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４ 能力を発揮できる地域づくり 
 

 

（１）教育の充実 

（２）就労支援の充実 
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推進項目 
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３ 多様なサービス体制づくり 
 

 

（１）総合的な相談の充実 

（２）在宅生活の支援充実 

（３）権利擁護・障害者虐待への対応 

（４）医療・保健サービスの充実 

（５）早期発見・早期療育の充実 

（６）生活安定のための支援の充実 

（７）各種団体との連携強化 

推進項目 

推進目標 

 

5 障がい福祉サービスの充実と推進 
※障がい福祉計画参照 

 
 

（１）障がい福祉サービスの充実 

（２）障がいのある人の雇用･就労の促進 

（３）総合的な地域生活支援 

（４）相談支援体制の充実 

 

推進目標 

基本目標 

推進項目 



２ 

 

１ ともに支え合う地域づくり 

（１）相互理解の促進 

現状と課題 

平成28年４月に「障害者差別解消法」が施行され、合理的配慮について規定されまし

た。また、同法に規定されている社会的障壁である利用しにくい施設や制度、障がいの

ある人への偏見などがまだ多く存在しています。 

障がいのある人が、地域で安心して暮らすことができる社会にするためには、障がい

のある人についての正しい知識の普及に努め、ノーマライゼーションの理念の浸透を図

る必要があります。 

今後も、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し、ともに支え合う共

生社会の理念の普及を図り、障がいのある人に対する理解の促進と啓発活動の推進が必

要です。 

 平成 27年４月に「篠山市みんなの手話言語条例」が施行され、その理念を実現すべく、

「手話施策推進方針」を策定し、様々な取り組みを進めています。引き続き手話を言語と

して認め、市民誰もがそのことを理解し、いつでも自由に手話を使える地域社会となるよ

うに取り組むとともに、障がいのあるすべての人の社会参加の実現をめざす取り組みを進

めます。 

 

推進の方向 

① 障がいに関する理解促進 

・学習機会の拡充 

  小中学校では車いす等を使った体験学習を行っていますが、今後とも障がいのある

人々の立場や気持ちの理解を深めるため、地域、職場等においての実施などを働きか

けるとともに、必要な用具・教材の貸し出しなどの支援を行います。 

  「篠山市みんなの手話言語条例」を推進するため、広く市民を対象とした「手話出

前講座」や小中学校の総合学習で「手話体験」、また、各自治会で「手話」をテーマ

に人権学習に取組むなど理解促進を図ります。 

・啓発活動の推進 

  障がい施策を市民の理解を得ながら推進するため、障がい福祉サービス事業所、

民間事業所、マスコミなどの協力によるきめ細かい啓発活動を行います。 

また、障がいのある人々の自立と社会参加への意欲及び障がい者問題に対する理解

と認識を一層高めるため、篠山市人権・同和教育研究協議会等と連携して毎年12月の

「障害者週間」に実施する啓発活動などを更に充実させ、様々な場において障がい特

性や配慮について周知します。 

・教材等の作成・提供 

  障がいに関する理解を深めるためのパンフレット等を障がい者団体等と協力して作

成し、必要な人々や機関に提供します。 
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②障害者差別の禁止 

・合理的配慮の推進 

障がいを理由とした差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供について、市民や企

業・団体等への周知・啓発に努めます。 

  ・差別解消のための体制構築 

「障害者基本法」第４条の「差別の禁止」の基本原則を具体化するため制定された

「障害者差別解消法」等に基づき、障がいを理由とする差別に対し、適切な相談対応

につなげることや、情報提供を行っていくことができるよう、体制整備を進めます。 

 

③地域での交流促進 

・交流の場づくり 

これまでから多くの障がいのある人などが集う催しとして「きらきら★カーニバ

ル」等の活動を支援していますが、今後とも障がいのある人や誰もが交流できる場

づくりを進めます。 

・地域行事の改善 

 地域行事（祭り、運動会等）に障がいのある人が参加しやすくなるように、主催者

に研修や啓発をします。 

 

④市民参加事業を通じた交流促進 

・障がい者スポーツ大会、車いすマラソン大会、グラウンドゴルフ大会、障がい者作品

展等の障がい者参加事業を支援します。 

 

⑤学校教育における障がいに関する理解の促進 

・子どもたちが障がいに関する正しい理解と認識を深めるため、障がいのある人との交

流を拡充します。 
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（２）情報提供・意思疎通手段の充実 

現状と課題 

私たちが豊かな生活を送るためには「情報」や「意思疎通」は欠かすことができませ

ん。そして個々の障がいにあった情報収集手段の確保が必要です。様々な情報の提供・

共有に努め、障がいのある人が福祉サービス等をスムーズに利用できるようにするとと

もに、多角的で効果的な情報提供活動により、幅広い市民の参加を呼びかけ、誰もが参

加できるまちづくりを推進していく必要があります。 

 

 

推進の方向 

① 障がいのある人の立場に立った情報提供 

・障がいのある人が情報を入手する手段として「市の広報紙」がありますが、内容をさ

らに充実させ、様々な障がいに合った障がい福祉サービスや障がい者団体・関係機関

の情報を整理して、障がいのある人一人ひとりに分かりやすい情報を提供できるよう

に努めます。また、視覚、聴覚に障がいのある人においても情報を入手しやすいよう

に、ＩＴや音声での情報提供を充実させます。 

 

②各種情報の普及 

・障がいのある人を支える関係者への情報提供の充実 

  障がいのある人に対して的確な情報が届くように、保護者、介護者、障がい者団体、

医療機関、学校、自治会等への情報提供を充実します。 

・多様な意志疎通支援に対する理解の促進 

  障がいの特性に応じた意志疎通支援についての理解を促進するため、手話や要約筆

記、コミュニケーションボードの利用、その他の音声・言語以外による障がいの特性

に応じた多様な意志疎通支援について周知を図ります。 

 

③意志疎通支援事業の推進 

・障害者総合支援法における地域生活支援事業として、聴覚、視覚、言語機能、音声機

能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人に、手話

通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳・音訳等によ

る支援事業等を行います。 
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④通訳者等養成講座の拡充・派遣制度の充実 

・通訳者・ボランティア等の養成拡充 

  手話通訳者養成講座、要約筆記者養成講座、点訳奉仕員養成講座等の開催を支援し、

視覚や聴覚に障がいのある人等が円滑な意思疎通に必要な手話通訳者や要約筆記者、

朗読・点訳ボランティアを養成します。 

・派遣制度の情報提供の充実 

  手話通訳者・要約筆記者派遣制度及び点訳・朗読ボランティアの周知を広めるため、

丹波地域を活動地域とする「丹波青い鳥学級」（視覚障がい者対象）や「丹波くすの

き学級」（聴覚・言語障がい者対象）をはじめ、関係団体・機関等と連携して、情報

提供に努めます。 

 

⑤情報通信技術の活用 

・パソコン講習の充実 

  パソコン等による通信ができるように、障がいに合ったパソコン講習の充実に努め

ます。 

・窓口対応の充実 

  視覚や聴覚に障がいのある人への情報提供手段の充実を図るため、障がい者対応の

端末システムや遠隔手話サービスについて調査研究します。 

・障がいに応じた情報をインターネットで提供 

  市のホームページの内容を、読み取りソフトを通じて音声で提供します。 



６ 

 

２ 人にやさしいまちづくり 

（１）移動手段の充実 

現状と課題 

障がいのある人の社会参加を支援するため、障がいのある人の外出や移動の支援を目

的とした障がい福祉サービスの充実を図る必要があります。 

屋外への移動支援をはじめ、公共交通機関や福祉タクシー等の利便性向上に向けてさ

らなる基盤整備が必要です。 

 

推進の方向 

①移動支援事業の推進 

・障害者総合支援法における地域生活支援事業として、障がいのある人等が円滑に外出

することができるよう、屋外での移動が困難な障がい者等について、社会生活上必要

不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

 

②行動援護の推進 

・障害者総合支援法における介護給付事業として、自己判断能力が制限されている人が

行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 

 

③同行援護の推進 

・障害者総合支援法における介護給付事業として、視覚に障がいのある人が、移動時及

び外出時において、必要な視覚的情報の支援、移動の援護、排泄・食事などの介護そ

の他外出する際に必要な支援を行います。 

 

④交通施設のバリアフリー化 

・誘導装置の整備 

  点字ブロック等の誘導装置については、兵庫県にも要請し、障がいのある人や高齢

者をはじめ、すべての人が安全に通行できるよう、随時整備を進めます。 

・障がい者対応信号機の充実 

  交差点等を安全に通行できるように、音声案内や青信号を通常の状態よりも長くす

る「歩行者等支援情報システム」等の整備を働きかけます。 

・低床型バスの充実 

  バス運行会社に低床型バスの導入促進を働きかけます。 

・視覚・聴覚障がい者対策の充実 

  鉄道会社やバス会社に、視覚に障がいのある人が不便とならないように、時刻表や

料金等の情報取得、切符購入、構内移動等に配慮した整備をすることを働きかけます。 

  また、県と連携し、聴覚に障がいのある人が不便とならないように、バス内での停

留所の案内等の文字表示を行う車両の増加を働きかけます。 
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・公共交通及び移送の充実 

  障がいのある人の社会参加を促進するためには、家族に頼らず外出できる支援が必

要なため、コミュニティバスを利用しやすいよう配慮することや移送サービス等の充

実に努めます。 

 

⑤補助犬の普及促進 

・身体障害者補助犬法に基づき、盲導犬、介助犬、聴導犬の普及を図るとともに、市民の

理解を高め、同伴利用のための諸条件の整備に努めます。 

 

⑥自動車運転免許取得・改造助成事業 

・障害者総合支援法における地域生活支援事業として、障がいのある人が自動車運転免

許を取得する場合及び自動車を改造する場合に費用を助成します。 

 

⑦減免・割引制度等の普及促進と拡充 

・自動車税の減免制度の普及促進 

  自動車・軽自動車税の減免制度の普及促進に努めます。 

・各種割引制度の普及促進と拡充 

  身体障害者手帳あるいは療育手帳を所持している人に行われている鉄道・バス・航

空・船舶運賃割引制度や身体に障がいのある人本人、また身体に重度の障がいのある

人及び知的に障がいのある人の介護者が運転する場合の有料道路通行料割引制度の普

及促進に努めます。また、精神障害者保健福祉手帳を所持している人にも助成できる

よう制度の拡充を全国市町村会を通じて働きかけます。 

 ・兵庫ゆずりあい駐車場制度の普及促進 

   障がいのある人などのための駐車スペースを適正に利用できるようにすることを目

的とした「兵庫ゆずりあい駐車場制度」の普及促進に努めます。 

・駐車禁止除外指定車標章の交付 

身体に障がいのある人及び知的に重度の障がいのある人が使用する自動車に駐車禁

止除外指定車標章を交付します。 
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（２）バリアフリーの推進 

現状と課題 

障がいのある人や高齢者、外国人等、すべての人が安心して生活し、地域での活動や

社会参加できるようユニバーサルデザインの理念に基づいた公共施設、交通機関、住宅

のバリアフリー化等、誰もが暮らしやすく活動できる「まちづくり」の推進が求められ

ています。 

 

推進の方向 

①まちのバリアフリー 

・福祉のまちづくりの推進 

  障がいのある人もない人も誰もが利用できるよう、道路・駅・公共施設等の段差解

消やエレベーター・トイレ等の調査を行い整備に努めます。 

・歩道等の整備充実 

  交通量の多い幹線道路を中心に、車いすでも安心して通れる歩道や分かりやすい標

識の整備に努めます。 

・民間住宅・店舗のバリアフリー促進 

  マンション一戸建て住宅や店舗のバリアフリーを促進するため、建築主等にバリア

フリーに配慮した施設整備を働きかけます。 

  また、兵庫県の指定を受けたユニバーサルモデル地区内の商店や中小企業等には、

民間施設改修費補助金により、バリアフリー化の促進を働きかけます。 

  ・路上放置物等障害物の解消 

    放置自転車や看板など歩道上の障害物については、市民の理解を促進しながら解消

に努めます。 

 

②住まいのバリアフリー 

・障がいのある人々が住み慣れた住宅で安心して自立した生活が送れるように、既存住

宅の改造に要する経費を助成する住宅改造費助成事業の普及に努めます。 

 

  ③こころのバリアフリー 

・県が推進しているユニバーサル社会づくりにおいて、ハード面だけの取り組みではな

く、誰もが地域社会の一員として支え合うなかで安心して暮らし、一人ひとりがもて

る力を発揮して元気に生活できるバリアフリー化の普及に努めます。 
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（３）防災対策の充実 

現状と課題 

障がいのある人等は、災害時に一人で避難できなかったり、避難所での生活が困難で

あるなどの様々な問題があるため、安全を確保するための取り組みが必要となっていま

す。平成25年8月から避難行動要支援者に対して平常時からの見守りや災害時に避難支

援を行う「見守り支援者」を定めて登録する「ささやま見守り台帳」への登録事業を開

始しました。登録された見守り台帳は自治会や民生委員児童委員に配布して情報を共有

していますが、重度の障がい者など登録対象者への周知啓発を繰り返し行い、登録を推

進するとともに、見守り台帳を活用した地域防災・互助意識の向上を図る支援体制構築

への取り組みを進めます。 

 また、近年、障がいのある人を狙った悪質商法等の被害が増加しており、障がいのあ

る人の被害を防止するための体制整備が求められています。 

 

推進の方向 

① 避難行動要支援者対策 

・「ささやま見守り台帳」登録の推進 

  災害時における避難行動要支援者の登録が進むよう、自治会や民生委員児童委員、

防災担当部署等と連携した取組を推進します。 

・避難場所の周知 

障がいのある人の災害時の避難場所について、さらに周知徹底を図ります。また、

災害発生時に障がいのある人が避難所での良好な生活環境を確保できるよう努めます。 

・自主防災組織の充実 

自主防災組織の育成を図り、避難行動要支援者への避難誘導や救出が地域の中で迅

速にできるように、地域住民の連携強化を推進します。 

・防災情報の提供 

  障がいのある人に配慮した防災情報の提供について、適切且つ迅速に提供ができる

よう整備を進めていきます。 

・防災訓練の充実 

各地域での防災訓練に障がいのある人が参加できるように、地域に促していきます。 

 

② 防犯・消費者保護対策の推進 

・防犯体制の整備 

  警察・民生委員児童委員等と連携し、パトロールなどを行うとともに、防犯灯の設

置など犯罪が発生しにくい環境づくりを進めます。 

・消費者保護対策の推進 

悪質商法等による被害を防止し、被害を受けたときの相談支援や事業者への指導等

を行うため、消費生活相談等の消費者保護対策を推進します。 
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３ 多様なサービス体制づくり 

（１）総合的な相談の充実 

現状と課題 

障がいのある人やその家族が抱える様々な問題についての相談が身近なところで受け

られることは、地域生活を支援する上でも大変重要です。 

現在、障がい福祉サービス等に関する相談は福祉事務所と市内の相談支援事業所で相

談を受けています。また、困りごとや専門相談、障害者虐待、成年後見制度の利用など

の相談は、「ふくし総合相談窓口」と平成27年2月に開設した「篠山市高齢者・障がい

者権利擁護サポートセンター」が連携して対応しています。 

権利擁護に関する相談は増加するとともに複雑多様化しており、権利擁護支援がすべ

ての障がい者等に行き届くように周知、啓発を推進します。 

 

推進の方向 

①相談体制の充実 

・相談体制の充実 

障がいのある人が障がいの種類や程度に関わらず地域で安心して暮らせるよう、い

つでも気軽に身近な地域で福祉サービスの適切な選択や生活相談、情報提供を受ける

ことができる体制を整備するため、関係機関との連携を強化し、総合的、横断的な体

制のしくみづくりを進めます。 

また、「ふくし総合相談窓口」と「篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセン

ター」を核とした相談支援体制をさらに充実させるとともに、基幹相談支援センター

の設置については、民間委託等も考慮しながら検討を進めます。 

 

②篠山市地域自立支援協議会 

・障がいのある人が、地域において、自立した日常生活または社会生活を営むために、

障がい福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支

える相談体制の構築を図ります。地域の実情に応じ、中立・公正な立場で適切な相談

支援が実施できる体制の整備を図るとともに、相談支援事業を効果的に実施するため、

自立支援協議会で障がいのある人の抱える様々なニーズに対応するため保健福祉・医

療・教育・雇用の関連する分野の多様な支援や意見を聴きながら専門部会（こども部

会、せいかつ部会、しごと部会、精神保健福祉部会、医療的ケア部会）を中心に、一

体的かつ継続的に実施します。 
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（２）在宅生活の支援充実 

現状と課題 

障がいの有無に関わらず、地域において自立した生活ができるように社会環境を整備

していくことが求められています。 

そのため、在宅での生活を支える訪問系サービスや日常生活能力の向上を図るための

訓練、就労のための訓練や支援など個々の能力に対応した日中活動系サービスの充実を

図ることが大切です。 

サービス提供体制の整備状況の把握に努めるとともに、一人ひとりのニーズを集約し、

実態にあったサービスの提供を行う観点から、サービス需要に応じたサービス量と質の

確保が必要です。 

 

推進の方向 

①自立支援給付事業の充実 

・身体に障がいのある人、知的に障がいのある人、精神に障がいのある人、難病患者の

人や障がいのある児童及びその家族が地域で安心して在宅生活を送れるよう、居宅介

護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援な

どの訪問系サービス、生活介護、自立訓練などの日中活動系サービスの充実に取り組

むとともに、サービスの質の向上が図られるよう事業者に対する支援に取り組みます。 

また、補装具の購入や修理の希望者に補装具費及び修理費用を支給します。 

 

②日常生活用具給付等事業 

・重度の障がいのある人や難病患者の人に対し、自立生活支援用具等を給付することに

より、日常生活の便宜を図り社会参加や自立への援助を行います。 

 

③地域活動支援センター事業 

・障がいのある人が地域活動支援センター等の施設に通所することにより、創作的活動

または生産的活動の機会を提供し、社会との交流の促進や援助を行います。 

 

④その他事業 

・日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、奉仕員養成研修事業、スポーツ･レクリエ

ーション教室開催等事業、社会参加促進事業等、障がいのある人の日中活動の場を提供

する事業、障がいのある人の家族または介護する人の就労支援・一時的な休息のための

支援を目的とした事業を行います。 

 

  ⑤本人の意向に沿った計画相談支援の充実 

  ・障がいのある人が地域で希望する生活を実現できるよう、計画相談支援におけるモニ

タリングを充実させ、障がいのある方本人の意向を尊重したサービス等利用計画を作

成することで成長できる相談支援を推進します。 
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  ⑥精神保健相談体制の整備 

  ・健康福祉事務所（保健所）等関係機関と連携し、心の健康や精神障がいに関する相談

体制の整備を図ります。 

   

  ⑦地域での相談体制の充実 

・身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者相談員、民生委員児童委員、自治

会、愛育会、ボランティア団体等と連携して、障がいのある人への声かけや相談体制

を充実します。 

 

⑧精神障がいのある方の地域移行・地域定着の促進 

  ・健康福祉事務所（保健所）や医療機関、障がい福祉サービス事業等と連携を強化し、

地域生活への移行を促進していき、地域での生活に定着できるよう体制の整備や個別

支援を図ります。 

 

⑨共同生活援助（グループホーム）の整備 

・障害者総合支援法における訓練等給付事業として、障がいのある人が身近な地域で自

立し、充実した生活を送ることができるよう、グループホームの整備を支援します。 

 

⑩施設入所支援（障害者支援施設での夜間ケア） 

・障害者総合支援法における介護給付事業として、障害者支援施設において、日中は地

域と交わる場として日中活動系サービスを提供して居住の場として入浴、排泄、食事

の介護などを支援します。 

 

 ⑪人工透析治療通院費助成制度 

 ・じん臓機能障害により人工透析治療を受けている人の経済的負担の軽減を図るため、

治療を受けるための通院交通費の一部を助成します。 

 

  ⑫在宅重症心身障害児（者）訪問看護支援事業 

  ・在宅において、継続して療養を受ける必要がある重症心身障害のある人に対して訪問

看護に係る費用の一部を助成します。 
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（３）権利擁護・障害者虐待への対応 

現状と課題 

市では平成 23 年 4 月から「篠山市権利擁護委員会」を立ち上げ、権利擁護支援施策

の充実や高齢者や障がい者虐待への対応など権利擁護支援体制の推進を図っています。 

また、平成 24 年 10 月には「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」が施行され、障害者虐待防止センターの設置が求められるなど、障害のあ

る人への権利擁護支援はますます重要となっています。 

そのような中、平成 27年 2 月に権利擁護支援の核となる「篠山市高齢者・障がい者

権利擁護サポートセンター」を開設し、増加する権利擁護に関する相談や高齢・障がい

者虐待対応、成年後見制度の利用支援などの取組を推進していく体制を整えました。 

今後は、障がい者を含めたすべての市民に権利擁護支援が行き届くよう、体制整備の

拡充と周知啓発が課題となります。 

 

推進の方向 

① 権利擁護に関する専門的相談支援 

・「ふくし総合相談窓口」と「篠山市高齢者・障害者権利擁護サポートセンター」が連

携し、障がいのある人の権利擁護の相談に対しては権利擁護専門員が対応します。 

・権利擁護専門相談会を開催し、専門家によるアドバイスを受ける機会を提供します。 

・成年後見制度の利用における手続きの説明や助言、申立ての支援を行います。 

 

② 障害者虐待防止センター機能の充実 

・障害者虐待防止センターの機能を「篠山市保健福祉部地域福祉課内」に置き、24時間

体制で虐待の通報や相談を受け迅速に対応します。 

・司法関係者や医療・福祉関係者で構成する虐待対応専門チームが虐待事案に対して適

切な助言を行います。 

 

③ 権利擁護支援に関する広報・啓発の推進 

・各自治会で実施する住民学習会での取り組みが推進されるよう、パンフレット等の充

実を図ります。 
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（４）医療・保健サービスの充実 

現状と課題 

重度障害者医療費制度や自立支援医療費制度等、福祉医療制度の周知徹底を図ること

により、経済的な負担軽減と障がいを予防・発見・治療に取り組むことが安定した生活

を送ることへの一歩と考えます。 

障がいのある人が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、保健・医療・福祉の連携し

たサービスを提供していくことが必要です。 

 

推進の方向 

① 医療制度等の充実 

・障がいのある人の生活の安定を図り、適切な医療を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継続と普及啓発に努めます。 

 

②各種健診サービスの充実 

・各種健診への障がいのある人々の受診率を高めるため、情報提供や健診場所の充実に

努めます。 

 

     ③医療的リハビリテーションの充実 

    ・地域でサービスを受けながら生活を継続する事ができるよう、リハビリ機能をもつ医

療機関と連携を図ります。 
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（５）早期発見・早期療育の充実 

現状と課題 

障がいのある子どもがそれぞれの個性を発揮し、その能力を最大限に伸ばしていくた

めには、障がいの早期発見・早期療育から、一人ひとりの特性に応じた一貫した療育・

教育体制を整えることが大切です。 

また、障がいの早期発見・早期療育体制に関する啓発を行うとともに、保護者等の不

安を解消するための相談・支援体制の充実も大切です。 

引き続き、平成２７年４月に開設した「篠山市こども発達支援センター」にお

いて、関係機関と連携を取りながら療育の中心となる施設として充実を図ります。 

 

推進の方向 

①相談体制の充実 

・社会情勢の変動に伴って増加する相談ケースの多様化･複雑化に対応するため、ケアマ

ネジメントの必要性について広く啓発を行います。 

・発達の遅れや障がいの疑われる乳幼児に対して専門職員が発達相談を行い、総合的な

発達評価や支援を行います。また、適切な相談指導が行えるよう、乳幼児期以降につ

いてもサポートファイルを活用し、ライフステージに応じた相談体制の充実を図りま

す。 

 

②障がい児保育事業の推進 

・障がいのある児童の地域生活を支援するため、集団保育を通じて、発達促進を行いま

す。 

・認定こども園・保育園・幼稚園への障がいのある児童の受け入れに対応するため、施

設整備を進めます。 

・軽度発達障がいのある児童を含めた障がいのある児童を受け入れた認定こども園にお

いては、クラスごとに必要な職員を配置します。 

・軽度発達障がいのある児童を含めた障がい児保育事業を実施する私立保育園に対して、

障がい児担当保育士の配置のための助成をします。 

 

③療育体制の充実 

・「篠山市こども発達支援センター」の充実 

平成２７年４月に新たな障害児支援の拠点として開設した「篠山市こども発達支援

センター」において、関係機関と連携図り児童発達支援の充実を図ります。 

・健康管理等に関する支援の充実 

障がいのある乳幼児の健康の保持・増進のため、関係機関との連携のもと、栄養相

談・健康相談・歯科相談等の各種相談体制の充実を図ります。 
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・職員研修の充実 

保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等、療育指導に関わる専門職員の専

門知識と技術の向上を図るため、各種研修を充実します。 

・発達障がい児等への支援 

発達障がいのある児童等の状況について、適切な対応を行うため情報を共有し、児

童福祉法に基づく「要保護児童対策地域協議会」において発達障がい児等支援連絡会

議を定期的に開催し、保健･福祉･教育などの関係部局の連携強化を図り、早期発見、

早期対応、及び発達障がいのある児童等への理解の促進、生活全般にわたる支援の促

進に努めます。また今後必要とされる支援体制の整備、支援の方向性についても検討

し発達障がいがあっても安心して生活できる環境を整備します。 

また、地域の障がいのある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自

活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための言語訓練やソーシャルス

キルトレーニングを行います。 

・放課後等デイサービスの充実 

放課後や休業日に行う療育の必要な就学後児童への支援として放課後デイサービス

を行います。 
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（６）生活安定のための支援の充実 

現状と課題 

障がいのある人が地域社会のなかで自立した生活を営んでいくためには、生活の基盤

となる所得保障の充実が必要となります。この所得保障の基本となるのが年金・手当制

度であり、障害基礎年金等の年金や特別障害者手当等の各種手当は、障がいのある人や

その家族の生活を保障する上で大きな役割を果たしています。これらの手当や年金制度

の有効利用を促進するため、積極的な広報・相談活動を展開し、周知徹底を図る必要が

あります。 

また、障がいのある人が必要としているサービスを適切に受けられるよう、福祉サー

ビスを提供する人材の確保が求められます。 

 

推進の方向 

①既存助成制度の継続 

・現在、重度心身障害者（児）介護手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童

扶養手当、児童扶養手当、障害基礎年金、特別障害給付金、重度心身障害児扶養手当、

心身障害児就学及び職業訓練等奨励金、無年金外国籍障害者等福祉給付金事業等の手

当・年金等の支給を行っており、今後もこれらの手当・年金等の支給を継続します。 

 

②福祉サービス提供人材の確保 

・関係機関と連携し、サービス提供人材の養成やスキルアップに取り組みます。 

・篠山市地域自立支援協議会を活用し、行政や事業所等の連携、困難ケースの検討を行

う場を確保します。 
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（７）各種団体との連携強化 

現状と課題 

障がいのある人にとって正しい理解を深めるため、また、障がいのある人の社会参加

を促進するための支援として各種団体やボランティア等の存在は大きいものがあります。

このことから各種団体やボランティアの活動を充実させるため、各種団体等の自主性や

自立性を尊重しつつ、各種団体等の育成支援を図るとともに、活動に参加しやすい環境

整備に努める必要があります。 

 

推進の方向 

①ボランティア団体の育成 

・手話や朗読などのボランティア活動に対する市民の理解を深めるとともに、技術取得

のための研修会の充実に努め、ボランティア団体等の育成を図ります。 

 

②交流会の開催 

・各種福祉サービスの提供にあたって、障がい者団体・ボランティア団体・NPOとの連

携を深めるため、社会福祉協議会が開催するボランティア養成講座を支援します。 

 

③活動の場づくり 

・障がいのある人々を支える団体等が活動する場として、既存施設等を有効的に活用し

て提供するように検討します。 

 

④障がい者団体への支援 

・障がい者団体への支援と情報提供に努めます。 

 

⑤障がい者団体との連携 

・障がい者団体は障がい別に組織され、自主的に活動していますが、これらの各種障が

い者団体の健全育成と活性化を促進します。また、障害福祉事業所連絡協議会を通じ

て、ＮＰＯ法人等の事業所間の連携強化を図ります。 
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４ 能力を発揮できる地域づくり 

（１）教育の充実 

現状と課題 

障がいのある児童に対して、人間の多様性を尊重し、精神的・身体的な能力を可能な

限り引き出し、個性や能力を伸ばしていく適切な教育が求められてきました。その一方

で、通常の学級に在籍しているＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠如・多動性障が

い）、自閉症スペクトラム等により学習や生活について特別な支援を必要とする子ども

への教育的対応について、通級による指導等の多様な学びの場を提供し教育的ニーズに

最も的確に応える指導を行うことにより、自立と社会参加に向けた取り組みを進めます。 

 

推進の方向 

①支えつなぐ支援体制の充実 

・障がいのある児童生徒の自立と社会参加・参画を見通した取り組みの推進に向けサポ

ートファイルを活用し、関係行政機関の相互連携を図ります。 

 

②交流活動の充実 

・特別支援学級・特別支援学校に在籍する児童生徒と小中学校及び高等学校に在籍する

児童生徒との交流及び共同学習の一層の充実を図ります。また、地域活動への参加や

地域の人々との交流にも取り組みます。 

 

③施設整備の充実 

・各学校において障がいのある幼児児童生徒にとっての社会的障壁を取り除くために、

必要な合理的配慮の提供を推進するための基礎的環境整備を充実させます。 

 

④特別支援学校の充実 

・篠山養護学校のセンター的機能の充実に向け設備等条件整備を行うとともに、障がい

のある児童生徒の状況に応じた学級や教職員を配置するように県に働きかけます。 

 

⑤小中学校の特別学級の充実 

・特別支援学級の充実のため、設備等条件整備を行います。 
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⑥学校・幼稚園支援員等の配置 

・学校生活を送る上で、支援を必要とする幼児・児童・生徒に対し、学校・幼稚園支援

員等を配置していきます。また、障がいの多様化へ対応できるよう、学校・幼稚園支

援員等への研修を実施します。 

 

⑦教職員への研修の充実 

・障がいの種別・程度に応じた適切な指導のために、教職員への研修を実施し資質の向

上を図ります。 

 

⑧放課後児童健全育成事業における障がい児の受け入れの充実 

・障がいのある児童等の受け入れについては、施設整備とともに指導員の増員に努めま

す。 

 

⑨就学指導体制の充実 

・就学指導に際しては、児童生徒の教育的ニーズを的確に把握するため、乳幼児健診・

就学前健診や早期からの教育相談体制を整備していきます。 

・また、就学後においても継続した就学相談・指導の充実を図るとともに、自立と社会

参加に向け関係機関との連携を実施します。 

 

⑩進路指導の充実 

・小中学校・特別支援学校において、自立と社会参加に向けた教育の充実を図ります。

児童生徒の障がいの状態・特性に応じた適切な教育課程の編成を行うとともに、適正

な進路指導を目指します。 
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（２）就労支援の充実 

現状と課題 

障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには、所得保障とともに、生きがい

づくりとしての就労機会を確保することが重要な課題となっています。障がいのある人

の雇用の状況については、身体に障がいのある人と比較して、知的に障がいのある人や

精神に障がいのある人の就労は特に厳しい状況にあります。一般就労ができない知的に

障がいのある人や精神に障がいのある人の多くは障がい福祉サービス事業所や地域活動

支援センターで、働く場の提供や就労に向けての訓練を受けているのが現状です。その

ような中で、学校、公共職業安定所や丹波障害者就業・生活支援センター「ほっぷ」等

の関係機関や民間企業とも連携しながら、さらに事業主への理解促進を図っていく必要

があります。 

 

推進の方向 

①就労支援体制の充実 

・障がいのある人が職業を通じて社会参加を果たし、地域で自立した生活を送るために

は、適性や能力に応じた多様な就労の機会や場の確保が重要です。そのためには、一

般就労へ円滑に移行できるように福祉施策と雇用施策の連携が必要です。公共職業安

定所（ハローワーク）等の関係機関や「就労支援ネットワーク会議」等との連携によ

り障がいのある人の雇用促進に努めるとともに、障害者総合支援法に基づく就労移行

支援や就労継続支援等、多様な就労支援を推進します。また、丹波障害者就業・生活

支援センター「ほっぷ」では、障がいがある人が地域で安心して働き暮らしていける

よう就職に関する相談や自立した日常生活に必要な支援を行います。 

・就労が困難な障がいのある人に対しては、障害者総合支援法に基づく日中活動の場の

確保に取り組みます。 

 

②官公庁による雇用の充実 

・障害者雇用促進法では、地方公共団体における身体・知的に障がいのある人の雇用率

が2.3%、教育委員会では2.2%以上とすることが義務となっています。現在、本市の

職員における障がいのある人の雇用率は2.84%（10名）です。退職者、市及び教育委

員会間の人事異動等により、一時的な雇用の低下がありますが、今後は市をはじめと

する官公庁において、障がいのある人の計画的な雇用と働ける環境づくりに努めます。 

・平成２３年度から実施している、知的や精神に障がいのある人が従事する市役所内軽

作業委託事業「すてっぷあっぷ事業所」を継続実施し、就労機会の確保に努めます。 

 

③助成制度の活用促進 

・障害者雇用促進法では、民間での身体・知的に障がいのある人の雇用率が2.0%以上と

することが義務となっており、これを実現するように、企業に対して、障がいのある

人の雇用に関する助成制度の情報提供に努めます。 
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④企業への支援充実 

・障がいのある人の雇用やそれに伴う環境づくりに関する企業への助成などの充実を働

きかけます。 

 

⑤就労継続支援事業所・地域活動支援センターの福祉的就労に対する支援 

・既設の就労継続支援事業所・地域活動支援センターの整備や運営の支援を行います。 

・自主製品を市主催のイベントや大会等で積極的に活用し、障がいのある人の雇用促進

を支援します。 

 

⑥ジョブコーチ派遣制度の普及 

・職場において、障がいのある人の就労を支援するジョブコーチを、企業が活用するよ

うに促進するため、ジョブコーチ派遣制度の普及を図ります。 

 

⑦就労の場の充実 

・学校を卒業する障がいのある人が、就労先を幅広く選択できるように、民間企業に、

職業訓練の実施、雇用、就労環境の改善を働きかけます。また、精神に障がいのある

人が事業所に通い、実際の業務を行うことにより、社会的自立の促進と社会復帰の実

現を図る社会訓練適応事業の充実に努めます。 

 

⑧就労定着の促進 

  ・就業に伴う生活面の課題に対応できるよう事業所、家族との連絡調整等の支援を行い

ます。また、就労定着支援事業所の確保に努めます。 

 

⑨農福連携の推進 

  ・障がいのある人の雇用機会を拡げるため、障がいの特性の応じた就労支援の中で就農

につながる機会の提供を図ります。 
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（３）スポーツ・文化活動の促進 

現状と課題 

都市化等により地域との関係の希薄化が進み、地域との交流の機会が少ない障がいの

ある人やその家族が、地域のなかで孤立してしまうことがあります。 

交流活動については、地域における障がいへの理解の促進、障がいのある人の生きが

いづくり、地域の関係性による助け合い・支え合いの体制の構築など、様々な効果につ

ながるため、重点的に取り組む課題となっています。 

 

推進の方向 

①既存事業への障がいのある人の参加促進 

・文化・芸術活動やスポーツ、レクリエーション活動を通じて、障がいのある人が地域

のなかで豊かな生活を送ることができるよう、事業内容や場所、情報交換等の充実に

努め、積極的な社会参加を推進します。 

  

●ス ポ ー ツ：兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会、篠山市障害者スポーツフェスティ

バル、グラウンドゴルフ大会等 

●文化・芸術：兵庫・篠山とっておきの音楽祭、障がい者作品展等 

●生 涯 学 習：「丹波青い鳥学級」（視覚障がい者対象）、「丹波くすのき学級」（聴

覚・言語障がい者対象）等 
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