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第６章 基本施策 
 

１．“おたがいさま”を感じる市民理解の促進 

 

障害者が住み慣れた地域で生活するうえでは、「障害に対する正しい理解」と「共に支え合っ

ていく意識」を育むことが求められます。このため、障害の特性をはじめ、制度や事業に関する

市民理解の促進に取り組みます。 

 

【施策の方向】 

 

（１）啓発と情報提供 

① 啓発事業の推進 

共生社会の実現には、誰もが障害や障害者、障害者福祉について関心を持ち、理解を深めること

が重要です。 

講演会の開催や広報等の充実、各種関係団体や事業所などとの連携した啓発事業に取り組み、市

民意識の向上に努めます。 

 

② 情報提供の充実 

障害者福祉に関する法令や制度は、めまぐるしく改正・見直しが行われており、障害者自身はも

ちろん、事業者や行政においても正しい情報の認識と適正な事業実施が求められています。 

引き続き、福祉制度に関する情報提供や専門知識に関する研修等に取り組みます。 

 

③ 差別の解消 

平成28年４月１日に施行された「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)」の規定に基づき、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮に取り組む必要があります。 

既設の庄原市障害者支援協議会を「障害者差別解消支援地域協議会」に位置付け、障害者差別の

解消に関する協議を進めるとともに、市職員を対象とした研修、「職員対応マニュアル」に沿った

事務・事業の実施に努めます。 

 

（２）支え合い活動への支援 

① ボランティア活動への支援 

自助、互助、公助の原則に沿った家族支援を前提にしつつ、関係団体と連携し、人的資源の開発・

活用や地域・啓発、地域ニーズの把握に努め、多様なボランティア活動への支援と活動の拡大・充

実に取り組みます。 

 

② 自主的活動への支援 

障害者団体や保護者会の自主的な活動は、障害者の自立及び社会参加の促進において重要であり、

活動や運営に対する支援を継続します。 

なお、これらの団体にあっては、会員の減少が懸念されていることから、加入の呼びかけ・紹介

など、側面的な支援に努めます。 
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２．“生きがい”を感じる社会参加の促進 

 

 障害者が自らの能力を発揮し、生きがいをもって生活するためには、外出や交流、趣味や就労

等、さまざまな場面への参加の促進と機会の拡大が求められます。このため、障害の特性、障害

者や支援者の希望も踏まえ、関係制度や事業の充実に取り組みます。 

 

【施策の方向】 

 

（１）外出・移動への支援 

① 通院・外出への支援 

ア 障害者外出支援券交付事業 

公共交通機関が十分には確保できない地域事情や高齢の身体障害者が多い実態を踏まえ、福祉

タクシー券の交付要件の緩和、対象者・助成額の拡大などに取り組み、平成30年度からは、福祉

タクシー券と自動車燃料助成券のいずれかを選択できる制度(外出支援券交付事業)を導入して

います。 

当該新制度の周知・定着に努め、障害者の外出を支援します。 

 

イ 人工透析通院助成事業 

人工透析のための通院は、生命に直結した外出であり、交通費の一部助成を引き続き行います。 

 

ウ 障害者団体社会参加支援事業 

障害者団体が貸切バスを利用して外出する際に、バスの手配と経費負担を行う本市独自の支援

事業であり、利用実態を踏まえながら継続します。 

 

エ その他の外出支援 

自動車改造助成や障害者の運転免許取得費助成などを継続するとともに、乗車運賃、高速道路

割引など他の機関が実施する事業についても、障害者ハンドブックなどでの情報提供に努め、自

立と社会参加の促進に取り組みます。 

 

② 付添い支援 

ア 法に基づく支援 

障害者相談支援事業所と連携し、支援が必要な障害者に同行援護、移動支援のサービスを適切

に提供するとともに、移動支援の対象者に発達障害者を加える本市独自の方針を継続し、通学な

どでの利用を案内します。 

 

イ コミュニケーション支援 

手話通訳者・要約筆記者の派遣事業は、有資格者を含む人材不足が課題となっていることから、

研修内容の充実や講習会への積極的な参加を呼びかけ、人材の養成と確保に取り組みます。 
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ウ おでかけ応援隊 

ボランティアが福祉車両を運転する移動支援事業で、社会福祉協議会が実施しています。 

車両台数や対象者要件、利用回数に制限があるため、利用希望者の身体・生活状況に応じ、他

の移動支援サービスとの併用を含めた適切な対応に努めます。 

 

 

（２）就労の促進 

① 一般就労への支援 

ア 備北障害者就業・生活支援センターとの連携 

一般事業所での就労支援は、一般社団法人の「備北障害者就業・生活支援センター」において、

相談対応、職場実習、事業所との調整、同行面接、職業訓練、就職後の定着支援など、総合的に

行われています。 

就職を希望する障害者に同センターを紹介するとともに、同センターとの情報共有及び連携に

努め、就職から職場定着まで、継続的なフォローに取り組みます。 

 

イ 就労支援事業からの積極的な移行 

就労移行支援は、一般就労を前提とした福祉サービスで、２年間の利用を原則とし、特例で１

年の延長が認められています。 

特例の適用は、就業・生活支援センターへの登録・面談を要件とし、その結果に応じて判断す

ることとします。 

 

ウ その他の一般就労支援 

障害者相談支援事業所に就職相談への対応を要請するほか、ハローワークへの案内、特別支援

学校卒業生の就職・生活支援に関する協議の場への参画などに取り組みます。 

 

② 福祉的就労への支援 

ア 法に基づく福祉的就労サービスの提供 

福祉的就労サービス(就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂ、地域活動支援)は、対象者や家族の

意向、障害特性等を把握・考慮しながら、適切なサービスが提供できるよう、関係事業所との連

携に努めます。 

 

イ 障害者福祉事業所送迎助成事業 

送迎加算の適用外事業所が実施する利用者の送迎事業に対し、助成金を交付する本市の独自事

業です。 

当該事業を継続し、利用者及び事業所の負担を軽減することにより、福祉事業所の利用を支援

します。 

 

ウ 障害者福祉事業所通所助成事業 

福祉事業所を利用する障害者に交通費を助成する本市の独自事業です。 

当該事業を継続し、利用者の負担を軽減することにより、福祉的就労を支援します。 
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エ 小規模作業所の運営支援事業 

法に基づかない小規模作業所に助成金を交付する本市の独自事業です。 

当該事業を継続し、施設の維持・運営を支援します。 

 

オ 優先的・積極的な物品等の購入 

市内の障害者福祉事業所で提供可能な物品・役務を調査するとともに、行政での積極的な購

入・委託に努めます。 

 

 

（３）交流活動の促進 

① スポーツ活動への支援 

スポーツ大会への参加支援を継続するとともに、関係団体や教育委員会と連携し、障害者スポー

ツの普及・啓発に取り組みます。 

 

② 文化・交流活動への支援 

関係団体や施設、障害者福祉事業所と連携し、障害者・支援者を対象とした文化・交流活動を支

援します。 
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３．“あんしん”を感じる生活支援の充実 

 

障害者やその家族が“あんしん”を感じながら生活するうえでは、幼児期から少年期、青年期

から高年期に至る成長段階に応じた生涯支援が求められます。 

このため、保育・教育、保健・医療、年金等の分野や社会福祉協議会をはじめとする関係機関

との連携を強化するとともに、相談体制、個別支援の充実に取り組みます。 

 

【施策の方向】 

 

（１）相談支援の充実 

① 相談体制の維持・強化 

ア 役割の明確化 

多様な相談窓口の役割を明確に示すとともに、障害者相談支援事業所や関係機関と連携し、適

切な相談対応に努めます。 

また、研修会の開催や参加要請により、相談員のスキルアップに取り組みます。 

 

イ 生活課題の顕在化 

相談支援体制の強化に努めるとともに、民生委員児童委員等の身近な場所で見守る機関との連

携を維持し、生活課題の顕在化を進めます。 

 

ウ 個別支援の充実 

障害者や家族が抱える多様な課題は、制度の適用や一様な対応のみでは解決が難しい事例もあ

ることから、柔軟かつ適切に支援できるよう、職員・相談員のスキルアップに取り組みます。 

 

アンケート調査【一般市民対象】 

【自分や家族が障害者になったときの相談先】 

【一般市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.7

55.3

40.7

31.3

23.5

20.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

市（支所）の障害者相談窓口や保健師

病院の主治医や看護師など

福祉関係の施設や事業所の職員

社会福祉協議会（地域センター）の職員

友人や知人

担当の民生委員や地域の障害者相談員
全体(n=1049)

(%)



 

47 

 

② 相談支援事業所の活用 

障害者相談支援事業所は、一般的な相談や支援、情報提供及び関係先との連絡調整の役割を担っ

ており、具体的には、病院等からの地域移行、サービス等利用計画書の作成、就労、障害年金の受

給、家族関係や成年後見など、障害者や家族が抱える多様な生活課題に対応することとなっており、

情報共有や連携を図りながら、効果的な活用に努めます。 

 

（２）日常生活への支援 

① 法に基づく生活支援 

ア 適正な実施 

障害者を対象としたサービスの多くは、法令の規定に基づき提供していますが、関係法令の改

正などが繰り返されている状況から、担当する職員や相談員の知識・スキルの習得・充実が求め

られます。 

必要な人に必要なサービスが適切に提供できるよう、関係事業所との連携や情報交換、情報収

集や関係職員の研修に取り組みます。 

 

イ 障害福祉サービス 

後段の「障害福祉計画(第５期)」「障害児福祉計画(第１期)」に示すサービス需要に対応でき

るよう、個々の状態を的確に把握するとともに、施設・事業所の効率的な利用、介護保険サービ

スとの調整など、柔軟な対応に努めます。 

 

ウ 地域生活支援事業 

障害者相談支援事業所に一般相談業務を委託し、多様な福祉サービスの周知や利用案内に取り

組んでおり、引き続き、障害者世帯の状況に応じて地域生活支援事業を適用します。 

 

② 経済的な支援 

ア 特別障害者手当などの公的手当と、本市独自の重度心身障害者在宅介護手当があり、一定要件

に該当する障害者又は介護者に支給されます。 

障害者手帳の取得に際し、説明及び申請助言を行うとともに、市民広報などでの情報提供に努

めており、今後も適用漏れや資格喪失後の過支給がないよう、適正・適切に取り扱います。 

 

イ 医療費の助成 

精神障害者の通院助成と身体障害の軽減治療(手術ほか)助成については、対象者への申請助言

及び要件･基準に沿った適正な適用に努めます。 

また、身体及び知的の重度対象者を対象とした医療費助成制度についても、障害者手帳の取得

の際に案内するとともに、関係部署において定期的な確認作業を行い、適用漏れを防止します。 
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（３）障害児への支援 

① 発達障害児への支援 

ア 連携支援 

「早期発見」「適切な支援」「支援の継続」を基本に、関係部署や保育所・学校と連携し、

専門職の助言による適切な援助、保育所や学校への入所・入学時における円滑な移行支援に

取り組みます。 

また、国の指針に基づき、児童発達支援センターの設置を検討します。 

 

イ 支援に関する知識の習得 

    専門家に助言・指導を求めるほか、研修会や情報交換により、支援に携わる職員の知識・技術

の向上に取り組みます。 

 

② 保育・教育の保障 

ア 関係機関との連携 

障害児が障害の程度や特性、個性に応じた療育や保育、保健・医療、教育などの支援が適切に

受けられるよう、関係者の知識・技術の向上に努めるとともに、関係機関との連携強化に取り組

みます。 

 

イ 支援体制の確保 

加配職員や支援員の配置、学校への特別支援学級の設置など、適切な支援体制の確保・充実に

努めます。 

 

 

アンケート調査【一般市民対象】 

【障害児の成長に必要な取り組み】 

【一般市民】 
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庄原市の発達障害児支援 

 

１．発達障害とは？ 

発達障害は、通常、低年齢において症状が現れる脳機能の障害で、知的な遅れを伴う場合と伴

わない場合があります。 

また、障害が目立つ場面もありますが、優れた能力を発揮している場面もあり、周りから見て

アンバランスな様子が理解されにくい障害です。 

早い段階から適切な支援を行うことで、日常生活への支障や将来不安を軽減することができま

すので、障害を正しく理解するとともに、能力を伸ばすための援助や環境の調整を行う必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．支援形態 

発達障害児への支援は、「早期発見、早期の適切支援、支援の継続」が大切です。 

本市には総合支援の部署(センター等)はありませんが、母子保健、保育、教育及び相談分野の

所管部署が連携や情報共有を図り、それぞれの役割を担うことで対応しています。 

また、保育所入所や小学校入学の際には、次の段階への円滑な移行ができるよう、移行支援会

議を行います。(原則、就学指導委員会の対象児童を除く。) 

 

３．適切な支援 

発達障害は、障害の種別や程度、知的な遅れの有無などにより、対象児童に適した支援(援助)

が極めて多様、複雑であり、現段階においては専門職による助言が不可欠です。 

したがって、本市においては、「適切な支援」を“専門職の助言に基づく援助行為”と定義し

ています。 

 

それぞれの障害の特性 

 
注意欠陥多動性障害(AD/HD) 
●不注意(集中できない) 

●多動・多弁(じっとしていられない) 

●衝動的に行動する(考えるよりも先に動く) 

 
 

広汎性発達障害 

 
 
学習障害(LD) 
●「読む」「書く」「計算する」等の

能力が、全体的な知的発達に

比べて極端に苦手 

 

 
 
知的な遅れを伴
うこともあります 

 

アスペルガー症候群 

自 閉 症 

●言葉の発達の遅れ 

●コミュニケーションの障害 

●対人関係・社会性の障害 

●パターン化した行動、こだわり 

●基本的に、言葉の発達の遅れはない 

●コミュニケーションの障害 

●対人関係・社会性の障害 

●パターン化した行動、興味・関心のかたより 

●(言語発達に比べて)不器用 
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４．具体的な支援の概要 

 

 【第１段階】 

  保護者から相談があったとき、又は乳幼児健診、保育所・学校での言動などから職員が「気

になる子」を発見したときは、児童の状況(年齢等)に応じて支援部署に連絡します。 

  相談は、本庁・支所(保育所・学校を含む。)の関係部署で受け付けます。 

 

 【第２段階】 

  支援部署で支援の必要性を判断するとともに、必要に応じて支援計画(方針)を整理し、専門

職の助言を受けながら責任をもって支援します。 

 

 【第３段階】 

  保育所や小学校へ入所・入学する際には、保護者と関係職員による移行支援会議を行い、新

たな支援部署への円滑な引継ぎを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者からの相談・「気になる子」を発見 

社会福祉課(支所) 

０８２４－７３－１２１０ 

保健医療課(支所) 

０８２４－７３－１２５５ 

児童福祉課(保育所) 

０８２４－７３－１２１４ 

教育指導課(学校) 

０８２４－７３－１１８３ 

乳幼児期 

(保育所入所前) 

【支援部署】 

保健医療課(支所) 

幼児期 

(保育所入所中) 

【支援部署】 

児童福祉課(保育所) 

少年期 

(学校在学中) 

【支援部署】 

教育指導課(学校) 

   

児童の状況(年齢等)に応じて支援部署に連絡 

保護者の意向も踏まえながら、専門職が助言 

移行支援会議 

移行支援会議 
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（４）地域での見守り支援 

① 成年後見への移行支援 

国が定めた「成年後見制度利用促進基本計画」に準拠し、社会福祉協議会の福祉サービス利用援

助事業「かけはし」の運営を支援するとともに、成年後見制度の周知に努めます。 

また、身寄りがないなどの理由から、制度の利用が困難な障害者については、市長申し立ての適

用を検討するなど、権利擁護に取り組みます。 

 

② 虐待防止・支援体制の整備 

障害者の権利擁護の視点を重視し、関係機関等と連携して、虐待の未然防止、早期発見、早期対

応及び適切な支援に取り組みます。 

 

③ 災害時の避難支援 

避難支援の対象障害者は、本人や家族だけでは避難が困難な重度・中度の肢体障害者、知的障害

者及び難病患者としています。 

人口の減少、高齢化の進行により支援協力者の確保が困難な対象者もあることから、住民自治組

織と連携し、支援体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


