祉住環境コーディネーターの情報を積極的に

収集し、イベント等において改修相談を行いま

す。  

福祉政策課 

居住サポート事業 

○保証人がいない等の理由により、障がいのある人

が住居を借りることが困難な場合、家主との調整

や相談・助言の支援等ができる体制づくりを行い

ます。 

福祉政策課 

居住環境の整備 

○グループホームの提供体制の整備を支援します。 

○施設等の整備にあたって、近隣市民の理解を促進

する説明会等の開催を支援します。 

福祉政策課 
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５－４ 防災・防犯対策の推進 

現状・課題 

災害が発生した際、障がいのある人はとっさに状況を判断したり、避難することが難しく、

周りの手助けが必要となります。障がいのある人に対して、適切な情報提供や支援ができる

地域づくり・体制の整備が重要となります。 

本市では、市内９つの福祉関係事業所と福祉避難所の開設に関する協定を締結しています。 

アンケートによると、障がいのある人が災害時に必要な支援として、「災害情報を早く知ら

せてほしい」が最も高くなっています。また、障がいのある人への災害時の支援について、

市民全体では約半数が「できる」と回答しており、支援内容としては「避難地や避難所への

誘導」「声かけ・安否確認」が高くなっています。 

ヒアリングによると、事業所での避難訓練等の災害時対策は進んでいますが、避難所の把

握・周知や関連団体との連携体制の整備については不十分となっています。また、避難所に

ついては、既存施設の障がい者向け避難所としての活用や、障がい種別の福祉避難所が求め

られていますが、自宅以外の避難所生活はできないという意見もあげられました。避難体制

整備については、個人情報等の取り扱いから、行政や自治会との連携が必要という意見もあ

げられました。 

障がいのある人に対する支援が可能な市民の協力を得ながら、事業所の災害時対策状況を

踏まえ、障がいのある人を地域で支える体制づくりが重要となります。 

また、近年障がいのある人を狙った消費者トラブル等の被害が多くなっています。障がい

のある人が詐欺被害等に巻き込まれることを未然に防ぐとともに、相談体制や情報提供体制

を整える必要があります。 

 

 

施策の推進方向 

○ 避難訓練の実施や防災に関する知識の普及、地域での見守り等により防災意識の醸成を

図り、地域の防災力の強化を図ります。 

○ 障がいのある人等、避難行動要支援者の把握に努め、障がい特性に対応した多様な方法

による情報提供や避難支援へとつなげます。 

○ 福祉避難所の周知を図るとともに、障がいのある人の意見も踏まえながら運営環境を整

備します。 

○ 障がいのある人の犯罪被害を防ぐため、障がいのある人や家族への犯罪に関する周知・

啓発や、地域での見守り等を行います。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

防災意識の強化 

○障がいのある人の防災意識の向上や、市民の避難

行動要支援者への認識を促進するため、広報紙で

の防災意識の啓発や、障がいのある人やその家族

への自主防災会等の避難訓練参加を促進します。 

危機管理課 

防災・防犯に関する

情報発信 

○障がいのある人や高齢者の緊急時に迅速に対処

するため、通報用機器を貸与する「関市緊急通報

システム」を実施します。 

高齢福祉課 

地域防災ネットワー

クの強化 

○災害時に障がいのある人等が円滑に避難できる

よう、情報伝達体制や避難誘導体制を整備しま

す。 

○「関市地域防災計画」に基づき、障がいのある人

等の福祉的な配慮や医療的な支援が必要となる

人に対して、避難所での支援体制を整備します。 

危機管理課 

福祉政策課 

保健センター 

高齢福祉課 

避難行動要支援者 

名簿の活用 

○災害時に自力で避難することが困難な障がいの

ある人や高齢者を把握し、災害情報の伝達や避難

等の手助けを行うため、「避難行動要支援者名簿」

の活用を図ります。 

○関係機関等との連携のもと、有効に活用されるよ

う検討を進めます。 

危機管理課 

福祉政策課 

福祉避難所の周知 

○障がいのある人や高齢者、その家族等に福祉避難

所について周知します。 

○福祉避難所の開設に関する協定を締結する事業

所の拡充を図ります。 

危機管理課 

福祉政策課 

高齢福祉課 

消費者被害の防止 

○障がいのある人や高齢者などが詐欺被害や悪質

な消費者被害にあわないよう啓発活動を行うと

ともに、近隣での見守りや声かけ等を促進しま

す。 

商工課 

 

 

 

 



68 

５－５ コミュニケーション支援 

現状・課題 

 障がいのある人の自立や社会参加を促進するには、障がいのある人の意思疎通に対する支

援が求められます。また、国の「障害者基本計画（第３次）」では、「行政サービス等におけ

る配慮」が盛り込まれています。 

 本市では手話通訳者等の派遣や意思疎通を円滑にする機器の設置・貸し出しにより、障が

いのある人のコミュニケーションを支援しています。 

ヒアリングによると、視覚障がいのある人への点字以外での情報提供や、手話通訳者等の

派遣範囲の拡充が求められています。 

障がいのある人が地域生活において円滑にコミュニケーションがとれるよう、障がい特性

やさまざまな状況に対応した支援が求められます。 

 

 

施策の推進方向 

○ 障がいのある人の意思疎通を支援する設備等の配置や人材の育成を図ります。 

○ 選挙等における障がいのある人へ配慮した体制を整備します。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

コミュニケーション

支援ボードの配置 

○話し言葉でのコミュニケーションに障がいがあ

る人の地域での生活を支援するため、公共的な施

設や商店等にコミュニケーション支援ボードの

設置を働きかけます。 

福祉政策課 

聴覚障がいのある人

へのコミュニケーシ

ョンの支援 

○聴覚障がいのある人や音声若しくは言語の機能

に障がいのある人に対して、手話通訳者、要約筆

記奉仕員を派遣し、行政機関、医療機関、事業所

等での意思伝達の援助をします。 

○聴覚に障がいのある人に対して、補聴器購入費用

等の一部助成や、ＦＭ補聴援助システムの貸出

し、行政の相談窓口での筆談ボード等の設置を進

めます。 

○市役所内に「耳マーク」を表示し、聴覚障がいの

ある人のコミュニケーションを支援します。 

福祉政策課 

選挙の際の配慮の 

実施 

○障がいのある人が選挙に参加できるよう、点字や

音声による情報提供や、郵便等による不在者投票

を行います。 

○投票所におけるハード面・ソフト面でのバリアフ

リー化を推進します。 

福祉政策課 

総務管財課 

 

 

コミュニケーション支援ボードとは 

「コミュニケーション支援ボード」は、話し言葉による意思疎通が難しい障がいのある人

や子どもが地域のなかでコミュニケーションをとることができるよう、全国知的障害養護学

校長会・財団法人明治安田こころの健康財団が中心となって作成したものです。 

地域の店舗や駅、交番等さまざまな場所に配置を進めることで、コミュニケーションのバ

リアの解消を図るとともに、知的障がいや自閉症等の理解の促進を図っています。 
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５－６ 権利擁護の強化 

現状・課題 

 平成 23年６月に「障害者虐待防止法」、平成 25年６月に「障害者差別解消法」が成立し、

国では障がいのある人の権利を擁護する体制が整備されてきています。 

ヒアリングによると、障がいのある人への虐待防止のため、家庭や職場での権利擁護の啓

発が必要という意見や、支援が必要な人を把握するため相談業務との連携が大切である、と

いう意見があげられました。 

 障がいのある人の権利が尊重され、安心して暮らせるよう、各種制度の周知・啓発を図り、

適切な利用へとつなげていく必要があります。 

 また、本市では社会福祉協議会により法人後見事業が実施されています。障がいのある人

が不当に権利を侵害されないよう、成年後見制度を周知し、必要な人の利用へとつなげてい

く必要があります。 

 

 

施策の推進方向 

○ 判断能力が十分でない障がいのある人等の権利を擁護するため、権利擁護に関わる各種

制度や事業の周知・啓発を図ります。 

○ 障がいのある人に対する虐待を防止するため、市民や事業所へ「障害者虐待防止法」や

「障害者差別解消法」を啓発するとともに、関係機関や地域と連携し、早期発見・対応

を図ります。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

成年後見制度の利用

支援 

○障がいのある人など判断能力が不十分な人の権

利を守るために、障がいのある人の家族や養護者

に対し、成年後見制度の利用を周知します。 

○社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯなどの法人が行

う法人後見制度の調査・研究や、市民後見人の育

成を検討します。 

福祉政策課 

社会福祉協議会 

日常生活自立支援 

事業の実施 

○障がいのある人や認知症高齢者など判断能力が

不十分な人の福祉サービス利用や金銭管理の援

助を行います。 

社会福祉協議会 

虐待防止の啓発と 

体制強化 

○「障害者虐待防止法」の施行により、虐待を受け

たと思われる障がいのある人を発見した際の通

報が義務化されたことを踏まえ、市民や企業、事

業所等に対して、市のＨＰや広報紙を通じて障が

いのある人への虐待について周知・啓発し、虐待

発生の未然防止を図ります。 

○「関市障害者虐待防止センター」や関係機関が連

携し、虐待通報時の体制を整備することで、虐待

発生時の迅速な対応を図ります。 

○相談窓口職員や事業所職員に、県が実施する研修

等への参加を促進し、資質の向上を図ります。 

福祉政策課 

 

 

 



72 

 

６ 雇用促進と就労支援 

６－１ 就労の促進・支援 

現状・課題 

 障がいのある人の就労の場を確保することは、地域社会で自立して暮らしていくうえで重

要です。 

国では、平成 25 年４月に障がいのある人の法定雇用率※が引き上げられ、民間企業では

2.0％、国、地方公共団体等では 2.3％、都道府県等の教育委員会では 2.2％となりました。

また、平成 28年４月には「改正障害者雇用促進法」が施行予定であり、雇用分野における障

がいのある人への差別の禁止や、合理的配慮の提供義務化、法定雇用率算定基礎の対象への

精神障がいのある人の追加等が規定されています。 

本市では、「関市障がい者総合支援協議会 就労支援部会」「中濃圏域障がい者自立支援

推進会議 就労・雇用支援部会」「関市障がい者就労促進協議会」など、障がいのある人の

就労に関わる情報交換・連携の場が設置されています。 

アンケートによると、障がいのある人が住みよいまちづくりに必要なこととして、「障がい

のある人が働ける場所（一般企業、通所施設）や就労支援を拡大する」が最も高くなってい

ます。また、障がいのある人が働くために必要な条件では、「障がいの程度にあった仕事であ

ること」「障がいのある人に対する周囲の理解があること」が高くなっています。 

ヒアリングによると、市内の企業の障がいに対する理解促進が求められており、特に精神

障がいのある人の就労先の確保が課題となっています。 

 障がいのある人の特性やニーズに応じて能力や個性を発揮できる就労環境の整備と、市内

の企業に対する理解促進への働きかけが求められています。 

 

 

施策の推進方向 

○ 市内や近隣市町村の関係機関が連携し、障がいのある人の就労に関する情報交換やマッ

チング支援等を行います。 

○ 障がいのある人それぞれの能力や適性に応じた多様な就労の場が確保できるよう、新た

な事業所の誘致や企業への働きかけを行います。 

 

※法定雇用率：労働者（失業中の人も含む）の総数に占める身体障がいのある人・知的障がいのある人の総

数の割合。 
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主な事業 

事業名 事業内容 担当課 

「関市障がい者総合 

支援協議会 就労支

援部会」の実施 

○障がいのある人の就労に向けて、行政を中心に公

共職業安定所、特別支援学校、就業・生活支援セ

ンター、指定相談支援事業所と連携して、市内企

業の開拓や啓発、マッチング会議、講演会等を行

います。 

福祉政策課 

「中濃圏域障がい者 

自立支援推進会議 

就労・雇用支援部会」

の実施 

○県や保健所、特別支援学校、子ども相談センター、

公共職業安定所、就業・生活支援センター、指定

相談支援事業所、中濃圏域の各市町村で、障がい

のある人の雇用・就労を推進するために情報を共

有し、課題解決を図ります。 

福祉政策課 

「関市障がい者就労 

促進協議会」の実施 

○市内の特別支援学校を中心に市内企業、公共職業

安定所、商工会議所、刃物産業連合会、青年会議

所などの関連機関と連携して、特別支援学校卒業

後の一般就労を促進する活動を行います。 

福祉政策課 

障がい者優先調達 

の実施 

○「国等による障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律」に基づき、障がい者就

労施設からの物品等の調達方針を作成し、調達の

実績を公表します。 

○障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達

するよう努めます。 

福祉政策課 

就労継続支援事業 

○一般企業での雇用が困難な人の福祉的就労の場

を確保するとともに、知識や能力を向上するため

の作業所の拡充を図ります。 

福祉政策課 

就労移行支援事業 

○一般企業での雇用を希望する人が、就労継続支援

事業所等から一般就労へ移行できるよう、知識や

能力が向上するための指導を行います。 

○就労に関する相談体制を整備します。 

福祉政策課 

企業への働きかけ 

の実施 

○市内の企業に対して「改正障害者雇用促進法」の

周知を図り、障がいのある人の雇用を促進しま

す。 

○障がいのある人を雇用する市内の企業に対し、障

がいを理由とする差別の禁止や合理的配慮の提

供義務等について周知するとともに、雇用にあた

っての経済的支援や研修を実施します。 

福祉政策課 
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第５章 計画の推進 
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１ 計画の推進体制 

 

１ 庁内における連携 

障がい福祉施策は保健・医療・福祉・介護・教育・雇用・建築等、幅広い分野と関連して

おり、障がいのある人と関わる課・職員も多岐にわたっています。庁内の関係課が連携を取

り、施策の総合的な展開及び障がいのある人にとってわかりやすいサービス提供や支援を行

います。 

 

２ 障がいのある人に関わる事業所・団体との連携 

障がい福祉施策の推進にあたって、障がい福祉サービス提供事業所や当事者団体、その他

の関係団体との協力体制は不可欠なものとなっています。「関市障がい者総合支援協議会」や

各部会で、課題の共有や情報交換を推進します。また、当事者団体からは積極的に障がいの

ある人やその家族からの意見を聞き、障がいのある人の視点に立った施策に取り組みます。 

 

３ 地域・市民との協働、情報発信 

障がいのある人が地域で安心していきいきと暮らしていくには、地域との関わりや市民の

障がいに対する理解が不可欠です。行政からＨＰや広報紙、イベント等を通じて情報発信を

行うとともに、地域で活動する団体・組織との協働を促進します。 

 

４ 県・近隣市町村との連携 

本市のみで解決することが困難な課題や、広域での連携が必要な施設・機関等の整備につ

いては、県や中濃圏域をはじめとした近隣市町村と協力し、課題解決や施設等の整備を進め

ます。 
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２ 計画の進捗管理体制 

 

 本計画の障がい福祉施策を着実に推進するため、当事者視点に重きを置き、「関市障がい者

総合支援協議会」において、ＰＤＣＡサイクルを活用した評価・点検を行い、進捗状況を確

認します。また、より効果的に取り組みを実施するため、必要に応じて本計画の見直しを行

うとともに、障がいのある人や当事者団体、事業所やその他専門機関などの意見や見解を収

集し、反映します。 

さらに、障がいに関わる法や制度は変化が大きいため、国の動向を随時把握し、必要に応

じて本計画の見直し等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａｃｔｉｏｎ 

必要に応じて計画

や事業を見直す 

 

Ｃｈｅｃｋ 
進捗を確認し、評

価・分析する 

 

 

Ｐｌａｎ 
計画を策定する 

 
 
Ｄｏ 

計画内容を踏まえ、

事業を実施する 
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第６章 資料編 
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１ 策定の経過 

 

年月日 委員会名 内容 

平成 27年 

７月８日 

関市障がい者総合支援協議会 

第１回全体会 

・アンケート調査（案）の検討 

・策定スケジュールの共有 

平成 27年 

10月５日 

関市障がい者総合支援協議会 

第２回全体会 

・アンケート結果の報告 

・ヒアリング結果の報告 

・骨子案の検討 

平成 27年 

12月 17日 

関市障がい者総合支援協議会 

第３回全体会 
・素案の検討 

平成 28年 

３月 15日 

関市障がい者総合支援協議会 

第４回全体会 

・パブリック・コメントの結果の共有 

・計画案の承認 

 

 

 

 

■関市障がい者総合支援協議会 
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２ 関市障がい者総合支援協議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、関市附属機関設置条例（平成２５年関市条例第６８号。以下「条例」

という。）第３条の規定に基づき、関市障がい者総合支援協議会（以下「協議会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 協議会は、条例別表市長の附属機関の部関市障がい者総合支援協議会の項委員の定

数欄に掲げる定数以内の委員で組織し、協議会の委員は同項委員の構成欄に掲げる者のう

ちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

２ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解嘱し、又は解

任することができる。 

 （１） 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 （２） 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。 

 （３） 委員としてふさわしくない非行があったとき。 

 （会長及び副会長） 

第３条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、第３条第１

項の規定により会長が互選されるまでの間に開催される協議会の会議については、市長が

招集する。 

２ 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させて、説明又は意見を聴く

ことができる。 

５ 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、これを非公開とすることが

できる。 

 （部会） 

第５条 協議会に、事務を円滑に進めるために部会を置くことができる。 

２ 第２条第４項、第３条及び第４条の規定は、部会について準用する。この場合において、
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「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 関市行政組織規則（昭和５８年関市規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１福祉政策課の項１９の号の次に次の１号を加える。 

  ２０ 障がい者総合支援協議会に関すること。 

 

 



83 

  

３ 関市障がい者総合支援協議会委員名簿 

 

役 職 氏 名 所 属 

会 長 石﨑 久美子 ひまわりの丘 地域生活支援センター 所長 

副会長 澤井  基光 関市民生委員児童委員協議会 会長 

委 員 浅野   隆 地域活動支援センターかざぐるま 施設長 

〃 山田  純男 関市社会福祉協議会 事務局長 

 池田  邦彦 障害者支援施設 いちいの杜ハートフル 施設長 

 井上 あさ子 障害者支援施設 美谷の里 総括施設長 

 亀山  成年 
岐阜県立ひまわりの丘第一学園 

（中濃圏域発達障がい支援センター） 園長 

 岩原  磯治 キッズアカデミーせき園 理事長 

 川村  秀和 武儀医師会 会長 

 小栗  一宏 
岐阜県立中濃特別支援学校 

（中濃圏域特別支援学校取りまとめ校） 校長 

 
篠田  茂樹 

（平成 27年９月まで） 
関公共職業安定所 上席職業指導官 

 
堀  和 哲 

（平成 27年 10月から） 
関公共職業安定所 上席職業指導官 

 古田  健二 関市障害者団体連合会 会長 

 臼井 潤一郎 地域生活支援センターひびき 管理者 

 古 田  明 関市自治会連合会 副会長 

 包子 芙美江 関市手をつなぐ育成会 会長 

 服部  哲久 関市福祉部 部長 

 中島  好子 関市保健センター 所長 

 

<事務局> 

関市福祉政策課 

課  長  北瀬 美幸 

課長補佐  中村 淳代 

  〃   後藤 千恵 
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