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はじめに

障がいのある人もない人ち共に地域で聞け合い暮らすノーマライゼーション社会を実

現することは、剣淵町民すべての願いです。これまで剣淵町では、社会福祉法人が行う

福祉サービス事業、社会福祉協議会を中山とレた地域福祉活動、小中学校の特別支援教

育活動、剣淵高校の福祉教育、絵本の里にふさわしい街並み整備など、特色ある福祉の

町づくりが進められてきましだ。

一方、障害者を取り巻く環境は、平成 18 年度に、障がい奮の地域生活への移行、障

害福祉サービスの利用の仕組みの一元化、原則利用者 1 割負担等を柱とした障害者自立

支援法が施行され、その後ち利用者負担の軽減等の特別対策が行われるなど、短期間に

大きく変化しまレた。

町では、平成 18年度に「障害者基本計画J (10 力年計画〕と「第 1 期障害福祉計画」

(3力年計画〕を策定し、平成 21 年度には基本計画の見直レを行うとともに「第2期

障害福祉計画」を策定レ、障がいのある方が自立した日常生活や地域での社会生活を営

むこと力tできるよう支援に努めてまいりまレた。

この度、両計画の策定から3年が経過しましだので、情勢の変化に合わせて基本計画

の見直レを行い、さらに平成 24 年度から平成 26 年度までの3年間の障害福祉サービ

ス、地域生活支援事業等の実施目標を定めた「第3期障がい福祉計画」を策定いたレま

した。

第 3 期計画では、「共に支え合うI~\をはぐくむまちづくり」、「健やかに安臥して暮らせ

るまちづくり」及び「自立と社会参加を支えるまちづくり」の3つの基本目標の実現に

向けて、各種の障がい者施策の充実を図ることとしています。

計画の円滑な実施にあたっては、障がい当事者の意見をお闇きしながら、町民や関係

者の皆様と行政がそれぞれの役割を担い合い、協働レて取り組んでいくことが重要です。

これからち、あたたかいお力添えをよろしくお願い申レ上げます。

最後に、この計画の策定にあたりご協力を賜りました、「障がい者基本計画・障害福祉

計画策定懇話会」の委員の方々や関係機関の皆憶に山から感謝とお礼を申レ上げます。

平成 24年3月

剣淵町長 佐々木智雄
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第 1 章計画策定の基本的考え方



【障がいの寝毘について】

「障害」という用語は、第 2期北海道障がい福祉計画の記載を参考に、「障害J r障

害者」は、原則として「障がいJ r障がい者」・「障がいのある人」と表記しています。

表記を変更しないもの

-法令や条例等に基づく制度や施設名等の名称

.組織名

・事業等の固有名詞等
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第1 軍計聞策定の畠本的な考え方

[I計画策定の背景
(1)剣泊町における陣がい者支援の取り組み

本町では、道が示す計画目標や施策の考え方に基づき、障がいのある人やその家族の多

様化するニーズに対応して、各種福祉サーピスの充実に努めてまいりました。

また、当町の西原地区には管内でも有数の障がい者施設である西原学園と北の杜舎があ

り、西原の里の名で呼ぴ親しまれ、町民と障がいのある人との交流がごく日常的にみられ

るほか、地域農業の振興や全国的に知られる「絵本の館」の見学体験メニューに西原の里

が協力するなど、本町では、障がい者が広く地域に受け入れられ、まちづくりに積極的に

参加してきたという経緯があり、障がいの有無を問わず互いを尊重し共に支え合うまちづ

くりが進められてきました。

平成 19 年 3 月には、障害者基本法に基づく市町村障害者福祉計画として「剣淵町障がい

者基本計画」と障がい福祉サービスにかかる実施計画である「第 1 期障がい福祉計画」を

策定し、総合的・計画的な障害者施策の推進を図りましたロその後、平成 21 年 3 月に策定

した『剣淵町障がい者基本計画・第 2期障がい福祉計画」では、「思いやりの心をはぐくみ

支えあい 彩りとぬくもりのまち けんぶち」を基本理念とし、障がい者の保健福祉施策

を総合的かつ計画的に推進しています。

[I陣がい者福祉をめぐる固等の動き

(1)新たな制度創慢に向けた検肘

障害者自立支援法は、三障害(身体、知的、精神)の一元化、利用者本位の新サービス

体系への移行、就労支援の強化等を目的に、平成 18 年4 月に施行されました。法施行後は、

利用者負担の軽減等の措置を講ずるなど、法の円滑な運営のための特別対策が行われまし

たロ

その後、政権交代により、障害者自立支援法を廃止して、制度の谷間のない障害者総合

福祉法(仮称)を制定することとなり、内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置され

ました。岡本部の下、「障がい者制度改革推進会議」において議論が行われ、平成 22 年4

月には推進会議の下に「総合福祉部会」が設置され、検討を進めています。

なお、平成 22 年 6 月に閣議決定された「障がい者制度改革の推進のための基本的な方向

について」の中で、障害者総合福祉法(仮称)については、平成 25 年 8 月までの施行を目

指すこととされていますロ
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第1 軍計酉傭定の基本的な考え方

(2) r陣がい者制度改革推進本田等にお付る検耐を蹟事えて陣害保健掴祉施策を見薗

すまでの聞において障害者‘の地域生活を支援するための関係法律の盤備に闘する

法律」の成立

前述した「障がい者制度改革推進本部」等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を

見直すまでの聞において、障がい者及び障がい児の地域生活を支援するため、関係法律の

整備について定めた法律が、平成 22 年 12 月に制定・公布されました。

この法律では、「①利用者負担の見直しJ r②障害者の範囲の見直しJ r③相談支援の充実」

「④障害児支援の強化J r⑤地域における自立した生活のための支援の充実」について、現

行制度を見直すこととし、①⑤については平成 24年 4 月 1 日までの政令で定める日から施

行、②については公布日施行、③④は平成 24 年4 月 1 日施行とされています。

(3) 障害者基本法の改正

国の障害者施策の基本指針である障害者基本法についても、「障がい者制度改革推進会

議」での検討・意見等を受けて改正法案が平成 23 年 4 月に国会へ提出され、同年 7 月に成

立し、同年 8 月に公布・施行(一部を除く)されたところです。

この法律は、障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、「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

ものであるとの理念にのっとり、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を実現する J (法第 l 条)ことを

掲げるとともに、障害者に対する差別禁止の観点から、社会的障壁の除去についての配慮

等の基本原則を定めるほか、障害者の定義、障害者の自立及び社会参加の支援等のための

基本的施策等に関する規定の見直し等が盛り込まれていますロ

(4) 障害者虐待防止法の成立

障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、その防止が障がい者の自

立及び社会参加にとって極めて重要であること等から、「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J (障害者虐待防止法)が平成 23 年 6 月に成立しました(施

行は平成 24年 10 月 1 日)。同法では、障がい者に対する虐待の禁止、虐待の予防・早期発

見など虐待防止等に関する国等の責務、虐待を受けた障がい者の保護や自立支援のための

措置等を定めています。

以上のように、今日、固において障がい者福祉の抜本的な制度改革を進めている状況に

ありますロ
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.1量計圃鏑定の畠本的な場え方

[I計圃策定の目的

本町の実情や国の制度改革の動向、社会の変化等も踏まえ、また、本町におけるこれまで

の障がい者施策の成果を受け継ぎつつ、ニーズの多様化や法制度改正の動向などに迅速・的

確に対応しながら、誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちを実現するための基本

的方向を明らかにするために、本計画を策定するものです。

[r計圃の性格・位置づけ
(1) r陣がい宥畠本計圃』と r陣がい掴糧計圃』

「障がい者基本計画」は、「障害者基本法」に基づく市町村計画で、障がい者のための施

策に関する基本的な事項について定めるものです。

「障がい福祉軒画I は、「障害者自立支援法j に基づく市町村許画で、同法で定める障が

い福祉サービス等の必要量や確保の方策等について定めるものです。

「障がい者基本計画」は、本町における障がい者関連個別計画の最上位計画として位置

づけられる計画であり、「障がい福祉計画」を内包するものとして、両計画を一体的に策定

します。

竪壁とJ
第十一条三市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者許画を基本とする

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。

|障害者自立支援法「

¥¥¥  

根拠法

計画期間

計画内容

第八十八条市町村は、基本指針に即して、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繰に関する計画 ωl下「市町村障害

福祉計画」という。)を定めるものとするE

障がい者基本酔酉 障がい福祉軒画

障害者基本法 障害者自立支援法

中長期 3年間

障がい者のための施策に関する基本 障がい福祉サーピス等の必要量や確

的事項を定める 保に関して定める
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第1 章計画策定の基本的な考え方

(2) 他の計画との関係

本計画は、「第 5期剣淵町総合計画J (平成 23 年~平成 32 年)を実現するための基本

計画をはじめとする関連計画と整合性を持たせた障がい者に関する個別計画とします。

(3) r障がい者」の定義について

本計画における障がい者の定義については、原則として下記の各法制度によるものとし

ます。

障害者自立支援法

第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定す

る身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上で

ある者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する

精神障害者(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者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害

者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をい

フ。

二 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定す

る障害児及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいう。

|身体障害者福祉法 1------------

第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害が

ある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付

を受けたものをいう。

|知的障害者福祉法 ~--------------

※ 知的障害者の定義について、明確な条文化はされていない。

ちなみに、厚生労働省では「知的障害者とは、知的機能障害が発達期(お

おむね 18 歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じるため、なんらかの

特別な援助を必要とする状態にある者」と定義している。

|精神保健及び精神障害者福祉に関する法 1--

i 第五条 この法律で「精神障害者J とは、統合失調症、精神作用物質による急

性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する

者をいう。
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第1 軍計聞策定の畠本的な考え方

|児童福祉法 l

i 第四条二 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のあ i
る児童をいう。，

|発達障害者支援法 I一一

第二条二 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日

常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児J とは、発達

障害者のうち十八歳未満のものをいう。

|障害者基本法制改正平成二十三年八月五日法律第九十号)※ l

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによるロ

障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身

の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び

社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける

状態にあるものをいう。

※障害者基本法の一部を改正する法律(平成三十三年法律第九十号)により、障害者基本

法の障害者の定義に関する第三条 は、一部変更となった。

|障害者虐待の防止、障害者の養帯同する支援等に関する法律(障害者虐待防止制 l

i 第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律 i

第八十四号)第二条第一号に規定する障害者をいう。
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第1 軍計園篇定の畠本的な考え方

計画期間lと
(1)剣泊町障がい者畠本計画

本町の障がい者施策推進の基本的指針となる剣淵町障がい者計画の期間は、平成 19 年度

から平成 28 年度までの 10 年間ですが、「障がい福祉計画」の計画期間にあわせ、社会情勢

や障がい者のニーズ等の変化により、必要に応じて適宜見直しを行います。

(2) 剣酒町障がい掴祉計画

障がい福祉計画は、平成 26 年度末における福祉サービス等の必要見込量や達成すべき数

値目標を設定した上で、計画の期間は平成 24 年度から平成 26 年度まで(第 3 期)

各年度における必要量や目標数値を見込みます。

とし、

※ただし、既述のとおり、平成 25 年 8 月までに、障害者自立支援法に代わる新たな障害者

総合福祉法(仮称)の施行が予定されています。従って、本計画の計画期間中に本計画

の内容等を見直すことも想定されます。
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第 2章 障がい者を取り巻く現況
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第2軍障がい者を取り省〈現況

1 .人口・世帯等

(1)人口・世帯数

本町の平成 22 年 10 月 1 日現在の総人口は、 3， 565 人で、世帯数は 1 ， 329 世帯です。

総人口は一貫して減少傾向で推移しており、昭和 60 年からのお年間で約 1 ， 500 人減少

しています。

世帯数も減少傾向となっており、一世帯あたりの人数も昭和 60 年の 3.61 人から 0.93

人減少し、平成 22 年には 2.68 人となっています。

(人) 人口・世帯数の雄移

6,000 • • 5,000 

4, 158 
4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

。 LJ  

.1. 338 • • 1.3 
3, 952 

3~ 騎E

1,500 
9 

1,000 

500 

。

昭和60年平成2年 平成7年平成12年平成17年平成22年

※国勢調査結果

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

総人口 5,111 4,703 4,466 4,158 3,952 3,565 

年少人口 1,011 780 621 516 434 385 

(割合) 19.8幅 16.6弘 13.9弛 12.4首 1 1.0首 10.8% 

生産年齢人口 3,333 2,984 2,781 2,482 2,316 1,978 

(割合) 65.2冒 63.4% 62.3弛 59.7胃 58.6胃 55.5首

老齢人口 767 934 1,064 1,160 1,202 1,202 

(割合) 15.0% 19.9% 23.8弛 27.9首 30.4'国 33.7首

世帯数 1,414 1,385 1,403 1,406 1,338 1,329 

一世帯当人数 3.61 3.40 3.18 2.96 2.95 2.68 
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第2軍陣がい者を取り萄〈現況

(2) 年歯3区分別人口

平成 22 年 10 月 1 日現在の年齢 3 区分別人口の割合は、年少人口が 10.8%、生産年齢人

口が 55.5%、高齢者人口が 33.7%です。年少人口と生産年齢人口の割合は、昭和 60 年か

らのお年間でそれぞれ 9.0 ポイント減少している反面、高齢者人口は 18. 7 ポイント増加

しています。

100.0% 

90.0% 

80.0百

70.0耳

目。 0%

50.0% 

40.0世

30.0% 

20.0世

10.0百

0.0% 

15 
1U" 

昭和6昨 平成E年

年齢3区分別人口割合

23.8" 27. 鰍 30.4" 

口高齢者人口

口生産年齢人口

・年少人口

33. 7" 

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年
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第2軍障がい者を取り省〈現況

[[陣がい者の動向
(1)障がい者数の推移

剣淵町における障がい者、特定疾患の方の人数は、平成 23 年4 月 1 日現在で身体障がい

者が 229 人、知的障がい者が 47 人、精神障がい者が 51 人、特定疾患の方が 28 人となって

います。

特定疾息は増加傾向ですが、その他は各障がいともに横ばいか減少傾向となっています。

(人)

300 

250 

200 

150 

100 

50 

。

障がい者数の擁移

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者

平成16年 265 44 

平成17年 268 47 

平成18年 259 48 

平成19年 249 47 

平成20年 239 50 

平成21年 237 60 

平成22年 234 46 

平成23年 229 47 

※各年4 月 1 日現在
※身体障がい者は身体障害者手帳の所持者
※知的障がい者は療育手帳所持者

42 

50 

55 

52 

53 

53 

51 

51 

※精神障がい者数とは、精神保健福祉手帳所持者と
自立支援医療(精神)受給者証所持者数の合計

※特定疾患は、特定疾患受給者証の受給者

(単位・人)

特定疾患

20 

21 

21 

20 

21 

25 

24 

28 

-一身体障がい者
一司一一知的障がい者
企 精神障がい者

265 268 一ー十一特定疾患

• 259 
249 . 

.UI .2.34 229 
司

44 50 ____...‘5ー5 52 
53 -「610 51 51 

圃圃圃圃 圃圃.

直匂←4了L-- ..o:吋47f---存1418 -+47 作V250 ー -J~一一一 -O4P6EPE ーの 削
2 0 1 2 5 2 4 2 8  

平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年
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第2軍陣がい者を取り萄〈現況

(2) 障がい者の出現寧(対鯛澗町人口)

平成 16 年度からの人口に占める障がい者の出現率(手帳等所持率)は、身体障がい者は

6~7%程度、知的障がい者と精神障がい者は 1~2%程度で推移しています。

身体障がい者の出現率は減少傾向となっていますが、知的障がい者と精神障がい者は微

増傾向となっています。

平成 23年度の各障がい者の出現率を合計すると、対町民人口の 9.26% となっています。

陣がい者の出現率 (単位: %) 

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者

平成16年 6.6悦 1.1 0弛 1.05弛

平成17年 6.75弛 1. 18弘 1.26見

平成18年 6.62弛 1.23弘 1.41 見

平成19年 6.49'届 1.22弛 1.35弛

平成20年 6.31 " 1.32弘 1.56弛

平成21年 6.38" 1.62略 1.64弛

平成22年 6.36世 1.25弛 1.60見

平成23年 6.35弛 1.30弛 1.61 見

※出現率は、各障がい者数/人口
※人口は各年 10 月 1 日現在の住民基本台帳と外国人登録者数の合計による。

一-・-一身体障がい者

8.0% -ト一知的障がい者

A 精神障がい者

7.0弛

..._ . -ー+ーー一‘一+ー~一.....-.-ーー+一一一.....ーーーーーー・-一一一+
6.0% 

5.0% 

4.0% 

3.0% 

2.0% 

ー _k ーーー 也ーー ー抗.--
ー企EE-- un- -Ea---A 

1 目0%

0.0% 
平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年
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第2軍障がい者を取り省〈現況

(3) 身体障がい者の状混

①年齢別身体障がい者数の推移

年齢別の身体障がい者の人数は、各年齢層ともにやや減少傾向で推移しており、平成 23

年度では 65 歳以上の高齢者が 178 人(77. 7%) 、 18~64歳は 47 人 (20. 5%) 、 18 歳未満は

4 人(1. 7%) となっています。

(人 年前E自身体障がい者数の推移
ロ 65歳以上

呂田
ロ 18歳-64歳

_18歳未満

250 卜一一

2田 トー 卜一一 ト一一 卜一一一 ト一一 ト一一 卜寸

204 211 200 111 183 ト一一一 178 ト一一 178 ト一一 178 
卜寸ト一一 ト一一トー 卜一一 ト一一150 

1叩 トー 卜一一 ト一一 ト一一 ト一一 ト一一一 ト一一 ト一一 ト→

ト一一 ト一一 ト一一一 卜一卜l83 ト一一一 卜一一
57 55 53 52 47 58 60 

50 

。」ー1. 4 ・ ,,-, 1.4 1. 4 ・, 回 5 ・昆 R .5 ・ 1. 5 ・民 4 4 .tー

平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年

年前刷身体障がい者数

年齢 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

18歳未満 4 4 4 5 

18歳-64歳 63 58 60 57 

65歳以上 204 211 200 191 

合計 271 273 264 253 

⑧陣がい得級BU身体障がい者

平成20年

5 

55 

183 

243 

(単位:人)

平成21年 平成22年 平成23年

5 4 4 

53 52 47 

179 178 178 

237 234 229 

※各年4月 1 日現在
※手帳所持者実数値

平成 23 年度の障がい等級別の身体障がい者の割合は、重度である 1 級が 23.6% 、 2級

が 16.6%で、重度者が 4割を占めています。

4級
24.0冒

6.1 目

等級別身体障がい者

3級
21.0" 

1 級
23.6首

2級
16.6見

※平成 23 年4 月 1 日現在

※手帳所持者実数値
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第2軍陣がい者を取り萄〈現況

身体等級別の推移は、重度がやや増加し、中度と軽度が減少傾向となっています。

(人) 等級別身体障がい者数の推移

300 

250 

200 .6級
541 

1581 |拘| 1551 1 |ロ 5級
ロ 4級150 

71 |川 |1821 1551 151 1 回 E級
701 188 1 

ロ 1 級100 

50 

。

平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年

③陣曹区分別身体障がい者数の推移

障害区分別の人数は、肢体不自由が 138 人で 6割以上を占めて最も多くなっています。

音声言語
そしゃ〈槍能障がい

0.9% 

視覚障がい
S 自由

陣書区分別身体障がい者敏

障がい区分別身体障がい者

内部機能障がい

※平成 23 年4 月 1 日現在

※手帳所持者実数値

(単位:人)
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第2軍障がい者を取り省〈現況

(4) 知的障がい者の状混

①年齢別知的障がい者数の推移

年齢別の知的障がい者の人数は、平成 21 年度までは各年齢層ともに増加傾向で推移して

いましたが、平成 22 年度に 65 歳以上が 2 人、 18 歳~64 歳が 12 人減少しています。

(人 年齢副知的障がい者数の措移
ロ 65歳以上

70 ロ 18歳-64歳

.18歳未満

~、
4 4 4 

4 
L一一一

\ミ

60 

関

40 トー ト一一一 ト一一 ト一一一 ト一一一 トー

ト一一 44 L一一一
48 

44 43 43 
44 36 35 

羽

20 トー ト一一 ト一一一 ト一一 ト一一一 ト一一一 ト一一 トー

ト一一 ト一一一

LII3t:: 151 嗣 日 日 E 日
10 

。

平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年

年前刷知的障がい者数 (単位:人)

年齢 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

18歳未満 3 5 6 6 

18歳-64歳 44 44 43 43 

65歳以上 3 4 4 4 

合計 50 53 53 53 

⑨障がいの程度別知的障がい者数の推移

平成20年 平成21年

8 8 

44 48 

4 4 

56 60 

平成22年 平成23年

8 自

36 35 

2 3 

46 47 

※各年4月 1 日現在
※手帳所持者実数値

平成 23 年4 月 1 日現在の障がいの程度別知的障がい者の状況は、 47 人中療育手帳Aが

14 人 (29.8%) 、療育手帳B は 23 人 (70.2%) です。

療育手帳Aは平成 21 年度までは横ばい、療育手帳Bは増加傾向にありましたが、ともに

平成 22 年に減少に転じました。

療育手帳B
70.2% 

障がいの程度別知的陣がい者

※平成 23 年4 月 1 日現在

※手帳所持者実数値
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第2軍陣がい者を取り萄〈現況

障がいの程度別知的障がい者数
障がい程度目ー」ー _1.......- ー _1 ..... 
療育手帳A

墨響呈

(単位人)

※平成 23 年4 月 1 日現在

(人) 陣がいの温度副知的障がい者数の権移

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。

平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年

注.各年4月 1 13 現在

(5) 精神障がい者の状混

①等級別輔神障がい者数(手帳所持者)の推移

精神障がい者数の等級別の推移については、大きな増減はなく推移しており、平成 23

年度は 2級が 7 人、 3級が 2 人となっています。

障がいの程度刷精神障がい者数 (単位:人)

等級 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

1級

2級 自 7 7 7 7 8 B 7 

3級 2 

合計 自 7 7 7 7 8 8 自

※平成 23 年 4月 1 日現在
※精神障害者保健福祉手帳所持者
※自立支援医療(精神)受給者証所持者は含まない。
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第2軍障がい者を取り省〈現況

②等級別精神障がい者の構成割合

平成 23 年度の障がいの等級別精神障がい者は、 2級が77. 8% と多くなっています。

陣がいの等級10精神障がい者の割合(手帳所持者)

3級
22.2首

1 級
0.0百

2級
77.8% 

平成 23 年4 月 1 日現在

③精神障害者保健掴祉手帳所持者と自立支援匡寝(輔神)受鎗者匝所持者の推移

平成 23 年4 月 1 日現在、精神障害者保健福祉手帳所持者は 9 人、自立支援医療(精神)

受給者証所持者は 50 人で、重複所持者が 8人います。

精神障害者保健福祉手帳所持者は微増傾向にあり、自立支援医療(精神)受給者証所持

者は平成 21 年からは減少傾向となっています。

(人)

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。

精神障がい者の措移

53 53 
51 50 

43 
45 

35 

平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年

ロ自立支援医療(精神)受給者匝所持者数

口精神障害者保健福祉手帳所持者数

(単位:人)

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

自立支援医療(精神)
35 43 48 45 53 53 51 50 

受給者柾所持者数

精神障害者
6 7 7 7 7 B 8 9 

保健福祉手帳所持者数

※平成 23 年 4 月 1 日現在
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第2軍陣がい者を取り萄〈現況

(6) 特定疾患等の状況

①特定宗息‘の推移

特定疾患医療費受給者証所持者数は、年々増加傾向となっており、平成 23 年度で 28 人

となっておりますロ

{人) 特定疾風..費受給者E所持者数

30 

ー
25 

一
ト

20 l--f一一 「ートー ト一一 ト一一 ト

15 ト一一 ト一一 ト一一 ト一一
28 

25 24 
10 20 f-----l 21 21 20 ト一一 21 

5 ト一一 ト一一 ト一一 ト一一 ト一一 ト

。

平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年
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13. 陣がい掴祉サービスの利用状況 l 
(1)指定陣書掴祉サービスの状況

平成 21 年-23 年の指定障害福祉サーピスの実績は、生活介護と短期入所以外のサーピスで増加しており、実績変化率では特に施設入所支

援が 600%、就労継続支援(非雇用型)が人数 200%、人日分 2 1. 8% と大幅に増加しています。

舗
M
冊
司
法

F
，
盟
理
語

A
掴
諸

|よ?ぐL\
計画値〔各年鹿1 カ月分} 実慣値〔各年度1 カ月分)

平成21年 平成22年 平成23年 平成21年 平成22年 f 哩込み】 平成21年 平成22年 平成23年 平成21-四年

肪
相官"

時間 189 210 233 147 172 165 77.8百 81.9首 78.6首 112.2% 

問 日制'""阻

系 人 自 自 自 1回日首

人 4 4 50.0% 
or.，白"阻

人自分 自由 88 308 85 81 42 128.8% 92.0首 13.6首 49.4唱

自立訓練(機能訓練)
人 E E E 

人自分 22 E E E 。日目

自立訓練(生活訓練)
人 E E E 

日 人自分 22 44 66 E E 0.0首 0.0首 。附

中
人 E E E 

.~岬

人自分 22 22 88 E E E 。回目首 。回目首 。回日目

活
(雇用型)

人 E E E 

動
人自分 22 E E 0.0% 

{非雇用型)
人 4 E 2∞ 0冒

系 人自分 66 66 242 48 53 105 72.7首 80目3% 43目4首 218目8%

'"包囲tJra: 人分 E E E 

人 2 E E 166目7首
:n;.JI!. I .， ν-<: ，、

人自分 ヨ ヨ ヨ 4 4 41 133.3% 133.3% 133.3首 1∞日置

首掴1冊
人 E 1∞日置

人自分 4 自 21 200侃 1∞怖 50.0首 33.3首

居
S悶11 人分 4 E E 25回目首

住 人分 E E 自 自 61 120侃 120侃 85.7冒 1∞m 

||系匝相吉競丈支高援玉冨 人分 z 4 14 z 4 18 1∞侃 1∞侃 128.6冒 6∞日首

人分 1∞侃 1∞侃 1∞口百 1∞口百
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舗
M
冊
司
法

F
，
崎
市
摺
語
A
組
笛

(2) 地属生活支援事旗の状況

相瞭支援事擁① 

相談支援事業は、平成 23 年度現在 2 か所で実施しています。

年度
計圃値 実績値 対計画値比率 実績量化事

サピス名 平f ・成2λ23み年1 平成21年 平成22年 平成23年 平成21年 平成22年 平成21年 平成22年 平成23年 平慮21四四年

(1 )相醸支援事業 戸-- ---J〆" 戸-- --------戸戸/ ----①相談支援事業 戸~ -----戸-- --戸~ --戸~ 戸-- 戸~

ア障害者相談支援事業 実施箇所教 2 2 2 2 ヨ 9 100.0弘 1∞.0首 100.0% 100.0% 

イ地域自立支援協議会 実施箇所数 100.0弛 100.0幅 100.0% 

コミ.:1.'=ケーション支橿事.② 

コミュニケーション支援事業の状況は、利用者数が 1 人で、ほぽ計画値どおりとなっています。

(2)コミュニケーション支援事業

日常生活用具給付事績⑧ 

日常生活用具給付事業の状況は、利用者数が少ないこともあり、排池管理支援用具以外は、対計画値比率や実績変化率は低くなっています。

年度
計画値 実績値 対計画値比率 実績変化事

平成23年サピス名 平成21年 平成22年 平成23年 平成21年 平成22年
(見込み) 平成21年 平成22年 平成23年 平成21....23年

(3)日常生活用具費給付事業 戸戸/ --戸〆" 戸〆/ 戸〆- 戸〆" 戸--- 戸〆- 戸戸/ /戸/

①介護訓練支援用具 給付等件数 。 0.0見 100.0見 0.0首

②自立生活支援用具 給付等件数 2< 20 2C 2 2 10.0弛 10.0弛 5.0冒 50.0% 

③在宅療養等支援用具 給付等件数 2 2 ~ 3 150.0弘 50.0弘 50.0% 33.3首

④情報・意志疎通支援用具 給付等件数 。 2 。.0弛 200.0弛 1∞.0冒

⑤排池管理支援用具 給付等件数 75 75 7~ 96 126 14~ 128.0弘 168.0弛 192.0首 150.0% 

⑥住宅改修費 給付等件数 。 0.0弛 100.0弛 1∞.0首
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移動支援事篇④ 

移動支援事業は、利用者数の実績値が計画値に比べ 40% と低いものの、延利用時間数は、ほぼ計画値どおりとなっています。

年度
計圃値 実績値 対計画値比率 実績変化事

平r .成tλ23S年心ザピス名 平成21年 平成22年 平成23年 平成21年 平成22年 平成21年 平成2年 平成23年 平成21-23年

実施箇所数 3 3 3 3 d d 100.0胃 100.0% 100.0% 100 日目

(4)移動支援事業 利用者数 10 10 10 4 4 4 40.0首 40.0首 40.0% 100.0弛

延利用時間数 360 360 360 320 304 310 88.9胃 84.4% 86.1% 96.9弛

地域活動支援センター週曽事旗⑤ 

地域活動支援センターは、平成 23 年の計画値 2 か所に対し、実績値は 1 か所となっており、利用者数も計画値に対して低くなっています。

ニ?\~〈と
計画値 実績値 対計画値比率 実績変化事

平成21年 平成22年 平成23年 平成21年 平成22年 平(見成込23み年) 平成21年 平成22年 平成23年 平成21-23年

(5)地域活動支援セン事一運営事業 --戸-- 戸戸/ 戸〆" 戸〆ﾓ， 戸-- 戸-- 戸-- 戸〆/ 戸，-"

①地域活動支援セン~-N型
実施箇所数 2 100.0目 50.0% 50.0% 100.0% 

利用者数 2 2 20 2 2 2 100.0% 100.0% 10.0% 100.0% 

舗
M
冊
司
法

F
，
盟
理
語

A
掴
諸

ともに対

その他の独自事濃の必要量見込み

その他の独自事業は、日中一時支援事業は利用者数が少なく、自動車運転免許取得・改造費補助助成事業は利用者がいないため、

計画値比率も低くなっています。

⑥ 

サ一三7~ぐと~
計画値 実績値 対計画値比率 実績産化車

平成21年 平成n年 平成23年 平成21年 平成2年 平(見成込23み年) 平成21年 平成n年 平成23年 平鹿21四四年

実施箇所数 2 100.0% 
日中一時支援事業

利用者数 2 3 E 2 50目。首 66目7首 20目。首 100目。首

自動車改造費補助事業 利用者数 。 。 0.0首 0.0首 0.0% 





第3章計画の基本的方向
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.3軍肘圃の畠本的方向

[[計圃の革本理怠

o 絵本の里」として全国的に知られる本町では、絵本の館の開設をはじめ、絵本の持つ

やさしさや暖かさを生かした特色ある地域づくりが進められてきました。また、その活動

に障がい者福祉施設が積極的に協力するなど、障がい者とともに絵本の呈づくりが進めら

れてきました。

0 この I絵本のまちJ の特性を生かし、障がいの有無を問わずすべての人々がぬくもりを

感じながら生活できる共生社会の実現を目指します。

0 障がいや障がい者に対する偏見をなくし、「ノーマライゼーションI や「インクルージョ

ン」の実現のため、子どもの頃から、思いやりの心と助け合いの精神を養う福祉教育を取

り入れるとともに、障がい福祉に関する啓発と広報活動を進めます。

0 障がい者が生き生きと彩りのある生活を実感することができるよう、主体的に多様な福

祉サービスを活用できる支援体制を整備するとともに、様々なパリアフリーを進め、障が

い者が社会参加できる仕組みを整えます。

以上により、本計画の基本理念を次のように設定します。

芸家謹ESJ

思いや'J G>心奄防ぐ〈都支え含弓
彰'J~.<f， 'J G>春ち叶lt.iJち
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第3軍計聞の畠本的方向

[[基本目標

基本理念の実現に向け、次の 3つの基本目標に基づき、障がい者施策の展開を図っていきま

す。

/¥  

基本目標1 共に支え合うI~\をはぐくむまちづくり

¥ 

障がい者が地域社会で共に生活を送るためには、ノーマライゼーションの理念と相互扶助

の精神に基づいた、あらゆる町民の理解と手助けが必要となります。

障がい者の地域生活を支える町民の共生意識を高めるため、福祉教育と啓発・広報活動を

充実し、ノーマライゼーション理念の浸透を図り、町民が結束して共に支え合う地域福祉活

動を促進します。
....l1lI 

基本目標2 健やかに安山レて暮らせるまちづくり

障がい者が、地域社会のなかで健やかに安心して生活を送れるように、必要な情報提供を

行い、相談支援体制や、福祉・保健・医療のサービス提供体制の充実を図ります。

基本目梅3 自立と社会参加を支えるまちづくり

障がい者の社会的な自立に向けて、障がいの特性に応じた療育・教育体制、就業促進やコ

ミュニケーション支援など、幅広い支援体制を整備します。

また、生活の質の向上を図り、生きがいや彩りのある充実した生活を実現するため、その

前提となる住まいや生活環境のバリアフリー化と安全対策、スポーツ、趣味・文化活動等の

充実を図ります。
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.3軍肘圃の畠本的方向

[I基本理怠の実現に向けた施策体系

本計画の基本理念を実現するために、次のような施策の展開を図っていきます。

6*11;含
【ー本圃・】 【撞筒分野】 【.鏑の方向】

曹..・広報活副の完寓

【畠本目標 1 】 心のバリア7リー
掴祉破宵由克翼

共に支え合う
実.由姐遭

心豊肱ぐ〈む
植栴掴膚の櫨遭

事事づ〈り
ポランティF清園町糟遭

創意寄生かした地域掴

祉活副の僅温
関係固体由宵..活副支援

マンパワーの完寓

自立葉橿(l)fI:晶由サーピZ自棄寓

生活支掘の克寓
..サーピZ由克寓

【畠本目橿2 】 相麟支橿の完寓

健帯かに安心して 生活安定支援咽克寓

ーらせ畠車ちづ〈り 障がい咽予防・早期霜且体制帽克寓

保値..体制の充実 週畑a8・リハビリテーションの貫寓

構栂標値対篇咽充実

.宵・徹宵への完寓
l .宵由嘉異
学按.. 宵の完寓

雇用、臨露骨健温

祉a・加の恒温
，掴量的鼠揖咽完翼

【畠本目橿S 】

自立と祉会.掴聖
住車いづ〈り・車ちづ〈り咽揖温支え轟まちづ〈り | 
，勘・嚢通対鏑田植温安心と申書し書の車事

づ〈りの措遭 防鍵封筒白描遭

防組対.由揖温

開. ::::U! ~=←シ|鴨川7 ') -(1)回

ヨンの兎寓 コミ:1 :::7ーション嚢揖由亮寓





第4軍施策の展開
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第4軍施傭の展開

基本目標 1 共に支え合う心をはぐくむまちづくり

1 .心のバリアフリー

.~施策の方向0・

0すべての町民が障がいのある人や障がいに対する理解を深め、障がいの有無にかかわらず

互いを尊重し、共に支え合う『ノーマライゼーション』のまちづくりを進めます。

0障がいのある人への思いやりの心をはぐくみ、障がいに対する理解を深めるため、幼児期

から小・中・高等学校までの一貫した福祉教育を推進し、「絵本の里」の特徴を生かした

体験学習をはじめとする福祉活動を積極的に展開していきます。

0本町には、町民と西原の里の利用者とのふれあいが日常的にみられるなど、障がいのある

人が地域の一員として受け入れられているという土壌があります。今後とも、障がいの有

無を越えて相互理解を深める交流活動を促進していきます。

0障がいのある人の権利を擁護する制度の利用促進・普及を図ることにより、障がいのある

人の権利を守り、地域で安心して生活できる仕組みづくりを推進します。

(1)啓発・広報活動の充実

「広報けんぶち」や町ホームページの積極的な活用を図り、障がいのある人や障がいへ

の正しい理解を深め、「ノーマライゼーション」の理念を浸透させます。

基本施策 施策内容

「広報けんぶち」や町ホームページを積極的に活用するとと

①多様な広報媒体の活用 もに、パンフレット、ポスター等により啓発・広報活動を充実

させます。

(2) 掴祉教育の充実

幼児期から小・中・高等学校までの一頁した福祉教育を進め、ボランティア体験や介護

体験等の体験学習の機会を充実させますロ

また、幅広い年代の町民が、心のバリアフリーについて体験を通じて考えたり、情報を

得られるよう、生涯学習の場などの活用を図ります。

基本施策

①体験学習の充実

施策肉容

ボランティア体験や介護体験、障がいの疑似体験などの実践

的な体験学習の機会を充実させます。
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第4軍施貨の展開

基本施策 施策内容

②学校ぐるみのボランテ
各学校において、介護ボフンティア、福祉行事へのボフンテ

ィアスタッフとしての参加等の活動を計画的、全校的に展開し
ィア活動の推進

ます。

「絵本の館」において、ノーマライゼーションや心のパリア

③絵本の館の活用 フリー、人権等に関する絵本をとりあげ、専用コーナーの設置

などを進めます。

④講座・学習会の開催
生涯学習の一環として、障がいのない人々が障がいや介護に

ついて体験的に学習できる講座を開催します。

(3) 実涜の推進

児童・生徒が障がいのある人や児童と交流し、障がいの有無を越えて互いを理解し合う

機会を充実させます。

また、障がいのある人と一般町民との交流機会を充実させます。

基本施策 施策肉容

保育所や学校において、障がいのある子と健常児とが日常的

に交流が行われているので、今後はより一層充実した交流が図

①児童・生徒の交流体験 られるように努めますロ

の充実 また、社会福祉協議会や障がい者団体との連携を進め、地域

で行われる福祉関連の行事への参加やボランティア体験等の機

会を拡充させます。

障がい者福祉の理解、ノーマライゼーションの普及に向けた

地域づくりを進める契機として、社会福祉協議会を中心に健

②ふれあい広場の充実 康・福祉・介護をはじめとする地域の関係者間の連携を強め、

高齢者や障がいのある人と地域住民が一堂に会する「ふれあい

広場」を充実させます。

③西原の里との交流機会
社会福祉協議会、北斗会などが中心となってこれまで培われ

てきた西原の旦の障がい者と町民との交流事業を今後も支援し
の拡充

ます。

(4) 権利擁慢の雄道

あらゆる機会・場を活用して、町民の人権意識の高揚を図るとともに、障がいのある人

の権利擁護を目的とした各種制度の周知に努め、利用を促進します。

また、障がい者が個人の尊厳を保ち、住みなれた地域で生活ができるよう、虐待防止の

啓発に努めるとともに、障がい者に対する虐待を発見した場合等における関係機関との連

携体制の確立を図ります。
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.4. ._圃

‘本抱繍 .. 肉.

相帳窓口を聞置し、権利擁護を含め、専門の相帳員が陣がい

①障害者相融支援事業Ic のある人の相離に応じます.障害者自立支援協構会を中，~'I1:、

よる権利擁曹の充実 ケア会司自噂を通じて、各種関係機関との連携の強化を園り、権

利擁檀Ic対する相離支援体制の充実に努めます.

②成年笹見制度の利用促
知的障がいキ輔神障がいのある人等の財産智理キ契約時iとお

ける楢荊j保躍を目的左した成年笹見制度の利用を促進する方策
進

について検肘を進めます.

判断帽力が十分でない本人に代わって、福祉サーピスの利用

③姐成徳位権利擁金"'* 手艇の援助や代行、利用料の支払などを行う「地慎福祉権利擁

の利用促進 種事業」について、関係機関と櫨薗ー連携のうえ実施体制の強

化を閏ります.

町k社会福祉協踏会が協力し、陣がいのある人の権利擁曹に

g酒祉関偏者への人権意 ついて徹底を園るため、地場において陣がいのある人の生活を

.の啓指 支える民生委員ー児童書員、ボランティア、 NPO帯を対象と

した研侮損金を置けます.

家庭防聞の実施や相能血ロの体制強化等、関係機関k連携し

⑤虐待の防止 ながら虐待の早期書見に努めるともに、虐待を書見した場合は、

適切な保積帯を行います.

@差別の禁止
「改正障害者基本法』が定める差別の禁止について普及啓亮

を園ります.

...ぃ..，陶整作・ ;U)lCOI). 



−36−

第4軍施貨の展開

|2. 創意を生かした地域掴祉活動の促進

.~施策の方向0・

0障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、「思いやりと助け合

い」の心をもって自主的に取り組む地域福祉活動を活性化させます。

0また、障がいのある人とその家族の孤立化を防ぎ、地域社会の一員としての参加意識をも

たらすため、障がい者団体の育成と支援を充実させます。

O障がいのある人の地域生活への支援等に向けて、高い専門的知識を有した人材の確保と資

質の向上に努めます。

(1)ボランティア活動の推温

ボランティア活動の活性化を図るため、町民に対し、活動のきっかけづくりとなる場と

機会を提供するとともに、町民がボランティア活動に気軽に参加できるよう、ボランティ

アの需要と供給を調整するなどコーディネート機能の充実を図りますロ

また、ボランティア団体やNPO等が参加者の創意を生かした自主的・自発的活動を展

開できるよう各種支援を充実させます。

基本施策 施策内容

①ボランティア講座の充 ボランティア活動参加へのきっかけづくりを図るためのボラ

実 ンティア講座の開催などの施策を進めます。

高齢者や障がい者を対象としたボランティア活動の開発・調

②ボランティアセンター
整、紹介(ボランティアマップ)、さらには、ボランティアの登

録、利用あっせん等を行うボランティアコーディネート機能を
事業の推進

持つボランティアセンタ一事業の取り組みについて関係団体で

幅広く検討を進めます。

ボランティア団体が参加者の創意を生かした自主的・自発的

③ボランティア団体に対 な活動を展開できるよう、中士会福祉協議会が中心となって、活

する活動支援の充実 動費助成、情報発信、ボランティア・リーダーの育成等の支援

を充実させます。
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第4軍施傭の展開

(2) 関係団体の宵戚・活動支援

障がいのある人本人とその家族が、参加者同士の福祉の向上や親睦を深める活動等を行

う障がい者団体の育成を図り、各種支援により活動を活性化させますロ

また、障がい者団体未加入者の加入促進を進めます。

基本施策 施策内容

障がい者団体の育成に努め、自主的な活動を支援するととも

①障がい者団体の育成・ に、団体相互の連携を促進します。

支援 また、障がい者(児)及び家庭を包括した組織の結成に向けて、

検討を進めます。

②障がい者団体への加入 障がいのある人本人とその家族に対し、障がい者団体の活動

促進 を積極的にPR し、団体への加入を促進します。

③グループリーダーの育 障がい者団体のリーダーを育成するため、専門的知識、技術

成 等についての研修参加を支援します。

(3) マンパワーの充実

年々多様化、高度化する障がいのある人本人やその家族のニーズにこたえるため、各分

野でのマンパワーの確保と資質の向上、連携の強化に取り組みます。

基本施簸 施策肉容

障がい者ケアマネジメント機能を強化するため、相談支援専

①マンパワーの確保
門員の配置を進めます。

専門的相談、支援などに従事する社会福祉士、介護福祉士、精

神保健福祉士、保健師など専門職の確保に努めます。

新たな課題に対応できる専門的知識や技能習得、障がいのあ

②研修の充実 る人に阻慮した適切な接遇方法など、職員研修の充実に努めま

す。

相談支援事業所をはじめサーピス提供事業所、地域包括支援

③連携の強化 センタ一等関係機関との連携をさらに強化し、社会資源の有効

活用を図ります。
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第4軍施貨の展開

基本目標2 健やかに安心して暮らせるまちづくり

|1 .生活支援の充実

.~施策の方向0・

0障がいのある人ができる限り地域のなかで自立して生活できるよう、在宅生活を送る上で

必要とされる各種サーピスを量的・質的に充実させるとともに、地域での生活が困難な人

が安心して生活できる場としての施設サービスの確保に努めます。

0障がいのある人が安心して安定した生活を送れるよう、情報提供や相談支援の充実に努め

るとともに、各種年金・手当等の利用促進を図ります。

(1)自立支援のためのサービスの充実

「障害者自立支援法」によって新たに体系づけられた各種サーピスや、平成 18 年 10 月

から町が実施している地域生活支援事業の円滑な提供を図り、障がいのある人の在宅生活

を支えます。

サーピス提供に当たっては、年々多様化、高度化する障がいのある人本人とその家族の

ニーズに対応する支援体制の整備に努めます。

基本施簸 施策肉容

障害者自立支援法に基づき、障がいの種別を越えた在宅サー

ピス提供を可能とするようサーピス提供体制の充実に努めま

①訪問系サーピスの充実
す。

知的障がいや精神障がい、重症心身障がい、発達障がい、難病

などの障がい特性を理解した適切な介護を提供できる体制の整

備に向け、関係事業所等と協議を進めます。

②日中活動系サービスの 施設通所などにより障がいのある人が日中に創活動や機能訓

充実 練、就労訓練等を行う場を確保します。

③レスパイトサービスの
家族や介護者の休息(レスパイト)のため、障がいのある人を

日中預かり、活動の場を提供する日中一時支援事業について、
実施

利用者ニーズを把握しながら実施します。

④地域活動支援センター
地域で生活する障がい者の日中活動支援、生きがいづくり、

就業訓練などを実施する地域活動支援センターについては、さ
の実施

らに実情に即した形で充実させていきます。
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基本施策 施策内容

障がいによるハンディを補うとともに、日常生活の利便性を

⑤日常生活を支えるサー 高めるために不可欠な補装具、日常生活用具の給付の利用を促

ピスの推進 進します。また、配食サーピスや寝具乾燥サービス、除排雪サ

ーピスのニーズを把握し、実施に向けて検討を進めます。

ひとり暮らしなどの障がい者に安心して在宅生活を送っても

⑥緊急時対策の充実
らうため、緊急通報装置の貸与を継続します。

また、俳f回・行方不明などの事案には、高齢者施策と連携し

た sosネットワーク体制により対応します。

(2) .股サービスの充実

障がいのある人の家族や町民に対し、障がいのある人の日中活動の場、あるいは夜間の

生活の場という障がい者施設の役割について意識啓発を進め、施設の有効利用を推進する

とともに、障がいのある人の意向を尊重しながら、入所(入院)者の地域生活への移行を

促進します。

また、障害者自立支援法の施設体系への町内既存事業者の移行予定を把握しつつ、必要

に応じ広域的連携を進めるなどして、施設の確保や施設環境の整備に努めます。

基本施策 施策内容

①施設の役割に関する意
「障がいのある人は施設へ」という従来の認識をあらため、

「地域生活の支援」のための施設機能の有効利用について、障
識啓発

がいのある人を持つ家族や町民に対する意識啓発を進めます。

②地域生活への移行の推
障がいのある人本人の意向を尊重することを前提として、身

体機能向上・生活能力向上等の訓練機会を積極的に提供し、入
進

所(入院)者の地域生活への移行を促進しますロ

③施設サービスの充実
入所施設における支援を必要とする人の特性やニーズを踏ま

え、施設の確保に努めます。

知的障がいのある人や精神障がいのある人の地域における自

④生活の場の確保 立生活を支援するため、グループホーム、ケアホームの運営を

支援するとともに、設置を促進します。

⑤施設サーピスの質の向
障害者自立支援協議会などの場でサーピス提供施設へのニー

ズを確認していくほか、第二者評価の活用を促進し、施設サー
上

ピスの質の向上を図ります。
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(3) 相瞭支援の充実

障がいのある人が適切な情報提供を受け、自己選択・自己決定により各種サーピスや制

度を有効に活用できるよう、障がいのある人のライフステージのすべての段階に対応した

きめ細かな相談体制を充実させます。

基本施策 施策肉容

障がい者の地域生活を総合的、体系的に支援するための施策

①障害者自立支援協議会 について関係機関・団体等により協議する場である、障害者自

の充実 立支援協議会において部会を設け、個別の支援に関する連絡調

整会議を開催します。

自立支援協議会及び部会を中心にして、関係者聞による総合

相談支援体制の構築と個別支援に関する連絡調整に取り組みま

す。

障がい者宅の訪問、電話・窓口来所などによる障がいのある

人の日常生活上に関する相談を受け、支援を行う障がい者生活

②相談支援事業の充実・
相談支援事業を充実させます。

障がいの特性に対応できるより専門性の高い個別相談支援に
強化

ついては、専門職が阻置された指定相談支援事業所への業務委

託を行います。

また、障がいの有無に関わらず誰もが気軽に立ち寄れ、生活

上の悩み事などを相談でき、いきがいづくりや社会参加活動を

行う拠点として、町中に相談支援事業所等の設置について、検

討します。

身体や知的に障がいのある人やその家族から相談を受け、必

要な指導や助言を行う身体障害者相談員と知的障害者相談員の

③障がい者相談員活動の 周知に努め、活用を図ります。

充実 また、相談員の研修機会を充実させ、資質の向上に努めます。

また、障がいのある人が相談・助言を行うピアカウンセリン

グについて実施の可能性を検討しますロ

④民生委員・児童委員と
地域における支援対象者の把握や見守り活動を積極的に行っ

ている民生委員・児童委員との連携を強化し、相談への対応や
の連携

各種サーピスに関する情報提供などを行います。
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(4) 隼濁嚢定書橿.."'.

社会状況や障がu、のある人の=ーズを踏まえながら、障がいのある人の経済的自立を支

える手当年金や各種制度の充実を園ります.

業た 積極闘に制度の周知，.対象者の把昼に努め利用を促進し志す.

国キ置の動向に基づき、年金・手当・棋免措置を充実させま

⑤年金・手当・櫨免糟置 す.

.の充実 町瞳置の利用については、陣がい者の自立と生梧の安定が困

れるよう蹴免制度の継続、拡充I~努めます.

②対象者の把握
町闘保各課閣の連携により、各制度の対象となる人の把握に

努めます.

町のホームページへの掲章、冊子ーパン7レy ト績の配布帯

多様な手段を通じて、各種年金・手当ー按免措置等について周

@各種制度の周知 知を園り、利用を促進します.

ま士、各種制度の利用援助を行う相離支援事業を充実させる

k ともに、団事業の広報に努めます.

主、

*膨圃宥・a子作
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|2. 保健医療体制の充実

.~施策の方向0・

0保健・医療関係機関との連携・協力により、早期発見・早期療育やリハビリテーション事

業、疾病や介護を要する状態にならないための予防医療や相談支援の充実等に取組むこと

で、地域で生活する人々が安心して暮らせるよう努めます。

0 精神障がいのある人に対する保健・医療・福祉施策、さらに、うつ病をはじめとする精

神疾患に関連した自殺予防、児童思春期の心の問題など社会のニーズを踏まえ、町民の心

の健康づくりへの取り組みを充実させます。

(1)障がいの予防・早期第見体制の充実

乳幼児から高齢者のまで、あらゆるライフステージにおける取り組みを推進し、障がい

の原因となる疾病の予防を図るととともに、障がいを早期に発見、対応できる体制の構築

に努めます。

また、心の健康相談を充実させ、近年増加しているうつ病やひきこもりなどの予防や早

期発見、早期対応を図ります。

基本施策 施策肉容

①周産期対策の充実
妊産婦及び新生児の家庭を訪問し、健康状態、生活環境、疾

病予防等について、保健師が相談・指導を行います。

乳幼児健診を通じて健全な発育・発達状態を確認し、疾病や
②乳幼児健診事業の充実

異常の早期発見に努めます。

③生活習慣病の予防、早
特定健康診査及び特定保健指導、各種検診を充実させるとと

もに、受診の利便性を高めて受診率の向上に努め、生活習慣病
期発見

等の早期発見へとつなげます。

成人や高齢者に対する各種教室や健康教育を充実させ、健康

④健康づくりの充実 づくり意識の高揚を図るとともに、生活習慣病等の予防及び早

期発見に努めます。
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(2) 適切な..・リハビリテーションの充実

障がいのある人の生活実態やニーズを踏まえて、適切な医療や医療費補助等の充実に努

めます。

また、障がいの原因となる病気を治療するとともに、障がいを軽減するなど障がいのあ

る人の自立を促進する上で重要な役割を果たすリハピリテーションの提供体制を整備しま

す。

さらに今後は、難病を有する人も視野に入れ、適切な支援に取り組みます。

基本施策 施策肉容

①リハビリテーションの
医療機関や専門施設、事業所との協議を進め、広域体制のも

とでの理学療法士や作業療法士の派遣や訪問等によるリハビリ
実施

テーシヨンや機能訓練教室の実施について、検討します。

障がいのある人等の医療費の負担を軽減するため、更生医療

②医療負担の軽減
費、重度心身障害者医療費助成など各種医療費公費負担制度を

周知し、利用拡充に努めます。

腎機能障がい者の透析治療交通費の助成を行います。

③難病を有する人の医療
難病を有する人が地域で安心して暮らせるよう、医療機関・

保健所との連携を強化し、相談支援体制の充実に努めます。
の充実

在宅難病患者の日常生活用具給付について検討を進めます。

(3) 精神保健対策の充実

精神に障がいのある人本人やその家族への支援を積極的に推進します。

また、近年の社会構造の変化は人々にストレスを増大させ、うつ病を訴える人やひきこ

もりの増加といった新たな心の健康問題を生じさせていることから、町民の心の健康づく

りに配慮し、各種対策を充実させます。

基本施策 施策内容

精神障がいのある人やその家族の相談を受け、適切な助言・

指導を行う相談支援体制を充実します。

また、地域、学校、職域等における心の健康に関する相談に

①相談支援体制の充実
対応をします。

今後は、うつ病をはじめとする精神疾息が関連した自殺予防、

ひきこもり対策、 PTSD(心的外傷後ストレス障がい)対策な

ど社会的ニーズに即した内容の研修に努め、相談支援体制を充

実します。

②医療費負担の軽減
医療費の負担を軽減する自立支援医療(精神通院)を周知し、

利用拡充に努めます。
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③措置通園者に対する究 施設に過っている精神障がいのある人に対し、交通費を助成

通費の助成 します.

@地塙活動支握センター 精神障がいのある人の自立と社会僅掃、地域活動を支援する

の放置 ため、広域的対店により地埴活動支援センターを敵置します.

⑤心の健康づくりの充実
うつ病やひきこもり等."の健康問題について、醇構会等を実

撞し予防や早期書見に努めます.

@心の健康相離の充実
「広報吋んぷち」を活用して、名官保健所が実施している「こ

ころの相蔽J r思春期相離』等について積極的に周知します.

*膨罰 2 伸園剥凪作
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基本目標3 自立と社会参加を支えるまちづくり

|1 .療育・教育への充実

.~施策の方向0・

0障がいや発達の遅れのある子ども一人ひとりが、生き生きと個性を発揮しながら自らの可

能性を伸ばし、将来にわたって自立した生活を送ることを可能とする力をはぐくむ必要が

あります。

0このため、専門機関との連携を進めるとともに、乳幼児期から学校卒業まで一貫して計画

的な療育や教育を行うことができるような相談支援体制を構築します。

0また、保育所において障がいや発達の遅れのある子どもの受け入れ体制を整備し、学校に

おいては、一人ひとりの障がいの状態や特性、教育的ニーズに応じて適切な教育を行う「特

別支援教育」の充実に努めます。

(1)癒宵の充実

母子保健事業において乳幼児における障がいの早期発見に努めるとともに、障がいや発

達の遅れのある子どものいる家庭等を対象とした相談・指導を積極的に行います。

また、保育士の研修機会を拡充するなど、障がいや発達の遅れのある子どものいる家庭

が安心して預けられるよう、保育所における障がい児保育の充実に努めますロ

基本施策 施策内容

健診事後、療育が必要になった乳幼児の保護者に対し療育相

①療育相談の充実
談を実施します。

担当職員の研修機会を拡充し、より専門性の高い相談・助言

に努めます。

②療育訓練や就学に向け 児童の療育、就学に向けて、保育所、児童相談所、学校、就

ての支援ネットワーク 学指導員会などの連携を深め、関係者間のネットワークづくり

の形成 を進めます。

③在宅児童へのケア体制
障がいのある子どもが地域で安心して生活できるよう、児童

発達支援事業(児童デイサービス)や放課後等デイサービスな
の整備

どのサービスを提供します。

保育所において、障がいや発達の遅れのある乳幼児個々の状

④保育所における受け入 態に配慮した保育ができるよう、関係機関との連携を密にし情

れ体制の整備 報収集に努めるとともに、研修の充実等により保育士の資質の

向上を図ります。
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(2) 学校教育の充実

障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという観点

に立ち、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てるカを高め、生活や学習

上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援に努めます。

基本施策 施策内容

障がいの状態や発達段階に応じた指導体制の整備・専門性の

①障がいの状態に応じた
ある人材の確保等により、障がいや発達の遅れのある児童・生

徒に対する学校教育の充実を図ります。
適切な学校教育の充実

特別支援学級において、日常の教育活動の工夫や普通学級の

児童・生徒との交流教育の充実を図ります。

小学校及び中学校において、円滑な集団生活への適応の支援、

②生活支援職員の配置 障がいや発達の遅れのある児童・生徒の学校生活をサポートす

る生活支援職員を継続して配置します。

特別支援児童・生徒に対し保育所、小学校・中学校・高等学

③特別支援教育連絡協議
校における一貫した支援を行うため、特別支援教育連絡協議会

において、関係機関との連携をより一層強化し、各々が特別支
会の連携強化

援教育に関する研修会・講演会に参加し、専門性の高い教育の

充実を図ります。

(1;特別支援教育コーディ
小学校、中学校及び両等学校内に設置する支援部に特別支援

教育コーディネーターの配置を行い、特別支援教育の強化充実
ネーターの配置

を図ります。

⑤障がいのある児童・生 校内委員会の設置、町内外の教育機関等との連携、教職員に

徒に対応する指導体制 対する研修機会の拡充など、障がいのある児童・生徒の個別に

の充実 応じた指導体制の充実に努めます。

障がいのある児童・生徒の入学・進学に当たって、本人や家

⑥就学指導の充実
族の相談に応じ、就学指導委員が適切な助言・指導を行います。

また、関係諸機関との連携により、適切な支援や教育内容の

充実を図ります。

⑦放課後対策等の推進
学童保育所、絵本の館において、放課後の児童の受け入れ体

制の推進を図ります。

③教育相談の充実 教育委員会において、児童・生徒並びに保護者からの教育に

関する相談等に対し、適切な助言・指導や改善を図ります。
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|2. 社会事加の促進

.~施策の方向0・

第4軍施傭の展開

0働くことは収入を得る己とに加え、仕事を通じて社会とのかかわりを持ち、生きがいにも

つながる等、障がいのある人の生活の充実に大きな役割を果たしています。

0障がいのある人の働〈意欲を尊重し、企業等への就労に向け雇用情報を積極的に提供する

とともに、就労した障がい者が安心して仕事を継続できるよう各種支援に努めます。

0一般企業での就労に困難がある障がいのある人が就労の場を得ることができるよう、福祉

的就労の場の確保・整備を進めます。

O地域活動・社会活動に参加する己とは、障がいのある人本人の生活を充実させ、自己啓発

や生きがいづくりに大いに貢献するとともに、仲間同士や地域の人々との交流を促進し、

障がいのある人が地域で孤立化するのを太いに防ぐ役割も持っています。

0障がいのある人が自らの志向と能力に応じて、地域社会の一員として自覚できるような活

動や生きがいづくりともなる活動に、生涯を通じて参加できる体制づくりに努めます。

(1)雇用、就旗の促進

障がいのある人を巡る厳しい雇用環境を踏まえながら、雇用関係機関との連携をより一

層進め、積極的な雇用情報の提供等就労支援を行います。

障がいのある人が安心して仕事を続けられ、また企業等も安心して障がいのある人を雇

用できるよう、就労後の支援に努めますロ

基本施策 施策内容

就労促進についての情報収集に努め、障がいのある人への提

①雇用関係機関との連携
供を積極的に行うため、ハローワー夕、障害者職業センター、

障害者就業・生活支援センターなどの雇用関係機関との連携を

進めます。

②一般企業における雇用 町内・町外商工会や JA等の協力を得て、事業所に対し、障

促進 がいのある人の雇用促進を要請します。

③町職員としての雇用の 法定雇用率を勘案しながら、障がい者に適した職種について

促進 町職員としての採用に努めますロ

現在就労している人が気軽に相談できる窓口の整備や、雇用

者及び職場の理解を深めるための機会の充実を図りますロ

④就労者支援の充実
また、障がいのある人が安心して仕事を続けられるよう、直

接障がいのある人の職場に出向いて、仕事に適応するための支

援や職場でのコミュニケーションを改善するための支援等を行

うジョブコーチの利用について検討します。



−48−

第4軍施貨の展開

基本施策

⑤職業訓練の充実

(2) 掴祉的就労の充実

施策内容

雇用関係機関との連携を図りながら、障がいのある人の職業

訓練を促進し、就業を促進します。

障がい者の就労支援は一般就労への支援だけでなく、福祉的就労のもと生きがいややり

がいなど自己実現を図っていくことが可能な支援体制の整備も必要です。

一般就労に困難がある障がいのある人が多様な働き方を選択できるよう、就労機会や就

労訓練の機会を提供する福祉的就労の場の充実に努めます。

基本施策 施策肉容

一般企業等での就労を希望する人や通常の事務所で雇用され

①就労訓練施設の充実 ることが困難な人に就労機会や訓練機会を提供する場の確保に

努めます。

②福祉的就労への支援
町内施設への運営支援、通所者への交通費助成等、福祉的就

労の場やその利用者に対する支援を充実させます。

福祉施設の生産品の販路拡大、官公需促進、生産基盤整備の

③工賃向上への支援 充実などに関する支援を進め、福祉的就労者の工賃の向上に努

めます。

④障がい者の福祉サーピ
社会福祉協議会等と連携を図りながら、高齢者や障がい者の

福祉的就労を目的のーっとした社会福祉サーピス事業の実施方
ス事業雇用開拓

法について研究を進めます。

(3) 地域活動・社会活動への・加促進

障がいのある人が地域社会の一員として地域活動や社会活動に積極的に参加できるよう

に参加の場を提供します。

また、障がいのある人の活動を支援するため、ボランティアの確保などの支援体制の整

備・充実に努めます。

基本施策 施策内容

障がいのある人が地域社会の一員として、地域で行われる様々

①地域活動への参加促進 な行事や住民活動に参加しやすいよう、主催者に対して阻慮を

促すとともに、障がいのある人へのPRに努めます。

障がいのある人の活動を支えるボランティアの養成と確保、町

②社会参加への支援体制 内行事時における手話通訳者の派遣や移送サーピスの実施等、

の充実 障がいのある人の社会参加・地域活動を様々な形で支援する体

制の整備に努めます。
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第4軍施傭の展開

(4) スポーツ・思疎・文化活動の充実

障がいのある人がその志向と能力に応じて、生涯にわたってスポーツや趣味・文化活動

に親しみ、キ士会参加と仲間づくりを行えるよう機会と場を提供しますロ

指導者や自主サークルの育成、ボランティアの確保など、活動の支援に努めます。

基本施策 施策内容

障がい者施設の利用者や障がい者団体、社会福祉に関係する

①社会福祉合同運動会の 団体、及び高齢者介護施設、老人クラブが一堂に会し、軽スポ

充実 ーツやゲームを通して健康増進と交流を図る「社会福祉合同運

動会」の内容を充実させます。

②障がい者スポーツの普
障がい者が気軽に楽しめる障がい者スポーツの紹介と普及に努

めます。また、道や上川|管内で行われる障がい者スポーツ大会
及・促進

への参加を促進します。

③西原の里芸術創作活動 町内の知的障がい者施設が実施する「西原の里芸術創作活動」

の振興 の振興を図ります。

④絵本の館等における趣
絵本の館や学校図書室において、点字図書、映像ライブラリ

ーを充実し、音読、読み聞かせボランティアを確保することで、
味・文化活動の充実

障がいのある人の学習や趣味・文化活動を支援します。

|3. 安心とやさしさのまちづくりの推進
+ô施策の方向ô+

0障がいのある人が生きがいや彩りのある充実した生活を実現するには、快適性と安全性が

十分に保証され、不安を抱くことなく常に安心して過ごせる日常生活環境、及び活動空間

の整備が求められます。

Oこのため、「北海道福祉のまちづくり条例J r北海道建築基準法施行条例J rハートピル法』

等で定める整備基準に基づいて、障がいのある人への配慮がなされた居住環境の整備や公

共的施設のバリアフリー化、歩行空間の整備、移動・交通対策を推進します。

0また、障がいのある人を犯罪や災害から守るため、防犯対策、防災対策の充実を図ります。

(1)住まいづ〈り・まちづ〈りの推進

障がいのある人が快適に安心して生活できるよう、住まいやまちづくりにおけるバリア

フリー化等に努めるとともに、障がい者の住宅・居住に係る相談体制を整備します。

また、障がい者が住みやすい住宅環境整備を促進するため、住宅改修の支援や障がいに

配慮した公営住宅の充実に努めます。
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基本施策 施策内容

障がいのある人の日常生活の利便性を両め、かっ介護に適し

①住宅改修への支援
た住宅改修について、適切な指導、助言を行うとともに、日常

生活用具給付などの公的制度に沿った住宅改修の支援を行いま

す。

関係機関及び団体の連携により、障がい者相談支援事業によ

②入居への支援 る障がい者の住宅入居希望時における各種相談、公的保証人制

度の利用などの助言を行うよう体制整備に努めます。

公営住宅をはじめ観光・スポーツ・文化施設などの公共施設

③公共施設等のバリア について、段差解消など障がいを持つ人ゃそうでない人が共に

フリー化 利用しやすいように、今後もより一層のバリアフリー化を進め

ますロ

(2) 移動・交通対策の雄遵

障がいの有無にかかわらず、すべての町民が、快適にかつ安心して外出・移動できるよ

う、歩道や建物の段差の解消など歩行空間のバリアフリー化に努めます。

また、障がいのある人の社会参加を促進するため、移動手段の安全性及び利便性の向上

に努めます。

基本施簸 施策肉容

市街地大通り道々改修工事等をはじめ、障がいのある人の歩

①歩行空間のバリアフリ 行や車いす利用に配慮した公共道路の歩道の確保に努めます。

一化 また、道路法等により可能な範囲での歩道の段差解消策につ

いて関係者との検討を進めますロ

障がいのある人等が冬期に快適かっ安全に移動できるよう、

②歩道除排雪の徹底 鉄道駅周辺、中心市街地、通学路、公共施設周辺の歩道につい

て除排雪を徹底しますロ

③公共交通機関の整備
町営パスにおける低床車両の導入等、障がいのある人等が利

用しやすい公共交通機関の整備に努めます。

町営パス乗車料金の割引、じん機能障害者通院交通費助成、

④交通費の助成・減免の
在宅障害者(児)施設通所交通費助成等を実施します。

また、これまで高齢者を対象に行ってきた通院タクシー助成、
実施

町営パス区域外に居住する人の民間パス利用料金の助成につい

て、重度障がい者を対象として検討します。

移動困難な障がいのある人の日常生活上で必要となる買物な

⑤移動支援の充実 どのための移動の支援を継続して行います。障がい児の通学等

については、ニーズをみて検討します。

⑥重度の障がいのある人 重度の障がいのある人の施設通所送迎に対し、支援を行いま

への支援 す。
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(3) 防災対債の推進

障がい者の災害時の不安を解消するために、日頃から災害に備え、防災知識の普及や災

害時の適切な情報提供、地域住民の協力による安全確保体制の充実とともに、避難所の整

備を図ります。

また、地域の関係団体や組織、ボランティアなどとの横断的な連携により、災害時にお

ける避難誘導、安否確認などの支援体制の充実を図ります。

基本施策 施策肉容

個人情報保護法に配慮、しながら、民生委員・児童委員や小地

域ネットワーク委員との連携を図り、障がいのある人をはじめ

①在宅者支援体制の充実
とした災害弱者の把握に努めます。

また、避難経路の確保と要援護者の誘導・援助体制の整備を

進め、災害発生時には、把握した情報を基に、近隣住民との協

カを得ながら災害弱者の速やかな避難を支援します。

福祉避難所の確保と障がい者に配慮した環境整備に努めま

②避難所対策の充実
す。

災害発生時には、福祉避難所において、障がいのある人等の

健康状態の把握に努めます。

③障がい者施設における
災害発生時における障がい者施設の安全確保を図るため、防

災組織体制づくり、施設の安全性の強化、防災教育・避難訓練
防災体制の充実

の実施等などの施策を施設と連携を図り進めます。

④障がいのある人を対象
防災無線の役割や災害発生時における避難方法、日頃から備

えておくべきこと等について学ぶ避難訓練、防災教窒の開催に
にした避難訓練、防災

努め、障がい者団体やボランティア団体のメンバーの参加を促
教室の充実

します。

(4) 防犯対策の推進

障がいのある人を犯罪から守るため、地域ぐるみで地域の安全・安心を確保する体制の

整備と活動展開を図ります。

基本施策 施策肉容

個人情報保護法に阻慮しながら、民生委員・児童委員や小地

①見守り活動の推進 域ネットワーク委員による見回り活動を推進します。

また、関係機関による防犯見回りを進めますロ
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基本施策 施策内容

障がいのある人が「振り込め詐欺J (オレオレ詐欺や悪徳商法

などの被害に遭わないよう、消費生活相談窓口を開設し、相談

②消費生活相談の充実
活動を充実させます。

また、障がいのある人を対象とした相談支援サーピスのなか

で、防犯や消費生活を含む日常生活全般にわたる相談に応じま

す。

③財産や権利を守る諸制 障がいのある人の財産や権利を守る成年後見制度や地域福祉

度の周知徹底 権利擁護事業の利用促進について検討を進めます。

|4. 情報・コミュ=ヶーションの充実

.~施策の方向0・

0障がいのある人が必要な情報を適切に入手できるように、様々な情報をホームページ等で

提供するなど情報提供体制の整備を図ります。

Oコミュニケーションを図ることに支障がある障がい者が自立生活や社会参加ができるよ

うに、手話通訳等の方法によりコミュニケーションの支援を行います。

(1)情報バリアフリーの促進

必要な情報が的確に伝わり、誰もが必要な情報を入手することができるよう、個々の障

がい特性に配慮した方法によって情報提供を行ないます。

基本施簸 施策内容

障がい福祉に関連する制度やサーピスの改正があった場合、

障がいのある人や障がい者団体等に向けて、わかりやすくその

内容を紹介するベージをできるだけ迅速に作成します。

①ホームページの充実 また、障がいのある人等がホームページで提供されている情

報を容易に見られ、利用できるよう、文字拡大機能やわかりや

すいレイアウト等、障がいに十分配慮したページづくりについ

て研究し、改良に努めます。
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障がu、のある人のコミュ=ヶーション支援に対するエーズにこたえ、各種目度援体制の充

実に努めます.

昌司F歯憧

①=ミュニケーシ冒ン支

援の噛進

@情報や意思の伝通への

支銀

@人材の育成ー確保

..肉.

障がいのある人の=ーズを踏まえながら、聾唖連盟と連携し

て手商通訳者割瞳します.

障がいのある人の情報や意且伝遣を支揮するため、携帯用会

悟補助装置などの情報・意思開量支援用具を給付します.

各種目障習会等を開催するなどして、手話通訳者、点献車仕員、

要動筆記者、劇融ボランティア、ガイドヘルパーなどロミュエ

ケーシ冒ンを支援する人材の育成、確保に努めます.

'‘ • 
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第5章計画の目標値・サービスの見込量
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第5章計画の目標値・サービスの見込量(障がい福祉計画)

1 .障害者自立支援法とは

( 1 )陣害者自立支援法の狙い

「障害者自立支援法」は次のような狙いをもって制定されました。

0 障害者の福祉サービスを「一元化」

サービス提供主体を市町村に一元化

障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず障害者の自立支

援を目的とした共通の福祉サービスを共通の制度により提供

0 障害者がもっと「働ける社会」に

一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力

のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援

0 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」

市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところ

でサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制

を緩和

0 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」

支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する

手続きや基準を透明化・明確化

O 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」

障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサ

ービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経

過措置を設ける。

0 国の「財政責任の明確化」

福祉サービス等の費用について、これまで、国が補助する仕組みであった在宅サ

ービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。
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(2) 障害者自立支握法によるサービス体系

「障害者自立支援法」に基づくサーピスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分

かれます。

「自立支援給付」は、これまでの支援費制度によるサーピスなど障害者自立支援の中心とな

るサーピス群で、国の事業として国や道から負担金(義務的経費)が支出されます。

「居住系サービス J r 日中活動系サーピス J r訪問系サーピス J (これらを『指定障害福祉サ

ービス」といいます)及び「補装具」は市町村が実施主体に、また「自立支援医療」は都道府

県が実施主体になります。

「地域生活支援事業」は、都道府県や市町村の事業として国や道から補助金(裁量的経費・

統合補助金)が支給され、都道府県や市町村が任意に実施していく事業です。

戸一一一一「 障害者自立支援法のサービス体系
1 町村

自立支援給付

情住系サービス||訪問系サービス|
共同生活援助(グループホーム)

居宅介護(ホームヘルプ) 共同生活介護(ケアホーム)
重度訪問介護 施設入所支援
行動援護、同行援護 陣

|自立支援医痢重度障害者等包括支援

。
書

。者 (旧)更生医療
(旧)育成医療

|日中活動系サービス|
. 

(旧)精神通院公費
生活介護

児
※実施主体は都道府県

自立訓練(機能訓練)
怖装剥自立訓練(生活訓練)

て子就労移行支援 補装具費の支給
就労継続支援 (A型)

同談支援|就療養労継介続護支援 (B型)
、短期入所 計画相談支援、地域移行支援

地域定着支援

相談支援
成年後見制度利用支援事業
コミュニケーション支援
日常生活用具給付事業
移動支援
地域活動支援センター
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サービス・相談支援者、指導者の育成 その他事業
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[[平成 26 年度に向付た数値目標の設定

障がい者の自立を支援・推進する観点から、次のような数値目標を設定します。

(1)掴祉施霞入所者の地様生活への移行

【篇2期計画期聞の進捗状混】

第 2期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると、福祉施設の入所者の「地域生活移行

者数」は、平成 23 年度末目標 3人に対し、平成 23 年 12 月末時点の実績が 0 人であり、達

成率は 0%となっています。また、福祉施設の入所者の「削減数」は、平成 23 年度末目標 2

人に対し、平成 23 年 12 月末時点の実績が 3 人、達成率は 18. 75%であり、施設入所者数は

18 人となっています。

-掴祉櫨肢の入所者の地域生活への移行

項 目
平成幻年12月末 平成 23 年度末

備考
(実績値) (目標値)

地域生活移行
3 人 平成 17 年 10 月 1 日の全入所者

0人 16 人のうち 3人 (18.8%) を地
(18. 8%) 域生活へ移行

施設入所者削減数 3 人
2人 平成 17 年 10 月 1 日の全入所者

(12. 5%) 16 人から 2 人(12. 5%) 削減

【篇 3期計画の目楓値】

国の基本指針では，平成 26 年度末までに，平成 17 年 10 月 1 日時点の施設入所者数の 3

割以上が地域生活へ移行することを目指し、平成 26 年度末時点の福祉施設入所者を平成 17

年 10 月 1 日時点の施設入所者数から 1 割以上削減することを目標としています。

本町では、北海道の指針を考慮し「地域生活移行者数は4人J r削減数は 2 人」と見込み

ました。但し、平成 23 年 12 月現在の施設入所者は 18 人で、目標値を達成するためには今

計画期間中に 4人の減少が必要となります。

項 目 数値 備考

平成 17 年 10 月 1 日時点の
16 人 平成 17年 10 月 1 日の施設入所者数

入所者数 (A)

平成 26 年度(目標年度)
14 人 平成 26 年度末時点の利用人員

入所者数 (B)

施設入所からグループホーム・ケア
【平成 26 年度目標値】 4 人

ホーム等に移行した人の数
地域生活移行者数 (C)

25.0幅 (C) 7 (A) X100 

【平成 26 年度目標値】 2 人 (A-B) 
- ・・・・・ ・ ----------------- -・ .

施設入所者削減見込み 12.5国 (Aー B) 7 (A) X100 
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(2) 入院中の輔神障がい者の地域生活への移行

【篇2期計画期聞の進捗状混】

第 2期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると、退院可能な精神障がい者の地域生活

の移行状況については、平成 23 年度末目標 1 人に対し、平成 23 年 12 月末時点の実績は 1

人であり、達成率は 100% となっています。

-入院中の精神障がい者の地層生活への移行

平成幻年12月末 平成 23 年度末
備考項目

(実績値) (目標値)
平成 17 年の「患者調査」により

1 人 1 人
北海道が把握した、本町における

地域生活移行者数
退院可能精神障がい者数として
設定

【第3期計圃の目栂値】

入院中の精神障がい者の地域生活への移行に関する目標値については、第 2期計画では

「平成 23 年度末までの退院可能な精神障がい者数の減少目標値を設定する」とされていま

した。しかし、園の基本指針によると、第 3 期計画では r 1 年未満入院者の平均退院率を平

成 20 年度より 7%相当分増加させること」及び r5年以上かつ 65 歳以上の退院者数を直近

の状況より 20%増加させること」の 2点を「都道府県」の目標値として設定することが示さ

れています。

本町では、十分な情報を把握することが困難なこと等から、国の基本指針を受け、目標値

を設定しないことといたします。

(3) 掴祉脂霞から一般蹴労への移行

【篇2期計画期聞の遭捗状認E】

第 2期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると，福祉施設から一般就労への移行状況

については，平成 23 年度目標 1 人に対し，平成 23 年 12 月末時点の実績が 0 人となってお

り、達成率は 0% となっています。

.掴祉施肢がら一般車t労への移行

項目
平成幻年12月末 平成 23 年度末

(実績値) (目標値)
備考

一般就労移行者数 0人 1 人
北海道の指針、第 1 期計画目標値
に従い設定
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【篇3期計画の目楓値】

国の基本指針では，平成 26 年度中に福祉施設の利用者から一般就労に移行する人数を平

成 17 年度実績の 4倍以上とすることを目指しています。

本町では、北海道の指針を考慮し r 1 人」と見込みました。

項 目 数値 備考

平成 17 年度の

一般就労移行者数
0人

【平成 26 年度目標値】
1 人

一般就労移行者数

[I基本目標達成に向付たサービス・事業体系

(1)指定障害掴祉サービス

①居住系サービス

口共同生活援助(グループホーム)

介護の要らない軽度知的障がい者、精神障がい者で共同生活を営むことに支障のない障

がい者に、夜間、共同生活を営むべき住居において、相談その他日常生活上の援助を実施。

口共同生活介.(ケアホ-h.)

介護を要する知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者の共同生活の場で、家事等の

日常生活上の支援と食事や入浴、排せつ等の介護を併せて提供。

口店幌入所支援

施設入所者に、入浴や排せつ、食事の介護などを提供。

⑧ 目中活動系サービス

ロ生活介寓

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護が必要な障がい者に、日

中、入浴、排せっ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会を提供ロ

口 自立醐練(機健闘11.)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障がい

者に、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援

を実施。

口 自立醐練(生活圏11.)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある知的障がい者・精神障がい

者に、社会的リハビリテーションやサービス提供機関との連絡調整を行う等の支援を実施。
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口脇労移行支援

一般就労等を希望し、一定期間にわたって知識・能力の向上や企業等とのマッチングを

図ることにより就労等の見込まれる障がい者に対し、就労に必要な知識・能力向上のため

の訓練を一定期間実施。

口脇労値観支援 (A型)

就労移行支援事業等を利用したが一般企業の雇用に結び付かない障がい者や就労経験

のある障がい者等に、就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図

り、事業所内において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供や、一般就労に必要な知識・

能力が高まった者は、一般就労への移行に向けての支援。

口脇労纏錦支援 (8型)

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結び付かない障がい者や、一定年

齢に達している障がい者等に、事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供(雇

用契約は結ばない)したり、工賃の支払い目標水準を設定し、額のアップを図り、知識・

能力が高まった者について、就労への移行に向けての支援。

口癒聾介麗

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者に、

病院等への入院による医学的管理の下で、食事や入浴等の介護を提供、日常生活上の相談

支援、レクレーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーシ

ョン支援を実施

口短期入所

施設への短期間の入所を必要とする障がい者等に、施設において入浴、排せつ、食事の

介護などを提供。

⑧ 防同系サービス

ロ居宅介慮(ホームヘルプ)

居宅における入浴、排せっ、食事の介護、調理、洗濯などの支援を実施。

口璽鹿町問介薗

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者に入浴や排せっ、食事などの介

助や外出時の移動の支援を総合的に提供。

口同行援麗

視覚障がい者で移動に著しい困難を有する障がい者等の外出に同行し、必要な移動の援

護、代筆・代読等必要な視覚的情報の支援などを提供。

日行動揺麗

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時

介護を要する者に介助や外出時の移動の支援などを提供。

口璽度障がい者包括支援

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻療等があり、寝たきり状態にある障がい

者居宅介護などの障がい福祉サーピスを包括的に提供。
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⑨ 相醸支援

ロ サービス利用計画の作成

障がい者が福祉サービスを適切に利用できるよう、障がい者の依頼を受け、その意向や

事情を勘案して利用するサーピスの種類や内容等に関する「サーピス利用計画」の作成を

行う。

白地揚移行支援(平成 24 年 4 月から)

障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している障がい者等

が地域における生活に移行するための支援を提供。

白地揚定着支援(平成 24 年 4 月から)

施設や病院を退所・退院もしくは家族との同居から一人暮らしに移行したなどで、地域

生活に不安がある障がい者が地域に定着できるよう支援を提供。

(2) 地属生活支援事黛

口相眼支援

一般的な相談支援に加え、地域活動支援事業として必要な方へのケアマネジメントなど

を行う相談支援事業が市町村の必須事業として位置付けられ、民間の相談支援事業者を指

定し、委託もできます。市町村相談支援機能強化事業・居住サポート事業・成年後見制度

利用支援事業など。

口 コミ zニケーション支援

聴覚障がい者等のための意志疎通を仲介するための支援で、手話通訳者派遣事業・要約

筆記者派遣事業・手話通訳設置事業・読み書き支援員派遣事業。

口 日常生活用具鎗付

障がい者の日常生活に必要な用具の給付。

口移動支援

全身性障がい者、知的障がい者、精神障がい者の外出の際の移動支援。

口 日中一時支援

障がい者(児)に施設等で、宿泊を伴わない日帰りの活動の場を提供し、必要な支援を

行う。

口その他事襲

その他、障がい者の地域での豊かで文化的な生活を確保することにより、自立した日常

生活や社会生活を営むことができるよう支援する事業。
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[I指定陣醐祉サービス
(1)指定障害掴祉サービスの必要量の見込み

指定障害福祉サービスは、障害者自立支援法のサービス体系の基幹を構成するものです。

障がい者の自立支援を推進する観点から、サーピスの主たる体系を「介護サーピスを受けて

自立的な地域生活を支援する/訪問系サーピス」、「社会参加して自己実現する/日中活動の

場」、『住まう/生活の場」の 3 分類に整理することができます。またこれらのサービスを適

切に調整し障がい者の自立した生活を支えるためにはケアマネジメントによる相談支援が

必要です。

必要量の見込みにあたっては、現在の状況を踏まえ、利用者や事業者のニーズや意向、障

がい者の将来動向、基本目標の計画目標値などを総合的に勘案して、必要量を見込みました。

※平成 25 年 8 月に「障がい者総合福祉法(仮称)J の施行が予定されており、サーピス体系等

の変更が予測されますが、現行制度のままで数値を見込みました。したがって、今後、サー

ビス・数値等の変更の可能性があります。

指定陣曹掴祉サービス‘の必要量見込み( 1 か月の必要サービス量)

サービス名 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

訪問系

居宅介護
18 時間分 18 時間分 18 時間分

重度訪問介護
同行援護，行動援護

9 人 9 人 9 人
重度障害者等包括支援

日中活動系

生活介護 396 人日分 396 人日分 396 人日分

自立訓練(機能訓練) 0 人日分 0 人日分 0 人日分

自立訓練(生活訓練) 0 人日分 0 人日分 0 人日分

就労移行支援 0人日分 0 人日分 0 人日分

就労継続支援 (A型) 0 人日分 22 人日分 22 人日分

就労継続支援 (B 型) 300 人日分 300 人日分 300 人日分

療養介護 2 人分 2 人分 2 人分

10 人日分 10 人日分 10 人日分
短期入所

l 人 1 人 l 人

居住系

共同生活援助
8 人 9 人 10 人

共同生活介護

施設入所支援 19 人 19 人 19 人
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サービス名 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

指定相談支援

計画相談支援作成対象者 0 人 4 人 8 人

地域移行支援作成対象者 0 人 0 人 0 人

地域定着支援作成対象者 0 人 0 人 0 人

※放課後児童デイサービス
児童デイサービスについては，平成 22 年 12 月に成立した「改正障害者自立支援法」により、平成 24 年4

月 l 日から、新たに「児童福祉法」を根拠法に、「障害児通所支援」として実施されることとなります。その
ため根拠法の変更に伴い、本計画には定めていません。

(2) 指定障害福祉サービスの必要量確保の方策

障がい者施策のピジョンの実現に向けて、事業所と町の協働のもと指定障害福祉サーピス

の必要量の確保に努め、その確保のためのより具体的方法や施策については障害者自立支援

協議会での検討議論を踏まえ、展開していきます。

①防聞系指定陣害福祉サービス

-障害者自立支援法に基づく新制度の普及により、今後需要の拡大が見込まれるため、サービ

ス提供の量的・質的な向上に努めます。

-サーピス提供事業者と、専門的人材の確保や研修機会の充実による能力の向上について協議

していきます。

⑨日中活動薬指定障害柵祉サービス

-サーピス利用者のニーズを尊重しながら、実情に即してサーピスを組み合わせ、支援を行っ

ていきます。

-就労を支援するサーピスについては、関係機関との連携強化や職場体験等の施策を充実させ

ます。

⑧居住薬指定陣書欄祉サービス

-障がい者が地域生活の場を選択できるよう、ケアホームやグループホームの確保に努めます。

⑨相麟支援等

・「計画相談支援等」については，平成 24年 4 月 1 日施行の法改正により対象者の拡大が図ら

れたことにより、利用量の大幅な増加が予測されますロそのため、相談支援事業所やサービ

ス提供事業所と連携し、サーピス等利用計画作成に必要な体制を確保しますロ

・地域の各相談支援機関との連携、困難ケースへの対応、権利擁護、虐待の防止・対応など地

域における中核的な総合相談支援機関として「基幹相談支援センター」の設置にむけ検討し

ます。

-障害者虐待防止法に基づく、市町村障害者虐待防止センターの設置について検討します。
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115軍計聞の目楓値・サービスの見込量(陣がい掴祉計冒)

[I地域生活支援事襲
(1)地域生活支握事簾の実施に闘する考え方

本町に住まう障がい者がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営む

ことができるよう、障害者自立支援法に基づき、指定障害福祉サーピスを補完する事業として

『剣淵町地域生活支援事業」を実施します。

「剣淵町地域生活支援事業」は、法令による必須事業及び任意事業により構成されます。

【必須事業】

・相談支援事業

-成年後見制度利用支援事業

・コミュニケーション支援事業

.日常生活用具給付等事業

-移動支援事業

・地域活動支援センター運営事業

【任意事業】

・自動車改造費補助事業

.日中一時支援事業

地域生活支援事業は、指定障害福祉サーピスとともに障がい者等の自立と社会参加を支

援するための両輪となっていくものです。

地域生活支援事業のサーピス提供については、利用者ニーズを充分考慮しながら、地域

の社会資源を最大限活用できるようにすることが必要で、社会福祉法人やNPO法人をは

じめ民間事業者などの参入を一層促進し、事業者間の連絡調整・情報共有を図りながら、

利用者のサービスの選択を可能にするために必要なサーピス量の確保に努めます。
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第5軍肘聞の目栂値・サービスの見込量(障がい掴祉計圏〉

(2) 地域生活支援事鍵の必要量の見込み

障がい者の地域での豊かで文化的な生活を確保するために、「指定障害福祉サーピス事業」

とともに、地域の実情や特性を踏まえてサービスを提供します。

地域生活支援事業の必要量は、現在の状況を踏まえ、利用者のニーズや意向、障がい者の

将来動向などを総合的に勘案して見込みました。

相瞭支援事蝿の見込み

単位:か所，件/年

事業名 平成 24年度 平成 25 年度 平成 26 年度

(1)相談支援事業 ------------------①相談支援事業 ------------------ア 障がい者相談支援事業 2 か所 2 か所 2 か所

イ 地域自立支援協議会 l か所 1 か所 1 か所

②相談支援機能強化事業 0 か所 0 か所 0 か所

③成年後見制度利用支援事業 1 件 1 件 1 件

コミュニケーション支援事襲の見込み

事業名

(2)コミュニケーション支援事業

単位.人/年

平成 24年度 | 平成 25 年度 | 平成元正瓦「

1 人 1 人 1 人

日常生活用具鎗付等事離の見込み

単位.件/年

事業名 平成 24年度 平成 25 年度 平成 26 年度

(3) 日常生活用具給付等事業

①介護訓練支援用具 I 件 1 件 1 件

②自立生活支援用具 2 件 2f牛 2 件

③在宅療養等支援用具 l 件 1 件 1 件

④情報・意志疎通支援用具 l 件 1 件 1 件

⑤排せつ管理支援用具 144 件 144 件 144 件

⑥住宅改修費 1 件 1 件 1 件
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..軍酢圃@圃・・ベトビス@見込A(障がい冊目十回〉

..  宴.事."思温み
単位時間人ノ年

事業名 平成"年度 平成田年度 平成田年度

300 時間 3∞時間 S叩時間
ω移動支援事業

4人 4 人 4人

-圃繍.婁調包シター週冒事."見込み
単位か所人

事業名 平成"年度 平成田年度 平成田年度

(5)壇場活動支援センター 1 か粛 1 か所 1 か所

選管事業 3 人 3 人 3人

そ@他@組自.."見込み
単位入ノ年

事業名 平成"年度 平属 25 年度 平成 26年度

(6)-1 自動車改造費補助事業 。人 。人 。人

(6)-2 回中一時支援事業 1 人 1 人 1 人

障がい・@陶聾倖.'ライトキャシドル
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第5軍肘聞の目栂値・サービスの見込量(障がい掴祉計圏〉

(3) 地域生活支援事鍵の必要量確保の方鏑

地域生活支援事業のサービス提供について、基本的な方策として民間事業者の参入を促すと

ともに、必要なサービスの量と質を確保し、利用者が必要に応じたサーピスの選択が可能とな

るよう事業者聞の連絡調整・情報共有を図っていきます。

①相麟支握事襲

・相談支援体制の強化に向けて、障がいの特性に対応できるより専門性の高い指定相談支援事

業所への業務委託を行うと共に、専門的職員の配置、保健師及び地域包括センターをはじめ、

行政関係各部局との連携を進めます。

・訪問、電話、来所相談、説明会などの方法を取り入れていきます。

・施策の全体協議の場として地域自立支援協議会を充実するとともに、個別ケースに関する支

援連絡調整会議等の開催を進め、相談支援機能のレベルアップに努めます。

②コミ~=ケーション支揖事襲

・北海道ろうあ連盟への委託により、手話通訳者の派遣を実施します。

③日常生活用具費鎗付事襲

・障がいのある人のニーズを把握し、引き続き給付・貸与に努めます。

⑨移動支援事蝶

・在宅で暮らす知的障がい者、ケアホーム入所の移動困難な障がい者を主な対象として、日常

生活上の移動や、グループでの地域行事などへの参加のための移動支援を実施し、すべての

障がい者に拡充を図っていきます。

-また、ニーズに応じてより様々な利用形態が可能となるよう、利用者の負担もいただきなが

ら、事業者の確保を図ります。

⑤地層活動支援センタ一事蝶

-現在の 1 市 2 町の共同委託の継続に合わせて、町内での事業所委託を検討していきます。

⑧その他の独自事第

1)自動車改造費補助事誕

・これまでの取り組みを継続させ、ニーズに対応します。

2) 日中一時支援事鍵

・町内、近隣の事業所と連携してサービスを実施します。





第6章計画の推進
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第e軍肘聞の推進

[I計画の推進

障がいのある人が住み慣れた地域で、生き生きと積極的に社会参加でき、彩りのある生活を実

感することができる地域社会を実現するためには、地域住民の理解や協力を得ることが不可欠で

あることはいうまでもありません。

本計画を町広報紙やホームページで町民にお知らせし、障がいや障がいのある人へのEしい理

解の普及に努めながら、基本理念「思いやりの心をはぐくみ支え合う 彩りとぬくもりのまち

けんぶち」の実現に向けて、住民とともに障がいのある人の豊かな地域生活の支援に努めていき

ます

また、障がいのある人を支える各種施策は、福祉・保健の分野はもちろん、医療・教育・雇用・

生活環境・情報通信・防災など全町的な推進が求められることから、町健康福祉課を調整役とし

た総合的な計画推進体制の整備に努めます。

[I計画の点検・評価と進行管理

計画の実効性を高め、着実な推進を図るためには、事業の実施状況、目標達成状況を把握・点

検し、その結果をその後の取り組みや計画の見直し等に反映させていくことが重要となります。

自立支援協議会において、「剣淵町障がい者基本計画J r障がい福祉計画」に基づき、各サービ

スの供給量や目標値の達成状況を年度ごとに点検、評価します。

また、広報けんぶちゃ町ホームページを活用して、本計画で示した事業の実施状況、あるいは

自立支援協議会における点検・評価内容や提言等について公表し、町民にわかりやすくお知らせ

しますロ





資料編
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資料.

用語解説

あ行

アスペルガー症候群(p46)

ことばの遅れのない(知的障がいを伴わない)広汎性発達障がい。

ことばによる会話能力があるにもかかわらず、「対人関係障がい(かかわりをとりずらい)J 、「コ

ミュニケーション障がい(他者の気持ちを推し量れない)J 、「こだわり」という広汎性発達障がい

の三つの特徴を併せ持つ。不器用さのため、運動と生活動作において困難を伴うことが多い。

インクルージョン(p27)

全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、

社会の構成員として包み支え合うという理念。

NPO 法人(p35 ・)

NPO (NonProfit Organization)J とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目

的としない団体や車埠議。このうち rNPO 法人」とは、特定非営利活動促進法制PO 法)に基づき法

人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称。

sosネットワーク(p39)

認知症高齢者等の俳佃による行方不明時などに、関係機関が協力して対応する体制のこと。

か行

ケアマネジメント(p37 ・}

障がい者及びその家族に必要とする支援を迅速かつ効果的に提供できるよう、保健・医療・福祉

のほか、教育・就労等を含めた幅広いニーズと地域の社会資源を結びつけるために連携・調整・統

合を行うこと。

さ行

支掘現制度(p58)

従来の措置制度に代わり、平成 15 年 4 月から障がい者が自らサーピス提供者を自由に選択し、

契約によってサービスを利用する制度のこと。一部を除き障害者自立支援法に移行した。

障害者畠本法(p3 ・)

身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける者の自立と社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目
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資料.

的とする法律。

ジョブヨーチ制度(p47)

障がい者の就職及び職場適応のため、就職前後を問わずジョブコーチ(職場適応援助者)が職場

に出向き、直接専門的な支援を行う。作業指導や対人関係等の支援のほか、職務や職場環境の改善

などについて、事業主の相談にも応じる。

身体障曹者手帳(p13 ・)

身体障害者福祉法に定める身体障がい者の証明書であり、その更生を援助し、福祉を増進するた

めのもの。視覚・聴覚・平衡感覚・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じ

ん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上の永続する障がいのある方に、身体障がい者で

あることを証する手帳。障がいの程度により 1級から 6級までの区分がある。

精神障害者保健掴祉手帳(p19 等)

精神保健福祉法に基づき精神障がいの状態にあることを証明するもので、精神障がい者の社会復

帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加を促進するための手帳。

障がいの程度により 1 級から 3級までの区分がある。

成年後見制度(p35 ・)

認知症や知的障がい者、精神障がい者等、判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護、支援

する制度。支援する人(後見人等)を選任し、契約の締結等を代わりに行なったり、本人が誤った

判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなど、地域で安

心して生活できるように支援する仕組み。

た行

第三者陣価(p39)

良質なサービスを選択したり、事業者の自己改善を促していくために北海道が認定した評価機関

(第三者)が実施する福祉サーピスの評価事業。

地域福祉権利擁寓事績(p35 ・)

市町村の社会福祉協議会が、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人と契約し、協議会の

「生活支援員」が、日常の金銭管理や福祉サービスを受けるための手助けをする事業。

特別支援教育(p46 等)

障がいがあることにより、通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすことが困難

な子どもたちについては、一人一人の障がいの種類・程度等に応じ、特別な配慮の下に、特別支援

学校(平成 18 年度まで盲学校・聾学校・養護学校)や小学校・中学校の特別支援学級(平成 18 年

度まで特殊学級)、あるいは「通級による指導」において適切な教育が行われている。
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特定療息(p13)

厚生労働省によって、原因不明、治療法未確立な難病であると指定されている疾患のことをいう。

これらの疾患のなかには調査研究班が設けられ、国費による研究が行われているものもあるロ疾患

の多くは後遺症の恐れがあるものや、長期にわたる療養が必要であることから、看護する家族の経

済的、精神的な負担を軽減するため医療費を公費で負担するなどの対策がとられている。

な行

ノーマライゼーション(p27 ・)

障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活を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であるという考え方のこと。デンマークのパンク・ミケルセ

ンが知的障がい者の処遇に関して唱え、北欧から世界に広まった障がい者福祉の最も重要な理念で

ある。

tt 者守

.遺障がい(p38 ・，)

幼児期・児童期・青年期に初めて診断される、様々な発達の領域において遅れや歪み(機能上の

制限)のある状態(障がい)の総称で、広汎性発達障がい(自閉症)、高機能広汎性発達障がい(ア

スベルガー症候群・高機能自閉症)、注意欠陥多動性障がい (ADIID) 、学習障がい (LD) 、境界域知的

障がいなどが含まれる(ある)。小児科領域では脳性麻揮を含む肢体不自由、視覚障がいや聴覚障

がいを含むことがある。

.遺障害者支援法(p6 等)

発達障害者支援法は、平成 17 年4 月 1 日から施行された法律。この法律における「発達障害」

とは、「自閉症、アスベルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい (LD)、注意欠陥多

動性障がい (ADHD)、その他これに類する脳機能の障がいであってその症状が通常低年齢児に

おいて発現するもの」をさす。

この法律は、発達障がいの定義と法的な位置付けの確立、乳幼児期から成人期までの地域におけ

る一貫した支援の促進、専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保、子育てに対する国民の不安の

軽減を図るという目的で制定された。

バリアフリー(p27 噂〉

高齢者や障がい者の方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こと。段

差解消などハード面(施設)にとどまらず、障がい者の社会参加を困難にするソフト面での障がい

(制度、偏見等)の除去も含む。

ピアカウンセリング(p40)

従来の専門職による支援とは異なり、共通の経験と関心に基づいた仲間同士の相互支援活動のこ
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.... 
とで、閉じような種目険を持つ人が、相手に対する..，・と情報提供を行うことによって、相手が問置

を自分で解決してい〈ように手助けをする.

ピア』・，，)とは『仲間J r対等」という意瞬、

PTSIXoi)向"・・"トレス障がいx..剖

阿古D (po・ttra幽aUc str・1111 dbor也β は、危う〈死ぬまたは重症を負うような出来事の後に

起とる心に加えられた衝響的な傷が元となる様々なストレス陣容を引き起とす疾鹿のととであ

る.

恒温蜘.劃p4'.)

一婦凶障労が困婦な障がb唱者のために ... などで・随跨的な"労櫛会の確保を目的として生きが

い・健康増進を図りながらエ貨を得る批労形律問こ> .

恒温温.a:(p5 1)

災曹暗に、分慢￠必要な高齢者や障害者を 時受け入れて..アする箪殴.パリアフリー化され、

専門スタッフを車置した介嗣強設や学喰を自治体"指定する.民間施穫の場合は事前に協定を結ん

でお<.聞がガイ Fラインで自格体に指定を促している.

注..周・I(p47)

民細企業、図、地方公共咽体は、「障害者の雇周の促進等に関する法律』に韮づき、それぞれ以

下の割合(法定雇用車}に相当する数以上の身体・知的・精神障がも噌を雇用しな付ればならない

こととされている.

ム宅

I 法定雇用障害者数 z 

ー企業金体の常用労働者{短時間労働者を除<>の緯数 X 障害者層用率 き

障害者雇用車〈法定雇用皐}
民細企業(常周労働者数鴎人以上) 1.8嶋
特番準法人(常用労働者数姐人以上) 2. l~ 
官公庁白鶴員数個人以上の機関) 2.1% 
厚生労働大匡の指定する教育委員会〈職員数印人以上) 2.0% 

事行

民生・鳳・見...'印35 ・〉

地域において住民の立掛から要望を関係舗聞に伝える""もに一人事ちし高'側首や陣容者等へ

の防相相業等、住民が安心して暮らせるよう支援を行うため、厚生労.大臣から委粛を受げた制

度ボランティア.



−81−

資料.

や行

要約筆記者(p63)

難聴・中途失聴の方に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳のこと。

ら行

ライフステージ(p40 等)

人生の各段階・年代のこと。また、それぞれの年代における生活状況のこと。

リハビリテーション(p43 噂)

いろいろな障がいを持った人々に対し、全人的な権利の回復をめざし、身体的・精神的・社会的

にできる限り自立した生活が送れるように援助すること。

癒宵(p28 等)

医療と教育及び生活指導を通して、心身障がい者の障がいを軽減し、精神面の自立を図るため、

身体的な疾病の改善を目指す医療のみではなく、精神面や教育面、生活面あるいは社会・家庭復帰

や職業面の援助などを行うこと。

.宵手帳(p13)

療育手帳は、知的な面での発達に障がいのある方に交付されるもので、これらの方々が、一貫し

た指導を受けたり、いろいろな福祉の助成を受けやすくしたりするもの。 18 歳未満の方は児童相談

所、 18 歳以上の方は道立心身障害者総合相談所の判定にもとづいて北海道知事が交付し、障がいの

程度により rAJ (最重度・重度)、 r BJ (中度・軽度)の 2種類がある。

レスバイト(p38 ・)

介護を要する高齢者や障がい者を持つ家族が一時的に、一定期間介護から放れ、それによって日

頃の身体的・精神的な疲れなどを回復すること。レスパイトサーピスとしてはショートステイなど

がある。
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剣淵町障がい者基本計画・障害福祉計画策定懇話会設置要綱

(設置)

第 1 条 障害者基本法に規定する障害者基本計画及び障害者自立支援法に規定する障害福祉計画

の策定及び推進に、広く町民の意見を反映させるため、剣淵町障がい者基本計画・障害

福祉計画策定懇話会(以下「懇話会」というロ)を設置するロ

(所掌事項)

第 2条懇話会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 剣淵町障がい者基本計画の評価と計画の見直しに関することロ

(2) 第 3期剣淵町障害福祉計画の策定に関すること。

(組織)

第 3条懇話会の委員は 1 2名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害福祉事業関係者

(2) 福祉関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 障がい者雇用関係者

(6) 障がい者関係団体

(7) 心身障害に関し識見を有する者

(任期)

第4条委員の任期は、平成 24年 3 月 3 1 日までとし、欠員による補欠委員の任期は前任者の残

任期間とする。

(座長及び副座長)

第 5 条懇話会に座長及び副座長を置き、委員の互選により決定するロ

2 座長は、懇話会を代表し、会議の議長となり会務を総理する。

3 副座長は、座長に事故あるときはその職務を代理するロ

(会議)

第 6 条懇話会の会議は座長が招集し、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 懇話会の会議に必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第 7条懇話会の庶務は、健康福祉課において行うロ

(委任)

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるロ

附則

1 この要綱は、公布の日から施行するロ

2 この要綱は、平成 24年 3 月 3 1 日限り、その効力を失う。
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資料.

制調町障害者基本計画・障害福祉計画策定患闘会要員

区 分 機関 . 団体等 氏 名

剣説l北斗会理事長 金津正治

障害福祉事業関係者 知的障害者更生施設西原学園施設長 渡辺祐一

知的障害者授産施設北の杜舎施設長 畠山 イ言

剣淵町民生委員児童委員協議会会長 西崎則義

福祉関係者

剣淵町社会福祉協議会会長 柴田宣雄

保健医療関係者 町健康福祉課保健グjトプ主幹 松村貴子

教育関係者 町教育委員会学校教育グト7固主幹 真嶋英美

障がい者雇用関係者 剣執l商工会会長 松ヶ平昭治

障がい者関係団体 剣淵町身体障がい者福祉協会会長 佐藤良一

身体障がい者相談員 藤原光男

心身障害に関し識見を
知的障がい者相談員 北津正吉

有する者

高草木 優
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