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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

近年，わが国においては，高齢化や核家族化の進行，社会情勢の多様化・複雑化等によ

る変化が著しく，これに伴い，日常生活に問題を抱える障がいのある人が増加し，支援ニ

ーズも一段と多様化・複雑化する等，これらニーズに合わせて福祉サービスも多様化して

います。

このような状況の中，平成18年4月，「障害者自立支援法」が施行されたことにより，三

障がい（身体障がい・知的障がい・精神障がい）に対するサービスの一元化や，就労支援

の抜本的強化，国の財政支援の強化が図られる等，障がいのある人が自立し，住み慣れた

地域で安心して暮らせるよう，障がい者福祉施策は大きな転換期を迎えました。

その後，平成24年4月に「障害者自立支援法」及び「児童福祉法」が一部改正され，相

談支援の充実や障がい児支援の強化等が図られました。また，平成25年4月に「障害者自

立支援法」から「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」に法律

名が改正され，段階的に制度の見直しが行われ，新たに難病患者がサービス対象者に加わ

りました。そして，平成26年4月に重度訪問介護の対象者の拡大や共同生活介護（ケアホ

ーム）が共同生活援助（グループホーム）に一元化となる等，新しい状況や様々な課題に

対応すべく，国の障がい福祉制度は大きく変化しています。

さらに，今後の障がい施策の関係法の整備として，障がいを理由とする差別の解消の推

進に関する基本的な事項，行政機関等及び事業者における障がいを理由とする差別を解消

するための措置等を定める「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28

年4月から施行されることとなっています。

このような状況を踏まえ，市では，障がいの有無にかかわらず，誰もが相互に人格と個

性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し，障がいのある人に関

する施策の総合的かつ効果的な展開の方向を定め，障がいのある人の有する能力及び適性

に応じ，自立した日常生活や家庭生活を営むことができるよう障がい福祉サービス等の充

実を図ることを目的に「守谷市障害者福祉計画（後期計画）」の次期計画として「守谷市

障がい者福祉計画（第2期）」を策定するものです。

[障害者基本法 (昭和45年法律第84号)]

（障害者基本計画等）

第１１条 政府は，障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため，障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」という。）

を策定しなければならない。

２ 都道府県は，障害者基本計画を基本とするとともに，当該都道府県における障害者の状況

等を踏まえ，当該都道府県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「都道

府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。

３ 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。

（以下省略）
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２ 障がい者施策における各分野の動向

（１）障がいのある人への支援にかかる関係法律の動向

○障害者基本法の改正

平成16年6月，「障害者基本法」が改正され，第4条第1項に「何人も，障害者に対し

て，障害を理由として，差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはなら

ない」と差別禁止規定が設けられ，その他「権利の擁護」，「障がい者の自立及び社会

参加の支援」が明記されるとともに，市町村に「市町村障がい者計画」の策定が義務

づけられました。

また，平成23年8月にも改正が行われ，目的規定や障がい者の定義の見直し，社会

的な障壁を取り除くための配慮を行政等に求める内容が盛り込まれました。

○障害者自立支援法及び児童福祉法の改正

平成24年4月，「障害者自立支援法」が改正され，地域移行・地域定着支援の個別給

付化やサービス等利用計画作成対象者が拡大された一方で，児童デイサービスが規定

から削除されました。また，「児童福祉法」が改正され，児童発達支援及び放課後等

デイサービス等からなる「障がい児通所支援」の創設により障がいのある児童に対す

る支援の強化が図られました。そして，これに併せて，障がい児通所支援を利用する

全ての障がいのある児童を対象にサービス計画の策定を行う障がい児相談支援が規

定されました。

○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制定

平成24年6月，「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。この法律の施行により，

「障害者自立支援法」は「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」となり，「障がい者」の範囲が拡大（障がい者の定義に難病等を追加し，障が

い福祉サービスの対象とする。）されたほか，平成26年4月からは，障がい福祉サービ

スの変更（共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元

化等）や地域生活支援事業の追加（障がいのある人に対する理解を深めるための研修

や啓発を行う事業，意思疎通支援を行う人を養成する事業等）されます。

○発達障害者支援法の制定

平成16年12月，発達障がい者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会参加の促進を

図るため「発達障害者支援法」が制定され，平成17年4月から施行されました｡この法

律では，これまで法律や制度の谷間で十分な対応がなされていなかった発達障がい者

に対する支援が法的に明確化されました。具体的には，発達障がいを早期に発見し，

発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，自

閉症や学習障がい，注意欠陥多動性障がい等の発達障がいのある人とその家族への支

援体制が定められました。
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（２）雇用・就労にかかる関係法律の動向

○障害者の雇用の促進等に関する法律の改正

平成17年7月，精神に障がいのある人の雇用対策の強化等を柱とした「障害者の雇用

の促進等に関する法律」が改正され，平成18年4月から施行されました。これにより，

法定雇用率〔民間企業及び国や地方公共団体が，それぞれ常用する労働者・職員数に

対する障がいのある人の雇用割合〕の算定対象に従来の身体及び知的に障がいのある

人に加え精神に障がいのある人が追加されました。

また，平成25年4月からは法定雇用率が引き上げられました（民間企業：2.0％，国，

地方公共団体等：2.3％）。

○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の制定

平成24年6月，障がいのある人が自立した生活を送るため，就労による経済的な基盤

の確立を目的に，国や地方公共団体等が率先して障がい者就労施設等からの物品等の

調達を推進するよう必要な措置を講じることを定めるものとして，「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」が成立し，平成25年4月1日

から施行されました。

この法律の規定に基づき，国では，「障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進

に関する基本方針」を定め，地方公共団体等では，毎年度，「障がい者就労施設等か

らの物品等の調達方針」を作成するとともに，当該年度の終了後，調達の実績を公表

することとなっています。この法律の制定により，障がい者就労施設等への受注機会

の増加により，障がいのある人が就労する施設等の仕事を確保し，経営基盤の強化を

図っています。なお，国ではこの法律の施行後，3年以内に検討を加え，この検討結

果に基づいて必要な措置を講じ，法律の改正を行うこととしています。

（３）障がいのある人への人権にかかる法律の動向

○障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律の制定

平成23年6月，障がいのある人に対する虐待の防止，国等の責務，虐待を受けた障が

いのある人に対する保護及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

措置等を定めた「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律」

が公布され，平成24年10月1日から施行されました。これにより，市町村や都道府県

の部局又は施設に，障がい者虐待対応の窓口となる「市町村障がい者虐待防止センタ

ー」・「都道府県障がい者権利擁護センター」を設け，家庭や施設，職場等での虐待防

止や早期発見により，障がいのある人の人権を守っていくことになりました。

具体的には，市町村及び都道府県は，「市町村障がい者虐待防止センター」・「都道府

県障がい者権利擁護センター」を中心として，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第89条の3で規定する「協議会」を活用すること等により，

学校，警察，民生委員・児童委員等の関係機関とネットワークを構築し，虐待の未然

防止や虐待が発生した場合の適切な対応に取り組みます。そして，市町村においては，

市民等から虐待の通報があった場合に，速やかに障がいのある人の安全確認や虐待の

事実確認をすることが規定されています。
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○障害者の権利に関する条約の批准に向けた動き

平成18年12月，第61回国際連合総会において，「障害者権利条約」が採択され，平成

20年5月に発効しています。日本は，平成19年9月に同条約に署名しました。

この条約は，全ての人に保障されている普遍的な人権を障がいがあるために行使で

きない現実があることを認め，その不平等な状況を解消するための新しい考え方や制

度のあり方を人権として定めたものとなっています。なお，平成25年11月19日に衆議

院で，同年12月4日に参議院でこの条約が承認さたことから，政府において批准に向

けた手続きを行っています。

これまで政府は，平成23年8月の「障害者基本法」の改正及び平成25年4月の「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」の施行等，国内法の整備

に取り組んでいましたが，この権利条約の署名により，全ての国民が，障がいの有無

によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会の実現に向け，障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として，「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月19日に可決・成立し，

平成25年6月26日に公布され，平成28年4月1日の施行となっています。

（４）子ども・子育て支援にかかる法律の動向

○子ども・子育て支援法の制定

平成24年8月22日，質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供，保育の量的拡

大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実等を図るため，子ども及び

子育ての支援のための給付の創設並びにこれに必要な財源に関する包括的かつ一元

的な制度の構築等の措置を講じることを定めるものとして，「子ども・子育て支援法」

が公布されました。法律の施行日は，社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げ

る規定の施行の日の属する年の翌年4月1日までの間において政令で定める日とされ

ています。なお，給付対象施設・事業者の確認の手続き等の準備行為は公布の日から，

市町村及び都道府県が条例に定めるところにより，また，審議会その他の合議制の機

関（子ども・子育て会議）の設置等は，平成25年4月1日から段階的に施行されること

となっています。

この法律の規定に基づき，市町村及び都道府県においては，内閣総理大臣が定める

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育

て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な

指針」に即して，5年を1期とする「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

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（子ども・子育

て支援事業計画）」を定めることとなっています。

当該計画を作成する際は，この指針にある「子ども・子育て支援の意義に関する事

項」において，「障がい，疾病，虐待，貧困，家族の状況その他の事情により社会的

な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め，全ての子どもや子育て家庭を対象と

するもの」と明記されていることから，障がいのある児童等に関する支援について必

要な事項を定めることとなっています。
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３ 計画の位置づけ

（１）上位計画及び関連計画との関係

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」は，「第二次守谷市総合計画」の部門別計画とし

て位置づけており，整合性をもった計画として策定しています。

そして，同じ部門別の計画である「第5期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」，

「守谷市次世代育成支援対策行動計画」，「第二次健康もりや21計画」等の関連計画と，こ

れらの計画に共通する地域福祉推進に関する理念とその具体化のための施策を規定する

「守谷市地域福祉計画」と相互に連携したものとなっています。

【計画の位置づけ】

第二次守谷市総合計画

福祉関係全般の施策

守
谷
市
地
域
福
祉
計
画

守谷市障がい者福祉計画（第2期）

(障害者基本法第11条第3項)

第5期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

守谷市次世代育成支援対策行動計画

その他関連分野の個別計画

第二次健康もりや２１計画

○
障
害
者
基
本
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
ほ
か
，国
の
障
害
者

基
本
計
画
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
法
制
度
及
び
計
画

○
茨
城
県
の
障
が
い
者
関
連
計
画

守谷市障がい福祉計画(第3期)

(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第88条)
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（２）「障がい者福祉計画」及び「障がい福祉計画」との関係

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」は，障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村

障がい者計画」に相当するもので，保健・医療や教育，社会参加，まちづくり等，障が

い者施策の総合的な計画です。

一方，「守谷市障がい福祉計画（第3期）」は，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第88条の規定に基づく「障がい福祉計画」に相当するもので，障

がい福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的

として国が制定した基本指針に沿って，3年ごとに障がい福祉サービス，相談支援及び地

域生活支援事業におけるサービスに必要な利用量の見込みやその確保に関する事項等を

中心として策定する計画です。

【「障がい者福祉計画」と「障がい福祉計画」との比較】

区 分 法的根拠 計画の性格 策定の内容

障がい者福祉計画
「障害者基本法」に
基づく「市町村障害
者計画」

障がい者のため
の施策に関する
基本的事項を定
める

○障がい者施策の基本的な方向性

障がい福祉計画

「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」に基づく「市
町村障害福祉計画」

障がい福祉サー
ビス等の量や確
保方策に関する
事項を定める

○「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」に規定す
るサービスの見込量や達成目標

○市町村障害者計画で示した基本的な方
向性を具体化するための施策や事業

４ 計画期間

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」は，平成26年度を初年度とし，平成29年度までの

4年間とします。なお，国の動向や社会情勢の変化等により，必要に応じて計画内容を見

直すこととします。

【計画期間】

年 度
平成24年度 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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

守谷市
障がい者
福祉計画

守谷市
障がい
福祉計画

守谷市
地域福祉
計画

守谷市障がい者福祉計画（第2期）

守谷市障害福祉計画(第3期) 守谷市障がい福祉計画(第4期)

守谷市障害者福祉計画
（後期計画）

守谷市地域福祉計画（平成28年度まで）
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５ 障がい者の定義及び計画の対象者

障害者基本法第2条第1項では，「障がい者」の定義を「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に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もの」と規定して

います。ただし，具体的事業の対象となる「障がい者」の範囲は，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等の個別の法令により限定される場合がありま

す。

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」の対象者は，「障害者基本法」に規定する「障が

い者」とし，特に断わりのない限り，身体・知的・精神の各障がい者のほか，発達障がい

者，高次脳機能障がい者及び難病患者を含むものとしています。

また，障がいのある人だけではなく，市民がともに支え合う環境づくりを促進するため

の施策・事業に関しては，全ての市民を対象者としています。

なお，「障がい者」，「障がい児」の表現については，法律用語や固有名詞として使用され

ている場合を除き，「障がいのある人」という表記で統一しています。年齢区分を明確にす

る必要がある場合には，「障がいのある児童」と表記しています。

６ 「障害」の「害」表記について

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」は，従来用いられてきた「障害」の「害」という

漢字について，その否定的なイメージから「不快感」を抱く人がいることに配慮するとと

もに，障がいのある人の人権を尊重すること，また，ノーマライゼーション社会の実現に

向け，市民の意識醸成につながることから，「障害」を「障がい」と可能な限り表記するこ

ととしています。ただし，法令名や法令上の規定，既存の計画名や施設名等の固有名詞に

ついては，引き続き「害」の字で表記しています。

７ 計画の進行管理

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」で掲げた施策について，「守谷市保健福祉審議会」

にて，計画の進行管理を行うとともに，「守谷市地域自立支援協議会」に，計画の進捗状

況の報告を行い，計画遂行に係る対応策等について意見を求めます。

なお，「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」の改正等に伴

う障がい者施策の変更，若しくは，当該計画の評価結果により計画内容の改定が必要とな

った場合には，「守谷市地域自立支援協議会」において改定内容についての意見を求め，

「守谷市保健福祉審議会」で協議し，諮問，答申を経て，計画の改定を行います。

８ 守谷市での計画推進のための方策

（１）障がいのある人のニーズの把握と計画への反映

各種の施策や障がい福祉サービスを効果的に実行するため，施策の内容や提供方法

等について，障がいのある人とその家族，関係団体の意見やニーズを把握し，障がい

者施策の実施にあたり，意見等を反映するよう努めます。
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（２）障がいのある人への理解促進

障がいのある人が何に対して困っているかを気づく心を全ての市民が持つこと，ま

た，「障がいの種別」ごとに異なる「障がいの特性」を正しく理解することが，ノー

マライゼーション社会の実現のためには必要不可欠です。そのため，まずは心のバリ

アフリーを促進する観点から，「障がい」に関する講演会等の実施や障がいのある人

と交流する機会を提供し，また，障がいのある児童に対しては学校の行事等を通して，

積極的な交流を図ります。

就労に関しては，企業・雇用者へ「障がいの特性」ついて理解を得ることや障がい

のある人を雇用する不安や悩みを解決するため，国の障害者試行雇用事業（トライア

ル雇用）の活用や障害者職業センター等に所属する職場適応援助者（ジョブコーチ）

の受入れを促し，雇用の拡大に結びつけられるよう支援します。

また，「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の趣旨

に基づき，虐待によって障がいのある人に対する権利と尊厳を脅かされることがない

よう，市民や関係機関と連携して，障がいのある人への支援体制を整えるよう努めま

す。

（３）守谷市地域自立支援協議会との連携

本市では，障がいの有無にかかわらず，市民がともに暮らせる地域をつくるため，

医療機関や障がい福祉サービス事業所，民生委員・児童委員，障がい者又はその家族，

その他関係機関が情報を交換し，意思疎通を図るため，平成24年1月に設置した「守

谷市地域自立支援協議会」において，障がいのある人を支援するための方法や市内の

社会資源の活用方法等の体制整備について協議を行っています。今後は，更なる連携

の強化を図り，国の障がい福祉に関する新たな施策の実施や制度の変更による市の対

応及び「障がいの種別」ごとに課題となる諸問題を検討し，支援体制の整備を図りま

す。

（４）守谷市社会福祉協議会との連携

社会福祉法第109条に規定され，地域福祉の担い手として市民参加の福祉活動にお

いて重要な役割を果たす社会福祉協議会と連携し，障がいのある人への権利擁護やボ

ランティアの育成をはじめとする各種事業の充実，市民の参加を得た福祉活動を支援

します。

（５）障がい福祉サービス事業所及び障がい児通所支援事業所との連携

障がいのある人に日中活動の場を提供し，また，住まいの場を確保することで地域

に移行・定着できるよう事業所と連携し，障がいのある人への障がい福祉サービスの

提供量の把握に努め，障がい福祉サービスの提供体制の構築を図ります。

また，「児童福祉法」の改正に伴い，障がいのある児童への支援が強化されたこと

により，事業所の設置・運営について動向を注視し，障がい児通所支援の円滑な実施

に努めます。
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（６）地域における各関係機関・団体・企業との連携

障がいのある人も住み慣れた地域で安心し，自立した生活が送れるようにするため

には，行政だけではなく，市民や地域における各関係機関・団体，企業の協力が必要

であるため，相互の連携を強化しながら計画の推進を図ります。

特に，平成28年4月から施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」の趣旨を踏まえ，障がいの有無によって分け隔てられることなく，相互に人格

や個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け，各関係機関・団体，企業と連

携して支援体制の整備に努めます。

（７）庁内の推進体制

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」は，保健，医療，福祉のみならず，教育，住

宅，まちづくり等，多岐にわたる分野にも関わる計画として位置づけられます。その

ため，当該計画の実施にあたり，定期的に計画の進捗状況の把握に努めるとともに，

関連する各課が連携し，計画の推進を図ります。

また，全ての職員が障がいのある人に配慮しつつ，障がい福祉に関する知識と意識

を高めていきます。

他方，当市だけでは対応できない広域的・専門的課題に対しては，近隣市町村，茨

城県と緊密に連携を取り，対応策を協議します。
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第２章

統計からみる障がいのある人の状況
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第２章 統計からみる障がいのある人の状況

１ 身体障がい者手帳所持者の状況

本市における身体障がい者手帳所持者数（表1）は，平成25年4月1日現在，1,451

人（他の障がいとの重複を含む）で人口の2.27％となっています。平成21年は，

1,190人であり，261人の増加（約1.22倍）となっています。

全体的にみると，平成21年以降，人口の増加に伴い，年ごとにおける身体障が

い者手帳所持者数及び割合ともに増加しています。平成25年においては，人口100

人のうち，約2.3人が身体障がい者手帳を取得している状況となっています。

表１ 身体障がい者手帳所持者数の推移
単位：人・％

年 人口 手帳所持者数 割合

平成21年 59,858 1,190(24) 1.99(0.04)

平成22年 61,551 1,265(25) 2.06(0.04)

平成23年 62,670 1,320(27) 2.11(0.04)

平成24年 62,817 1,412(40) 2.25(0.06)

平成25年 63,920 1,451(41) 2.27(0.06)

（注1）人口は，各年4月1日現在の住民基本台帳人口

手帳所持者数は，各年4月1日現在の数値

割合は，小数点第3位を四捨五入

（注2）手帳所持者数の括弧内の数値は，全体の所持者数のうち18歳未満の所持者数を示す

（注3）平成22年4月1日から身体障がい者手帳の交付を当市で実施

（注4）資料：社会福祉課，茨城県福祉相談センター

グラフ１ 身体障がい者手帳所持者数の推移
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身体障がい者手帳の障がい種別所持状況（表2）は，各年ともに「肢体不自由」

が最も多く，平成25年で731人（全体の50.4％）となっています。次いで「内部障

がい」（心臓機能障がい，じん臓機能障がい，呼吸器機能障がい，ぼうこう又は直

腸の機能障がい・小腸機能障がい等）の486人（全体の33.5％），「聴覚・平衡機能

障がい」の119人（全体の8.2％）の順となっています。

表２ 身体障がい者手帳の障がい種別所持状況（各年4月1日現在）

単位：人

障がい名

年
視覚

聴覚・
平衡機能

音声・言語
・そしゃく

肢体
不自由

内部
障がい

合計

平成21年 72 84 11 680 343 1,190

平成22年 77 87 12 710 379 1,265

平成23年 75 90 11 752 392 1,320

平成24年 97 117 18 715 465 1,412

平成25年 97 119 18 731 486 1,451

（注）資料：社会福祉課，茨城県福祉相談センター

グラフ２ 身体障がい者手帳の障がい種別所持状況
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身体障がい者手帳所持者の総合等級別障がい種別状況（表3）は，１級が397

人（全体の27.4％）と最も多く，次いで４級の329人（全体の22.7％）となって

います。１級と２級のいわゆる「重度の障がい者」が714人（全体の49.2％）と

半数近くを占めています。また，障がい種別では，１級については，「内部障が

い」が最も多く，次いで「肢体不自由」となっています。

表３ 身体障がい者手帳所持者の総合等級別障がい種別状況（平成25年4月1日現在）

単位：人

障がい名

等級
視覚

聴覚・
平衡機能

音声・言語
・そしゃく

肢体
不自由

内部
障がい

合計

１級 21 0 0 72 304 397

２級 35 37 0 242 3 317

３級 9 14 11 112 78 224

４級 10 18 7 193 101 329

５級 16 1 0 91 0 108

６級 6 49 0 21 0 76

合計 97 119 18 731 486 1,451

（注）資料：社会福祉課，茨城県福祉相談センター

グラフ３ 身体障がい者手帳所持者の総合等級別障がい種別状況
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２ 療育手帳所持者の状況

本市における療育手帳所持者数（表4）は，平成25年4月1日現在，286人（他の

障がいとの重複を含む）で，人口の0.45％となっています。平成21年は，225人で

あり，61人の増加（1.27倍）となっています。

全体的にみると，毎年，療育手帳所持者数及び割合ともに増加しています。

表４ 療育手帳所持者数の推移
単位：人・％

年 人口 手帳所持者数 割合

平成21年 59,858 225 0.38

平成22年 61,551 245 0.40

平成23年 62,670 260 0.41

平成24年 62,817 278 0.44

平成25年 63,920 286 0.45

（注1）人口は，各年4月1日現在の住民基本台帳人口

手帳所持者数は，各年4月1日現在の数値

割合は，小数点第3位を四捨五入

（注2）資料：茨城県福祉相談センター

グラフ４ 療育手帳所持者数の推移
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療育手帳所持者の障がい程度（表5）は，平成25年4月1日現在，障がい程度「Ｂ」

が83人と最も多く，全体の29.0％を占めています。次いで「Ｃ」，「Ａ」，「○Ａ 」の

順になっています。

障がい程度別の数値を年ごとにみると，毎年，概ね増加傾向にあります。

表５ 療育手帳所持者の障がい程度別の推移(各年4月1日現在)
単位：人

年 ○Ａ Ａ Ｂ Ｃ 合計

平成21年 45 64 68 48 225

平成22年 47 65 75 58 245

平成23年 55 63 80 62 260

平成24年 61 64 82 71 278

平成25年 60 69 83 74 286

（注）資料：茨城県福祉相談センター

グラフ５ 療育手帳所持者の障がい程度別の推移
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３ 精神障がい者保健福祉手帳所持者・自立支援医療(精神通院)受給者

の状況

本市における精神障がい者保健福祉手帳所持者数（表6）は，平成25年4月1日現

在，231人（他の障がいとの重複を含む）で，人口の0.36％となっています。平成

21年は126人であり，105人の増加（約1.83倍）となっています。

自立支援医療（精神通院）受給者数（表6）は，年々増加しています。平成25

年4月1日現在，622人となり，平成21年は363人であり，259人の増加（約1.71倍）

となっていますが，特に平成23年からの数値の伸びは顕著なものとなっています。

表６ 精神障がい者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療(精神通院)受給者数の推移
単位：人・％

年 人口 手帳所持者数

自立支援医療

(精神通院)

受給者数

割合

(手帳)

割合

(医療)

平成21年 59,858 126 363 0.21 0.61

平成22年 61,551 136 398 0.22 0.65

平成23年 62,670 186 429 0.30 0.68

平成24年 62,817 216 563 0.34 0.90

平成25年 63,920 231 622 0.36 0.97

（注１）人口は，各年4月1日現在の住民基本台帳人口

手帳所持者数及び自立支援医療受給者数は，各年4月1日現在の数値

割合は，小数点第3位を四捨五入

（注２）資料：茨城県精神保健福祉センター

グラフ６ 精神障がい者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療(精神通院)受給者数の推移
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精神障がい者保健福祉手帳所持者の障がい程度（表7）は，全体的に増加傾向

にあり，なかでも２級は，平成25年が124人と，平成21年より59人増え，全体の

53.7％と半数以上を占めています。また，３級は，平成25年が68人で平成21年よ

り37人増え，2倍以上（2.19倍）の取得件数となっています。

表７ 精神障がい者保健福祉手帳所持者の障がい程度の推移(各年4月1日現在)
単位：人

年 １級 ２級 ３級 合計

平成21年 30 65 31 126

平成22年 34 69 33 136

平成23年 41 99 46 186

平成24年 40 118 58 216

平成25年 39 124 68 231

（注）資料：茨城県精神保健福祉センター

グラフ７ 精神障がい者保健福祉手帳所持者の障がい程度の推移
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自立支援医療（精神通院）受給者の疾病分類別状況（表8）は，平成25年4月1

日現在，｢気分障がい｣が259人で最も多く，次いで「統合失調症，統合失調型障

がい及び妄想性障がい」が218人となっており，両障がいを併せると477人とな

り，全体の4分の3以上（76.7％）を占めています。

また，「気分障がい」が平成21年と比べて平成25年は，136人の増加で2倍以上（約

2.11倍）の伸びとなっており，次いで「統合失調症，統合失調型障がい及び妄想

性障がい」が平成21年と比べて58人の増加（約1.36倍）となっています。

表８ 自立支援医療（精神通院）受給者の疾病分類別状況(各年4月1日現在)
単位：人

区 分 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

症状性を含む器質性精神障がい 5 5 7 9 10

精神作用物質使用による精神

行動及び行動の障がい
6 2 4 5 5

統合失調症，統合失調型障がい

及び妄想性障がい
160 181 180 212 218

気分障がい 123 135 158 235 259

神経症ストレス関連障がい及び

身体表現性障がい
29 38 43 54 68

生理的障がい及び身体的要因に

関連した行動症候群
0 0 0 1 2

成人の人格及び行動の障がい 1 2 2 2 4

精神遅滞 2 2 3 4 3

心理的発達の障がい 4 4 6 11 19

小児期及び青年期に通常発症

する行動及び情緒の障がい
1 0 0 0 1

てんかん 32 29 25 30 33

その他の精神障がい 0 0 1 0 0

分類不明 0 0 0 0 0

合計 363 398 429 563 622

（注）資料：茨城県精神保健福祉センター
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４ 障がい程度区分別の認定者数

「障がい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」では，障

がい福祉サービスの介護給付の支給決定にあたって，障がいのある人が支援の必

要度に応じて公平にサービスを受けられるよう，障がいの程度に関する客観的な

尺度として，「障がい程度区分」の制度を設けています。この「障がい程度区分」

には6段階あり，「区分１」が介護給付の必要度が最も低い状態を表し，「区分６」

が介護給付の必要度が最も高い状態を表しています。

当市における障がい程度区分別の認定者数（障がいのある児童を除く）（表9）

は，平成25年9月30日現在で157人となっています。

障がい程度区分別では，「区分５」が33人と全体の21.0％で最も多く，次いで

「区分３」の32人，「区分６」の31人と続く状況となっています。

障がい種別でみると，認定者総数157人のうち知的障がい者が74人(47.1％)で

最も多く，次いで，身体障がい者が34人（21.7％），精神障がい者が23人(14.6％)

と続く状況になっています。また，平成25年4月からサービス対象者となる「障

がい者」の範囲に「難病」が追加されましたが，これまでに2人(1.3％)の難病患

者が認定を受けています。

なお，当該法律の一部が改正され，平成26年4月から「障がい程度区分」が「障

がい支援区分」に名称が変更されます。

表９ 障がい程度区分別の認定者数(平成25年9月30日現在)
単位：人・(％)

区分
身体障

がい者

知的障

がい者

精神障

がい者

身体＋

知的

身体＋

精神

知的＋

精神

難病

患者
合計

区分１
0

(0.0)
5

(6.8)
6

(26.1)
0

(0.0)
1

(20.0)
0

(0.0)
0

(0.0)
12
(7.6)

区分２
6

(17.6)
7

(9.4)
13

(56.5)
1

(5.6)
0

(0.0)
0

(0.0)
0

(0.0)
27

(17.2)

区分３
4

(11.8)
19

(25.7)
4

(17.4)
1

(5.6)
1

(20.0)
1

(100.0)
2

(100.0)
32

(20.4)

区分４
4

(11.8)
14

(18.9)
0

(0.0)
2

(11.1)
2

(40.0)
0

(0.0)
0

(0.0)
22

(14.0)

区分５
6

(17.6)
21

(28.4)
0

(0.0)
6

(33.3)
0

(0.0)
0

(0.0)
0

(0.0)
33

(21.0)

区分６
14

(41.2)
8

(10.8)
0

(0.0)
8

(44.4)
1

(20.0)
0

(0.0)
0

(0.0)
31

(19.8)

合 計
34

(100.0)
74

(100.0)
23

(100.0)
18

(100.0)
5

(100.0)
1

(100.0)
2

(100.0)
157

(100.0)

（注1）18歳以上の障がいのある人を対象としています。
（注2）割合は，小数点第2位を四捨五入
（注3）資料：社会福祉課
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５ 難病患者の状況

厚生労働省は，特定疾患として130疾患を「難病」として指定し，そのうち56

疾患を医療費の公費負担助成の対象として一般特定疾患医療受給者証を茨城県に

て交付しています。

本市における一般特定疾患医療受給者証所持者数（表10）は，年々増加傾向に

あり，平成21年は248人であったのに対し，平成25年は326人と，この4年間で78

人の増加（1.31倍）となっています。

また，小児慢性特定疾患医療受給者所持者数（表11）は，平成22年に大幅に減

少したものの，平成25年は51人となり，平成24年より10人増加しています。

表１０ 一般特定疾患医療受給者証所持者数(各年4月1日現在)
単位：人

区 分 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

一般特定疾患医療受給者 248 265 276 298 326

（注）資料：茨城県竜ケ崎保健所

表１１ 小児慢性特定疾患医療受給者証所持者数(各年4月1日現在)
単位：人

区 分 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

小児慢性特定疾患医療

受給者
62 40 39 41 51

（注）資料：茨城県竜ケ崎保健所

グラフ８ 一般特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者数の推移
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６ 教育の状況

特別支援学級の在籍者数及び学級数の状況（表12）は，在籍者数及び学級数と

もに年々増加傾向にあり，特に，小・中学校合計での在籍者数は，平成25年度は

平成20年度と比べて52人の増加（1.64倍）となっています。

また，小・中学校合計の平成25年度における特別支援学級の在籍者数及学級数

の状況は，「自閉症・情緒障がい学級」の在籍者数が67人，学級数が14学級と最も

多く，次いで，「知的障がい児学級」の在籍者数が53人，学級数が12学級となって

います。

表１２ 特別支援学級の在籍者数及び学級数の状況

①小学校 単位：人・学級

区分
年度

知的障がい学級 自閉症・情緒障がい学級 言語障がい学級 合計
在籍者数 学級数 在籍者数 人数 在籍者数 学級数 在籍者数 学級数

平成20年度 30 8 28 7 7 3 65 18

平成21年度 30 8 36 9 10 3 76 20

平成22年度 34 7 44 8 9 3 87 18

平成23年度 31 8 45 10 11 3 87 21

平成24年度 32 8 36 10 11 3 79 21

平成25年度 38 8 50 10 12 3 100 21

②中学校 単位：人・学級

区分
年度

知的障がい学級 自閉症・情緒障がい学級 言語障がい学級 合計
在籍者数 学級数 在籍者数 学級数 在籍者数 学級数 在籍者数 学級数

平成20年度 8 4 8 4 0 0 16 8

平成21年度 13 4 15 4 0 0 28 8

平成22年度 11 3 16 4 2 1 29 8

平成23年度 12 3 15 4 2 1 29 8

平成24年度 16 4 21 5 2 1 39 10

平成25年度 15 4 17 4 1 1 33 9

③小・中学校合計 単位：人・学級

区分
年度

知的障がい学級 自閉症・情緒障がい学級 言語障がい学級 合計
在籍者数 学級数 在籍者数 学級数 在籍者数 学級数 在籍者数 学級数

平成20年度 38 12 36 11 7 3 81 26

平成21年度 43 12 51 13 10 3 104 28

平成22年度 45 10 60 12 11 4 116 26

平成23年度 43 11 60 14 13 4 116 29

平成24年度 48 12 57 15 13 4 118 31

平成25年度 53 12 67 14 13 4 133 30

（注1）平成20年度から平成24年度までは，年度末現在の数値。平成25年度は，平成25年8月31日現

在の数値。

（注2）資料：指導室
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身体に障がいのある児童が通学する特別支援学校について，当市は，下妻市に

ある「茨城県立下妻特別支援学校」の通学区域となっており，当市の他に常総

市，取手市，つくばみらい市，下妻市，坂東市，筑西市，古河市，結城市，桜

川市，境町，八千代町，五霞町に住む身体に障がいのある児童が主に通学して

います。

茨城県立下妻特別支援学校の在籍者数（表13）は，合計が毎年140人前後で推

移しており，大きな変動はない状況となっています。

表１３ 茨城県立下妻特別支援学校の在籍者数(各年5月1日現在)

単位：人

年

区分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

小学部 67 72 68 66 55

中学部 34 41 42 42 42

高等部 34 29 35 32 42

合 計 135 142 145 140 139

（注1）市外からの通学者を含みます。

（注2）資料：茨城県立下妻特別支援学校

茨城県立下妻特別支援学校高等部卒業生の進路（表14）は，障がい福祉サービ

ス事業所の利用が各年を通じて最も多くなっています。また，進学及び就職者数

は，平成22年で1名ずつ，平成24年で2名ずつとなっています。

表１４ 茨城県立下妻特別支援学校高等部卒業生の進路(各年3月31日現在)

単位：人

年

区分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

進学 0 1 0 2 0

就職 0 1 0 2 0

障がい福祉サービス
事業所

6 9 5 9 4

旧法授産施設 0 0 0 0 0

地域活動支援センター 0 1 1 0 1

茨城県委託訓練施設 0 0 0 0 0

在宅 2 0 0 1 0

その他 0 1 0 0 0

合 計 8 13 6 14 5

（注1）市外からの通学者を含みます。

（注2）資料：茨城県立下妻特別支援学校
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知的に障がいのある児童が通学する特別支援学校について，当市は，つくばみ

らい市にある「茨城県立伊奈特別支援学校」の通学区域となっており，当市の

他に常総市，取手市，つくばみらい市に住む知的に障がいのある児童が主に通

学しています。

茨城県立伊奈特別支援学校の在籍者数（表15）は，平成24年の高等部の人数

が110人であったのに対し，平成25年は93人と17名減少しているものの，小学部

及び中学部の人数と比べ最も多い状況です。一方，小学部及び中学部の人数に

おいては，大きな変動はなく，ほぼ横ばい傾向となっています。

表１５ 茨城県立伊奈特別支援学校の在籍者数(各年5月1日現在)

単位：人

年

区分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

小学部 76 79 87 81 75

中学部 62 59 68 55 56

高等部 108 122 113 110 93

合 計 246 260 268 246 224

（注1）市外からの通学者を含みます。

（注2）資料：茨城県立伊奈特別支援学校

茨城県立伊奈特別支援学校高等部卒業生の進路（表16）は，障がい福祉サービ

ス事業所の利用が各年を通じて最も多くなっています。就職者数は，平成25年は

16名となり平成24年と比べ11名増と大幅に増加しました。

表１６ 茨城県立伊奈特別支援学校高等部卒業生の進路(各年3月31日現在)

単位：人

年

区分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

進学 0 0 0 0 0

就職 6 9 10 5 16

障がい福祉サービス
事業所

23 27 24 24 33

旧法授産施設 2 1 0 0 0

地域活動支援センター 1 1 2 0 0

茨城県委託訓練施設 0 1 0 0 0

在宅 0 1 1 0 3

その他 0 0 0 0 0

合 計 32 40 37 29 52

（注1）市外からの通学者を含みます。

（注2）資料：茨城県立伊奈特別支援学校
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守谷市こども療育教室※利用者数（表17）は，平成22年以降，毎年80人台で推

移しています。平成24年4月から児童福祉法に基づく障がい児通所支援（児童発

達支援）の実施事業所となったことから，利用対象者が未就学児のみとなりま

したが，利用者数は年々増加傾向にあります。

※守谷市こども療育教室：「児童福祉法」の規定に基づく「障がい児通所支援（児童発達支

援）」を実施する事業所。設置主体は，守谷市。発達に何らかの

問題を持つ未就学児の育成を助けるために，親子で通園し，日

常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与及び集団

生活への適応訓練等を行っている。

表１７ 守谷市こども療育教室利用者数（各年3月31日現在）

単位：人

年

区分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

未就学児 56 68 73 75 86

就 学 児 10 13 9 9 ―

合 計 66 81 82 84 86

（注1）平成25年の就学児は，児童発達支援の利用対象者とならないため数値の計上はない。

（注2）資料：守谷市こども療育教室

守谷市こども療育教室利用者の未就学児の就学先進路及び就学児の通学先の

状況（表18）は，未就学児の就学先進路では，小学校（特別支援学級）への就学

者数が最も多く，小学校の特別支援学級と通常学級を合わせると毎年，利用者全

体の75％以上を占めています。就学児の通学先では，平成24年を除き，小学校の

特別支援学級又は通常学級に通学している児童のみの利用となっています。

表１８ 守谷市こども療育教室利用者の未就学児の就学先進路及び

就学児の通学先の状況（各年3月31日現在）

単位：人

年

区分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

未
就
学
児

特別支援学校 1 1 4 3 3

小学校（特別支援学級） 4 7 8 14 15

小学校（通常学級） 2 6 4 6 7

合 計 7 14 16 23 25

就
学
児

特別支援学校 0 0 0 1 ―

小学校（特別支援学級） 8 7 6 4 ―

小学校（通常学級） 2 6 3 4 ―

合 計 10 13 9 9 ―

（注1）平成25年の就学児は，児童発達支援の利用対象者とならないため数値の計上はない。

（注2）資料：守谷市こども療育教室
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７ 雇用の状況

常総公共職業安定所管内（守谷市，常総市，坂東市，つくばみらい市）におけ

る障がいのある人の雇用状況（表19）は，平成25年6月1日現在，民間企業におけ

る障がいのある人の実雇用率※1では，1.33％となっています。これは，雇用され

ている障がいのある人の数が，平成24年と比べ15.5人（9.4％）増えて180.0人と

なったものの，法定雇用率が1.8％から2.0％に引き上げられたことに伴い，対象

事業所数が増加したことにより，実雇用率では平成24年より0.01％の微増にとど

まっています。また，「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障がいの

ある人の雇用義務がある民間事業所（常用雇用の労働者※250人以上の事業所）は

106事業所あり，そのうち，法定雇用率を満たしている事業所は，平成24年と比

べ12事業所（32.4％）増えて49事業所となっています。

なお，平成25年4月1日からの法定雇用率の引き上げにおいて，障がいのある人

を雇用する義務が生じる民間事業所の規模が56名以上から50名以上となったた

め，平成25年では平成24年より20事業所（23.3％）増えており，今後，障がいの

ある人に対する更なる雇用の促進が求められます。

※1 実雇用率：事業所に常用雇用される労働者のうち，障がい者手帳を所持している労働者

の割合をいう。

※2 常用雇用の労働者：雇用契約の形式を問わず，期間の定めなく雇用されている労働者，

あるいは有期雇用の契約を繰り返し更新し，1年以上継続して雇用

されている労働者及び採用時から1年以上継続して雇用されると見

込まれる労働者をいう。

表１９ 障がいのある人の雇用状況(各年6月1日現在)

単位：事業所・人・％

年

区分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

対象事業所数（A） 73 78 87 86 106

法定雇用労働者数 10,081.0 10,966.0 12,267.5 12,486.5 13,564.5

障がい者雇用数 130.5 137.5 148.5 164.5 180.0

実雇用率 1.29 1.25 1.21 1.32 1.33

達成事業所数(B) 40 39 38 37 49

未達成事業所数 33 39 49 49 57

達成率(B)/(A) 54.8 50.0 43.7 43.0 46.2

（注1）実雇用率は，小数点第3位を四捨五入

達成率は，小数点第2位を四捨五入

（注2）数値は，常総公共職業安定所管内のみ。

（注3）対象事業所は，常用雇用の労働者が平成24年までは56人以上を，平成25年以降は50人以上

を有する民間事業所としています。

（注4）障がい者雇用数は，重度障がい者は1人の雇用をもって2人を雇用しているものとし，精神

障がい者で短時間労働者は0.5人分と計算しています。

（注5）資料：常総公共職業安定所
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平成25年6月1日現在の民間企業における産業別雇用状況（表20）は，各産業別

とも実雇用率では，法定雇用率（2.0％）を下回っており，最高でも「運輸・通信

業」の1.72％にとどまっています。また，民間企業における従業員規模別雇用状

況（表21）は，従業員規模が「50～99人」及び「100～299人」の事業所の実雇用

率が低い傾向にある一方で，「300～499人」の事業所が2.33％と実雇用率が法定雇

用率を上回っています。

表２０ 民間企業における産業別雇用状況(平成25年6月1日現在)

単位：所・人・％

産業別
区分

農・林・
漁・鉱業

製造業
運輸・
通信業

卸・小売
・飲食店

サービス業 合計

対象事業所数（A） 1 47 16 7 35 106

法定雇用労働者数 73.0 6,336.5 2,008.5 928.0 4,218.5 13,564.5

障がい者雇用数 0.0 83.0 34.5 14.0 48.5 180.0

実雇用率 0.0 1.31 1.72 1.51 1.15 1.33

達成事業所数(B) 0 22 10 3 14 49

未達成事業所数 1 25 6 4 21 57

達成率(B)/(A) 皆減 46.8 62.5 42.9 40.0 46.2

（注1）実雇用率は，小数点第3位を四捨五入

達成率は，小数点第2位を四捨五入

（注2）数値は，常総公共職業安定所管内のみ。

（注3）対象事業所は，常用雇用の労働者が50人以上を有する民間事業所としています。

（注4）障がい者雇用数は，重度障がい者は1人の雇用をもって2人を雇用しているものとし，精神

障がい者で短時間労働者は0.5人分と計算しています。

（注5）資料：常総公共職業安定所

表２１ 民間企業における従業員規模別雇用状況(平成25年6月1日現在)

単位：所・人・％

従業員規模別
区分

50～
99人

100～
299人

300～
499人

500人以上 合計

対象事業所数（A） 63 38 3 2 106

法定雇用労働者数 4,459.0 6,612.5 1,160.0 1,333.0 13,564.5

障がい者雇用数 56.0 71.0 27.0 26.0 180.0

実雇用率 1.26 1.07 2.33 1.95 1.33

達成事業所数(B) 29 15 3 2 49

未達成事業所数 34 23 0 0 57

達成率(B)/(A) 46.0 39.5 100.0 100.0 46.2

（注1）実雇用率は，小数点第3位を四捨五入

達成率は，小数点第2位を四捨五入

（注2）数値は，常総公共職業安定所管内のみ。

（注3）対象事業所は，常用雇用の労働者が50人以上を有する民間事業所としています。

（注4）障がい者雇用数は，重度障がい者は1人の雇用をもって2人を雇用しているものとし，精神

障がい者で短時間労働者は0.5人分と計算しています。

（注5）資料：常総公共職業安定所
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第３章

計画の基本的な考え方
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第３章 計画の基本的な考え方

１ 計画の基本理念

「障害者基本法」の理念である「全ての国民が，障害の有無にかかわらず，等

しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」及

び「守谷市障害者福祉計画（後期計画）」の理念である「すべての人が自分らしく

生きることができるまち」をさらに推し進めるため，「守谷市障がい者福祉計画（第

2期）」の基本理念を，

と定めます。

障がいのある人もない人も住み慣れた地域や家庭で家族や近隣の人々とともに，

安心して暮らすことができるよう，権利や尊厳が保持され，必要とするサービス

や支援が整い，その人が望む生活を送ることができる社会の実現を目指すため，

守谷市地域福祉計画で謳われている「地域社会で自立し」という文言を追加した

ものとなっています。

２ 計画策定の視点

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」の策定にあたり，共通となる視点として３

つを掲げ，施策を推進します。

地域社会で自立し

自分らしく生きることができるまち

障がいの有無にかかわらず，相互の個性の違いと多様性を尊

重し，ともに支え合って生活できる社会

障がいの有無にかかわらず，安心して生活できるよう必要な

時に必要とするサービスや支援が受けられる社会

障がいの有無にかかわらず，社会参加ができるよう適切な支

援や配慮が受けられ，社会的障壁を除去し自立できる社会
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３ 計画の目標

（１）施策推進の目標

基本理念の実現に向け，計画策定の視点を踏まえ，分野別に次の３つの施策目

標を設定し，分野別施策を推進します。なお，「守谷市障害者福祉計画（後期計画）」

の内容と変更ないものとしていますが，全ての市民がともに支え合う環境づくり

を醸成する観点から，施策目標のうち「ともに築く福祉のまちづくり」を最優先

の目標として位置づけています。

全ての市民が互いを尊重し，ともに支え合いながら住み慣れた地域で安心し

て生活を送ることができるよう，多様な支え合いの活動や交流を促すとともに，

バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の普及促進をはじめ，誰もが安心し

て暮らせる「安心・安全の環境づくり」に向けた施策を一体的に推進します。

様々な障がいをもつ人も地域の中にあって安心して心豊かに暮らすことがで

きるよう，保健・医療・福祉の総合的な連携のもとに地域での自立した主体的

な生活を支援するための施策を一体的に推進します。

障がいのある人も地域の一員として「ともに学び，ともに働き，ともに地域

を創る」ことを基本に捉えながら，子どもの可能性を最大限に引き出す教育・

療育体制の充実から多様な就労の促進等，それぞれのライフステージに沿って，

社会参加への支援と一人ひとりが自立できる施策を一体的に推進します。

（２）計画策定の着目点

守谷市地域福祉計画において「地域福祉」とは，「住み慣れた地域で，誰もが

安心して暮らすことができるよう，地域市民が主役となって進める地域づくり，

支え合いづくりの取り組みを指す」と定義されています。

こうした視点から，市民と行政との協働により，障がいの有無にかかわらず，

地域に住む全ての人が住みやすく，暮らしやすい社会を構築することが大切で

す。そのためにも「障がい」や「障がいの特性」等について理解を深め，障が

いのある人やその家族が「障がい」があることによって感じる様々な障壁（気

まずさ）を除去することで，社会参加を容易にする環境づくりが必要です。

この計画では，以上のことを踏まえて，全ての市民が「障がい」や「障がい

の特性」等を理解し，「地域福祉」を実現するため，分野別施策を推進します。

１ ともに築く福祉のまちづくり

２ 地域で自立した主体的な生活の支援

３ ライフステージに応じた社会参加の支援と自立
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４ 計画における施策の柱

（１－１）ともに支え合うまちづくりの推進

「障がい」や「障がいの特性」等について理解や認識を深めるため，啓発や

学習の機会の提供及びボランティア活動を通じて交流活動等を推進します。

（１－２）安心・安全な生活環境づくり

障がいのある人も安心・安全な生活を送れる環境を整備するために，施設に

おけるバリアフリー化や歩道の整備，緊急時の避難等の支援体制づくりを推進

します。

（２－１）相談支援と権利擁護の推進

障がいのある人も普通に日常生活が送れるよう，ライフステージに応じた相

談が受けられる支援体制の整備及び権利擁護等の普及・促進に努めます。

（２－２）生活支援サービスの充実

障がいの有無にかかわらず住み慣れた地域で暮らしていけるよう，自立を促

すための支援体制の整備・充実を図ります。

（２－３）保健・予防の充実

近年，こころの病のある人が年々増加していることから，「こころの健康」に

関する理解の促進や適切な医療及びこころの病のある人やその家族からの相談

を受けられる体制の整備を図ります。また，難病患者が適切な福祉サービスや

医療を受けられる体制の整備を図ります。

（３－１）教育の充実

障がいのある児童の一人ひとりのニーズに合った支援を受けられるよう，就

学前教育・保育や学校教育の充実を図ります。

（３－２）雇用・就労の促進

障がいのある人が自立し，地域社会に参加できるよう，障がいのある人の雇

用に対する理解・促進に努める等，雇用機会の拡大を図るとともに，福祉的就

労についてもその環境の整備に努めます。

（３－３）社会参加の促進

障がいのある人も社会に積極的に参加する上で，安全で快適に移動し，その

活動する範囲が広がるよう体制の整備を図ります。また，趣味やスポーツ・レ

クリエーション等の余暇を楽しむ活動を通じ，障がいのある人も生きがいを持

って暮らせるよう支援します。
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５ 施策の体系

「守谷市障がい者福祉計画（第2期）」の基本理念や基本目標について，次のよう

な体系となります。

基

本

理

念

地
域
社
会
で
自
立
し
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

施

策

目

標

３

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
社
会
参
加
の
支
援
と
自
立

２

地
域
で
自
立
し
た
主
体
的
な
生
活
の
支
援

１

と
も
に
築
く
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

施 策 の 柱

２-１

相談支援と権利擁

護の推進

施 策

（１）広報・情報提供の充実

（２）相談支援体制の充実

（３）権利擁護や虐待防止対策の推進

２-２

生活支援サービス

の充実

２-３

保健・予防の充実

３-１

教育の充実

３-２

雇用・就労の促進

３-３

社会参加の促進

１-１

ともに支え合うま

ちづくりの推進

１-２

安心・安全な生活

環境づくり

（１）日常生活の支援

（２）生活の場の確保

（３）地域生活への移行の推進

（４）制度の円滑な運営と利用促進

（１）保健サービスの充実

（２）こころの健康づくりの推進

（３）難病患者への支援

（１）療育・発達支援体制の充実

（２）障がい児（者）教育の充実

（３）発達障がい児（者）への支援

（１）多様な就労の場の確保と支援

（２）福祉的就労の場の充実

（１）移動・意思疎通の支援

（２）文化・スポーツ活動等の振興

（１）理解と交流の促進

（２）ボランティアによる多様な福祉

活動の促進

（１）福祉のまちづくりの推進

（２）居住環境の整備・改善

（３）暮らしの安全対策の充実
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第４章

分野別施策の推進
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第４章 分野別施策の推進

１ ともに築く福祉のまちづくり

１－１ ともに支え合うまちづくりの推進

【現状と課題】

平成18年12月，国際連合の総会において「障害者の権利に関する条約」が採択

され，我が国においては平成19年9月に署名しているところです。その条約の趣旨

を実現するため，障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として，

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月26日に公布さ

れました。

障がいのある人も，社会に参加し，生き生きとした生活を送るためには，周囲

の人の理解を得ることが一つの大きな要素となります。社会参加とは，他人と協

力しながら生きていくということであり，障がいの有無にかかわらず，お互いを

理解することにより，支え合う環境が整えられ，差別や偏見のない，より充実し

た社会の実現が可能となります。

「障がい」には，その種別ごとに支援が必要となる内容も異なり，精神障がい

や発達障がい等外見ではわかりにくい「障がい」もあります。全ての市民が「障

がい」や「障がいの特性」等について理解を深められるよう，啓発や学習の機会

を提供していく必要があります。

（１）理解と交流の促進

【取り組みの方向性】

市民や事業所等が障がいのある人及び「障がい」に対する正しい理解と認識を

深められるよう，様々な機会を通じて啓発活動や福祉教育を推進します。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①障がいのあ

る人や「障が

い」に対する

啓発の推進

○ノーマライゼーションの浸透を促進する

ため，広報もりや，市のホームページ，

社協だより，パンフレット等のあらゆる

広報手段を通じて，計画的，継続的に障

がいに対する理解を深める啓発活動を進

めます。

社会福祉課

社会福祉協議会
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②「障害者週

間」や「健康

スポーツフ

ェスティバ

ル」等を通じ

た啓発活動

の推進

○「障害者週間」（12月3日～12月9日）等，

様々な機会をとらえ，障がいのある人や

関係団体と連携しながら，障がいのある

人等に対する理解を図るための継続的な

啓発活動を推進します。

社会福祉課

○「健康スポーツフェスティバル」を通じ

て，市民への障がいについての啓発と障

がいのある人との交流機会を充実しま

す。

社会福祉課

介護福祉課

生涯学習課

社会福祉協議会

③障がいのあ

る人からの

情報発信機

会の支援

○情報媒体の活用や各種イベント・街頭啓

発活動等を通じて，障がいのある人自身

が主体的に情報発信，自己表現できる機

会の確保に努めます。

社会福祉課

社会福祉協議会

④福祉体験学

習・人権教育

の推進

○障がいのある人への理解を深めていくた

め，保育所や幼稚園，小・中学校等にお

ける福祉体験学習や人権教育の推進に努

めます。

児童福祉課

市民協働推進課

学校教育課

指導室

社会福祉協議会

⑤障がいのあ

る人との交

流の促進

○障がいのある児童・生徒と障がいのない

児童・生徒との交流ができるよう，特別

支援学校と地域の小・中学校の児童・生

徒との交流を促進します。

社会福祉課

指導室

特別支援学校

⑥市民各層を

対象とする

福祉教育の

推進

○社会福祉協議会等の関係機関と連携し，

地域活動等における啓発活動や地域での

福祉講座の開催を促進し，あらゆる年代の

幅広い市民を対象とする地域に根ざした

福祉意識の醸成に努めます。

社会福祉課

社会福祉協議会
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（２）ボランティアによる多様な福祉活動の促進

【取り組みの方向性】

障がいのある人もない人も，全ての人々が地域で自立した生活を送れるよう，

ボランティアの育成やボランティアが行う多様な福祉活動を支援することで，地

域での人のつながりを促進し，ともに支えあう活動を支援します。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①ボランティ

アの育成と

地域福祉の

推進

○市民を対象とした手話通訳者養成講座や

点字講習会等を開催し，手話や点字等の

地域福祉活動の担い手を育成します。

○社会福祉協議会や市民活動支援センター

と連携し，ボランティア協会を核にボラ

ンティア活動団体のネットワークづくり

を支援・促進し，障がいのある人も身近

で支援を受けることができる環境づく

り，市民が気軽にボランティア活動に参

加できる環境づくりを進めます。

○ボランティア活動に関する情報提供の充

実を図り，ボランティア団体やボランテ

ィア数の増加及び意識の高揚と活動への

参加を促進します。

社会福祉課

市民活動支援セ

ンター

社会福祉協議会
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１－２ 安心・安全な生活環境づくり

【現状と課題】

「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が平成18年12月に

施行されたことにより，様々な施設においてバリアフリー化を推進していくこと

が求められています。公共施設のみならず，公共性の高い民間施設でも，バリア

フリーやユニバーサルデザインの考え方を浸透させていく必要があります。

障がいのある人でも外出しやすい環境となるように，公共施設や民間施設等の

バリアフリー化や歩道の整備を促進し，外出しやすい環境を計画的に整えていく

必要があります。

また，障がいのある人の中には，災害発生時等緊急時に，避難ができない，情

報が入らない，情報を発信できない，自分で判断ができない等，自らの身を守る

ことができない人もいます。

障がいのある人でも安心・安全な生活を送れる環境を整備するために，「守谷市

災害時要援護者対応マニュアル」を現状に即して改訂すること，及び「障がいの

特性」に応じた災害時における障がいのある人への支援体制等の構築にも取り組

み，平常時から災害時に備えた対策を進めていく必要があります。

（１）福祉のまちづくりの推進

【取組の方向性】

障がいの有無にかかわらず，全ての人が不自由なく日常生活を送ることができ，

誰もが社会参加できるように，建物や道路，交通機関等のバリアフリー化に取り

組むとともに，正しい利用がされるようにユニバーサルデザインの意識啓発に努

めます。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①福祉のまち

づくりの普

及・啓発

○茨城県の「ひとにやさしいのまちづくり

条例」等に基づき，市民や事業所に対す

る普及・啓発に努め，福祉のまちづくり

に関する意識高揚を図ります。

○性別や年齢，障がいの有無に関係なく，

市民個々にとって利用しやすい施設とな

るよう，公共施設の建設や改修に当たっ

ては，「高齢者，障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律」等の関係法令を

遵守し，段差の解消や手すりの設置，円

滑な動線の確保等，障がいのある人や高

齢者の利用に配慮した施設整備を推進し

ます。

社会福祉課

企画課

財政課

建設課

都市計画課

学校教育課

生涯学習課

茨城県県南県民

センター
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②民間施設の

バリアフリ

ー化の促進

○民間事業者が公共性の高い施設の建設を

計画する際は，「高齢者，障がい者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律」等の

関係法令を遵守するよう求めます。

社会福祉課

都市計画課

③低床バスの

導入

○障がいのある人や高齢者等が安全に利用

できるよう，低床バスの運行を促進しま

す。

企画課

④安全な歩行

空間の整備

促進

○道路の新設に当たっては，全ての人の移

動に配慮した安全な歩行空間の整備に努

めます。

都市計画課

建設課

⑤安全な歩行

空間の確保

に向けた啓

発の推進

○安全な歩行空間を確保するため，自動

車・自転車を運転する人や歩道を歩く人

に対して，障がいのある人や高齢者に配

慮した交通マナーを心がけるよう，広報

や啓発を進めます。

企画課

交通防災課

⑥障がいのあ

る人に配慮

した駐車場

の設置促進

○関係機関の協力を得ながら，公共性の高

い施設への身障者等用駐車場（車いす使

用者用駐車施設）の設置を促進します。

社会福祉課

都市計画課

⑦障がいのあ

る人に配慮

した駐車場

の適正な利

用の周知

○「いばらき身障者等用駐車場利用証」制

度の開始により，身障者等用駐車場（車い

す使用者用駐車施設）が適正に利用される

よう，広く市民への啓発を進めます。

社会福祉課

保健センター

介護福祉課
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（２）居住環境の整備・改善

【取組の方向性】

障がいのある人も地域で安心して暮らすことができるよう，住居のバリアフリ

ー化等の居住環境を整備・改善するため，「障がいの特性」に応じた住まいづくり

の推進と支援に努めます。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①住宅改造の

支援・促進

○在宅で生活する重度の身体に障がいのあ

る人も，安心して住み慣れた自宅で暮ら

し続けることができるよう，住宅環境の

改善にかかる費用を助成します。

社会福祉課

②生活福祉資

金（住宅資

金）貸付制度

の周知

○茨城県社会福祉協議会において実施する

障がいのある人がいる世帯が増改築や補

修等を行う場合の資金の貸付制度の周知

を行い，当該貸付制度を障がいのある人が

円滑に利用できるよう支援します。

社会福祉協議会

③公営住宅に

おけるバリ

アフリー化

の推進

○公営住宅の新設・改築に当たっては，障

がいのある人の利用にも配慮し，バリア

フリー化やユニバーサルデザイン化を進

めます。

建設課

（３）暮らしの安全対策の充実

【取組の方向性】

障がいのある人も住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう，災害時等の緊

急時に備え，迅速に情報を伝達する必要があります。特に，視覚や聴覚に障がい

のある人及び知的に障がいのある人に対しては，「障がいの特性」にあった緊急連

絡体制や地域での見守り体制の構築が必要です。

また，障がいのある人や高齢者等に対する犯罪被害や消費者被害を未然に防止

するため，防犯知識の周知や地域での防犯体制の充実が求められています。
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【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①「メールも

りや」への登

録の促進

○地震や気象情報等の災害に関する情報を

市民へ迅速に伝えるため，携帯電話やパ

ソコンへ情報をメール配信しています。

聴覚に障がいのある人は情報が視覚的に

得られ，視覚に障がいのある人は携帯電

話端末の読み上げ機能を用いて情報を得

ることができるため，「メールもりや」へ

の登録を促進します。

社会福祉課

交通防災課

②福祉避難所

の確保

○通常の避難所では避難生活が困難な要援

護者のために，社会福祉施設等と協定を

結び，福祉避難所の確保に努めます。

社会福祉課

介護福祉課

交通防災課

③災害時要援

護者台帳の

登録促進

○障がいのある人や高齢者等の災害時要援

護者台帳を民生委員・児童委員や地域の

団体に提供し，連携して障がいのある人

や高齢者等が災害時に迅速な避難，救助

活動を行うことができるよう，災害時要

援護者台帳情報の更新に努めます。

社会福祉課

④緊急時の支

援体制の充

実

○急病や災害時の緊急時に迅速に対応でき

るよう，緊急通報装置の設置や聴覚，音

声・言語機能に障がいのある人への通信

装置の給付等を継続して行います。

○知的や精神に障がいのある人は，緊急時

に支援を求めることができない場合があ

るため，民生委員・児童委員や地域の団

体と連携して支援できる体制の整備に努

めます。

社会福祉課

介護福祉課

⑤防犯対策の

強化

○地域において，全ての人が，安心・安全

に暮らすことができるよう，地域の人々

の協力によってつくる防犯体制の支援・

指導に努めます。

○障がいのある人や認知症の高齢者等に対

する犯罪被害を防止するため，「母さん助

けて詐欺（振り込め詐欺）」等の防犯知識

の周知徹底や悪徳商法等の消費者被害防

止に向けた情報の提供に努めます。

交通防災課

経済課
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２ 地域で自立した主体的な生活の支援

２－１ 相談支援と権利擁護の推進

【現状と課題】

インターネットや携帯電話の普及により，情報伝達が以前と比べて格段に速く

なっています。この情報技術は，障がいのある人にとっても情報・意思疎通手段

として活用されるべきところですが，障がいのある人によっては，十分に活用で

きず，いわゆる「情報弱者」として取り残される恐れもあります。このため，情

報が伝わらず各種の制度・サービスを利用できないことがないように，情報提供

の内容や手段の充実を図ることが必要です。

また，「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」の規定

に基づき，障がいのある人が必要なときに，自分が必要とするサービスを選択し

利用できること，また，情報の提供や適切な相談が受けられるように情報提供体

制及び相談体制の強化を図ることが必要です。

障がいのある人や家族においては，ライフステージに応じて生涯にわたり支援

してくれる相談員がいることが心の支えとなるため，適切な支援の提供を受ける

ことができる相談支援事業所等の関係機関を増やしていくことも必要です。

障がいのある人も犯罪被害や人権侵害に遭わないように，地域の人々への積極

的な関わりを支援し，「日常生活自立支援事業」や「成年後見制度」の利用を促進

するとともに，サービス提供事業者等の関係機関や民生委員・児童委員等の地域

の身近な人たちへの啓発を行うことにより，障がいのある人を地域で見守る環境

整備が必要です。

（１）広報・情報提供の充実

【取組の方向性】

障がいのある人やその家族が必要な情報を円滑に入手することができるよう，

情報提供方法について適切な配慮を行うとともに，広報紙やインターネットのホ

ームページ等を通じて的確かつ迅速な情報の提供を行います。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①障がい福祉

に関する情

報提供の充

実

○障がいのある人にインターネット，電子

メール，携帯電話等のＩＴ機器の活用に

よる利便性について周知を図り，利用を

促進します。

社会福祉課
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○障がいのある人に各種の手続やサービス

内容を紹介する「障がい者福祉のしおり」

を更新したときは，最新の情報が必要な

人に届くように，ホームページの情報を

随時更新します。

②視覚，聴覚

・言語機能

に障がいの

ある人への

情報保障

○視覚に障がいのある人や聴覚・言語機能

に障がいのある人等に対し，意思伝達や

情報収集を支援する日常生活用具の給付

や補装具費を支給することにより，日常

生活での意思疎通を図ります。

社会福祉課

③刊行物等の

点字化・音

声化の推進

○視覚に障がいのある人等への的確な情報

提供を図るため，必要度・重要度の高い

情報を中心に点字化・音声化による提供

を行います。

社会福祉課

秘書課

中央図書館

社会福祉協議会

（２）相談支援体制の充実

【取組の方向性】

障がいのある人やその家族が，悩みや不安を身近なところで気軽に相談し，適

切な指導，援助につなげられるよう市の相談窓口の充実を図るとともに，関係機

関や相談支援事業所等との連携を密にし，身近な相談から専門的な相談に至るま

での総合的な相談支援体制づくりに努めます。

特に，障がいのある人のライフステージに応じて，一貫した支援ができるよう

な体制づくりに取り組みます。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①庁内の相談

窓口の整備

○障がいのある人や家族からの保健・医

療・福祉等にわたる相談に的確に対応で

きるよう，窓口の充実や庁内各部局の連

携を図り，障がいの種別にかかわらず，

気軽に利用できる相談支援体制づくりに

努めます。

社会福祉課

保健センター

介護福祉課

国保年金課

守谷市こども療

育教室
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②身近な相談

体制の充実

○障がいのある人に，必要に応じて専門機

関につなぐことができるよう，社会福祉

協議会，サービス提供事業者，障がい者

団体，民生委員・児童委員及び教育関係

機関等，関係各機関等の相互の連携を強

化し，相談体制の充実を図ります。

○民生委員・児童委員の存在や相談・支援

活動について広く周知を図り，より身近

な地域での相談体制の充実を図ります。

○障がいのある人や家族からの相談に対し

て適切なアドバイスができるよう，相談

支援専門員のさらなる資質向上のため，

関係機関等が実施する研修等への積極的

な参加の働きかけを行います。

○障がい福祉サービスを利用する人のサー

ビス等利用計画を作成できる相談支援事

業所の増加を図り，障がいのある人の意

思決定に基づき，個々に合った効果的な

ケアマネジメントが行えるよう，努めま

す。

○障がいのある児童について，ライフステ

ージに応じた保健・医療・福祉・教育等

の関係機関との連携による障がい児相談

支援体制の整備・充実に努めます。

○障がいのある人又はその家族が，仲間と

して障がいのある人からの相談を受け，

問題解決につながるよう，助言を行う「障

がい者相談員制度」の充実を図ります。

社会福祉課

保健センター

介護福祉課

国保年金課

守谷市こども療

育教室

③障がいのあ

る人への総

合的な支援

体制の確立

○障がいのある人も普通に暮らせる地域づ

くりを推進するため，その中核的役割を担

う「守谷市地域自立支援協議会」の機能の

強化に努めます。

社会福祉課

④福祉総合相

談窓口の機

能構築

○地域包括支援センターと連携し，地域に

住む障がいのある人や高齢者等の様々な

相談を受け，適切な機関やサービスにつ

なぐことを目的とする「福祉総合相談窓

口」の機能を構築するため，体制の整備

に努めます。

社会福祉課

児童福祉課

介護福祉課
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⑤「相談支援

ファイル」の

活用

○幼児期から成人までの間に，何らかの支

援を必要とする人やその家族を対象に，

「相談支援ファイル」を配布し，支援を

必要とする人の状況等を記録としてまと

め，必要に応じて保健・医療・福祉・教

育等の関係機関に提示することによっ

て，ライフステージに応じた支援を円滑

に受けられるよう，「相談支援ファイル」

の活用に努めます。

指導室
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（３）権利擁護や虐待防止対策の推進

【取組の方向性】

障がいのある人も普通に日常生活を送れるよう，虐待や差別を解消するための

施策を推進するとともに，社会生活において不利益を被ることがないよう，障が

いのある人の権利擁護体制と法律的な手続や財産管理等を行う「成年後見制度」

の利用を促進します。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①権利擁護体

制の充実

○意思表示が困難な障がいのある人の権利

や財産の保全について，社会福祉協議会

や消費生活センター等の関係機関との連

携のもと，その権利擁護の推進のため，

「日常生活自立支援事業」や「成年後見

制度」を周知することにより，利用を促

進します。

社会福祉課

介護福祉課

経済課

社会福祉協議会

②障がいのあ

る人への虐

待防止に関

する体制の

整備

○「障害者虐待の防止，障害者の養護者に

対する支援等に関する法律」の周知に努

め，障がいのある人が家庭や施設等で虐

待や差別を受けることのないよう，市民

に対する虐待防止等の啓発を行うととも

に，地域住民やサービス事業者，関係機

関等との連携により，虐待が生じた場合

の早期発見や被害者の一時避難場所とし

ての居室を確保する等，虐待防止体制の

整備を図ります。

社会福祉課
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２－２ 生活支援サービスの充実

【現状と課題】

障がいのある人も住み慣れた地域で生活を続けるためには，居宅介護や共同生

活援助（グループホーム）等の福祉サービスにおける支援を受けられることが必

要不可欠であるため，障がいの状況や生活環境に合った選択ができるよう，様々

な障がい福祉サービスや地域生活支援事業の充実が求められます。

障がいのある人の住まいとして共同生活援助（グループホーム）設置の要望が

あることから，いわゆる「親亡き後」の生活の不安を解消するためにも障がいの

ある人も安心して暮らせるよう，新規事業所や既存事業所での受け入れ定員の増

加等による住環境の整備が必要です。一方，訪問系サービスや日中活動系サービ

スにおいては，新規事業所の参入はもとより，既存事業所での新規サービスの追

加により利用サービスの種類を増やし，障がいのある人が事業所を選択すること

ができるような体制の整備が必要です。

また，障がいのある人が属する世帯は，長期にわたる介護・介助や就労状況に

より経済的支援を必要となる場合が多く，安定した生活を送れるよう，各種の経

済的支援制度を利用するための啓発が必要です。

平成24年度から居住の確保や地域生活に移行するための相談を行うサービスと

して地域移行支援・地域定着支援が開始され，施設や病院等に入所・入院してい

る障がいのある人が地域で生活していくための環境整備が必要となっています。

これらの新たなサービスを活用しながら，地域で安心して生活するための支援体

制の整備が必要です。

障がい福祉サービス事業者及び障がい児通所支援事業者に対しては，茨城県と

連携し，障がい福祉サービス及び障がい児通所支援を利用する人が安心して利用

できるよう，サービスの質の維持・向上，苦情解決の体制整備等を図るための適

正な指導が必要です。

（１）日常生活の支援

【取組の方向性】

障がいのある人も住み慣れた地域で暮らせるよう支援するため，居宅における

障がい福祉サービスの充実に努めるとともに，地域生活支援事業のサービスを充

実し，サービスの提供体制の構築に努めます。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①訪問系サー

ビスの充実

○居宅介護（ホームヘルプサービス）をは

じめとする訪問系サービスの拡充を促進

するとともに，居宅において，家族とと

もに安心して生活を営んでいくために必

要なサービスの充実を図ります。

社会福祉課
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②日中活動系

サービスの

充実

○障がいのある人の自立と社会参加を促進

するとともに，身体機能の維持向上を図

るため，生活介護や就労移行支援等の日

中活動系サービスの充実を図ります。

社会福祉課

③ 短 期 入 所

（ショート

ステイ）事

業の促進

○一時的に家庭での介護が困難になった場

合や家族の負担軽減を図るための短期入

所（ショートステイ）が利用できる施設

を拡充し，利用の促進に努めます。

社会福祉課

④日中一時支

援事業の促

進

○障がいのある人の日中における活動の場

や家族の就労支援・休息の確保のため，

日中一時支援事業が利用できる施設を拡

充し，利用の促進に努めます。

社会福祉課

⑤訪問入浴サ

ービスの普

及

○自宅での入浴が困難な重度の障がいのあ

る人に対して，専門スタッフが自宅を訪

問して行う訪問入浴サービスの普及に努

めます。

社会福祉課

⑥外出の支援 ○行動援護等の障がい福祉サービスや個別

支援による移動支援事業の周知を図り，

障がいのある人の社会参加や余暇活動等

を促進させるため，外出による支援を推

進します。

社会福祉課

⑦放課後等に

おける活動

の場の確保

○障がいのある児童の放課後や夏休み等の

長期休暇における活動の場である放課後

等デイサービスにおいて，障がいのある

児童の集団生活と健全育成の場の確保に

努めます。

社会福祉課

⑧高次脳機能

障がいのあ

る人への支

援

○外傷性脳損傷，脳血管障がい等により脳

に損傷を受け，その後遺症として生じた

記憶障がい，注意障がい，社会的行動障

がい等の認知障がい等の症状が出現する

高次脳機能障がいのある人に対し，茨城

県や相談支援事業所等と連携し，住み慣

れた地域で暮らせるよう支援します。

社会福祉課

⑨介護保険法

に お け る

「 介 護 予

防・生活支

援サービス

事業」との

利用の検討

○介護保険制度において「介護予防・日常

生活支援総合事業」の見直しが予定され

ていますが，効果的かつ効率的に「介護

予防・生活支援サービス事業」が利用で

きるよう検討を行います。

社会福祉課

介護福祉課
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（２）生活の場の確保

【取組の方向性】

障がいのある人も地域の中で自立し，安心して暮らしていけるよう，共同生活

援助（グループホーム）をはじめ，民間住宅を含めた様々な生活の場の確保に努

めます。また，施設入所支援については，障がいのある人の個々の事情を勘案し，

施設入所が必要な人に対して施設入所支援事業所からの空床情報の把握・提供を

行います。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①居住系サー

ビスの利用

促進

○在宅で生活することが困難な障がいのあ

る人が，共同生活援助（グループホーム）

を夜間の生活の場として活用するととも

に，地域社会で生活する障がいのある人

も身近なところで利用できるよう，居住

系サービスの利用を促進します。

社会福祉課

②共同生活援

助（グルー

プホーム）

の整備促進

等

○社会福祉法人や非営利活動法人等のサー

ビス提供事業者と連携を図りながら，共

同生活援助（グループホーム）の整備促

進に努めます。

○地域生活に移行する際の生活の場の確保

のため，一般の賃貸住宅等も含めた様々

な形態の住まいの情報収集，提供につい

て検討します。

社会福祉課

③施設入所支

援サービス

の推進

○在宅生活が困難な障がいのある人の生活

を支援するため，施設入所支援を行う施

設及び近隣市町村と連携し，施設入所に

かかるサービスの推進に努めます。

社会福祉課
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（３）地域生活への移行の推進

【取組の方向性】

施設入所者・長期入院患者の地域生活への移行を推進するため，この対象とな

る人の意向を踏まえながら，社会生活を送るための訓練や地域で生活するための

環境の整備を図ります。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①関係機関と

の連携強化

○障がいのある人の地域生活への移行及び

定着に向け，保健所や医療機関等との情

報共有・連携強化を図り，各種サービス

の周知を図ります。

社会福祉課

保健所

②「地域移行支

援事業」及び

「地域定着

支援事業」の

推進

○施設入所者や精神科病院に入所・入院し

ている障がいのある人の地域移行を進め

るため，地域移行のための相談や住居の

確保，その他必要な支援を行う「地域移

行支援事業」及び常時の連絡体制を確保

し，障がいの特性に起因して生じた緊急

の事態において相談その他の必要な支援

を行う「地域定着支援事業」の利用を促

進します。

社会福祉課

保健所

（４）制度の円滑な運営と利用促進

【取組の方向性】

障がいのある人も地域で安心して生活できるよう，障がい福祉サービスを安定

的に提供するため，障がい福祉サービス事業者への支援及び資質の向上に努めま

す。また，障がいのある人やその家族の経済的負担を軽減するため，各種制度の

周知と利用促進を図ります。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①障がい福祉

サービスの

質の向上等

○茨城県と連携し，障がい福祉サービス事

業者及び障がい児通所支援事業者に対

し，実地指導により，サービスや自己評

価等に関する適切な指導及び助言を行う

ことで，障がい福祉サービス等の質の向

上及び業務の適正化を推進します。

社会福祉課
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②障がい福祉

サービス事

業者等間の

情報交換会

の開催

○市内の障がい福祉サービス事業者，障が

い児通所支援事業者及び地域生活支援事

業者と定期的に会議を行う場を提供し，

障がい福祉施策の円滑な実施及び障がい

のある人への支援方法等について情報交

換を行います。

社会福祉課

③民生委員・

児童委員及

び医療機関

等関係機関

への周知

○障がいによる支援制度について，民生委

員・児童委員及び医療機関等関係機関の

職員に対し周知を図ります。

社会福祉課

④障がいによ

る支援制度

の周知と障

がい者手帳

取得の支援

○障がいのある人やその家族の生活安定の

ため，障がい年金や各種手当，税制の優

遇措置等について障がいのある人や家族

に周知し，制度の利用促進に努めます。

○障がい者手帳の新規取得者等に「障がい

者福祉しおり」を配布するほか，市のホ

ームページ等に掲載することより，障が

いによる支援制度の周知に努めます。

○障がい者手帳の未取得者に対して，障が

い者手帳交付制度の周知を図り，障がい

者手帳の取得につなげられるよう支援し

ます。

社会福祉課

国保年金課

税務課

茨城県県税事務

所

⑤医療費の負

担軽減

○自立支援制度の周知に努め，障がいのあ

る人やその家族の負担軽減を図ります。

社会福祉課

○特定疾患医療公費負担制度の周知に努

め，難病患者やその家族の費用負担の軽

減を図ります。

保健所

⑥自動車運転

免許取得費

の補助

○身体に障がいのある人の社会参加の促進

と日常生活の利便を図るため，自動車の

免許を取得した方に対し，その費用の一

部を補助する自動車運転免許取得費補助

事業の利用を推進します。

社会福祉課

⑦外出や移動

の支援

○障がいのある人の移動を支援するため，

公共交通機関における運賃等の助成や割

引制度に関する周知を図り，利用促進に

努めます。

社会福祉課
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２－３ 保健・予防の充実

【現状と課題】

近年のライフスタイルや社会構造の変化によるストレスから「こころの健康」

を損なう人が増えています。特に，「うつ病」をはじめとした精神疾患は，年々増

加していることから，国において5大疾病として取り組みを強化することになりま

した。その点を踏まえ，「こころの健康」に関する理解を促進する必要があります。

平成25年4月から，障がいの有無にかかわらず，難病や発達障がいのある人も障

がい福祉サービスや地域生活支援事業が受けられるようになったことから，サー

ビスが提供できる事業所の確保が必要です。

（１）保健サービスの充実

【取組の方向性】

生涯に渡って健康を保持し，市民の誰もが生き生きと日常生活が送れるよう保

健サービスの充実を図ります。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①地域療育体

制の整備

○発達の遅れや障がいのおそれのある子ど

もに対し，適切な療育相談を行うことが

できるよう，医療機関やその他の関係機

関との連携を強化し，専門的人材の確保

に努め，相談・指導の充実を図ります。

社会福祉課

守谷市こども療

育教室

②休日・夜間

の診療体制

○障がいのある人も安心して治療できるよ

う，休日・夜間や緊急時の医療体制を含

め，関係機関に働きかけるとともに，診

療体制に関する情報提供に努めます。

保健センター

③要介護高齢

者及び障が

いのある人

の歯科診療

体制

○要介護高齢者の在宅・病院・施設での歯

やお口の問題及び在宅の障がいのある人

の歯科診療については，茨城県歯科医師

会口腔センターと連携し，「在宅歯科医療

連携室」の情報提供に努めます。

保健センター

茨城県歯科医師

会
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（２）こころの健康づくりの推進

【取組の方向性】

こころの病のある人が地域で自立した生活が送れ，社会に参加しやすい環境づ

くりを構築するため，こころの病に関する理解の促進や，適切に医療及び相談を

受けられる体制の整備が必要です。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①こころの健

康づくりの

啓発

○統合失調症や気分障がい等の精神疾患・

精神障がいについて，理解促進や早期治

療，相談事業の啓発を進め，こころの病

のある人に対する市民の理解に努めま

す。

保健センター

②自殺予防の

対策

○自殺の要因には，経済的問題，心理的問

題等が複雑化しているため，内部機関と

の連携を強化し，相談窓口につながるよ

うに努めます。また，自殺された人の遺

族への対応に努めます。

保健センター

③関係機関と

の連携及び

相談支援体

制の強化

○「こころの健康」の相談窓口において，

医療機関等関係機関との連携強化や相談

支援体制の強化に努めます。

保健センター

④「ひきこも

り」の人へ

の支援

○「ひきこもり」の人を支えるため，相談

体制のネットワークづくりや就労等を促

進する支援機関の連携体制を進めます。

社会福祉課

茨城県発達障害

者支援センター



58

（３）難病患者への支援

【取組の方向性】

難病患者の在宅生活を支援するため，相談機関や医療機関と連携し，地域で適

切な福祉サービスや医療を受けることができる体制の整備及び難病患者やその家

族の経済的負担の軽減を図ります。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①難病患者へ

のサービス

の充実

○在宅の難病患者が地域で安心して生活が

送れるよう，医療機関等の関係機関と連

携し，保健・医療・福祉に関する総合的

な相談・支援体制の整備を図ります。

社会福祉課

保健所

○難病患者の在宅生活を支援できる体制の

整備に努めます。

社会福祉課

②難病患者へ

の経済的支

援

○「難病患者福祉手当」制度の周知に努め，

難病患者やその家族の経済的負担の軽減

を図ります。

社会福祉課
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３ ライフステージに応じた社会参加の支援と自立

３－１ 教育の充実

【現状と課題】

「児童福祉法」等の改正により，平成24年4月から児童発達支援や放課後等デイ

サービスといった新たなサービスが創設され，障がいのある児童に対する支援の

強化が図られています。

先天性疾患や聴覚障がい等，新生児期から乳児期の早期に障がいが発見された

場合，保護者の不安が大きいことから，保護者が安心して養育できるよう，保健・

医療・福祉が連携し，更に教育につながるよう支援する必要があります。

障がいのある児童も適切な保育・教育を受けるためには，その関係する機関が

それぞれ協力することにより，一人ひとりのニーズに合った支援を長期にわたり

継続していくことが必要です。具体的には，療育・保育から，小学校，中学校，

高等学校へと，障がいのある児童に対して，切れ目のない一貫した支援が行える

体制を構築していくことが必要不可欠であり，また，保育，幼児教育の場と家庭，

地域との連携も重要であるため，体制の構築が必要となります。

（１）療育・発達支援体制の充実

【取組の方向性】

乳幼児健診や発達相談等を通じて，障がいの早期発見に取り組み，医療や保健

所等の関係機関との連携のもと，ライフステージに応じた適切な療育・保育・教

育につなげる体制づくりに努めます。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①乳幼児健康

診査におけ

る障がいの

早期発見と

支援

○乳幼児健診で診察や乳幼児視聴覚のアン

ケートや検査を行い，障がいの早期発見

に努めます。

○乳幼児健診で，発達障がいの疑いのある

児童に対しては，発達相談を行い，保健

所の二次スクーリングや医療と連携し，

早期発見と早期支援に努めます。

○訪問や面接を通じ，保護者の精神的支援

や将来にわたる早期発見・早期教育につ

ながる情報提供に努めます。

保健センター

守谷市こども療

育教室

保健所

②障がい児等

療育支援の

充実

○障がいのある人の生活を支援するため，

茨城県と連携し，窓口における療育相

談・支援の充実を図ります。

社会福祉課

守谷市こども療

育教室
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③療育に関す

る相談・支援

体制の充実

○守谷市こども療育教室を核に関係機関と

のネットワーク化を進め，療育に関する

相談支援体制の充実を図ります。

○児童発達支援センター等による地域支

援・専門的支援の強化や保育所等訪問支

援が提供できる体制の整備に努めます。

社会福祉課

守谷市こども療

育教室

④障がい児保

育の充実

○障がいのある児童の保育需要に対応でき

るよう，受け入れ体制の整備を図り，障

がい児保育の充実に努めます。

児童福祉課

⑤放課後児童

クラブ等で

の障がいの

ある児童の

受け入れの

検討

○放課後児童クラブ等で障がいのある児童

の受け入れについて検討します。

生涯学習課

⑥就学児童に

対する就学

指導の充実

○就学指導委員会を通じて，関係機関との

連携のもとに，一人ひとりの状況やライ

フステージに応じた的確な教育を判断

し，教育機関への指導体制の充実を図り

ます。

指導室

児童福祉課

守谷市こども療

育教室

（２）障がい児（者）教育の充実

【取組の方向性】

障がいのある人の社会参加と自立を促進するため，一人ひとりの「障がい特性」

に応じた教育を推進することで適切な進路指導に取り組むとともに，教員に対す

る研修の実施等を通じて指導力の向上に努めます。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①特別支援教

育の推進

○障がいのある児童一人ひとりの状況や特

性等に応じた適切な指導・支援を行うた

め，特別支援学校に協力を求めながら，

特別支援教育の推進に取り組みます。

○障がいのある児童が必要とする教育ニー

ズに応え，一人ひとりの能力や可能性を

伸ばすため，人的支援をはじめ様々な手

段を用いて，適切な教育の推進に取り組

みます。

学校教育課

指導室

特別支援学校
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○小学校，中学校又は特別支援学校へ就学

する障がいのある児童の保護者に対し，

経済的負担の軽減を図るため，「特別支援

教育就学奨励費制度」の普及に努めます。

②就学相談・進

路指導の充

実

○障がいのある児童一人ひとりにとって最

適な進路を選択できるよう，就学相談の

充実を図ります。

○学校における進路指導において，本人や

保護者への情報提供に努めるとともに，

中・軽度の障がいのある児童の職業的な

自立を目指した指導の充実を図ります。

指導室

児童福祉課

守谷市こども療

育教室

③教職員研修

の充実

○軽度発達障がいをはじめ，障がいの多様

化に適切に対応できるよう，教職員に対

する研修会を充実し，指導力の向上に取

り組みます。

指導室

④特別支援学

校との交流

○特別支援学校在籍者の居住区となる学校

で，地域の学校の在籍者と交流を持つ機

会の提供に努めます。

指導室

特別支援学校

⑤放課後等に

おける活動

の場の整備

推進

○障がいのある児童の放課後や夏休み等の

長期休暇における活動の場である放課後

等デイサービスの整備を推進し，障がい

のある児童の集団生活と健全育成の場の

充実に努めます。（再掲）

社会福祉課

⑥学校施設・設

備の整備

○スロープや手すりの設置，トイレの改修

等，学校教育施設のバリアフリー化を進

めます。

○障がいのある児童の学習を支援するため

に必要な機器・設備の整備等，ユニバー

サルデザインに基づいた教育設備の充実

を図ります。

学校教育課

⑦生涯教育の

提供の検討

○学校を卒業した後においても，障がいの

有無にかかわらず，学習の機会が得られ

るよう，生涯教育の提供方法について検

討します。

社会福祉課
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（３）発達障がい児（者）への支援

【取組の方向性】

発達障がいのある人やその家族が日常生活を送る上で不安を持つことがなく，

社会の一員として地域で暮らすことや就労することができるよう，関係機関と連

携し，ライフステージに応じた相談や療育・就学・就労等に関する支援を行いま

す。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①発達障がい

に関する支

援策の推進

○発達障がいの早期発見，早期支援を進め

るため，専門療育機関・団体等における

適切な訓練，療育，相談につながるよう，

フォローアップ体制の強化を図ります。

○発達障がいのある児童やその家族のニー

ズを把握し，「障がいの特性」に応じた支

援をするとともに，生涯を通じた切れ目

のないサービス提供体制の充実を図りま

す。

○成人期の発達障がいのある人を対象に，

地域生活及び就労支援のための標準的プ

ログラムについて，「守谷市地域自立支援

協議会」等で検討を進めます。

社会福祉課

守谷市こども療

育教室

指導室

茨城県発達障害

者支援センター

②発達障がい

等に関する

理解の促進

及びサービ

ス利用の推

進

○自閉症等の発達障がい及び高次脳機能障

がい等に関する正しい理解を深めるため

の普及・啓発活動を充実するとともに，

発達障がいも障がい福祉サービスの対象

であることの周知に取り組み，発達障が

いのある人とその家族等からの相談に応

じることで，適切なサービスが利用でき

るよう支援します。

社会福祉課
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３－２ 雇用・就労の促進

【現状と課題】

障がいのある人にとって雇用・就労を促進することは，地域で自立した生活を

送るために必要であり，社会参加という面でも大きな役割を果たします。

しかし，現状では障がいのある人の就労は，平成25年4月に「障害者の雇用の促

進等に関する法律」に基づく法定雇用率が1.8％から2.0％へ引き上げられたこと

により，雇用者数は増加しているものの，未だ法定雇用率には至っていない状況

です。このため，法定雇用率に少しでも早く届くように企業・事業所においては，

障がいのある人への理解を求め，雇用を促進することが必要です。

障がいのある人に対しては，就労移行支援事業の利用により事前に就労訓練を

行い，「就労」するということに慣れるための支援をする必要があります。職場へ

の定着を図るため，就労移行支援事業を利用した後，一般就労が困難な障がいの

ある人に対しては，就労継続支援事業所等での支援が必要です。特別支援学校の

卒業生については，特別支援学校と連携して一般就労への支援が必要です。

また，平成25年4月に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の

調達の推進に関する法律」により，国や地方公共団体等が障がい者支援施設等へ

の物品等の発注を積極的に行うことで，障がいのある人の就労の場を確保するよ

う，継続的に支援することが求められています。

（１）多様な就労の場の確保と支援

【取組の方向性】

常総職業安定所等の就労関係機関と連携し，就職が可能な職域，職種を広げる

よう努め，障がいのある人も可能な限り一般就労できるよう，「障がいの特性」に

応じて就労に向けた支援を行います。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①企業・事業所

の障がい者

雇用への理

解促進

○障がいのある人の雇用について，公共職

業安定所等が事業者に対して行う啓発活

動に協力し，「障害者の雇用の促進等に関

する法律」に基づく法定雇用率が下回る

企業・事業所に対しては，改善するよう

に働きかけます。

○障がいのある人も定着して就労できるよ

う，労働環境の改善，職場・職種の拡大

等，働く場の拡大や環境の改善を関係機

関等に働きかけます。

社会福祉課

経済課

公共職業安定所

茨城県県南県民

センター
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○「障害者雇用支援月間（9月）」等を通じ

て，事業所等に対する障がい者雇用への

理解と協力を求めます。

②障がいのあ

る人への雇

用・就労に関

する支援

○障がいのある人がその働く意欲や適性，

能力に応じて就労できるよう支援するた

め，雇用・就労に関する相談支援や情報

提供を行います。

社会福祉課

公共職業安定所

茨城県県南県民

センター

③各種助成金

制度の啓発

○職場適応訓練等の手当を雇用主へ支給す

る各種助成金制度の利用を促進するた

め，企業・事業所に対し啓発を行います。

公共職業安定所

④公共機関で

の雇用

○市役所等の公共機関において，障がいの

ある人を計画的に雇用します。

総務課

⑤福祉的就労

の促進

○企業等への就労を希望する人に，一定期

間，就労に必要な知識及び能力向上のた

めの訓練を行う就労移行支援事業の積極

的な活用を支援します。

社会福祉課

公共職業安定所

⑥職場適用援

助者（ジョブ

コーチ）制度

及び障害者

試行雇用事

業（トライア

ル雇用）制度

の活用促進

○障がいのある人及び事業主に対して，雇

用の前後を通じて「障がいの特性」を踏

まえた直接的・専門的な援助を行う職場

適用援助者（ジョブコーチ）の活用につ

いて働きかけます。

○地元企業・事業所に対して，障害者試行雇

用（トライアル雇用）事業の活用に関する

情報提供を行い，就労体験機会の拡大を図

ります。

社会福祉課

公共職業安定所
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（２）福祉的就労の場の充実

【取組の方向性】

一般就労が困難な障がいのある人に対して，働く場や活動する場を確保するた

め，福祉的就労を提供できる体制の整備に努めます。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①福祉的就労

の場の確保

○働く意思がありながら一般就労が困難な

障がいのある人に対して，生活指導，作

業指導を行い，社会的自立を図るための

就労継続支援事業所の確保に努めます。

○在宅の障がいのある人に対して，地域に

密着した就労の場を確保するため，地域

活動支援センターの支援内容の充実を図

ります。

社会福祉課

②障がい者支

援施設等へ

の発注の推

進

○「国等による障がい者就労施設等からの

物品等の調達の推進に関する法律」に基

づき，本市における物品の購入や委託に

おいて障がい者支援施設等への発注を推

進し，障がい者支援施設等における業務

の受注確保を支援します。

社会福祉課
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３－３ 社会参加の促進

【現状と課題】

障がいの有無にかかわらず，生きがいやゆとりを持って，誰もが生き生きとし

た生活を送るためには，趣味やスポーツ・レクリエーション等の余暇を楽しむ活

動が必要です。特に，障がいのある人にとっては，健康の保持や社会参加により，

生活の充実につながることから，余暇活動の向上が必要となります。

そこで，社会活動・地域活動としてのスポーツ・レクリエーション等のイベン

ト，趣味の講座等への参加を通じて，障がいのある人の社会への参加を促すため，

ボランティアの配置や受入体制の構築が必要です。

また，聴覚に障がいのある人や難聴の人は，様々な場面で手話通訳や要約筆記

等の「聴こえ」に関する支援が必要となるため，これらに対応できる支援体制の

構築を図る必要があります。

選挙については，障がいのある人も円滑に投票ができるようにするため，投票

所の環境整備等を行う必要があります。

（１）移動・意思疎通の支援

【取組の方向性】

障がいのある人も社会に積極的に参加する上で，安全で快適に移動し，その活

動する範囲が広がるよう，円滑に利用できる交通手段の整備と「障がいの特性」

に応じた移動手段の確保に努めます。

また，視覚，聴覚，音声・言語機能に障がいのある人に対する意思疎通支援に

ついて，必要なときに必要な支援が受けられるよう，支援体制の充実を図ります。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①外出の支援 ○ひとりでの外出が困難な障がいのある人

の社会参加を支援するため，介護給付に

よる行動援護，同行援護及び地域生活支

援事業による移動支援を周知し，利用を

促進します。

社会福祉課

②自動車運転

免許取得費

の補助

○身体に障がいのある人の社会参加の促進

と日常生活の利便を図るため，自動車の

免許を取得した方に対し，その費用の一

部を補助する「自動車運転免許取得費補

助事業」の活用を推進します。（再掲）

社会福祉課

③外出や移動

の支援

○障がいのある人の移動を支援するため，

公共交通機関における運賃等の助成や割

引制度に関する周知を図り利用促進に努

めます。（再掲）

社会福祉課
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④守谷市福祉

タクシー券

の交付

○交付要件に該当する重度の障がいのある

人等に対して，「守谷市福祉タクシー券」

を交付し，タクシー料金（初乗り分）の

助成を行うことで，医療機関への受診等

を目的とする外出を支援します。

社会福祉課

⑤手話通訳者

・要約筆記者

の派遣

○聴覚や音声・言語機能に障がいのある人

も社会生活を送る上で意思疎通を円滑に

行うことができるよう，手話通訳者や要

約筆記者を派遣します。

社会福祉課

茨城県立聴覚障

害者福祉センタ

ー

⑥手話通訳者

・要約筆記者

の養成

○聴覚や音声・言語機能に障がいのある人

の意思疎通を支援するため，茨城県や各

種団体と連携し，手話通訳者や要約筆記

者を養成するための講習会等を実施しま

す。

社会福祉課

茨城県立聴覚障

害者福祉センタ

ー

⑦手話通訳者

の設置の検

討

○聴覚や音声・言語機能に障がいのある人

に対する情報提供や相談支援に向けて，

地域生活支援事業による手話通訳者の設

置について検討します。

社会福祉課

⑧刊行物等の

点字化・音声

化の推進

○視覚に障がいのある人への的確な情報提

供を図るため，必要度・重要度の高い情

報を中心に点字化・音声化による提供に

努めます。（再掲）

社会福祉課

秘書課

中央図書館

社会福祉協議会

⑨中途失明者

への支援

○中途失明者を対象とした点字・点字タイ

プライターの習得，歩行訓練のための講

習，中途失聴者や難聴者を対象とした読

話技術の取得のための講習について，開

催を周知します。

社会福祉課

茨城県立視覚障

害者福祉センタ

ー

⑩障がいのあ

る人に配慮

した駐車場

の適正な利

用の周知

○「いばらき身障者等用駐車場利用証」制

度の開始により，身障者等用駐車場（車

いす使用者用駐車施設）が適正に利用さ

れるよう，広く市民への啓発を進めます。

（再掲）

社会福祉課

保健センター

介護福祉課

⑪選挙におけ

る配慮

○投票所内の段差解消，車いすや車いす用

の投票記載台の配備等を行い，投票所の

バリアフリー化に努めます。また，投票

所において，自書ができない人に代理投

票が可能であることや投票所へ行くこと

が困難な身体に障がいがある人に郵送に

よる不在者投票ができることについて周

知する等，障がいのある人も投票しやす

い環境の整備に努めます。

選挙管理委員会



68

（２）文化・スポーツ活動等の振興

【取組の方向性】

地域で暮らす障がいのある人がより多くの行事や活動に参加していくことは，

多くの人と交流ができる機会が得られることにつながります。そこで，障がいの

ある人の文化・スポーツ活動への参加を促進するために必要な支援を図ります。

【具体的な施策と事業】

施策・事業 内 容
実施主体

（所管部署）

①障がいのあ

る人への活

動支援

○障がいのある人も積極的に社会活動やス

ポーツ活動へ参加できるよう，茨城県，

社会福祉協議会，障がい者団体等が主催

する文化事業，スポーツ・レクリエーシ

ョン大会等において，ボランティア等の

配置による障がいのある人の受け入れ体

制の状況や開催情報を提供し，参加を促

します。また，社会活動やスポーツ活動

を支える指導者の育成に努めます。

社会福祉課

生涯学習課

社会福祉協議会

②文化・芸術

活動の振興

○文化・芸術活動の振興に向けて，活動機

会や発表の場の確保を図ります。

社会福祉課

指導室

生涯学習課

社会福祉協議会

③文化・スポ

ーツ施設等

のバリアフ

リー化・ユニ

バーサルデ

ザイン化の

支援

○できる限り身近に文化活動やスポーツが

行えるよう，使用頻度の高い施設を重点的

に，施設のバリアフリー化やユニバーサル

デザイン化を計画的に推進します。

企画課

都市計画課

建設課



69

資 料 編
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資 料 編

1 守谷市内の障がい福祉サービス及び障がい児通所支援等並びに地域

生活支援事業の提供事業所

※平成25年9月30日現在

施設名称 実施サービス 住所・電話番号

守谷市障がい者福祉

センター

生活介護・就労移行支援・就労

継続支援（Ｂ型）

放課後等デイサービス

日中一時支援事業

守谷市板戸井1977-2

℡ 45-9801

守谷市障がい者相談

支援センター

指定一般相談支援・指定特定相

談支援

守谷市板戸井1977-2

℡ 45-9801

守谷市こども療育教室 児童発達支援
守谷市板戸井1977-2

℡ 47-0220

指定通所介護事業所

あいた
生活介護

守谷市同地366-2

℡ 48-6783

障害者支援施設

さくら荘

短期入所・生活介護・施設入所

支援

日中一時支援事業

守谷市大木129-2

℡ 48-6288

アネシス障害者居宅

介護事業所

居宅介護・重度訪問介護・行動

援護

移動支援事業・訪問入浴サービ

ス

守谷市薬師台2-16-3

℡ 21-1525

守谷市社協ヘルパー

ステーション

居宅介護・同行援護・重度訪問

介護

移動支援事業

守谷市大柏954-3

℡ 45-0088

ケアステーション・

モリヤ

生活介護・自立訓練（生活訓

練）・就労移行支援

守谷市松前台3-15-1

℡ 46-0113

ケアホーム もりや 共同生活介護・共同生活援助
守谷市久保ケ丘1-22-17

℡ 46-0113

モリヤ・キッズ 放課後等デイサービス
守谷市松前台3-15-1

℡ 46-0113

レジーア
就労移行支援・就労継続支援

（Ｂ型）

守谷市けやき台2-36-4

℡ 44-9885

Ｚｅｒｏ Ｐｏｉｎｔ
自立訓練（生活訓練）・就労移

行支援

守谷市薬師台1-13-1

℡ 20-6851

エスポワール 地域活動支援センターⅢ型
守谷市本町622-2

℡ 48-5533
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2 障がい程度区分別障がい福祉サービス利用一覧表

サービス名称 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

居宅介護

(ホームヘルプ)

短期入所

(ショートステイ)

同行援護 ※１
身体介護を

伴 わ な い

共同生活介護

(ケアホーム) ※２

生活介護 ※３
５０歳

以 上

行動援護 ※４

施設入所支援 ※５
５０歳

以 上

重度訪問介護 ※６

療養介護 ※７

重度障がい者等

包括支援 ※８

（注）平成25年9月30日現在で実施するサービス体系から障がい程度区分ごとに列記

※１：①身体介護を伴わない

同行援護アセスメント票の項目中，視力障がい，視野障がい，夜盲のいずれか

が1点以上であり，かつ，移動障がいの点数が1点以上

②身体介護を伴う

上記①のほか，障がい程度区分2以上であり，歩行・移乗・移動・排尿・排便

のいずれか1つが「できる」以外と認定された者

※２：平成26年4月から共同生活介護は廃止され，共同生活援助へ一元化されます。

※３：障がい程度区分3以上（50歳以上は区分2以上）

施設入所者の場合は障がい程度区分4以上（50歳以上は障がい程度区分3以上）

※４：行動関連項目8点以上

※５：生活介護利用者は障がい程度区分4以上（50歳以上は障がい程度区分3以上）

※６：二肢以上に麻痺があり，歩行・移乗・移動・排尿・排便の全てに「できる」以外

と認定された者

※７：ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理者は障がい程度区分6の者

筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者は障がい程度区分5以上の者

※８：意思の疎通が著しく困難な者，人工呼吸器使用・知的最重度又は行動関連項目8点

以上
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3 用語解説

「あ」行

○移動支援事業

地域生活支援事業のひとつで，外出や余暇活動等の社会参加のための移動支

援を行う。

○アクセシビリティ

アクセス性，アクセスしやすさという意味で，転じて「誰もが使える」とい

う意味で使われている。

「か」行

○権利擁護

「障がいの特性」により生活支援制度や介護保険サービスや障がい福祉サー

ビスが容易に利用できない，身の回りのことや金銭管理ができない等，判断能

力が十分でないために生じる様々な問題や虐待，権利侵害，詐欺等の被害から

障がいのある人の権利を守るため，本人に代わって代理人が権利を行使し，介

護保険サービスや障がい福祉サービスの利用援助や金銭管理等支援を行う。

○高次脳機能障がい

脳の損傷により生じる認知機能の障がい。事故による頭部外傷や脳血管障が

い等の脳の疾病，感染症や薬物・アルコールによる中毒等，様々な原因によっ

て脳が損傷を受け，言語・思考・記憶・行為等の認知機能に生じる障がい。

○共同生活援助（グループホーム）

障がいのある人が，施設生活から地域生活への移行や自立を促進する目的で

設置される少人数で生活する住居。平成26年4月から共同生活介護（ケアホーム）

と一元化される。

○ケアマネジメント

利用者それぞれのニーズに合わせ，適切かつ効果的なサービスを提供するた

めの各種サービスを調整すること。

○高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

高齢者や障がいのある人等の移動上及び施設の利用上の利便性，安全性の向

上の促進を図り，公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。従来の「高

齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」

と「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関

する法律」を一本化し，旅客施設，特定建築物（学校，病院，劇場，ホテル，

老人ホーム等）等について，高齢者や障がいのある人等が移動等を円滑に行え

るようにするための基準が定められている。
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○協議会（旧・地域自立支援協議会）

「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」に基づき

都道府県及び市町村が設置するもので，関係機関が相互の連携を図ることによ

り，地域における障がいのある人等への支援体制に関する課題について情報を

共有し，関係機関等の連携の緊密化を図るとともに，地域の実情に応じた体制

の整備について協議を行う機関。

当市では，「守谷市地域自立支援協議会」がこの機関の機能を担っている。

「さ」行

○障がい福祉サービス

「居宅介護」や「生活介護」等10種類からなる「介護給付」及び「自立訓練」

や「就労移行支援」等4種類からなる「訓練等給付」を総称する呼称。平成26

年4月から「介護給付」のうち「共同生活介護」の廃止により9種類となる。

○障がい児通所支援

児童発達支援，医療型児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問

支援からなるサービスを総称する呼称。平成24年4月の児童福祉法の改正により

創設された事業。

○社会的障壁

障害者基本法第2条第2項にて「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」と定義されている。

○身体障がい者手帳

身体障害者福祉法に基づいて交付され，援護を受けることができる人である

ことを確認する証票。対象となる障がいは，①視覚，②聴覚又は平衡機能，③

音声機能・言語機能又はそしゃく機能，④肢体不自由，⑤内部機能（心臓，じ

ん臓，呼吸器，ぼうこう・直腸，小腸機能，ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

の機能，肝臓）で，障がいの程度により1級から6級の等級がある。

○精神障がい者保健福祉手帳

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて交付され，精神に

障がいのある人の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として，

精神疾患を有する人のうち，精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会

生活への制約がある人を対象として交付する手帳で，障がいの程度により1級か

ら3級の等級がある。

○障害者試行雇用事業（トライアル雇用）

公共職業安定所（ハローワーク）が紹介する障がいのある人を労働者として

短期間（原則として3箇月）雇用し，その間，企業と労働者相互の理解を深め，

企業は能力や適性を把握し，労働者は仕事をするうえで必要な指導等を受け，

その後の常用雇用への移行や雇用の機会を促進する制度。



75

○職場適応援助者（ジョブコーチ）

職場適応のために支援を要する障がいのある人が働く職場に出向き，「障がい

の特性」を踏まえた直接支援（職場内外の支援環境の整備等）を行う専門職員。

○精神通院医療

精神疾患により通院による精神医療を継続的に要する程度の病状がある人に

精神医療機関等への通院医療費の一部が公費で負担される制度。

○障がい程度区分

障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため，障がいのある人の心身状

態を総合的に表す区分であり，市町村が障がい福祉サービスの種類や量を決定

する際に勘案する事項のひとつ。障がい程度区分は，区分1から区分6まである。

平成26年4月から「障がい支援区分」と変更される。

○生活習慣病

糖尿病や心臓病，脳卒中，がん等，病気が発症するまでに食生活や飲酒，喫

煙等，個人の生活習慣の因子が深く関係している病気の総称。

○成年後見制度

知的障がい，精神障がい，発達障がい，認知症等の理由により判断能力が不

十分で，自分自身の権利を守ることができない人を保護・支援する制度。財産

管理や介護保険サービスや障がい福祉サービス利用の契約，遺産分割協議等を

サポートする。

家庭裁判所の審判に基づき成年後見人，保佐人，補助人から援助を受ける。

○障がい者相談員

障がいのある人又はその家族からの各種相談に応じるため人格見識が高く社

会的に信望があり，福祉増進に熱意を有し，奉仕活動ができ，かつ地域の実情

に精通している人で市から委嘱された人のこと。障がい者相談員は，「身体障が

い者相談員」及び「知的障がい者相談員」からなる。

○相談支援専門員

相談支援の業務に従事する人のこと。利用者に係るアセスメントの実施，サ

ービス等利用計画の作成，サービス担当者会議の開催，サービス等利用計画の

実施状況の把握等の一連の業務を行う。

○相談支援事業所

障がいのある人が地域で様々な社会資源を活用しながら，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，相談，情報提供，サービスの調整等を

障がいのある人等のニーズに合わせて調整する事業所のこと。相談支援事業は，

地域生活支援事業として実施される一般的な相談や利用援助のほか，個別給付

として実施される「サービス等利用計画の作成・モニタリング」や「地域移行

支援」，「地域定着支援」がある。
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「た」行

○地域生活支援事業

障がい福祉サービスとは別に，「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」の規定に基づいて市町村や都道府県が実施する事業。地域

の実情に応じて，障がいのある人の地域における生活を支える様々なサービス

を実施する。サービスの内容により「必須事業」と「任意事業」がある。

○特別支援教育・特別支援学校

従来の特殊教育の対象とされる障がいだけでなく，学習障がい（LD），注意欠

陥多動性障がい（ADHD），高機能自閉症を含めて障がいのある児童の自立や社会

参加に向けて，その一人ひとりの教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，

生活や学習上の困難を改善又は克服するために適切な教育や指導を通じて必要

な支援を行う。また，従来の養護学校，盲学校，聾学校は，特別支援学校に名

称変更。

○特別支援学級

学校教育法に基づき，小学校・中学校・高等学校及び中等教育学校に置くこ

とができるとされている障がい種別ごとの少人数学級のこと。

○地域活動支援センター

通所することで創作的な活動や生産活動の機会の提供，社会との交流促進を

図る等，障がいのある人の自立した地域生活を支援する場。

○低床バス

高齢者や障がいのある人をはじめ誰もが乗降しやすいように，乗降ステップ

が１段となっている「ワンステップバス」や，床面の高さを低くした「ノンス

テップバス」をいう。

「な」行

○日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な高齢者や障がいのある人を対象に，社会福祉協議会が本

人又は代理人と契約を締結したうえで，福祉サービスの利用・援助やそれに付

随した金銭管理等を行う。

○ノーマライゼーション

障がいのある人を特別視せず，普通の人と同じように受け入れ，ともに同じ

社会の一員として生活を営んでいこうという考え方。

○難病

原因不明，治療方法が未確立で，後遺症を残す恐れが少なくない疾病。また

は，経過が慢性的であるため，経済的な負担がかかるだけでなく，介護等に非

常に人手がかかるため，家族の負担が重く，または精神的にも負担が重い疾病

をいう。
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○日常生活用具

在宅の障がいのある人に対し，日常生活の利便を図るため，地域生活支援事業

で給付される用具。

「は」行

○発達障がい

乳幼児期から幼児期にかけて様々な原因で，発達の遅れや機能獲得の困難さ

等が生じる心身の障がい。代表的なものとしては，広汎性発達障がい（自閉症・

アスペルガー症候群等），注意欠陥多動性障がい（ADHD），学習障がい（LD）等

がある。

○バリアフリー

公共の建築物や道路，個人の住宅等において，段差の解消や手すりの設置等，

高齢者や障がいのある人の利用にも配慮した設計にすることをいう。また，障

がいのある人に対する差別意識等の内面的な障壁を取り除くことにも使われる。

○福祉的就労

障がいのある人の社会参加を促進し，特に勤労意欲や自己実現の要求に応え

るため，経済性や生産性に拘束されない状況の中で，それぞれが自分に適した

様々な作業に就くこと。

○福祉避難所

高齢者，障がいのある人，妊産婦，乳幼児，病者等，一般的な避難所では生

活に支障をきたす要援護者のために，何らかの特別な配慮がされた避難所。

○補装具費の支給

身体に障がいのある人に対して，身体に装着（装用）することで，身体機能

を補完・代替し，日常生活や就学・就労に長期にわたって継続して使用される

補装具（義肢，補聴器，車いす等）の購入費，修理費の全部又は一部を支給す

る。

○ボランティア

自発的な意志に基づいて人や社会に貢献する人，又は活動のことで，自発性，

無償性，社会性，創造性等を原則としている。

○法定雇用率

常用雇用の労働者数50人以上規模の民間企業等に対して，その雇用している

労働者に占める障がいのある人の割合が一定以上であるよう「障害者の雇用の

促進等に関する法律」に基づき定められた値。民間企業では2.0％，官公庁では

2.3％以上となるよう定められている。平成25年4月から法定雇用率が民間企業

及び官公庁とも0.2％引き上げられている。
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○放課後児童クラブ

保護者が就労等により家庭にいない小学校低学年児童に対し，授業終了後に

児童館，学校の空き教室等を利用して，適切な遊びや生活の場を与える事業。

「ま」行

○民生委員・児童委員

民生委員は，「民生委員法」に基づいて市町村の区域に配置されている民間の

行政協力機関をいう。報酬を目的としない名誉職で，市町村議会の議員の選挙

権を有する者の中から適任と認められるものが，都道府県知事の推薦により厚

生労働大臣から委嘱される。「児童福祉法」に規定する児童委員も兼ねている。

○モニタリング

あらかじめ設定しておいた計画や目標，指示について，その進捗状況を随時，

確認・把握し評価すること。また，評価するだけではなくその結果を記録して，

計画の見直しを検討する一連の過程全てを指す場合もある。

「や」行

○要約筆記

聴覚に障がいのある人に対して，人が話をしている内容をその場で要約して，

ノート，スクリーン，パソコン等で情報を伝える方法。

○ユニバーサルデザイン

特定の年齢・性別国籍・心身状態の人を対象とするのではなく，様々な違い

を超えて考慮し，計画・設計することや，そのような状態にしたもの。

「ら」行

○ライフステージ

人生の各段階。乳幼児期・就学期・成人期・高齢期等に分けられる。

○療育

障がいのある児童に対する医療や教育等，発達を促すための一連の取り組み。

○療育手帳

知的に障がいのある人に対して，一貫した指導・相談を行うとともに，福祉

の援護が受けやすくなるよう，一定程度以上の障がいのある人に対し，申請に

基づいて障がい程度を判定し，療育手帳制度要綱に定める知的に障がいのある

人であることの証票として都道府県知事が交付する。障がいの程度により，「○Ａ ，

Ａ，Ｂ，Ｃ」の4つの等級がある。
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