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資料 
 

岩出市障害者計画等策定委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、岩出市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会の設置、組織運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 障害者施策の総合的かつ計画的な推進のため障害者基本法に位置付けられた「障

害者計画」及び障害者の日常生活及び社会生活を相互的に支援するための法（障害者総

合支援法）に基づく「障害福祉計画」を策定するため、岩出市障害者計画等策定委員会

（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第３条 策定委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）障害者計画の策定に関すること。 

（２）障害福祉計画策定に関すること。 

（３）その他、計画に必要な事項 

（組織） 

第４条 策定委員会は、１７人以内の委員をもって組織し、次の号に掲げる団体又は、機

関の代表者（当該団体又は機関からの推薦を受けたものを含む。）とし、市長が委嘱する。 

（１）障害者団体代表 

（２）医療関係者代表 

（３）保健関係者代表 

（４）福祉関係者代表 

（５）那賀圏域障害児者自立支援協議会代表 

（６）学識経験者 

（７）教育関係者代表 

（８）行政職員 

（９）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。 
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３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

（報告） 

第８条 委員長は、必要に応じて会議の状況等を市長に報告する。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、生活福祉部福祉課において処理する。 

（その他） 

第 10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮り、その都度

定める。 

 

  附 則 

１ この告示は、平成２８年５月２０日から施行する。 

 （岩出市障害者計画及び障害者福祉計画策定事業実施要綱の廃止） 

２ 岩出市障害者計画及び障害者福祉計画策定事業実施要綱（平成１８年岩出市告示第９

２号）は、廃止する。 
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第２期岩出市障害者計画策定委員名簿 

 

部 門 氏 名 委嘱・任命期間 

障害者団体 

上田 榮子 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

佐谷 浩子 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

福祉関係者 

湯浅 敦之 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

後藤 弘 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

柴田 竜夫 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

森口 智史 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

谷 直城 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

那賀医師会 藤原 茂樹 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

学識経験者 山田 博章 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

小中学校校長会 岡本 公博 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

行政職員 

山本 正人 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

秦野 吉弘  平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

藤平 光夫 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

船戸 直哉 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 

保健関係者 塩中 和歌子 平成２８年７月１日～平成２９年３月３1日 
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計画策定の経過 

 

期日等 内容 

平成 28年７月６日 

第１回 岩出市障害者計画策定委

員会 

１ 開会 

２ 委員委嘱状・任命状の交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 委員長及び副委員長の選出について 

６ 議事 

（１）第２期岩出市障害者計画について 

（２）障害者数の動向について 

（３）アンケート調査について 

（４）今後のスケジュールについて 

７ その他 

８ 閉会 

平成 28年８月１日から平成 28年８

月 19日 

当事者アンケートの実施 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

手帳を所持している人及び障害福祉サービス等の

利用者を対象に、日常生活を送る上で困っているこ

とや問題・課題、ニーズ等を把握するため、アンケ

ート調査を実施しました。 

平成 28年９月 

団体ヒアリングの実施 

障害福祉に関連する団体、関係機関等を対象に、

ヒアリング調査を実施しました。 

実施にあたっては、事前にヒアリング調査票を配

布・回収し、その後直接の聞き取り調査を行いまし

た。 

平成 28年 10月 26日 

第２回 岩出市障害者計画策定委

員会 

１ 開会 

２ 議事 

（１）アンケート結果について 

（２）基本理念について 

（３）計画基本体系について 

（４）今後のスケジュールについて 

３ その他 

４ 閉会 
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期日等 内容 

平成 28年 12月 21日 

第３回 岩出市障害者計画策定委

員会 

１ 開会 

２ 議事 

（１）第２期岩出市障害者計画（素案）について 

（２）今後のスケジュールについて 

３ その他 

４ 閉会 

平成 29年２月１日から平成 29年２

月 21日 

パブリック・コメントの実施 

平成 29 年２月１日から平成 29 年２月 21 日を期

間に、「第２期岩出市障害者計画（案）について、

パブリック・コメントを実施。 

意見数：４件（１名） 

平成 29年３月８日 

第４回 岩出市障害者計画策定委

員会 

１ 開会 

２ 議事 

（１）第２期岩出市障害者計画パブリック・コメ

ントについて 

（２）第２期岩出市障害者計画（最終案）につい

て 

（３）今後のスケジュールについて 

３ その他 

４ 閉会 
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用語解説 

 あ  

■アクセシビリティ 

アクセシビリティとは、情報やサービス、ソフトウェア等が、どの程度広汎な人に利

用可能であるかをあらわす言葉で、ウェブアクセシビリティとは、主に高齢者や障害者

など身体に障害や不自由のあるウェブ利用者に配慮したホームページなどのウェブサー

ビスを提供し、アクセスした誰もが容易に情報を共有できる状態にあることをいいます。 

 

■移動支援 

障害児・者の外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。（精神障

害、知的障害、全身性障害の人） 

 

■医療型児童入所支援 

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の

付与を行う施設です。「医療型」は福祉サービスに併せて治療を行います。 

 

■医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要である

と認められた未就学児童を対象に児童発達支援及び治療を行います。 

 

■ＮＰＯ 

「Non-Profit Organization」の略で、営利を目的とせずに市民活動や公共的な活動を

行う民間組織をいいます。 

 

 

 か  

■共生社会 

誰もが、社会の対等な構成員として、相互に人格と個性を尊重し支え合う社会のこと

です。共生社会の実現には、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約してい

る様々な要因を取り除き、ノーマライゼーションの理念の実現を図る必要があります。 

 

■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を行います。 
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■居宅介護（ホームヘルプ） 

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

■計画相談支援 

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決

定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。 

 

■更生相談所 

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づいて、都道府県が設置する障害者の更生

援護に関する専門的相談・判定機関。身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所が

更生相談所にあたります。 

 

■行動援護 

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。 

 

 

 さ  

■災害時要援護者 

災害等が発生した場合に自らを守るための適切な行動が困難で、何らかの助けを希望

する人で、①高齢者、②重度障害者、③その他援護を必要としている人のいずれかに該

当する人をいいます。 

なお、平成 25年６月の災害対策基本法の改正により「避難行動要支援者」に名称変更

されましたが、本市では、地域防災計画において「災害時要援護者」という名称を継続

して使用していることから、本計画においても「災害時要援護者」と表記しています。 

 

■施設入所支援 

施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

■自立訓練（機能訓練） 

知的障害または精神障害のある人に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業

所または障害のある人の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生

活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。 
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■自立訓練（生活訓練） 

身体障害のある人または難病を患っている人などに対して、障害者支援施設、障害福

祉サービス事業所または障害のある人の居宅において、理学療法、作業療法その他の必

要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。 

 

■住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により

入居が困難な障害のある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家

主等への相談・助言を通じて障害のある人の地域生活を支援します。 

 

■重度障害者等包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

 

■重度訪問介護 

重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に介護を必要

とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的

に行います。 

 

■就労移行支援 

一般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の向上の

ために必要な訓練を行います。 

 

■就労継続支援Ａ型 

企業等に就労することが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づく生産活動の

機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 

 

■就労継続支援Ｂ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある人に対し、生産活

動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスで

す。 

 

■手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣 

手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者や要約筆記奉仕員などを派遣し

ます。 
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■障害児相談支援 

障害のある児童が障害児通所支援（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（障害児支援利用援助）、通所支援開始後、一定

期間ごとにモニタリングを行う（継続障害児支援利用援助）等の支援を行います。 

 

■障害者権利条約 

障害のある人の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約で、

平成 25年 12月に同条約の批准が国会で承認されました。障害のある人の自立、非差別、

社会への参加等を一般原則として規定するほか、教育、労働等様々な分野で障害のある

人の権利を保護・促進する規定を設けています。 

 

■障害者週間 

昭和 56 年の国際障害者年を記念して、12 月９日を「障害者の日」と宣言し、平成５

年 12 月３日に公布された障害者基本法に規定されました。その後、平成７年に、毎年

12 月３日から 12 月９日までの１週間を「障害者週間」とすることが定められ、平成 16

年の障害者基本法の改正の際、「障害者の日」の規定も「障害者週間」に改められました。 

国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が

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趣

旨としています。 

 

■障害者就業・生活支援センター 

就労意欲はあるが、単独での就労が困難な障害のある人や、一般就労している障害の

ある人を対象に、雇用、福祉等の関係機関と連携を図り、就業、日常生活や社会生活上

の支援を一体的に行う機関です。 

 

■障害者相談支援事業 

障害のある人やそのご家族、地域の方々の相談に応じ、必要な情報の提供や助言、福

祉サービス利用のための支援を行います。また、障害のある人等に対する虐待の防止や

早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。 
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■ジョブコーチ 

就職または職場定着に際して、作業習得やコミュニケーション等の不安や課題のある

障害のある人に対し、事業所へ一定期間ジョブコーチを派遣し、引き続き働きやすいよ

うに、本人や家族、事業主等に支援を行います。 

 

■人権週間 

国際連合は、昭和 23 年第３回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和 25

年第５回総会において、世界人権宣言が採択された 12 月 10 日を人権デーと定めるとと

もに、すべての加盟国にこれを記念する行事を実施するよう呼びかけています。我が国

では、この世界人権デーを最終日とする１週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の

意義を訴え、人権尊重思想の普及高揚のため、毎年全国的に啓発活動を実施しています。 

 

■身体障害者手帳 

補装具、更生医療の給付、施設への入所、各種の援助や福祉サービスを利用する場合

はもちろん税の減免、旅客鉄道株式会社運賃の割引等の措置は身体障害者手帳を所持す

ることが前提とされています。 

障害の程度によって１級から６級までの区分があり、視覚、聴覚・平衡機能、音声・

言語機能、そしゃく機能、肢体不自由（上肢、下肢、体幹、脳原性運動）、内部（心臓機

能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能）のそれぞれについて、一定程度以上永続する障害がある人に対して交

付されます。 

 

■スクールカウンセラー 

学校に配置され、児童・生徒の問題や悩みの相談に応じるとともに、教師や保護者に

対して指導・助言を行う専門家をいいます。 
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■スクールソーシャルワーカー 

学校や家庭など、子どもの置かれている環境による問題に対処するため、関係機関等

と連携して問題解決へと導くことを目的として教育現場に配置された社会福祉に関する

専門的知識を有する人をいいます。 

 

■生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間の入浴、排せつ、食事の介護等を行い、創作的活動

または生産活動の機会を提供します。 

 

■精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者に対する各種の援助措置を受けやすくするための手帳で、障害の程度によ

り１級から３級までの区分があり、精神障害のため長期にわたり、日常生活等に制限を

受ける人に交付されます。 

 

■成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認め

られる知的障害または精神障害のある人に対し、成年後見制度の利用を支援します。 

 

 

 た  

■短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

 

■地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人など、地域に

おける生活に移行するために重点的に支援を必要としている人に対して、住居の確保な

どの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。 

 

■地域活動支援センター 

創作的活動、生産活動の機会を提供し社会の交流の促進等を図り、地域生活の支援を

行います。 

 

■地域定着支援 

単身等で生活する障害のある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援

が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。 
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■同行援護 

重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 

 

 

■特別支援教育コーディネーター 

各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員会・校内研修の企画・運

営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口などの役割を担う人です。 

 

 

 な  

■難病 

法律等による明確な定義はありませんが、厚生労働省が昭和 47年に定めた「難病対策

要綱」では、「①原因不明、治療方法未確立で後遺症を残す恐れが少なくない疾病②経過

が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため家庭の

負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」としています。なお、難病のうち、さ

らに指定された疾患を特定疾患といい、原因治療についての調査・研究及び医療費の自

己負担の軽減などが行われています。 

 

■日常生活用具の給付・貸与 

日常生活を営むのに支障のある重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用

具を給付または貸与します。 

 

■日中一時支援事業 

障害児・者の家族の就労支援や障害児・者を日常的に介護している家族の一時的な休

息などを提供するため、障害児・者に対して、日中における活動の場を確保します。 

 

■ノーマライゼーション 

障害のある人とない人が、地域の中で同様に生活できる環境を整備、ともに生きる社

会があたり前の社会であるという考え方をいいます。 
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■発達障害 

平成 17年４月施行の発達障害者支援法では、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）、その他これら

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定義さ

れています。 

【自閉症】 

主に次の３つの障害特性があります。①社会性の障害、②コミュニケーションの障害、

③想像力の障害とそれに基づくこだわり行動。主な症状として、「言葉の意味が理解でき

ず、共感的なコミュニケーションがとれない」「行動の様式や興味の対象が限定されて同

じような行動を反復する」などがあげられます。 

【アスペルガー症候群】 

「自閉症の３つの特徴のなかで、コミュニケーションの障害の基準を満たさず、言語

発達の遅れが認められないものである」と定義されています。 

【広汎性発達障害】 

自閉症圏障害の総称。相手の意図を読みとったり、会話などの対人関係がとりにくい

状態をいい、重症度は様々です。 

【学習障害（ＬＤ＝Learning Disabilities）】 

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、

または推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な障害を

指すものです。 

【注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ＝Attention-Deficit／Hyperactivity Disorder）】 

年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、

社会的な活動や学業に支障をきたすものです。 

 

■パブリック・コメント 

行政などが計画の策定や改廃を行うとき、原案を公表し、住民からの意見を求め、そ

の意見を考慮して決定する制度をいいます。 
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■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

いう意味です。 

もともとは、段差等の物理的障壁の除去のことでしたが、近年では、社会的、制度的、

心理的等の、障害のある人の社会参加を困難にしているすべての障壁に対して用いられ

ます。 

 

■福祉型児童入所支援 

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の

付与を行う施設です。「福祉型」は福祉サービスのみを行います。 

 

■保育所等訪問支援 

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園に通う障害のある児童であっ

て、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童を対象に集団生活への適

応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 

 

■放課後等デイサービス 

学校に就学しており、授業の終了後または休日に支援が必要と認められた児童を対象

に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行

います。 

 

■訪問入浴サービス 

全身性障害があり、他の福祉サービスでの入浴支援が困難な市内に住所を有する在宅

の身体に障害のある人を対象に、利用者の居宅を訪問し、入浴の介護を行います。 

 

■補装具費支給 

身体上の障害を補うための補装具の購入及び修理に要する費用の支給を行います。 

 

 や  

■ユニバーサルデザイン 

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、はじめから誰もが利用しやすいよう

に、施設、環境、製品、情報などをデザインするという考え方です。 
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 ら  

■リハビリテーション 

障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立能力向上をめざす総合的なプログラム

にとどまらず、障害のある人のライフサイクルのすべての段階において全人間的復権に

寄与し、障害のある人の自立と参加をめざすという考え方です。 

 

■療育手帳 

知的障害児・者に対する各種の援助サービスを受けやすくするための手帳で、障害の

程度によりＡ（重度）及びＢ（中度、軽度）の区分があります。 

児童相談所または知的障害者更生相談所などで、知的障害があると判断された人に交

付されます。 

 

■療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護

及び日常生活の世話を行います。 

 

■レスパイト 

レスパイトとは「休息」「息抜き」を意味し、家族を一時的に介護から解放し、日頃の

心身の疲れを回復させることをいいます。 
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