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第４章 施策の推進 

 
基本目標１ 障がい福祉への理解の促進【啓発・広報】 

【現状・課題】 

・本市では、「障害者週間

※

」を活用した啓発活動や広報・ホームページ等への啓発

記事の掲載、団体活動の支援等を通じ、障がいや障がいのある人の理解を促進する

ための取組を推進しています。特に精神障がいや発達障がい、内部障がいなどは周

囲からわかりにくいため、障がい特性などについての正しい知識を普及していく必

要があります。 

・アンケートによると、障がいがあることで、差別や嫌な思いをした経験のある人の

割合が29.2％となっています。特に、その割合は知的障がいのある人で高くなって

います。また、差別や嫌な思いをした経験のある人が差別等を受けた場所は「学校・

職場」が36.6％、「住んでいる地域」が27.3％、「病院などの医療機関」が25.9％、

「余暇を楽しむとき」が24.9％と、様々な分野に渡っており、幅広い啓発や支援の

輪を広げていくことが必要となっています。 

・平成25年６月、「障害者差別解消法」が制定され、平成28年４月１日から施行され

ました。この法律では障がいを理由とする差別を解消するための措置について定め

ており、障がいのある人に対する不当な差別的取扱い

※

を禁止し、行政に対して合

理的配慮

※

の提供を義務づけています。 

・市が発信する情報等に関しては、合理的配慮の提供の観点から、誰もが必要とする

情報に簡単にたどり着け、利用できることが重要になっています。近年、手話を言

語と認め、普及するための「手話言語条例」を制定する自治体が増加しており、愛

知県では平成28年10月に「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーシ

ョン手段の利用の促進に関する条例」が制定されました。本市においても、聴覚障

がいをはじめとする、様々な障がいのある人が必要な情報を取得できる暮らしやす

い環境づくりに向け、対応を進めていく必要があります。 

・現在、わが国ではすべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合う共生社会の実現が目指されていま

す。本市においてもこの考えに基づき、身近な地域の中で互いに助け合い、支え合

いながらともに生きることができる社会づくりを進めていく必要があります。 
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（１）啓発の推進 

 障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会の考え

方についての普及を図るとともに、障がい及び障がいのある人に関する理解を促進す

るため、幅広い市民の参加による啓発活動に努めます。 

 

取組【実施主体】 内容 

広報などによる啓

発活動の推進【市】 

・広報やパンフレット、ホームページ等の多用な媒体を

活用するとともに、各活動行事の開催を通じ、障がい

のある人への理解の啓発に努めます。 

・障がい理解などを進める団体活動等を支援します。 

障害者週間等の啓

発【市】 

・「障害者週間」（12 月３日～12 月９日）において、パ

ンフレットの配布等を通じて障がい理解の浸透を図り

ます。 

精神障がいや発達

障がい等の理解の

普及【市、県、事業

所】 

・精神障がいに関する理解を深めるため、地域での関連行

事を開催し、普及啓発に努めます。 

・精神障がいや発達障がい、内部障がいなどの見た目には

わかりにくい障がいや、特性が理解されにくい障がいに

ついて、広報やホームページ、掲示物等を通じて周知を

図ります。 

 

（２）情報提供の拡充 

 市が発信する広報誌やホームページ等において、障がいの有無にかかわらず、誰も

が理解でき、情報を取得できるよう配慮します。 

 

取組【実施主体】 内容 

視覚障がいのある

人への情報提供

【市】 

・音声や、パソコンでの点字翻訳による情報提供を進める

とともに、ＳＰコード

※

を利用したパンフレットの普及、

市広報を定期的に届ける「声の広報」の充実に努めます。 

・文字を容易に読むことができる日常生活用具

※

「拡大読

書器」等の普及に努めます。 

聴覚障がいのある

人への情報提供

【市】 

・手話通訳、要約筆記やインターネット、携帯電話による

メールなどを活用した情報提供を進めます。 
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取組【実施主体】 内容 

福祉情報の提供

【市・社会福祉協議

会】 

・社会福祉協議会と連携し、広報やホームページ等を活用

して地域の福祉サービスや制度改正等の情報提供に努め

ます。 

誰もが情報取得し

やすい環境の整備

【市】 

・市が発行する広報やパンフレット、ホームページ等にお

いて、文字の大きさやフォント、色彩などに配慮し、障

がいの有無にかかわらず、誰にとってもわかりやすい情

報の提供に努めます。 

★手話言語条例の

制定【市】 

・地域において手話が利用しやすい環境を構築するため、

「手話言語条例」を制定します。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 

 

（３）地域福祉活動の推進 

 障がいのある人をはじめ、子どもや高齢者など地域に暮らすすべての人が役割を持

ち、支え合いながら自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現に向け、地域福祉

活動を推進します。 

 

取組【実施主体】 内容 

★障がい者サポー

ター制度の導入

【市】 

・障がいのある人への支援や必要な配慮などを学んだ人を

サポーターとして登録し、日常生活の中で障がいのある

人を手助けする制度の導入を検討していきます。 

ボランティア活動

への支援【市・社会

福祉協議会】 

・障がいのある人を支援するボランティアの育成を図ると

ともに、その活動を促進します。 

福祉ＮＰＯ

※

法人の

活動支援【市】 

・福祉事業・福祉活動を目的とした ＮＰＯ法人は、地域

の幅広くきめ細かいサービスの担い手として重要です。

このため情報提供と連絡調整に努め、ＮＰＯ法人による

福祉活動を支援します。 

社会福祉法人・民間

事業所の支援【市】 

・情報提供、民間事業所の活動の促進及び支援を行います。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 
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（４）福祉教育等の推進 

 市民や児童生徒に対して、福祉教育等の機会を提供します。 

 

取組【実施主体】 内容 

小学校・中学校にお

ける福祉教育の推

進【市】 

・小中学校において、児童生徒の発達の段階に応じた障が

いや福祉についての理解を深める教育を行います。 

市民への福祉学習

機会の提供【市・社

会福祉協議会】 

・障がい理解に関する講座や障がい者スポーツの体験会を

実施します。 

 

（５）合理的配慮の浸透 

 平成 28 年度から施行されている「障害者差別解消法」に基づき、市役所において

適切な対応を行うとともに、市民や市内企業等への周知・啓発を行います。 

 

取組【実施主体】 内容 

市役所における対

応要領の整備【市】 

・「障害者差別解消法」に基づき、市が制定した「職員対

応要領」により適切な対応を行います。 

市民や市内企業等

への周知・啓発

【市・民間企業等】 

・市内の様々な場面において不当な差別的取扱いや合理的

配慮の不提供等が行われないよう、市民や市内企業等へ

啓発を行います。 
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基本目標２ 福祉サービスの充実【生活支援】 

【現状・課題】 

・障がいのある人の地域移行や就労のさらなる促進、高齢化への対応や障がいのある

児童への支援のニーズの多様化などに対応するため、平成28年に「障害者総合支援

法」の改正と「児童福祉法」の改正等が行われ、障害福祉サービス等の拡充が図ら

れています。 

・本市には、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービス等の提供事業所は、訪

問系サービスで３事業所、日中活動系サービスで７事業所、居住系サービスで２事

業所あります（平成29年10月現在）。 

・アンケートの利用意向では、現在の利用状況よりも利用希望が上回っており、その

差が大きいサービスとして「居宅介護」「短期入所」「地域定着支援

※

」等が挙げら

れており、充実が求められています。 

・アンケートによると、今後希望する暮らし方として、知的障がいのある人で「グル

ープホームで暮らしたい」とする割合が17.6％となっており、他の障がいに比べて

高くなっています。また、現在の生活で不安なこととして、「将来的に生活する住

まい、または施設があるかどうか不安」という意見も17.4％みられ、グループホー

ム等の住まいの場や日中活動の場の整備を進めていく必要があります。 

・アンケートにより、障がいのある人を中心的に手助けしている人の年齢が「60代」

「70代」と高齢の方が多いことがわかりました。また、今後の継続的な支援につい

ては「あと何年、支援できるかわからない」という回答が30.8％あり、障がいのあ

る人が地域で生活を続けていくためにも、障害福祉サービスの質・量の充実をより

一層進めていくことが重要となっています。 

 

（１）在宅生活への支援の充実 

 近隣自治体や市内の事業所、「常滑市障がい者総合支援協議会

※

」（以下「総合支

援協議会」という。）との連携のもと、在宅生活を支援するための障害福祉サービス

や支援事業の充実に努めます。 

 

取組【実施主体】 内容 

居宅介護等のサー

ビスの充実【市・事

業所】 

・介護給付による居宅介護、重度訪問介護

※

、同行援護

※

、

行動援護

※

、重度障害者等包括支援

※

、地域生活支援事

業

※

による生活サポート等の訪問系サービスを通じ、障

がいのある人の自宅での生活を支援します。 
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取組【実施主体】 内容 

短期入所の充実

【市・事業所】 

・市内に短期入所できる施設がないため、近隣自治体等と

の連携や、総合支援協議会での検討等を通じ、サービス

提供体制の確保に努めます。 

補装具

※

・日常生活

用具の支給【市・事

業所】 

・補装具購入・修理費用支給や日常生活用具費支給の適切

な提供に努めます。 

訪問入浴サービス

※

の充実【市】 

・訪問入浴サービスの提供を通じ、障がいのある人の自宅

での生活を支援します。 

★地域生活支援拠

点等

※

の整備に向

けた検討【市・事

業所】 

・広域的な連携も視野に入れ、障がいのある人の地域生活

を支援する機能を備えた地域生活支援拠点等を整備しま

す。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 

 

（２）日中活動の場の充実 

 近隣自治体や市内の事業所、総合支援協議会との連携のもと、日中活動の場の充実

に努めます。 

 

取組【実施主体】 内容 

日中活動の場の充

実【市・事業所】 

・療養介護

※

、生活介護、自立訓練

※

等を通じ、障がいのあ

る人の自立した日常生活や社会生活を支援します。 

地域活動支援セン

ター

※

の充実【市・

社会福祉協議会・事

業所】 

・地域活動支援センターにおいて創作活動や交流、日中の

活動の場を提供します。また、地域活動支援センターの

機能の充実を行います。 

就労系サービスの

充実【市・事業所】 

・就労移行支援

※

、就労継続支援Ａ型・Ｂ型

※

等において、

関係機関とのネットワークの構築を図り、障がいのある

人の就労支援とサービス提供体制の充実を図ります。 

日中一時支援事業

の充実【市・事業所】 

・障がいのある人に活動の場を提供し、見守りや社会適応

に必要な訓練を行う日中一時支援事業の実施を促進しま

す。 
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（３）住まいの場の整備 

 近隣自治体や市内の事業所、総合支援協議会、障がいのある人の家族等との連携の

もと、住まいの場の整備を促進します。 

 

取組【実施主体】 内容 

障がいのある人の

居住の場に関する

検討【市・事業所】 

・障がいのある人の住まいに関する問題への対応につい

て、総合支援協議会を中心に、関係団体等との連携のも

とで検討を進めます。 

グループホームの

設置促進【市・事業

所】 

・社会福祉法人やＮＰＯ法人などによるグループホームの

整備を促進するとともに、運営の支援を行います。 

市営住宅のバリア

フリー化の推進

【市】 

・車いす利用者等、障がいのある人が利用できるよう、市

営住宅におけるバリアフリー化を進めます。 

 

（４）相談支援体制の充実 

 障がいのある人やその家族、支援者等の相談に対し、関係機関と連携しながら助言

や情報提供を行い、不安の解消と問題の解決を支援します。 

 

取組【実施主体】 内容 

相談支援事業所に

よる相談支援の充

実【市・事業所】 

・特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者の指定を行

い、適切なサービス利用計画等の作成がなされる体制を

整備します。 

障害者相談員の充

実【市】 

・身体、知的障害者相談員により、気軽に相談が受けられ

るよう活動を促進します。 

市における相談対

応の充実【市】 

・市の窓口においてサービスに関する相談や情報提供を行

うとともに、必要に応じて専門機関と連携を図りながら

必要な支援を行います。 

・相談にあたる職員の、障がい福祉に関する知識の向上に

努めます。 

★基幹相談支援セ

ンターの設置

【市・事業所】 

・基幹相談支援センターを設置し、障がいのある人の総合

的な相談に対応できる体制づくりに努めます。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 
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（５）障がいのある人の権利を守る仕組みづくり 

 障がいのある人が不利益を被らないよう、成年後見制度等の権利を守る体制整備を

進めます。 

 

取組【実施主体】 内容 

成年後見制度の利

用支援【市・知多地

域成年後見センタ

ー

※

・関係機関】 

・障がい等により判断能力が十分でない人が不利益を被ら

ないように保護し支援する成年後見制度について、一層

の周知に努めます。 

・「知多地域成年後見センター」と連携し、必要な人の制

度利用を支援します。 

日常生活自立支援

事業

※

の利用支援

【社会福祉協議会】 

・社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を通じ、福祉サ

ービスの利用援助や日常的金銭管理の支援を行います。 

障がい者虐待の防

止・早期発見【市】 

・障がい者虐待の防止等に関する広報、その他啓発活動を

行います。 

・家庭や地域、事業所等における虐待等に対し、早期発見

に努め、早急に対応します。 

・総合支援協議会を中心に虐待防止・早期対応のためのネ

ットワークを強化します。 

 

（６）サービスの質の向上と人材育成 

 障がい特性を理解した支援人材の育成やサービスの質の向上を図ります。 

 

取組【実施主体】 内容 

サービスの質の向

上【市・県・事業所】 

・強度行動障がい

※

など、多様な障がい特性に対応するため

の研修等を通じてサービスの質の向上を図ります。 

専門職種の養成・確

保【市・県・事業所】 

・県等との連携のもと、障がい保健福祉に従事する人材の

確保や養成に努めます。 
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基本目標３ 就労の場づくりの促進【雇用・就業】 

【現状・課題】 

・平成28年４月から「改正障害者雇用促進法」が施行されました。この法律では、雇

用の分野における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が定め

られました。 

・アンケートによると、障がいのある人の54.5％が仕事をしておらず、その理由とし

て最も高い割合を占めているのは「働きたいけど働けない」で36.7％となっていま

す。就労意欲を持ちつつも働けない障がいのある人が多いことから、それぞれの適

性等に配慮した、多様な働く場を増やしていく必要があります。 

・アンケートによると、就労支援として必要だと思うことについて、「事業主や職場

の上司・同僚の障がい者に対する理解」が30.6％と最も高くなっており、「通勤手

段の確保」「職場で介助や援助など適切な配慮が受けられること」「短時間勤務や

勤務日数などの配慮」の割合も約20％を占め、高くなっています。障がいのある人

が働き続けるためには、職場における理解や就労定着のための適切な配慮等が必要

となっています。 

・本市では、平成27年度より総合支援協議会に「就労支援部会」を設置し、障がいの

ある人の就労支援に特化した取組を進めています。 

・平成30年４月１日から障がいのある人の法定雇用率

※

が引き上げになります。就労移

行支援事業等のさらなる充実や、障がいのある人の適性を考慮した職場での支援や

理解がますます必要になっています。 

 

（１）就労系サービス等の充実 

障がいのある人の就労にかかる各種支援サービス等の充実に努めます。 

 

取組【実施主体】 内容 

就労系サービスの

充実【市・事業所】 

＜再掲＞ 

・就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型等において、関

係機関とのネットワークの構築を図り、障がいのある人

の就労支援とサービス提供体制の充実を図ります。 

職親制度の推進

【市】 

・事業経営者等を職親として登録し、生活指導及び技能習

得訓練等を行う事業を推進します。 

★職場体験事業の

推進【市・事業

所・民間企業等】 

・市内で生活する障がいのある人の社会参加、自立を促進

するため、実際に企業において職場体験を行う事業を推

進します。 
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取組【実施主体】 内容 

就労支援の促進

【市・ハローワー

ク】 

・必要な基礎知識と技能を習得するための職業訓練への参

加を支援します。また、関係機関等との連携のもと、一

般就労を目指す障がいのある人の市内施設の就労支援員

やジョブコーチ

※

制度等の活用を促進します。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 

 

（２）障がいのある人の一般就労の促進 

関係機関等との連携を強化し、障がいのある人の一般就労に向けた取組を促進しま

す。 

 

取組【実施主体】 内容 

障がいのある人の

雇用促進【市・県・

ハローワーク・民間

企業等】 

・愛知県やハローワークなどと連携し、障がいのある人の

雇用にかかる雇用義務制度や各種助成制度等の周知を図

ります。 

★就労定着支援事

業の推進【市・事

業所】 

・一般就労した障がいのある人が、職場に定着できるよう

支援する就労定着支援事業の利用を促進します。 

★市役所における

雇用の促進【市】 

・市において障がい者雇用率が法定雇用率を上回るよう、

職員の計画的な採用を行います。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 

 

（３）福祉的就労の場の充実 

 一般就労が困難な障がいのある人が利用する福祉的就労の場の充実に努めます。 

 

取組【実施主体】 内容 

就労支援事業の充

実【市・事業所】 

・就労継続支援Ａ型・Ｂ型等のサービス提供体制の充実を

図ります。 

工賃水準の向上

【市・事業所】 

・就労継続支援事業所等の工賃水準の向上を図るため、事

業所製品の展示・販路拡大等に努めます。 

★優先調達の推進

【市】 

・市役所において、障がい者施設等からの物品等の優先的

な調達の推進を図ります。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 
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基本目標４ 保健・医療の充実【保健・医療】 

【現状・課題】 

・疾病に起因する障がいを未然に防ぐため、病気の予防や早期発見が重要となります。

そのため、各種健診への定期的な受診や、自分の健康を守る意識と正しい生活習慣

が非常に重要となります。 

・障がいは生活習慣病に起因するものも多くなっています。本市ではメタボリックシ

ンドローム該当者の出現割合が高い傾向にあり、生涯を健康で過ごすためには、生

活習慣病を事前に予防することが大切です。若いうちからの健診受診による健康管

理や保健指導による生活習慣の改善が重要で、働き盛りの年齢層の受診や指導を促

すための受診しやすい健診体制や指導方法を整備していく必要があります。 

・アンケートによると、障がいのある人の現在の生活における不安なことでは「自分

の健康や体力に自信がないこと」が 28.6％、「家族など介助者の健康状態が不安」

が 18.8％と、ともに高い割合を占めています。障がいのある人の就労や社会参加等

を支える上でも、自身の健康は非常に重要な要素となるため、健康づくりや医療的

なケアへの支援を充実させていく必要があります。 

・こころの健康のためには、日常的なストレスの解消や、適切な睡眠・休養の取得が

大切です。仕事等の忙しさや人間関係等を背景にしたうつ病や自殺等の発生が問題

になっていることから、本市においてもこころの健康に関する啓発等を進めていく

必要があります。 

 

（１）保健・医療サービスの充実 

 市民の主体的な健康づくり活動を促進するとともに、各種健診の受診勧奨等を通じ

て障がいの発生予防を図ります。 

 

取組【実施主体】 内容 

乳幼児健康診査の

実施【市】 

・各種乳幼児健診を通じ、障がいの早期発見、早期療育に

つなげるとともに、保護者への支援を行います。 

市民の健康づくり

の推進【市】 

・定期的な健診受診の普及・啓発を図るとともに、未受診

者への受診勧奨を進めます。 

障がいのある人の

ための健康診査の

実施【市】 

・障がいのある人のための健康診査、歯科健診等を推進し

ます。 
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取組【実施主体】 内容 

障がいのある人の

ための歯科の充実

【市・社会福祉協議

会・歯科医師会・医

療機関】 

・障がいのある人の歯科の通年受診体制の整備を促進しま

す。また、地域の歯科診療所における障がいのある人へ

の配慮についても対応を促進します。 

医療費助成の実施

【市・県・国】 

・自立支援医療

※

や福祉医療

※

などにおいて、規程に基づき

適切な助成を行います。 

在宅療養への支援

の強化【市・医師団】 

・在宅歯科往診事業や訪問看護等の、在宅での療養支援の

強化に努めます。 

 

（２）こころの健康づくりの推進 

 こころの健康に関する情報提供や啓発を行うとともに、メンタルヘルス対策や自殺

対策を総合的に推進します。 

 

取組【実施主体】 内容 

こころの健康づく

りの推進【市・県・

社会福祉協議会】 

・こころの悩みに対する適切な相談や必要なカウンセリン

グ等を行います。 

メンタルヘルス対

策の推進【市・県】 

・各種講座の開催や専門相談の実施などを通じ、うつ病や

ひきこもり、自殺などの予防対策を行います。 
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基本目標５ 障がいのある児童への支援の充実【療育・育成】 

【現状・課題】 

・近年、全国的に発達障がいのある児童が増加しています。発達障がいに限らず障が

いのある児童が、将来的により自立した生活を送れるようにするためには、障がい

の早期発見と、早期療育につなげる環境づくりが大切です。 

・療育手帳所持者は、18 歳未満の手帳所持者が手帳所持者全体に占める割合が、身体

や精神よりも比較的多くなっています。本市では、近年療育手帳所持者数が増加傾

向にあり、障がいのある児童が増加傾向にあることがうかがえます。また、障がい

者手帳等を所持せずサービスを利用している児童も増加しています。 

・アンケートによると、障がいのある児童の療育（障害児通所施設等）で困っている

ことは、「特にない」が最も高くなっていますが、「本人に合った支援」「指導員

の充実」がそれぞれ 34.3％と高く、障がいの特性に合った支援の拡充が求められて

います。また、学校教育での困っていることとしては、「友人との関係づくり」が

35.8％と最も高く、障がいに対する適切な理解を促進する必要があります。 

・アンケートによると、学校教育終了後の進路の不安について、「民間企業に就職す

ることへの不安」「障がいの特性に応じた作業所などに入所できるかどうかの不安」

がそれぞれ37.6％と最も高くなっています。学校や関係機関と連携し、本人の意向

や障がいの特性に合った進路が選択できるよう体制の整備が必要となります。 

・児童福祉法の改正等を受け、障がい児に対するきめ細かなサービスの提供が求めら

れています。発達の遅れや障がいのある児童のより良い療育・成長を促進するため

に、児童発達支援

※

等をはじめとする各種サービスの充実を進めていく必要がありま

す。 

・重症心身障がい児（者）

※

や医療的ケアが必要な児童など、常時介護を要する障がい

のある児童を対象とするサービスが利用できるような体制づくりが求められていま

す。 

・本市では、障がい等により支援が必要な児童に対して、個別の教育支援計画サポー

ト・ノート「しとねる」を活用し、幼稚園・保育園・こども園から小学校、中学校

まで、また、中学校卒業後の進路先との連携体制を整え、継続的な支援に努めてい

ます。「しとねる」を効果的なツールとしていくため、それを活用する支援者の力

量向上と連携体制の強化が必要となっています。 
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（１）障がいのある児童の療育体制の整備 

 発達の遅れや障がいのある児童とその保護者に対しての早期療育を支援するとと

もに、不安軽減のための相談・支援体制の充実を図ります。 

 

取組【実施主体】 内容 

療育への適切な指

導や相談の充実

【市・県】 

・乳幼児の発達の遅れや障がいに対する保護者の不安感の

解消を図るため、専門職員や医師、心理相談員による相

談や診察を実施する「すくすく健診」を実施します。 

・保健センターや子育て総合支援センター、児童相談所等

との連携のもとで、保護者の相談に対応します。 

親子育児教室の実

施【市・事業所】 

・ことばの遅れや発達の遅れなど、育児不安を持つ親子を

対象に親子育児教室（コアラちびっこ教室・コアラの会・

マーチの会等）を開催します。 

保育及び就学前教

育の充実【市】 

・市内の保育園、こども園、幼稚園においては、障がいの

ある児童の受け入れについて、子ども・家庭の状況に応

じた支援に努めます。また、保育士・教諭等への研修等

を通じ、対応技術を高めます。 

・サポート・ノート「しとねる」を作成することで、児童

の困り感を保護者や支援者が共有し、効果的な支援を図

ります。 

★家庭支援の推進 

【事業所】 

・児童発達支援や放課後等デイサービス事業所において、

ペアレントトレーニング

※

、療育相談、社会に向けての進

路相談を実施し、障がいのある児童を持つ家庭を支援し

ます。 

★地域支援の推進 

【事業所】 

・障がいのある児童への理解が地域で進むよう、学習会等

を開催します。 

・地域カフェ

※

等、児童や保護者が安心して過ごせる居場所

づくりを促進します。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 
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（２）児童福祉サービスの充実 

 児童福祉法に基づくサービスの充実を図ります。 

 

取組【実施主体】 内容 

児童発達支援の推

進【市・事業所】 

・未就学の障がいのある児童に対し、日常生活における基

本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要

な支援を行う児童発達支援を推進します。 

放課後等デイサー

ビスの推進【市・事

業所】 

・就学している障がいのある児童に、授業の終了後または

学校の休業日に、生活能力の向上のための必要な訓練、

社会との交流の促進などの支援を行う放課後等デイサー

ビスを推進します。 

保育所等訪問支援

の推進【市・事業所】 

・訪問支援員が保育所等を訪問し、障がいのある児童が集

団生活に適応するための専門的な支援を行う保育所等訪

問支援を推進します。 

児童発達支援セン

ターの充実【市・事

業所】 

・児童発達支援センターにおいて、障がいのある児童等に

対し、基本的生活習慣及び集団生活への適応性を養う早

期療育を行うとともに、身体に障がいを持つ児童の受け

入れができるよう施設整備を図ります。 

★医療的ケア児

※

へ

の対応の検討

【市】 

・医療的ケアが必要な児童に対する支援を行うための体制

整備について検討します。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 
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（３）学校教育における対応の強化 

 小中学校において、障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた適

切な指導・教育を推進します。 

 

取組【実施主体】 内容 

教育支援の推進

【市】 

・保護者の意向を尊重しつつ、障がいのある児童の能力を

最大限に伸ばすことを重視した教育支援・就学相談を行

います。 

特別支援教育の推

進【市】 

・小中学校における特別支援学級等において、障がいのあ

る児童生徒一人ひとりの個性や能力に応じた教育的支援

を行います。 

・サポート・ノート「しとねる」を活用し、支援者と保護

者が児童生徒の情報を共有し、これまでの支援も踏まえ

て一緒に計画を作成することで、よりよい支援に努めま

す。 

通級指導教室

※

にお

ける教育の推進

【市】 

・自閉症、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（Ａ

ＤＨＤ）のある児童を対象とした通級指導教室において、

指導の充実に努めます。 

特別支援学校との

連携と交流教育の

推進【市・県】 

・特別支援学校と市内小・中学校との連携を深め、障がい

のある児童が、障がいのない児童や地域住民等とともに

活動・交流を行う交流教育を推進します。 

進学・就職等進路指

導への支援【市・県】 

・障がいのある生徒の進路に関して、学校と関係機関等と

の連携のもと、一人ひとりの希望等に合った進路指導に

努めます。 

教育現場における

合理的配慮の浸透

【市】 

・児童生徒一人ひとりの障がいの状態等に応じて、教材、

意思疎通支援、施設のバリアフリー化などを図ります。 
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基本目標６ 安全に暮らせる環境整備【生活環境】 

【現状・課題】 

・公共施設や道路等については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（バリアフリー新法）」に基づき、バリアフリー化を推進していくことが定

められています。 

・本市では、障がいのある人や高齢者等に配慮した、人にやさしい街づくりを推進し

ており、道路や公共交通機関、公共及び民間の施設、市営住宅等のバリアフリー化

や、外出支援の充実を進めています。 

・アンケートによると、外出する際に困ることとして、「公共交通機関が少ない」こ

とや「バスや電車の乗り降りが困難」といった、公共交通機関に関する事項で多く

意見があがっています。また、知的障がいのある人では「駅や商店、銀行、病院な

どでのコミュニケーションがとりにくい（とれない）」という、ソフト面でのバリ

アをあげる割合も高くなっています。民間機関も含めて、ハード面、ソフト面の両

面からバリアフリーの考え方を浸透させていく必要があります。 

・近年は台風の大型化や大規模地震の発生など、全国的に大きな被害をもたらす災害

が頻発しています。本市も南海トラフ巨大地震等に備え、日頃から防災意識を持ち、

対策を行っていく必要性が高まっています。 

・アンケートによると、災害時において１人で避難できない障がいのある人が多くな

っています。また、１人で避難できない障がいのある人のうち「助けてくれる人は

いない」と回答している人が 7.2％となっています。一方で、避難行動要支援者名簿

については登録している人が 6.9％と少なくなっているため、制度について周知し災

害時の避難支援につなげる必要があります。 

・アンケートによると、災害時における避難場所の設備やコミュニケーションの面な

どを不安に感じる障がいのある人の割合が高く、長期化するおそれがある避難所生

活について対策を検討しておく必要があります。障がいのある人自身やその家族は

もちろん、サービス事業所等の支援者、隣近所や地域の住民等も含めた防災、災害

時対策が重要となっています。 
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（１）バリアフリーのまちづくりの推進 

 障がいのある人の視点に立って、施設やまち全体において誰もが利用しやすく暮ら

しやすいバリアフリー、ユニバーサルデザイン

※

のまちづくりを推進します。 

 

取組【実施主体】 内容 

公共施設のバリア

フリー、ユニバーサ

ルデザイン化の推

進【市・県】 

・道路や公園、公共建築物などにおいて、障がいのある人

にやさしい公共空間づくりに努めます。 

民間施設のバリア

フリー化の促進

【市・民間企業等】 

・多くの市民が利用する医療機関や金融機関、飲食店など、

公共性の高い民間施設に対し、バリアフリー、ユニバーサ

ルデザインに関する啓発を行います。 

住宅改修費助成事

業の利用【市】 

・介護保険や地域生活支援事業による住宅改修費の助成事

業などの利用を促進し、手すりの設置や段差解消等によ

り在宅生活を支援します。 

 

（２）防災・災害時対策の推進 

 地震などの大規模災害時において、情報の伝達、避難誘導が適切に行われるよう、

避難行動要支援者の把握と支援方法の確立、適切な情報伝達手段の構築を図ります。

また、避難所においても、障がいのある人のニーズを踏まえた体制を整備します。 

 

取組【実施主体】 内容 

避難行動要支援者

名簿の登録促進・管

理【市】 

・災害時に支援が必要な障がいのある人の名簿への登録を

促進し、把握に努めます。 

・災害時には個人情報等に配慮しながら名簿の活用を図り

ます。 

災害時等の情報伝

達【市】 

・災害時にコミュニケーション支援ボード

※

の活用など、障

がいのある人に対応した情報伝達体制を整備します。 

福祉避難所

※

等の整

備【市・事業所】 

・一般の避難所での生活が困難な障がいのある人とその家

族のため、福祉避難所等の充実を図ります。 
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基本目標７ 地域活動や社会参加の促進【スポーツ・文化・まちづくり】 

【現状・課題】 

・障がいのある人の生活の質の向上に向けては、生涯学習やスポーツ・レクリエーシ

ョンの場に自主的・積極的に参加できる機会の確保が重要です。障がいのある人が

生涯学習やスポーツ・レクリエーションの場に参加するためには、参加しやすい配

慮や施設の整備等が必要となります。 

・本市では、障がい者団体やＮＰＯ法人と連携し、障がい者スポーツ大会やスポーツ

教室、障がいのある人の音楽・芸能活動の機会の提供など、障がいのある人が生き

がいを持って生活できるような支援を行っています。また、あらゆる社会参加を支

援するためのコミュニケーション支援や外出支援を行っています。 

・アンケートによると、日中の過ごし方について、趣味やスポーツ活動、サークルな

どのグループ活動、ボランティア活動を希望している人が、現在参加している人よ

りも多く、希望をかなえられる支援が必要となっています。 

・アンケートによると、障がいのある人が携帯し、緊急時等に周囲の配慮等を求める

ことができる「ヘルプカード」について、存在を知らない人が 64.8％と高くなって

います。障がいのある人が安心して外出できるよう、本人やその家族に周知を図る

とともに、障がいのない人に対する認知を高めることも求められます。 

・障がいのある人が、障がいのない人と同じように社会参加の機会を享受できるよう

にするためには、移動に関する環境の整備が求められます。 

・障がい者団体の活動などは、障がいのある人の親・家族同士の交流機会となり、相

談や情報共有の場としても機能しています。今後もその活動をより活性化していく

必要があります。 
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（１）社会参加と交流の促進 

 移動やコミュニケーションに関する支援を推進し、障がいのある人が社会参加でき

る環境を整備します。 

 

取組【実施主体】 内容 

★ヘルプカードの

利用促進【市】 

・障がいのある人が携帯し、災害時や日常生活の中で困っ

たときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするため

のカードである「ヘルプカード」を配布します。 

外出支援サービス

の充実【市・事業者】 

・行動援護や移動支援

※

等のニーズの把握に努め、支援体制

の充実を図ります。 

福祉タクシー料金

の助成【市】 

・障がいのある人が地域社会で生活する上で必要な移動手

段の確保のために、福祉タクシー料金の助成を継続して

行います。 

障がいのある人の

自動車運転等に関

する支援【市】 

・身体障がいのある人が、自ら所有し運転する自動車のハ

ンドル・ブレーキ・アクセル等を改造する場合に、自動

車改造に要する費用の助成を継続して行います。 

・身体障がいのある人が普通自動車運転免許を取得した場

合に、その経費の一部の助成を継続して行います。 

手話通訳者等の配

置・派遣等の推進

【市】 

・市役所において手話通訳者を適切に配置します。 

・聴覚障がいのある人の社会参加を促進するため、手話奉

仕員を養成します。 

・聴覚障がいのある人などが社会参加できるよう、手話通

訳者・要約筆記者の派遣を推進します。 

 ★：第３次常滑市障がい者基本計画に掲げていない取組です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手話マーク 筆談マーク 
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（２）スポーツ・文化活動の促進 

 障がいのある人の生活を豊かにするスポーツ、生涯学習、文化芸術活動への参加を

促進します。 

 

取組【実施主体】 内容 

地域における交流

活動の促進【市・社

会福祉協議会】 

・地域における障がいのある人の仲間づくりや余暇活動を

促進するとともに、各種地域活動の支援に努めます。 

障がい者スポーツ

の推進【市・社会福

祉協議会】 

・障がい者スポーツ大会等への参加を支援します。 

・スポーツ教室やスポーツ施設等において、障がいのある

人も利用しやすいような体制整備に努めます。 

生涯学習や文化芸

術活動の推進【市・

社会福祉協議会】 

・講演会等において、障がいのある人が参加しやすい環境

づくりを進めます。 

・障がいのある人が創作した作品等の展示や活動発表の機

会を提供します。 

 

（３）当事者団体による活動の活性化 

 障がい者団体の活動がより活性化するよう、支援を行います。 

 

取組【実施主体】 内容 

団体活動の活性化

支援【市・障がい者

団体】 

・活動のＰＲ等を通じ、障がい者団体の活動支援を継続し

ます。 

 


