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「障害」と「障がい」の表記について 

鹿嶋市では，「障害」という言葉が「人」や「人の状態」を表す場合は，「害」の

漢字が否定的なイメージを連想させるため，平仮名で「障がい」と表記しています。

これは，障がい者の人権を尊重すること，市民の障がい者への理解を深めることを

目的とするものです。 

ただし，国や県が定めた法律の用語や団体等の固有名詞は，元の表記に合わせて

「障害」と漢字表記しているため，計画書では，「障害」と「障がい」の２つの表記

が混在しています。 

 

「障がい者」の定義について 

本市では，「障がい者」の区分・定義については，障害者基本法，障害者総合支援

法，その他関連法令や通知に基づくものとしています。 

従って，本計画における障がい福祉サービスの対象となる障がい者の範囲は，『身

体障がい者，知的障がい者及び精神障がい者（発達障がい者及び高次脳機能障がい

を含む。）並びに難病患者等であって，18歳以上の者並びに障がい児』とします。 

 



市長挨拶 

 

 

最終稿で掲載 
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第１章 計画の策定に当たって 

第１節 計画策定の背景 

平成 25 年 4 月，国は，従前の障害者自立支援法を「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）」として改正し，障がい者の範囲や障が

い者への支援の見直し，地域生活支援事業の見直し等を行いました。また，同年 6 月，障

がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とした「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）」を成立させ（平成 28 年 4 月施行），平成 26

年 1月には「障害者の権利に関する条約」を批准しました。 

平成 28 年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」には，子ども・高齢者・障

がい者など全ての人々が地域，暮らし，生きがいを共に創り，高め合うことができる「地

域共生社会の実現」が盛り込まれました。これを受け，厚生労働省では，「『地域共生社会』

の実現に向けて（当面の改革工程）」において，その骨格に「地域課題の解決力の強化」「地

域を基盤とする包括的支援の強化」「地域丸ごとのつながりの強化」「専門人材の機能強化・

最大活用」を掲げました。更に，平成 30 年 4月には障害者総合支援法を改正し，自立生

活援助や就労定着支援に関するサービスが新たに追加されています。 

これまで本市では，「第 1期 21かしま障がい者プラン（H27～R2）」「第 5期障がい福

祉計画（H30～R2）」「第１期障がい児福祉計画（H30～R2）」の 3計画に基づき，計画

的に障がい者施策を推進してきました。 

今般，現行の 3 つの計画期間が同時に終了することから，国・県の指針や近年の障がい

者制度改革を踏まえ，また，これまでの計画の進捗状況及び目標数値を検証し，「第 4期障

がい者福祉計画」，「第 6期障がい福祉計画」及び「第 2期障がい児福祉計画」を一体的に

整備し，「第 2期 21かしま障がい者プラン」として策定します。 

 

■ 近年の障がい者政策の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障がい福祉サービス
の普及 

・相談支援事業の充実 

 

・障がい者の自立促進 
・精神障がい者施策の
充実 

・地域共生社会の実現 
・地域での居場所づくり 
・地域福祉の充実 

平成 15年 平成 18年 平成 21年 平成 27年 平成 28年～ 

自立 

選択 

共生 

「包括的な支援」 

縦割りから丸ごとへ 
→「我が事・丸ごと」 
住民一人ひとりが暮らし

と生きがい，地域をともに
創る社会を目指す。 
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【本計画と SDGｓとの関係性】 

⇒Sustainable Development Goals：サスティナブル ディベロップメント ゴールズ

（持続可能な開発目標）への取組み 

  

2015年 9月の国連サミットにおいて，「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に

て記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標として，SDGｓが

採択されました。 

17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no 

one behind）」ことを誓うものであり，発展途上国のみならず，先進国自身が取組むユニバ

ーサル（普遍的）なものとして，我が国も積極的に取組んでいます。 

 第 2期 21かしま障がい者プランにおいても，SDGｓの理念を基に，各種施策を推進して

いくこととします。本計画の目標を実現することで，17 のゴールのうち，「３ すべての人

に健康と福祉を」，「４ 質の高い教育をみんなに」，「８ 働きがいも経済成長も」，「10 人

や国の不平等をなくそう」，「１１ 住み続けられるまちづくりを」，「16 平和と公正をすべ

ての人に」，「17 パートナーシップで目標を達成しよう」等の目標達成に寄与します。 
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第２節 障がい者施策の動向 

（１）我が国の政策動向 

① 地域共生社会の実現に向けて 

厚生労働省は，平成 27年 9月に「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」を示し，

この中で，新しい地域包括支援体制の確立を核とした共生型の地域社会を目指すこととし

ました。 

これは，平成 28 年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」における「地域共

生社会の実現」につながるものであり，子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域，

暮らし，生きがいを共に創り合うことができる社会の実現を目指すものです。 

地域共生社会の実現のためには，地域のあらゆる住民が役割を持ち，支え合いながら暮

らすことのできる仕組みを構築する必要があり，本計画においても，下記のイメージを参

考として，構築に取り組みます。 

 

（地域共生社会イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：厚生労働省資料 
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② 障がい者施策動向 

平成 24年 ・「障害者虐待防止法」施行 

平成 25年 

・「障害者優先調達推進法」施行 

・「障害者総合支援法」一部施行 

・「障害者差別解消法」制定 

・改正「障害者雇用推進法」制定 

・第3次「障害者基本計画」策定 

平成 26年 

・「障害者権利条約」批准 

・改正「精神障害者保健福祉法」施行 

・「障害者総合支援法」全面施行 

平成 27年 ・総合支援法の対象疾病拡大 

平成 28年 

・「総合支援法及び児童福祉法改正案」公布 

・改正「障害者雇用推進法」施行 

・「障害者差別解消法」施行 

・「発達障害者支援法」改正 

平成 29年 ≪ 法改正・計画策定準備 ≫ 

平成 30年 

・第4次「障害者基本計画」策定 

・改正「障害者総合支援法」一部施行 

・改正「児童福祉法」一部施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＯＩＮＴ 「障害者総合支援法」 

・特定疾患者への支援対象拡大 

・地域生活支援事業の強化 

・障害支援区分の創設 

・重度訪問介護の対象拡大 

ＰＯＩＮＴ 「障害者権利条約」 

・障がい者の人権や基本的自由の

享有を確保し，障がい者の固有の

尊厳の尊重を促進するため，障が

い者の権利を実現するための措

置等を規定 

ＰＯＩＮＴ 「障害者差別解消法」 

・社会的障壁の除去に対する公共機

関の合理的配慮の義務化 

・国の行政機関や地方公共団体及

び民間事業者による「障害を理由

とする差別」を禁止するとともに，

それを実効的に推進するための

基本方針や対応要領を作成し，ま

た相談及び紛争の防止等のため

の整備，啓発活動等の差別解消

のための支援措置が定められる。 
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第２章 計画策定の基本事項 

第１節 計画の位置付けと法的根拠 

（１）上位計画との関係 

 

 

最上位計画として，鹿嶋市が実施する全ての施策の方針を取りまとめたもの 

 

 

 

福祉・保健・医療分野を包括し，社会福祉施策の方針をとりまとめたもの 

 

 

 

 

〔計画内容〕 本市が実施・展開する障がい福祉サービス等を中心に，中長期的な展望

に基づく，障がい福祉施策を示します。（根拠法：障害者基本法） 

 

 

 

〔計画内容〕 国が示す障がい福祉サービス等のサービス量の見込みと確保の方策を

示します。（根拠法：障害者総合支援法・児童福祉法） 

 

 

（２）計画期間 

 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

総 合 計 画 第 3次 第 4次 

地 域 福 祉 計 画 第 2期 第 3期 第 4期 

障がい者福祉計画 第 3期 第 4期（～令和 8年度） 

障がい福祉計画 第 4期 第 5期 第 6期（～令和 5年度） 

障がい児福祉計画 － 第 1期 第 2期（～令和 5年度） 

鹿嶋市障がい者福祉計画（第４期） 

鹿嶋市障がい福祉計画（第６期）・鹿嶋市障がい児福祉計画（第２期） 

第 2 期 21かしま障がい者プラン（障がい者福祉分野） 

鹿嶋市総合計画 

鹿嶋市地域福祉計画（障がい・高齢・児童・医療・保健） 

第 2期 21かしま障がい者プラン 

第 1期 21かしま障がい者プラン 
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第２節 計画の推進体制 

（１）計画の策定方法 

計画の策定に当たっては，以下のとおり，策定委員会での審議やヒアリング，パブリッ

クコメントの募集等を実施し，多くの方々の意見や要望等を集約しました。 

 

①  鹿嶋市地域自立支援協議会（計画素案の審議） 

学識経験者，相談支援事業者，福祉サービス事業者等で構成する鹿嶋市地域自立支援協

議会を本計画の策定委員会として位置付け，事務局が作成した計画案について御審議頂き

ました。 

 

② 庁内関係部門との調整（施策・事業の調整） 

施策・事業に関連性のある庁内関係部門と適宜調整を行い，各所管計画との整合，障が

い者施策の検討等を行いました。 

 

③ アンケート調査の実施 

障がい者の現状，障がい福祉サービス等の利用状況，認知度及び今後の利用意向，現状

での問題点や課題事項等を把握するため，以下のとおりアンケート調査を実施しました。 

   

調査期間：令和２年８月 25日～令和 2年 9月 23日（郵送方式） 

調査区分 対象者 有効回収件数 有効回収率 

① 一般市民に対する調査 1,400 602 43.0% 

② 障害者手帳所持者に対する調査 2,100 1,149 54.7% 

合計 3,500 1,751 50.0% 

 

（２）計画の評価・見直し 

本計画（各論Ⅱ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画）では，基本指針に基づき定めた

数値目標を「成果目標」として，また，各サービスの見込量を「活動指標」として記載し

ています。 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画の進行管理のため，毎年度これら指標の実績を把握

し，鹿嶋市地域自立支援協議会において分析・評価を行い，必要に応じて計画の変更や事

業の見直し等を行います。 
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（３）計画の推進体制の確保 

① 推進体制の確保 

計画の推進に当たっては，国・県の関係機関や庁内との連携を図るとともに，相談支援

事業者，サービス事業者，さらには雇用分野，教育分野等の関係者によるネットワークを

活用します。 

 

② 鹿嶋市地域自立支援協議会での審議 

本協議会は，相談支援事業の適切な運営及び地域の障がい者福祉に関するシステムづく

りに関し，中核的な役割を果たす定期的な協議の場として，事業の円滑な推進を図ること

を目的としています，本計画における障がい福祉サービスによる取組みを推進するに当た

っては，協議会の意見・提言等を踏まえるものとします。 

 

③ 障がい福祉サービスや計画に関する情報の提供 

誰もが適切に障がい福祉サービスを利用できるよう，サービス内容や利用手続等の情報

提供に努めるとともに，計画の周知を図ります。 

また，地域の住民・事業者に対して，障がいに関する正しい知識の啓発に努め，「障が

い」への一層の理解促進に努めます。 

 

⓸ サービスの質の確保 

市町村の事業である地域生活支援事業の実施に当たっては，市に登録を行った事業者が

サービス提供者となりますが，これら事業者への登録基準等に関し一定の基準を設け，サ

ービスの質の確保を図ります。 
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第３章 障がい者を取り巻く現況と調査結果の概要 

第１節 鹿嶋市の概況 

（１）障がい者に係る統計 

① 全体の状況 

本市における身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手帳の所持者は，緩やか

ながら増加傾向にあります。 

 

（人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

身体障害

者手帳 
1,699 1,754 1,757 

療育手帳 517 511 526 

精神障害

者保健福

祉手帳 

338 361 379 

合計 2,554 2,626 2,662 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成30年 令和元年 令和2年

身体

療育

精神

手帳合計

 

                                         出典：鹿嶋市（各年 3月 31日） 

 

 

 

身体障害者手帳は，身体障害者福祉法に定めら

れた障がいに該当する場合に交付されます。 

視覚障がい 1級から 6級 

聴覚障がい 2級から 4級，6級 

平衡機能障がい 3級，5級 

音声・言語・そしゃく機能障がい 3級，4級 

肢体不自由 1級から 6級 

内部障がい 1級から 4級 
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② 身体障害者手帳所持者 

身体障害者手帳所持者のうち，等級別では３・４級が増加傾向にあります。障害種別で

は，内部障がいが特に大きく増えています。 

・等級       ・障がい部位 

（人） 平成 30年 令和元年 令和 2年  （人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

1級 643 660 655  肢体不自由 828 844 802 

2級 241 237 236  視覚 101 102 107 

3級 260 273 285  聴覚・平衡 96 93 94 

4級 388 401 413  音・言・そ 17 18 18 

5級 82 89 86  内部 657 697 736 

6級 85 94 82  合計 1,699 1,754 1,757 

合計 1,699 1,754 1,757  
出典：鹿嶋市（各年3月31日） 

 

・等級 

0
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・障がい部位 

0

200
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1400
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平成30年 令和元年 令和2年

肢体不自由

視覚

聴覚・平衡

音・言・そ

内部

合計

 

※ 「音･言･そ」は「音声・言語・そしゃく機能」の略 

※ 「内部」には「心臓機能，じん臓機能，呼吸器機能，ぼうこう又は直腸機能，小腸機能」及び「免疫機

能，肝臓機能」の障がいが含まれます。
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③ 療育手帳所持者 

療育手帳所持者のうち，重度（A）以外が増加傾向にあります。 

 

（人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

最重度 

（マル A） 
86 86 90 

重度（A）  135 132 132 

中度（B） 132 133 140 

軽度（C） 164 160 164 

合計 517 511 526 

 

0

100

200

300

400

500

600

平成30年 令和元年 令和2年

最重度　（マルA）

重度（A）　

中度（B）

軽度（C）

合計

出典：鹿嶋市（各年 3月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳は，知的障がい者に交付されます。 

（1）療育手帳にはランクがあります。 

（2）ランクは心理判定，医学判定，調査結果など

を総合的に判断して決定します。 

（3）手帳を交付されたあと，数年後に行う再判定

はある方とない方がいます。これも諸条件を

勘案して決められます。 
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④ 精神障害者保健福祉手帳所持者・自立支援医療（精神通院）受給者 

近年，精神障害者保健福祉手帳所持者は全国的に増加傾向にあり，本市の直近 3 か年に

おいても増加して推移しています。手帳の非所持者も含まれる自立支援医療（精神通院）

については，各受給者の受給期間に伴う集計時点所持の差異から増減がありますが，ほぼ

横ばいとなっております。 

・精神障害者保健福祉手帳所持者 

（人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

1級 35 29 26 

2級 214 228 244 

3級 89 104 109 

合計 338 361 379 
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400
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3級
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出典：鹿嶋市（各年 3月 31日） 

・自立支援医療（精神通院 

（人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

合計 738 769 735 

710

720

730

740

750

760

770

平成30年 令和元年 令和2年

          出典：鹿嶋市（各年 3月 31日） 

精神障害者保健福祉手帳は，全ての精神疾患

が該当します。近年の動向では，次の対象者が

増加傾向にあります。 

・統合失調症 

・うつ病，そううつ病などの気分障がい 

・てんかん 

・薬物やアルコールによる急性中毒（依存症） 

・高次脳機能障がい 

・発達障がい 

自立支援医療（精神通院医療）は，通院による精

神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己

負担を軽減するための公費負担医療制度です。 
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⑤ 障がい福祉サービス受給者・障害支援区分認定者 

 障がい福祉サービス受給者と障害支援区分の認定者は，近年ほぼ横ばいに推移しています。 

また，障がい児福祉サービスの受給者も近年ほぼ横ばいに推移しています。 

・障がい福祉サービス受給者 

（人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

合計 426 400 419 

※計画相談利用者実人数とセルフプラン利用者の合計         

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害支援区分認定者 

支援度合 （人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

軽い 区分 1 3 1 2 

 区分 2 44 49 53 

 区分 3 58 67 69 

 区分 4 78 73 73 

 区分 5 47 49 50 

重い 区分 6 92 93 90 

 合計 322 332 337 

 

 

・障がい児福祉サービス受給者 

（人） 平成 30年 令和元年 令和 2年 

合計 255 272 265 

※児童発達支援と放課後等デイサービス受給者 

 実人数の合計 

 

 

 

出典：鹿嶋市（各年 11 月時点） 
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0.0%

1.0%

5.5%

13.6%

20.4%

13.8%

15.8%

20.9%

6.6%

1.2%

1.2%

2.0%

3.9%

6.8%

8.1%

9.0%

9.7%

13.0%

27.8%

14.9%

2.3%

2.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

10歳未満

10～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80～89歳

90歳以上

無回答

一般=602 手帳所持=1149

第２節 アンケート調査の実施 

（１）調査の実施 

「第２期 21 かしま障がい者プラン」の策定に当たり，その基礎資料とするため，アン

ケート調査を実施しました。 

本調査は，障がい者の現状，障がい福祉サービス等の利用状況，認知度及び今後の利用

意向，現状での問題点や課題事項等を把握することを目的としています。 

 

調査区分 対象者 有効回収件数 有効回収率 

① 一般市民に対する調査 1,400 602 43.0% 

② 障害者手帳所持者に対する調査 2,100 1,149 54.7% 

合計 3,500 1,751 50.0% 

 

（２）調査結果の概要 

「第２期 21 かしま障がい者プラン策定のためのアンケート調査結果報告書」のうち，

「① 一般市民に対する調査」及び「② 障害者手帳所持者に対する調査」の共通設問（一

部抜粋）については，以下のとおりです。 

 

年齢をお答えください。（○印は 1つ） 
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12.0%

16.4%

54.0%

39.4%

3.0%

2.2%

1.5%

1.5%

0.3%

0.3%

0.3%

1.5%

18.7%

27.4%

44.0%

21.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.0%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ひとり暮らし

両親もしくは父または母

夫または妻（配偶者）

子どもやその配偶者

孫やその配偶者

兄弟姉妹やその配偶者

祖父または祖母

その他の親族

友人・知人

福祉施設などで暮らしている

その他

無回答

一般=602 手帳所持=1149

20.8%

12.8%

8.1%

3.2%

14.5%

1.8%

3.5%

7.3%

10.0%

5.8%

7.3%

3.0%

0.0%

2.0%

20.5%

11.1%

5.3%

3.2%

9.7%

1.5%

3.3%

5.4%

10.0%

8.0%

9.6%

4.6%

3.7%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

鹿島地区

三笠地区

高松地区

鉢形地区

平井地区

豊津地区

豊郷地区

波野地区

大同東地区

大同西地区

中野東地区

中野西地区

その他（市外）

無回答

一般=602 手帳所持=1149

あなたのお住いの地区はどこですか。（○印は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在，どなたとお暮らしですか。（あてはまるものすべてに○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 障がい者を取り巻く現況と調査結果の概要・障がい児福祉計画 

第２節 アンケート調査の実施 

16 

8.3%

45.0%

15.1%

5.8%

24.4%

1.3%

8.4%

32.0%

12.6%

8.6%

30.5%

7.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

かなり改善されている

少しずつ改善されている

あまり改善されていない

改善されていない

わからない

無回答

一般=602 手帳所持=1149

7.1%

20.6%

21.1%

34.4%

15.3%

1.5%

6.8%

15.5%

15.9%

28.9%

23.0%

9.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

とても親しくつきあっている人がいる

親しくつきあっている人がいる

世間話をする程度の人がいる

あいさつをする程度の人がいる

ほとんどつきあいがない

無回答

一般=602 手帳所持=1149

14.8%

31.2%

3.3%

49.3%

1.3%

15.1%

24.7%

7.3%

42.9%

10.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

理解している

あまり理解していない

まったく理解していない

わからない

無回答

一般=602 手帳所持=1149

あなたの日ごろ，地域や隣近所の方々とのお付き合いは，どの程度ですか。（○印は１つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

およそ５～１０年前と比べて，障がいのある方に対する差別や偏見は改善されたと思いま

すか。（○印は１つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の人の障がいに対する理解について，あなたはどのように感じていますか。（○印は

１つ） 
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3.8%

33.4%

9.1%

1.8%

44.7%

7.1%

6.6%

35.2%

13.8%

9.3%

25.1%

10.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

かなり改善されている

少しずつ改善されていると思う

あまり改善されていない

改善されていない

わからない

無回答

一般=602 手帳所持=1149

0.7%

16.6%

16.9%

8.1%

53.2%

4.5%

11.1%

43.1%

13.5%

7.3%

15.0%

10.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

とても暮らしやすいと思う

どちらかといえば暮らしやすいと思う

どちらかといえば暮らしにくいと思う

暮らしにくいと思う

わからない

無回答

一般=602 手帳所持=1149

鹿嶋市は，障がいのある方にとって暮らしやすいと思いますか。（○印は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

およそ５～１０年前と比べて，福祉・教育・雇用・まちづくりなど，障がいのある方に対

する行政の取組みは進んでいると思いますか。（○印は 1つ） 
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第３節 当事者団体・事業所ヒアリング調査の実施 

（１）実施概要 

当事者団体・事業所に対し，ヒアリング調査を実施しました。実施に当たっては，鹿嶋

市地域自立支援協議会所属委員（団体）を含む，19団体に御協力を頂きました。 

 

 名称 当自/福事/一事 

１ （社福） みのり会 中台育心園 福事 

２ （社福）鹿島更生園援護寮 福事 

３ 鹿嶋市総合福祉センター 福事 

４ （社福）鹿嶋市社会福祉協議会 松の木学園 福事 

５ （特非）れいめい（地活 C） 当自/福事/一事 

６ （社福）誠仁会 メイプル（就労移，就労 B，GH，地活 C） 福事 

７ 鹿嶋市身体障害者福祉協議会 当自/福事/一事 

８ （社福）鹿嶋市社会福祉協議会 ｳｪﾙﾎﾟｰﾄ鹿嶋の郷 福事 

９ 鹿島特別支援学校 PTA鹿嶋支部 当自/福事/一事 

１０ NSハートフル鹿島（株） 当自/福事/一事 

１１ （株）田口商事（弁当） 当自/福事/一事 

１２ （有）やまと米菓 当自/福事/一事 

１３ （株）グットライフ（就労 A・B，放デイ） 福事 

１４ こどもサークル鹿嶋（放デイ，児発） 福事 

１５ ワンハート（生介，就労移，就労 B） 福事 

１６ ＋１ハピネス（放デイ） 福事 

１７ ブリッジタウン（就労 B，GH） 福事 

１８ 風花（GH） 福事 

１９ かしま障害者就業・生活支援センターまつぼっくり 福事 

  ※当事＝当事者団体，福事＝福祉事業所，一事＝一般事業所 

１ 基礎項目 

◆ 貴団体・事業所に係る基礎情報について 

２ 目的・目標及び活動の内容 

◆ 現在貴団体・事業所が活動する上での目標及び活動内容などについて 

３ 目的・目標の達成に向けての課題 

◆ 「２」でお聞きした目標を達成する上での課題について 

４ 地域福祉，地域生活について 

◆ 貴団体・事業所が福祉基盤の充実，サービス利用の支援，サービスの質の向上に向

けて取り組まれていることや地域との関わり，市に期待する取組みについて 
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御回答いただいたもののうち，「◆ 市に期待する取組みについて」の回答概要（抜粋）

は次の通りです。 

 

・障がい分野の専門家による勉強会 

・鹿行地域の障がい福祉サービス施設や特別支援学校との交流や意見交換 

・相談支援専門員としての対応では困難な事例に対し，関係機関を交えての相談時の主

導的な対応をお願いしたい。 

・サービスにもなかなか繋がらない方などの引きこもり者への支援についても考えてい

く必要があると思われます。 

・福祉ネットに引っかからない潜在的な方がまだまだたくさんいるように思われるので，

社会との関わりを持つという意味でもそういう方の掘り起こしを期待しています。 

・障がい者の収入増と自立を目指し，働く意欲のある障害者の方々がその能力を発揮す

ることができるよう，就労の機会を確保することは大変重要です。障害者優先調達推

進法に基づき，障がい者施設等から調達を強化してほしい。また，必要な調達内容が

あれば知りたい。 

・就労支援で一般就労希望されている方の通勤手段が少ない為，オンデマンドタクシー

のような交通手段の利便性向上をご検討頂きたい。 

・制度改正時や報酬改定時の説明会，研修等は県庁や総合福祉会館等，水戸まで出向く

ことがほとんどです。鹿行地域の範囲内であれば移動の時間も少なく，その分支援に

時間を取ることができると思いますし，職員も参加がしやすくなると思います。 

・障がい者が社会参加しやすくする配慮・工夫は，今後もお願いしたいところ。例えば，

公民館地区単位での文化祭があるとすれば，障がい者が参加しやすい企画内容を取り

入れたり，福祉の基盤づくりには「身近なところに「拠り所」的な機能を有する機関

があると，参加するきっかけが作れると思う。 

・実態等が全く分からない利用者の突然の短期入所利用は，事業所側にとってはリスク

が大きく，利用者本人にとっても突然の環境の変化に不適切な行動をとる場合がある。

安心して障がい福祉サービスを利用できるようにするためには，日頃から日中一時支

援を活用するなどして環境に慣れておくことが望ましいと考えている。 

・子ども達が安心して遊べる公園等の施設の設置，遊具の増築の推進 

・子ども達の運動能力向上に向け，トレーニング機器等の貸し出し 

※原文のまま掲載しています。 
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第４章 基本理念及び施策の展開 

第１節 基本理念と基本方針 

（１）基本理念 

第 1 期 21 かしま障がい者プランでは，障がいの有無に関わらず，すべての市民が協力

し，誰もが健康で安心し快適に暮らせる環境のもと，自らの能力を最大限に発揮し，あら

ゆる分野に参加することのできるまちの実現を目指してきました。 

この間，国では，ニッポン一億総活躍プランの中で地域共生社会の実現を掲げ，地域住

民や地域の多様な主体がつながって，ともに地域を創っていく社会を目指すこととされ，

本市がこれまでに取組んできた地域づくりの方向性と一致するものとなっています。 

このため，第 2 期 21かしま障がい者プランにおいては，従前の基本理念を承継し，地

域に暮らす互いの存在を認め合い，共に支えあいながら，誰もが生き生きと輝いて暮らす

ことのできるまちづくりを，引き続きすべての市民と共に進めていくこととします。 

 

〔基本理念〕 

共に支えあい 誰もが輝けるまち かしま 

 
 

〔基本方針〕 

本計画では，次に掲げる点に配慮し，総合的な自立支援の確立を図ります。 

・障がいのある人の権利の尊重 

・地域の実情に応じた障がい福祉サービス等の提供体制の充実 

・地域共生社会の実現に向けた地域づくり 

 

〔基本目標〕 

基本目標別（分野別）の施策の展開 

基本理念に基づき，障がい者を含む誰もが安心して暮らすことのできる地域社会

の実現を目指し，計画推進のための 4つの基本目標を定めます。 

なお，障がい福祉計画の該当内容については，基本目標の施策・事業展開として，

各論Ⅱにおいて事業量の見込みと実績を別途掲載します。 
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第２節 基本目標及び施策の体系 

（１）基本目標の設定 

本計画では，基本理念の実現に向け，分野別に以下の 4つの基本目標を掲げます。 

 

基本目標１ 共に暮らすまち 

・障害者差別解消法に基づき，市民や事業者等への「障がい」に対する理解・普及啓発の

ため，広報活動や福祉教育の充実を図り，心のバリアフリーの推進を目指します。 

・障がい者の福祉・保健・医療・教育等に関するニーズを適切なサービスに結びつけるこ

とができるよう，相談支援体制の充実を図ります。 

・障がい者の社会参加や自立の機会が阻まれることのないよう，福祉サービスに係る情報

提供の充実に努めます。また，茨城県手話言語条例に基づき，茨城県と連携の上，手話

の普及啓発に努めます。 

 

基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 

・適切な居住の場の確保や，グループホーム，真に入所が必要な障がい者のための入所施

設等の拡充に努めるとともに，生活を支える多様な機能の整備を図ります。 

・支援が必要な児童に対する医療的ケアや，下校後の居場所の確保・療育支援を行う放課

後等デイサービスなど，障がい児とその家族を支える施策を展開します。 

・障がいの重度化を予防するためには，日頃からの健康管理が重要です。このため，医療

分野と連携し，医療的ケアが必要な障がい者への支援等の充実を図ります。 

 

基本目標３ 生きがいのある暮らしが送れるまち 

・障がい者が自立した生活を実現するため，就労支援体制の充実を図るとともに，事業主

に対して障がい者雇用に関する各種制度の周知に努めます。 

・障がい者自身が多様なスポーツ，文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点か

ら，障がい者の利用しやすい施設・設備の整備促進及び指導員等の確保を図ります。 

 

基本目標４ 安全・安心に暮らせるまち 

・地域で安心・安全に暮らすことのできる体制づくりに引き続き取組み，防災・防犯や災

害時等における支援体制の整備・充実を図ります。 

・障がい者が安心して外出できる環境づくりのため，公共施設のバリアフリー化を推進す

るとともに，民間機関等のバリアフリー化に向けた取組みを促進します。 
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（２）施策の展開と体系 

 

基本目標   施策   主要な取組 

       

基本目標１ 

共に暮らすまち 

  
施策１ 

広報・啓発活動の充実 

  取組１ 障がいへの理解を深めるための啓発の充実 

取組２ ボランティア活動の推進，福祉人材の育成 

取組３ 福祉教育の充実 
    

  施策２ 

情報提供・意思疎通支援の充実 

  取組１ 情報提供の充実 

取組２ 意思疎通支援の充実     

  施策３ 

権利擁護体制の充実 

  取組１ 虐待防止体制の充実 

取組２ 権利擁護の強化     

       

基本目標２ 

自立した生活を送

ることのできるまち 

  施策１ 

地域生活における支援の充実 

  取組１ 地域生活移行支援体制の充実（重点） 

取組２ 自立を支える生活拠点の確保     

  施策２ 

相談支援体制の充実 

  取組１ 相談支援体制の充実 

     

  施策３ 

生活を支えるサービスの充実 

  取組１ 在宅サービスの充実 

取組２ 日常生活における支援の充実     

  
施策４ 

保健・医療の充実 

  取組１ 乳幼児期における適切な保健・療育の確保 

取組２ 心と体の健康づくりの推進 

取組３ 療養支援体制の充実 
    

  施策５ 

子どもに対する支援の充実 

  取組１ 未就学期における支援の実施（重点） 

取組２ 学齢期における支援の充実     

       

基本目標３ 

生きがいのある暮

らしが送れるまち 

  施策１ 

障がい者雇用の促進等 

  取組１ 障がい者雇用の促進 

取組２ 一般就労事業所における雇用機会の創出      

  施策２ 

スポーツ・芸術文化活動の推進 

  取組１ 余暇活動支援の充実 

取組２ 障がい者スポーツの推進     

       

基本目標４ 

安全・安心に暮ら

せるまち 

  施策１ 

防犯・防災体制の充実等 

  取組１ 防犯・防災体制の充実 

取組２ 防災体制の充実     

  施策２ 

障がい者にやさしい都市基盤

の整備等 

  
取組１ バリアフリー化等の推進 

取組２ 公共交通の利便性の確保     
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【新規】 

（３）障がい福祉計画・障がい児福祉計画の取り扱い 

別途，障がい福祉計画・障がい児福祉計画として定める事項は次のとおりです。 

 

① 「成果目標」及び「活動指標」 

成果目標は，国・県が定める数値目標に基づく内容を設定し，活動指標は，本市のサー

ビスに基づくサービス量と確保の方策を設定します。 

主な成果目標は次のとおりです。 

 

成果目標１ 施設入所者の地域生活への移行 

成果目標２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

成果目標３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

成果目標４ 福祉施設から一般就労への移行等 

成果目標５ 障がい児支援の提供体制の整備等 

成果目標６ 相談支援体制の充実・強化等 

成果目標７ 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築 

 

②  施策・事業の体系 

施策体系としては，「障がい福祉サービス」及び「障がい児福祉サービス」「地域生活

支援事業」に大別し，サービスの概要について整理します。 

主に「活動指標」に該当するサービスで構成されます。 

 

１ 障がい福祉サービス・障がい児福祉サービス 

障害者総合支援法に基づくサービス・障がい児福祉サービスは，サービスの特性に

合わせて「訪問系」「日中活動系」「居住系」に区分されますが，制度上は介護給付，

訓練等給付に区分されます。 

 

２ 地域生活支援事業 

地域生活支援事業は，障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的・効果的

に実施するもので，障がい者福祉の増進を図ることを目的としています。 

地域生活支援事業には，全ての市町村が実施する「必須事業」と，市町村各々の判

断により行う「任意事業」があります。「任意事業」については，今後の利用者ニー

ズに基づき，新たな事業について検討します。 
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【 障がい福祉・障がい児福祉サービス等の体系図 】 



〈各論Ⅰ〉障がい者福祉計画 

第２節 基本目標及び施策の体系 
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〈各論Ⅰ〉障がい者福祉計画 

 

基本目標１ 共に暮らすまち…………………………………２６ｐ 

基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち………３３ｐ 

基本目標３ 生きがいのある暮らしが送れるまち…………４５ｐ 

基本目標４ 安全・安心に暮らせるまち……………………４９ｐ 
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基本目標１ 共に暮らすまち 

施策１ 広報・啓発活動の充実 

取組１ 障がいへの理解を深めるための啓発の充実 

現 状 と 課 題 

平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行され，「障がい者」や「障がい」に対しての

差別の禁止が明文化されました。障がいの有無に関わらず，誰もが安心して暮らすことの

できる地域共生社会の実現に向け，社会全体で差別解消に向けた取組みの推進が求められ

ています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 市民に対する障がい福祉への理解促進            【生活福祉課】 

福祉ガイド「青空もとめて」や啓発冊子の配布・活用や，障がいへの理解を深める

講演会，障がい者週間の広報周知及び実施，福祉まつり「みんなのひろば」等のイベ

ントを通じて，市民の障がい福祉に関する理解を促進します。 

 

② 障害者差別解消法の周知                  【生活福祉課】 

誰もがお互いの人格と個性を尊重して支え合う地域共生社会の実現のため，市民に

対し，障害者差別解消法についての啓発活動や合理的配慮事例等の情報提供を行いま

す。 

 

③   心のバリアフリー化の推進           【生活福祉課・都市計画課】 

施設のバリアフリー化や暮らしやすい住宅整備への支援に加え，市民一人ひとりが， 

障がい者の日常生活や社会生活における困難を自らの問題として認識し，心の中の障

壁を取り払い，障がい者の社会参加等に積極的に協力する「心のバリアフリー化」を

推進します。 

 



基本目標１ 共に暮らすまち 

施策１ 広報・啓発活動の充実 
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取組２ ボランティア活動の推進，福祉人材の育成 

現 状 と 課 題 

平成28年５月に策定されたニッポン一億総活躍プランにおいて「地域共生社会の実現」

を目指すことが定められました。障がい福祉分野においても，就労や地域参加といった視

点で，障がい者の社会参加を促進していくことが求められており，公的なサービス（公助）

や障がいがある人とその家族（自助）だけでなく，ボランティア団体など地域の中で支え

ていく（共助）を柔軟に組み合わせながら，障がい者の社会参加と活動支援に取り組むこ

とが求められています。 

 

 

主 な 取 組 み 

①  障がい者支援ボランティアの担い手の育成   【生活福祉課・社会福祉協議会】 

鹿嶋市社会福祉協議会との連携により，地域住民のボランティア活動に関する理解

と関心を深めるための研修会の実施や，ボランティア活動保険加入者への保険料掛け

金の一部助成，市内中学校・高等学校の生徒に対するボランティア活動の呼びかけな

どを通じて，ボランティア人材の育成に努めます。 

   

②  ボランティア情報の収集と提供              【社会福祉協議会】 

年４回発行の社協だより「えがお」やホームページにおいてボランティア活動に関

する情報を掲載し，交流会や講座の紹介を行います。また，新規ボランティアの発掘

や募集を行い，支援を必要とする人との調整や，市民がさまざまなボランティア活動

に参加できる場と仕組みを構築します。 

 

③  障がい福祉サービスを担う人材の育成             【生活福祉課】 

福祉事業所に対し，茨城県や鹿嶋市地域自立支援協議会及び各専門部会が主催する

研修会への参加を促進し，相談支援専門員などの資格取得・更新の案内や研修会への

推薦等を行い，障がい福祉サービスを担う人材の育成に努めます。 
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取組３ 福祉教育の充実 

現 状 と 課 題 

障がい福祉の向上のためには，市民が障がいに対して正しい知識を持つことが重要で

す。本市の小中学校においては，障がい者との交流やボランティア体験などを通じて，障

がいに対する理解を深めるための教育に取り組んでいます。 

今後も引き続き，学校や地域において，障がいに対する理解促進のための福祉教育の実

施が必要です。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 学校における福祉教育の充実               【教育指導課】 

鹿嶋市社会福祉協議会との連携により，学校教育において，子どもたちが障がい者

と交流する機会を設けるとともに，実際にボランティア活動を体験すること等により，

子どもたちの障がい福祉に関する意識を醸成します。 

 

②  地域における福祉教育の実施              【生活福祉課】  

地域における障がいに対する理解促進のため，講演会や出前講座の開催等の啓発

活動を実施します。また，福祉施設における鹿島特別支援学校からの職場体験実習

の受け入れや，鹿島特別支援学校 PTA等との意見交換，施設見学，勉強会等を随時

行います。 

 

③  地域住民との交流の促進           【生活福祉課・教育指導課】 

福祉まつり「みんなのひろば」や，福祉事業所・鹿島特別支援学校による合同販

売会「ハートフリーマーケット」等のイベント，障がい者入所施設・特別支援学校・

グループホーム等で行われる各種行事における地域住民の参加や，地域行事への障

がい者の参加等，相互交流による障がい理解を促進します。 



基本目標１ 共に暮らすまち 

施策２ 情報提供・意思疎通支援の充実 
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施策２ 情報提供・意思疎通支援の充実 

取組１ 情報提供の充実 

現 状 と 課 題 

本市では，障がい者への情報伝達の手段として，市ホームページにおける音声読み上げ

ソフトの導入，広報紙の点字翻訳・音声録音等を実施しています。 

地域コミュニティの希薄化による障がい者の孤立が懸念される中，多様な手段による情

報提供の必要性が一層高まっています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 福祉サービスに関する情報共有体制の強化と情報提供の充実  【生活福祉課】 

関係機関やサービス事業所と連携を図り，障がい福祉に関する情報共有を一層推進

します。また，市役所窓口や障がい者のための福祉ガイドブック「青空もとめて」に

よる情報提供の他，市ホームページや SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス），

広報かしま等の媒体を活用し，障がい者が必要な情報を自ら入手できるよう配慮しま

す。 

 

② 障がい者団体やサービス事業者等による情報発信の支援 

【生活福祉課・社会福祉協議会】 

市民の障がい福祉の理解促進や，障がい者への各種サービス周知のため，福祉まつ

り「みんなのひろば」等の機会を活用し，障がい者団体の活動内容やサービス事業者

のサービス内容の情報発信を支援します。 

 

③ 障がいに関するシンボルマークの周知・啓発         【生活福祉課】 

障がいについてわかりやすく表示したシンボルマークの理解を深め，要配慮者に適

切な対応が図られるよう，広報紙や市ホームページ等で周知・啓発を図ります。 

 

④ 身体障害者補助犬の普及啓発                【生活福祉課】  

身体障がい者が，補助犬を同伴して公共交通機関や公共施設，商業施設等を利用で

きるよう，身体障害者補助犬の意義・役割を周知啓発し，理解促進に努めます。 



基本目標１ 共に暮らすまち・障がい児福祉計画 

施策２ 情報提供・意思疎通支援の充実 
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取組２ 意思疎通支援の充実 

現 状 と 課 題 

平成 23 年の障害者基本法の改正に伴い，「手話」は言語として明確に位置付けられま

した。以来，全国的に手話言語条例の制定が進み，茨城県においても，平成 30年 10月

に「茨城県手話言語の普及の促進に関する条例」が施行されました。また，近隣自治体と

「鹿行手話奉仕員養成委員会」を組織し，手話通訳者の育成に努めています。 

今後も，障がい者の社会参加促進のため，意思疎通支援に取り組んでいく必要がありま

す。 

 

 

主な取組み 

① 手話通訳者・要約筆記者の派遣，設置             【生活福祉課】 

聴覚障がい者が，手話通訳・要約筆記による意思疎通の支援を必要とする場合，手

話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

 

② 意思疎通支援従事者の養成                  【生活福祉課】 

茨城県や近隣自治体，関係自治体と連携し，盲ろう者への触手話や指点字，視覚障

がい者への代読や代筆，知的・発達障がいのある人とのコミュニケーション，重度の

身体障がい者に対するコミュニケーションボードによる意思の伝達など，多様な障が

いに対応する意思疎通支援従事者の育成に努めます。 

 

 

 

 

【手話マーク，筆談マーク】 



基本目標１ 共に暮らすまち 

施策３ 権利擁護体制の充実 
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施策３ 権利擁護体制の充実 

取組１ 虐待防止体制の充実 

現 状 と 課 題 

平成 24年 10月に障害者虐待防止法が施行され，全ての人に虐待通報の義務と対応の

スキームが定められるとともに，擁護者や使用者，施設従事者等による虐待に対し，地方

公共団体には虐待対応に対する責任があることが明確化されました。 

これを受け，本市では，障がい福祉担当課に障がい者虐待防止センターを設置し，障が

い者虐待に関する相談や通報の受付を行っています。 

障がい者への虐待は，周囲の介助者を含め，それと気づかずに行われていることもあり

ます。このため，総合的な相談の中から兆候を見つけ出し，的確な事実把握のもと虐待を

発見していく相談支援体制の構築が必要となっています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 虐待に関する相談体制の周知               【生活福祉課】 

市民や事業所等に対し，障がい者への虐待に関する相談窓口としての鹿嶋市障がい

者虐待防止センター（障がい福祉担当課）の周知を行い，速やかに対応できる体制を

整備します。 

 

② 虐待防止ネットワークの強化               【生活福祉課】 

地域のどこから相談があっても適切な対応が取れるよう，鹿嶋市地域自立支援協議

会を中心に，虐待や金銭詐取等を防止するネットワークの強化に努めます。 

 

③ 日常生活自立支援事業等の実施             【社会福祉協議会】 

    障がい者が，金銭搾取などの虐待被害に遭うことなく，安心して日常生活を送れる 

よう，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行う日常生活自立支援事業を

推進します。 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち・障がい児福祉計画 

施策３ 権利擁護体制の充実 
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取組２ 権利擁護の強化 

現 状 と 課 題 

平成 28年 5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」では，自己決

定権の尊重や成年被後見人等の身上の保護等が重視されることとなりました。 

判断能力が十分でない障がい者が安心して自立した生活を送るためには，適切なサービ

スが選択できることはもとより，財産や権利が十分に守られなければなりません。障がい

のある方の権利が擁護され，公平性・中立性が確保される社会づくりが必要です。 

 

主 な 取 組 み 

① 市長申立ての活用                【生活福祉課・介護長寿課】 

成年後見審判市長申立てを活用し，障がい者の適切な財産管理・身上監護等，権利

擁護を進めます。 

 

② 成年後見制度の活用促進            【生活福祉課・介護長寿課】 

障がいにより判断能力が十分でなくなった方々の生活を守る成年後見制度等の利

用促進を図り，障がい者の権利擁護を推進します。また，成年後見制度利用支援事業

により，経済的理由で制度を利用できない方を支援します。 

 

③ 中核機関の設置                【生活福祉課・介護長寿課】 

成年後見制度の総括的な窓口となる中核機関の設置により，制度へのアクセシビリ

ティの向上や，適正な後見を行うために必要な知識・技術・社会規範・倫理性を習得

するため，中核機関の設置に向けた検討をします。 

【権利擁護セーフティネットイメージ図】 

出典：厚生労働省資料 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 

施策１ 地域生活における支援の充実 
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基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 

施策１ 地域生活における支援の充実 

取組１ 地域生活移行支援体制の充実（重点） 

現 状 と 課 題 

地域には，障がい者を支える様々な資源が存在しますが，それらの有機的な結びつきは

必ずしも十分ではありません。地域で障がい者やその家族が安心して生活できるよう，緊

急時にすぐに相談でき，適切な対応が図られる体制づくりが求められています。 

 

主 な 取 組 み 

①  地域生活支援拠点等の整備           【生活福祉課・介護長寿課】    

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え，障がい福祉サービス事業所の

みならず，地域包括支援センターなどの関連機関がともに連携し，居住支援機能と地

域支援機能を併せ持つ地域生活支援拠点等の整備を推進します。市内には，多様なサ

ービス事業所が設置されており，各々の事業所の機能や特徴を相互に利活用した面的

整備による地域生活支援拠点等を設置します。 

 

【鹿嶋市地域生活支援拠点等イメージ図】 

 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち・障がい児福祉計画 

施策１ 地域生活における支援の充実 
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出典：厚生労働省資料 

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた検討 

【生活福祉課・保健センター・介護長寿課】 

障がい者が，地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう，

精神障がいや発達障がい，高次脳機能障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構

築を目指し，茨城県管轄保健所，医療機関，相談支援事業者，鹿嶋市保健センター，

障がい福祉担当課によるコア会議を実施しました。 

今後は，コア会議により協議された精神障がいに係る研修会や啓発活動，地域での

生活を送る上での相談支援や訪問等の事業に合わせ，関係機関との協力体制を構築し

ながら，精神障がいにも対応した地域包括支援ケアシステムを整備します。 

 

【精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 

施策１ 地域生活における支援の充実 
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取組２ 自立を支える生活拠点の確保 

現 状 と 課 題 

障がい者の地域生活への移行が進む中，すべての人が安心して生活できる社会の構築を

目指すノーマライゼーションの理念のもと，障がい者が身近な地域で安心して自立した生

活を送るために必要な生活基盤の整備が求められています。 

施設や病院に入所（院）している障がい者が，自ら選んだ地域で暮らすことができるよ

う，地域生活への移行支援や相談支援体制の整備等，地域で安心して暮らせる体制の整備

に一層取り組んでいく必要があります。 

 

主 な 取 組 み 

① グループホームの充実，入居支援              【生活福祉課】 

障がい者の生活の場となるグループホーム等の設置を希望する事業者に対し，事前

協議の前から設置に関する助言等の支援をするとともに，障がい者の入居支援を実施

します。   

 

② 自宅等，居住環境の改善支援          【生活福祉課・都市計画課】 

居宅における障がい者の生活環境の向上のため，重度障がい者住宅リフォーム事業

や日常生活用具給付事業による住宅改修等を活用しながら，バリアフリー化などの住

環境の整備に努めます。 

 

 ③ 地域生活を支える人的支援                【生活福祉課】 

 一般相談などの支援を行なう相談支援事業者や地域活動支援センター（市内 1箇所，

市外 1 箇所），各福祉サービス事業所との連携体制を構築し，障がい者の地域生活

を支援します。 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち・障がい児福祉計画 

施策２ 相談支援体制の充実 
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施策２ 相談支援体制の充実 

取組１ 相談支援体制の充実 

現 状 と 課 題 

障がいに関する相談件数は年々増加し，その内容も複雑多様化しています。このような

中，本市では，相談支援の機能強化と地域の相談支援ネットワークの構築に取り組んでい

ますが，関係機関との連絡調整等を行う相談支援専門員の確保が課題となっています。 

 

主 な 取 組 み 

① 障がい福祉制度やサービスの情報提供と利用支援       【生活福祉課】 

地域からの情報やアウトリーチにより，何らかの支援やサービス利用が必要であり

ながら繋がっていない障がい者を把握し，訪問や面談等による情報提供と利用支援を

行います。 

 

② 困難ケースへの関係機関によるチーム連携の強化  

【生活福祉課・介護長寿課・保健センター・こども相談課・教育指導課】 

困難ケースについてはケース会議を開催し，関係機関(福祉，医療，保健，教育，司

法等)と連携の上，課題解決に向けて対応します。 

 

③ 地域移行・地域定着の推進          【生活福祉課・保健センター】 

入所施設や病院から地域生活への移行を希望する方が，自ら望む生活を実現するこ

とができるよう，地域生活への円滑な移行を支援する相談支援事業者や医療機関等が

連携を図り，適切な支援を行います。 

 

④ 基幹相談支援センターの設置検討              【生活福祉課】 

障がい福祉担当課の相談事業において，ライフステージの変化などによって支援が

途切れないよう，切れ目のない支援を目指し，相談支援事業者や関係機関等の連絡調

整や連携支援等行なっておりますが，このような地域連携支援，研修や事例検討など

の情報共有，また，相談支援事業者の業務や運営に対して指導的助言を行う相談支援

事業中核機関である基幹相談支援センターの設置により，さらなる地域の相談支援体

制の強化を検討します。 

 

⑤ 計画相談支援事業の人材育成と連携             【生活福祉課】 

地域自立支援協議会の下部組織である相談支援専門部会を開催し，研修や事例検討

を行い，相談支援専門員のスキルアップと連携強化に取組みます。また，茨城県が実

施する相談支援従事者研修等の情報提供を行い，人材の確保・育成を図ります。 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 

施策３ 生活を支えるサービスの充実 

37 

施策３ 生活を支えるサービスの充実 

取組１ 在宅サービスの充実 

現 状 と 課 題 

「障害者総合支援法」の施行により，障がいの種類ごとに行われていたサービスが一つ

になり，どの障がいの方も，共通の福祉サービスを地域で受けることができるようになり

ました。 

本市では，在宅生活を送る上で基本となる居宅介護や重度訪問介護を行う介護給付費や

通所施設等で日中の間の活動を支援する訓練等給付により，活動の場が一定程度確保され

ていますが，これらに対するニーズは年々増加傾向にあります。 

障がい者の一層の自立と社会参加の促進に向け，それぞれの障がいに応じた様々なサー

ビスの提供が求められています。 

今後も，障がいの特性に応じた日中活動系サービスが適切に利用できるよう，生活介護

事業ほかサービス体制の整備を図ります。 

 

 

主 な 取 組 み 

①  多様な日中活動系サービスの提供              【生活福祉課】 

利用者の介護等ケアが中心の生活介護や，就労訓練を行う就労継続支援等の障がい

福祉サービスのほか，地域活動支援センターにおいて，障がい福祉サービス事業所に

通所が安定しない障がい者に日中活動の場を提供する支援や，介護者の負担軽減を図

るための日中一時支援事業を実施します。 

 

〔日中活動系サービス〕  

介護 

給付 
生活介護 

心身の状況により，常に援助等を必要とする方に，施設で入浴や

排せつ，食事の介護や創作的活動等の機会を提供します。 

 

 

訓 練 等

給付 

 

自立訓練 

自立した日常生活や社会生活ができるよう，一定の期間における

身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 

就労移行 

支援 

就労を希望する方に，一定の期間における生産活動やその他の活

動の機会の提供，知識や能力の向上のための訓練をします。 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち・障がい児福祉計画 

施策３ 生活を支えるサービスの充実 
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訓 練 等

給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労継続 

支援 

 

 

 

 

（Ａ型） 

 

就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより，

事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見

込まれる方に対して，雇用契約を行って就労の場を

提供し，知識及び能力の向上に必要な訓練を行いま

す。また，一般就労に必要な知識，能力が高まった

方に対しては，一般就労に向けた支援を行います。 

 

 

 

 

（Ｂ型） 

企業や就労継続支援Ａ型での就労経験ある方で，年

齢や体力面で雇用されることが困難になった方，就

労移行支援を利用したが企業や就労継続支援Ａ型

の雇用に結びつかなかった方，50歳に達している

方等を対象に，就労の場を提供するとともに，就労

に必要な知識・能力の向上のために必要な支援を行

います。 

 

 

地 域 生

活 支 援

事業 

地域生活支

援センター 

障がい者等に，創作的活動又は生産活動の機会を提供し，社会と

の交流の促進を支援します。 

日中一時 

支援 

障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護して

いる家族の一時的な休息を目的とし，障がい者などの日中におけ

る活動の場を確保する事業です。 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 

施策３ 生活を支えるサービスの充実 
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取組２ 日常生活における支援の充実 

現 状 と 課 題 

本市では，居宅で生活する障がい者に対する訪問系のサービスとして，居宅介護（ホー

ムヘルプ）や行動援護等の介護給付や，単身障がい者への相談支援等を行う自立生活援助

としての訓練等給付を提供しています。 

障がい者の高齢化に伴い，居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所のニーズは増加傾向に

あり，介護予防や介護サービスの提供主体の確保が課題となっています。 

また，居宅での生活を支える介助者の負担軽減，医療的ケアの必要な障がい者（児）や

高次脳機能障がい，発達障がい者への支援等，障がいの特性に応じた対応が求められてい

ます。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 訪問系サービスの充実                  【生活福祉課】 

障がい者が居宅において自立した生活を送ることができるよう，居宅介護（ホーム

ヘルプ）や短期入所，行動援護等の訪問系サービスの充実を図ります。 

 

② 緊急時対応サービスとレスパイトの強化          【生活福祉課】 

介助者の体調不良や冠婚葬祭等により，一時的に在宅介護が困難となった場合は，

介助者が休息するためのサービスとして，短期入所や日中一時支援，生活サポート事

業を提供します。 

 

③ 地域生活への移行支援                  【生活福祉課】 

主体的な自立生活を支える相談支援体制の整備と，それを支える人材の確保や専門

性の向上に努めます。 

 

④ 経済的負担の軽減              【生活福祉課・国保年金課】 

障がい者等の経済的な負担を軽減するため，障害年金の取得支援や各種手続きの

ほか，難病患者福祉手当や障がい者（児）紙おむつ等購入費などを支給します。

また，生活困窮に陥りやすい障がい者に対する経済的自立への相談を始めとした支

援も行います。 

 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち・障がい児福祉計画 

施策４ 保健・医療の充実 
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出典：厚生労働省資料 

施策４ 保健・医療の充実 

取組１ 乳幼児期における適切な保健・療育の確保 

現 状 と 課 題 

障がいの早期発見については，乳幼児健康診査や相談事業，保育園等の生活の場が大き

な役割を担っており，これら事業からその後の療育指導等へとつながっています。 

今後も子どもを取り巻く関係機関が連携を図り，早期発見と早期対応，切れ目のない支

援を継続していく必要があります。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 母子保健・子育て支援事業の推進       【生活福祉課・保健センター】 

保健師による電話・相談指導により，妊娠期からの早期支援を実施します。また，

各種相談，健康教育，健康診査の機会を活用し保健指導を行い，発達の遅れや疾病の

早期発見に努めます。 

 

② 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

【生活福祉課・総合福祉センター・保健センター・こども相談課・教育指導課・幼児教育課】 

医療的ケア児の支援体制構築のため，医療的ケア児等に関するコーディネーターの

配置や関係機関の協議の場を設置し，各関係機関の連携による早期把握や支援の強化

に努め，適切な療育や相談支援につながるよう体制整備を図ります。 

【医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場イメージ図】 

 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 

施策４ 保健・医療の充実 
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取組２ 心と体の健康づくりの推進 

現 状 と 課 題 

障がいの重度化を予防するため，疾病予防の視点から，生涯を通じた健康づくりを支援

していくことが必要です。また，障がい者の生活機能の低下を早期に発見し，重度化を防

止することも重要です。 

障がい者が安心して在宅生活を継続できるよう，関係機関との連携によるきめ細やかな

支援が求められています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 生涯を通じた健康づくり，障がいの予防・重度化防止 

【生活福祉課・介護長寿課・保健センター】 

中途障がいの原因疾患となる生活習慣病を予防するため，健康診査や健康教育，健

康相談等の各種保健事業を実施します。また，障がい者が高齢期においても生活機能

を維持し，自立した生活を送ることができるよう，介護予防事業を実施します。 

 

② リハビリ相談の充実              【生活福祉課・保健センター】 

保健センター等関係機関において，障がい者やその家族からのリハビリに関する相

談に応じ，身体機能の維持に関する指導を行います。 

 

③ こころの健康づくりの推進          【生活福祉課・保健センター】 

こころの不調の早期発見・早期相談・早期治療のため，身近な相談窓口となる保健

センターを周知するとともに，自殺予防対策も含め保健師や相談員等による訪問・面

接による相談支援などにより，こころの健康づくりを推進します。 
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取組３ 療養支援体制の充実 

現 状 と 課 題 

医療的ケアの必要な重症心身障がい者（児）や難病患者等を支えるためには，訪問診療

や訪問看護の体制，在宅療養機器の設置等，医療面における支援体制の構築が必要です。

また，家族や介助者の負担を軽減し，無理なく在宅で介護を継続できるような福祉サービ

スの充実も併せて必要となります。 

特に，障がい児支援の場合，心身の状態に応じた専門的ケアやレスパイトを含めた多様

なニーズに対応するため，医療・保健・保育・教育・福祉等の多領域と連携のとれた支援

の仕組みが必要となっています。 

 

主 な 取 組 み 

① 自立支援医療費の給付                   【生活福祉課】 

障がい者（児）が，生活能力及び身体機能の回復を目的とした手術を受ける場合，

必要な医療費を公費で負担します。また，精神疾患のある方に対し，治療に必要な通

院医療費を保険と公費で負担します。 

 

② 養育医療費の給付                    【保健センター】 

未熟児が指定養育医療機関に入院した場合，養育に必要な医療費を公費給付します。 

 

③ 小児慢性特定疾患医療費の給付               【生活福祉課】 

小児慢性特定疾患で，治療が長期に及びその医療費の負担が高額となる場合，医療

費の自己負担分を公費で給付します。 

 

④ 特定疾患（指定難病）医療費の給付             【生活福祉課】 

長期慢性で多大な経済的負担を強いられる難病患者に対し，医療費の自己負担分を

公費で給付します。 

 

⑤ 重度心身障害者（児）の医療費の助成（マルフク）【生活福祉課・国保年金課】 

病院等で診療を受けた場合に支払う医療費について，自己負担分を助成します。 

 

⑥ 国民健康保険特定疾病の医療費の助成      【生活福祉課・国保年金課】  

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病の医療費について，自己負担

分を助成します。 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち 
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施策５ 子どもに対する支援の充実 

取組１ 未就学期における支援の実施（重点） 

現 状 と 課 題 

本市総合福祉センターでは，就学前の乳幼児を中心に，機能訓練やことばの発達相談，

心理相談や集団保育指導を行う児童発達支援を実施しています。また，心理・ことば・理

学療法・作業療法・保育士の資格を有する専門家が，障がいや発達に心配のある幼児が在

籍する保育所等に訪問し，保護者や担当職員等と協力・連携を図りながら集団生活への適

応を目的に支援を行っています。 

今後も，同センターやその他の障がい児通所事業所と保育所等が連携を図り，就学まで

切れ目のない支援を行うことが求められています。 

 

 

主 な 取 組 み 

①  総合福祉センターにおける療育の実施 【生活福祉課・総合福祉センター】 

障がい児やその家族への相談支援，放課後等デイサービス，児童発達支援や保育所

等訪問を実施し，障がい児を預かる施設への助言等を行う地域の中核的な療育支援施

設である総合福祉センター内の心身障害者福祉センターにおいて，障がい児の療育に

取組みます。 

また，国の指針により，市町村単独又は圏域での設置を求められている児童発達支

援センターについては，鹿嶋市単独設置だけでなく，圏域設置・民間委託も視野に入

れ，その整備について検討します。 

 

② 保育所等訪問支援事業による保育所等における療育機能の強化 

【総合福祉センター・幼児教育課】 

障がい児に対する適切な療育のため，保育士や幼稚園教諭に対し専門知識向上を目

的とした研修等を行います。また，支援の必要があると思われる在園児の保護者の気

づきを促すとともに，障がいに対する情報提供を行います。 



基本目標２ 自立した生活を送ることのできるまち・障がい児福祉計画 
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取組２ 学齢期における支援の充実 

現 状 と 課 題 

本市では，学習活動に支援が必要な児童生徒が在籍する学校にアシスタント・ティーチ

ャー（AT）を配置し，一人ひとりに応じた学びを支援しています。 

また，学校内において，通常の学級と特別支援学級の交流を行っているほか，一部の学

校では，特別支援学校との交流活動も行っており，障がいへの理解を深めるための教育に

取り組んでいます。授業終了後や学校休校日における放課後等デイサービス事業について

は，近年，実施事業所が増加しており，それに伴い，利用者数が急増しています。 

今後は，地域における障害児計画相談支援事業所の充実により，ニーズを的確に把握し

た上で，各種サービスについて適切なサービス量を確保していきます。 

 

主 な 取 組 み 

① 支援が必要な児童生徒に対する放課後等活動の場の確保 

                        【生活福祉課・総合福祉センター】 

障がいのある児童生徒が，授業終了後や学校休業日に通う療育機能・居場所機能を

備えた放課後等デイサービス事業については，そのニーズを的確に捉え，適切なサー

ビス量となるよう調整を行い，生活能力向上のための訓練と社会との交流促進を継続

的に提供します。 

 

②  インクルーシブ教育の推進            【生活福祉課・教育指導課】 

児童生徒が，障がいの有無にかかわらず合理的な配慮のもとで共に学ぶことができ

るインクルーシブ教育を推進します。 

 

③  教職員の専門性の向上とアシスタントティーチャーの配置    【教育指導課】 

障がいのある児童生徒が，学校等において適切な教育を受けることができるよう，

教員等の専門知識習得のための研修等を行います。また，学習活動に支援が必要な児

童生徒が在籍している学級にアシスタントティーチャー（AT）を配置する等の基礎

的環境整備や合理的配慮を行い，学びを支援します。 

 

④ 鹿嶋市教育センターの活用                  【教育指導課】 

児童生徒の発達に関する悩みに対応する専門的な相談支援活動を行う教育相談事

業や，保護者や支援者（保育者・教員等）とともに，より良い就学や支援方法を探り，

子どもたちの成長を継続的に支援する特別支援教育推進事業を実施します。 

 

⑤ 鹿嶋市拡大特別支援教育連携会議の活用            【教育指導課】 

特別支援教育の充実や幼稚園・保育所・認定こども園・小学校・中学校・高等学校・

専門機関との支援ネットワーク構築を目的とした鹿嶋市拡大特別支援教育連携会議

を開催します。 
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基本目標３ 生きがいのある暮らしが送れるまち 

施策１ 障がい者雇用の促進等 

取組１ 障がい者雇用の促進 

現 状 と 課 題 

平成 25 年に「障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」）が改

正され，平成 30年度から法定雇用率が引き上げられるとともに，精神障がい者が法定雇

用率の算定基礎に加わっています。また，障害者総合支援法の改正により，平成 30年度

から就労定着支援事業のサービスが新たに設けられています。 

障がい者の雇用を取り巻く環境が変化している中，就労促進支援や就労定着支援等の取

組みをさらに強化していく必要があります。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 就労支援ネットワークの構築          【生活福祉課・商工観光課】 

地域における福祉・労働・教育等の各種関係機関との間で，職場体験，職業訓練， 

生活支援，就労定着支援等の就労に向けた総合的な支援が図られるよう，地域自立支

援協議会の就労専門部会において，就労支援ネットワークの構築に取組みます。 

 

②  就労定着支援の推進                   【生活福祉課】 

一般就労に移行した障がい者の就労に伴う生活面の課題解決に向け，就労先の企業

や自宅への訪問等を行い，連絡調整や指導・助言等を行う就労定着支援を推進します。 

 

③  企業の障がい者雇用の促進                【生活福祉課】 

企業に対して，障がい者雇用についての理解促進を図るため，地域自立支援協議

会就労支援専門部会による講演会や研修会を開催します。 
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取組２ 一般就労事業所における雇用機会の創出 

現 状 と 課 題 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者等に対し，能力向上のための訓練等を

行う就労継続支援（B型）については，第 5期障がい福祉計画におけるサービス見込量を

上回る利用者がありますが，これ以外の就労移行支援や就労継続支援（A 型），就労定着

支援についてはサービス見込量を下回っており，また，就労移行支援事業等から一般就労

への移行者についても目標値を大きく下回っています。 

今後も引き続き，障がい者の生産活動の機会を提供するとともに，一般就労への移行促

進に向け，各種事業を継続していく必要があります。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 一般就労事業所における雇用の促進       【生活福祉課・商工観光課】 

かしま障害者就業・生活支援センターまつぼっくりやハローワークと連携し，就職

に向けた一般就労事業所の準備支援や関係機関との連絡調整を行い，障がい者の雇用

を促進します。 

 

② 障害者雇用奨励金の支給                  【商工観光課】 

国の特定求職者開発助成金の支給期間満了後も，引き続き，要件に該当する障がい

者を雇用している市内事業所に対し，障害者雇用奨励金を支給します。 

 

③ 障害者優先調達推進法の周知・啓発             【生活福祉課】  

障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就労障がい者の自立を支援するため，

障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を目的とした「障害者優

先調達推推進法」の周知・啓発を行います。 

また，就労支援事業所による提供可能な物品等をまとめたパンレットを配布し，受

注実績の向上を図ります。 

 

 ④ 合同販売会「ハートフリーマーケット」の開催        【生活福祉課】 

就労支援事業所や鹿島特別支援学校等による合同販売会「ハートフリーマーケッ

ト」の開催により，就労支援事業所の広報周知，事業所や学校外での訓練機会を創出

し，受注の拡大と地域社会との交流を図ります。 
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施策２ スポーツ・芸術文化活動の推進 

47 

施策２ スポーツ・芸術文化活動の推進 

取組１ 余暇活動支援の充実 

現 状 と 課 題 

地域において豊かで潤いのある生活を送るためには，スポーツやレクリエーションな

ど，余暇の時間を楽しむことが重要です。このため，充実した余暇活動の機会や仲間とレ

クリエーション等を楽しむ場を提供していくことが求められています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 余暇活動支援の実施                    【生活福祉課】 

障がい者が，地域で様々な活動に参加し，生きがいを持って生活できるよう，地域

交流会事業や福祉まつり「みんなのひろば」への参加促進，アシストタイム事業の実

施等により，健常者と障がい者の交流の場の確保を行います。また，参加促進のため

の移動支援や手話通訳等のコミュニケーション支援を合わせて実施します。 

 

② 文化芸術活動の支援              【生活福祉課・社会教育課】 

障がい者の生きがいづくりと健常者との相互理解を図るため，サークル活動等の各

種文化芸術活動への参加の機会を広げるとともに，活動成果の発表の場づくりを支援

します。 

また，読書を通じての文字活字文化の恵沢を享受することができるよう配慮した録

音図書や点字図書，大活字本などの収集と利用促進を図ります。 

  

 

③ レクリエーション活動への参加         【生活福祉課・社会教育課】 

   ボッチャなどの障がい者スポーツの体験イベントを通じ，レクリエーション活動

の場やイベントによる交流機会を創出し，障がいへの理解促進を図ります。 

 



基本目標３ 生きがいのある暮らしが送れるまち・障がい児福祉計画 

施策２ スポーツ・芸術文化活動の推進 
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取組２ 障がい者スポーツの推進 

現 状 と 課 題 

本市では，鹿行地域の 4市と連携し，毎年，鹿行身体障がい者スポーツ大会を開催し，

障がい者のスポーツ活動による健康増進や身体機能の維持・回復に取り組んでいます。 

障がい者一人ひとりが，スポーツ活動を通じ，社会を構成する一員として生きがいを感

じながら生活することができるよう，自立と社会参加への支援が求められています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 障がい者スポーツの推進          【生活福祉課・スポーツ推進課】 

障がい者団体や体育協会等の関係機関と連携し，障がい者がスポーツ活動に参加し

やすい環境を整えることで，参加機会の拡大を図ります。 

また，鹿行地域５市による身体障がい者スポーツ大会の開催だけでなく，国や県の

障がい者スポーツ大会への参加登録・申し込みの支援により，障がい者スポーツの推

進を図ります。 

 

② 東京 2020オリンピック・パラリンピック大会を契機とした障がい者スポーツの理解促進 

【生活福祉課・スポーツ推進課・オリンピック・パラリンピック課】 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機に，障がい者スポーツの普及や

様々な障がいに対する理解促進に取組みます。 

 

 

  ③ 障がい者スポーツの周知   【生活福祉課・スポーツ推進課・社会福祉協議会】 

鹿嶋まつりや市内各公民館での体験イベント，市内中学校での体験機会において，

ボッチャを始めとした障がい者スポーツの普及啓発を行い，障がいに対する理解促進

に取組みます。 



基本目標４ 安全・安心に暮らせるまち 

施策１ 防犯・防災体制の充実等 
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基本目標４ 安全・安心に暮らせるまち 

施策１ 防犯・防災体制の充実等 

取組１ 防犯体制の充実等 

現 状 と 課 題 

近年，社会的弱者を狙った犯罪が多く発生しています。障がい者が，犯罪や悪質商法に

よる消費者被害等に巻き込まれないために，障がい者の防犯及び消費者トラブルに対する

意識の高揚を図るとともに，防犯対策や消費者被害の未然防止に向けた仕組みづくりが重

要となっています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 防犯対策の推進              【市民活動支援課・交通防災課】 

消費生活センターや警察署等から犯罪被害等の情報を入手し，広報紙やホームペー

ジ，鹿嶋市かなめーる等への掲載・周知，講習会の開催，イベントを活用した啓発活

動等，防犯対策を推進します。 

 

② 消費者被害防止の取組みの推進 

【市民活動支援課・生活福祉課】 

障がい者を犯罪被害や消費者被害から守るため，障がい特性に配慮した消費生活相

談体制の整備（ファックスやＥメール等での消費者相談の受付，相談員等の障がい者

理解のための研修等の促進）を行い，防犯対策や消費者トラブルの防止を推進します。 

また，日常生活自立支援事業や成年後見制度等の利用による意思決定と金銭管理の

支援により事前の被害防止に努めます。 



基本目標４ 安全・安心に暮らせるまち・障がい児福祉計画 

施策１ 防犯・防災体制の充実等 
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取組２ 防災体制の充実 

現 状 と 課 題 

東日本大震災や台風・豪雨災害等，想定し得ない規模の大規模災害により，多数の犠牲

者やけが人が発生しています。本市では，東日本大震災で 1名の犠牲者が出たほか，近年

の台風による大きな被害が発生し，自然災害に対する市民の警戒意識が高まっています。 

令和 2年に策定した鹿嶋市避難行動要支援者避難支援プランでは，一定の要件に該当す

る障がい者を避難行動要支援者として定義し，今後，避難行動要支援者一人ひとりの避難

行動を個別計画としてとりまとめることとしています。 

個別計画を実行性のあるものとするため，民生委員や地区防災組織，近隣住民の協力が

必要となっています。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 災害時や緊急時における情報提供              【交通防災課】 

災害情報・防災行政無線放送の内容等を送信する鹿嶋市かなめーる，市ホームペー

ジや FM かしま等を活用し，障がい者に対する情報提供を行います。 

 

② 避難行動要支援者への支援の充実              【生活福祉課】 

鹿嶋市避難行動要支援者避難支援プランに基づき，避難行動要支援者一人ひとりに

対する情報提供を依頼し，災害時における関係機関への情報共有の同意を得るほか，

個別計画を策定することにより，避難行動要支援者が安全かつ円滑に避難し，避難所

において適切な避難生活が送れるよう支援します。 

 

③ 福祉避難所の開設               【生活福祉課・介護長寿課】 

避難行動要支援者の中でも，介護が必要な障がい者等で避難所の生活に支障がある

方については，市が協定を締結している社会福祉施設等に設置する福祉避難所に避難

できるよう，速やかに連絡調整を行います。 

 



基本目標４ 安全・安心に暮らせるまち 

施策２ 障がい者にやさしい都市基盤の整備等 
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施策２ 障がい者にやさしい都市基盤の整備等 

取組１ バリアフリー化等の推進 

現 状 と 課 題 

本市では，ユニバーサルデザインに基づく施設整備に努めていますが，今後，多様な障

がい特性に対応していくためには，設計段階における障がい当事者の参画や意見の取入れ

を行っていく必要があります。 

 

 

主 な 取 組 み 

①  障がい者に配慮した都市基盤の整備       【生活福祉課・都市計画課】 

まちづくりにおいて，都市計画との整合を図りながら，市内のバリアフリー化を一

層に促進します。 

また，施設等の新設や改修の際に，ユニバーサルデザインの視点に立ち，段差解消，

スロープの整備，出入口の改良，多目的トイレの設置等の整備を行い，利用者の利便

性及び安全性の向上を図ります。 

 

②  安全で快適な歩行空間の確保          【生活福祉課・道路建設課】 

安全で快適な歩行空間を確保するため，歩道の段差解消や視覚障がい者誘導用ブロ

ックの設置等を進めます。 

 

③ 住み慣れた家での生活継続の取組み          【生活福祉課】 

生活の基本である住まいについて，障がい者が住み慣れた家で障がいの程度や特性

に左右されず住み続けられるよう，重度障がい者住宅リフォーム事業や日常生活用

具給付事業による給付を行い，住環境の整備に取り組みます。 



基本目標４ 安全・安心に暮らせるまち・障がい児福祉計画 

施策２ 障がい者にやさしい都市基盤の整備等 
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取組２ 公共交通の利便性の確保 

現 状 と 課 題 

鉄道や路線バスに加え，市内には鹿島神宮駅や商業施設，公共施設などを経由するコミ

ュニティバスとデマンド型乗合いタクシーがあります。また，本市では，特に交通弱者に

陥りやすい重度障がい者（児）に対して，タクシー券の交付等を行っています。 

これにより，公共交通の市内空白地帯は解消しているものの，日常生活における移動需

要を充足させるだけのサービスの提供までには至っていません。 

 

 

主 な 取 組 み 

① 交通バリアフリーの整備推進               【政策秘書課】 

鉄道，バス，タクシー等の交通事業者と連携し，車両，駅や停留所，またその周辺

のバリアフリー化を図ります。 

 

② 日常移動手段の確保              【政策秘書課・生活福祉課】 

障がい福祉サービスにおける居宅介護や同行援護などのサービス以外に，重度障が

い者（児）へのタクシー初乗り助成やデマンド型乗合いタクシー，コミュニティバス

等の運賃割引，地域生活支援事業における移動支援等を行い，自力での移動が困難な

障がい者が円滑に市内の移動ができるように支援していきます。



〈各論Ⅱ〉障がい福祉計画 

施策２ 障がい者にやさしい都市基盤の整備等 
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第１章 基本指針に定める成果目標・障がい児福祉計画 

第１節 第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画の進捗状況 
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第１章 基本指針に定める成果目標 

第１節 第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画の進捗状況 

第 5期障がい福祉計画における成果目標に対する実績は，以下のとおりとなります。 

 

① 福祉施設から地域生活への移行促進 

項目 目標 実績 

①施設入所者減数 1人 1人 

②地域生活移行者数 7人 2人 

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 実績 

保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 

鹿嶋市地域自立

支援協議会内に協

議の場を設定 

情報収集・制度精査 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 実績 

地域生活支援拠点等の整備 
鹿行障がい福祉圏

で協議の場を設定 

鹿嶋市単独による面的

整備を検討 

④ 福祉施設から一般就労への移行等 

項目 目標 実績 

①令和２年度の一般就労移行者数 11人 2人 

②令和２年度末の就労移行支援事業の利用者数 34人 21人 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 実績 

児童発達支援センターの設置 
鹿行障がい福祉圏

で協議の場を設定 

鹿嶋市での設置又は民間

委託など設置形態を検討 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 支援体制の充実 
鹿嶋市総合福祉センター

にて事業を実施 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業及

び放課後等デイサービス事業所の設置 

鹿行障がい福祉圏

で協議の場を設定 
鹿嶋市内に事業所を誘致 

医療的ケア児支援について連携を図るための協議

の場の設置 

鹿嶋市地域自立支

援協議会内に協議

の場の設定 

制度の検討，医療的ケア

児コーディネーター研修受

講 



第１章 基本指針に定める成果目標 

第２節 本計画期間での目標設定 
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第２節 本計画期間での目標設定 

成果目標について，国の基本方針を踏まえるとともに，本市における過去の実績と地域

の実情を考慮し，令和５年度を目標年度として設定します。そのうち，市町村において設

定する成果目標について，本計画に掲載します。 

なお，成果目標を達成するための活動指標となる，計画期間の各年度における取組みの

量については，第 2章以降に定めます。 

 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

項目 国の基本方針 

地域生活移行者数 
令和５年度末時点で，令和元年度末の施設入

所者数の 6%以上が地域生活へ移行 

施設入所者数 
令和５年度末時点で，令和元年度末の施設入

所者数から 1.6%以上削減 

 

目標値 

令和５年度末までの地域生活移行者数 4人 

令和５年度末の施設入所者数 72人 

 

 

（２）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

項目 国の基本方針 

地域生活支援拠点 

令和５年度末までの間，各市町村又は各圏域に

１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ，

その機能の充実のため，年１回以上運用状況を

検証および検討する。 

 

目標値 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証，検討 年 1回以上検証，検討 



第１章 基本指針に定める成果目標・障がい児福祉計画 

第２節 本計画期間での目標設定 
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（３）福祉施設から一般就労への移行等 

 

項目 国の基本方針 

一般就労移行者数 
令和５年度までに，令和元年度実績の 1.27 倍

以上 

就労移行支援における一般就労移行者数 
令和５年度までに，令和元年度実績の 1.30 倍

以上 

就労継続支援 A型における一般就労移行者数 
令和５年度までに，令和元年度実績の 1.26 倍

以上 

就労継続支援 B型における一般就労移行者数 
令和５年度までに，令和元年度実績の 1.23 倍

以上 

就労定着支援事業の利用者数 

令和５年度における就労移行支援事業等を通

じて一般就労に移行する人数の７割が就労定

着支援事業を利用する。 

就労定着支援事業の就労定着率 

令和５年度における就労定着支援による就労

定着率が８割以上の事業者を全体の７割以上

とする。 

 

目標値 

令和５年度までの一般就労移行者数 3人 

令和５年度までの一般就労移行者数 

（就労移行支援） 
1人 

令和５年度までの一般就労移行者数 

（就労継続支援 A型） 
1人 

令和５年度までの一般就労移行者数 

（就労継続支援 B型） 
1人 

令和５年度における就労定着支援事業の利用

者数 
2人 

令和５年度における就労定着支援事業の就労

定着率 
1人（100％） 

 

 



第１章 基本指針に定める成果目標 

第２節 本計画期間での目標設定 
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（４）障がい児支援の提供体制の整備等 

 

項目 国の基本方針 

児童発達支援センターの設置 

令和５年度末までに，児童発達支援センターを

各市町村又は各圏域に少なくとも１箇所以上

設置する。 

保育所等訪問支援を利用できる体制構築 

令和５年度末までに，すべての市町村におい

て保育所等訪問支援を利用できる体制を構築

する。 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業

者の確保 

令和５年度末までに，各市町村又は各圏域に

少なくとも１箇所以上確保する。 

重症心身障がい児を支援する放課後等デイサー

ビス事業所の確保 

令和５年度末までに，各市町村又は各圏域に

少なくとも１箇所以上確保する。 

医療的ケア児支援のための協議の場 

令和５年度末までに，各都道府県，各圏域及

び各市町村において，保健，医療，障がい福

祉，保育，教育等の関係機関等が連携を図る

ための協議の場を設ける。 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

令和５年度末までに，各都道府県，各圏域及

び各市町村において，医療的ケア児等に関す

るコーディネーターを配置する。 

 

目標値 

令和５年度末までに児童発達支援センター設置 1箇所 

令和５年度末までに保育所等訪問支援を利用で

きる体制構築 
あり 

令和５年度末までに重症心身障がい児を支援す

る児童発達支援事業者の確保 
１箇所 

令和５年度末までに重症心身障がい児を支援す

る放課後等デイサービス事業所の確保 
1箇所 

令和５年度末までに医療的ケア児支援のための

協議の場 
1箇所 

令和５年度末までに医療的ケア児等に関するコー

ディネーターの配置 
2人 

 

 



第１章 基本指針に定める成果目標・障がい児福祉計画 

第２節 本計画期間での目標設定 
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（５）相談支援体制の充実・強化等 

 

項目 国の基本方針 

相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の

実施体制 

令和５年度末までに，各市町村又は圏域におい

て，相談支援体制の充実・強化等に向けた取組

の実施体制を確保する。 

 

目標値 

相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の

実施体制を確保 

・総合的，専門的な相談支援の実施 

・地域の相談支援事業者等に対する訪問等によ

る専門的な指導，助言の実施 

・地域の相談支援事業者の人材育成の支援 

・地域の相談機関との連携強化への取組 

 

 

（６）障がい福祉サービス等の質の向上 

 

項目 国の基本方針 

サービスの質の向上を図るための取組に係る体

制の構築 

令和５年度末までに都道府県及び市町村にお

いて，サービス等の質を向上を図るための取組

に係る体制を構築する。 

 

目標値 

サービスの質の向上を図るための取組に係る体

制の構築 

・県が実施する障がい福祉サービス等に係る研

修その他の研修への市職員の参加 

・障がい者自立支援審査支払等システムによる

審査結果の共有する体制の構築 
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第２章 障がい福祉サービスの見込みと確保の方策 

第１節 障がい福祉サービスの実績と見込み 

（１）訪問系サービス 

〔 施策の方針 〕 

必要なサービス提供量を確保するため，サービス提供事業者等との連携を通じて，より

効率的なサービス提供体制の整備を図ります。 

 

〔 算出の方法 〕 

第 5期期間である平成 30年度から令和２年度までの実績を踏まえ算出しました。 

① 居宅介護 

事 業 概 要 と 現 状 

主な事業 事業の概要 

居宅介護 自宅での入浴や排せつ，食事や通院の介助等を行います。 

重度訪問介護 重度の肢体不自由（常に介護が必要）な方に，自宅での入浴や排せつ，

食事等の介助や外出時の移動支援等を総合的に行います。 

同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な方に，外出時に必要な介助を行

います。 

行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に，

行動時必要な介助や外出時の移動中の介助等を行います。 

重度障害者等包括支援 重度の障がい（常に介護が必要）のある方に，居宅介護等の複数の障が

い福祉サービスを包括的に提供します。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

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 

人/月 実績 61人 58人 54人 

時間/月 実績 923時間 1,019時間 808時間 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

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 

人/月 見込み 59人 60人 61人 

時間/月 見込み 1,049時間 1,080時間 1,112時間 
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（２）日中活動系サービス 

〔 施策の方針 〕 

新規利用者のニーズを適切に把握し，利用者や利用時間数の増加が見込まれるサービス

を中心に新規事業者の参入を促進するなど，提供体制の充実を図ります。 

 

① 生活介護 

事 業 概 要 と 現 状 

常に介護を必要とする方に，日中活動の場を提供するとともに，入浴・排せつ・食事の

介護等を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

生活介護 
実人/月 実績 149人 153人 149人 

延人日/月 実績 2,836日 2,855日 2,760日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 
実人/月 見込み 159人 165人 171人 

延人日/月 見込み 2,969日 3,087日 3,210日 
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② 自立訓練（機能訓練） 

事 業 概 要 と 現 状 

障がいのある方に，一定期間，身体機能の向上のために必要な訓練やその他の支援を提

供するサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

自立訓練（機能訓練） 
実人/月 実績 0人 0人 1人 

延人日/月 実績 0日 0日 4日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立訓練（機能訓練） 
実人/月 見込み 1人 2人 2人 

延人日/月 見込み 4日 8日 10日 

 

 

③ 自立訓練（生活訓練） 

事 業 概 要 と 現 状 

障がいのある方に，一定期間，日常生活能力の向上のために必要な訓練やその他の支援

を提供するサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

自立訓練（生活訓練） 
実人/月 実績 0人 2人 3人 

延人日/月 実績 0日 24日 42日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立訓練（生活訓練） 
実人/月 見込み 3人 4人 4人 

延人日/月 見込み 42日 64日 64日 
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④ 就労移行支援 

事 業 概 要 と 現 状 

就労希望の方に，一定期間，就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓練等を提供する

とともに，一般就労への移行に向けた支援を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

就労移行支援 
実人/月 実績 24人 14人 13人 

延人日/月 実績 420日 241日 237日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労移行支援 
実人/月 見込み 12人 13人 14人 

延人日/月 見込み 205日 223日 243日 

 

 

⑤ 就労継続支援（A型） 

事 業 概 要 と 現 状 

就労希望の方に，一定期間，就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓練等を提供する

とともに，一般就労への移行に向けた支援を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

就労継続支援（A型） 
実人/月 実績 27人 28人 36人 

延人日/月 実績 511日 547日 702日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援（A型） 
実人/月 見込み 36人 37人 37人 

延人日/月 見込み 774日 790日 800日 
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⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

事 業 概 要 と 現 状 

一般の事業所で働くことが困難な方に，雇用契約なしで，職業訓練を中心とした働く場

を提供するとともに，一般就労への移行に向けた支援を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

就労継続支援（Ｂ型） 
実人/月 実績 96人 128人 148人 

延人日/月 実績 1,721日 2,188日 2,543日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援（Ｂ型） 
実人/月 見込み 162人 205人 260人 

延人日/月 見込み 2,778日 3,528日 4,480日 

 

 

⑦ 就労定着支援 

事 業 概 要 と 現 状 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者のうち，就労に伴う環境変化

により生活面の課題が生じている方に対し，相談や連絡調整等，課題解決に向けて必要と

なる支援を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

就労定着支援 実人/月 実績 2人 2人 2人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労定着支援 実人/月 見込み 3人 3人 3人 
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⑧ 療養介護 

事 業 概 要 と 現 状 

医療と常時の介護を必要とする方に，病院等で機能訓練や療養上の管理その他必要な支

援を提供するサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

療養介護 実人/月 実績 6人 6人 5人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

療養介護 実人/月 見込み 5人 5人 5人 

 

 

⑨ 短期入所（福祉型・医療型） 

事 業 概 要 と 現 状 

一時的な諸事情により自宅での生活が困難な方に対し，短期間，夜間も含め施設等で，

生活の場やその他必要な支援・介護等を提供するサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

短期入所（福祉型） 
実人/月 実績 23人 28人 12人 

延人日/月 実績 185日 260日 187日 

短期入所（医療型） 
実人/月 実績 0人 0人 0人 

延人日/月 実績 0日 0日 0日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

短期入所（福祉型） 
実人/月 見込み 36人 47人 61人 

延人日/月 見込み 340日 445日 582日 

短期入所（医療型） 
実人/月 見込み 0人 0人 0人 

延人日/月 見込み 0日 0日 0日 
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⑩ 自立生活援助 

事 業 概 要 と 現 状 

施設や病院に入所（院）していた障がい者で一人暮らし等をする方に対して，定期的な

訪問や相談対応等により，生活面での課題や体調の変化などについて確認を行い，必要な

助言や医療機関等との連絡調整を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

自立生活援助 実人/月 実績 0人 0人 0人 

 

本計画期間の計画値 

本サービス提供事業所が市内になく，今後も設置が見込まれませんが，事業所の設置等，

状況の変化があった場合は，見直しを行います。 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 実人/月 見込み 0人 0人 0人 
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（３）居住支援・施設系サービス 

〔 施策の方針 〕 

障がいの状況や本人の希望を踏まえ，ライフステージ全体で切れ目のない住まいの支援

が行われるよう，グループホーム及び入所施設の必要量を見込み，事業者と協力して障が

い者の住まいの確保に努めます。 

 

① 共同生活援助 

事 業 概 要 と 現 状 

共同生活を行う施設において，相談やその他日常生活に必要な支援を提供するサービス

です。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

共同生活援助 実人/月 実績 67人 72人 72人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

共同生活援助 実人/月 見込み 77人 83人 89人 

 

 

② 施設入所支援 

事 業 概 要 と 現 状 

施設に入所している方に対し，入浴・排せつ・食事の介護等，日常生活に必要な支援を

提供するサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

施設入所支援 実人/月 実績 72人 73人 73人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設入所支援 実人/月 見込み 73人 73人 73人 
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（４）相談支援サービス 

〔 施策の方針 〕 

相談支援とは，「指定特定相談支援」及び「指定一般相談支援」から構成され，「指定

一般相談支援」は，入所施設や精神科病院から地域生活に移行する際の住居の確保や手続

同行等の「地域移行支援」と，地域生活移行後の連絡体制の確保や緊急時の対応等の「地

域定着支援」からなります。 

サービス等利用計画の作成を一層促進するため，指定特定相談支援事業所の増加及び相

談支援専門員の資質向上に取組みます。 

 

① 計画相談支援 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい福祉サービス等の利用の開始や継続に当たって，障がい者の心身の状況やその置

かれている環境等を勘案し，サービスの利用計画を作成するものです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

計画相談支援 実人/月 実績 425人 399人 418人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 実人/月 見込み 434人 473人 515人 
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② 地域移行支援 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい者支援施設等に入所している障がい者や，精神科病院に入院している精神障がい

者が，地域生活に移行する際の相談や支援を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

地域移行支援 実人/月 実績 0人 0人 1人 

 

本計画期間の計画値 

本サービス提供事業所が市内に少なく，今後も設置が見込まれませんが，事業所の設置

等，状況の変化があった場合は，見直しを行います。 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域移行支援 実人/月 見込み 0人 0人 0人 

 

 

③ 地域定着支援 

事 業 概 要 と 現 状 

単身等で生活する障がい者に対し，常に連絡がとれる体制を確保し，緊急に支援が必要

な事態が生じた際に，緊急訪問や相談などの必要な支援を行うサービスです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

地域定着支援 実人/月 実績 0人 0人 1人 

 

本計画期間の計画値 

本サービス提供事業所が市内に少なく，今後も設置が見込まれませんが，事業所の設置

等，状況の変化があった場合は，見直しを行います。 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域定着支援 実人/月 見込み 0人 0人 0人 
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第３章 障がい児福祉サービスの見込みと確保の方策 

第１節 障がい児福祉サービスの実績と見込み 

（１）障がい児通所支援 

〔 施策の方針 〕 

全ての子どもの健やかな成長のため，保育・教育部門，福祉部門等が連携を図り，専門

的で良質かつ適切な支援が受けられるよう支援します。 

 

〔 算出の方法 〕 

第 1期期間である平成 30年度から令和２年度までの実績を踏まえ算出しました。 

 

① 児童発達支援 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい児に対して，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活

への適応訓練などを提供するサービスです。 

 

 第１期計画（障がい児福祉計画） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

児童発達支援 
実人/月 実績 92人 97人 100人 

延人日/月 実績 326日 317日 381日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 2 期計画（障がい児福祉計画） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 
実人/月 見込み 105人 110人 110人 

延人日/月 見込み 392日 403日 414日 
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② 医療型児童発達支援 

事 業 概 要 と 現 状 

上肢，下肢又は体幹の機能に障がいがある児童に対し，機能訓練又は医療的管理下での

支援及び治療を行うサービスです。 

 

 第１期計画（障がい児福祉計画） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

医療型児童発達支援 
実人/月 実績 0人 0人 0人 

延人日/月 実績 0日 0日 0日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 2 期計画（障がい児福祉計画） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

医療型児童発達支援 
実人/月 見込み 1人 1人 1人 

延人日/月 見込み 10日 10日 10日 

 

 

③ 放課後等デイサービス 

事 業 概 要 と 現 状 

障がいのある学齢期児童が，学校終了後や学校休日に通所し，生活能力向上のための療

育支援を提供するとともに，居場所機能を提供するサービスです。 

 

 第１期計画（障がい児福祉計画） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

放課後等デイサービス 
実人/月 実績 90人 100人 104人 

延人日/月 実績 875日 1,012日 1,249日 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 2 期計画（障がい児福祉計画） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

放課後等デイサービス 
実人/月 見込み 106人 110人 115人 

延人日/月 見込み 1,311日 1,377日 1,445日 



第３章 障がい児福祉サービスの見込みと確保の方策 

第１節 障がい児福祉サービスの実績と見込み 
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④ 保育所等訪問支援 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう，障がい児の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて，適切かつ効果的な支援を行う

サービスです。 

 

 第１期計画（障がい児福祉計画） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

保育所等訪問支援 
実人/月 実績 2人 3人 2人 

延人日/月 実績 2日 3日 2日 

 

 

 第 2 期計画（障がい児福祉計画） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所等訪問支援 
実人/月 見込み 4人 5人 6人 

延人日/月 見込み 4日 5日 6日 

 

 

⑤ 居宅訪問型児童発達支援 

事 業 概 要 と 現 状 

重度の障がいのため児通所支援の利用が困難な障がい児に発達支援が提供できるよう，

障がい児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスです。 

 

 第１期計画（障がい児福祉計画） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

居宅訪問型児童発達支援 
実人/月 実績 0人 0人 0人 

延人日/月 実績 0日 0日 0日 

 

 

本計画期間の計画値 

本サービス提供事業所が市内になく，今後も設置が見込まれませんが，事業所の設置等， 

状況の変化があった場合は，見直しを行います。 

 

 第 2 期計画（障がい児福祉計画） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅訪問型児童発達支援 
実人/月 見込み 0人 0人 0人 

延人日/月 見込み 0日 0日 0日 



第３章 障がい児福祉サービスの見込みと確保の方策・障がい児福祉計画 

第１節 障がい児福祉サービスの実績と見込み 

72 

（２）障害児相談支援 

〔 施策の方針 〕 

サービス事業者との連携を図り，障がい児支援利用計画を作成します。また，サービス

等の利用状況の検証を行い，適切なサービス提供を努めます。 

 

① 障害児相談支援 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい児通所支援等の利用を希望する方に対し，障がい児支援利用計画を作成するとと

もに，通所支援開始後，一定期間ごとにモニタリング等の支援を行うサービスです。 

 

 第１期計画（障がい児福祉計画） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

障害児相談支援 実人/月 実績 40人 58人 76人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 2 期計画（障がい児福祉計画） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害児相談支援 実人/月 見込み 88人 100人 112人 

 

 

② 医療的ケア児に対する関連分野の支援 

事 業 概 要 と 現 状 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて，関連分野の支援を調整するコ

ーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置促進を図ります。 

 

 第１期計画（障がい児福祉計画） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

コーディネーター配置人数 実人/月 実績 0人 0人 2人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 2 期計画（障がい児福祉計画） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

コーディネーター配置人数 実人/月 見込み 2人 3人 4人 



第４章 地域生活支援事業の見込み 

第１節 必須事業 
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第４章 地域生活支援事業の見込み 

第１節 必須事業 

（１）地域生活支援事業 

〔 施策の方針 〕 

地域生活支援事業は，障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう，地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態によ

り実施する事業です。 

なお，生活上の相談，手話通訳者等の派遣，日常生活用具の給付等事業，移動支援事業

等，特に日常生活に欠かせないサービスは「必須事業」として位置付けられています。 

 

〔 算出の方法 〕 

第 5期期間である平成 30年度から令和２年度までの実績を踏まえ算出しました。 
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① 理解促進研修・啓発事業 

事 業 概 要 と 現 状 

市民向けの講演会の実施や広報掲載等を行い，法律の周知と障がい者への理解を促して

います。 

 

事 業 実 施 の 方 針 

地域住民に対して，障がい者への理解を深めるための研修や啓発活動などを行い，市民

の理解を促進に努めます。 

 

（ア）市民講座の開催 

障がいを理解するために，市民を対象に市民講座を開催します。また，その中で

興味・関心のある市民に対しては，ボランティア養成やフォローアップ講座への参

加を呼びかけます。 

 

（イ）障がい教育の充実 

障がい者が地域社会に受け入れられやすくなるよう，障がい教育の充実を図りま

す。 

 

（ウ）地域活動の充実 

障がい者と触れ合い，「障がい」への理解が促進されることで，障がい者が参加

しやすい地域活動に取組みます。 

 

 

② 自発的活動支援事業 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう，障がい者やその

家族，地域住民等からなる団体の地域における自発的な取組みを支援するものです。現在

本市では未実施です。 

 

事 業 実 施 の 方 針 

災害対策や孤立防止支援，社会活動支援などを実施する団体を募り，支援を行います。 
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③ 相談支援機能強化事業・基幹相談支援センター等機能強化事業 

事 業 概 要 と 現 状 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう，一般的な相談支援事業に加え，特に必

要と認められる能力を有する専門的職員を配置し，以下のような相談支援機能の強化を図

るものです。 

（ア）専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応 

（イ）地域自立支援協議会の設置 

（ウ）相談体制の充実 

（エ）医療連携の強化 

 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

市町村相談支援機能強化事業 実施 実績 有 有 有 

基幹相談支援センター 設置数 実績 無 無 無 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市町村相談支援機能強化事業 実施 見込み 有 有 有 

基幹相談支援センター 設置数 見込み 無 無 無 

※基幹相談支援センターについては，障がい福祉担当課において障害者地域生活相談員 

を配置し，相談機能を強化しているところですが，今後設置について検討を行います。 
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④ 成年後見制度利用支援事業 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい福祉サービスの利用等の観点から，成年後見制度の利用が有効と認められる知的

障がい者又は精神障がい者に対し，権利擁護を図ることを目的として成年後見制度の利用

を支援します。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

成年後見制度利用支援事業 実施 実績 3件 4件 5件 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度利用支援事業 実施 見込み 6件 7件 8件 

 

 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい者の権利擁護を図ることを目的として，成年後見制度における後見等の業務を適

正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに，市民後見人の活用も含

めた法人後見の活動を支援するものです。本市では未実施です。 

 

事 業 実 施 の 方 針 

知的・精神障がい者を中心に，今後，相談案件ごとにニーズを掘り起こし，利用促進に

努めます。 
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⑥ 意思疎通支援事業（手話奉仕員養成研修事業含む） 

事 業 概 要 と 現 状 

聴覚，言語機能，音声機能，視覚その他の障がいのため，意思疎通を図ることに支障が

ある障がい者等からの申請により，市登録の手話通訳者・要約筆記者の派遣を行うととも

に，庁舎内及び派遣先での手話通訳，手話派遣事業の調整事務その他意思疎通支援事業に

関する業務を行う専任手話通訳者を配置するものです。また，聴覚障がい者等との交流活

動の促進，市の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習

得した手話奉仕員も養成しています。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

意思疎通支援事業 利用者 実績 3 3 3 

手話奉仕員養成研修事業 受講者 実績 2 3 3 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

意思疎通支援事業 利用者 見込み 3 3 3 

手話奉仕員養成研修事業 受講者 見込み 3 3 3 
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⑦ 日常生活用具給付等事業 

事 業 概 要 と 現 状 

日常生活を営む上で著しい障がいのある人に対し，排せつ管理支援用具や入浴補助用具，

視覚障がい者用拡大読書器等を給付しています。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

日常生活用具給付等事業 件数 実績 1,262件 1,398件 1,236件 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日常生活用具給付等事業 件数 見込み 1,690件 1,859件 2,044件 

 

 

⑧ 移動支援事業 

事 業 概 要 と 現 状 

屋外での移動が困難な障がい者に対し，社会生活上必要不可欠な外出や，余暇活動等の

社会参加のための外出について支援を行います。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

移動支援事業 
利用者 実績 90人 132人 82人 

延時間/年 実績 1,260時間 1,431時間 624時間 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

移動支援事業 
利用者 見込み 90人 1４0人 160人 

延時間/年 見込み 1,240時間 1,636時間 1,832時間 
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⑨ 地域活動支援センター機能強化事業 

事 業 概 要 と 現 状 

地域活動支援センターでは，在宅の障がい者が，地域で自立した日常生活を又は社会生

活を営むことができるよう，創作的な活動や生産的な活動の機会の提供と社会との交流促

進を図る場として，日中活動の場を提供しています。また，事業形態は以下の I 型・II 型・

III型に分かれています。 

 

種別 内容 

Ⅰ型 

専門職員を配置し，医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整，社

会との交流，地域の住民ボランティア育成，障がいに対する理解促進を図るための普

及啓発の事業を実施します。 

Ⅱ型 

地域において雇用・就労が困難な在宅の障がいのある方に対し，機能訓練，社会適

応訓練，入浴や食事，レクリエーション等のサービスを通じ自立支援を高める事業を

実施します。 

Ⅲ型 

地域の障がいのある方のための援護対策として，地域の障がい者団体等が実施する

通所による援護事業の実績が，概ね 5年以上あり，安定的な運営が図られている小

規模作業所の支援を充実させるための事業を実施します。 

 

 
第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

センター機能強化事業 箇所数 実績 1 1 1 

 

本計画期間の計画値 

 

箇所数 
第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

センター機能強化事業 箇所数 見込み 1 1 1 
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第２節 その他の事業 

（１）任意事業 

〔 施策の方針 〕 

地域生活支援事業のうち「その他の事業」は，訪問入浴サービス，日中一時支援等は市

町村の裁量による任意事業となっています。必須事業同様，利用者ニーズを踏まえ，サー

ビスを提供します。 

 

〔 算出の方法 〕 

第 5期期間である平成 30年度から令和２年度までの実績を踏まえ算出しました。 

 

① 訪問入浴サービス事業 

事 業 概 要 と 現 状 

居宅において常に臥床（がしょう）し，自宅で入浴することが困難な 65歳未満の寝た

きりの心身障がい者（手帳所持者）の身体の清潔の保持，心身機能の維持等を図るため，

移動入浴車を派遣し入浴サービスを提供するものです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

訪問入浴サービス事業 利用者 実績 55人 37人 31人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問入浴サービス事業 利用者 見込み 46人 46人 46人 
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② 日中一時支援事業 

事 業 概 要 と 現 状 

障がい者の日中における活動の場を確保し，障がい者等の家族の就労支援及び障がい者

等を日常的に介護している家族の一時的な休息のため，障がい者に見守り・社会に適応す

るための日常的な訓練その他市町村が認めた支援を提供するものです。 

 

 第 5 期計画 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

日中一時支援事業 利用者 実績 455人 561人 278人 

 

本計画期間の計画値 

 

 第 6 期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日中一時支援事業 利用者 見込み 480人 571人 679人 

 



〈資料〉・障がい児福祉計画 

第２節 その他の事業 
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審議・会議等に係る資料 

第１節 協議会に係る資料 

（１）鹿嶋市地域自立支援協議会 

① 設置規則 

○鹿嶋市地域自立支援協議会設置規則 

平成１９年５月２５日 

規則第２９号 

改正 平成２５年３月２９日規則第２１号 

（設置） 

第１条 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１７年法律第１２

３号。以下「法」という。）第８９条の３に基づき障がい者施策の実施にあたり，関係機関，関

係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉，医療，教育又は雇用に関連する職

務に従事する者その他の関係者並びに市（以下「関係機関等」という。）が連携し相談支援の円

滑な推進を図り，地域における障がい児及び障がい者の福祉の向上を図るとともに，関係機関

のネットワークの構築強化のため，鹿嶋市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

（平２５規則２１・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 協議会は，障害者相談支援事業をはじめとするシステムづくりの強化及び地域福祉サー

ビスの推進を図るため，次の各号に掲げる事項について協議するものとする。 

（１）市の相談支援事業の運営に関すること。 

（２）障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項に規定する障害者計画及び法

第８８条に基づく障害計画（以下「障がい福祉計画」という。）の策定に関すること。 

（３）前号に規定する障がい福祉計画の進行管理，評価等に関すること。 

（４）困難事例への対応のあり方に関すること。 

（５）地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 

（６）障がい者の就労の促進及び社会との交流に関すること。 

（７）地域の社会資源の開発及び改善等に関すること。 

（８）その他必要と認められる事項 

（平２５規則２１・一部改正） 

（組織） 

第３条 協議会は，会長，副会長及び委員１５人以内をもって構成し，別表に掲げる関係機関等

の代表者の中から市長が委嘱し，又は任命する。 
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２ 協議会に会長を置き，会長は委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は，副会長１人を指名する。 

４ 会長は，会務を統括し，協議会を代表する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は欠けたときは，その職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは，任期にかかわらず委員の職を失うものとする。 

（会議） 

第５条 協議会は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 協議会は，委員の過半数の出席がなければ，開くことができない。 

３ 会長は，必要に応じて委員以外の関係者を会議に出席させ，意見を聴くことができる。 

４ 協議会は，第２条に定める協議事項に関する個別の課題について，必要な調査，検討等を行

わせるため，次条に規定する専門部会を置くことができる。 

（平２５規則２１・一部改正） 

（専門部会） 

第６条 専門部会の構成員は，各事案ごとに，関係機関等のうちそれぞれの長が推薦する者並び

に障がい者及びその家族の代表者等をもって組織する。 

２ 専門部会に部会長を置き，部会長は部会員の互選によってこれを定める。 

３ 専門部会は，部会長が招集し，会議の議長となる。 

４ 部会長は，必要に応じて部会員以外の関係者を会議に出席させ，意見を聴くことができる。 

（平２５規則２１・全改） 

（守秘義務） 

第７条 協議会及び専門部会の構成員は，その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはいけ

ない。 

（平２５規則２１・一部改正） 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は，障がい福祉担当課が行う。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，会長が協議会に諮って別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１９年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第２１号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

（平２５規則２１・一部改正） 
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関係機関等 

権利擁護関係者 

相談支援事業者 

保険医療機関 

福祉サービス事業所 

障がい当事者及びその家族並びに障がい当事者団体 

企業・就労支援機関 

障がい者等の教育機関 

高齢者介護等の関係機関 

学識経験を有する者 

その他市長が必要と認める関係機関等 

 

② 委員名簿 

 
所属機関 氏    名 所 属・役 職 等 

1 福祉サービス事業所 小岩井  雅  彦 社会福祉法人すはま会 

2 〃 星  野  寛  朗 

社会福祉法人誠仁会 

地域活動支援センターメイプル 

・就労支援事業所マルシェ 

3 相談支援事業所 市  村  彰  伸 社会福祉法人鹿島更生園 

4 福祉サービス事業所 千  葉  桂  資 社会福祉法人みのり会 中台育心園 

5 〃 五十嵐  千  晶 特定非営利活動法人だいち 鹿嶋事業所 

6 障がい当事者団体 石  津  初  美 鹿嶋市身体障害者福祉協議会 

7 〃 岩  下  みち子 潮来地方家族会 

8 〃 今  泉  弥  生 茨城県立鹿島特別支援学校ＰＴＡ鹿嶋支部 

9 企業・就労支援関係 兜    明  美 ハローワーク常陸鹿嶋 

10 医療・保健関係者 野  澤  由美子 茨城県潮来保健所 

11 障がい等の教育機関 宗  次  直  巳 鹿嶋市教育委員会 

12 学識経験を有する者 荒  原    稔 民生委員 

13 〃 椎  木  久  夫 茨城キリスト教大学 教授 

14 〃 三  藤  笑  子 ボランティア 

15 権利擁護関係者 大  川  文  恵 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会 
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第２節 用語一覧 

 

あ行              

アウトリーチ 

支援が必要であるにもかかわらず，支

援が届いていない人に対し，行政や支援

機関などが積極的に働きかけを行い，情

報・支援を届けるプロセス（p36） 

 

アクセシビリティ 

近づきやすさや利用しやすさなど支

障なく使うことのできる度合の意味

（p32） 

 

茨城県手話言語条例 

手指動作などにより，聴覚に障がいの

ある方の意思疎通に使われる視覚言語

である手話を普及するために，茨城県が

制定した条例（p21） 

 

医療的ケア 

医師の指導の下に，保護者や看護師等

が，経管栄養やたんの吸引等の日常的・

応急的に行う医療行為を伴う支援

（p21） 

 

か行               

介護給付 

障がい福祉サービスのうち，居宅介護

（ホームヘルプ）や短期入所，生活介護

など居宅や通所施設，入所施設において，

介護の支援を受けるサービス（ｐ23） 

 

介護予防事業 

介護の支援が必要となる状態を予防

することを目的とした講座や講演会，専

門職による相談等を行う事業（p39） 

 

 

 

基幹相談支援センター 

地域の障がい福祉に関する相談支援

の中核的な役割を担う機関。障がいの種

別（身体・知的・精神等）や障がい者手

帳の有無にかかわらず，相談者に必要な

支援などの情報提供や助言を行う。また，

適切な支援を行うために，関係機関との

連携や研修等による相談員の資質の向

上を担う機関（p36.） 

 

訓練等給付 

障がいのある人に，自立した社会生活

を送るために必要な，就労支援などの訓

練の機会を提供するサービス（p23） 

 

合理的配慮 

障がいにより，日常生活や社会生活に

おいて受ける様々な制限（社会的障壁）

を取り除くために，過度な負担になり過

ぎない範囲で，個別の状況に応じ，必要

な便宜を提供すること（p26） 

 

心のバリアフリー 

交通機関や施設等における物理的バ

リアフリーだけでなく，各々の心身の特

性や様々な考え方を相互に理解し，支え

合うことで，障壁を取り除く配慮を行う

こと（p26） 

 

さ行                

社会福祉協議会 

社会福祉活動を推進することを目的

とし，地域住民のほか，民生委員・児童

委員，社会福祉施設・社会福祉法人等の

社会福祉関係者，保健・医療・教育など

関係機関の参加・協力のもと，住み慣れ

たまちで安心して生活することのでき
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る「福祉のまちづくり」の実現をめざし

た様々な活動を行う，民間の営利を目的

としない組織（ｐ27） 

 

重症心身障がい者（児） 

重度の肢体不自由と重度の知的障が

いとが重複した状態（ｐ42） 

 

障がい者虐待防止センター 

養護者や障がい者福祉施設従事者，使

用者等による障がい者虐待の通報・届出

の受理，相談や指導，広報・啓発等の業

務を行う機関（ｐ31） 

 

障がい者週間 

国民の間に広く障がい者の福祉につ

いての関心と理解を深めるとともに，障

害者が社会，経済，文化その他あらゆる

分野の活動に積極的に参加する意欲を

高めることを目的として，従来の「障害

者の日」（１２月９日）に代わるものと

して設定された。期間は，毎年 12月 3

日から12月9日までの1週間となり，

この期間を中心に，国，地方公共団体，

関係団体等においては，様々な意識啓発

に係る取組を展開する。（ｐ26） 

 

生活習慣病 

食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスな

どの生活習慣が深く関与し，発症の原因

となる疾患の総称（p41） 

 

成年後見制度 

民法に規定されている制度で，認知症，

知的障がい，精神障がい等により判断能

力の不十分な方に対し，財産管理や身上

監護についてや，契約等の法律行為につ

いて意思決定を支援する制度（p32） 

 

SNS 

登録された利用者同士が交流できる

Webサイトの会員制サービス（p29） 

 

た行               

地域活動支援センター 

障がい者の日中の活動をサポートす

る機関で，創作・生産活動，地域交流な

ど地域生活を支える多様なサービスを

提供する。（p35） 

 

地域共生社会 

すべての人々が，1人ひとりの暮らし

と生きがいを，ともに創り，高め合う社

会。または，困難を持つあらゆる人を地

域で支えるための仕組みの構築を目指

す考え方（p2） 

 

地域自立支援協議会 

地域における障がい者等への支援体

制に関する課題について情報を共有し，

関係機関等の連携の緊密化を図るとと

もに，地域の実情に応じた体制の整備に

ついて協議する組織（p6） 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者や障がい者が，可能な限り住み

慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう，医療や介護のみならず，福祉サ

ービスを含めた生活支援サービスを継

ぎ目なく，連続的かつ包括的に日常生活

圏域で，適切に提供をしていく仕組み

（p34） 

 

地域包括支援センター 

介護保険法で定められた高齢者の生

活を総合的に支えていくための機関で，

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門

員などの職員が配置されいる。（p33） 

 

な行              

ニッポン一億総活躍プラン 

一億総活躍社会（誰もが活躍できる，

いわば全員参加型の社会）を目指し，国 
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が策定した計画（p2） 

 

ノーマライゼーション 

障がいを持つ者と持たない者とが，平

等に生活する社会を実現させる考え方

（p35） 

 

 

は行              

ハローワーク 

公共職業安定所の愛称。職業紹介事業

などを行う国が所管する機関（p46） 

 

パブリックコメント 

市の基本的な計画や条例などを策定

する過程において，事前にその案を公表

し，広く市民から意見を伺い，それらを

考慮して計画や条例案の最終的な決定

をするとともに，寄せられたご意見に対

する市の考え方を公表する一連の手続

き（p6） 

 

避難行動要支援者 

要配慮者（高齢者，障がい者，乳幼児

等の防災施策において特に配慮を要す

る方）のうち，災害発生時の避難等に特

に支援を要する方（p50） 

 

や行             

ユニバーサルデザイン 

身の回りの品物から住宅，建物，都市

空間のデザインまで，全ての人が使いや

すいように考慮してつくられた汎用性

のある商品，環境，情報の構築実現を目

指したもの（p51） 

 

要配慮者 

高齢者，障がい者，乳幼児等の防災施

策において特に配慮を要する方（p29） 

 

ら行             

レスパイト 

“一時休止”や“休息”という意味を

持ち，介護者の疲労の蓄積や冠婚葬祭、

旅行などの事情により、一時的に在宅介

護が困難となる場合に，施設等への通所

や入所によって、介護者を一時的に介護

から解放し，リフレッシュや休息をとる

ことで，介護者の負担軽減を目指す仕組

み（p39） 
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