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はじめに 

 

本市においては、平成29年3月に、第Ⅲ期障害者プランを策定し、

その基本理念である「障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向け、

地域づくりや福祉サービスの充実を進めているところです。 

また、国においては、少子高齢化や生活領域における支え合いの

基盤が弱まり、対象者別・機能別に整備されてきた現行の福祉制度

では対応が困難なケースが増加していることから、公的支援の在り方を“縦割り”から“丸

ごと”へ転換する「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律」を平成 29年 6月 2日に公布し、その重点テーマの一つである「地域共生社会」の実現に

向け、福祉改革を強力に推し進めていくための体制整備を行っているところです。 

このため、本市におきましても、これらの動向を踏まえ、第Ⅲ期障害者プランの一部見直

しを速やかに行うとともに、障害のある人の地域生活や一般就労への移行を更に推進し、障

害福祉サービスや障害児支援提供体制等のより一層の充実を図るため、第 5 期障害福祉計画

及び第 1期障害児福祉計画を合わせ一体的に策定したところです。 

今後も障害福祉施策を推進するとともに、地域をともに創っていく地域共生社会の実現に

努めてまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたり、熱心にご協議いただきました長門市障害者保健福祉推進

会議委員の皆様をはじめ、貴重なご意見やご提言をいただきました長門市障害者自立支援協

議会委員の皆様、並びに市民の皆様、事業所の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

平成 30 年 (2018 年 )3 月 

長門市長 大 西 倉 雄 
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－本計画書についての注意事項－ 
1 各表・グラフの年度数値等については、特に記載のない場合は年度末現在のものです。 

2 各表の障害者とは、アンケート対象者の内 18 歳から 64 歳までの方をいい、障害児とは、18 歳未満

の方をいいます。 

3 各種率については、原則としてパーセント表示としています。また、表示未満を四捨五入している

ため、内訳の合計が一致しない場合があります。 

4 各表の増減率は、平成 29 年度と平成 25 年度とを比較したものです。 



 
 

  



 
 

  

計画の概要 

第1 章 

障害者支援センターゆうゆう お花見 
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第1 章 計画の概要 

1. 計画策定の趣旨 

本市では、平成 29年 3月、第 4期障害福祉計画との整合性を図りつつ、それまでの障害者

プランの成果と課題、障害のある人やその家族などが抱えるニーズや意向などを踏まえ、第

Ⅲ期長門市障害者プランを策定したところですが、この度、3 年に一度の障害福祉計画見直

しの時期を迎えました。 

この障害福祉計画見直しに先立ち、平成 28年 5月に可決・成立した「障害者総合支援法及

び児童福祉法の一部改正」では、障害者が自ら望む地域生活を実現するための支援の充実や、

障害児支援に対するニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の充実が規定されてお

り、市町村には新たに障害児福祉計画の策定が義務づけられるとともに、障害者の高齢化・

重度化や「親亡き後」を見据えた施策展開が求められています。 

さらに国は、平成 29 年 2 月、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係

を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

ともに創っていく「地域共生社会」の実現に向けた改革工程を発表し、市町村の福祉行政も

新たな局面を迎えています。 

そこで、本市においても、これらの動向を踏まえ、第５期障害福祉計画及び第１期障害児

福祉計画の策定を行うとともに、平成 29年度に策定された国の「障害者基本計画（第 4次）」

及び県の「やまぐち障害者いきいきプラン（2018～2023）」との整合性を図るため、第Ⅲ期障

害者プランの一部見直しを一体的に行うこととしました。 
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2. 計画の策定方針 

（1）計画の位置付け 

この計画は、障害者基本法第 11条第 3項に定める「当該市町村における障害者のための施

策に関する基本的な計画」（市町村障害者計画）と、障害者総合支援法第 88 条に定める「市

町村障害福祉計画」及び、児童福祉法の改正に伴い、同法第 33 条の 20 で策定が義務づけら

れた「市町村障害児福祉計画」を一体として策定するものです。 

「障害者プラン」は、市における障害者に関連する施策・事業を全体的に把握し、体系づ

けることで、障害のある人を取り巻く地域環境の整備を計画的に進めるとともに、市民や事

業者、各種団体が積極的な活動を行うための指針となる中長期の計画です。 

一方、「障害福祉計画及び障害児福祉計画」は、障害者プランの中の生活支援や雇用・就業

等に係る施策の実施計画的なものとして、3年を 1期として策定する短期の計画です。 

また、国や県の計画、さらには、「第３次長門市地域福祉計画」などの他の諸計画との整合

性を図るとともに、「第２次長門市総合計画」における専門計画として位置付けます。 

 

■計画の位置付け 

 
第２次長門市総合計画（平成 29 年度～38 年度） 

 

●障害者基本法に基づく障害者施策の基本計画 

●多分野にわたる計画（生活支援、保健・医療、教育、雇用・就労、 

相談・情報提供、生活環境、差別の解消・権利擁護、防災・防犯、 

広報・啓発 等） 

第Ⅲ期長門市障害者プラン 

 

○障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく、障害福祉サービス

や障害児通所支援等の実施計画 

○各年度における障害福祉サービスや障害児通所支援、相談支援

の種類ごとの必要量の見込み及び確保の方策、地域生活支援事

業の実施に関する事項等を定める 

第５期長門市障害福祉計画 

第１期長門市障害児福祉計画 

 

市
の
関
連
計
画
等 

や
ま
ぐ
ち
障
害
者
い
き
い
き
プ
ラ
ン
等 

整 

合 

整 

合 

第３次長門市地域福祉計画（平成 29 年度～33 年度） 
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障害者基本法（第 11 条第 3 項） 

 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村におけ

る障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以

下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

障害者総合支援法（第 88 条第 1 項） 

 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業

務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

 

児童福祉法（第 33 条の 20） 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障

害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」と

いう。）を定めるものとする。 

 

長門福祉作業センター利用者提供 作品名「幸」 

障害者支援センターゆうゆう利用者提供 陶芸作品 
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（2）計画の対象となる障害のある人（障害者）の定義 

平成 23年に改正された障害者基本法第 2条において、障害者とは、「身体障害、知的障害、

精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があ

る者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受

ける状態にあるものをいう。」と定義されました。 

また、社会的障壁の定義を、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁

となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」としています。 

障害者基本法の定義を踏まえ、この計画における対象者は、障害がある者であって、障害

及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人と

します。 

 

 

 

 

  

障害者基本法（第 2 条） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  

2 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会

における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 



5 
 

（3）計画の期間 

本計画のうち、障害者プランの計画期間は、「やまぐち障害者いきいきプラン（2018～2023）」

との整合性を図り、平成 29（2017）年度から平成 35（2023）年度までの７年間、障害福祉計

画及び障害児福祉計画の計画期間は、平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までの 3

年間とします。 

 

■関連計画の期間一覧 

 

 

 

 

 

 

 

  

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

(2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023)

国  障害者基本計画

県  障害者計画

 地域福祉計画

 障害者計画

 障害福祉計画

 障害児福祉計画 第1期障害児福祉計画 第2期障害児福祉計画

後期計画

第2次地域福祉計画 第3次地域福祉計画

第Ⅱ期障害者プラン 第Ⅲ期障害者プラン

第3期障害福祉計画 第4期障害福祉計画 第5期障害福祉計画 第6期障害福祉計画

長門市

障害者計画（第3次） 障害者計画（第4次）

やまぐち障害者いきいきプラン
（2013-2017）

やまぐち障害者いきいきプラン
（2018-2023）

 総合計画 第1次総合計画
第2次総合計画

前期計画

計画名
年度

総合計画とは 

地方自治体における行政運営の最上位計画であり、住民全体で共有する自治体の将来目標や施

策を示し、全ての住民や事業者、行政が行動するための基本的な指針となるものです。 

本市では、第 2 次総合計画（平成 29 年度～平成 38 年度）を策定し、本市が目指す将来像と

それを実現するための施策の大綱・方針を明らかにしています。 

地域福祉計画とは 

誰もが住みなれた地域で、生きがいを感じながら、安らぎのある生活が送れるよう、地域みん

なで自分たちの住んでいるまちを暮らしやすくする仕組みを考え、取り組み、つくり上げていく

計画です。 

本市では、第 3 次地域福祉計画（平成 29 年度～平成 33 年度）を策定し、地域に暮らす人た

ちが、互いに助け合い・支え合う、誰もが住み続けたいまちづくりを目指しています。 
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3. 計画の基本理念 

 

 

 

 

本市においては、「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の 2つの理念を第Ⅱ

期障害者プランの基本理念として、「全ての人が協働し、支えあう地域社会の構築」を目指し、

障害者施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

一方、これまでの相談支援や生活支援、平成 28年度に実施したアンケート調査等から、障

害のある人を取り巻く環境は厳しいことが改めて認識される結果となっています。 

しかしながら、「障害者基本法」の改正や「障害者差別解消法」などの国内法令の整備・充

実、「障害者の権利に関する条約」の批准など、自立から、人格と個性を尊重し共生する社会

の実現へと、障害のある人を取り巻く状況は大きく変わろうとしています。 

この計画では、これらを踏まえ、障害のある人もない人も、地域の中で同じように生活を

営める社会を目指す「ノーマライゼーション」と、自立と社会参加の促進を目指す「リハビ

リテーション」の理念を前プランから継承するとともに、障害者基本法に規定される「地域

社会における共生等」と「差別の禁止」を原則とした、「障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目指します。 

また、このことは、本市の第 2次長門市総合計画で示された 10年後の将来像である「ひと

が輝き、やさしさがこだまするまち長門」や第 3次長門市地域福祉計画の基本理念である

「みんなが主役、誰もが住み続けたいまちづくり」が目指す方向と同じものです。 

 

  

障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
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4. 計画の基本的視点 

「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現」に向けて、以下の 5点を本計画の基本的な視点とします。 

 

（1）障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害のある人の主体的な選択や決定を尊重し、障害者が基本的人権を有する社会の一員と

して、日常生活においてそれぞれの能力を発揮し、自立できる機会の確保に努めます。 

また、障害のある人本人の自己決定を尊重する観点から、障害者の適切な意思決定・意思

表明のため、意思決定の支援と言語（手話を含む）その他の意思疎通手段の選択機会の提供

を促進します。 

 

（2）社会的障壁の除去 

障害のある人の自立と社会参加を阻んでいる物理的な障壁、制度的な障壁、文化・情報に

おける障壁、意識上の障壁などを除いていくこと（バリアフリー）により、障害者が社会活

動を自由にできる平等な社会づくりをめざします。 

障害者基本法の改正では、障害者の定義について、「個人の機能障害に原因があるもの」と

する「医学モデル」から、「障害（機能障害）及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とする「社会モデル」への転換が行われ、加

えて社会的障壁の除去を必要とする障害者に対し、必要かつ合理的な配慮が求められていま

す。障害者が障害を理由として差別を受けたり、障害への配慮がないため暮らしにくさを感

じたりすることがないよう、障害者差別解消法の理念を普及させるとともに、市の事業・事

務の実施にあたっても、障害者及び障害者団体の意見を十分に聴きながら、社会的障壁の除

去の実施について必要かつ合理的な配慮を行います。 

また、社会的障壁の除去を進めるためには、行政はもちろん、社会のすべての構成員が障

害者問題を理解し、主体的に取り組んでいく必要があります。このような全員参加による取

り組みを進めていくためにも、地域住民や企業等に対する啓発・広報の一層の充実に努めま

す。  
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（3）当事者本位の総合的・分野横断的な支援 

障害のある人に対する支援は、乳幼児期から就学期、成人期、高齢期までの障害者のライ

フステージを見通し、継続的かつ総合的に行うことが必要です。 

これまでの障害者に対する支援は、それぞれの障害の特性と時期に応じた各専門機関によ

る支援の充実を図ることに重点が置かれ、多くの場合、関係者間の連携がないまま、とぎれ

とぎれの状態で支援が行われてきました。 

幼児期の療育、就学期の特別支援教育、学校卒業後の就労や社会参加に対する支援など、

それぞれのライフステージで提供される支援が連続性をもったものとなるよう、関係機関の

連携と情報共有の仕組みをつくり、個別支援システムの強化を図ります。 

 

（4）障害特性等に配慮した支援 

障害者施策は、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じた障害者の個別的な支援の必要

性を踏まえて実施します。また、特に、障害のある女性や障害のある子ども、障害のある高

齢者など、複合的に困難な状況に置かれた障害者に対しては、きめ細かい配慮による支援が

求められることに留意します。 

 

（5）総合的かつ計画的な取り組みの推進 

施策の実施にあたっては、国や県との適切な連携や役割分担により、また、医療、子ども・

子育て、教育、福祉等の障害者施策に関係する他の施策や計画等との整合を図り、総合的な

施策展開を図ります。 
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5. 計画の施策体系 

本計画では、「やまぐち障害者いきいきプラン（2018～2023）」との整合性を図るため、以

下の 5つの施策分野ごとに、基本的な推進方向と主な取り組みを定めます。  

（１）相互理解の促進

（２）差別の解消、権利擁護の推進

（３）地域における福祉活動の充実

（１）相談支援体制の整備

（２）生活支援体制の整備

（３）障害児支援の充実

（４）保健・医療提供体制の充実

（１）地域生活移行の推進・
　　　　地域定着に対する支援

（２）福祉のまちづくりの推進

（３）情報提供・意思疎通支援の充実

（４）安全・安心の確保

（１）総合的な就労支援

（２）雇用の場の拡大

（１）障害者スポーツ・
　　　　文化芸術活動の振興

（２）教育支援の充実

基 本 的 な 推 進 方 向施 策 分 野

障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現

基本理念

５ 個性と能力を発揮できる
教育・社会参加

１ 障害への理解を深め、
共に生きる社会の実現

４ 自立と社会参加に向けた
雇用・就労促進

２ 自立生活を支える基盤整備

３ 地域でともに暮らせる、

住みよい生活環境の整備
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6. 計画策定のプロセス 

計画の策定にあたり、次に掲げる方法等により、障害福祉関係者、学識経験者、市民の参

画を求め、幅広い意見の聴取に努めました。 

○障害のある人の現状や障害のある人、その家族などが抱えるニーズや意向などを把握する

ため、平成 28年 9月に「アンケート調査」を行い、プラン策定の基礎資料としました。 

 アンケートの実施状況については、以下のとおりです。 

①障害者手帳所持者（18歳～64歳）及び障害福祉サービス受給者（在宅者）、特定医

療費（指定難病）医療受給者証所持者 

➢ 調査対象者 748 人中 386 人が回答（回答率 51.6％） 

②障害者手帳所持者（18歳未満）及び児童通所サービス受給者 

➢ 調査対象者 83人中24人が回答（回答率 28.9％） 

③障害福祉サービス受給者のうち施設入所者及び療養介護入所者 

➢ 調査対象者 110人中92人が回答（回答率 83.6％） 

アンケート全体 調査対象者941人中502人が回答（回答率53.3％） 

 

○障害者団体やサービス事業所を対象に、平成 29年 8月に「ヒアリング調査」を行い、計画

策定の基礎資料としました。 

○障害福祉関係者、学識経験者、市民の参画を求め、長門市障害者保健福祉推進会議を４回

開催し、幅広い意見の反映に努めました。 

○長門市子ども・子育て支援事業計画との調和を図ることや、他の関係部局、関係機関との

綿密な連携を図る必要があります。このため、長門市障害者自立支援協議会の下部組織で

ある専門部会において、障害のある人のより詳細な実態及びサービス需要の把握、関係機

関の実務者レベルでの意見調整を図りました。 

○市民ニーズを十分に踏まえながら多様な意見を反映させるため、プランに対するパブリッ

クコメントを平成 30年２月に実施しました。  
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第2 章 障害のある人の現状 

1. 人口・世帯の状況 

本市の人口の推移をみると、平成 29年 4月 1日現在の総人口は 35,263人となり、平成 25

年度から平成 29年度にかけて 6.7％の減少となっています。 

年齢別の人口構成でみると、18歳未満の人口は、平成 25年度の 4,709人から平成 29年度

には 4,270 人と 9.3％の減少となっており、総人口に占める構成比も 12.1％と少子化傾向に

あります。 

18 歳～64 歳の人口では 19,613 人から 16,761 人へと大幅に減少し、構成比でも 51.9％か

ら 47.5％と 4.4ポイントの低下となっています。 

一方で、65 歳以上の高齢者人口は 13,481 人から 14,232 人と 5.6％増加し、構成比でも

40.4％になるなど、県と比較しても高齢化の進行が顕著になっています。 

 

■人口構成と高齢化率                                単位：人、世帯 

  平成 25 年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 増減率（％） 

総人口 37,803 37,138 36,514 35,910 35,263 △ 6.7 

18 歳未満 4,709 4,637 4,505 4,403 4,270 △ 9.3 

18 歳～64 歳 19,613 18,857 18,089 17,368 16,761 △ 14.5 

65 歳以上 13,481 13,644 13,920 14,139 14,232 5.6 

世帯数 16,393 16,287 15,934 15,881 16,124 △ 1.6 

市高齢化率（％） 35.6 36.7 38.1 39.4 40.4 
 

県高齢化率（％） 30.2 31.3 32.0 32.8 33.5 
 

市障害者数 2,782 2,708 2,535 2,492 2,504 △ 10.0 

市障害者の割合 7.4 7.3 6.9 6.9 7.1 
 

   4月 1日現在住基人口    県高齢化率は山口県推計人口（10月 1日）による 
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障害のある人の現状では、障害者手帳所持者数は平成 26年度以降は減少傾向にありますが、

総人口に対する障害のある人の割合にはあまり変化はありません。 

また、障害のある人の高齢化とともに、その家族介護者の高齢化が進む中で、障害のある

人が生涯にわたり地域において安心して自立した生活を送ることができるよう、地域ぐるみ

での支援の仕組みが一層必要となります。 

 

■人口構成と人口に対する障害者の割合 

  

4,709 4,637 4,505 4,403 4,270

19,613 18,857 18,089 17,368 16,761

13,481 13,644 13,920 14,139 14,232
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18歳未満 18～64歳 65歳以上 障害者の割合
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2. 障害者（児）の状況 

（1）障害者手帳の交付状況 

平成 29年 4月 1日現在、本市の障害者手帳所持者数は 2,504人となっており、平成 25年

度から平成 29年度にかけて 10.0％の減少となっています。 

障害者手帳別では、身体障害者手帳所持者数は 13.5％減少しているものの、療育手帳所持

者数は 4.0％、精神障害者保健福祉手帳所持者は 1.0％の増加となっています。 

 

■障害者手帳所持者数（障害種別）                           単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

身体 2,170 2,095 1,929 1,906 1,877 △ 13.5 

知的 299 313 308 305 311 4.0 

精神 313 300 298 281 316 1.0 

合計 2,782 2,708 2,535 2,492 2,504 △ 10.0 

※療育手帳は知的障害者に交付される障害者手帳のことです。 4 月 1 日現在 
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（2）身体障害者手帳の交付状況 

平成 29 年 4 月 1 日現在、本市の身体障害者手帳所持者数は 1,877 人となっており、平成

25年度から平成 29年度にかけて 13.5％の減少となっています。 

年齢別では、65歳未満は大幅に減少しているものの、65歳以上では減少幅が小さくなって

おり、高齢になるほど身体障害者の割合が高くなっています。 

障害の等級別では、最重度である 1 級が最も多く、次いで 4 級となっており、年によるば

らつきはありますが、いずれの等級も平成 25年度から平成 29年度にかけて減少しています。 

 

■身体障害者手帳所持者の年齢階層別                                     単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

18 歳未満 31 26 17 18 17 △ 45.2 

18～64 歳 476 463 400 385 383 △ 19.5 

65 歳以上 1,663 1,606 1,512 1,503 1,477 △ 11.2 

合計 2,170 2,095 1,929 1,906 1,877 △ 13.5 

4 月 1 日現在  

 
 

31 26 17 18 17 

476 463 400 385 383 

1,663 1,606 
1,512 1,503 1,477 

2,170 
2,095 

1,929 1,906 1,877 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(人)
18歳未満 18～64歳 65歳以上



15 
 

■身体障害者手帳所持者の等級別構成                           単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

１級 668 633 592 580 583 △ 12.7 

２級 287 277 256 249 240 △ 16.4 

３級 416 422 376 378 369 △ 11.3 

４級 572 561 518 507 505 △ 11.7 

５級 106 97 87 88 87 △ 17.9 

６級 121 105 100 104 93 △ 23.1 

合計 2,170 2,095 1,929 1,906 1,877 △ 13.5 

 4 月 1 日現在 
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■身体障害者手帳所持者の障害種別構成                                単位：人 

 平成 25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

視覚障害 170 165 152 143 144 △ 15.3 

聴覚・平衡機能 191 172 148 148 143 △ 25.1 

音声・言語・咀嚼 24 23 21 22 23 △ 4.2 

肢体不自由 1,137 1,117 1,035 1,004 985 △ 13.4 

内部障害 647 617 572 587 580 △ 10.4 

その他 1 1 1 2 2 100.0 

合計 2,170 2,095 1,929 1,906 1,877 △ 13.5 

4 月 1 日現在 

 

■身体障害者手帳の部位別、手帳等級別の分布                             単位：人 

                                                  平成 29年 4月 1日現在 

  

1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計

視覚障害 60 36 16 9 14 9 144

聴覚障害 11 25 28 27 0 48 139

平衡機能 0 0 3 0 1 0 4

音声・言語・咀嚼 0 0 14 9 0 0 23

肢体（上肢） 98 115 58 39 18 16 344

肢体（下肢） 16 36 155 286 44 20 557

肢体（体幹） 24 19 11 0 10 0 64

運動機能 12 4 1 3 0 0 20

心臓機能 254 2 49 56 0 0 361

腎臓機能 98 1 14 3 0 0 116

呼吸器機能 6 1 15 4 0 0 26

膀胱、直腸機能 1 0 5 69 0 0 75

肝臓機能 2 0 0 0 0 0 2

その他 1 1 0 0 0 0 2

合計 583 240 369 505 87 93 1,877
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（3）療育手帳の交付状況 

平成 29年 4月 1日現在、本市の療育手帳所持者数は 311人となっており、平成 25年度か

ら平成 29年度にかけて 4.0％の増加となっています。  

年齢別では、18～64 歳は減少しているものの、18 歳未満と 65 歳以上が増加しており、特

に 65歳以上については 56.8％の増加となっています。 

障害程度別では、Ａ判定は 8.1％の減少、Ｂ判定では 15.9％の増加となっています。  

 

■療育手帳所持者の年齢階層別                                           単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

18 歳未満 35 26 31 37 37 5.7 

18～64 歳 227 233 220 216 216 △ 4.8 

65 歳以上 37 54 57 52 58 56.8 

合計 299 313 308 305 311 4.0 

                                           4 月 1 日現在 
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■療育手帳所持者の障害程度別構成                                    単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

A 148 153 135 130 136 △ 8.1 

B 151 160 173 175 175 15.9 

合計 299 313 308 305 311 4.0 

                                                4 月 1 日現在 
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療育手帳とは、知的障害者に交付される障害者手帳で、知的障害のある人が一貫した療育・援

護を受けられるよう、さまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。 

療育手帳は都道府県・政令指定都市によって交付されるもので、各自治体の独自制度のため、

自治体によって判定区分の呼び名や、判定基準に若干の違いがあります。 

療育手帳を取得する時には、障害の程度を決めるために、必ず検査を受ける必要があります。 

山口県では、最重度、重度、中度＋身障 1～3 級をＡ判定、中度、軽度をＢ判定としています。 
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（4）精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

平成 29年 4月 1日現在、本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は 316人となっており、

平成 25年度から平成 29年度にかけて 1.0％の増加となっています。  

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢階層別                                単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

18 歳未満 1 4 5 4 5 400.0 

18～64 歳 231 214 201 175 206 △ 10.8 

65 歳以上 81 82 92 102 105 29.6 

合計 313 300 298 281 316 1.0 

                                                 4 月 1 日現在 
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■精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別構成                               単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

１級 126 113 109 96 93 △ 26.2 

２級 160 159 159 145 171 6.9 

３級 27 28 30 40 52 92.6 

合計 313 300 298 281 316 1.0 

                                                       4 月 1 日現在 
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「精神障害者保健福祉手帳」とは、精神障害者の社会復帰の促進、自立および社会参加の促進

を図るために創設された制度です。 

手帳を所持することによって、税制上の優遇措置、公共施設利用料の減免、生活保護の障害者

加算などさまざまなサービスを受けることができます。 

等級は障害の程度により 1 級から 3 級まであります。手帳の有効期限は 2 年間で更新すること

ができます。 
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（5）発達障害の状況 

発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤ/ＨＤ）、その他これに類する脳機能の障害

であってその症状が通常低年齢において発現するもの」としています。 

発達障害者(児)数については、統計的な資料がないため正確な把握はできていない状況で

すが、文部科学省が平成 24年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特

別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」において、学習面又は行動面で著しい

困難を示すとされた児童生徒の割合は推定値 6.5％とされています。 

本市においては、平成 29年度に障害児通所支援を利用している 69人のうち 23人に発達障

害（疑いを含む。）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（政府広報オンラインより） 
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3. 難病患者の状況 

平成 29年 4月 1日現在、指定難病にかかる特定医療費(指定難病)医療受給者数は 322人で

あり、平成 25度から平成 29年度にかけて 8.4％の増加となっています。 

特定医療費(指定難病)の対象疾患は、平成 27年 1月に 56疾患から 110疾患に拡大して選

定され、更に平成 27年 7月には 306疾患、平成 29年 4月には 330疾患に拡大されました。 

なお、障害福祉サービス等の対象となる疾患については、特定医療費(指定難病)より対象

範囲が広くなっており、平成 27年 1 月に 130疾患から 151 疾患へと拡大、更に平成 27年 7

月には 332疾患、平成 29年 4月には 358疾患まで拡大されています。 

 

 

■特定医療費(指定難病)医療受給者数                         単位：人 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 増減率（％） 

受給者数 297 312 302 312 322 8.4 

※平成 26 年度までは、特定疾患医療費受給者数 

 

 

 

 

 

  

「難病」とは、医学的に明確に定義された病気の名称ではなく、原因不明、治療方法未確立で

あり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病です。 

「指定難病」とは、難病の中で客観的な判断基準が有り、患者数が国の人口の 0.1％に達していな

い疾病のことで、指定難病対象者には、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの効率的

な収集と治療研究に加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経

済的な負担軽減のための医療費助成制度があります。 
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4. 障害のある人の医療の状況 

（1）自立支援医療の状況 

自立支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担

額を軽減する公費負担医療制度で、障害の種別や年齢に応じて、更生医療・育成医療・精神

通院医療があります。 

 

■自立支援医療受給者数                                     単位：人 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

更生医療 

（透析） 
101 93 104 119 

更生医療 

（肢体） 
9 10 7 6 

更生医療 

（心臓） 
11 21 12 24 

更生医療 

(その他) 
3 3 4 2 

育成医療 8 11 10 8 

精神通院 434 430 412 450 

合計 566 568 549 609 

精神通院は年度末現在。更生医療、育成医療（Ｈ25 から権限移譲）は年間申請数 

 

 

  自立支援医療の各制度について 

●更生医療 

身体障害のある人が、身体上の障害を軽減・除去し、日常生活を容易にするため、医療が必要な

ときに費用が助成されます。  

●育成医療 

障害のある子どもが、身体上の障害を軽減・除去し、日常生活を容易にするため、医療が必要な

ときに費用が助成されます。  

●精神通院医療 

精神障害のある人の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及させるため、医療が必要なときに費

用が助成されます。 
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（2）重度障害者福祉医療の状況 

重度障害者福祉医療とは、重度障害者の方の医療について、医療費の自己負担額を軽減す

る公費負担医療制度です。1ヶ月の平均利用人数は減少傾向にあります。 

 

■重度障害者医療受給者数と医療費                             単位：人、円 

 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

月平均人数 1,466 1,424 1,378 1,334 

月平均一人当たりの 

医療費 
14,313 15,101 15,538 14,908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祥苑 リラクゼーションマッサージ 
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5. 障害のある子どもの状況 

（1）就学前の状況 

平成 28年度末現在、市内の公立・私立保育園 9ケ所のうち 6ケ所で障害児保育を実施して

います。 

 

■保育園在籍児童数・在籍障害児数                           単位：人 

 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

在籍児童数 706 708 674 582 

在籍障害児数 14 33 15 10 

５月１日現在 

 

（2）特別支援学級・総合支援学校・ことばの教室の状況 

在籍児童・生徒の状況では、小・中学校とも情緒が多く、次いで知的となっています。 

18 歳未満の人口は減少傾向にありますが、特別支援学級の在籍児童数は、平成 25 年度か

ら平成 29年度にかけて 22.5％増加しています。 

また、ことばの教室に通級している児童も年々増加しています。 

 

■特別支援学級在籍児童・生徒数                        単位：人 

 
５月１日現在 

  

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

知的 15 9 11 10 14 12 16 11 15 10

情緒 32 10 40 10 37 13 40 16 43 17

難聴・言語 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0

肢体 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0

病弱 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

小計 50 21 54 22 53 26 57 29 59 28

合計

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成29年度

87

平成28年度

71 76 79 86
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■長門市内の萩総合支援学校在学児童・生徒数                 単位：人 

 
５月１日現在 

 

 

■「ことばの教室」に通級している児童・生徒数                       単位：人 

 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

小学校 34 36 35 47 51 

中学校 ― 5 15 17 10 

５月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

小 中 高 小 中 高 小 中 高

9 10 8 10 20 24 7 10 24

計

年度

小 中 高 小 中 高 小 中 高

7 9 17 8 7 17 8 8 20

計 33 32 36

平成27年度 平成28年度 平成29年度

小中高別

平成25年度 平成26年度

小中高別

27 54 41

平成24年度

ことばの教室（通級指導教室）について 

通常の学級に在籍する、比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、障害の状態に応じて特別な

指導を行うための教室です。  

放課後等デイサービスきらり 
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6. 障害のある人の就労に関する状況 

（1）求職・就職の状況 

公共職業安定所における長門管内の登録状況をみると、全体の求職者数は、年度によって

増減があるものの、障害種別にみると精神障害者の求職者数は増加しています。 

平成 29 年 6 月 1 日現在の民間企業の実雇用率は、全国の実雇用率 1.97％に対して、山口

県は 2.56％、萩・長門管内は 2.42％となっています。 

 

■障害者の公共職業安定所登録状況〔障害種別〕                単位：人 

                                           身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他 合計 

平成 24 年度  

有効求職者 26 12 15 2 55 

就業中の者 48 35 13 2 98 

保留中 9 1 1 0 11 

計 83 48 29 4 164 

平成 25 年度  

有効求職者 28 18 19 3 68 

就業中の者 41 27 12 2 82 

保留中 3 1 4 0 8 

計 72 46 35 5 158 

平成 26 年度  

有効求職者 20 14 18 0 52 

就業中の者 45 27 17 4 93 

保留中 5 5 6 1 17 

計 70 46 41 5 162 

平成 27 年度  

有効求職者 25 14 23 3 65 

就業中の者 46 30 22 1 99 

保留中 9 5 8 1 23 

計 80 49 53 5 187 

平成 28 年度  

有効求職者 19 12 12 2 45 

就業中の者 51 33 27 3 114 

保留中 11 6 17 1 35 

計 81 51 56 6 194 

※有効求職者…登録者の内現在仕事を探している方。就業中の者…実際に働いている方。保留中…登録中だが職探しを中断して

いる方であり、登録すると本人から削除依頼がない限り 65 歳まで登録される。 
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■障害者雇用率                              単位：箇所、人 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

企業数 44 45 45 43 

萩・長門管内 

雇用障害者数 
124.5 134.0 129.0 135.5 

萩・長門管内 

実雇用率（％） 
2.18 2.33 2.24 2.42 

県実雇用率（％） 2.46 2.51 2.47 2.56 

国実雇用率（％） 1.82 1.88 1.92 1.97 

           各年 6 月 1 日現在 

※萩・長門管内雇用障害者数は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の合計者数。フルタイムの場合は 1 人、パート等（週

20Ｈ～30Ｈ）は 0.5 人、重度障害者（身体障害者手帳 1 級～2 級所持者）でフルタイムの場合は 2 人、重度障害者でパート等

（週 20Ｈ～30Ｈ）は 1 人でカウントされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農福連携のようす 

友愛センター 

就労継続支援施設 キュアポート 
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7. アンケート調査結果に見る障害者の状況 

（1）相談に関するアンケート 

 
 

 

 

 
  

18% 

0% 

0% 

6% 

6% 

0% 

1% 

0% 

1% 

0% 

8% 

10% 

12% 

15% 

23% 

0% 

0% 

0% 

0% 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

4% 

6% 

8% 

13% 

16% 

41% 

学校の先生 

民生委員・児童委員 

県の職員 

あしすとパートナー 

障害者団体や親の会等 

市の職員 

その他 

会社の人 

身体障害者相談員・知的障害者相談員 

相談する人はいない 

障害者相談支援事業所 

福祉施設や事業者の職員 

医師 

友人・知人 

家族・親戚 

障害者 障害児 

問 普段の生活の困りごとなどについてお伺いします。悩みや困ったことを相談するのは誰

ですか。（回答は３つ以内） 
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（2）生活に関するアンケート 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

38% 

24% 

14% 

14% 

10% 

0% 

32% 

9% 

18% 

14% 

14% 

14% 

5% 

16% 

18% 

14% 

9% 

23% 

23% 

21% 

1% 

4% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

7% 

8% 

9% 

9% 

10% 

12% 

16% 

放課後等デイサービス 
医療型児童発達支援 
福祉型児童入所支援 
医療型児童入所支援 

保育所等訪問 
児童発達支援 

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 
重度障害者等包括支援 

生活介護 
居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 
共同生活援助（グループホーム） 

同行援護 

自立訓練（機能訓練、生活訓練） 
行動援護 

施設入所支援 
療養介護 

短期入所（ショートステイ） 
就労移行支援 

相談支援 

障害者 障害児 

107人 

100人 

71人 

63人 

62人 

45人 

44人 

33人 

33人 

31人 

27人 

21人 

12人 

11人 

11人 

8人 

親亡き後のこと 

収入が少ない 

特にない 

気軽に相談するところがない 

医療費が多くかかる 

周りの人の理解が少ない 

働く場がない 

外出しにくい 

休日の過ごし方 

本人・家族の結婚について 

身近に医療機関がない 

住宅で使いにくいところがある 

その他 

介助してくれる人がいない 

サービスの利用料の負担が大きい 

訓練を受けられない 

問 障害福祉サービスについてお伺いします。現在利用していないが、今後利用したいサ

ービスはどのようなサービスですか。（複数選択可）※下 6項目は児対象サービス 

問 普段の生活の困りごとなどについて障害者の方にお伺いします。現在の生活で困って

いること、不安に思っていることは何ですか。（複数選択可） 
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（3）医療に関するアンケート 

 

0% 

11% 

15% 

15% 

11% 

9% 

17% 

11% 

12% 

2% 

7% 

8% 

11% 

11% 

12% 

13% 

14% 

23% 

その他 

コミュニケーション支援 

生活訓練等の充実 

地域住民等の理解 

障害者に適した住居の確保 

在宅医療ケア 

相談対応等の充実 

適切な在宅サービス 

経済的な負担の軽減 

障害者 障害児 

15人 

13人 

12人 

10人 

7人 

1人 

生涯一貫したサービス 

各機関の連携 

保護者へのフォロー 

障害を診断できる機関 

近隣に障害を診断できる機関 

その他 

問 障害への理解・障害者の権利擁護についてお伺いします。地域で安心して生活するに

は、どのような支援があれば良いと思いますか。（複数選択可） 

問 診断・療育について障害児の方にお伺いします。診断を受ける際に望むことは何です

か。（複数選択可） 
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（4）療育に関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

  

満足 

31% 

だいたい

満足63% 

やや不満

あり 

6% 

不満あり 

0% 

（なし） 

12人 

12人 

10人 

8人 

0人 

近隣の療育機関の増加 

生涯の一貫したサービス 

各機関の連携 

保護者へのフォロー 

その他 

問 診断・療育について障害児の方にお伺いします。現在受けている療育に満足していま

すか。（回答は１つ） 

問 診断・療育について障害児の方にお伺いします。療育を受ける際に望むことは何です

か。（複数選択可） 

放課後等デイサービスきらり ホースセラピー 
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（5）就労に関するアンケート 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

13人 

4人 

3人 

3人 

3人 

1人 

0人 

一般就労 

不明 

福祉的就労 

生活介護等の通所施設 

在宅 

入所施設 

その他 

0% 

11% 

9% 

4% 

9% 

13% 

12% 

12% 

12% 

0% 

18% 

1% 

5% 

6% 

7% 

8% 

8% 

8% 

11% 

11% 

17% 

18% 

その他 

企業ニーズに合った就労訓練 

職場での介助や援助等 

在宅勤務の拡充 

勤務場所のバリアフリー等の配慮 

就労後のフォローとして職場と支援機関の連携 

仕事についての職場外での相談対応、支援 

通勤手段の確保 

短時間勤務や勤務日数等の配慮 

職場の上司や同僚の障害への理解 

職場の障害者理解 

障害者 障害児 

問 就労支援について障害児の方にお伺いします。将来の進路について希望をお聞かせく

ださい。（回答は１つ） 

問 就労支援についてお伺いします。障害者の就労支援として、どのようなことが必要だ

と思いますか。（複数選択可） 
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22人 

16人 

14人 

59人 

23人 

60人 

130人 

129人 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

難病等 

知的障害 

精神障害 

身体障害 

就労 未就労 

188人 

144人 

76人 

45人 

48人 

46人 

27人 

18人 

11人 

7人 

7人 

7人 

6人 

6人 

6人 

特に不安や不満はない 

収入が少ない 

職場の人間関係が難しい 

仕事がきつい 

自分にあった内容の仕事がない 

職場での身分が不安定 

昇給や昇進が平等ではない 

通勤が大変 

仕事が難しい 

障害者用の設備が整ってない 

その他 

問 就労支援について障害者の方へお伺いします。就労（会社や就労Ａ型）している人で、

仕事に不安や不満はありますか。（複数選択可） 

問 障害者の方に日中の過ごし方についてお伺いします。あなたは就労（会社や就労 A型）

していますか。 
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仕事をし

たい 

35% 

仕事はし

たくない 

8% 

仕事はで

きない 

34% 

わからな

い 

23% 

 

 

 

 

  

 

 

  

「仕事をしたい」と回答した人の障害種別割合 

 

問 障害者の方に就労支援についてお伺いします。現在就労していない人で、今後会社等

で仕事をしたいと思いますか。（回答は１つ） 

ハピネスさざんか シール貼付作業 

障害者支援センターゆうゆう 苗の植え付け作業 
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（6）社会参加に関するアンケート 

 

  

（障害者） 

 

 

 

 

 

 

 

（障害児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11人 

9人 

8人 

6人 

3人 

3人 

0人 

0人 

自治会活動・祭りなどの地域の行事 

趣味やスポーツなどのサークル活動 

障害者団体の集会・活動 

文化・スポーツ事業 

セミナー・講演会等の学習活動 

参加したいと思わない 

福祉・ボランティア活動 

その他 

166人 

121人 

66人 

58人 

55人 

11人 

参加しやすい機会の拡充 

障害者自身が積極性を持つ 

交通機関や道路の整備 

使いやすい施設の整備 

参加を補助するボランティアの育成 

その他 

107人 

104人 

64人 

58人 

31人 

29人 

21人 

20人 

19人 

友人や仲間との交流 

趣味・教養などの文化・芸術活動 

なし 

スポーツ・レクリェーション活動 

インターネット等活用した交流活動 

障害者団体での活動 

ボランティア活動 

その他 

地区や自治会等の地域の活動 

問 社会参加・地域活動についてお伺いします。今後どのような行事や活動に参加したい

と思いますか。（複数選択可） 

問 社会参加・地域活動について障害者の方へお伺いします。地域や社会に積極的に参加

できるために、特に大切なことは何ですか。（主なもの２つ） 
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9% 

11% 

9% 

0% 

14% 

3% 

17% 

14% 

3% 

3% 

17% 

2% 

3% 

6% 

7% 

8% 

8% 

10% 

11% 

12% 

13% 

20% 

介助者の確保 

その他 

切符の買い方や乗り換え方法 

列車やバスの乗降 

困った時の不安 

外出にお金がかかる 

外出先の建物や設備環境 

周囲の視線 

道路や駅の階段や段差 

発作などの身体状況 

公共交通機関の少なさ 

障害者 障害児 

問 社会参加についてお伺いします。外出するときに困ることは何ですか。（複数選択可） 

友愛センター 第 15 回萩・卓球バレー交流会 
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（7）障害への理解・権利擁護等に関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18% 

5% 

13% 

64% 

25% 

0% 

50% 

25% 

15% 

9% 

24% 

52% 

わからない 

いつも感じる 

たまに感じる 

感じない 

障害者 障害児 施設入所者 

4% 

54% 

34% 

8% 

10% 

45% 

36% 

9% 

全く進んでいない 

あまり進んでいない 

まあ進んできている 

進んできている 

障害者 障害児 

問 障害者への理解についてお伺いします。障害や障害のある人に対する市民の理解は進

んでいると思いますか。（回答は１つ） 

問 障害者の権利擁護についてお伺いします。障害があることで差別や虐待を受けている

と感じることがありますか。（回答は１つ） 
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77% 

6% 

17% 

29% 

38% 

33% 

41% 

34% 

25% 

名前も内容も知らない 

名前は聞いたことがあるが、 

内容は知らない 

名前も内容も知っている 

障害者 障害児 施設入所者 

問 障害者の権利擁護についてお伺いします。成年後見制度についてご存知ですか。 

（回答は１つ） 

「国際障害者デー」と「障害者週間」 

12 月 3 日は国際連合の国際デーの一つである「国際障害者デー」です。また、わが国では毎年

12 月 3 日から 12 月 9 日までを「障害者週間」と定めています。 

12 月 3 日は、1982 年（昭和 57 年）に国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択さ

れた日で、これを記念して 1992 年（平成 4 年）の第 47 回国連総会において、この日を「国際

障害者デー」とすることが宣言されました。一方、12 月 9 日は、1975 年（昭和 50 年）の国

連総会において「障害者の権利宣言」が採択された日です。わが国では 1981 年（昭和 56 年）

に当時の国際障害者年推進本部が、国際障害者年を記念してこの日を「障害者の日」とすることに

決定しました。その後、1993 年（平成 5 年）11 月に心身障害者対策基本法が障害者基本法に

改められた際に、12 月 9 日を「障害者の日」とすることが法律にも規定されました。 

「障害者週間」は、2004 年（平成 16 年）6 月の障害者基本法の改正により、従来の「障害者

の日」に代わるものとして、「国際障害者デー」の 12 月 3 日から「障害者の日」である 12 月 9

日までの 1 週間について設定されました。国民の間に広く障害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います。 
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（8）災害時の避難等に関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 

5% 

6% 

3% 

15% 

14% 

6% 

14% 

8% 

9% 

20% 

1% 

2% 

3% 

5% 

10% 

10% 

11% 

13% 

13% 

14% 

16% 

その他 

手話などのコミュニケーション手段の確保 

避難場所での介護 

特にない 

避難場所までの避難支援 

障害の特性にあった避難場所の確保 

必要な医療や介護用品の確保 

避難場所のお知らせ 

避難場所の設備の整備 

災害情報のお知らせ 

避難時の声掛け 

障害者 障害児 

26% 

60% 

14% 

25% 

62% 

13% 

知ってる 

知らない 

わからない 

障害者 障害児 

問 災害時の避難等についてお伺いします。火事や地震等の災害時に支援してほしいこと

は何ですか。（複数選択可） 

問 災害時の避難誘導支援のため、市の避難行動要支援者名簿への登録があることを知っ

ていますか。（回答は１つ） 
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施策の方向と主な取り組み 

第3 章 

障害者支援施設 あけぼの園 園祭 



41 
 

第3 章 施策の方向と主な取り組み 

１ 障害への理解を深め、共に生きる社会の実現 

 

（１）相互理解の促進 

【現状と課題】 

障害のある人が地域の中で真に豊かで安心した生活を送るためには、社会全体が正しい知

識と理解を持つことが不可欠です。 

国においては法制度の整備が進められ、「障害者の日（12月 9日）」から「障害者週間（12

月 3 日～12 月 9 日）」への拡充が行われ、一歩ずつノーマライゼーションの理念も普及して

きており、本市においてもさまざまな機会を通じ、広報紙やホームページ、ほっちゃテレビ

等の広報媒体を通して市民への普及啓発を進めています。 

しかしながら、障害のある人の地域生活が進む中、社会のさまざまな場面において、まだ

まだ障害のある人が疎外感を感じることもあり、その解消を目指していく必要があります。 

 

【取り組みの方向性】 

障害のある人と共に生きる地域社会を着実に実現していくためには、市民全体が共通の認

識を持って取り組むことが必要であることから、あらゆる機会を通じ、障害に対する理解の

向上を図ります。 

 

主な取り組み 内容 

広報・啓発活動の推進 

○障害や障害のある人への理解を深めるため、広報報、市ホームページ、

ほっちゃテレビ、パンフレット等により、広報・啓発に努めます。 

〇県が推進する「あいサポート運動」の促進を図ります。 

福祉教育の推進 

○社会福祉協議会による学校等への福祉出前講座において、ボランティア

等が出向き、手話・点字・車いすの操作、視覚障害の疑似体験等により

障害への理解を促します。 
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（２）差別の解消、権利擁護の推進 

【現状と課題】 

本市では、障害者差別解消法の施行を受け、同法第 10条第 1項に基づき「長門市における

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、障害者に対する適切な対

応の推進に取り組んでいます。 

また、平成 24 年 10 月の「障害者虐待防止法」の施行に伴い、市では長門市障害者虐待防

止センターを設置し、障害のある人への虐待に関する通報や相談を受けています。今後も、

家庭、障害者福祉施設、職場において虐待を見つけた人には市町村等に通報の義務があるこ

とや、早期発見、早期通報と相談が虐待の深刻化を防ぐことにつながることの周知・啓発を

行い、障害のある人が地域の中で尊厳をもって暮らせる社会の実現を図る必要があります。 

また、判断能力やコミュケーション能力に障害がある知的・精神障害者は、財産管理や生

活上のさまざまな権利侵害を受けることが想定されるため、これらの障害者の権利や財産な

どを守る取り組みが必要です。このような障害者等の財産や権利を守るための制度として、

「成年後見制度」や「地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）」がありますが、これ

らの関連制度についての障害者の認知度はまだまだ低く、利用者も少ない状況にあります。

障害者の場合、親亡き後の地域生活において、権利擁護及び財産管理支援は必要不可欠であ

り、今後、高齢化の進行とともに一人暮らしの障害者等がさらに増加していくことや、障害

者の地域生活への移行が進むことも見据えて、これらの権利擁護にかかわる制度を広く周知

することが必要です。 

 

【取り組みの方向性】 

国や県と連携しながら、障害者への差別解消に関する啓発に努めるとともに、国の基本方

針に基づき、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行い、障害を理由と

する差別の解消を推進します。 

また、将来の生活等に不安を抱いている障害のある人やその家族に対しては、地域福祉権

利擁護事業（日常生活自立支援事業）や成年後見制度の周知に努め、利用援助を行うことに

より、障害のある人が安心して生活できるよう支援していきます。 
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主な取り組み 内容 

地域福祉権利擁護事業（日

常生活自立支援事業）の周

知・啓発 

○社会福祉協議会による精神上の理由により日常生活を営む上で支障が

ある人を対象とした、福祉サービスの情報提供、助言などの相談、日常

的な金銭管理、書類等の預かりなどを行うことで、地域で安心して生活

できるように支援します。 

○制度の周知・啓発を行います。 

成年後見制度の利用支援 

○障害のある人など判断能力が不十分な人の権利を守るために、障害のあ

る人の成年後見制度の利用を支援します。 

○制度の周知・啓発を行います。 

障害者差別解消の 

普及啓発 

○「障害者差別解消法」の施行により、「不当な差別的取り扱い」や「合

理的配慮をしないこと」が差別となることを市ホームページや広報紙を

通じて周知・啓発し、障害者差別の未然防止を図ります。 

障害者虐待防止の啓発と

早期発見・対応の体制強化 

○「障害者虐待防止法」の施行により、虐待を受けたと思われる障害のあ

る人を発見した際の通報が義務化されたことを踏まえ、市民や企業、事

業所等に対して、市ホームページや広報紙を通じて障害のある人への虐

待について周知・啓発し、虐待発生の未然防止を図ります。 

○相談窓口職員や事業所職員に、県が実施する研修等への参加を促進し、

資質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長門福祉作業センター 成年後見制度研修会 
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（３）地域における福祉活動の充実 

【現状と課題】 

障害者が家庭や地域の中で生きがいを持ちながら安心して暮らし続けていくためには、在

宅生活を支援する公的サービスの充実だけでなく、障害者やその家族のことを地域で見守り、

お互いに支え合う社会を築くことが重要です。しかし、少子高齢化の進展や個人の意識やラ

イフスタイルの多様化等により、近年、住民の地域への関心や住民同士のつながりが希薄化

し、地域活動の担い手が固定化、高齢化している現状があります。 

第 3 次長門市地域福祉計画では、障害者等に関する課題について地域住民の認識を深め、

市民全体の福祉意識の高揚を図るとともに、関係機関との連携による地域内の見守り活動（ま

めかいねネットワーク等）の拡充に努めることとしており、今後は国が推進する地域共生社

会の実現に向けて、民生委員・児童委員や自治会の活動をベースに地域住民と行政などが協

働し、公的な支援とあいまって地域や個人の生活課題を解決していくことができるよう、包

括的な支援体制の整備を図る必要があります。 

 

【取り組みの方向性】 

障害のある人が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、まめ

かいねネットワーク等による地域における見守り活動を強化するとともに、地域の住民相互

の助け合いによる地域福祉活動を一層充実させ、地域共生社会の実現を図ります。 

 

主な取り組み 内容 

障害者等の見守り活動の

推進 

○民生委員・児童委員による障害のある人の見守り活動等を推進します。 

○さまざまな組織・団体間の連携による見守りネットワーク強化します。 

地域における包括的な支

援体制整備の方策検討 

○地域共生社会の実現に向けて、地域住民と行政などが協働し、公的な支

援とあいまって地域や個人の生活課題を解決していくことができるよ

う、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制整備の方策を検討します。 

ボランティア活動の促進 

○地域ぐるみで障害のある人の生活を支える上で、様々なボランティアの

養成活動の支援を図る必要があるため、地域の点訳・音訳サークル、要

約筆記サークル等についての適切な情報提供を行うとともに、活動支援

に努めます。 
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２ 自立生活を支える基盤整備 

 

（１）相談支援体制の整備 

【現状と課題】 

障害のある人が地域での生活において、さまざまなサービスや支援を必要とする場合、そ

のサービスへつなげるためのきめ細かい調整やコーディネートなどの相談支援が必要となり

ます。 

また、相談支援は障害のある人が地域で安心して生活を送るための最初の支援であり、そ

の役割は非常に重要です。 

本市では、障害のある人やその家族からの全般的な相談を受ける機関として 2 ヶ所、サー

ビス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所を 5 ヶ所指定しています。また、行政の

相談窓口である福祉課が各保健センター、山口県長門健康福祉センターと連携を図りながら、

相談の内容に応じた支援を行うとともに、支援が必要ではあるが把握できていない人につい

ては、民生委員・児童委員や身体及び知的障害者相談員との連携や情報共有によるニーズ把

握にも努めています。 

しかしながら、発達障害等の目に見えにくい障害については理解が十分に得られていない

のが現状であり、本人の努力不足や保護者の育て方の問題として捉えられることが多く、周

りから見て理解されにくいこと、誤った情報により不適切な対応を受けること、さらには本

人自身やいちばん身近な保護者においても障害への理解が困難なことで、虐待等の二次障害

を起こすなど、地域で生活していく上で様々な困難さを抱えています。 

また、障害のある人の家族の高齢化や障害者虐待、障害者差別の問題、障害の疑いのある

子どもに関する相談、判断能力が十分に発揮できないことなどによる司法に関するトラブル

などが懸念されることから、より一層相談支援体制を強化していくことが重要です。 
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【取り組みの方向性】 

本市では、発達障害者（児）の子育ての経験を有する家族等を対象として、その経験を活

かし、発達障害が疑われる児の保護者等の相談・助言を行う者（あしすとパートナー）の養

成を行い、養成されたあしすとパートナーが発達の気になる子を持つ保護者に対し、心理的

支援である傾聴を主としたピアカウンセリングを平成 26年度から行っています。 

今後もあしすとパートナーの養成を行うとともに、気軽に相談できる場として、障害理解

や障害受容への支援を行い、適切な療育を開始するための専門機関受診へのきっかけをつく

り、早期療育へつなげる支援を行っていきます。 

また、障害に関するさまざまな問題を解決するため、相談支援体制の整備を図り、相談者

へのきめ細やかな支援を実施していきます。 

 

 

主な取り組み 内容 

相談支援体制の充実 

○行政や関係機関との連携により相談機能やマネジメント機能を強化し

ます。 

○相談支援の拠点となる基幹相談支援センターを整備します。 

○地域生活支援コーディネーターを設置します。 

○長門市障害者自立支援協議会での情報共有、関係機関のネットワークを

構築することで質の高い相談支援事業が実施できる体制を整備します。 

○あしすとパートナーを養成し、気軽に相談できる体制を整備します。 

各機関の連携と情報提供

の充実 

○長門市障害者自立支援協議会、関係機関情報共有会議を中心として、各

機関が連携し、相談者への適切な情報提供を行います。 

障害者福祉のしおり、サポ

ートブック等の発行・周知 

○障害のある人が利用できる制度を掲載した障害者福祉のしおりを作成

し、配布します。 

○療育が必要な子どものためのサポートブックを作成し、配布します。 

○県が配布しているサポートファイルやまぐちの周知を図ります。 
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（２）生活支援体制の整備 

【現状と課題】 

障害のある人が円滑に日常生活や社会生活を営むことができるよう、一人ひとりのニーズ

に応じた多様なサービスを提供する必要があります。 

在宅生活に対するサービス（訪問系、日中活動系）は、障害のある人の生活の質を高める

ための機軸となる支援であり、障害の程度や特性を配慮して、その時々に応じた支援を行う

ことが必要です。さらに、介護者の高齢化、親亡き後の生活を見据え、介護者の負担軽減を

図るとともに、障害のある人が自立した地域生活を送るためには、地域における複数の機関

の連携のもとに、機能を分担して担う体制（地域生活支援拠点）の整備を図ることが重要で

す。 

また、入所施設等の居住系サービスは、自宅で生活することが困難な障害のある人にとっ

て重要な資源となっているものの、本市においては、入所者の重度化、高齢化に加え、施設

の老朽化もあり、施設運営における課題も解消する必要があります。 

さらには、障害のある人が安定した生計を立て、自立して暮らしていくために、障害の程

度や家族の状況に応じた経済的支援が必要です。 

 

【取り組みの方向性】 

本市では、国や県の制度に基づいた手当や年金の支給、税の減免に加え、市独自の割引制

度等を実施しています。 

今後も障害のある人やその家族の経済的な負担を軽減するため、各制度の周知に努め、適

切な利用につなげていきます。 

また、在宅及び入所サービス利用者のニーズと施設等の意向を尊重しながら、既存の施設

サービスの適切な実施と、需要に合わせた新規事業者の参入、新たな施設整備を促進します。 
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主な取り組み 内容 

訪問系サービスの実施 

○障害のある人の在宅生活を支える、居宅介護、重度訪問介護等のサービ

ス提供を支援します。 

○同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の提供体制を整備するため、

市内事業所と調整を図ります。 

日中活動系サービスの実

施 

○障害のある人の日中活動を促進する生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援（A 型・B 型）、短期入所、療養介護のサービス提供を支

援します。 

居住系サービスの実施 
○障害のある人の施設等での生活を支える、施設入所支援、グループホー

ムのサービス提供を支援します。 

補装具の交付・修理 

日常生活用具等給付事業

の実施 

○身体障害者の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具

を交付・修理し、日常生活を支援します。 

○重度の障害のある人の生活を円滑にするため、各種日常生活用具を給付

します。 

地域活動支援センター事

業の実施 

○通所により日中における創作活動や生産活動の機会にふれることによ

り、生活の訓練や社会との交流を促進します。また就労移行支援等を利

用できるよう社会適応訓練を行い、生きがいの持てる日常生活が送れる

よう支援します。 

日中一時支援事業の実施 
○障害のある人の日中活動の場を提供し、家族の就労と一時的な休息を図

ります。 

訪問入浴サービス事業の

実施 

○自宅での入浴が困難な人を訪問し、専用の浴槽での入浴サービスを提供

します。 

地域生活支援拠点の整備 

○障害者の地域生活を支援する機能（相談、地域での一人暮らしに向けた

体験の機会・場の提供、緊急一時的な受け入れ・対応）を市内事業所等

と調整し、段階的に整備します。 

生活困窮者自立支援事業 

○平成 27 年 4 月施行の生活困窮者自立支援法に基づき、様々な要因に

より生活に困窮している人の相談に応じ、社会的に自立できるよう包括

的な支援を行います。 

障害児福祉手当の支給 

○精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で特別の介護を常

時必要とする在宅の障害児に手当を支給します。 
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主な取り組み 内容 

特別障害者手当の支給 
○身体または精神の重度の障害が重複するなど、日常生活で特別の介護を

常時必要とする、在宅で 20 歳以上の重度障害者に手当を支給します。 

長門市重度心身障害者福

祉手当の支給 

○心身に重度の障害がある方を在宅で介護されている保護者の負担を軽

減するとともに、障害者福祉の向上に寄与することを目的に福祉手当を

支給します。 

特別児童扶養手当の支給 

○身体または精神に障害のある２０歳未満の障害児を養育している保護

者に手当を支給します。 

児童扶養手当の支給 
○ひとり親家庭（父母が重度の障害がある場合も含む。）で 18 歳に到達

する年度末までの児童を養育している人に手当を支給します。 

障害基礎年金の周知 

○20 歳以上で、国民年金法に定める障害があり、20 歳になる前に怪我

や病気で障害をもった人および国民年金に加入中に怪我や病気で障害

をもった人（ただし、その障害の初診日以前に、加入期間の３分の２以

上の保険料を納めている人）に障害基礎年金が支給されます。 

○制度について、広報活動により周知を図ります。 

各種割引、減免制度の周知 

○障害のある人を対象とする各種割引（鉄道・バス運賃や有料高速道路利

用料、タクシー利用料、NHK・ほっちゃテレビ受信料等）や、減免制

度（所得税・住民税、自動車税等）を実施します。 

山口県心身障害者扶養共

済制度の周知 

○障害のある人や扶養者の経済的援助や生活の安定、扶養者が不在となっ

た際の不安の軽減を図るため、障害のある人を扶養している人が掛け金

を出し合い、万一の場合に障害のある人に年金が支給されます。 

○制度について、広報活動により周知を図ります。 
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（３）障害児支援の充実 

【現状と課題】 

障害児においては、一般的に年齢が低い段階で適切な療育を始めるほどその効果は高くな

り、青年期以降の社会適応力も向上しやすく、その後の障害のある子どもやその保護者の安

心できる暮らしにつながるとされています。 

本市においては、健康診査や訪問指導等により心身の状態を定期的に確認できる機会など

を通じ、障害の早期発見や日常的な健康づくりへの意識向上を図っています。 

しかしながら、障害のある子どもと保護者が地域で安心して暮らすためには、関係機関が

連携し、切れ目のない支援を行っていく体制の構築が必要です。 

 

【取り組みの方向性】 

障害児の一人ひとりがその可能性を伸ばし、持てる力を十分に発揮することができるよう、

特性やニーズに応じたきめ細やかな療育・教育を行うことにより、将来の社会的自立と社会

参加に向けた基盤をつくります。 

本市では、子育てナビ教室において、健診等で発達の気になる子どもを持つ保護者に対す

る、早期療育（受容）の第一段階として、ペアレント・プログラム等を通じて子どもへの関

わり方、考え方への助言を行うとともに、療育の必要度に応じたすみ分けを行いながら、適

切な療育へつなげていけるよう、関係機関との連携を図り支援を行います。 

また、障害に関わる専門的知識を持つ職員を確保・育成するとともに、指導員の資質向上

のため、研究会等への参加を促進します。 

 

 

 

 

  

放課後等デーサービスきらり 
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主な取り組み 内容 

乳幼児健康診査の実施 

○子どもの成長に合わせ、定期的な健康診査を実施し、発達状況の確認を

行います。発達の偏りや遅れがある子どもの保護者に対しては、子ども

の特性を伝え、具体的な関わり方を指導する等、早期の療育へとつなげ

ます。 

妊娠期から子育て期への

切れ目のない支援の実施 

○医療機関と連携して、産前又は産後の心身の不調や育児不安等を抱え育

児支援を必要とする母子等を早期に把握し、子どもを産み育てやすい体

制の整備を図りながら総合的な支援を行います。 

早期発見体制の充実 

○健診後の相談の専門機関である萩児童相談所による療育相談会や長門

健康福祉センターによる発達クリニックの実施、育児相談、家庭訪問な

どでの子育ての相談に応じ、支援が必要な子どもの早期発見・早期療育

を図ります。 

子育て相談体制の充実 

○妊婦健康診査や乳幼児健康診査、家庭訪問、育児相談、療育相談、子育

てナビ教室等を通じて子育ての相談に応じ、支援が必要な子どもの早期

発見・早期療育を図ります。 

児童発達支援事業の 

実施 

○児童発達支援事業所において、日常生活動作の指導、集団生活への適応

訓練等を行い障害のある子どもやその家族を支援します。 

○未就学児の療育の拠点として、保護者や支援者向けの研修会を開催しま

す。 

保育所等訪問支援の 

実施 

○療育が必要と認められた子どもが、保育所等での集団生活に適応できる

よう、療育機関の職員が保育所等を訪問し、専門的な支援を行います。 

放課後等デイサービスの

実施 

○放課後や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に

行うことにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するととも

に、放課後等の居場所づくりを行います。 

人材の育成 

○障害に関わる専門的知識を持つ職員を確保・育成し、保育所や児童発達

支援事業施設における質の高いサービス提供とゆとりある療育環境を

整備します。 

○指導員の資質向上のため、研究会等への参加を促進します。 

発達障害に対する知識の

普及 

○児童発達支援事業施設を利用している子どもの保護者に対して、発達障

害の知識を普及するための学習会を開催します。 

○あしすとパートナーによるピアカウンセリング事業を開催します。 

○親の会や事業所等が開催する研修会への支援を行います。 
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（４）保健・医療提供体制の充実 

【現状と課題】 

障害の発生原因としては、遺伝子や染色体に異常があって早期から障害が生じる場合や、

母胎内の環境や条件によって障害が生じる場合、出産の前後に原因のある場合等の先天性の

ものと、生まれてから、あるいは成人や高齢になってからの疾病や事故等による後天性のも

のがあります。 

先天性の障害の発生を予防するためには、妊娠、出産期の胎児の障害の予防、軽減に向け

た周産期医療と予防に関する指導、支援が必要であり、後天的な障害の発生を予防するため

には、生活習慣病の予防が重要です。 

 

【取り組みの方向性】 

中高年齢層を対象とした健康診査、健康相談、健康教室など各種保健事業を推進し、健康

の増進や維持管理による一次予防についての啓発と対策を講じます。 

また、障害のある人に対する医療サービスを安定して受けることができるよう、自立支援

医療や福祉医療制度の周知により、自己負担の軽減を図ります。 

 

主な取り組み 内容 

自立支援医療の実施 
○自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）受診の際の医療費

を助成、または一部助成を行い、日常生活力の回復を図ります。 

福祉医療制度の実施 ○重度障害者への医療費助成を行います。 

学校保健の充実 

○学校において、児童生徒等の健康の保持増進を図ること、集団教育とし

ての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自己や他者

の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成します。 

健康診査の実施 
○疾病を早期に発見し、保健指導や治療へとつなげるため、年齢に応じた

健康診査・がん検診等の受診を促進します。 
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主な取り組み 内容 

健康教育・健康相談の実施 

○学校や職場、市民講座、イベント等を通じて健康教育を実施し、市民の

心身の健康についての意識向上を図ります。  

○医師や専門家による講演会や相談を実施します。  

○健康に関する相談拠点として、保健センターの活用の促進を図ります。 

心の健康づくりの実施 

○長門健康福祉センターでの精神科医による「こころの相談」等により精

神的な疾患の早期発見を図ります。 

〇自殺対策として、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩ん

でいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守

る）を図ることができるゲートキーパーの養成講座を開催します。 

○学校に「スクールカウンセラー」を配置し、子どもの精神的な悩みにつ

いて対応します。 

地域医療の充実 

○長門市医師会や市外医療機関、保健・福祉サービス提供事業所等と連携

し、障害のある人がかかりつけ医のもと、住みなれた地域で安心して医

療サービスが受けられる体制を整備します。 

母子健康手帳の交付・妊婦

健康相談 

○妊娠の届出により母子健康手帳を交付するとともに、妊婦の不安や悩み

に対して適切な保健指導を行い、安全な出産を支援します。 

妊産婦訪問指導 
○妊産婦に対し訪問指導を実施し、妊娠高血圧症候群の予防や出産・育児

に対する不安などに応じて必要な指導、助言を行います。 

妊婦健康診査 

○妊婦健康診査の公費助成を妊娠期間中に１４回行い、妊娠中の母体の健

康維持と胎児の健やかな発育を促します。 

未熟児養育医療の実施 

○身体の発育が未熟のまま生まれ、入院養育を必要とする乳児に対して、

指定養育医療機関において入院治療を受ける際の医療費を助成し、健や

かな発育を促します。 
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３ 地域でともに暮らせる、住みよい生活環境の整備 

 

（１）地域生活移行の推進・地域定着に対する支援 

【現状と課題】 

平成 18年の障害者自立支援法の施行以来、障害福祉サービス等の提供にあたっての国や県

の基本方針として、｢施設入所・入院から地域生活への移行を推進」することが定められてい

ます。しかしながら、本市においては、いずれの地域移行も進んでいないという現実があり、

障害者本人の地域移行の意欲を高めたり、関係機関に対し地域移行の意識付けを行ったりす

る必要があります。 

また、第 5期障害福祉計画及び第 1期障害児福祉計画に係る国の基本方針では、「精神障害

にも対応した地域包括ケアシステム」の構築や、障害者の重度化・高齢化、「親亡き後」を見

据えた「地域生活支援拠点等の整備」が成果目標とされていることからも、それらに向けた

着実な準備を進める必要があります。 

さらに、障害者の地域定着には、住まいの確保や医療的な支援の充実を図る必要もありま

す。 

 

【取り組みの方向性】 

地域移行が可能と思われる障害者とその関係機関に対し、地域移行を働きかけるとともに、

地域生活支援拠点等の段階的な整備を進めます。 

また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた協議の場を立ち上げま

す。 

さらに、障害者の地域定着を促進するため、障害者に配慮した住まいの確保と医療的な支

援が受けられる環境整備を図ります。 

  



55 
 

主な取り組み 内容 

地域生活への移行の促進 

○自立支援協議会において、障害者の地域移行への意欲を高める対策を検

討し、それを実行に移します。 

○精神障害者の入院から地域生活への移行については、関係機関に対する

地域移行の意識付けを図ります。 

地域移行支援・地域定着支

援の実施 

○障害者支援施設に入所している人、または精神科に長期入院している人

に対して、住居の確保や地域での生活に移行するための相談や支援を行

う地域移行支援を実施します。 

○施設・病院から退所・退院した障害者、家族との同居から一人暮らしに

移行した障害者、地域生活が不安定な障害者に、常時の連絡体制を確保

し、緊急の事態等に相談や支援を行う、地域定着支援を実施します。 

地域生活支援拠点の整備 

（再掲） 

○障害者の地域生活を支援する機能（相談、地域での一人暮らしに向けた

体験の機会・場の提供、緊急一時的な受け入れ・対応）を市内事業所等

と調整し、段階的に整備します。 

精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構

築に向けた協議の場の設

置 

○自立支援協議会精神保健部会を活用し、医療機関等必要なメンバーを加

えた上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた

協議の場を立ち上げます。 

障害者に配慮した住宅の

整備促進 

○市営住宅の建て替えの際には、障害者が安心して入居できるよう、バリ

アフリー化等、障害者に配慮した住宅の整備促進に努めます。 

○障害のある人の住宅環境を改善するため、住宅改修時の助成等により、

住宅のバリアフリー化を促進します。 

○グループホーム等の整備を支援します。 

医療的支援を受けられる

環境の整備 

○在宅において、たん吸引等の医療的支援が受けられる環境整備に努めま

す。 
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（２）福祉のまちづくりの推進 

【現状と課題】 

障害のある人の社会参加を促進するためには、公共施設等のバリアフリー化と、差別や偏

見を解消する心のバリアフリー化の双方を進める必要があります。 

本市では、公共施設について可能な限り、バリアフリー、ユニバーサルデザインへの配慮

に努めています。また、移動面での支援では、福祉タクシー券の給付、乗り合いタクシーの

運行などを行っています。 

しかしながら、アンケート調査結果によると、外出するときに困ることとして、「交通機関

が少ない」「道路や駅に段差や階段が多い」との回答が多いことから、これらの改善を図るこ

とが必要です。 

 

【取り組みの方向性】 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「障害者差別解消法」を踏

まえ、関係機関と連携し、ハード・ソフトの両面から誰もが暮らしやすいまちづくりを進め

ていきます。 

 

主な取り組み 内容 

道路・公共施設のバリアフ

リー化 

○バリアフリーやユニバーサルデザインの視点に基づき、道路や公共施設

の整備・改修を行います。  

「合理的配慮」の提供体制

整備 

○「障害者差別解消法」や国の基本方針等を踏まえ、行政機関や企業、教

育機関等で「合理的配慮」を実践できる体制を整備します。 

移動・交通の 

バリアフリー化の推進 

○乗り合いタクシー運行の継続・拡大を図ります。 

○福祉タクシー券の給付を継続し、障害のある人の社会参加を促進しま

す。 
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（３）情報提供・意思疎通支援の充実 

【現状と課題】 

障害者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、福祉制度や生活に関

するさまざまな情報を必要なときに手に入れることができる情報提供の仕組みや内容の充実

が必要です。 

また、情報提供にあたって、情報の取得やコミュニケーションに制約を有する視覚障害者

や聴覚障害者への配慮が必要であることは言うまでもありません。情報技術等を活用した情

報バリアフリー化の推進やコミュニケーション支援体制の充実を図り、障害者の自立と社会

参加を支援することが重要です。 

 

【取り組みの方向性】 

多様な手段による情報提供の充実を図るとともに、障害の有無に関係なく、誰でも必要と

する情報に簡単にたどり着け、利用できるよう、情報アクセシビリティの向上に努めます。 

また、手話通訳者や要約筆記者など意思疎通支援者の派遣によるコミュニケーション支援

の充実に努めます。 

 

主な取り組み 内容 

多様な手段による情報提

供の充実 

○各種のサービス情報や施設情報、団体情報、イベント情報など、保健、

医療、福祉、教育に関する様々な情報資料については、プライバシーの

保護に配慮しながら、住民の誰もが手軽に入手できるよう、広報紙や市

公式ホームページを活用した情報提供の更なる充実を図ります。 

○情報冊子の定期的な更新・配布を行います。 

聴覚障害者等へのコミュ

ニケーション支援 

○聴覚障害等のある人に対して、手話通訳者、要約筆記奉仕員を派遣し、

行政機関、医療機関、事業所等での意思伝達の援助をします。 

○聴覚障害のある人に対して、補聴器購入費用等の一部助成や、行政の相

談窓口での筆談ボード等の設置を進めます。 

○市役所内に「耳マーク」を表示し、聴覚障害のある人のコミュニケーシ

ョンを支援します。 
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主な取り組み 内容 

声の広報の発行 

○文字による情報入手が困難な障害のある人のために、音声訳により、広

報紙、その他障害のある人が地域生活をするうえで必要度の高い情報な

どを定期的に提供します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

指文字一覧 
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（４）安全・安心の確保 

【現状と課題】 

震災等の災害時に、障害のある人などの支援を必要とする人への対策の重要性が国全体で

大きな課題となっています。特に、大規模災害時における初動活動は、地域での日頃からの

見守りが大切です。 

このため、本市では地域見守り活動「まめかいねネットワーク」事業として市内 14の事業

所と、災害時の福祉避難所として市内 22の社会福祉施設等と協定を結び、支援体制の整備を

行っています。 

また、平成 25年 6月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者の名簿を作成すると

ともに、本人の了解を得て、地域の支援者に情報を提供することや避難所における配慮等が

規定されたことにより、本市では、平成 28年度から要配慮者の把握、登録、自治会等による

個別支援計画の作成等を進めています。 

しかしながら、アンケート調査では、避難行動要支援者名簿への登録があることを知らな

いと答えた人が多いことから、制度の周知を図ることが必要です。 

 

【取り組みの方向性】 

地域見守り活動「まめかいねネットワーク」事業への協力事業者の拡充に努めるとともに、

災害時の避難支援対策を定めた個別支援計画の作成・改定を支援していきます。 

特に、在宅の人工呼吸器装着者をはじめとする医療的ケアが必要な難病患者や障害者につ

いては、災害発生時の入院先の確保やそこまでの搬送方法など、個別具体的な支援計画を策

定するとともに、地域の自主防災組織の中でその情報共有と避難支援ができるよう、体制づ

くりを図ります。 

また、障害の有無にかかわらず、住みなれた地域で安全・安心に生活していくためには、

公的なサービスだけでは対応できない、地域における常日頃からの見守り体制や支え合いの

取り組みを推進していきます。 
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サポートマーク 

主な取り組み 内容 

地域見守り活動「まめかい

ねネットワーク」事業の実

施 

○事業所等と市が協定を結び、協力事業所が業務の中で、高齢者・障害の

ある人の見守りを行い、異変を察知した場合は、行政や消防、警察など

へ通報する支援体制を構築します。 

災害時の福祉避難所の 

設置 

○指定避難所等では避難生活に困難が生じる障害のある人の要配慮者に

対して、専門性の高いサービスを提供できる避難所を設置します。 

災害時の支援体制の確保 

○避難行動要支援者名簿に関する周知を図り、必要な人への登録を促しま

す。 

○避難行動要支援者の個別計画に基づき、支援体制の強化を進めます。 

防災に関する知識の普及 
○広報紙やほっちゃテレビ等で、防災に関する知識の普及、地域での見守

り等による防災意識の醸成と、地域の防災力の強化を図ります。 

 

 

 

 

あいサポート運動とは、誰もが、様々な障害の特性、

障害のある人が困っていること、障害のある人への必要

な配慮などを理解して、障害のある人に対してちょっと

した手助けや配慮などを実践することで、障害のある人

が暮らしやすい社会をみんなでつくっていくことを目的

とした運動です。 

山口県では、出来るだけ多くの人にあいサポート運動

を実践していく「あいサポーター」になっていただき、 

あいサポート運動を広げていくことに取組んでいます。 

「あいサポーター研修」や各種講演会、イベント等でサ 

ポート運動に関する説明等を受ければ、誰でもあいサポ 

ーターになることができ、左のシンボルマークをかたど 

った「あいサポートバッジ」を受け取ります。 

また、内部障害・聴覚障害・発達障害・高次脳機能障 

害のある人、義足や人工関節を使用している人など、「外 

見からは援助を必要としていることが分からない人」が、 

援助を得やすくなるよう、身に着けることで援助を必要 

としていることを示すマークとして「サポートマーク」 

を定め、キーホルダーとして希望者に無料で配布してい 

ます。 

  

あいサポート運動シンボルマーク 

あいサポート運動 
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４ 自立と社会参加に向けた雇用・就労促進 

 

（１）総合的な就労支援 

【現状と課題】 

障害者がその適性と能力に応じた職業に就き、社会経済活動に参加することは、社会にと

っても大変有益なことであり、障害者自身の生きがいにもなります。働く権利はすべての人

に基本的人権として認められており、働くことを望んでいる障害者の誰もがその適性と能力

に応じた就業の機会を保障されなければなりません。 

アンケート調査結果では、現在就労していない人のうち 35％は「仕事をしたい」と回答し

ており（P35参照）、今後も就労移行支援事業を活用し、働く意欲や能力のある障害者がその

能力や適性に応じて、より力を発揮できるよう支援を図っていく必要があります。 

また、障害者は就労先においてさまざまな問題を抱えていることが少なくありません。ア

ンケート結果によると、「収入が少ない」と答えた人が特に多くなっていますが、「職場の人

間関係が難しい」という回答も多く見られます（P34参照）。職場定着のための支援としては、

「山口障害者職業センター」が実施するジョブコーチ（職場適応援助者）支援事業があげら

れますが、それでも職場に定着するということは非常に難しい課題であり、更なる支援の在

り方の検討が必要となります。 

一方、民間企業での雇用が困難な障害者にとって、いわゆる福祉的就労は、訓練を受ける

場、また、働く場として重要な役割を果たしています。現在は就労継続支援Ａ・Ｂ型がその

役割を担うサービスに位置づけられ、一般的就労が困難な障害者に対する就労促進及び社会

参加を進める施策として、重要な役割を担っています。 

しかし、一般就労に比べると福祉的就労による工賃収入は低く、工賃向上が課題となって

います。市では、平成 25年 4月に施行された障害者優先調達推進法に基づき、発注可能な業

務について、できる限り福祉的就労を行っている事業所・作業所へ発注を行っていますが、

今後も継続的な発注に努める必要があります。 
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【取り組みの方向性】 

福祉施設から一般就労につなげてもすぐに福祉的就労に戻ってしまい、一般就労につなが

りにくいという問題もあることから、就労支援事業所との連携を図り、一般就労につなげる

ための段階的な取り組みとして「独り立ちサポート教室」を引き続き開催していきます。 

今後も、引き続き関係機関と連携し、福祉施設から一般就労への移行を促進するとともに、

就労機会の拡充を図ります。 

 

主な取り組み 内容 

長門市障害者自立支援協

議会 就労支援部会の設

置 

○就労継続支援事業所、公共職業安定所、就業・生活支援センター、相談

支援事業所、地域活動支援センター、行政等が連携し、障害のある人の

雇用・就労を促進するための情報共有や課題解決を図ります。 

萩・長門地域関係機関連携

協議会 

○萩総合支援学校を中心に萩・長門圏域の関係機関が連携して、総合支援

学校の卒業後の一般就労を促進する活動を行います。 

障害者就業支援関係機関

連絡会 

○就業・生活支援センターを中心に萩・長門圏域の一般企業・福祉就労サ

ービス事業所、相談支援事業所、医療機関、行政等の関係機関が連携し、

障害のある人の一般就労を支援するため情報交換や講演会等を行いま

す。 

社会適応訓練の実施 

○地域活動支援センターたけのこ村において、集中力、対人能力、仕事に

対する持久力及び環境適応能力等を訓練することで就労移行支援や就

労継続支援 A 型等へつなぎます。 

就労移行支援の実施 

○一般企業での雇用を希望する人が、就労継続支援事業所等から一般就労

へ移行できるよう、知識や能力が向上するための指導を行います。 

○就労に関する相談体制を整備します。 

○更生訓練費を給付し、社会復帰の促進を図ります。 

就労継続支援事業（A 型・

B 型）の実施 

○一般企業での雇用が困難な人の福祉的就労の場を確保するとともに、知

識や能力を向上するための作業所の充実を図ります。 

障害者優先調達の実施 

○「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律」に基づき、障害者就労施設からの物品等の調達方針を作成し、調達

の実績を公表します。 

○障害者就労施設等から優先的に物品等を調達するよう努めます。 
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（２）雇用の場の拡大 

【現状と課題】 

障害のある人もその能力や適性に応じて就労し、経済活動に参加することは、社会的自立

や自信、生きがいのある生活を送る上で重要な価値を持っています。通常の一般就労はもと

より、福祉的就労を含めた広範囲な就労機会を通じて、職域の拡大や多様な就労の場を確保

していくことが必要です。 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占

める身体障害者及び知的障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務付けてお

り、平成 30年度からは精神障害者についても法定雇用率の算定基礎に加えることが決まって

います。それに伴い、法定雇用率についても、民間企業では現行の 2.0％が 2.2％に、国及び

地方公共団体では現行の 2.3％が 2.5％となり、さらに平成 33 年 4 月までにそれぞれ 0.1％

ずつ引き上げられます。 

また、平成 28年 4月には「改正障害者雇用促進法」が施行され、雇用分野における障害を

理由とする差別的取扱いの禁止や、事業主に障害者が職場で働く際の支障を改善するための

措置を義務付けるなど、雇用環境の整備が推進されることになりました。 

萩・長門管内における民間企業の実雇用率は、平成 29 年 6 月 1 日現在で 2.42％となって

おり、国が定めた法定雇用率は上回っているものの、県の 2.56％よりは低い状況であること

から、より一層民間事業所へ理解を求めていくことが必要です。 

障害者の就労を促進するためには、それぞれが個性に合った仕事を選択できるよう、仕事

内容や勤務条件（勤務時間・日数など）の多様化を図るとともに、周囲の人が障害者を理解

する必要があります。仕事内容や勤務条件の多様化については、企業の理解と協力に負うと

ころが大きく、厳しい経済情勢の中で困難が予想されますが、働く意欲と能力のある障害者

が当たり前に働ける社会をつくるためには、社会全体で障害者に適した仕事や労働環境づく

りを工夫しようとする意識を高めていく必要があります。 
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【取り組みの方向性】 

行政機関への障害者雇用に努めるとともに、各種雇用関係機関と連携し、事業主に対する

障害者雇用に関わる各種助成・支援制度等の啓発・広報に努めることで、障害者の雇用促進

を図ります。 

また、民間企業の関係者との懇話会や福祉就労施設の見学を実施するなど、障害者雇用の

理解促進に努めます。 

 

主な取り組み 内容 

事業主等への啓発・広報 

○ハローワークや障害者就業・生活支援センター、雇用関係機関と協力し、

障害者雇用に関わる各種助成・支援制度等の啓発・広報に努めます。 

〇職場でのコミュニケーション等に不安のある障害者の雇用促進のため

に、商工会等を通じ地域の民間企業等に対して障害の正しい理解を深め

るための啓発・広報に努めます。 

行政機関への障害者雇用

の推進 

○法定雇用率の引き上げに対応し、必要に応じて職員採用計画を見直しな

がら、法定雇用率が維持できるよう障害者採用（雇用）の推進に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

就労継続支援施設 キュアポート なすの収穫作業 

友愛センター 箱折り作業 
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５ 個性と能力を発揮できる教育・社会参加 

 

（１）障害者スポーツ・文化芸術活動の振興 

【現状と課題】 

障害者がスポーツや文化芸術活動に参加することは、自立と社会参加を促進するだけでな

く、生きがいのある豊かな生活を送る上で大変重要です。また、障害者の健康増進やリハビ

リテーションにも役立ち、地域社会の人々の障害者に対する理解を得る機会としても重要で

す。 

障害の種別、程度に関わらず、誰もが気軽にスポーツや文化芸術活動に参加できるような

機会の拡大を図り、障害者が参加しやすい環境を整えるとともに、障害者に対して各種活動

に関する啓発・広報活動を行っていく必要があります。 

また、障害者スポーツは、以前のリハビリの一環という考え方から、生活を豊かにするた

めのものへと広がってきており、さらにはパラリンピックに象徴される、競技としての取り

組みへと大きく飛躍してきています。 

しかし、障害者の場合、介助者なしにスポーツに取り組むことは困難な場合があり、さら

に個別の力でそれらを確保することは限界があります。障害者がどのようなスポーツ・文化

芸術活動をし、どのような支援を必要としているかを把握し、障害者のニーズに応じた支援

を行う必要があります。 

 

【取り組みの方向性】 

障害者団体等との連携を図りながら、情報提供の充実とコミュニケーション支援により、

障害者のスポーツ・文化芸術活動への参加機会の拡充を図ります。また、活動に必要な移動

にかかる支援を行い、活動に関わる環境整備を進めていきます。 
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主な取り組み 内容 

スポーツ・レクリエーショ

ン活動への支援 

○障害のある人の体力増強、交流、余暇活動等を目的として障害者等スポ

ーツ大会を開催し、障害のある人が社会参加活動を行うための環境の整

備や必要な支援を行います。 

文化芸術活動への支援 
○障害のある人が作成した絵や手芸等作品の発表機会の提供や展示等の

イベント開催を支援し、社会との交流や文化芸術活動を支援します。 

障害者スポーツの振興 

〇キラリンピック（山口県障害者スポーツ大会）や、障害のある人もない

人も共に障害者スポーツを体験して交流する「あいサポートスポーツフ

ェスティバル」など各種イベントの周知を行い、市民の参加を促進する

とともに、障害者スポーツの振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 17 回キラリンピック 

湯免清風園 きらめき作品展示会 
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（２）教育支援の充実 

【現状と課題】 

ノーマライゼーションの理念からは、障害のある子どもも、障害のない子どもとできる限

り共に教育を受けることが本来の姿です。障害の有無によって分け隔てられることなく、一

人ひとりが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障害のある子どもが、合

理的配慮を含む必要な支援の下、その年齢や能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教

育を可能な限り障害のない子どもと共に受けることのできるインクルーシブ教育システムを

構築しなければなりません。 

インクルーシブ教育システムの構築にあたっては、障害のある児童生徒が合理的配慮を含

む必要な支援を受けながら、障害のない児童生徒と同じ場で共に学ぶことを追求するととも

に、個別の教育的ニーズのある子どもに対しては、自立と社会参加を見据えて、その時点で

の教育的ニーズに最適な指導が提供できるよう、小中学校における通常の学級、通級指導教

室、特別支援学級、特別支援学校という「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図る必要が

あります。 

本市における障害のある児童生徒の教育的処遇に関しては、専門知識を有する者により構

成される教育支援委員会で、子どもの状況に応じた最も望ましい教育環境を提供する努力が

払われています。また、市内の小中学校には、児童生徒の実態に応じて特別支援学級を設置

しています。さらに、特別支援教育補助教員を配置し、児童生徒の学習等を支援しています。 

今後も可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導・支援ができるよう、子どもの成

長記録や支援内容等に関する情報の取扱いに十分留意しながら、必要に応じて関係機関で共

有・活用していくことが大切です。そのためにも本人と保護者を中心にすえ、医療、保健、

福祉、就労支援等との連携の下、一人ひとりの状況やニーズに応じた適切な支援・指導・教

育を行わなければなりません。 

 

  



68 
 

【取り組みの方向性】 

障害のある幼児・児童・生徒が、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を受けることが

できるよう、インクルーシブ教育システムの構築を図るとともに、特別支援教育の質的充実

を推進します。 

 

主な取り組み 内容 

就学及び教育支援体制の

充実 

○障害のある子ども一人ひとりの実態に即した就学となるよう、障害の多

様化に対応できる教育相談体制を整え、本人・保護者に対する十分な情

報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しながら、本人が必要と

する合理的配慮の内容及び適切な学びの場を決定します。 

〇障害のある児童生徒の発達の程度、適応の状況等に応じて、柔軟に「学

びの場」を変更できることについて、関係者への周知を促します。 

個々の特性とライフステ

ージに応じた教育支援の

実践 

○障害のある子ども一人ひとりの状態に応じたきめ細かな指導・支援がで

きるよう、関係機関等との連携を深め、適切な教育的支援が実現するよ

う個別の教育支援計画及び個別の指導計画を立て、その計画の実施、評

価を行います。 

〇個別の教育支援計画や個別の指導計画が確実に引き継がれ、適切な就学

指導及び進路指導がスムーズに行われるよう、定期的に幼稚園、保育所

（園）、福祉課、子育て支援課等の関係部署と連携し、情報の共有を図

るとともに、今後は学校卒業後の自立及び社会参加を目指し、就労支援

機関との連携構築を図ります。 

教育環境の整備の推進 

○障害のある児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズに応じた教材の提供

を検討するとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）の発展等も踏まえつつ、

個々のニーズに応じた支援機器の整備推進を図ります。 

〇障害のある児童生徒の就学機会を拡充し、児童生徒が安全で快適に学校

生活が送れるように、可能な限り学校の施設や設備を個々の状態に配慮

したものとなるよう改善に努め、学校施設のバリアフリー化を推進しま

す。 

教職員の資質の向上と支

援体制の充実 

○特別支援教育の充実のため、特別支援学級の担当者等を対象にした研修

等を一層充実させ、発達障害や障害種別の多様化、質的な複雑化に対応

できる体制の充実を図ります。 

〇全教職員に対して特別支援教育に関する学習会・研修会等への参加を促

進し、教職員の資質能力の向上を目指します。 
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障害福祉サービス等の事業量の見込み 

第4 章 

湯免清風園 料理教室 
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第4 章 障害福祉サービス等の 

事業量の見込み 
 

1. 平成 32 年度の成果目標 

第４期計画では、障害者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった課題に

対応すべく、国・県の基本指針に準じ、平成 29年度までの数値目標を設定しました。本計画

ではこれまでの実績と本市の実状を踏まえ、新たに平成 32年度末までの数値目標を設定する

こととします。新たな数値目標とそれに関する現状値は以下のとおりです。 

 

（１）福祉施設から地域生活への移行促進 

第 4期計画では、平成 29年度末までに、平成 25年度末現在の施設入所者から 2人を地域

生活へ移行することを目標としていましたが、平成 28年度末までの地域生活移行者はおらず、

数値目標は達成できないと見込まれます。 

そこで、本計画においても第 4期計画と同じ数値を設定し、平成 28年度末時点における施

設入所者（98 人）のうち 2 人以上を平成 32 年度末までに地域生活へ移行するとともに、平

成 32年度末時点における福祉施設入所者を、平成 28年度末時点から 2人以上削減すること

を目標とします。 

※１ 地域生活移行者数とは、入所施設の入所者が施設を退所し、生活の拠点をグループホーム、 
一般住宅へ移行した者の数とします。 

※２ 平成 32 年度末までの削減数は、平成 29～32 年度末までの地域生活移行者数から新規利 
用による施設入所者数を差し引いた数となります。  

数値目標１：福祉施設入所者の地域生活への移行  

実 績 
平成 28 年度末現在の施設入所者数 ９８人 

平成 28 年度末までの地域生活移行者数※１      0 人 

見込みと

目標値 

平成 32 年度末の施設入所者数   ９６人 

平成 29～32 年度末までの削減数※２      ２人 

平成 29～32 年度末までの地域生活移行者数※１     ２人 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 

なお、本市においては、精神障害者の地域移行が進んでいないため、関係機関に対し、地

域移行の意識付けを行っていきます。 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

地域生活の継続の支援に関し、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望

する者に対する支援等を進めるため、以下のように地域生活支援拠点の整備を進めます。 
 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

①福祉施設から一般就労への移行 

第 4期計画では、平成 29年度における年間一般就労への移行者数の目標を 9人と設定

していましたが、平成 28 年度の一般就労移行者数は 3 人となっています。本計画では、

国の指針に基づき、平成 32年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数

を平成 28年度実績の 1.3倍以上（4人）にすることを目標とします。 

 

  

平成 31年度 
具体的 
内容 

自立支援協議会精神保健部会を活用し、医療機

関等の必要なメンバーを増やし、協議の場を立ち上

げます。 
協議の場の設置 

1箇所整備 
具体的 
内容 

①基幹相談支援センターの立ち上げ 

②福祉避難所施設との緊急一時的宿泊の協定 

③体験的宿泊の実施 

④地域コーディネーターの設置 

平成 31年度 

平成 31年度 

平成 30年度 

平成 32年度 

数値目標２：福祉施設から一般就労への移行 

実 績 平成 28 年度の年間一般就労移行者数    ３人  

目標値 平成 32 年度の年間一般就労移行者数    ４人  



71 
 

②就労移行支援事業の利用者数及び就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

第 4期計画では、「福祉施設から一般就労への移行」を進めるための手段として、就労

移行支援事業の利用者数を増やしていくことを目標とし、平成 29年度末における就労移

行支援事業利用者数の目標値を 9人（平成 25年度末から 6割以上増加）と設定するとと

もに、全体の５割以上の就労移行支援事業所が就労移行率３割以上を達成することを目

標として定めていました。平成 28年度末現在の就労移行支援事業利用者数は 1人で、就

労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合は 100％となっています。 

本計画では、国の指針に基づき、平成 32年度中に就労移行支援事業等の利用者数が平

成 28年度末実績から 2割以上増加することを目指すとともに、就労移行率 3割以上であ

る就労移行支援事業所数を、平成 32年度末までに全体の５割以上とすることを目標とし

ます。 

 

  

数値目標３：就労移行支援事業の利用者数及び就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

実 績 

平成 28 年度末現在の就労移行支援事業利用者数  １人  

平成 28 年度における市内の就労移行支援事業所数 １事業所  

平成28年度における就労移行率３割以上の就労移行支援

事業所数（市内の就労移行支援事業所：1 事業所） 
 1 事業所  

平成 28 年度における全就労移行支援事業所数に占める 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 
１００％  

目標値 

平成 32 年度末の就労移行支援事業利用者数   ２人  

平成 32 年度における全就労移行支援事業所数に占める 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 
 １００％  

長門福祉作業センター ダム事務所清掃作業 
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③就労定着支援の職場定着率 

平成 30年度から新設される就労定着支援については、各年度における就労定着支援に

よる支援開始から 1年後の職場定着率をそれぞれ以下のとおり設定します。 

 

数値目標４：就労定着支援の職場定着率 

目標値１ 

平成 30 年度の就労定着支援利用者数（①）    １人  

上記のうち１年後の職場定着者数（②）    １人  

上記のうち１年後の職場定着率（②/①） １００％ 

目標値２ 

平成 31 年度の就労定着支援利用者数（①）    ２人  

上記のうち１年後の職場定着者数（②）    ２人  

上記のうち１年後の職場定着率（②/①） １００％  

 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

障害児支援の提供体制の整備について、以下の 4点を重点的に進めていきます。 

 

①児童発達支援センターの設置 

 
 
 
 
 
 

②保育所等訪問支援ができる体制の確保 
 
 

 
 
  
 
 

保育所等訪問支援が可能な事業所は、市内に１箇所ありますが、利用実績は第４期計

画の見込み量を下回っています。今後更にサービスの適切な利用及び受け入れ体制の整

備を図る必要があります。 

  

目標年度 センター数 

平成 31年度 １箇所 

実施機関 事業所数 

自管内事業所 １箇所確保済み 

圏域内事業所 １箇所確保済み 
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③主に重症心身障害児を支援する事業所の確保（児童発達・放課後等デイサービス） 

 
   児童発達支援事業所 
  

 
 
 
 
 

 
   放課後等デイサービス事業所 
 

 
 
 
 
 

 

重症心身障害児を支援できる事業所は、市内にそれぞれ１箇所ありますが、更に重症

心身障害児に対する適切な支援が行える体制の整備を図る必要があります。 

 
 
 ④医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 

 

医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、

医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備

を図っていきます。 

  

実施機関 事業所数 

自管内事業所 １箇所確保済み 

圏域内事業所 １箇所確保済み 

実施機関 事業所数 

自管内事業所 １箇所確保済み 

圏域内事業所 １箇所確保済み 

平成 30年度 
具体的 
内容 

自立支援協議会子ども支援部会を活用し、医療

機関等の必要なメンバーを増やし、協議の場を設置

する。 
協議の場の設置 
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2. 事業量の見込み 

 ■障害者を対象としたサービスの体系 

大分類 小分類 サービスの種類

①居宅介護

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等包括支援

①生活介護

②自立訓練（機能訓練・生活訓練）

③就労移行支援

④就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

⑤就労定着支援

⑥療養介護

⑦短期入所

①自立生活援助

②共同生活援助

③施設入所支援

①地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

②計画相談支援

①理解促進研修・啓発

②自発的活動支援

③相談支援

④成年後見制度利用支援

⑤成年後見制度法人後見支援

⑥意思疎通支援

⑦日常生活用具給付等

⑧手話奉仕員養成研修

⑨移動支援

⑩地域活動支援センター機能強化

①本人活動支援

②更生訓練費給付

③職親委託

④日中一時支援

⑤社会参加支援

⑥訪問入浴サービス

⑦生活訓練・日常生活支援等

①児童発達支援

②放課後等デイサービス

③保育所等訪問支援

④居宅訪問型児童発達支援

⑤医療型児童発達支援

（２）障害児相談支援 ①障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助

児
童
福
祉
法
上

 
の
サ
ー

ビ
ス

（１）障害児通所支援

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス

（１）訪問系サービス

（２）日中活動系サービス

（３）居住系サービス

（４）相談支援

地
域
生
活
支
援
事
業

（１）必須事業

（２）任意事業
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第 4 期計画期間中のサービス利用実績と今後の事業所の事業展開意向等を踏まえ、計画期

間における各種サービス事業量を以下のとおり見込みました。 

 

Ⅰ．障害福祉サービス 

障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者（児）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出来るよう、関係機関との緊密な連携を図りつ

つ提供されるさまざまな福祉サービスです。 

各サービスの内容と実績及び今後の事業量見込みは以下のとおりです。 

（１）訪問系サービス 

① 居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において入浴、排泄、食事の介護や家事など生活全般にわたる支援を行います。 

単位：人／年、時間／年   

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 48 47 46 47 48 49 

利用時間 5,863 4,359 4,278 4,371 4,464 4,557 

※平成 27、28年度は実績、平成 29～32年度は見込みの数値（以下同じ） 

 

② 重度訪問介護 

常に介護を必要とする重度の肢体不自由者または知的障害もしくは精神障害により、行動上著し

い困難を有する障害者に対し、居宅において入浴、排泄、食事の介護や家事、外出中の介護を総

合的に行います。 

単位：人／年、時間／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 0 0 0 1 1 1 

利用時間 0 0 0 720 720 720 
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③ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の外出時において同行し、移動に必要な

情報の提供と、移動の援護、排泄及び食事の介護その他外出する際に必要な援助を行います。 

 
単位：人／年、時間／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 0 1 1 2 2 2 

利用時間 0 107 180 360 360 360 

 

④ 行動援護 

知的障害者又は精神障害者で、行動上著しい困難を有する人が、買い物や通院などで行動する

際の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事の介護その

他行動する際の必要な援助を行います。 

単位：人／年、時間／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 0 0 0 1 1 １ 

利用時間 0 0 0 72 72 72 

 

⑤ 重度障害者等包括支援 

常時介護を必要とし、介護の必要な程度が著しく高い障害者に、居宅介護その他の障害福祉サ

ービスを包括的に提供します。 

単位：人／年、時間／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 0 0 0 0 0 0 

利用時間 0 0 0 0 0 0 
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（２）日中活動系サービス 

 

① 生活介護 

  常に介護を必要とする障害者に対して、日中において、施設で入浴や排泄、食事などの介助を

行うとともに、調理や掃除等の家事や生活等に関する相談及び助言などの日常生活上の支援、創

作的活動や生産的活動の機会を提供します。 

単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 124 126 126 127 128 129 

利用日数 29,443 29,602 29,610 29,845 30,080 30,315 

 

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

  機能訓練は、身体障害者または難病等対象者に対して、地域で生活するうえで、一定期間、身体

機能や生活能力の維持・向上のため、施設や居宅において理学療法や作業療法その他の必要な支援

を行います。生活訓練は、知的障害者または精神障害者に対して、一定期間、入浴や排泄、食事等の

自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言を行います。 

 

■機能訓練                                                      単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 0 0 0 0 0 0 

利用日数 0 0 0 0 0 0 

 

■生活訓練                                                      単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 7 6 7 7 7 7 

利用日数 1,207 1,079 1,260 1,260 1,260 1,260 
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■宿泊型自立訓練                                                  単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 2 2 2 2 2 2 

利用日数 567 338 481 710 710 710 

 

③ 就労移行支援 

一般企業への就労を希望する障害者に、一定期間、生産活動や職場体験等の活動の機会を提

供するなど、就労に必要な知識及び能力向上に必要な訓練、適性に応じた職場の開拓、就職後の

職場への定着のために必要な相談等を行います。 

単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 12 1 2 2 2 2 

利用日数 971 58 285 480 480 480 

 

④－１ 就労継続支援（Ａ型：雇用型） 

一般企業等での雇用が困難な障害者に対して、雇用契約等による生産活動等の機会の提供など、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 

単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 6 15 18 18 18 18 

利用日数 1,309 2,752 3,294 3,294 3,294 3,294 

 

④－２ 就労継続支援（Ｂ型：非雇用型） 

就労移行支援等を利用したが、一般企業への雇用が難しい障害者や、一定年齢に達している障害

者等に、生産活動にかかる知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 

単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 143 147 145 145 145 145 

利用日数 25,818 26,766 26,390 26,390 26,390 26,390 
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⑤ 就労定着支援 

 就労定着支援は、就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境

変化により生活面の課題が生じている者に対し、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生

活面の課題を把握し、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、企業や関係

機関等との必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数    １ ２ ３ 

 

⑥ 療養介護 

医療と常時介護を必要とする障害者に対して、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看

護、医学的管理の下での介護及び日常生活上の世話を行います。 

  単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実利用人数 11 11 11 11 12 12 

 

⑦ 短期入所（ショートステイ） 

在宅で、障害者等を介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で入浴・排泄・

食事の介護等を行います。 

単位：人／年、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実利用人数 20 27 27 27 27 27 

利用日数 1,386 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 
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（３）居住系サービス 

 

① 自立生活援助 

 自立生活援助は、障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希

望する者等に対し、定期的に居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題は無いか、公共料金や家

賃に滞納が無いか、体調に変化は無いか、通院しているか、地域住民との関係は良好かなどについ

て確認を行い、必要な助言や医療機関等の連絡調整を行います。また、相談・要請があった際は、

訪問、電話、メール等による随時の対応し、適時のタイミングで適切な支援を行います。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数    0 1 1 

 

② 共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助等を行います。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 41 43 43 43 43 43 

 

③ 施設入所支援 

施設に入所する障害者に、夜間や休日に入浴・排泄・食事の介護、生活に関する相談等の日常

生活上の支援を行います。 

単位：人／年  

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 97 98 98 98 97 96 
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（４）相談支援 

 

① 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、

入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行いま

す。 

地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに

移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行います。 

 
 単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

地域移行 

利用人数 
0 0 0 1 1 1 

地域定着 

利用人数 
0 0 0 1 1 1 

 

② 計画相談支援 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者

（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケ

アマネジメントによりきめ細かく支援します。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 341 341 350 350 350 350 
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Ⅱ．地域生活支援事業 

本市では、障害者がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活、社会生活を営

むことができるように、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業を実施しています。 

各事業の内容と今後の見込みは以下のとおりです。 

 

（１）必須事業 

 

①―１ 理解促進研修・啓発事業／発達障害啓発支援講演会 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等

への理解を深めるため、研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会

の実現を図るための事業です。 

単位：回数、人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

回数 5 3 3 3 3 3 

利用人数 162 131 150 160 170 180 

 

①－２ 理解促進研修・啓発事業／子育てナビ教室 

健診等で発達の気になる子を持つ保護者に対し、早期療育（受容）の第一段階として子どもへの

関わり方・考え方への助言を行います。 

単位：回数、人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

回数 12 12 12 12 12 12 

利用人数 80 73 75 75 75 75 

 

②－１ 自発的活動支援事業／あしすとピアサポート事業 

障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を支援しま

す。 

単位：回数、人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

回数 25 54 54 54 54 54 

利用人数 106 103 105 105 105 105 
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②－２ 自発的活動支援事業／あしすとパートナー養成・フォローアップ事業 

発達障害児（者）の子育ての経験を有する家族等を対象に、その経験を活かし、発達障害が疑わ

れる児の保護者等の相談・助言を行う者（＝「あしすとパートナー」）の養成を行います。 

 単位：回数、人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

回数 6 6 6 6 ６ 6 

利用人数 55 68 69 70 71 72 

 

③―１ 相談支援事業 

  障害者等、障害児の保護者または介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を

供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等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支援します。 

単位：箇所 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

事業所数 2 3 3 3 3 3 

 

③－２ 相談支援事業／基幹型相談支援センター強化事業 

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基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援センター等

が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、

地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ります。 

単位：箇所 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

事業所数 0 0 0 0 1 1 
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④ 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りが無いなど、親族などによる後見等開始

の審判を申し立てることが困難な場合、市長が代わって申立てを行ったり、費用負担が困難な場合、

審判の市長申立てにかかる費用及び成年後見人等への報酬の助成を行うことによって、成年後見

制度の利用促進を図ります。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 1 0 0 1 1 1 

 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施

のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 

本市では今のところ利用の実績も見込みもありませんが、成年後見制度法人後見の周知は進め

ます。 

単位：団体／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用団体数 0 0 0 0 0 0 

 

⑥ 意思疎通支援事業／コミュニケーション支援事業 

  手話通訳者・奉仕員、要約筆記者を派遣する事業で、障害により意思疎通を図ることに支障があ

る障害者等との意思疎通を仲介する事業を行います。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

要約筆記者・
奉仕員派遣
事業 

4 4 ４ ４ ４ ４ 

手話通訳者・ 
奉仕員派遣
事業 

46 37 40 42 42 42 
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⑦ 日常生活用具給付等事業 

  排泄管理支援用具、情報・意思疎通支援用具、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）の給付を

行います。 

単位：件／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

給付件数 1,000 1,012 1,006 1,006 1,006 1,006 

 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

 聴覚障害者等との交流活動の促進等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の養成・研修を行います。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 10 5 10 10 10 10 

 

⑨ 移動支援事業 

自立支援給付の対象とならないケースにおいて、外出時の円滑な移動の支援を行います。 

 
単位：箇所、時間／年、人 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 １ １ １ １ １ １ 

利用時間 140 190 190 209 228 247 

利用人数 7 10 10 11 12 13 

 

⑩－1 地域活動支援センター事業 

利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行います。 

 
単位：箇所 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 
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⑩－２ 地域活動支援センター機能強化事業(地域活動支援センターⅡ型) 

地域活動支援センターの機能を充実強化し、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対

し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 

単位：箇所 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

 

 

（２）任意事業 

 

① 本人活動支援事業／自発的活動支援事業 

知的障害者に対して、清掃ボランティア活動や地域のふるさと祭り出店等の社会貢献活動への参

加を促し、これらの活動を通じて、知的障害者が自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの権利や自

立のために社会に働きかける等の本人活動を支援します。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 139 175 157 157 157 157 

 

② 更生訓練費給付事業／就業・就労支援 

就労移行支援事業や自立訓練事業を利用している方等へ更生訓練費を支給し、社会復帰の促

進を図ります。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 3 1 2 2 2 2 

 

③ 職親委託制度／就業・就労支援 

 一般の事業所で生活指導や技術習得訓練を行います。 
単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 1 0 0 1 1 1 
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④ 日中一時支援事業／日常生活支援 

 障害のある人の日中活動の場を確保し、家族の就労と一時的な休息を図ります。 

単位：箇所、回／年、人 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 9 9 9 9 9 9 

利用回数 3,602 2,924 3,263 3,263 3,263 3,263 

利用人数 57 51 54 54 54 54 

 

⑤ 社会参加支援事業 

 障害のある人の社会参加を促進する事業です。 

・スポーツ・レクリエーション教室等開催事業 

障害者等の体力増強、交流、余暇活動等を目的として障害者等スポーツ大会を開催します。 
 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 117 110 114 114 114 114 

 

・点字・声の広報等発行事業 

文字による情報入手が困難な障害者等のために、音声訳により、市広報、その他障害者等が地

域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的に提供します。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 12 11 12 12 12 12 

 

・自動車運転免許取得・改造助成事業 

障害者の就労等社会活動への参加を促進するために、障害者に対する自動車運転免許の取得

費用または身体障害者に対する自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 2 1 2 2 2 2 
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⑥ 訪問入浴サービス／日常生活支援 

 在宅の身体障害者で、通所による入浴サービスの提供を受けることが困難な方に対して入浴サー

ビスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 

単位：箇所、回数／年、人 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

利用回数 136 171 180 180 180 180 

利用人数 3 2 2 2 2 2 

 

⑦ 生活訓練・日常生活支援等 

 障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行い、地域移行促進を図ります。 

単位：箇所 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

  

地域活動支援センターたけのこ村 独り立ち教室 
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Ⅲ．児童福祉法上のサービス 

児童福祉法を根拠とする障害児を対象としたサービスは、通所・入所の利用形態の別によ

り、障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問

型児童発達支援・医療型児童発達支援）と障害児入所支援（福祉型・医療型）に分かれてい

ます。 

障害児通所支援とその利用に必要となる障害児相談支援の内容と今後の事業量の見込みは

以下のとおりです。 

また、参考として、地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案し、関連分野の支援を調

整するコーディネーターの必要となる配置人数の見込みを算定します。 

 

（１）障害児通所支援 

障害児通所支援は、心身に障害を持つ児童に対して生活能力の向上や、集団生活への適応、

社会との交流促進等の療育訓練を行うサービスです。 

 

① 児童発達支援   

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。 

単位：人、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 46 47 45 45 48 49 

利用日数 3,507 3,532 3,375 3,375 3,600 3,675 

 

② 放課後等デイサービス 

通学している障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のため

の訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放

課後等の居場所づくりを推進します。 

単位：人、日／年   

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 31 45 48 48 48 48 

利用日数 3,176 3,056 3,264 3,264 3,264 3,264 
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③ 保育所等訪問支援  

障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活へ

適応するための専門的な支援を行います。 

単位：人、日／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 6 4 2 5 10 10 

利用日数 6 25 8 60 120 120 

 

④ 居宅訪問型児童発達支援  

新たに創設されるサービスで、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を

利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を

訪問して発達支援を行うサービスです。 

本市には、今のところこのサービスの対象となる障害児がいないため、本計画期間中の利用者は

見込んでいません。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数    0 0 0 

 

⑤ 医療型児童発達支援  

肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認めら

れた障害のある児童につき、医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援及び治療を

行うサービスです。 

本市には、今のところこのサービスの対象となる医療的ケア児がいないため、本計画期間中の利

用者は見込んでいません。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 0 0 0 0 0 0 
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（２）障害児相談支援 

障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を効果的に利用す

るためのマネジメントを行う支援です。 

 

①  障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助 

障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を利用する前に、障害児

支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 

 
単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 68 83 85 85 87 87 

 

（３）医療的ケア児コーディネーターの配置 

医療的ケアが必要な障害児とその家族に対し、関連分野の支援の総合的な調整を行う医療

的ケア児コーディネーターの配置を行います。 

単位：人／年 

区分 
第４期 第５期 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

配置人数    0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
児童デイ・ケアセンターあゆみ 
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計画の推進 

第5 章 

福祥苑 節分 
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第5 章 計画の推進 

1. 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、行政内部における関係各課との連絡調整を図り、地域におい

ては、自治会、地区社会福祉協議会、学校、医療機関、福祉施設、或いは市社会福祉協議会

やボランティア団体等関係機関、さらには事業所等との連携を図る必要があります。 

本市では、長門市障害者保健福祉推進会議と長門市障害者自立支援協議会を推進体制とす

ることで、プランの着実な推進に向けた取り組みを行います。 

 

■推進体制のイメージ 

 

 

  

障害者プラン・障害福祉計画・障害児福祉計画

長門市障害者保健福祉推進会議

計画策定、進捗管理

長門市障害者自立支援協議会

地域課題の解決に向けた協議、調査、実践

相談支援部会 子ども支援部会 就労支援部会 精神保健部会

地域課題の共有、課題の整理・集約

個別支援会議 個別支援会議 個別支援会議 個別支援会議

関係機関情報共有会議
福祉課／健康増進課／子育て支援課／学校教育課／長門健康福祉センター／萩児童相談所

協議・意見の反映

意見・提案

ニーズ・課題・困難ケース等
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2. 計画の評価と進行管理 

長門市障害者保健福祉推進会議において、取組内容や進捗状況を毎年報告し、検証を行い

ながら、必要に応じて施策や事業の改善を図る仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を導入して実施

していきます。 

具体的には、長門市障害者自立支援協議会において、個人ニーズや課題を吸い上げ、地域

の課題として整理・共有化を図り、解決に向けた協議、調査、実践を行います。 

また、長門市障害者自立支援協議会において解決できない課題など、制度化に向けた意見・

提案を長門市障害者保健福祉推進会議において協議し、計画の評価、見直しを行っていきま

す。 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

  Ａｃｔｉｏｎ

（改善）

Ｐｌａｎ

（計画）

Ｄｏ

（実施）

Ｃｈｅｃｋ

（評価）

■中間評価等の結果を踏まえ、

必要があると認めるときは、

プラン等の変更や施策の見直

しを行います。

■各施策及びサービスの年間

実績、社会情勢やニーズの動

向を把握しながら、プラン等

の中間評価等を行います。

■プラン等の策定にあたって、

基本的な考え方や施策の方向

性、サービスの見込み量など

の目標を設定します。

■計画の内容を踏まえて、各

施策及びサービスを実施しま

す。
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資料編 

ハピネスさざんか 部品組立作業 
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資料編 

1. 社会資源の利用状況 

施設名 所在地 利用人数

ヘルパーステーションしあわせ長門 長門市 14

ゆもと苑指定訪問介護事業所 長門市 17

長門市社協ゆや居宅介護事務所 長門市 7

訪問介護ステーションすこやか 長門市 13

障害者支援センターゆうゆう 長門市 14

湯免清風園 長門市 27

障害者支援施設あけぼの園 長門市 32

福祥苑 長門市 21

あした 宇部市 2

高嶺園 宇部市 1

日の山のぞみ苑 宇部市 1

なごみの里 下関市 4

はまゆう園 下関市 1

障害福祉サービス事業所　安岡苑 下関市 1

下関幸陽園 下関市 1

王司山田園 下関市 1

るりがくえん 山口市 1

夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 山口市 1

山口秋穂園 山口市 1

障害者支援施設　ひらきの里 山口市 4

鼓澄苑 周南市 1

萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市 5

障害者支援施設しんわ苑 萩市 3

特定非営利活動法人ピアサポートセンタ－香生の里 萩市 1

のんきな農場小川事業所 萩市 1

ライブリーあそかの園 美祢市 2

山口コロニーワークセンター 防府市 1

広島ひかり園まごころ
広島県
廿日市市

1

清流の郷
大分県
佐伯市

1

訪
問
系
サ
ー

ビ
ス

日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

サービス種別

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス

居宅介護

生活介護

（平成 28 年度利用実績） 
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施設名 所在地 利用人数

ドリームスクール・はぎ 萩市 4

ほっとホーム一歩社 下関市 1

とまり木 山口市 1

同行援護 ヘルパーセンター山風 下関市 1

きらりファーム 長門市 7

指定就労継続支援Ａ型かるみあ 萩市 3

きっちんセンターともの園 美祢市 5

ハピネスさざんか 長門市 23

就労継続支援施設　キュアポート 長門市 23

障害者支援センターゆうゆう 長門市 5

長門福祉作業センター 長門市 49

友愛センター 長門市 22

のんきな農場阿武事業所 阿武町 1

なごみの里ワークセンター 下関市 1

障害福祉サービス事業所安岡苑 下関市 4

多機能型事業所はーとあーす勝谷 下関市 1

ひえだファクトリー 下関市 1

ふしのエコ事業所 山口市 1

ワークハウスすぜんじ 山口市 1

フィオーレ 山口市 1

のんきな農場 萩市 1

なないろ 萩市 1

みち草舎 萩市 4

ハローフレンズ 萩市 1

あそかの園 美祢市 6

山口コロニーキャンパス 防府市 1

ワークショップ山口 防府市 1

広島西医療センター
広島県
大竹市

5

山口宇部医療センター 宇部市 5

鼓ヶ浦ひばり園 周南市 1

日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

自立訓練（生活訓練）

就労継続支援（Ａ型）

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス

サービス種別

就労継続支援（Ｂ型）

療養介護
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施設名 所在地 利用人数

障害者支援施設あけぼの園 長門市 10

湯免清風園 長門市 10

福祥苑 長門市 3

障害者支援施設ひらきの里 山口市 1

萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市 5

ライブリーあそかの園 美祢市 1

はまゆう園ショートステイ 下関市 1

ほっとホーム一歩社 下関市 1

ドリームスクール・はぎ 萩市 1

あけぼの園ほのぼのホーム 長門市 3

グループホームキュアプレイス三隅 長門市 16

光明園 下関市 1

なごみの里グループホーム 下関市 2

安岡苑ケア＆グループホーム　ひびき 下関市 6

障害者グループホーム富任 下関市 1

星の家 下関市 1

グループホームひまわり荘 山口市 1

カーサ若草 山口市 1

障害者グループホームはぎ 萩市 4

なかよしホーム 萩市 1

ばすけっと 萩市 2

さんみ苑ケアホーム 萩市 1

グループホーム・ケアホームあそかの園 美祢市 3

共同生活援助

日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

サービス種別

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス

短期入所

居
住
系
サ
ー

ビ
ス

自立訓練（宿泊型）
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施設名 所在地 利用人数

湯免清風園 長門市 17

障害者支援施設あけぼの園 長門市 32

福祥苑 長門市 21

あした 宇部市 2

高嶺園 宇部市 1

日の山のぞみ苑 宇部市 1

なごみの里 下関市 4

下関幸陽園 下関市 1

王司山田園 下関市 1

るりがくえん 山口市 1

障害者支援施設ひらきの里 山口市 3

ふしの学園宮野の里 山口市 1

山口秋穂園 山口市 1

鼓澄苑 周南市 1

萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市 2

障害者支援施設しんわ苑 萩市 3

ライブリーあそかの園 美祢市 2

山口コロニーワークセンター 防府市 3

広島ひかり園まごころ
広島県
廿日市市

1

清流の郷
大分県
佐伯市

1

施設入所支援

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス

居
住
系
サ
ー

ビ
ス

サービス種別

施設名 所在地 利用人数

児童デイ・ケアセンターあゆみ 長門市 38

子ども発達支援センターからふる 萩市 9

保育所等訪問支援 児童デイ・ケアセンターあゆみ 長門市 4

きらり 長門市 40

くるみ 長門市 2

ドリームキッズ 萩市 8

のびっこくらぶ 萩市 3

放課後等デイサービスえーる 萩市 3

サービス種別

障
害
児
通
所
支
援

通
所
系
サ
ー

ビ
ス

児童発達支援

放課後等デイサービス
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2. 地域の支援体制の整備状況 

（1）地域見守り活動「まめかいねネットワーク」協定事業所 

■Ｈ26 年度協定締結 

事業所名 住 所 

日本郵便株式会社長門市内郵便局 長門市東深川894番地1 

中国電力株式会社萩営業所 萩市大字椿字沖田2106番地 

（一社）山口県ＬＰガス協会長門支部 長門市仙崎堤尻295番地の1 

日本新聞販売協会山口県支部 長門市販売店 長門市三隅下1357-2 

生活協同組合コープやまぐち 山口市小郡上郷901-21 

山口ヤクルト販売株式会社 山口市小郡黄金町14-7 

ヤマト運輸株式会社山口主管支店 山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-45 

株式会社西京銀行 周南市平和通一丁目10番の2 

第一生命保険株式会社山口支社 長門営業オフィス 長門市東深川1931-7 

長門市水道事業 長門市東深川1339番地2 

 

■Ｈ27 年度協定締結 

事業所名 住 所 

綜合警備保障株式会社山口支社 周南市御幸通 2-18 

長門大津農業協同組合 長門市東深川 1941 番地 

 

■Ｈ29 年度協定締結 

事業所名 住 所 

株式会社丸久 防府市大字江泊 1936 
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（２）災害時における福祉避難所協定事業所 

〈高齢者関係施設〉 

 

【養護老人ホーム】 

施設名 設置者 所在地 

ゆもと苑 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本600番地1 

 

 

 

【特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）】 

施設名 設置者 所在地 

明和苑 社会福祉法人 明和会 長門市三隅中1811番地 

恵光苑 社会福祉法人 新永福祉会 長門市東深川62番地27 

養寿苑 社会福祉法人 同心会 長門市油谷向津具上10344番地 

へき楽園 社会福祉法人 へき寿会 長門市日置上3114番地 

吉祥苑 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本600番地1 

シャイデック和水 社会福祉法人 明和会 長門市三隅中1811番地 

 

【グループホーム（認知症対応型共同生活介護）】 

施設名 設置者 所在地 

きららの里 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本600番地1 

わかば苑 特定非営利活動法人 裕心会 長門市三隅上5109番地1 

ひまわり 特定非営利活動法人 ひまわり 長門市油谷伊上2238番地 

ゆうなぎ 有限会社ライフサポートながと 長門市仙崎40番地1 

ひまわり日置 ひまわり有限会社 長門市日置上1540番地1 

 

【小規模多機能型居宅介護】 

施設名 設置者 所在地 

ひだまり長門 
社会福祉法人  

長門市社会福祉協議会 
長門市油谷河原1998番地15 

  



100 

 

【介護老人保健施設】 

施設名 設置者 所在地 

福寿苑 医療法人社団 福寿会 長門市日置中2488番地 

かつら苑 医療法人 生山会 長門市俵山4910番地1 

サンライズ21 医療法人社団 成蹊会 長門市東深川889番地1 

 

【サービス付き高齢者向け住宅】 

施設名 設置者 所在地 

清風オリオン 社会福祉法人 清風会 長門市三隅中286番地 

 

〈障害者関係施設〉 

【障害者支援施設】 

施設名 設置者 所在地 

湯免清風園 社会福祉法人 清風会 長門市三隅中393番地1 

あけぼの園 社会福祉法人 永久会 長門市油谷久富10045番地 

福祥苑 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本620番地2 

 

【共同生活援助事業所】 

施設名 設置者 所在地 

キュアプレイス三隅 
特定非営利活動法人  

キュアポート 
長門市三隅中301番地4 

 

〈児童関係施設〉 

【児童養護施設】 

施設名 設置者 所在地 

俵山湯の家 
社会福祉法人 

    長門市社会福祉協議会 
長門市俵山4827番地1 
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3. 障害者施策の歴史 
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4. 用語説明 

 あ行                      

あしすとパートナー 

発達障害等のある子どもの子育てをした経験が誰か

の参考になればと、相談を受けるための講座を受講し、

市から認定されたアドバイザー。 

 

インクルーシブ教育 

特別な教育的ニーズのある児童を、大多数の児童を

対象とした教育制度に受け入れ、共に学ぶことをいう。 

 

 か行                      

ガイドヘルプ 

日常生活上の必要や社会参加のための外出や移動を

手助けすること。 

 

基幹型相談支援センター 

障害のある人の総合相談窓口かつ中核的な機関であ

り、地域の相談支援事業所間の連絡調整や、関係機関

の連携の支援を行う。 

 

ケアマネジメント 

援助を必要とする人に対して、地域のさまざまな社

会資源を活用したケアプラン（個別支援計画）を作成

し、適切なサービスを行う手法。 

 

傾聴 

カウンセリングやコーチングにおけるコミュニケー

ションスキルの一つ。注意を払って、より深く、丁寧

に耳を傾け、相手が話したいこと、伝えたいことを、

受容的・共感的な態度で真摯に聴く行為や技法。 

 

ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩

んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な

支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこと

で、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと。 

 

権利擁護 

自己の権利やニーズを表明することが困難な人に代

わって、援助者が代理として権利やニーズの獲得を行

うこと。 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 

労働市場の実情に応じて労働力の需給の適正な調整

を行うために、全国的体系で組織、設置される総合的

雇用サービス機関。求職者にはその有する能力に適合

した職業に就く機会を与え、求人者にはその雇用条件

にかなった求職者の斡旋を行う。その業務は、求人・

求職の申込みの受理、職業指導、職業相談、職業斡旋

等の職業紹介サービス等である。 

 

合理的配慮 

障害のある人から何らかの助けを求める意思の表明

があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社

会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。 

障害者権利条約第 2 条に定義がある。 

 

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） 

ハートビル法と交通バリアフリー法を統合した法律。

新法では、両法の対象外だった道路、路外駐車場、都

市公園を追加し、新設・改良時のバリアフリー化を義

務付け、これら既存施設や百貨店、病院、福祉施設な

ど既存建築物のバリアフリー化も努力義務の対象に追

加した。 
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 さ行                      

サポートファイル 

保護者がお子さんとの日々の関わりや病院、福祉施

設、保育園、学校等で受けた支援内容などを書き綴り、

「記録・保管」し、これを関係機関へ提示することで、

「正確な情報の伝達」が図られ、お子さんが乳幼児期、

学齢期、青年・成人期のライフステージを通して、一

貫したより良い支援が受けられるようにするためのも

の。 

 

サポートブック 

お子さんの発達が気になる保護者が地域で暮らして

いくためのサポートガイドで、自立支援協議会子ども

支援部会が、親の視点に立ち、地域で活用できる資源

（リソース）や子育ての情報を 1 冊にまとめた本。 

 

手話通訳者・奉仕員 

所定の講習を受けて手話の技術を習得し、聴覚障害

のある人のために手話通訳を行う人。 

 

障害児保育 

保育の必要な心身に障害のあるお子さんを、健常児

と一緒に保育し、相互の健全な育成を図る。 

 

障害者基本法 

心身障害者対策基本法が改正されたもので、特徴は

従来からの対象だった身体障害者と知的障害者に精神

障害者が加えられたことや、基本理念と目的が、「障害

者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」

ものとし、「障害者の自立と社会経済活動への参加の促

進」と位置づけられたことで、「障害者基本計画」の策

定を義務づけた。平成 9 年（1993）12 月公布。 

 

障害者虐待防止法 

障害者に対する虐待の禁止、予防および早期発見な

どの虐待の防止に関する国等の責務、虐待を受けた障

害者に対する保護および自立の支援のための措置、養

護者に対する支援のための措置などを定めることによ

り、障がい者虐待の防止、養護者に対する支援などに

関する施策を推進し、障害者の権利利益の擁護に資す

ることを目的として制定された法律。 

 

障害者雇用促進法 

事業主に対して、一定割合の障害者を雇用するよう

に義務づけるなど、障害者の職業の安定を図ることを

目的として制定された法律。 

 

障害者差別解消法 

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解

消を推進することを目的として制定された法律。 

 

障害者就業・生活支援センター 

障害者の職業的自立を図るために、地域の関係機関

と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定

着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言

などを行う施設。県が指定した社会福祉法人・NPO

法人などが運営する。 

 

障害者週間 

平成 16 年６月に障害者基本法の一部が改正され、

12 月９日の「障害者の日」が 12 月３日から９日ま

での「障害者週間」に拡大された。 

 

障害者総合支援法 

障害の種類（身体障害・知的障害・精神障害）によ

り差のあった福祉サービスをまとめて共通の制度にし、

障害者が地域で自立して生活できるよう支援事業を充

実するための法律。障害者の範囲の見直しが行われ、

定義に新たに難病等を追加し、障害福祉サービス等の

対象とした。平成 25 年４月施行。 

 

障害者手帳 

心身に障害のある人が福祉サービスを受ける際等に

必要となる手帳。障害の内容により身体障害者手帳・

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の３種類があり、

また、それぞれに障害の程度に応じた等級がある。 

■資料編 
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障害者の権利に関する条約 

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害

者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、

障害者の権利の実現のための措置等について定める条

約。 

 

障害者優先調達推進法 

障害者就労施設で就労する障害者や、在宅で就業す

る障害者などの経済的な自立を進めるため、国や地方

公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサ

ービスを調達する際に、障害者就労施設などからの優

先的・積極的な購入を推進することを目的として制定

された法律。 

 

障害福祉サービス 

障害のある人が基本的人権を享有する個人としての

尊厳にふさわしい日常生活または社会活動を営むこと

ができるよう支援するもの。ホームヘルプサービスな

どの在宅介護サービス、就労へ向けての訓練や日常生

活動作を身に付けるための訓練などの支援を受ける日

中活動サービス、グループホームや入所施設などの居

住サービス。 

 

情報・意思疎通支援用具 

点字器、人工喉頭その他の障害のある人の情報収集、

情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害の

ある人が容易に使用することができ、実用性のあるも

の。 

 

自立支援協議会 

障害のある人が障害福祉サービスなどを利用しつつ、

その能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むこ

とができるよう相談に応じ、必要な情報の提供及び助

言を行うとともに、障害のある人に対する虐待の防止

及びその早期発見のための関係機関との連絡調整や権

利擁護のために必要な援助を行うための協議会。 

 

自立支援協議会専門部会 

地域の課題のうち、その課題に関係の深い自立支援

協議会委員により、協議すべきと判断された課題につ

いて、検討を深め課題解決に向け具体的に協働してい

く場。 

専門部会は、自立支援協議会のメンバーだけではな

く、その課題について協議するときに必要な者を含め

協議する。 

 

身体障害者福祉法 

身体障害者の更生（自立）と社会経済活動への参加

を促進すべく、必要な援助と保護を行うために、1949

年に制定された法律。総則で身体障害者の自立への努

力を提唱し、そのうえで自立および社会経済活動への

参加の機会確保について国、地方公共団体および国民

の責務を明らかにしている。 

 

身体・知的障害者相談員 

市の委託を受けて身体障害や知的障害のある人や家

族などからのさまざまな相談に応じ、更生のために必

要な指導や助言を行います。 

 

成年後見制度 

認知、知的障害、精神障害などのために判断能力が

十分ではない人を保護するための制度。そのような人

が契約を結ぶ必要がある場合などに、本人に代わって

これらの行為を行うなどの後見的役割を務める成年後

見人等を家庭裁判所が選任することによって、その判

断能力を補うもの。 

 

早期療育 

運動面、精神面あるいは感覚面の発達が遅れている

と思われる子どもをできるだけ早く発見し、早期に治

療・訓練等などを親と関係機関が協力して行い、最大

限その子どもの発達を促していこうとする取り組み。 

 

相談支援 

障害のある人の福祉に関する各般の問題に関して相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、障害福

祉サービス事業者等との連絡調整などを行うこと。 

また、障害福祉サービスを適切に利用することがで

■資料編 
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きるよう、サービス利用計画を作成するとともに、サ

ービスの提供が確保されるよう、事業所との連絡調整

などを行うこと。 

 

 た行                      

地域生活支援コーディネーター 

地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合

調整を図るコーディネーター。 

 

点字 

視覚障害のある人が文書を読み書きするときに用い

るもの。指先で触れて読めるように、紙面に突起した

点を縦３点、横２点で組み合わせて音を標記する文字。

文字で書かれたものを点字に改めることを点訳という。 

 

特定医療費（指定難病） 

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる

難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を指定難病と

して、病態など一定の基準を満たす方に対して、医療

費の負担軽減のため、特定医療費（指定難病）受給者

証を交付し、医療費の自己負担部分について公費負担

を行うもの。（331 疾病） 

 

特別支援学級 

軽度の障害のある児童・生徒を教育するために、小・

中学校に設置される学級。知的障害、肢体不自由、病

弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害および自閉症・

情緒障害の児童・生徒を対象とする。定員は 8 名が標

準で、きめの細かい指導を行うことができるよう、少

人数で編制される。 

 

特別支援学校 

特別支援学校は、これまでの盲学校、聾学校、養護

学校にかわる学校として創設されたもの。対象となる

子どもたちの障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、知

的障害、肢体不自由、病弱（身体虚弱を含む。）とこれ

らの重複障害である。 

 

 な行                      

長門市障害者保健福祉推進会議 

障害のある人のための施策に関する基本的な計画お

よび障害福祉サービスなどの提供体制の確保に関する

計画の策定や推進について、協議・検討を行う会議。 

 

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るべきであ

り、障害のある人とない人が共に生きる社会こそノー

マルな社会であるという考え方。障害者施策のもっと

も重要な概念。 

 

 は行                      

発達障害 

初期の発達過程が何らかの原因によって阻害され、

認知、言語、社会性、運動などの機能の獲得が妨げら

れた状態を「発達障害」という。知的障害、広汎性発

達障害（自閉症）、高機能広汎性発達障害（アスペルガ

ー症候群・高機能自閉症）、注意欠陥多動性障害

（AD/HD）、学習障害（LD）などがある。障害の程

度が軽く、一見普通と変わらない子どもたちを「軽度

発達障害」という。 

 

発達障害者支援法 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害

を持つ者の援助等について定めた法律。全 25 条。平

成 17 年 4 月 1 日施行 

 

バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁（バ

リア）となるものを除去するという意味。もともとは

建築用語として登場し、段差等の物理的障壁を取り除

くことをいうことが多いが、より広く、障害のある人

の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的

な全ての障壁を除去するという意味でも用いられてい

る。 
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ピアカウンセリング 

「ピア」とは、対等・仲間を意味し、専門職の医師

や看護師とは違い、同じ病気で悩み・苦しみなどを経

験した患者・患者家族などが相談員（ピア・サポータ

ー）となって話を聞くため、同じ立場で気軽に話がで

き、共感しながら相談することができる。 

 

避難行動要支援者 

平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、

高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配

慮を要する方（要配慮者）のうち、災害発生時の避難

等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支援者名

簿）の作成を義務付けること等が規定された。 

 

福祉的就労 

障害などの理由で企業で働けない人のために、働く

場を提供する 福祉のこと。 こうした形で提供されて

いる就労の場は、授産施設や福祉工場、作業所 などと

呼ばれる。 

 

不当な差別的取り扱い 

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提

供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするよ

うな行為。 

 

ペアレント・プログラム 

保育士や障害児福祉事業所の職員が誰でも習得でき

るようにしたプログラム。子育てに困り感のある保護

者を対象に、子どもの問題を「行動」の観点から捉え、

保護者の認知の修正を行う。 

 

法定雇用率 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促

進等に関する法律」に基づき、それぞれ一定割合に相

当する数以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害

者を雇用しなければならないとされている。平成 30

年度から国、地方公共団体、一定の特殊法人は 2.5%、

県等の教育委員会は 2.4%、民間企業は 2.2%とされ

ており、さらに平成 33 年 4 月までにそれぞれ 0.1％

ずつ引き上げられることになっている。 

 

 ま行                      

民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、地域における身近な相

談相手として地域住民の福祉向上のために活動してい

る。 

また、児童福祉に関する問題を専門的に担当する民

生委員・児童委員として主任児童委員がいる。 

 

 や行                      

ユニバーサルデザイン 

「すべての人のためのデザイン」を意味し、バリア

フリーの考え方をさらに発展させ、年齢や障害などに

かかわらず、あらゆる人が利用しやすいように製品や

都市、生活環境をデザインするという考え方。 

 

 ら行                      

ライフステージ 

人間が誕生してから死に至るまでの様々な過程にお

ける生活史上の各段階のこと。幼児期、児童期、青年

期、老年期等に分けられる。 

 

リハビリテーション 

障害のある人が、そのすべてのライフステージで、

社会的・経済的に普通の生活を営むことのできる状態

を保障することができるように援助し、自立と参加を

めざす障害者施策の理念。 

 

 わ行                      

 

 

 

■資料編 
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5. プランの策定体制 

（1）長門市障害者保健福祉推進会議設置運営要綱 

平成十八年四月二十五日告示第四十二号 

(設置) 

第 1条 障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者プラン」という。）並び

に障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画（以

下「障害福祉計画」という。）を策定するにあたり、幅広い意見を反映させるため、長門

市障害者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 推進会議は、障害者プラン及び障害福祉計画を策定するための協議を行う。 

(委員) 

第 3条 推進会議の委員は、次の区分によるものとし、市長が委嘱する。 

(1) 障害者団体を代表する者 5人以内 

(2) 保健医療福祉団体を代表する者 5人以内 

(3) 学識経験者又は行政機関を代表する者 5人以内 

(4) その他市長が必要と認めた者 5人以内 

2 前項に規定する委員には、必ず公募による者を含むものとする。 

(会長) 

第 4条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

(運営) 

第 5条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長を務める。 

(任期) 

第 6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(庶務) 

第 7条 推進会議の庶務は、福祉課において処理する。 

(その他) 

第 8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会

議に諮って定める。 
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長門市障害者保健福祉推進会議委員名簿 

〔任期〕H28.4.1～H31.3.31 

区 分 所 属 
役 職 

備考 
氏 名 

１号 

障害者団体を代

表する者 

団体 長門市身体障害者福祉協会 
会長  

 岡藤 靖 

団体 長門市手をつなぐ親の会 
理事長  

 福田 修三 

団体 ハピネスさざんか 
理事長  

 岡 功 

２号 

保健・医療・福祉

団体を代表する

者 

医療 長門市医師会 
医師 

会長 
 清水 達朗 

医療 長門歯科医師会 
歯科医師  

 山﨑 眞弘 

福祉 長門福祉作業センター 
所長 会長職務 

代理者あ  中尾 英弘 

福祉 障害者支援施設 湯免清風園 
生活支援長  

 岩﨑 素子 

行政 山口県長門健康福祉センター 
保健福祉企画室長  

 黒石 耕史 

３号 

学識経験者又は

行政機関を代表

する者 

行政 山口県萩児童相談所 
所長  

 咲花 久美子 

委託 

法人 
障害者相談支援センター 

所長  

松永 邦子 

行政 長門市教育委員会 学校教育課 
課長  

 岡野 富司雄 

行政 市民福祉部 子育て支援課 
課長  

 梶山 陽司 

行政 市民福祉部 健康増進課 
課長  

 松尾 充子 

４号 

その他市長が必

要と認めた者 

福祉 長門市社会福祉協議会 
地域福祉班  

 山本 美穂 

団体 長門市民生児童委員協議会 
障害福祉部会部会長  

 岡﨑 晁子 

団体 
一般社団法人 

山口県社会福祉士会 

社会福祉士  

 山田 妙子 

団体 三隅病院 
精神保健福祉士  

 伊東 義尚 

公募  
知的障害者相談員  

 杉野 悦子 

  



109 
 

（2）長門市障害者自立支援協議会設置要綱 

平成二十四年四月一日要綱第二十三号 

(設置) 

第 1条 市内における障害者（児）（以下「障害者」という。）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地域社会を構築するため、

相談体制をはじめとした障害福祉施策の推進について協議する長門市障害者自立支援協議

会（以下「協議会」という。）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（平成 17年法律第 123号）第 89条の３及び障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律（平成 25年法律第 65号）第 17条の規定に基づき、設置する。 

(協議事項) 

第 2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議を行う。 

(1) 相談支援体制の構築・評価に関すること。 

(2) 相談支援に係る困難事例への対応の在り方に関すること。 

(3) 地域の関係機関によるネットワークに関すること。 

(4) 障害者の地域生活を支援するための社会資源の充実等に関すること。 

(5) 障害福祉計画の具体化に向けた協議、提言に関すること。 

(6) 障害者差別に関する相談等に関すること。 

(7) 地域における障害者差別を解消するための取組に関すること。 

(8) その他障害福祉施策の適正かつ円滑な推進に関すること。 

(組織) 

第 3条 協議会は、次に掲げる者のうち市長が委嘱する 20人以内の委員により組織する。 

(1) 障害者団体の関係者 

(2) 障害者の保健・福祉に関する学識経験を有する者 

(3) 障害者の支援に従事する者 

(4) その他市長が必要と認めた者 

(委員の任期) 

第 4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

2 委員は、再任することができる。 

(会長) 

第 5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

(会議) 
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第 6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

(専門部会) 

第 7条 第 2条各号に掲げる事項についての専門的な調査又は検討を行うため、協議会に専

門部会を置くことができる。 

2 前項の専門部会の委員（以下「専門部会員」という。）は、協議会の委員の中から選任す

る。 

3 専門部会において必要があると認めるときは、協議会の承認を得て専門部会員以外の者の

出席を求め、意見を聴くことができる。 

4 専門部会に部会長を置く。 

5 部会長は、専門部会員の互選により、会長がこれを定める。 

(守秘義務) 

第 8条 委員は、個人情報その他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、市民福祉部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、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 
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