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資料編  

■庄原市障害者支援協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 障害のある市民が、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 123 号）第 88 条に規定する市

町村障害福祉計画の策定及び障害者福祉施策に関する協議を行うため、庄原市障害者支援協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 市町村障害福祉計画の策定に関すること。 

(２) 相談支援体制の整備及び充実に関すること。 

(３) 困難事例への対応に関すること。 

(４) 関係機関によるネットワークの構築に関すること。 

(５) 障害者に係る地域生活移行支援及び就労支援に関すること。 

(６) 障害児の療育、保育及び教育に関すること。 

(７) 障害者福祉に係る計画の推進その他障害者福祉の向上に関し必要な事項 

（組織等） 

第３条 協議会は、委員 20 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

(１) 保健医療機関に属する者 

(２) 民生委員・児童委員 

(３) 障害者福祉サービスの提供事業者 

(４) 障害者福祉団体に属する者 

(５) 社会福祉関係機関に属する者 

(６) 雇用関係機関に属する者 

(７) 教育機関に属する者 

(８) 市の関係職員 

(９) 障害者等及びその家族 

(10) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、任期中においても委嘱又

は任命を解くことができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。 

３ 会長は、協議会を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会議は、在任委員の過半数の出席をもって開くものとする。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。 

（個別支援班） 

第７条 所掌事務の円滑な執行を図るため、協議会に個別支援班を置くことができる。 

２ 個別支援班の構成員は、会議の都度、次に掲げる者のうちから、社会福祉課長が指名する。 
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(１) 協議会構成団体等の実務者 

(２) その他社会福祉課長が必要と認める者 

（守秘義務） 

第８条 委員（その職を退いた者を含む。）及び協議会の会議並びに個別支援班の会議に出席した者

は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、生活福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

■庄原市障害者支援協議会委員名簿 

№ 氏  名 所 属 等 所属役職   

１ 毛利 昭生 庄原市医師会 会長  

２ 三上 一城 庄原市民生委員児童委員協議会 会長 副会長 

３ 酒井 主典 庄原さくら学園 施設長 会長 

４ 熊原 保 優輝福祉会 理事長  

５ 田守 宏好 かわせみの家 施設長  

６ 小森 正己 庄原共同作業所 施設長  

７ 金川 君雄 ハート作業所 所長  

８ 折口 智朗 かすたねっと 理事長  

９ 佐々木 俊明 東寿園福祉作業所 管理者  

10 松本 信司 ふれあい共同作業所くちわ 施設長  

11 川本 春夫 庄原市身体障害者連合会 理事  

12 森永 正憲 重度心身障害児者を守る会   

13 小瀧 一樹 庄原市社会福祉協議会 事務局長  

14 吉川 早百合 広島県北部保健所 保健課長  

15 斎藤 理江 広島県北部こども家庭センター 判定指導課長  

16 長谷川 敏子 庄原市身体障害者相談員   

17 谷口 光治 備北障害者就業・生活支援センター センター長  

18 加鳥 学 三次公共職業安定所庄原出張所 就職促進指導官  

19 新開 篤志 広島県立庄原特別支援学校 進路指導主事  

20 中重 秋登 庄原市教育委員会 教育指導課長  
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■庄原市部長支所長会議設置要領 

（設置） 

第１条 重要施策等の審議及び総合調整を行い、効果的な行政運営を推進するため、庄原市部長支所

長会議（以下「会議」という。）を設置する。  

（所掌事務） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 重要施策に係る企画、立案、実施等に関する事項 

(２) 基本計画の策定に関する事項 

(３) 前２号に係る議案及び例規に関する事項 

(４) その他市長から指示のあった事項  

（組織） 

第３条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

(１) 総務部長 

(２) 生活福祉部長 

(３) 企画振興部長 

(４) 環境建設部長 

(５) 教育部長 

(６) 水道局長 

(７) 西城支所長 

(８) 東城支所長 

(９) 口和支所長 

(10) 高野支所長 

(11) 比和支所長 

(12) 総領支所長  

（会議） 

第４条 会議は、企画振興部長が主宰及び進行する。 

２ 会議の定例会は、原則として第１及び第３火曜日の午前９時からとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、企画振興部長が必要と認めるときは、会議を開くことができる。 

４ 協議内容の説明は、提案部（支所を含む。）が行うものとする。 

５ やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、その属する部（支所を含む。）の職員の

うちから代理者を選任し、出席させるものとする。 

６ 企画振興部長が必要と認める場合は、議題に関係する所属の課長等を出席させることができる。 

（提案議題の送付） 

第５条 会議への提案議題は、原則として庄原市部内調整会議設置要領（平成 28 年庄原市訓令第 13

号）に定める庄原市部内調整会議の協議を経て、会議開催日の３日前までに企画振興部企画課へ送

付するものとする。ただし、急を要する事項については、この限りでない。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、企画振興部企画課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則（平成 30 年３月 28 日訓令第３号） 

この訓令は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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■庄原市部内調整会議設置要領 

（設置） 

第１条 各部及び局において所管する事務の企画及び調整を行い、効率的かつ効果的に施策を推進す

るため、庄原市部内調整会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、各部及び局に属する次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 庄原市政策企画会議設置要領（平成 20 年庄原市訓令第２号）に定める庄原市政策企画会議から

の指示事項 

(２) 庄原市部長支所長会議設置要領（平成 28 年庄原市訓令第 12 号）に定める庄原市部長支所長会

議への提案事項 

(３) 基本計画の策定及び進捗確認に関する事項 

(４) 施策の企画及び調整に関する事項 

(５) その他部長及び局長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

(１) 総務部調整会議 ア～キ略 

(２) 生活福祉部調整会議 

ア 生活福祉部長 

イ 生活福祉部社会福祉課長 

ウ 生活福祉部高齢者福祉課長 

エ 生活福祉部児童福祉課長 

オ 生活福祉部保健医療課長 

カ 生活福祉部市民生活課長 

キ 生活福祉部危機管理課長 

(３) 企画振興部調整会議 ア～キ略 

(４) 環境建設部及び水道局調整会議 ア～ク略 

（会議） 

第４条 会議は、所管部長（環境建設部及び水道局調整会議にあっては環境建設部長。以下同じ。）

が主宰し、各部の管理課（庄原市事務決裁及び専決規則（平成 17 年庄原市規則第９号）第３条第

９号に規定する管理課長の属する課（環境建設部及び水道局調整会議にあっては環境建設部建設

課）をいう。以下同じ。）の課長が進行する。ただし、管理課の課長が不在のときは、所管部長が

指名する課長が代理する。 

２ 会議は、必要に応じて所管部長が招集する。 

３ 協議内容は、所管課が行うものとする。 

４ 構成員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その属する課の職員のうちから

代理者を選任し、出席させるものとする。 

（指示又は伝達） 

第５条 課長は、会議の決定又は連絡事項を直ちに係長に指示又は伝達するものとする。ただし、部

長又は局長が指示又は伝達することが適当でないと認めた事項はこの限りでない。 

２ 係長は、課長からの指示又は伝達事項を直ちに職員に指示又は伝達するものとする。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、各部の管理課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則（平成 30 年３月 26 日訓令第２号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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■策定経過 

（１）障害者計画（第３期） 

（障害福祉計画（第５期）及び障害児福祉計画（第１期）含む。） 

 

開催年月日 開催概要 

平成29年１月26日（木） 庄原市障害者支援協議会 

平成29年６月29日（木） 庄原市生活福祉部調整会議 

平成29年７月４日（火） 庄原市部長支所長会議 

平成30年２月21日（水） 庄原市障害者支援協議会 

平成30年３月７日（水） 庄原市障害者支援協議会 

平成30年３月22日（水） 庄原市障害者支援協議会 

平成30年４月４日（水） 庄原市生活福祉部調整会議 

平成30年５月15日（火） 庄原市部長支所長会議 
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用語解説 

あ行 

アクセシビリティ 施設、設備、サービス、情報、制度等の利用のしやすさのこと。 

ＮＰＯ(エヌ・ピー・オ

ー) 

Nonprofit Organization の略であり、医療・福祉、環境、文化・芸術、

スポーツ、まちづくり、国際協力などあらゆる分野の活動を行っている民

間非営利組織で、法人格の有無や種類は問わないもの。 

か行 

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担い、障害のある人の相談支援

に関する業務をワンストップで総合的に行う機関。相談支援、情報提供、

助言のほか、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関への連携の

支援を行う。 

さ行 

災害時要援護者 災害時に自力での避難が困難で、かつ、「家族の支援が得られない方」

又は「家族の支援だけでは避難が困難な方」のこと。 

自閉症 脳機能障害が原因でコミュニケーションの困難を示す障害。言語能力が

低く、対人関係を嫌い、手順などに強いこだわりや固執を示すなどの症状

がある発達障害の一種と考えられている。 

重症心身障害 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している状態。 

手話通訳者 手話を用いて、聴覚障害者や音声・言語機能障害者と障害がない人との

コミュニケーションの仲立ちをする人のこと。 

手話奉仕員 手話奉仕員養成事業において、奉仕員として登録されている人。聴覚・

言語機能障害のある人の生活及び関連する福祉制度等についての理解と認

識を深めるとともに、手話で日常会話を行うために必要な手話表現技術な

どを習得することを目標に、養成されている。 

障害者基本法 障害者の自立及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた法

律。昭和45年制定の「心身障害者対策基本法」を改正して平成5年に成立、

平成16年に大幅改正。障害のある人に対する障害を理由とした差別、その

他権利利益を侵害する行為をしてはならないと定める。また、国や地方自

治体に障害者のための施策に関する基本計画の策定を義務付けている。平

成23年の改正により、障害者の定義を拡大、合理的配慮の概念を導入。 

障害者権利条約 障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳を促進

するため、障害者の権利の実現のための措置等を規定している国際条約。

障害に基づくあらゆる差別の禁止、障害者が社会に参加し、包括されるこ

との促進、条約の実施を監視する枠組みの設置等を主な内容とする。国連

総会において平成18年採択、日本は平成26年に批准。 

障害者差別解消法 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の通称。「障害者

基本法」の基本理念に沿って、障害を理由とする差別を解消するための措

置について定めた法律。障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止

し、行政機関に対して合理的配慮の提供を義務付けている。 
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障害者総合支援法 「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」の通

称。地域社会における共生の実現に向けた障害福祉サービスの充実等、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、「障害者自立支援

法」を平成24年に改正したもの。自立支援給付の対象者、内容、手続等、

地域生活支援事業、サービスの整備のための障害福祉計画の作成、費用の

負担等について定めている。 

障害者就業・生活支援

センター 

単独では就業や職場への定着が困難な障害者を対象に、福祉・教育・雇

用等の関係機関との連絡調整を行いながら、就業・日常生活・社会生活に

おける支援を行う機関。 

都道府県知事の指定を受け、事業を実施している。 

身体障害者手帳 身体に障害のある人が、「身体障害者福祉法」に定める障害に該当する

と認められた場合に交付される手帳。等級は１級から６級まで区分されて

いるが、さらに障害により視覚、聴覚、音声・言語、肢体不自由、内部（呼

吸器や心臓、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫機能）等に分け

られる。 

精神障害者保健福祉手

帳 

精神障害のある人が各種の支援を受けやすくすることを目的として、交

付される手帳。障害の程度により、１級、２級又は３級に区分されている。

市町村が窓口であり、２年ごとに精神障害の状態について都道府県知事の

認可を受けなければならない。 

成年後見制度 判断能力が低下した認知症高齢者や知的障害のある人、精神障害のある

人等を法的に保護し、支援するため、家庭裁判所により選任された後見人

等が法律行為の同意や代行などを行う制度。 

た行 

特別支援学校 障害のある児童・生徒が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた

教育を受けるとともに、学習上または生活上の困難を克服し自立を図るこ

とを目的とした学校。 

平成19年４月より養護学校から名称が変更された。 

な行 

難病 原因不明、治療方法未確立、後遺症を残すおそれの多い疾病。厚生労働

省で331疾患を難病と指定している。 

ノーマライゼーショ

ン 

障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送

れるような条件を整え、共に生きる社会が普通の社会であるという考え

方。 

は行 

ハローワーク(公共職

業安定所) 

職業安定法により政府が組織・設置する機関で、職業紹介・職業指導・

雇用保険業務等を行う。 

避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難するこ

とが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人の

総称。 

福祉的就労 一般就労が困難な障害者が、各種の就労のための訓練施設や作業所で職

業訓練等を受けながら作業を行うことをいう。 
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ま行 

モニタリング 現状を観察し、把握すること。 

や行 

要約筆記者 聴覚障害のある人に会話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳

者のこと。 

話すスピードは書く(入力する)スピードより、数倍も速くてすべて文字

化できないため、話の内容を要約して筆記するため「要約筆記」という。 

ら行 

リハビリテーション 障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立を目指す一連の過程。ま

た、障害のある人の人間らしく生きる権利を回復し、自立と参加を目指す

という考え方。 

療育 障害を軽減し、自立して生活するために必要となる能力が得られるよ

う、治療・訓練と社会生活に必要な生活知識や技術等の教育・指導を併せ

て行うこと。 

療育手帳 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された

人に対して交付される手帳。交付により知的障害のある人や知的障害のあ

る子どもに対する一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を

受けやすくすることを目的としている。障害の程度は、Ａ判定が最重度・

重度、Ｂ判定が中度・軽度となっている。 
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