
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
表紙の絵は、池田小学校３年の原田昂季さん
の作品です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある人もない人も共に暮らすまち・にいざ 

第４次新座市障がい者基本計画 

第３期新座市障がい福祉計画 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年２月 

 

 

新 座 市 

 



 

は じ め に 

 

『障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、積極的に社会

に参加し、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会の

実現』を目指して 

 

本市では、平成１７年に、市の障がい者に対する基本的な支援の姿勢を示すものとして、

全国でも先進的な内容を持つ「共に暮らすための新座市障がい者基本条例」を制定し、市

民、事業者、行政を含め地域を支える全ての人たちと共に、障がい者の自立や社会参加、

ノーマライゼーションの理念を共有し、障がい者支援についての各種施策や事業を推進し

てまいりました。 

一方、国も、平成１８年に国連において採択された、障がい者を保護すべき対象から権

利の主体とする「障害者権利条約」の批准に向け、平成２３年６月に障害者虐待防止法を

制定、同年８月には障害者基本法の一部を改正するなど国内法の整備を行っています。ま

た、障がい者の応益負担制度を無くし、遅くとも平成２５年８月までに障害者自立支援法

に替わり、新たに障がい者を総合的に支援する福祉法制を実施することとしており、その

ため、平成２２年１２月に障害者自立支援法の一部を改正し、新たな障がい者施策の枠組

みの整備を進めているところです。 

 このように、障がい者をめぐる制度等が新たな展開を迎える中、障がい者一人ひとりの

人権を尊重し、個々のニーズに合わせ、きめ細やかな支援を行うため、本市では、「障が

いのある人もない人も共に暮らすまち・にいざ」をスローガンに、平成２４年度から平成

２８年度までを計画期間とする「第４次新座市障がい者基本計画」及び平成２４年度から

平成２６年度までを計画期間とする「第３期新座市障がい福祉計画」を策定しました。 

 本計画は、医療・保健・福祉はもとより、防災、就労、教育、まちづくりなど広範囲に

わたるものです。その実現は行政だけでなし得るものでははく、市民や団体・事業者など、

地域を支える全ての人たちが力を合わせて取り組んでこそ、はじめて実現できるものと考

えております。皆様の御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 終わりに、計画策定に当たりまして、貴重な御意見や御提案をいただきました新座市障

がい者施策推進協議会及び新座市地域自立支援協議会の委員の皆様、市内の障がい者団体

の皆様、そして「障がいのある人もない人も共に暮らせる新座市をつくるための調査」に

御協力を頂きました市民の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

平成２４年２月 

新座市長 須 田 健 治 
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第１節 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

本市では、平成１８年３月に、平成１８年度から平成２２年度の５年間を期間とする

「新座市障がい者基本計画」（以下、この計画を「第３次基本計画」といいます。）を策

定し、「たとえ障がいがあっても分け隔てられることなく、すべての市民がこのまちに住

み続け、積極的に社会参加できる地域社会の実現」に向けて、障がい者施策の総合的な

推進に努めてきました。 

一方、平成１８年に成立した障害者自立支援法に基づく計画として、平成２１年３月

に「第２期新座市障がい福祉計画」（以下、この計画を「第２期福祉計画」といいます。）

を策定し、障がい福祉サービスに関する見込量とその確保策を定めるとともに、障がい

者の地域生活移行を進めるため、地域自立支援協議会を初めとする相談支援体制の整備

を図るとともに、円滑な就労や共に学び育つ地域づくりに向けた取組を行ってきました。 

その結果、障害者自立支援法に基づく新体系サービスへの移行が図られるとともに、

新座市障がい者就労支援センターによる就労支援や手話通訳者派遣センターの開設など

多くの成果を得ることができました。 

この間、平成２２年に障害者自立支援法が一部改正されたほか、平成２３年に障害者

基本法改正、障害者虐待防止法が成立し、障がい者施策は障がい者人権の尊重や差別禁

止も視野に入れた新たな取組が求められています。さらに、国では、平成２５年度を目

途に障害者総合福祉法の制定に向けた検討が行われています。 

以上のように、障がい者支援をめぐる制度等が新たな展開に向けて進む中で、障がい

者一人ひとりのニーズに合わせた施策や制度が求められています。 

この計画は、「共に暮らすための新座市障がい者基本条例」に基づきつつ、第３次基本

計画で示した基本理念のさらなる実現に向けて、第３次基本計画及び第２期福祉計画の

到達点を踏まえ、障がい者施策の総合的な展開のための指針及び具体的な見込量等を明

らかにするため、新たに「障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、積極的

に社会に参加し、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会の実現」を基

本目標に掲げ、「新座市障がい者基本計画」と「新座市障がい福祉計画」を一体の計画と

して策定するものです。 
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２ 計画の位置付け 

 この計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づく市町村障がい者計画及び障害者自

立支援法第８８条第１項の規定に基づく市町村障がい福祉計画を一体化した計画として

策定します。 

 また、この計画は、「新座市基本構想総合振興計画」及び関連計画に当たる「新座市地

域福祉計画」、「新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画」、「新座市次世代育成

支援行動計画」、「元気の出る いきいき新座２１プラン」等と整合性をもったものとし

ます。 

 

図 計画の位置付け 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

新座市基本構想総合振興計画  

新座市地域福祉計画・ 
 新座市社会福祉協議会 
 地域福祉活動計画 

新座市高齢者福祉計画・ 
新座市介護保険事業計画 

新座市次世代育成支援行動計画 

元気の出る いきいき新座 
２１プラン 

共に暮らすための 

新座市障がい者基本

条例 

新座市障がい者基本計画  

新座市障がい福祉計画 

・障がい者施策に関する基本目標 

・基本目標実現のための施策の基本方針 

・分野別施策と重点施策 

・障がい福祉サービス等の基盤整備に対

する考え方及び目標 

・確保すべきサービスの見込量と確保策 

障害者基本法 
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３ 計画の期間 

 この計画の期間を平成２４年度から２８年度までの５か年とします。ただし、障がい

福祉計画は３年を１期とする計画であるため、障がい福祉計画に該当する第４章の内容

については平成２４年度から平成２６年度までの３か年とします。 

 また、この計画は、社会経済情勢の変化や関連制度・法令の改正、施策の動向等を踏

まえ、必要に応じた見直しを行うこととします。 

 

図 計画の期間 

年度 
平成 

２１年 
 

２２年 
 

２３年 
 

２４年 
 

２５年 
 

２６年 
 

２７年 
 

２８年 

計 
画 
の 
期 
間 

        

 
 

 
第４次新座市基本構想振興計画 

 前期基本計画（Ｈ２３～Ｈ２７） 
 

        

第３次障がい者基本計画 
（Ｈ１８～Ｈ２２） 

（延長）      

 
 

  
第４次障がい者基本計画 

（Ｈ２４～Ｈ２８） 

        

第２期障がい福祉計画 
（Ｈ２１～Ｈ２３） 

 
 

    

 
 

  
第３期障がい福祉計画 
（Ｈ２４～Ｈ２６） 

  

 
 

       

        

関 

連 

計 

画 

        

   
     第２次新座市地域福祉計画・ 
     新座市社会福祉協議会地域福祉活動計画 

（Ｈ２４～Ｈ２８） 

        

   
新座市高齢者福祉計画・新座市 
介護保険事業計画 第５期計画 

（Ｈ２４～Ｈ２６） 

  

        

 
新座市次世代育成支援行動計画 後期計画 

（Ｈ２２～Ｈ２６） 

 
 
 

 

        

元気の出る いきいき新座２１プラン 
（Ｈ１７～Ｈ２６） 

 
 
 

 

        

※ 第３次障がい者基本計画は、国の障がい者施策の状況から、平成２３年度まで１年延長しま

した。 
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４ 用語の概念及び表記について 

⑴ 「障がい者」の概念について 

この計画における「障がい者」とは、平成２３年８月の障害者基本法の改正を踏ま

え、「身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）その他の心身の機能

の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁（障がいがある者にとって障壁と

なるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの）により継続的に日常生活、社

会生活に相当な制限を受ける状態にある者」としてとらえています。 

 

⑵ 「障がい」をめぐる表記について 

「障害」の「害」の字には「悪くすること」「わざわい」などの否定的な意味があり、

人権尊重の観点から、この計画ではできるだけ「障がい」と表記しています。ただし、

国の法令等や施設名、あるいは法人・団体等の固有名詞については、使用されている

表記としています。 

 

⑶ 施策・事業における「充実」、「拡充」等の用語について 

各施策・事業の計画内容で用いている「充実」、「拡充」、「推進」、「促進」は、おお

むね次の意味で用いています。 

〇 「充実」とは、既存の対象者やサービスの種類を維持しつつ、内容の改善や提供

量を拡大することです。 

〇 「拡充」とは、対象者や種類を広げつつ充実を図ることです。 

〇 「推進」とは、現在進めている施策を今後とも進めていくことです。 

〇 「促進」とは、主に実施主体が市以外である施策や取組が今後とも進むように促

すことです。 

 

⑷ その他の専門的用語等について 

その他の専門的用語等については、巻末に「資料９ 用語解説」として掲載しまし

た。 
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５ 計画の構成 

この計画の構成は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 計画の概要 

計画の策定の趣旨や期間、位置付け、基本目標などこの計画全体に関する概要

を掲載しています。 

第２章 施策の基本方針と施策体系 

計画の目標を実現するための９つの分野ごとに施策の基本方針を掲げ、施策体

系を整理し掲載しています。 

第３章 分野別施策の展開 

施策体系に基づく各施策の内容を掲載しています。 

第４章 第３期新座市障がい福祉計画 

平成２６年度の数値目標、障がい福祉サービス及び主な地域生活支援事業の見

込量と確保の方策等を掲載しています。 
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第２節 計画の基本目標 

 

本市では、「障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、積極的に社会に参

加し、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会の実現」を目指します。 

 

障がいのある人もない人も基本的人権を有する個人として尊重され、その人らしい生

活ができる社会を目指します。 

どこで、誰と暮らすかについて自ら選択でき、社会の一員として様々な人と共に暮ら

していくことができる社会を目指します。 

また、全ての障がい者は手話を含む言語その他のコミュニケーションのための手段が

確保され、情報の収集、利用の機会の拡大を図ります。 

 

この目標の達成は、行政だけでなし得ることではなく、市民や各種団体、企業など地

域を支える全ての人たちが力を合わせ取り組んでこそ、はじめて実現できるものだと考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、積極的に社会に 

参加し、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会の実現 

基本目標 

基本方針１ 共に支える地域づくりの推進 

基本方針２ 権利擁護・エンパワメントの支援 

基本方針３ 共に育ち、学ぶ保育・教育の充実 

基本方針４ 安全・安心な福祉のまちづくりの推進 

基本方針５ 保健・医療とリハビリテーションの充実 

基本方針６ 生活支援サービスの充実 

基本方針７ 就労支援施策の充実 

基本方針８ 社会参加の拡大 

基本方針９ 計画推進基盤の整備 
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第３節 障がい者をめぐる社会的背景 

 

１ 障害者自立支援法の改正 

障がい者制度の集中的な改革を行うため内閣に設置された「障がい者制度改革推進

本部」等における検討を踏まえて、平成２２年１２月に障害者自立支援法が改正され

ました。その主な内容は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 障害者基本法の改正 

障害者基本法の一部を改正する法律が平成２３年８月５日に公布され、一部を除き

同日に施行されました。その主な内容は、次のとおりです。 

 

  

① 応益負担から応能負担への変更（平成２４年４月から） 

② 自立支援法の対象として発達障がいを明確化（平成２２年１２月から） 

③ 基幹相談支援センターの明文化と自立支援協議会の法定化（平成２４年

４月から） 

④ 障がい児支援の児童福祉法への一本化と強化（平成２４年４月から） 

 ・障がい児施設の一元化 

 ・放課後等デイサービス 等 

⑤ 地域における自立支援の充実（平成２３年１０月から） 

 ・グループホーム等における家賃補助制度 

 ・視覚障がい者への同行援護サービス 等 

① 障がい者の定義を広げ「社会的障壁」により日常生活に相当な制限を受

ける状態にある者まで含めた 

② 「社会的障壁」を取り除くため必要な合理的な配慮を国民に求めた 

③ 教育において、障がい児もその能力・特性に応じ、障がいの無い児童と

共に教育を受けられるような配慮を義務付けた 

④ 国・自治体に防犯・防災対策を義務付けた 
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３ 障害者虐待防止法の成立 

平成２３年６月に「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」（障害者虐待防止法）が成立し、平成２４年１０月１日に施行となります。その主

な内容は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 東日本大震災 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、広域にわたり甚大な被害をもた

らしました。 

この災害を通じて、地域の支え合いも含めた避難時の要援護体制の重要性や、避難

所等における障がい者への対応など、防災・避難対応に関する新たな課題が浮き彫り

となりました。 

 

 

 

  

① 身体、知的、精神の全ての障がい者を対象にした虐待の禁止 

② 虐待を発見した場合の通報義務 

③ 行政の立ち入り調査権、虐待された障がい者の保護、通報者の秘密保持 

④ 市町村虐待防止センター、都道府県虐待防止センターの設置 等 
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第２章 施策の基本方針と施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

施策の基本方針と施策体系 
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第１節 施策の基本方針 

 

この計画の基本目標である「障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、積極的に

社会に参加し、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会の実現」のため、次の

９つの分野別の施策の基本方針を掲げ、総合的・計画的な施策の推進を図ります。 

 

図 分野別施策の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 

１ 
共に支える地域づくりの推進 

  

基本方針 

２ 
権利擁護・エンパワメントの支援 

  

基本方針 

３ 
共に育ち、学ぶ保育・教育の充実 

  

基本方針 

４ 
安全・安心な福祉のまちづくりの推進 

  

基本方針 

５ 
保健・医療とリハビリテーションの充実 

  

基本方針 

６ 
生活支援サービスの充実 

  

基本方針 

７ 
就労支援施策の充実 

  

基本方針 

８ 
社会参加の拡大 

  

基本方針 

９ 
計画推進基盤の整備 

 

障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、積極的に 
社会に参加し、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に 
暮らせる社会の実現 

基本目標 
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第２節 施策の体系 

 

基本方針１ 共に支える地域づくりの推進 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 １-１ ノーマライゼーションの普及・啓発  

    
  

１-１-① 普及・啓発活動の充実    
     
  

１-１-② 福祉教育の推進    
     
  

１-１-③ 町内会・自治会等を通じた障がい者理解の向上    

 

 １-２ 地域福祉活動との連携  

    
  

１-２-① 身近な地域における支え合いの促進    
     
  

１-２-② 民生・児童委員との連携の強化    

 

 １-３ ボランティア活動の促進  

    
  

１-３-① ボランティアの育成・確保    
     
  

１-３-② 日常的な関わりにおけるボランティア活動の促進    
     
  

１-３-③ 生涯学習や学校教育を通じたボランティア活動の促進    
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基本方針２ 権利擁護・エンパワメントの支援 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 ２-１ 情報提供及び相談支援体制の充実  

    
  

２-１-① 情報提供体制の充実    
     
  

２-１-② 相談支援体制の整備推進    
     
  

２-１-③ 基幹相談支援センターの整備検討 【新規】   
     
  

２-１-④ 地域自立支援協議会の充実    

 

 

 ２-２ 権利擁護に関する制度等の普及  

    
  

２-２-① 成年後見制度利用支援事業の利用促進    
     
  

２-２-② 日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと）の利用促進    
     
  

２-２-③ 障がい者虐待防止センターの整備 【新規】   
     
  

２-２-④ 障がい者差別禁止に関する普及・啓発 【新規】   

 

 

 ２-３ エンパワメントに関する支援  

    
  

２-３-① ピアカウンセリングへの支援    
     
  

２-３-② セルフヘルプ活動への支援    
     
  

２-３-③ 身体障がい者相談員・知的障がい者相談員活動等の充実    
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基本方針３ 共に育ち、学ぶ保育・教育の充実 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 ３-１ 療育と保護者への支援及び放課後対策の充実  

    
  

３-１-① 早期発見と早期療育体制の確保    
     
  

３-１-② 関係機関との連携による療育支援の充実    
     
  

３-１-③ 保護者に対する支援の充実    
     
  

３-１-④ 障がい児施設の整備 【新規】   
     
  

３-１-⑤ 放課後等デイサービスの充実 【新規】   

 

 ３-２ 保育・教育環境の整備  

    
  

３-２-① 障がい児教育の推進と相談支援体制の強化    
     
  

３-２-② 保育・教育・福祉・保健の連携の強化    
     
  

３-２-③ 学校支援員及びボランティアによる支援の充実    
     
  

３-２-④ 保育士及び教職員に対する理解の促進    
     
  

３-２-⑤ 学校施設・設備のバリアフリー化の推進    
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基本方針４ 安全・安心な福祉のまちづくりの推進 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 ４-１ 防災・防犯対策の充実  

    
  

４-１-① 障がい者の防災・防犯講座の実施    
     
  

４-１-② 災害時要援護者支援制度の充実 【新規】   
     
  

４-１-③ 障がい者防災マニュアルの作成    
     
  

４-１-④ 緊急連絡システム事業の利用促進    
     
  

４-１-⑤ 新たな緊急連絡体制の整備検討    
     
  

４-１-⑥ 防犯対策の充実    
     
  

４-１-⑦ 福祉避難所の整備 【新規】   
     
  ４-１-⑧ 障がい者施設における防災対策の充実 【新規】 

 

 ４-２ 多様な住環境の整備  

    
  

４-２-① 住宅の整備・改善に対する支援    
     
  

４-２-② 居住サポート事業の検討    
     
  

４-２-③ 共同生活介護（ケアホーム）の整備促進    
     
  

４-２-④ 共同生活援助（グループホーム）の整備促進    
     
  

４-２-⑤ 福祉ホーム事業の促進    

 

 ４-３ 道路・建物等のバリアフリー化の推進  

    
  

４-３-① 歩行環境の整備    
     
  

４-３-② 公共交通機関の事業者への要望    
     
  

４-３-③ ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進    
     
  

４-３-④ 福祉マップ（ガイドマップ）の作成    
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基本方針５ 保健・医療とリハビリテーションの充実 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 ５-１ 障がい者医療の支援体制の充実  

    
  

５-１-① 障がい者が安心してかかれる医療環境の充実    
     
  

５-１-② 障がい者歯科診療の充実    
     
  

５-１-③ リハビリテーションの充実    

 

 ５-２ 精神障がい者等への支援の充実  

    
  

５-２-① 精神保健対策の充実    
     
  

５-２-② アウトリーチ（訪問支援）体制の検討 【新規】   
     
  

５-２-③ 長期入院者に対する地域生活移行への支援    
     
  

５-２-④ 発達障がい者及び高次脳機能障がい者への支援の充実    
     
  

５-２-⑤ サポート手帳の活用    

 

 ５-３ 難病患者等への支援の充実  

    
  

５-３-① 難病患者等居宅生活支援事業の整備及び充実    
     
  

５-３-② 難病患者見舞金の支給    
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基本方針６ 生活支援サービスの充実 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 ６-１ サービス提供体制の整備  

    
  

６-１-① 障がい福祉サービスの充実    
    
  

６-１-② 地域生活支援事業等の充実    
    
  

６-１-③ 地域活動支援センターの充実    
     
  

６-１-④ ソーシャルワーク機能の充実    

 

 ６-２ 経済的支援の推進  

    
  

６-２-① 医療費助成の周知    
     
  

６-２-② 各種手当、給付制度の周知    

 

 ６-３ 福祉サービスの質の向上  

    
  

６-３-① 適正なサービス提供の促進    
     
  

６-３-② 自己評価及び第三者評価の促進    
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基本方針７ 就労支援施策の充実 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 ７-１ 雇用・就労支援体制の充実  

    
  

７-１-① 障がい者就労支援センターの運営の充実    
     
  

７-１-② ジョブコーチによる就労支援の充実    
     
  

７-１-③ 就労移行支援の促進    
     
  

７-１-④ 就労継続支援の促進    
     
  

７-１-⑤ 授産製品の販路拡大    
     
  

７-１-⑥ 就労支援セミナーの開催    

     

 ７-２ 就労機会の拡充  

    
  

７-２-① 公共施設における就労・訓練機会の拡充    
     
  

７-２-② 企業に対する障がい者雇用の理解の促進    
     
  

７-２-③ 市職員等への障がい者雇用の推進    
     
  

７-２-④ 在宅就業障がい者に対する支援の促進    
     
  

７-２-⑤ 障がい者福祉事業団についての研究    
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基本方針８ 社会参加の拡大 

 

   のある施策は、重点施策を示したものです。  

 ８-１ 余暇活動、生涯学習活動の充実  

    
  

８-１-① 市主催行事への参加・参画の促進    
     
  

８-１-② 障がい者スポーツ、レクリエーションの推進    
     
  

８-１-③ 文化・芸術活動の推進    
     
  

８-１-④ 障がい者福祉センター事業の充実    
     
  

８-１-⑤ 図書館における障がい者に配慮したサービスの拡充    
     
  

８-１-⑥ 公民館活動への支援    
     
  

８-１-⑦ 生涯学習の推進    

 

 ８-２ 移動手段の確保  

    
  

８-２-① 移動支援事業の推進    
     
  

８-２-② 社会参加を支える各種助成・補助事業の充実    
     
  

８-２-③ 福祉有償運送（福祉移送サービス）の充実    

 

 ８-３ コミュニケーション手段の充実  

    
  

８-３-① コミュニケーション支援事業の推進    
     
  

８-３-② 行政情報の点字化及び音声化の推進    
     
  

８-３-③ 市役所等公的機関の窓口対応における配慮    

 

 ８-４ 地域との関わりを持てる多様な拠点づくりの推進  

    
  

８-４-① 地域拠点（フリースペース）の利用支援    
     
  

８-４-② 市内各地域における障がい者施設の計画的整備    
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基本方針９ 計画推進基盤の整備 

 

 ９-１ 推進・チェック体制の確保  

    
  

９-１-① 計画の評価・検証    
     
  

９-１-② 当事者や関係者の実態やニーズの把握    

 

 ９-２ 連携の推進  

    
  

９-２-① 全庁的な施策の推進    
     
  

９-２-② 市民との協働    
     
  

９-２-③ 関係機関との連携    
     
  

９-２-④ 近隣市との連携    
     
  

９-２-⑤ 国・県との連携    
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第３章 分野別施策の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

分野別施策の展開 
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基本方針１ 共に支える地域づくりの推進 

 

障害者基本法及び「共に暮らすための新座市障がい者基本条例」の目的や基本理念に

基づき、障がいのある人もない人も個人として互いに尊重し合い、様々な人と関わりな

がら共に暮らせる地域づくりを推進します。 

そのため、幼児期からの福祉教育など普及・啓発活動を進めるとともに、地域福祉活

動及びボランティア活動を促進していきます。 

また、市及び新座市社会福祉協議会が策定する「新座市地域福祉計画・新座市社会福

祉協議会地域福祉活動計画」による地域福祉活動との連携強化を図ります。 

 

【基本施策】 

 
  

１-１ ノーマライゼーションの普及・啓発 
  

基本方針１ 

共に支える地域づくりの

推進 

   
  

１-２ 地域福祉活動との連携 
  

   

 
  

１-３ ボランティア活動の促進 
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１-１ ノーマライゼーションの普及・啓発 

 
①普及・啓発活動の充実 

 市広報や市ホームページだけでなく、広

く情報提供ができるよう効果的な方法につ

いて研究するとともに、情報を分かりやす

く整理し、より多くの市民が関心を持てる

よう、内容の充実に努めます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

②福祉教育の推進 

 幼児期から体験学習や障がい者との交流

などが継続的に行われ、様々な障がいや障

がい者に対する理解を深められるよう、幼

稚園、保育所及び学校への支援の充実を図

ります。 

 教職員等関係者に対する障がい者への理

解や意識の向上に努めます。 

 また、手話についての学習など多様な教

育内容の展開に努めます。 

〔障がい者福祉課、教育相談センター、社会福祉協議会〕 

 
③町内会・自治会等を通じた障がい者理解

の向上 

 町内会・自治会及び当事者団体等と連携

し、障がい者理解の普及に努めるとともに、

地域で暮らす障がいのある市民との交流機

会を拡大します。 

〔障がい者福祉課、コミュニティ推進課〕 

 

 

 

１-２ 地域福祉活動との連携 

 
①身近な地域における支え合いの促進 

 「新座市地域福祉計画」、「新座市社会福

祉協議会地域福祉活動計画」による地域福

祉活動との連携を強化し、身近な地域にお

ける支え合いを促進します。 

〔障がい者福祉課、生活福祉課、社会福祉協議会〕 

 

 

 
②民生・児童委員との連携の強化 

 地域福祉の担い手である民生・児童委員

との連携を強化し、活動の促進を図ります。 

〔障がい者福祉課、生活福祉課〕 

 

  

重点施策 
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１-３ ボランティア活動の促進 

 
①ボランティアの育成・確保 

 社会福祉協議会や公民館、障がい者福祉

センター等におけるボランティア養成講座

を充実し、障がい者支援に関わるボランテ

ィアとして、手話通訳、要約筆記、点訳な

ど専門的な技術を必要とするボランティア

の育成・確保に努めます。 

 また、市直営の新座市手話通訳者派遣セ

ンターにおいても手話通訳者の育成を進め

ます。 

〔障がい者福祉課、社会福祉協議会、福祉の里〕 

 

 

②日常的な関わりにおけるボランティア

活動の促進 

 社会福祉協議会等と連携し、日常的な関

わりの中で、障がい者自身も含め多くの市

民がボランティア活動に参加しやすくなる

よう支援に努めます。 

〔障がい者福祉課、コミュニティ推進課、社会福祉協議会〕 

 
③生涯学習や学校教育を通じたボランテ

ィア活動の促進 

 生涯学習活動の一環としてのボランティ

ア活動の機会を提供し、成人期のボランテ

ィア活動を促進します。 

 また、児童・生徒がより自主性もって積

極的にボランティア活動に参加できるよう、

学校教育を通じてボランティア活動への参

加を促進します。 

〔生涯学習課、教育相談センター、コミュニティ推進課、社会福祉協議会〕 
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基本方針２ 権利擁護・エンパワメントの支援 

 

地域で暮らす障がい者が安心して生活できるよう、一人ひとりの状態に合わせた情報

提供体制の整備を進めるとともに、障がいの特性に応じたきめ細かな相談に応じられる

よう相談支援体制の整備、さらには基幹相談支援センターの設置やアウトリーチ（訪問

支援）について検討し、相談支援体制の強化に努めます。 

また、エンパワメント（障がい者自らが問題解決できる力を高めること）への支援の

充実を図ります。 

さらに、障がい者虐待防止センターを整備するとともに、障がい者差別の禁止に関す

る普及・啓発を行うなど、全ての障がい者の権利・利益の保護に努めます。 

 

【基本施策】 

 
  

２-１ 情報提供及び相談支援体制の充実 
  

基本方針２ 

権利擁護・エンパワメント

の支援 

   
  

２-２ 権利擁護に関する制度等の普及 
  

   

 
  

２-３ エンパワメントに関する支援 
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２-１ 情報提供及び相談支援体制の充実 

 
①情報提供体制の充実 

 市広報及び市ホームページによる福祉関

連情報の充実を図るとともに、高度化する

情報通信技術を活用するなど、効果的な情

報提供に努めます。 

 また、社会福祉協議会や関係団体との連

携により情報提供方法の多様化を図ります。 

〔障がい者福祉課、市政情報課、社会福祉協議会〕 

 

 

②相談支援体制の整備推進 

 地域で暮らす障がい者の様々な相談に対

し、障がいの特性に応じてきめ細かに対応

するため、市の窓口に専門的職員を配置し、

相談支援機能の強化を図ります。 

 また、身近な地域の相談窓口として相談

支援事業所を設置するなど、相談支援体制

の強化を図ります。 

 さらに、引きこもりがちな障がい者等の

ためのアウトリーチ（訪問支援）体制につ

いて検討します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
③基幹相談支援センターの整備検討 

 地域における相談支援の中核的な役割を

担う機関として、相談支援に関する業務を

総合的に行う基幹相談支援センターの整備

を検討します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

④地域自立支援協議会の充実 

 相談支援事業を効果的に実施するため、

障がい福祉サービス事業者、教育、医療等

の関連する分野の関係者からなる地域自立

支援協議会の充実を図ります。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

  

重点施策 

重点施策 



第３章 分野別施策の展開 

 29 

２-２ 権利擁護に関する制度等の普及 

 
①成年後見制度利用支援事業の利用促進 

 成年後見制度による支援が必要と認めら

れる知的障がい者・精神障がい者で、申立

をする親族がいない場合に、審判請求申立

の費用と後見人等の報酬の一部を補助する

成年後見制度利用支援事業の周知を図り、

利用を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

②日常生活自立支援事業（あんしんサポー

トねっと）の利用促進 

 知的障がい者・精神障がい者等に対し、

専門員や生活支援員が障がい福祉サービス

の利用援助や日常的金銭管理等を行う日常

生活自立支援事業について、実施主体であ

る社会福祉協議会と連携して周知を図り、

利用を促進します。 

〔障がい者福祉課、社会福祉協議会〕 

 
③障がい者虐待防止センターの整備 

 障がい者の虐待に関する相談窓口及び対

応の拠点となる障がい者虐待防止センター

を整備します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

④障がい者差別禁止に関する普及・啓発 

 障がいを理由に差別されたり、権利・利

益が侵害されたりすることがないよう、市

職員、市民及び事業者に対し、障がい者の

権利の尊重と、障がいに対する理解の向上

を図ります。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

  

重点施策 重点施策 
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２-３ エンパワメントに関する支援 

 
①ピアカウンセリングへの支援 

 障がい者が相談者と同じ立場で相談活動

を行い、地域の中で自立生活の実現や自己

決定能力等を手助けするピアカウンセリン

グを促進します。 

〔障がい者福祉課、社会福祉協議会〕 

 

 

②セルフヘルプ活動への支援 

 障がい者やその家族が、生活の中での課

題や問題点について情報交換等を行い、共

に支え合い、生活の安定や社会参加を促進

するセルフヘルプ活動やセルフヘルプ・グ

ループの設立を支援します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
③身体障がい者相談員・知的障がい者相談

員活動等の充実 

 障がい者本人や家族が相談員となる身体

障がい者相談員・知的障がい者相談員に関

する周知を図るとともに、相談活動を促進

します。 

また、精神障がい者に対する、家族会等

による相談活動について支援します。 

〔障がい者福祉課〕 
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基本方針３ 共に育ち、学ぶ保育・教育の充実 

 

子どもの障がいについて早期発見・早期支援を行えるよう専門的な相談体制の充実を

図ります。また、子育て家庭の孤立化を防ぎ、日常的な子育ての悩み等も相談できるよ

う、身近な地域において当事者同士や経験者が支え合う体制づくりを推進します。 

障がいのある子どもも能力や適性に応じて障がいのない子どもと地域で共に十分な教

育が受けられるよう教育環境の整備を図るとともに、共に育ち、学ぶ保育・教育の理念

の推進を図ります。 

さらに、障がいのある子どもが身近な地域で支援を受けられるようにするため、療育

相談、指導訓練等を総合的に提供する新たな療育拠点の整備を検討します。 

 

【基本施策】 
   

３-１ 療育と保護者への支援及び放課後対策の充実 
基本方針３ 

共に育ち、学ぶ保育・教

育の充実 

  

   
  

  
３-２ 保育・教育環境の整備    
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３-１ 療育と保護者への支援及び放課後対策の充実 

 
①早期発見と早期療育体制の確保 

 乳幼児の健診の充実を図り、疾病や障が

いの早期発見を図るとともに、健診時に気

軽に相談できる体制の確保に努めます。 

 また、全ての乳幼児が健康診査を受けら

れるよう受診勧奨に努めます。 

〔保健センター〕 

 

 

②関係機関との連携による療育支援の充

実 

 経過観察の必要な子ども等への対応につ

いては、医療機関、福祉事務所、保健セン

ター、児童相談所等との連携を図り、適切

な指導・支援を推進します。 

〔保健センター、障がい者福祉課〕 

 

 

③保護者に対する支援の充実 

 子どもの健全な発育、発達を支えるとと

もに、保護者の育児不安の軽減を図るため、

健康診査事後指導として、１歳６か月児・

３歳児健康診査事後グループ活動を支援し

ます。 

 また、みどり学園やわかば学園等で療育

指導を受けている保護者が互いに交流でき

るよう支援します。 

〔保健センター、みどり学園、わかば学園〕 

 

 
④障がい児施設の整備 

障がい児の療育相談、指導訓練等を総合

的に提供する専門的拠点として、児童発達

支援センターの整備を検討します。 

〔障がい者福祉課、みどり学園、わかば学園〕 

 

 

⑤放課後等デイサービスの充実 

 障がいのある児童・生徒の夏休みや放課

後等の居場所の確保を図り、必要な訓練や

療育を行う放課後等デイサービスを整備し、

充実を図ります。 

〔障がい者福祉課、保育課〕 

 

  

重点施策 

重点施策 
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３-２ 保育・教育環境の整備 

 
①障がい児教育の推進と相談支援体制の強化 

 相談窓口としての教育相談センターの周

知を図るとともに、県等関係機関と連携し、

個々の相談に的確に対応できるよう努めま

す。 

 また、教育機関のみならず福祉、医療等

の様々な関係機関が連携・協力し、個別の

ニーズに対応できるよう支援に努めます。 

〔教育相談センター〕 

 

 

②保育・教育・福祉・保健の連携の強化 

 保育・教育・福祉・保健分野の連携を強

化し、共に学ぶ環境が整備されるよう相

談・支援のあり方について研究するととも

に、支援の強化に努めます。 

〔障がい者福祉課、保育課、教育相談センター、保健センター〕 

 

 

 
③学校支援員及びボランティアによる支

援の充実 

 通常の学級に在籍している障がい児を支

援するため、市内の全ての小・中学校に配

置している支援員の資質の向上を図り、適

切な支援が行われるよう努めるとともに、

市内の大学と連携し、学生ボランティアに

よる支援活動の促進を図ります。 

また、通学にかかる家族の負担を軽減す

るため、ボランティアの活用など柔軟な支

援を検討します。 

〔障がい者福祉課、教育相談センター〕 

 

 

④保育士及び教職員に対する理解の促進 

 障がいや障がい児に対する保育士及び教

職員の理解を深め、指導力の向上を図るた

め、研修等の機会を増やします。 

 障がい児保育をめぐる諸問題や今後の課

題を研究協議し、障がい児保育を推進する

「障がい児保育研究会」の活動内容の充実

に努めます。 

〔保育課、教育相談センター〕 

 

 

⑤学校施設・設備のバリアフリー化の推進 

 障がい児の学校生活を支援するため、手

すりやスロープ、障がい者用トイレ及びエ

レベーターの設置など、学校施設・設備の

整備を推進します。 

〔教育総務課〕 
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基本方針４ 安全・安心な福祉のまちづくりの推進 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の経験から、災害等の緊急時に、障が

い者へ必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう新たな連絡体制を整備し、障がい者

に対する防災対策の強化を図るため、災害時要援護者対策を確立します。 

普段の暮らしにおいても緊急時の連絡システムや防犯対策を充実することにより、障

がい者の安全を確保します。 

また、家族環境の多様化への対応を図るとともに、施設等から地域生活へ移行する障

がい者を支援するため、グループホーム・ケアホーム等の整備促進、既存住宅の改善に

対する補助等の支援を行います。 

さらに、障がい者が生活しやすい安全なまちづくりを進めるため、道路・建物等にお

けるバリアフリー化を推進します。 

 

【基本施策】 

 
  

４-１ 防災・防犯対策の充実 
  

基本方針４ 

安全・安心な福祉のまち

づくりの推進 

   
  

４-２ 多様な住環境の整備 
  

   

 
  

４-３ 道路・建物等のバリアフリー化の推進 
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４-１ 防災・防犯対策の充実 

 
①障がい者の防災・防犯講座の実施 

 障がい者、障がい者団体、通所施設利用

者等を対象とする防災・防犯講座を実施し、

障がい者自身の地域の防災活動への参加を

促進します。 

〔障がい者福祉課、市民安全課〕 

 

 

②災害時要援護者支援制度の充実 

 災害発生時に、支援が必要な障がい者の

安全と健康を確保するため、災害時要援護

者登録制度の整備及び充実を図るとともに、

避難計画や施設収容計画を定めます。 

〔長寿支援課、障がい者福祉課、介護保険課、市民安全課〕 

 

 

③障がい者防災マニュアルの作成 

 災害発生時に、支援が必要な障がい者を

地域全体で支援する体制づくりのため、障

がい者本人、家族、地域の支援者の対応に

ついてまとめた防災マニュアルを作成しま

す。 

〔障がい者福祉課、市民安全課〕 

 

 

④緊急連絡システム事業の利用促進 

 ひとり暮らしの身体障がい者等に対し、

急病や災害などのときに、簡単な操作に 

よって救急要請ができる機器を貸与する事

業の周知を図り、対象者が漏れなく利用で

きるよう利用促進に努めます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 
⑤新たな緊急連絡体制の整備検討 

 災害時に電気が不通になった場合等に、

確実に障がい者へ情報が伝わるよう、携帯

電話メール等の利用や障がい者向けの火災

報知機の設置などについて検討します。 

〔市民安全課、障がい者福祉課〕 

 

 

⑥防犯対策の充実 

 判断能力の不十分な障がい者が詐欺や窃

盗などの犯罪に巻き込まれないよう、地域

や近隣住民による支援体制の整備を促進し

ます。 

〔市民安全課、障がい者福祉課〕 

 

 

⑦福祉避難所の整備 

 福祉避難所を整備し、災害発生時に支援

が必要な障がい者を速やかに受け入れ、障

がいの特性に応じた福祉的なサービスが提

供できるよう、医療機器の配置、福祉用具

の備蓄などを含めた体制づくりを行います。 

 また、一般避難所においても障がい者へ

の配慮を行います。 

〔障がい者福祉課、市民安全課〕 

 

 

⑧障がい者施設における防災対策の充実 

 災害発生時に、施設を利用する障がい者

の安全を確保するため、施設設備の防災対

策を行うとともに、避難方法などを定め、

避難訓練等の実施を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

  

重点施策 

重点施策 

重点施策 

重点施策 
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４-２ 多様な住環境の整備 

 
①住宅の整備・改善に対する支援 

 在宅の重度障がい者等の日常生活上の支

障を解消するため、居室等の改造を助成す

る重度障がい者居宅改善費助成事業や、増

改築費等の貸付を行う障がい者住宅整備資

金貸付事業の周知を図り、対象者が漏れな

く助成等を受けられるよう利用促進に努め

ます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

②居住サポート事業の検討 

 一般住宅への入居が困難な障がい者の住

居確保のため、夜間も含め障がい者や家主

から相談を受け、障がい者が賃貸住宅等に

入居できるように支援する居住サポート事

業の実施について、相談支援事業所の整備

に併せて検討します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
③共同生活介護（ケアホーム）の整備促進 

 障がい者が「親なきあと」等も身近な地

域で生活することができるよう、共同生活

を営む住居において入浴、排せつ又は食事

の介護等のサービスを行うケアホームの整

備を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

④共同生活援助（グループホーム）の整備

促進 

 地域において共同生活を営む障がい者に

相談その他の日常生活上の援助等を行うグ

ループホームの整備を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

⑤福祉ホーム事業の促進 

 住居を求めている障がい者に対し、日常

生活に必要サービスを提供する福祉ホーム

について、ＮＰＯ法人等との協力関係のも

と整備を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

  

重点施策 

重点施策 
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４-３ 道路・建物等のバリアフリー化の推進 

 
①歩行環境の整備 

 歩道の段差解消や歩道と車道の分離等を

進め、障がい者が安全に通行できる歩行環

境の整備に努めます。 

 また、通行の妨げとなる放置自転車や店

頭商品等については、撤去指導等を行うな

ど歩行空間の確保に努めます。 

〔道路課、市民安全課〕 

 

 

②公共交通機関の事業者への要望 

 市内にある鉄道駅の施設について、障が

い者に配慮した設備とするよう、鉄道事業

者への要望を行っていきます。 

 また、バス事業者についてもノンステッ

プバス等の導入や、障がい者に配慮した停

留所の整備、標識の設置等改善の要望を行

っていきます。 

〔企画課〕 

 
③ユニバーサルデザインによるまちづく

りの推進 

 既存の公共施設や道路等の整備にあたっ

ては、障がい者や関係機関の意見を聴きな

がらバリアフリー化を進めます。 

 また、新たな公共施設の設置に際しては、

全ての人に優しいユニバーサルデザインを

基本として整備を進めます。 

〔建築開発課、まちづくり計画課、道路課〕 

 

 

④福祉マップ（ガイドマップ）の作成 

 障がい者や高齢者、子育て家庭、ボラン

ティア団体などの参加・協力のもと、障が

い者がまちに出かける際の参考になるよう

な福祉マップ（ガイドマップ）の作成・普

及について検討します。 

〔障がい者福祉課〕 
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基本方針５ 保健・医療とリハビリテーションの充実 

 

障がい者が、地域で安心して生活するため、障がいの状態や生活の実態に応じ、身近

な地域において必要な医療的支援を受けられるよう医療に対する支援体制の充実を図り

ます。 

また、施設や病院から地域へ移行する精神障がい者への支援を進めるとともに、発達

障がい者、高次脳機能障がい者、難病患者等への支援も積極的に行います。 

さらに、地域で暮らしていけるよう、関係機関と連携しながら、アウトリーチ（訪問

支援）も含めた相談支援体制の整備の検討を行います。 

 

【基本施策】 

 
  

５-１ 障がい者医療の支援体制の充実 
  

基本方針５ 

保健・医療とリハビリテー

ションの充実 

   
  

５-２ 精神障がい者等への支援の充実 
  

   

 
  

５-３ 難病患者等への支援の充実 
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５-１ 障がい者医療の支援体制の充実 

 
①障がい者が安心してかかれる医療環境

の充実 

 乳幼児期から高齢者に至るライフサイク

ルの各周期において、障がい者が安心して

医療にかかれるよう、医療機関に関する情

報を提供します。 

また、乳幼児発達相談や精神保健に関す

る専門的な各種相談等、窓口に関する情報

を提供します。 

〔保健センター〕 

 
②障がい者歯科診療の充実 

 障がい者が身近な地域で歯科治療や相談

が受けられるよう、朝霞地区歯科医師会の

協力のもと作られた「朝霞地区障害者等歯

科協力医」制度の周知に努め、協力医の拡

大を図ります。 

〔障がい者福祉課、保健センター〕 

 

 

③リハビリテーションの充実 

 中途障がい者の増加を踏まえ、機能回復

や機能維持を目的として、医療・保健・福

祉の関係機関が連携し、医学的リハビリ 

テーションの充実とネットワークの構築を

図ります。 

〔保健センター、障がい者福祉課〕 
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５-２ 精神障がい者等への支援の充実 

 
①精神保健対策の充実 

 精神保健に関する知識の普及・啓発を図

るため、保健センターにおける「精神健康

講座」の内容の充実に努めます。 

 また、思春期に発症することが多い精神

疾患は、早期発見・早期治療が大切である

ことから、中学校及び高等学校における精

神保健教育の取組を推進します。 

〔保健センター、障がい者福祉課、教育相談センター、社会福祉協議会〕 

 
 
 

②アウトリーチ（訪問支援）体制の検討 

 精神障がい者等の地域生活を支援するた

め、相談支援事業所と関係機関が連携し組

織的にアウトリーチ（訪問支援）を行う体

制づくりについて検討します。 

〔障がい者福祉課、保健センター〕 

 

 

③長期入院者に対する地域生活移行への支援 

医療機関に長期間入院している精神障が

い者の地域生活移行のための相談・支援を

行うとともに、移行後も地域に定着できる

よう支援します。 

 また、対象者が漏れなく支援を受けられ

るよう、実態の把握に努めます。 

〔障がい者福祉課、保健センター〕 

 

 

 
④発達障がい者及び高次脳機能障がい者

への支援の充実 

 発達障がい及び高次脳機能障がいについ

ての周知と理解を図り、各種障がい福祉 

サービスの利用を促進します。 

また、市職員や関係機関の職員に対し、

県の研修会等への参加を促進し、相談支援

の中心となる「発達支援サポーター」及び

「発達支援マネージャー」の育成に努め、

連携した支援が行えるよう努めます。 

さらに、早期発見・早期支援だけでなく、

障がい者就労支援センターとも連携し、就

労支援も含めた総合的な支援を行います。 

〔障がい者福祉課、子ども家庭応援室、保健センター、保育課〕 

 

 

⑤サポート手帳の活用 

 「サポート手帳」は、発達障がい者が、

障がいの特性を周囲の人に理解してもらう

とともに、ライフサイクルに沿って一貫し

た支援を受けられるよう、埼玉県が作成し

たものです。 

 このサポート手帳の周知・配布を行い、

活用することで、発達障がい者及びその家

族に対する支援の充実を図ります。 

〔障がい者福祉課〕 

 

  

重点施策 

重点施策 

重点施策 



第３章 分野別施策の展開 

 41 

５-３ 難病患者等への支援の充実 

 
①難病患者等居宅生活支援事業の整備及

び充実 

 難病患者等に対するホームヘルプサービ

スや日常生活用具給付事業の整備を行い、

事業の充実を図ります。 

 また、事業の周知を図り、利用を促進し

ます。 

〔障がい者福祉課〕 

 
②難病患者見舞金の支給 

 難病患者見舞金支給制度の周知を図り、

対象者に対して確実に支給が行われるよう

努めます。 

〔障がい者福祉課〕 
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基本方針６ 生活支援サービスの充実 

 

生活支援サービスの実施に当たっては、利用者がニーズに応じたサービスを主体的に

選択、利用できるよう、相談支援体制を整備し、障がい者ケアマネジメント機能の充実

とソーシャルワークとの連携を図ります。 

また、障がい福祉サービスにおいては、利用者の需要を踏まえながら、サービスを提

供する事業者やＮＰＯ法人等の参入・育成に努め、基盤を整備するとともに、サービス

の質の確保と向上及び適正なサービスの実施を促進します。地域生活支援サービスにつ

いては、市単独事業なども含め、創意工夫しながら総合的なサービス体系を構築します。 

さらに、地域で暮らす障がい者の支援のため、医療費助成、各種手当、各種給付制度

等の周知を図り、経済的支援を充実します。 

 

【基本施策】 

 
  

６-１ サービス提供体制の整備 
  

基本方針６ 

生活支援サービスの充実 

   
  

６-２ 経済的支援の推進 
  

   

 
  

６-３ 福祉サービスの質の向上 
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６-１ サービス提供体制の整備 

 
①障がい福祉サービスの充実 

 サービスを確実に提供するため、事業者

の参入の促進、育成を行うとともに、相談

支援事業所との効果的な連携について検討

します。 

 また、重度訪問介護等サービス提供基盤

の整備が遅れているサービスについては、

近隣市との連携も含め、事業者の参入を促

進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

②地域生活支援事業等の充実 

 コミュニケーション支援事業、日常生活

用具給付等事業、移動支援事業等の地域生

活支援事業については、本市の地域特性を

踏まえ、創意工夫しながら充実を図ります。 

 また、外出、送迎、一時預かりなどを提

供する生活サポート事業について、他の 

サービスとの整合性を考慮しながら制度の

周知を図り、利用を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
③地域活動支援センターの充実 

 地域の障がい者支援の拠点として、障が

い者等が通所し、創作的活動又は生産活動

や、社会との交流の促進、相談支援などの

サービスを提供する地域活動支援センター

事業の充実を図ります。 

〔障がい者福祉課、福祉の里〕 

 

 

④ソーシャルワーク機能の充実 

 市のケースワーカー、関係機関の職員等

のソーシャルワーク技術を高めるとともに、

相互の役割を明確にし、多様化する社会的

資源のネットワーク機能の強化を図ります。 

〔障がい者福祉課〕 

 

※ サービスごとの見込量及び確保のため

の方策については、「第４章 第３期新座

市障がい福祉計画」をご覧ください。 

 

  

重点施策 
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６-２ 経済的支援の推進 

 
①医療費助成の周知 

 各種医療費助成制度の周知と利用促進を

行い、支援が必要な障がい者に確実に適用

されるよう努めます。 

また、難病患者等を対象とする医療給付

制度の周知に努め、漏れなく給付が受けら

れるよう支援します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
②各種手当、給付制度の周知 

 障がい者のための各種手当・年金制度、

税控除・免除制度、公共料金の割引制度等

について、制度の周知に努めます。 

 また、日常生活に必要な用具の給付等の

制度について周知を図り、対象となる希望

者が漏れなく給付が受けられるよう努めま

す。 

〔障がい者福祉課、国保年金課〕 

 

 

 

６-３ 福祉サービスの質の向上 

 
①適正なサービス提供の促進 

 サービス提供事業者の資質向上を図ると

ともに、サービスの適正な給付管理を行う

ため、研修等の機会を提供します。 

 また、福祉サービス事業者相互の情報交

換や連携を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
②自己評価及び第三者評価の促進 

 福祉サービス事業者による質の高いサー

ビス提供を促進するため、各事業所におけ

る自己評価機能を高めるともに、第三者機

関による評価を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 
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基本方針７ 就労支援施策の充実 

 

地域における自立と社会参加を促進するため、障がい者就労支援センターを軸に、雇

用・就労に関する相談・支援を充実し、障がい者自身の意思を尊重しながら、適性や能

力に応じた就労を支援します。 

雇用・就労支援体制については、障がい者就労支援センターと公共職業安定所、障害

者就業・生活支援センター等の関係機関と連携し、適切な職業への就労及び就労後の職

場定着を支援する体制づくりを進めます。 

また、市役所等の公的機関や企業における雇用の拡大に努めるとともに、職場開拓員

による多様な就労機会の確保を目指します。 

 

【基本施策】 
    
   

７-１ 雇用・就労支援体制の充実 

基本方針７ 

就労支援施策の充実 

  

   
  

  

７-２ 就労機会の拡充 
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７-１ 雇用・就労支援体制の充実 

 
①障がい者就労支援センターの運営の充実 

 就労を希望する障がい者を対象とした相

談支援、職場実習を実施するとともに、就

労中の障がい者に対する巡回訪問等就労後

の職場定着支援の強化を図ります。 

 また、企業に対する障がい者就労支援セ

ンターの周知を図るとともに、職場開拓員

により、一般企業への就労機会を拡大しま

す。 

 また、余暇活動の機会を提供する「ゆめ

さくら事業」など通じて就労及び職場定着

に向けた意欲の維持・向上に努めます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

②ジョブコーチによる就労支援の充実 

 雇用先との調整や利用者の指導など職場

内外の支援環境を整え、企業への就労を円

滑に進めるため、就労移行支援施設や企業

によるジョブコーチ（就労支援員）の配置

及び就労支援活動を促進します。 

 また、埼玉障害者職業センターのジョブ

コーチとの連携を強化します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

③就労移行支援の促進 

 就労を希望する障がい者に対し、一定期

間、就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練等を提供する就労移行支援

に関するサービス提供基盤の強化を図りま

す。 

 また、障がい者就労支援センターと就労

移行支援施設が連携し、一般就労への移行

を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
④就労継続支援の促進 

 一般就労が困難な障がい者に対し、就労

の機会を提供するとともに、その知識及び

能力の向上のために必要な訓練等を提供す

る就労継続支援については、特別支援学校

卒業生、離職者、精神障がい者等の需要の

増加に対応するため、サービス提供基盤の

強化を図ります。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

⑤授産製品の販路拡大 

 福祉施設等で製作された製品の展示・販

売コーナーを、公共施設や商業施設等に設

置するとともに、授産製品の公共施設や企

業での使用を推進するなど、販路拡大を支

援します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

⑥就労支援セミナーの開催 

 就労移行支援施設等と連携し、障がい者

が就労するために必要な身だしなみや履歴

書の書き方、面接の心構え等についてのセ

ミナーを開催し、障がい者の就労を支援し

ます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

  

重点施策 

重点施策 

重点施策 
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７-２ 就労機会の拡充 

 
①公共施設における就労・訓練機会の拡充 

 一般就労が困難な障がい者の就労に向け

て、市役所を始め、公共施設等における訓

練機会の拡充に努めます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

②企業に対する障がい者雇用の理解の促進 

 職場開拓員による企業への訪問活動を行

い、障がい者雇用に関する理解を促進し、

雇用助成金制度等の周知を図ります。 

 また、毎年９月の障がい者雇用支援月間

を中心に、雇用促進活動を行います。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

③市職員等への障がい者雇用の推進 

 障がいの種別や程度に応じて職域の拡大

を図りながら、市等の公共機関への障がい

者雇用の推進を図ります。 

 また、市職員等の採用に関しては、障が

い者雇用率の達成・維持・向上を図るだけ

でなく、様々な障がいの状況を考慮した雇

用を目指します。 

〔障がい者福祉課、人事課〕 

 

 
④在宅就業障がい者に対する支援の促進 

 通勤等の移動が困難な障がい者や在宅就

業を希望する障がい者の就業を支援するた

め、在宅就業している障がい者の状況を把

握するとともに、ＩＴ関連分野等新たな就

業機会の拡大について研究します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

⑤障がい者福祉事業団についての研究 

 職場経験や職域開拓を推進するとともに、

事業主との協力体制の確立等を通じて仕事

を直接提供する機能を有する場としての障

がい者福祉事業団について研究します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

  



第３章 分野別施策の展開 

 48 

基本方針８ 社会参加の拡大 

 

障がい者の社会参加を促進するため、スポーツ・レクリエーション及び文化・芸術活

動の機会を提供するとともに、障がい者が参加しやすい事業を推進し、余暇活動、生涯

学習活動を通じた社会参加を支援します。 

移動が困難な重度身体障がい者や視覚障がい者の外出時における介助体制を充実する

とともに、知的障がい者や精神障がい者も含め、民間事業者による福祉有償運送サービ

スを促進し、移動手段の確保を図ります。 

コミュニケーションへの支援については、平成２３年度に設置した市直営の手話通訳

者派遣センターの充実を図るとともに、行政情報の点字化・音声化を推進し、市役所の

窓口対応における配慮を行います。 

また、地域拠点と多様な居場所づくりのため、市民が交流できるフリースペースにつ

いて検討します。 

障がい者施設については、障がいの種別にかかわらず利用できる施設や地域における

身近な拠点となる施設としての機能・役割について検討し、地域バランスに配慮した整

備を促進します。 

 

【基本施策】 

 
  

８-１ 余暇活動、生涯学習活動の充実 
  

    

基本方針８ 

社会参加の拡大 

  
８-２ 移動手段の確保 

  
     

  
８-３ コミュニケーション手段の充実 

  

    

 
  ８-４ 地域との関わりを持てる多様な拠点づく

りの推進   
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８-１ 余暇活動、生涯学習活動の充実 

 
①市主催行事への参加・参画の促進 

 市が主催する様々な行事に対し、障がい

者の企画段階からの参加を促進するととも

に、手話通訳者や要約筆記者などの協力体

制の充実を図ります。 

 また、「福祉フェスティバル」の内容の充

実と刷新を図り、今後もより多くの市民が

参加できるよう推進します。 

〔障がい者福祉課、生活福祉課、社会福祉協議会〕 

 

 

②障がい者スポーツ、レクリエーションの

推進 

 障がい者がそれぞれのレベルに応じたス

ポーツを楽しめる機会の提供や環境づくり

を推進し、（財）新座市体育協会等と連携し、

経験のある指導者や専門的な指導員の育成

を図ります。 

 毎年開催の市内障がい者団体によるス 

ポーツ大会「にいざふれあいピック」の内

容の充実に努めるとともに、国や県が主催

するスポーツ大会への参加を支援します。 

 障がい者就労支援センターにおいて実施

している「ゆめさくら事業」の充実に努め

るとともに、市内の障がい者団体等が実施

する余暇活動を促進します。 

〔障がい者福祉課、スポーツ振興課〕 

 

 

③文化・芸術活動の推進 

 障がい者の作品展や音楽会の開催など、

文化・芸術活動の発表の場を拡大するとと

もに、障がい者も一般の文化・芸術活動の

場に参加しやすいような環境づくりを支援

します。 

〔生涯学習課、福祉の里〕 

 
④障がい者福祉センター事業の充実 

 障がい者福祉センター事業として行って

いる点字ワープロ教室、点字講座、手話講

座、要約筆記講座等の各種教室・講座等を

引き続き実施するとともに、内容の充実を

図ります。 

〔福祉の里〕 

 

 

⑤図書館における障がい者に配慮した 

 サービスの拡充 

 点字図書や大型活字本の収集、対面朗読

サービスの実施、図書宅配サービスの実施、

点字利用案内の作成、字幕ビデオソフトの

収集等、障がい者に配慮したサービスの拡

充を図ります。 

〔中央図書館〕 

 

 

⑥公民館活動への支援 

 障がい者が地域の一員として、公民館等

における様々な地域活動に参加し、地域と

の交流が図れるよう支援を行います。 

〔中央公民館〕 

 

 

⑦生涯学習の推進 

 障がいの有無にかかわらず、幅広い世代

の市民が生涯学習活動に参加できるよう、

生涯学習関連施策を推進します。 

〔生涯学習課〕 
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８-２ 移動手段の確保 

 
①移動支援事業の推進 

 重度の障がい者が円滑に外出し、社会参

加できるよう、同行援護サービスや全身性

障がい者介護人派遣事業等との整合性を図

りながら、適正なサービスの提供を行うと

ともに、制度の周知を行い、移動支援事業

を推進します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 
②社会参加を支える各種助成・補助事業の

充実 

 障がい者の社会参加を支援するため、福

祉タクシー利用料金補助事業や自動車改造

費助成事業等を行うとともに、対象者が漏

れなく利用できるよう、事業の周知に努め

ます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

③福祉有償運送（福祉移送サービス）の充

実 

 福祉有償運送（福祉移送サービス）を提

供する事業者の参入を支援するとともに、

利用者への周知及び事業者への情報提供を

行い、適正なサービスの利用を促進します。 

〔障がい者福祉課〕 
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８-３ コミュニケーション手段の充実 

 
①コミュニケーション支援事業の推進 

 外出の際のコミュニケーションをとるこ

とが困難な聴覚障がい者､音声・言語機能障

がい者等を支援するため、手話通訳者・要

約筆記者派遣事業を推進します。 

 また、市直営の手話通訳者派遣センター

の充実を図り、利便性を高めるよう努めま

す。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

②行政情報の点字化及び音声化の推進 

 広報など市が提供する情報については、

利用者の要望を踏まえ、できる限り点字化

及び音声化を図ります。 

 また、音声コードに関する研修会を実施

するなど、情報提供と周知に努めます。 

〔障がい者福祉課、市政情報課〕 

 
③市役所等公的機関の窓口対応における

配慮 

 市役所内の窓口に配置している要約筆記

者や手話通訳者の資質の向上を図るととも

に、車いす使用者に配慮した低いカウン 

ターの設置等を推進します。 

 また、利用者の要望等を把握しながら、

障がいの状況に配慮した、より利用しやす

い窓口対応に努めます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

 

８-４ 地域との関わりを持てる多様な拠点づくりの推進 

 
①地域拠点（フリースペース）の利用支援 

 地域福祉活動と連携し、身近な地域で

様々な市民が集い交流できるフリースペー

スのあり方について検討し、障がい者が気

軽に利用できるよう支援します。 

〔障がい者福祉課、生活福祉課、社会福祉協議会〕 

 

 
②市内各地域における障がい者施設の計

画的整備 

 各種障がい者施設については、地域にお

ける各施設の役割と位置付けを明確にする

とともに、身近な地域において利用できる

よう、市内の地域バランスに配慮した整備

に努めます。 

 また、障がいの種別にかかわらず利用で

きる施設や地域の拠点としての役割につい

ても研究します。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

  

重点施策 
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基本方針９ 計画推進基盤の整備 

 

この計画の総合的かつ計画的な推進のため、障がい者施策に関する必要な事項を調

査・審議し、その実施状況を監視する合議制の機関の活動を促進します。 

また、当事者や関係者の実態やニーズの把握に努めます。 

障がい者の地域生活を支援する上で、従来の福祉サービスに加え、学校教育・社会教

育、防災、まちづくりなど多様な分野における取組が重要であることから、庁内関係部

署の連携、関係機関とのネットワーク化を推進するとともに、県や近隣市との連携を深

めます。 

また、制度的な内容等については、国・県に対して改善・充実を要望していきます。 

 

【基本施策】 
    

基本方針９ 

計画推進基盤の整備 

  
９-１ 推進・チェック体制の確保 

  

   
  

  
９-２ 連携の推進 
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９-１ 推進・チェック体制の確保 

 
①計画の評価・検証 

 本計画の円滑な推進を図るため、合議制

の機関において、地域自立支援協議会と協

働して進捗状況のチェック及び課題事項の

検討等を行います。 

〔障がい者福祉課〕 

 
②当事者や関係者の実態やニーズの把握 

 本計画を確実に推進していくために、常

に当事者や関係者の実態やニーズの把握に

努めるほか、社会情勢や市内の生活環境の

変化、関連制度・法令の改正などに柔軟に

対応し、必要に応じて施策内容の見直しを

行います。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

９-２ 連携の推進 

 
①全庁的な施策の推進 

 庁内関係部署の緊密な連携を図り、各種

施策を展開します。 

 また、必要に応じて当事者及び関係者の

意見が反映できる機会を設定するなど、障

がい者施策の総合的かつ効果的な推進に努

めます。 

〔障がい者福祉課、関係各課〕 

 

 

②市民との協働 

 町内会、自治会、民生・児童委員、地域

福祉推進協議会等の地域福祉活動を推進す

る市民との連携を強化します。 

〔障がい者福祉課、コミュニティ推進課、社会福祉協議会〕 

 

 

③関係機関との連携 

 医療、保健、福祉、教育、就労、交通、

防災、防犯等における専門的な相談・支援

に対応するため、保健所や児童相談所、学

校、公共職業安定所、警察、消防署など関

係機関との連携を強化します。 

〔障がい者福祉課〕 

 
④近隣市との連携 

 障がい者施策の推進とサービス提供のた

め、必要に応じて、近隣市との連携を積極

的に図り、より効果的・効率的な施策推進

とサービス提供基盤の整備に努めます。 

〔障がい者福祉課〕 

 

 

⑤国・県との連携 

 広域的な調整が必要となる取組を円滑に

進めるため、国・県との連携を強化します。 

 また、障がい者の利益が損なわれること

がないよう、当事者の意見等を踏まえなが

ら、制度的な内容についての改善・充実を

要望していきます。 

〔障がい者福祉課〕 
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第１節 平成２６年度の数値目標 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【国及び県の基本指針等】 

〔国〕 平成１７年１０月１日時点の施設入所者数の３割以上が地域生活へ移行するこ

とを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定する。 

 平成２６年度末の施設入所者数を平成１７年１０月１日時点の施設入所者か

ら、１割以上削減することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏ま

えて設定する。 

〔県〕 地域移行者数は国と同様３割以上と設定する。 

    障がい者施設入所者の削減数の数値目標については、県内の入所待機者が年々

増加しており、特に重度の重複障がいなどにより地域生活が困難な者が多数入所

待ちしている状況であるため、設定しない。 

 

【新座市の目標】 

平成１７年１０月１日現在の施設入所者数の３割以上が地域生活へ移行するものとし、

平成２６年度における地域生活移行者数を２７人と設定します。 

なお、障がい者施設入所者の削減数の数値目標については、県の考え方に合わせ、設

定しないものとします。 

 

【目標値の設定】 
 

区 分 人数 考え方 

平成１７年１０月１日 
時点の入所者数（Ａ） 

８７人 ・平成１７年１０月１日の施設入所者数 

平成２６年度末の 
入所者数（Ｂ） 

― 人 ・平成２６年度末時点の利用人員 

【目標値】 
削減見込（Ａ－Ｂ） 

― 人 
― ％ 

・差引減少見込み数 

【目標値】 
平成２６年度の 

地域生活移行者数 
２７人 

・施設入所からグループホーム・ケアホーム等 
へ移行する者の数 

・８７人×０．３＝２６．１人→２７人 
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２ 入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

【国及び県の基本指針等】 

〔国〕 以下の二つの着眼点ごとに目標を設定する。 

【着眼点①】１年未満入院者の平均退院率 

     平成２６年度における平均退院率を、平成２０年６月３０日調査比で７％相

当分増加させる。 

   【着眼点②】５年以上かつ６５歳以上の退院者数 

     平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上の退院者数を、直近の状況よ

りも２０％増加させる。 

〔県〕 新たな着眼点を含む国の考え方は採用せず、第３期計画においても第２期計画

の考え方を継承し、「受入条件が整えば退院可能な精神障がい者の退院数」を目標

に掲げる。 

 具体的な目標値は、平成２４年度から平成２６年度までの３か年における地域

移行支援の利用見込者数６６０人とする（７４ページ参照）。 

 

【新座市の目標】 

県の考え方に従い目標値を設定することとし、県の「地域移行支援」対象者数を人口

比で按分した人数を目標値とする。 

目標値＝６６０人（県の目標値）×２．２２％（人口比）≒１５人 

 

【目標値の設定】 
 

区 分 人 数 考え方 

平成２４年度から 
平成２６年度までの 
地域移行支援利用者数 

１５人 
・県の目標値（６６０人）を人口比（２．２２％）で

按分した。 

【目標値】 
減少数 

１５人 
・上記のうち、平成２６年度までに減少を目指す数 

（対象者全員） 
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３ 福祉施設から一般就労への移行 

【国及び県の基本指針等】 

〔国〕 福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成２６年度中に一般

就労に移行する者の数値目標を設定する。 

 目標の設定に当たっては、平成１７年度の一般就労への移行実績の４倍以上と

することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定する。 

 ２，０００人→８，０００人 

〔県〕 福祉施設を退所し、現時点の一般就労への年間移行実績の５倍にすることを目

標とする。 

 １００人→５００人 

 平成１７年度における福祉施設利用者の一般就労への年間移行実績約１００人

（法定入所・通所施設実績）を、就労移行支援事業の実施促進や地域における就

労支援体制づくりを進め、平成２６年度には５００人（５倍）にすることを目標

とする。 

 

【新座市の目標】 

平成２０年度から平成２２年度までの実績と平成２３年度の見込量、また、市内施設

の就労移行支援への移行状況等を勘案し、平成２６年度中に福祉施設を退所し、一般就

労に移行する者の数値目標を７人（７倍）と設定します。 

 

【目標値の設定】 
 

区 分 人数 考え方 

平成１７年度の 
一般就労移行者数 

１人未満 ・過去３年間の実績に基づく 

【目標値】 
平成２６年度の 

一般就労移行者数 

７人 
（７倍） 

・平成２６年度において福祉施設を退所し、一般
就労する者の数 
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４ 就労支援事業の利用者数 

【国及び県の基本指針等】 

〔国〕 平成２６年度末における福祉施設の利用者のうち、２割以上の者が就労移行支

援事業を利用することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて

設定する。 

 平成２６年度末において、就労継続支援事業の利用者のうち、３割は就労継続

支援（Ａ型）事業を利用することを基本として、これまでの実績及び地域の実情

を踏まえて設定する。 

〔県〕 国の考え方と同様に設定する。 

【新座市の目標】 

過去の実績と施設整備の状況等を勘案し、平成２６年度末における福祉施設利用者に

ついては、１割以上の者が就労移行支援事業を利用することとし、３６人と設定します。 

また、平成２６年度末における就労継続支援事業の利用者については、１割以上の者

が就労継続支援（Ａ型）事業を利用することとし、１７人と設定します。 

【目標値の設定】 
 

区 分 人数 考え方 

平成２６年度末の 
福祉施設利用者数 

３５２人 
・平成２６年度末において福祉施設を利用する

者の数 

【目標値】 
平成２６年度末の 

就労移行支援事業の 
利用者数 

３６人 
（１０．２％） 

・平成２６年度末において就労移行支援事業を
利用する者の数 

平成２６年度末の 
就労継続支援（Ａ型） 

事業の利用者 ① 
１７人 

・平成２６年度末において就労継続支援（Ａ型）
事業を利用する者の数 

平成２６年度末の 
就労継続支援（Ｂ型） 

事業の利用者 
１４９人 

・平成２６年度末において就労継続支援（Ｂ型）
事業を利用する者の数 

平成２６年度末の 
就労継続支援 

（Ａ型＋Ｂ型） 
事業の利用者 ② 

１６６人 
・平成２６年度末において就労継続支援（Ａ型

＋Ｂ型）事業を利用する者の数 

【目標値】 
平成２６年度末の 

就労継続支援（Ａ型） 
事業の利用の割合 

①／② 

１０．２％ 
・平成２６年度末において就労継続支援事業を

利用する者のうち、就労継続支援（Ａ型）事
業を利用する者の割合 

※ 表中の数値は目標値であるため、「第２節 サービスの見込量と確保策」で示す見込量と一致しない場

合があります。 
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第２節 サービスの見込量と確保策 

１ 障がい福祉サービス 

⑴ 訪問系サービス 

【サービスの概要】 

訪問系サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障がい者

等包括支援の総称で、各サービスの内容は下表のとおりです。 
 
サービス名 内 容 

居 宅 介 護 居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を提供するサービス 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者に対し、居宅におけ
る入浴、排せつ又は食事の介護その他のサービス及び外出時における移動中
の介護を総合的に提供するサービス 

同 行 援 護 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時に
同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、その他の便宜を供与する 
サービス 

行 動 援 護 
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者のう
ち、常時介護を要する障がい者に対し、行動の際に生じ得る危険を回避する
ために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行うサービス 

重度障がい者等 
包 括 支 援 

常時介護を要する障がい者のうち、介護の必要の程度が著しく高い人に対
し、居宅介護及びその他の障がい福祉サービスを包括的に提供するサービス 

【利用者像】 

〔居宅介護〕 

 ○ 障がい程度区分１以上の障がい者 

〔重度訪問介護〕 

 ○ 障がい程度区分４以上で、二肢以上に麻痺があり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」

のいずれにも支障をきたす障がい者 

〔同行援護〕 

 〇 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有し、同行援護アセスメント票の基準を

満たす障がい者 

〔行動援護〕 

 ○ 障がい程度区分３以上であって、普段の行動に支障をきたす障がい者 

〔重度障がい者等包括支援〕 

 ○ 障がい程度区分６に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、四肢全てに麻痺があ

りねたきり状態にある障がい者 
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【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、本市をサービス提供地域としている事業所は、市内・市

外合わせて１２２事業所です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

障がい者数の増加に伴いサービス利用者の増加が見込まれているため、特に不足して

いる重度訪問介護等のサービス提供事業所等の確保に努めるなど、サービス提供基盤の

整備を図ります。 

また、精神障がい者への居宅介護が円滑に提供できるよう、事業所の支援に努めます。 

 

延べ利用時間（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 191 220 252 306 350 398 

延べ利用時間（時間） 4,308 4,954 6,122 7,364 8,410 9,542 

※ 平成２３年度は見込値 

  

実 績 計 画 
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⑵ 日中活動系サービス 

①生活介護 

【サービスの概要】 

生活介護は、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護を要する

障がい者に対し、主として昼間、障がい者支援施設等で行われる入浴、排せつ、食事等

の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービスです。 

【利用者像】 

○ 障がい程度区分３以上の障がい者（施設に入所する場合は区分４以上） 

〇 年齢が５０歳以上の場合は、障がい程度区分２以上の障がい者（施設に入所する場合

は区分３以上） 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、サービスを提供している施設は市内に１か所のほか、朝

霞地区４市で運営する「すわ緑風園」があり、県内では２０６か所となっています。 

市内施設は、「けやきの家」が平成２２年度から生活介護に移行しました。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

平成２４年度から市内施設の「こぶしの森」利用者の一部が生活介護に移行します。

また、障害者自立支援法及び児童福祉法の改正によって、障がい児施設入所者の一部が

生活介護に移行することなどから、利用者数の増加が見込まれます。 

平成２５年度以降は、急激な利用者の増加はなく、障がい者数の増加に併せて推移す

るものと見込まれます。 

今後、増加する需要に合わせてサービスが円滑に提供されるようサービス事業所への

支援に努めます。また、利用者に対する個別の相談支援の充実を図ります。 
 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 23 66 110 138 143 148 

延べ利用日数（日） 545 1,306 2,415 3,031 3,141 3,251 

※ 平成２３年度は見込値  

実 績 計 画 
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②自立訓練（機能訓練） 

【サービスの概要】 

自立訓練（機能訓練）は、地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・回復等

のため、一定の支援が必要な身体障がい者に対し、理学療法や作業療法等の身体的リハ

ビリテーションや、日常生活上の相談支援等を提供するサービスです。 

【利用者像】 

○ 入所施設・病院を退所・退院し、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリ 

テーションの継続や身体機能の維持・回復等の支援が必要な身体障がい者 

〇 特別支援学校を卒業し、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復等の支援が必要

な身体障がい者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、サービスを提供している施設は市内にはなく、県内では

国立障害者リハビリテーションセンターを含め７か所です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

このサービスは、利用者が限られており、利用者数の増加は見込まれないことから、

平成２３年度の水準を維持するものとして見込量を設定しました。 

今後もサービスを必要とする利用者に対し、円滑にサービスが提供されるよう医療機

関との連携を強化し、相談支援体制の充実を図ります。 

 

延べ利用日数（月間） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 2  2  1  1  1  1  

延べ利用日数（日） 23  26  15  15  15  15  

※ 平成２３年度は見込値 

  

実 績 計 画 
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③自立訓練（生活訓練） 

【サービスの概要】 

自立訓練（生活訓練）は、地域生活を営む上で、一定の支援が必要な知的障がい者・

精神障がい者に対し、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や日常生活上

の相談支援等を提供するサービスです。 

【利用者像】 

○ 入所施設・病院を退所・退院し、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向

上等の支援が必要な知的障がい者・精神障がい者 

〇 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障がい者・精神障が

い者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、サービスを提供している施設は市内にはなく、県内では

国立障害者リハビリテーションセンターを含め２９か所です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

このサービスは、利用者が限られており、利用者数の増加は見込まれないことから、

平成２３年度の水準を維持するものとして見込量を設定しました。 

今後もサービスを必要とする利用者に対し、円滑にサービスが提供されるよう医療機

関との連携を強化し、相談支援体制の充実を図ります。 

 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 2  1  1  1  1  1  

延べ利用日数（日） 24  2  13  13  13  13  

※ 平成２３年度は見込値 

  

実 績 計 画 
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④就労移行支援 

【サービスの概要】 

就労移行支援は、一般就労を希望し、適性に合った職場への就労等が見込まれる障が

い者に対し、生産活動、実習、職場探し等の活動を通じて、就労に必要な知識及び能力

の向上のための訓練等を提供するサービスです。 

【利用者像】 

○ 就労を希望するものの、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及

び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な６５歳未満の障がい者 

〇 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の免許を取得することにより、就労を

希望する障がい者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、サービスを提供している施設は市内に２か所、県内では

９０か所です。 

平成２２年度まで市内施設は、「スワン工舎新座」のみでしたが、平成２３年度から「福

祉工房さわらび」の一部が就労移行支援に移行しました。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

今後も相談支援体制の充実を図り、障がい者の就労移行を積極的に進めていきます。 

また、障がい者就労支援センターと就労移行支援施設等との連携の強化を図ります。 

さらに、平成２３年度から障がい者就労支援センターに配置されている職場開拓員に

よる支援を充実し、職場開拓から職場定着まで一貫した支援を行います。 
 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 15  15  24  30  33  36  

延べ利用日数（日） 305  285  480  600  660  720  

※ 平成２３年度は見込値  

実 績 計 画 
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⑤就労継続支援Ａ型（雇用型） 

【サービスの概要】 

就労継続支援Ａ型（雇用型）は、一般就労が困難な障がい者で、雇用契約に基づく就

労が可能な者に対し、利用者と事業者が雇用関係を結び、就労の機会の提供をするとと

もに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練等

を提供するサービスです。 

【利用者像】 

○ 就労移行支援事業を利用したものの、企業等の雇用に結びつかなかった障がい者 

〇 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの、企業等の雇用に結びつかなかった

障がい者 

〇 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現在雇用関係がない障がい者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、サービスを実施している施設市内は１か所、県内では 

１１か所です。 

市内施設は、「ＳＡＩＦＵＫＵ」が平成２１年度から就労継続支援Ａ型（雇用型）に移

行しました。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

今後、施設のサービス提供状況を適確に把握するとともに、サービスを必要とする利

用者に対し、円滑にサービスが提供されるよう相談支援体制の充実を図ります。 

 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 12  10  9  10  11  12  

延べ利用日数（日） 163  161  135  150  165  180  

※ 平成２３年度は見込値  

実 績 計 画 
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⑥就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

【サービスの概要】 

就労継続支援Ｂ型（非雇用型）は、就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等

への雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などに対し、通所により就労や

生産活動の機会を提供するサービスです。 

【利用者像】 

○ 就労経験があるものの、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった
障がい者 

〇 就労移行支援事業を利用した結果、企業や就労継続支援Ａ型（雇用型）への雇用に結
びつかなかった障がい者 

〇 上記に該当しない人のうち、５０歳に達している障がい者又は障がい基礎年金１級受
給者等 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、サービスを提供している施設は市内３か所、県内では 

２２４か所です。 

市内施設は、「福祉工房さわらび」の一部、「アイズ」、「くるみの木」が平成２３年度

から就労継続支援Ｂ型（非雇用型）に移行しました。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

今後、精神障がい者や特別支援学校卒業生等の需要の増加が見込まれています。この

ため、施設の整備を促進し、円滑なサービス提供を支援していきます。 

 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 20  29  105  139  144  149  

延べ利用日数（日） 381  505  1,884  2,502  2,592  2,682  

※ 平成２３年度は見込値  

実 績 計 画 
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⑦療養介護 

【サービスの概要】 

療養介護は、医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者に対し、主として

昼間に病院・施設において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や

日常生活上の支援を行うサービスです。 

【利用者像】 

○ 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行

っている、障がい程度区分６の障がい者 

〇 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者であって、障がい程度区分５以上の障が

い者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、市内でサービスを提供している施設（病院）はなく、県

内でも東埼玉病院の１か所のみとなっています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

平成２４年度から、１８歳以上の重症心身障がい児施設等利用者の一部が療養介護に

移行することから、平成２４年度に利用者は増加すると見込まれます。ただし、利用者

は限定されており、平成２５年度以降は利用者数の増加は見込まれないことから、平成

２４年度からは微増するものとして見込量を設定しました。 

 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 2  2  2  15  16  17  

延べ利用日数（日） 61  61  61  460  491  522  

※ 平成２３年度は見込値 

  

実 績 計 画 
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⑧短期入所 

【サービスの概要】 

短期入所は、介護者の疾病その他の理由で障がい者支援施設に短期間入所し、入浴、

排泄、食事の介護等を提供するサービスです。 

【利用者像】 

〇 障がい程度区分 1 以上の障がい者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、市内でサービスを提供している施設はありませんが、朝

霞地区４市で運営する「すわ緑風園」のほか、近隣では朝霞市の「あさか向陽園」など

の施設がサービスを提供しています。県内では１０５か所です。 

施設が少ないことなどから、需要に対して供給が著しく不足している状態です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

今後も、需要の増加が見込まれるため、サービス提供事業者の開拓と整備を進め、必

要なときに速やかにサービスが利用できるよう、個別支援を図っていきます。 

また、今後、サービス提供基盤の強化について、引き続き国・県に要望していきます。 

 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 8  10  16  17  22  27  

延べ利用日数（日） 47  60  95  102  132  162  

※ 平成２３年度は見込値 
  

実 績 計 画 
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⑶ 居住系サービス 

①共同生活援助（グループホーム）、共同生活介護（ケアホーム） 

【サービスの概要】 

共同生活援助（グループホーム）は、介護は必要とせず、就労している又は自立訓練、

就労移行支援等を利用している障がい者に対し、事業者と利用者が契約を結び、共同生

活の場において日常生活上の支援を提供するサービスです。 

また、共同生活介護（ケアホーム）は、介護を必要とする障がい者に対し、事業者と

利用者が契約を結び、共同生活の場において入浴、食事、排泄等の介護や日常生活上の

支援を提供するサービスです。 

【利用者像】 

〔グループホーム〕 

○ 就労又は就労移行支援等の日中活動を利用している障がい者で、地域において自立し

た日常生活を営む上で、相談等の援助を必要とする者 

〔ケアホーム〕 

○ 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障がい程度区分２以上の障が

い者で、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上

の支援を必要とする者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、サービスを提供している施設は市内に１か所、県内では、

グループホームが２２７か所、ケアホームが２９７か所です。 

市内施設は、グループホーム、ケアホーム併設型の「北斗寮」です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

施設・医療機関からの地域移行、あるいは家族から離れ、地域での自立した生活への

移行を希望する障がい者の居住の場として、今後も需要の増加が見込まれます。 

このため、平成２６年度までに、市内にグループホーム１か所、ケアホーム１か所の

整備を促進します。 
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延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 15  21  29  37  47  63  

延べ利用日数（日） 379  606  792  999  1,269  1,701  

※ 平成２３年度は見込値 

  

実 績 計 画 
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②施設入所支援 

【サービスの概要】 

施設入所支援は、夜間において介護が必要な人や、通所が困難な生活介護、自立訓練、

就労移行支援の利用者に対し、夜間における入浴、排泄等の介護や日常生活上の相談支

援等を行うサービスです。 

【利用者像】 

○ 生活介護を受けている人のうち、障がい程度区分が４以上の障がい者（５０歳以上の

場合は区分３以上） 

○ 自立訓練、就労移行支援を受けている人で、次のいずれかに該当する障がい者 

 ・生活能力から単身の生活が困難な障がい者 

 ・地域の社会資源の状況から、通所することが困難な障がい者 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、市内でサービスを提供している施設はありませんが、朝

霞地区４市で運営する「すわ緑風園」のほか、近隣では朝霞市の「あさか向陽園」が 

サービスを提供しています。県内では７３か所です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

増加する需要に対して施設数が不足しているため、今後も県及び近隣市町と連携し、

広域的な観点から施設の整備を促進します。また、サービスを必要とする者が円滑に 

サービスを利用できるよう個別支援を図っていきます。 

 

延べ利用日数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 27  40  75  83  88  92  

延べ利用日数（日） 822  1,145  2,182  2,400  2,545  2,666  

※ 平成２３年度は見込値  

実 績 計 画 
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⑷ 相談支援 

①計画相談支援 

【サービスの概要】 

計画相談支援は、障がい福祉サービス等を利用するためのサービス等利用計画を作成

するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うサービスです。さらに一定期間ご

とにサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行います。 

【利用者像】 

○ 障がい福祉サービスを利用する全ての障がい者 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

対象者を平成２４年度から段階的に拡大し、平成２６年度までに障がい福祉サービス

を利用する全ての障がい者について実施します。 

平成２４年度に新規利用者、施設入所者及び重度訪問サービス利用者を優先的に対象

とし、平成２５年度以降、在宅の利用者へ段階的に拡大するものとして見込量を設定し

ました。 

今後、相談支援事業所の設置、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談

支援センターの整備を検討するなど、相談支援体制の強化を図ります。 

 

実利用者数（月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実利用者数（人） - - - 41 204 241 

 

  

実 績 計 画 
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②地域移行支援 

【サービスの概要】 

地域移行支援は、地域の受入条件が整えば退所（退院）が可能な障がい者に対し、保

健所、病院、サービス事業者等関係機関との連携により、住居の確保を始め、退所（退

院）後の生活を支えるための体制を整備し、地域生活に円滑に移行できるよう支援する

サービスです。給付の有効期間は、原則として６か月以内となっています。 

【利用者像】 

○ 障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障

がい者 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

入院中の精神障がい者の地域生活移行者数１５人と福祉施設入所者の地域生活移行者

数２７人を合わせた４２人を各年度ごとに増加するものとして見込量を設定しました。 

入院中の精神障がい者の地域生活移行者数については、県が県内精神病院を対象に毎

年実施している調査を基にした「入院中の精神障がい者における地域移行支援の見込者

数」（平成２４年度から平成２６年度まで）６６０人を本市の人口割合（２．２２％）で

按分して求めた目標値１５人を見込量としました（５７ページ）。 

また、福祉施設入所者の地域生活移行者数については、国及び県の基本方針により、

平成１７年１０月１日現在の入所者の３割以上が地域生活へ移行するとして推計した平

成２６年度における地域生活移行者数の目標値２７人を見込量としました（５６ページ）。 

県が指定する一般相談支援事業者、病院その他の関係機関と連携し、対象者が円滑に

地域生活に移行できるよう支援に努めます。 
 

実利用者数（年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔年間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実利用者数（人） - - - 10 14 18 

  

実 績 計 画 
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③地域定着支援 

【サービスの概要】 

地域定着支援は、ひとり暮らしをしている障がい者等に対し、常時の連絡体制を確保

し、障がいの特性によって生じる緊急の事態等に夜間も含む連絡、相談等の支援を行う

サービスです。給付の有効期間は、原則として１年以内となっています。 

【利用者像】 

〇 ひとり暮らしをしている障がい者 

〇 家庭の状況等により、同居している家族の支援を受けられない障がい者 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

入院中の精神障がい者の地域定着支援対象者８人と福祉施設入所者の地域定着支援対

象者１６人を合わせた２４人を各年度ごとに増加するものとして見込量を設定しました。 

入院中の精神障がい者の地域定着支援対象者数については、県の地域生活移行支援の

見込者数である６６０人に、平成２０年度から平成２２年度までの県の実績における単

身又は家族同居の割合（５８．６％）を乗じて算出した３８７人を本市の人口割合 

（２．２２％）で按分した人数８人を見込量としました。 

また、福祉施設入所者の地域定着支援対象者数についても同様に、平成２６年度にお

ける地域生活移行者数の目標値２７人に単身又は家族同居の割合を乗じて算出した１６

人を見込量としました。 

県が指定する一般相談支援事業者等の関係機関と連携し、緊急事態に対応できる常時

の連絡体制を整備し、地域移行後の安定した在宅生活を送れるよう支援に努めます。 

 

実利用者数（年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔年間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実利用者数（人） - - - 6 8 10 

  

実 績 計 画 
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２ 主な地域生活支援事業の見込量 

⑴ 相談支援事業 

①障がい者相談支援事業 

【事業の内容】 

障がい者相談支援事業は、障がい者の様々な相談に応じて、情報の提供や助言、障が

い福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに、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など、障がい者の権利擁護のために必要な援助を行う

事業です。 

また、基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関と

して、相談支援に関する業務を総合的に行うものです。 

【サービス提供基盤の状況】 

現在は、障がい者相談支援事業を市の障がい者福祉課１か所で実施しています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

障がい者の地域生活における多種多様な相談及び障がいの特性に応じた専門的な相談

に応じるため、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の専門相談窓口をそれぞ

れ１か所ずつ、計３か所を整備します。身体障がい者の相談窓口については、引き続き

市の直営とし、知的障がい者及び精神障がい者の相談窓口については、社会福祉法人等

への委託によって実施します。 

また、基幹相談支援センターの設置について検討します。 

 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実施箇所数（か所） 1 1 1 1 2 3 

基幹相談支援センタ
ーの設置 

ー ー ー 検討 検討 検討 
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②地域自立支援協議会 

【事業の内容】 

障がい者の自立を支援し、相談支援体制の整備及び充実を図るため、地域自立支援協

議会を設置しています。 

現在、４つの専門部会（①施設間支援部会、②サービス部会、③子ども部会、④権利

擁護部会）を設け、部会別に障がい者施策に関する様々な課題や事例検討を実施してい

るほか、運営委員会で連絡調整を行い、全体会で共通課題について検討しています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

平成２４年度から障害者自立支援法に位置付けられる協議会となることから、地域の

障がい者福祉の中核的な役割を果たす協議会として、新座市障がい者施策推進協議会と

の連携を図るとともに、地域の関係機関によるネットワークを活用し、障がい者に対す

る相談支援の充実を図っていきます。 

 

区 分 
第２期計画期間（実績） 第３期計画期間 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

地域自立支援協議会
の設置 

設置 設置 設置 設置 設置 設置 

※ 平成２０年度に設置済み 

 

③市町村相談支援機能強化事業 

【事業の内容】 

市町村相談支援機能強化事業は、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、専門的職員を市に配置することにより、相談支援機能の強

化を図る事業です。 

【サービス提供基盤の状況】 

現在は市の障がい者福祉課１か所で実施しています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

専門的な支援を要する相談に対応するため、当面は市の障がい者福祉課で実施し、相

談件数の増加と相談支援事業の実施状況に応じて、社会福祉法人やＮＰＯ法人での実施

を検討していきます。 

 

区 分 
第２期計画期間（実績） 第３期計画期間 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

市町村相談支援機能
強化事業の実施 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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④住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

【事業の内容】 

住宅入居等支援事業（居住サポート事業）は、賃貸契約による一般住宅（公営住宅及

び民間の賃貸住宅）への入居を希望しているが、保障人がいない等の理由により入居が

困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等にかかる支援を行うとともに、家主等への

相談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援する事業です。 

【サービス提供基盤の状況】 

現在、このサービスを実施している事業者はありません。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

現在は、市の障がい者福祉課や生活福祉課が個々の相談に応じて対応していますが、

今後、相談の増加状況に応じて民間委託を検討します。 

 

区 分 
第２期計画期間（実績） 第３期計画期間 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

住宅入居等支援事業
の実施 

- - - 検討 検討 検討 
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⑵ 成年後見制度利用支援事業 

【事業の内容】 

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度による支援が必要な知的障がい者・精神

障がい者に対し、制度の利用を支援する事業です。 

【サービス提供基盤の状況】 

この事業は、現在、市で実施しています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

市長の申立てによる早急な支援が必要な障がい者については、現在までの支援により

おおむね利用を開始しており、今後の利用者数の大幅な増加は見込まれないことから、

平成２３年度の水準を維持するものとして見込量を設定しました。 

今後もサービスを必要とする利用者に対し事業の周知を図り、利用の促進に努めます。 

 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実利用者数（人） 5 1 2 2 2 2 

※ 平成２３年度は見込値 
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⑶ コミュニケーション支援事業 

【事業の内容】 

コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいの

ため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、障がい者等とその他の者の意思

疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記者の派遣等を行う事業です。 

【サービス提供基盤の状況】 

手話通訳者派遣事業については、埼玉聴覚障害者情報センターに派遣の委託をしてい

ましたが、平成２３年１０月１日に市直営の手話通訳者派遣センターを開設し、市の専

任手話通訳者及び登録手話通訳者を市から直接派遣しています。 

要約筆記者派遣事業については、埼玉聴覚障害者情報センター及び要約筆記奉仕員派

遣事業所「あすか」に派遣依頼をしています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

手話通訳者派遣事業については、市直営の手話通訳者派遣センターの開設に伴い、今

後の利用者の増加が見込まれます。このため、当面は手話通訳者派遣センターの安定的

な運営を優先課題とし、要約筆記者設置事業については、要約筆記者派遣事業の実施状

況を踏まえて検討していきます。 

〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

手話通訳者
派遣事業 

実利用者数
（人） 

2 2 2 2 2 2 

延べ利用件数
（件） 

10 11 13 16 17 18 

延べ派遣人数
（人） 

14 15 17 21 22 24 

実施箇所数 
（か所） 

1 1 2 1 1 1 

要約筆記者
派遣事業 

実利用者数
（人） 

1 1 1 1 1 1 

延べ利用件数
（件） 

4 3 3 3 4 4 

延べ派遣人数
（人） 

8 4 4 5 6 7 

実施箇所数
（か所） 

2 2 2 2 2 1 

手話通訳者
設置事業 

設置箇所数 
（か所） 

0 0 1 1 1 1 

要約筆記者
設置事業 

設置箇所数 
（か所） 

0 0 0 0 0 1 

※ 平成２３年度は見込値 
※ 事業の実施箇所数については、直営の設置事業を実施する場合、埼玉聴覚障害者情報セン 
 ター及び要約筆記奉仕員派遣事業所「あすか」による派遣は終了するため、１か所としていま
す。 
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⑷ 日常生活用具給付等事業 

【事業の内容】 

重度障がい者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する事業で

す。介護・訓練支援用具（ベッド等）、自立生活支援用具（Ｔ字つえ等）、在宅療養等支

援用具（透析液加温器等）、情報・意思疎通支援用具（視覚障がい者用拡大読書器等）、

排泄管理支援用具（ストマ等）、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）などがあります。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

排泄管理支援用具（ストマ等）は、過去の実績から今後も給付の増加が見込まれます。 

また、同居家族がいる場合の支給制限について必要性の高い障がい者への提供など制

度の柔軟な運用を行います。 

〔年間件数、単位：件〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

介護・訓練支援用具 12 16 16 14 14 14 

自立生活支援用具 34 19 20 27 27 27 

在宅療養等支援用具 24 12 20 18 18 18 

情報・意思疎通支援用具 25 48 48 37 37 37 

排泄管理支援用具 1,170 1,235 1,337 1,417 1,502 1,592 

居宅生活動作補助用具 
（住宅改修費） 

3 3 3 3 3 3 

※ 平成２３年度は見込値 
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⑸ 移動支援事業 

【事業の内容】 

移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者に対し、外出のための支援を行うこ

とにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする事業です。 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、市に登録しているサービス提供事業所が３７か所です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

現在、利用は減少傾向にありますが、制度の周知を図るとともに利用促進に努め、今

後は増加すると見込みました。 

平成２３年１０月に障がい福祉サービスとして創設された視覚障がい者のための同行

援護、県と市で実施している全身性障がい者介護人派遣事業、障がい児（者）生活サ 

ポート事業等とのバランスを図り、適正なサービスの提供に努めます。 

〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

延べ利用者数（人） 11 14 10 10 10 11 

延べ利用時間（時間） 1,110 1,213 950 962 1,002 1,043 

※ 平成２３年度の数値は見込値 
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⑹ 地域活動支援センター事業 

【事業の内容】 

地域活動支援センターは、地域の実情に応じ、障がい者に対して創作的活動や生産活

動の機会を提供したり、社会との交流を促進し、便宜を供与する事業です。事業には、

この基礎的事業と地域活動支援センターの機能を充実強化する機能強化事業があります。 

機能強化事業には、Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型の類型が設けられています。 

 

表 地域活動支援センターの類型 

区 分 内 容 定員 

Ⅰ型 
相談や専門職員の配置による福祉及び地域の社会基盤との

連携強化、ボランティア育成、普及活動等を行う事業 

１日当たりおおむね 

２０人以上 

Ⅱ型 
機能訓練、社会適応訓練等、自立と生きがいを高めるため

の事業 

１日当たりおおむね 

１５人以上 

Ⅲ型 
地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業（小

規模作業所）を運営する事業 

１日当たりおおむね 

１０人以上 

 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、市内で事業を実施しているのは、市直営の新座市障がい

者地域活動支援センター（福祉の里）１か所のみです。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

心身障がい者デイケア施設及び精神障がい者小規模作業所の新体系移行により、市内

の施設数は平成２４年度から４か所となり、当面はこの体制を維持していきます。 

〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

市 

 

内 

Ⅰ

型 

実施箇所数（か所） - - - 0 1 1 

実利用者数（人） - - - 0 20 20 

Ⅱ

型 

実施箇所数（か所） 1 1 1 3 2 2 

実利用者数（人） 20 20 20 59 39 39 

Ⅲ

型 

実施箇所数（か所） - - - 1 1 1 

実利用者数（人） - - - 19 19 19 

計 
実施箇所数（か所） 1 1 1 4 4 4 

実利用者数（人） 20 20 20 78 78 78 

市外 

実施箇所数（か所） - 1 1 1 1 1 

実利用者数（人） - 3 3 3 3 3 

関連する市町村 - 和光市 和光市 和光市 和光市 和光市 
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⑺ その他事業 

①日中一時支援事業 

【事業の内容】 

障がい者の家族の就労支援及び一時的な休息を目的として、障がい者の日中活動の場

を提供し、見守りや送迎その他のサービスを提供する事業です。 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、朝霞地区４市で運営する「すわ緑風園」を含む８事業所

に委託して実施しています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

事業の周知を図り、利用の促進に努めます。 

〔年間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実利用者数（人） 3 7 7 6 6 7 

延べ利用日数（日） 10 59 361 244 78 91 

※ 平成２３年度の数値は見込値 
※ 平成２３年度及び平成２４年度は、東日本大震災の被災者を受け入れていることから、一時

的なサービス利用の増加を見込んでいます。 

 

②社会参加促進事業 

【事業の内容】 

芸術・文化講座開催等事業は、障がい者の文化・芸術活動を振興するため、作品展や

音楽会などの発表の場を設けるなどの支援を行っています。 

また、スポーツ・レクリエーション教室開催等事業は、障がい者の体力増強、交流、

余暇の充実のため、各種スポーツ・レクリエーション教室を実施しています。 

奉仕員養成研修事業は、聴覚障がい者等との交流活動を促進するため、手話、要約筆

記、点訳等必要な技術を習得した奉仕員を養成する研修事業を実施しています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

この事業は、福祉の里障がい者福祉センターで実施してします。 

今後も事業の周知を行い、利用者の増加を図るとともに、ボランティア育成のため、

研修修了者に対する支援も行います。 

〔年間実利用者数、単位：人〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

芸術・文化講座開催等事業 81 90 120 180 180 180 

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 48 54 49 57 57 57 

奉仕員養成研修事業 76 73 66 125 125 125 

※ 平成２３年度の数値は見込値  
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③訪問入浴サービス事業 

【事業の内容】 

地域における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サー

ビスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とした事業です。 

【サービス提供基盤の状況】 

平成２３年１２月１日現在、２事業所に委託して実施しています。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

利用者の大幅な増加はないものと見込まれますが、今後も需要に応じて必要なサービ

スの提供が行われるよう、事業所の確保を図ります。 

〔月間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実利用者数（人） 10 11 11 12 13 14 

延べ利用件数（件） 30 43 48 51 55 60 

※ 平成２３年度の数値は見込値 

 

④更生訓練費給付事業 

【事業の内容】 

就労移行支援又は自立訓練を利用している障がい者に対し、訓練を効果的に受けるた

めに必要な経費等を給付する事業です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

今後も、障がい者の就労支援のため、障がい者就労支援センターを中心に、各施設や

特別支援学校等との連携の強化を図ります。 

〔年間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

受給者数（人） 22 27 20 21 22 23 

※ 平成２３年度の数値は見込値 
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⑤就職支度金給付事業 

【事業の内容】 

就労移行支援又は自立訓練を利用している障がい者が就労等により自立する場合に、

就職支度金を支給する事業です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

今後も、障がい者の就労支援のため、障がい者就労支援センターと各施設等の連携の

強化を図ります。 

〔年間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

受給者数（人） 5 2 6 5 5 5 

※ 平成２３年度の数値は見込値 

 

⑥自動車運転免許取得・改造費助成事業 

【事業の内容】 

障がい者の就労その他の社会参加の機会の拡大等を図るため、自動車運転免許の取得

及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業です。 

【第３期計画の見込量と確保の方策】 

今後も事業の周知を図り、適正な給付を行います。 

〔年間〕 

区 分 
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実利用者数（人） 6 3 4 4 4 4 

※ 平成２３年度の数値は見込値  
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３ 国・県への要望事項 

障がい者福祉施策の充実強化を図るため、国・県に対し、次の事項について要望して

いきます。 

 

⑴ 国への要望事項 

 

１ 障害者自立支援法について 

 ⑴ 新たな障がい者制度に移行するまでの間、障がい者の自立と社会参加に向けた施

策の充実を図るため、自立支援給付及び地域生活支援事業について、超過負担が生

じないよう、地域の実態を踏まえ、十分な財政措置や制度の見直しを図ること。 

 また、利用者負担等について一層の軽減策を講じること。  

 ⑵ 事業者が安定的な事業運営及びサービス提供が可能となるよう、サービスの利用

実態等を十分踏まえ、必要な措置を講じること。  

 ⑶ 自立支援医療について、障がい福祉サービス及び補装具に係る利用者負担の軽減

措置と同様の措置を講じること。 

 ⑷ 精神障がい者の地域生活移行を支援するため、日中活動系サービスの体験利用が

可能となるよう支援制度の拡充を図ること。 

 ⑸ 障がい者に対する虐待の防止について、法の施行を円滑にするために一層の支援

措置を講じること。 

 ⑹ 障がい者（児）の通勤・通学時「移動」に係る支援について、十分な支援措置を

講じること。 

２ 障がい者が個々のニーズに基づいた支援を受けられるよう利用者負担に配慮すると

ともに、制度移行に係る経費も含めて十分な財政措置を講じること。 

３ 精神障がい者に係る公共交通運賃及び有料道路料金について、割引制度を設けると

ともに、身体障がい者及び知的障がい者に係る運賃割引等の利用制限の撤廃や利用手

続の簡素化等について、関係機関へ要請すること。  

４ 重度障がい者への医療費助成について、十分な支援措置を講じること。 

５ 発達障がい児等の早期発見・早期療育に係る事業について、十分な支援措置を講じ

ること。 

６ 障がい児通園施設と保育所、幼稚園を併せて利用する場合や複数の児童を療育する

場合等について、保護者負担の一層の軽減措置を講じること。 
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７ 障がい者等が選挙時に円滑な投票を行えるよう、投票所のバリアフリー化などの施

設整備について更なる支援措置を講じること。 

８ 障害者自立支援法等に基づく福祉施設の整備について、十分な財政措置を講じるこ

と。 

 

 

⑵ 県への要望事項 

 

１ 重度心身障がい者医療費支給事業、重度心身障がい者福祉手当支給事業、全身性障

がい者介護人派遣事業、重度心身障がい者居宅改善整備費助成事業、障がい児（者）

生活サポート事業、生活ホーム事業、障がい者地域デイケア事業等の埼玉県独自の補

助事業を今後も継続すること。 

２ 重度心身障がい者医療費支給事業における窓口払いを撤廃した現物給付方式につい

て、埼玉県が医療機関等、審査支払機関との調整を行い、県内他市町村、東京都等で

も実施できるよう統一的な助成制度を確立すること。 

３ 精神障がい者が安心して医療を受けられるよう重度心身障がい者医療費支給事業の

支給対象に精神障がい者を加えること。 

４ 重度心身障がい者福祉手当支給事業の支給対象に６５歳以上の新規障がい者手帳取

得者、療育手帳Ｂ所持者及び精神障がい者保健福祉手帳２級所持者を加えること。 

５ 障がい児（者）生活サポート事業費について、財政措置の拡充を図ること。 

６ 市が独自に実施している難病患者への心身の慰労と福祉の増進を図るための見舞金

の支給事業について、埼玉県の補助事業とすること。 

７ 短期入所が需要に対して供給が著しく不足している状況にあることから、供給基盤

の強化等必要な措置を図ること。 
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資料１ 障がい者数の推移 

⑴ 総人口及び障がい者数の推移 

総人口については、コーホート要因法（※）により、１歳別、男女別に推計しました。

その結果、平成２２年度の１５９，１５６人から平成２６年度には１６６，０６７人に

増加することが予測されます。 

身体障がい者、知的障がい者数については、１８歳未満及び１８歳以上の２区分に分

けて平成２２年度の総人口に占める割合を求め、それぞれ将来人口に乗じて求めました。

その結果、平成２６年度には身体障がい者手帳取得者数は３，８６９人、療育手帳取得

者数は６８１人となることが見込まれます。 

精神障がい者保健福祉手帳取得者については、近年も急速に増加しつつある状況を踏

まえ、平成１８年度から平成２２年度にかけての総人口における出現率を基に、将来の

出現率を求め、将来人口に乗じることによって求めました。その結果、平成２６年度に

は１，１９５人になることが見込まれます。 

 

表 障がい者数の推移（各年度末現在） 単位：人（％） 

平成 18 年 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

総人口 153,993 (100.0%) 155,768 (100.0%) 157,264 (100.0%) 159,156 (100.0%) 

 身体障がい者手帳 3,578 (  2.3%) 3,589 (  2.3%) 3,722 (  2.4%) 3,792 (  2.4%) 

 療育手帳 598 (  0.4%) 626 (  0.4%) 635 (  0.4%) 660 (  0.4%) 

 精神障がい者保健福祉手帳 607 (  0.4%) 665 (  0.4%) 775 (  0.5%) 881 (  0.6%) 

 計 4,783 (  3.1%) 4,880 (  3.1%) 5,132 (  3.3%) 5,333 (  3.4%) 

 資料：障がい者福祉課 

※ 総人口は各年度１月１日現在（平成２２年度の総人口→平成２３年１月１日現在） 

 

表 障がい者数の将来推計（各年度末現在） 単位：人（％） 

区 分 
推計値 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

総人口 162,082 (100.0%) 163,494 (100.0%) 164,821 (100.0%) 166,067 (100.0%) 

 身体障がい者手帳 3,763 ( 2.32%) 3,798 ( 2.32%) 3,836 ( 2.33%) 3,869 ( 2.33%) 

 療育手帳 666 ( 0.41%) 671 ( 0.41%) 677 ( 0.41%) 681 ( 0.41%) 

 精神障がい者保健福祉手帳 941 ( 0.58%) 1,025 ( 0.63%) 1,110 ( 0.67%) 1,195 ( 0.72%) 

 計 5,191 ( 3.20%) 5,315 ( 3.25%) 5,442 ( 3.30%) 5,565 ( 3.35%) 

 資料：障がい者福祉課 

 

 

※ 「コーホート」とは、年齢階層のことで、ある年の１０歳の人口がｎ人である場合、翌年に

は１１歳の人口がｎ人になることを前提に、自然動態（出生・死亡）や社会動態（転入・転出）

の動向を加味して推計を行う方法です。 
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⑵ 手帳の等級別人数 

①身体障がい者手帳取得者の等級別人数 

身体障がい者手帳取得者数を手帳の等級別にみると、１級が最も多くなっています。 

 

表 手帳等級別の身体障がい者取得者数（平成２２年度末現在） 単位：人（％） 

区 分 人（％） 

重度 
1 級 1,233 ( 32.5%) 

2 級 590 ( 15.6%) 

中度 
3 級 679 ( 17.9%) 

4 級 879 ( 23.2%) 

軽度 
5 級 220 (  5.8%) 

6 級 191 (  5.0%) 

計 3,792 (100.0%) 

 

 

 資料：障がい者福祉課 

 

②療育手帳取得者の等級別人数 

療育手帳取得者数を手帳の等級別にみると、Ｂの割合が最も高くなってます。 

 

表 手帳等級別の療育手帳取得者数（平成２２年度末現在） 単位：人（％） 

区 分 人（％） 

Ⓐ 115 ( 17.4%) 

Ａ 186 ( 28.2%) 

Ｂ 215 ( 32.6%) 

Ｃ 144 ( 21.8%) 

計 660 (100.0%) 

 

 

 

 

 資料：障がい者福祉課 

 

  

４級
23.2%

５級
5.8%

６級
5.0%

１級
32.5%

２級
15.6%

３級
17.9%

Ｃ
21.8%

Ⓐ
17.4%

Ａ
28.2%

Ｂ
32.6%



資 料 編 

 92 

 

③精神障がい者保健福祉手帳取得者の等級別人数 

精神障がい者保健福祉手帳取得者数を手帳の等級別にみると、２級が約３分の２を占

めています。 

 

表 手帳等級別の精神障がい者保健福祉手帳取得者数（平成２２年度末現在） 単位：人（％） 

区 分 人（％） 

1 級 97 ( 11.0%) 

2 級 565 ( 64.1%) 

3 級 219 ( 24.9%) 

計 881 (100.0%) 

 

 

 

 

 

 

 資料：障がい者福祉課 
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資料２ 障がい者の生活や意識に関する調査の概要 

 

この計画を策定するに当たり、「障がいのある人もない人も共に暮らせる新座市をつく

るための調査」を実施しました。その概要は次のとおりです。調査結果の詳細について

は、「障がいのある人もない人も共に暮らせる新座市をつくるための調査 調査結果報告

書」（平成２３年３月）をご覧ください。 

 

⑴ 調査の目的 

この調査は、障がいがある人に対し日常生活の状況や意向、障がい者施策に対する評

価等を伺うことにより、「第４次新座市障がい者基本計画」及び「第３期新座市障がい福

祉計画」の策定のための基礎資料を得るために実施しました。 

 

⑵ 調査の対象者 

 この調査の種類及び対象者は、次のとおりです。 

調査名 対象者 対象者数 

①障がい者（１８歳以上）調査  4,914 人 

 A）身体障がい者調査 
・市内在住で身体障がい者手帳を所持している１８歳以上
の方 

3,722 人 

 B）知的障がい者調査 ・市内在住で療育手帳を所持している１８歳以上の方 499 人 

 C）精神障がい者調査 
・市内在住で精神障がい者保健福祉手帳を所持している 
１８歳以上の方 

693 人 

②障がいのある児童調査 
・１８歳未満の市内在住で身体障がい者手帳、療育手帳又
は精神障がい者保健福祉手帳を所持している方 

249 人 

合計（①＋②）  5,163 人 

 

⑶ 調査の方法、調査期間及び回収率 

 調査方法：調査票の郵送配布・郵送回収（一部窓口での回収あり） 

 調査期間：平成２３年２月１８日（金）～平成２３年３月１日（火） 

 調査基準日：平成２３年２月１日 

調査名 対象者数 有効回収数 有効回収率 

①障がい者（１８歳以上）調査 4,914 人 2,840 人 57.8％ 

 A）身体障がい者調査 3,722 人 2,185 人 58.7％ 

 B）知的障がい者調査 499 人 263 人 52.7％ 

 C）精神障がい者調査 693 人 392 人 56.6％ 

②障がいのある児童調査 249 人 118 人 47.4％ 

合計（①＋②） 5,163 人 2,958 人 57.3％ 

※ 有効回収率は、小数点以下第２位を四捨五入 
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資料３ 「障がい者（団体）の意見を聴く会」の概要 

 この計画の策定に当たり、新座市地域自立支援協議会及び新座市障がい者施策推進協

議会の共催により、「障がい者（団体）の意見を聴く会」を開催しました。 

 

⑴ 開催日時及び場所 

 日時：平成２３年１１月１５日（火）午後２時～午後４時 

 場所：新座市役所第二庁舎５階会議室５ 

 

⑵ 意見を発表した団体 

ＮＰＯ法人ふくしネットにいざ、ＮＰＯ法人にんじん畑、新座市聴覚障害者の会、新座

市視力障害者友の会、ＮＰＯ法人新座市障害者を守る会、新座市精神障がい者家族会や

すらぎの会、てんとうむし・にいざ、埼玉県難聴者・中途失聴者協会新座支部（以上８

団体） 

 

⑶ 意見の内容 

 各団体から頂いた意見を、内容別に整理しました。 

 

①雇用・就労支援や日中の居場所に関すること 

■通勤・通学への支援 

〇 通勤の支援としては生活サポート事業などがあるが、もう少し他の手立てを考えてほし

い。通勤・通学、通所にも使えるような移動手段を考えてほしい。 

■就労後の定着への支援 

〇 就労支援センターが会社に電話や巡回訪問を行うなど、就労後の定着支援を充実してほ

しい。 

■仕事を通じた自立の大切さ 

〇 自立する上で、仕事をすることで社会や地域につながるというのはとても大切なこと。

助けてもらうだけでなく、自分でもこういうことができるということが自信にもなる。 

■卒業後の居場所の確保 

〇 障がい児が高校を卒業した後、社会につながる日中活動の場が残っているのかが最も関

心のあることだし、最も必要なことだと思っている。引き続き、在宅を出さないようにお

力添えを頂きたい。 

 

②福祉教育に関すること 

■福祉教育の充実 

〇 いくら制度や機械が進歩しても、大事なことは人間同士のつながりだ。福祉教育に力を

入れて、障がいのある人と一緒にいる機会を増やしてほしい。 
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■指文字の普及 

〇 手話などの専門的な技術がなくても、簡単に障がい者とのコミュニケーションがとれる

指文字などを福祉教育に取り入れてほしい。 

■障がい者との関わりを持てる教育の充実 

〇 車いす体験やアイマスク体験などの疑似体験ばかりでなく、障がいのある人と実際に関

わり、接していく機会を増やしてほしい。 

■メンタルヘルス教育の実施 

〇 精神疾患は１０代後半から２０代後半にかけて発病することが多く、学校で正しい知識

を学んでいれば、早めの診断や適切な治療を受けられる。そのため、メンタルヘルス教育

の実施をお願いしたい。 

 

③相談支援体制に関すること 

■ピアカウンセリング・家族相談への支援 

〇 精神障がいは、ほとんどが中途障がいのため、発症すると、家族は病気についての知識

も情報もなく、途方に暮れ、一人で抱え込んでしまうことが多い。そのため、知的障がい

者相談員や身体障がい者相談員と同じ位置付けで精神障がい者相談員を配置してほしい。 

■訪問診療、訪問支援の実施、包括型地域生活支援プログラム（ＡＣＴ）の検討 

〇 精神障がいに関する家族相談では、親が保健センターや保健所に相談しても通院や服薬

の継続ができず引きこもりとなってしまうことが多い。そのため、訪問型の支援が必要だ。

いま全国に広がりつつある包括型地域生活支援プログラム（ＡＣＴ）を新座市でも検討し

てほしい。 

〇 病気の進行で昔より動きづらくなっていることを実感しているが、病院や市役所に行く

ことが大変なため、訪問相談支援の体制を考えてほしい。 

 

④視覚障がい者への支援に関すること 

■視覚障がい者への対応に対する理解の促進 

〇 白杖を持った人や盲導犬を連れた人への接し方について理解を高めてほしい。 

■音声コード（ＳＰコード）の普及 

〇 市役所から送られる文書に音声コード（ＳＰコード）を印刷してほしい。 

 

⑤聴覚障がい者への配慮に関すること 

■手話通訳者派遣事業の充実 

〇 手話通訳派遣を依頼しているときに、急な都合や事故などで目的地に遅れたり、行けな

くなったりしたときの対応方法を決めてほしい。 

■緊急時の連絡方法の改善 

〇 緊急時に警察署や消防署の人が分かりやすいように保険証や障がい者手帳等の保管場

所を決めることを制度化してほしい。 

〇 夜間や休日などの緊急時でも手話通訳の準備がスムーズにできるように、聴覚障がい者

の緊急時の連絡方法について改善してほしい。 

〇 事故が起きた場合、救急の人に「この人は聴覚障がいがある」と分かっていただけるよ

う、必要事項が記載された名刺のようなものを作ってほしい。 

〇 火災等が起きたときのために、登録手話通訳者の名簿を警察署、消防署に置いてほしい。 
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■要約筆記者派遣制度の周知徹底 

〇 閉じこもりになりがちな中途失聴者のために、要約筆記者派遣制度の周知徹底をお願い

したい。 

■災害発生時の避難所における配慮 

〇 避難所で周りの人に理解してもらえるよう、聴覚障がい者であることを表示したバンダ

ナ等を配布してほしい。 

〇 「私は手話通訳ができます」と書いたチョッキを着た手話通訳担当者を配置するなど、

避難所での情報保障についても考えてほしい。 

■その他聴覚障がい者が生活をする上で改善を望むこと 

〇 宅配業者によってはファックスで集荷依頼をすることができないので、市からも改善を

要望してほしい。 

〇 手話通訳者派遣センターとの連絡方法では、電子メール等を活用できるよう改善してほ

しい。 

 

⑥その他在宅生活の支援に関すること等 

■生活サポート事業の充実 

〇 生活サポート事業は、複数乗車が認められていないが、年に３、４回ある団体の総会の

ときなどは、例外的な利用を認めてほしい。 

■福祉タクシー利用券の充実 

〇 タクシー券は、一回につき１枚しか使えないが、遠方に出かけるときなどは、複数枚の

利用を認めてほしい。 

■日常生活用具の拡充 

〇 健常者と同居している場合は、原則、給付できないこととなっているが、その家族が高

齢・病人であったり、家族と生活リズムが違い手伝ってもらうことができなかったりする

こともあるので、もう少しゆるやかに考えてほしい。 

〇 音声付血圧計を日常生活用具に加えてほしい。 

〇 日常生活用具は、等級によって高額の自己負担が発生する場合があるため、対象者の拡

充をしてほしい。 

〇 日常生活用具に新たな品目を加える場合、日本で最初に取り上げるくらいの積極的な行

動を起こしてほしい。 

■障がい者による子育てへの支援の充実 

〇 居宅介護は、障がい者自身に対する支援だけでなく、例えば子育てをしている場合は保

育園への送迎もしてくれるなど、柔軟に対応してほしい。 

■緊急避難時の安全確保 

〇 障がい者やその家族は、緊急時の安全を得るにも支援がないと困ってしまう。震災時に

障がい者のための避難所を確保してほしい。 

■重度訪問介護等の充実 

〇 ２４時間の介助を受けてひとり暮らしをしているが、夜間も対応できる重度訪問介護の

サービス提供体制を充実してほしい。 

〇 生活サポート、全身性介護人派遣事業、生活ホームなどについて、今後とも制度を続け

てほしい。特に、全身性介護人派遣事業に関しては、重度の脳性まひ以外の人も対象にし

てほしい。また、介助者確保への支援をお願いしたい。 
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■グループホーム・ケアホームの充実 

〇 グループホーム・ケアホームは、障がい者が安心して地域で暮らすための受け皿として

重要だが、あまり整備が進んでいない。計画の重点項目でもあるため、早期に整備してほ

しい。 

■住居確保に関する支援の充実 

〇 精神疾患のある人が不動産屋を通じて住居を探そうとしたが、部屋を見つけるのが難し

かった。精神疾患のある人が住宅を探しやすくなるための支援を充実してほしい。 

■支援員配置の充実 

〇 小・中学校で障がい児が一緒に学ぶための学校支援員には、積極的に周りの子に話かけ

をするなど、つなげる役割を発揮してほしい。また、知的障がいのある児童も通常の学級

で一緒に学べるようにしてほしい。 
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資料４ 策定体制 

新座市障がい者施策推進協議会委員名簿 
（任期 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで） 

敬称略、順不同 

構 成 氏 名 所属団体・役職等 

学識経験者 
◎平野 方紹 日本社会事業大学 社会福祉学部福祉計画学科 准教授 

 丸山  晃 十文字学園女子大学 人間生活学部人間福祉学科 非常勤講師 

医療保健 

関係者 

 木村 素子 堀ノ内クリニック院長 朝霞地区医師会新座支部 

 新井 昌子 埼玉県朝霞保健所 保健予防推進担当 

就労関係者 
 安岡 良浩 朝霞公共職業安定所 雇用指導官 

 早坂寿々江 新座市商工会 理事 

教育関係者 
 岩沼 良純 県立和光特別支援学校 教諭（進路指導主事） 

 藤山 孝敏 新座市小学校校長会 代表 

障がい者及び 

障がい者福祉 

関係者 

 宮嵜  満 社会福祉法人新座市社会福祉協議会 地域福祉課長 

 貫井恵美子 新座市民生・児童委員協議会 障がい福祉部会長 

 並木 則康 社会福祉法人埼玉福祉会 理事長 

 土岐田申納 新座市身体障害者福祉会 会長 

○石井 英子 ＮＰＯ法人新座市障害者を守る会 代表理事 

 荻原伊佐夫 ＮＰＯ法人にんじん畑 副代表理事 

 武井 英子 ＮＰＯ法人ふくしネットにいざ 副代表理事 

 靏谷智恵子 新座市聴覚障害者の会 

 鈴木 信子 埼玉県難聴者・中途失聴者協会新座支部 事務局 

 川島 昌子 新座市視力障害者友の会 会長 

 佐々木佳子 社会福祉法人にいざ 理事 

 佐藤 衣子 新座市社会福祉協議会ボランティア団体協議会 会長 

一般公募 
 小林 重子  

 中島 智子  

◎は会長、〇は副会長 
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新座市地域自立支援協議会委員名簿 
（任期：平成２３年１月１日から平成２４年１２月３１日まで） 

敬称略、順不同 

部 会 氏 名 所属団体等 

施設間支援 
部会 

 藤永 朋久 生活介護事業所けやきの家 

 石川 達也 就労継続支援Ｂ型事業所くるみの木 

 川俣 真吾 就労継続支援Ｂ型事業所アイズ 

 宮田 敏美 障害者地域活動センターふらっと 

 佐々木佳子 多機能型事業所福祉工房さわらび 

 星丘 匡史 にいざ生活支援センター 

 弘瀬 牧子 社会福祉法人ヤマト自立センター 

 平井 芙美 社会福祉法人にいざ 

 富樫美千代 新座市福祉部障がい者福祉課こぶしの森 

サービス部会 

 加藤 真弓 ＮＰＯ法人暮らしネット・えん 

 荒居 裕和 有限会社よつみケアサービス 

○大垣 茂宏 生活サポートハウスいっぽ 

 奥山ひとみ 知的障がい者相談員 

 斉藤はつえ ＮＰＯ法人にんじん畑 

権利擁護部会 

◎坂本佳代子 新座市精神障害者家族会やすらぎの会 

 石神 成子 新座市民生・児童委員協議会 

 室井 純子 新座市社会福祉協議会地域福祉課 

 斉藤  勲 新座市福祉部生活福祉課 

 井口 貴子 新座市健康増進部介護保険課 

子ども部会 

 井澤 一恵 新座市福祉部障がい者福祉課みどり学園 

 髙橋マリ子 新座市福祉部障がい者福祉課わかば学園 

 櫻井 靖巳 新座市福祉部子ども家庭応援室 

 瀧口 茂子 新座市福祉部保育課第七保育園 

 池田智惠子 新座市健康増進部保健センター 

 石﨑 直美 新座市学校教育部教育相談センター 

◎は会長、〇は副会長 
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資料５ 策定経過 

 

開催年月日 議題及び配付資料 

平成２３年 

 ４月１９日 

第１回新座市障がい者施策推進協議会 

第１回新座市地域自立支援協議会 （合同開催） 

⑴ 新座市障がい者施策推進協議会会長及び副会長の選出 

⑵ 第４次新座市障がい者基本計画及び第３期新座市障がい福祉計画の諮問 

⑶ 第４次新座市障がい者基本計画及び第３期新座市障がい者福祉計画の策定に向けて 

〔配布資料〕 

① 平成２３年度及び平成２４年度新座市障がい者施策協議会委員名簿 

② 平成２３年度及び平成２４年度新座市地域自立支援協議会委員名簿 

③ 第４次新座市障がい者基本計画及び第３期新座市障がい福祉計画について（諮問） 

④ 第４次基本計画及び第３期福祉計画の目標（スローガン） 

⑤ 第３次新座市障がい者基本計画の評価（重点施策） 

⑥ 第３次新座市障がい者基本計画の評価（施策体系別） 

⑦ 障がい福祉サービスの見込量 

平成２３年 

 ６月１４日 

第２回新座市障がい者施策推進協議会 

⑴ 障害者基本法改正と今後の障がい者施策について 

⑵ 現行計画の評価と次期計画の重点施策について 

〔配布資料〕 

① 両協議会と事務局との協議結果（要旨） 

② 新座市障がい者基本計画（第４次）及び新座市障がい福祉計画（第３期）

具体的な策定スケジュール（案） 

③ 第３期計画作成スケジュール（予定） 

④ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの

間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要 

⑤ 障がいのある人もない人も共に暮らせる新座市をつくるための調査調査結果報告書 

⑥ 新座市障がい者基本計画主要テーマと重点施策の評価（事務局案） 

平成２３年 

 ８月１６日 

第３回新座市障がい者施策推進協議会 

第２回新座市地域自立支援協議会 （合同開催） 

⑴ 新座市障がい者基本計画（第３次計画）の進捗状況評価結果報告書（案）について 

⑵ 新座市障がい者基本計画（第４次計画）骨子（案）について 

⑶ 障がい福祉計画について 

〔配布資料〕 

① 障害者基本法の一部を改正する法律（概要） 

② 障害者基本法の一部を改正する法律（案）附帯決議（衆議院、参議院） 

③ 障害者基本法の一部を改正する法律の公布・施行について（内閣府） 

④ 障がい者に対する災害時の要援護体制について 

⑤ 第３期障害福祉計画について 

⑥ 新座市障がい者基本計画（第３次計画）の進捗状況評価結果報告書にかかる意見シート 

⑦ 新座市障がい者基本計画（第４次計画）等策定にかかる意見シート 

⑧ 新座市障がい者基本計画（第３次計画）の進捗状況評価結果報告書（案） 

⑨ 新座市障がい者基本計画（第４次計画）骨子（案） 

⑩ 新座市障がい者基本計画（第４次計画）への意見書 
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開催年月日 議題及び配付資料 

平成２３年 

１０月１１日 

第４回新座市障がい者施策推進協議会 

⑴ 公聴会の開催について 

⑵ 協議会案の作成とパブリックコメントに準じた手続について 

⑶ 共に暮らすための新座市障がい者基本条例の改正について 

⑷ 新座市障がい者基本計画（第４次計画）素案（事務局案）について 

〔配布資料〕 

① 第４次新座市障がい者基本計画 第３期新座市障がい福祉計画 素案（事務局案） 

② 新座市障がい者基本計画（第３次計画）の進捗状況評価結果報告書 

③ 新座市障がい者基本計画（第４次）及び新座市障がい福祉計画（第３期）

今後の策定スケジュール（案） 

④ 新座市障がい者基本計画（第４次計画）等策定にかかる意見シート 

平成２３年 

１１月１５日 

「障がい者（団体）の意見を聴く会」の開催 

（第３回新座市地域自立支援協議会） 

平成２３年 

１２月１５日 

第５回新座市障がい者施策推進協議会 

第４回新座市地域自立支援協議会 （合同開催） 

⑴ 第４次新座市障がい者基本計画・第３期新座市障がい福祉計画（素案）について 

⑵ 計画のスローガンと基本目標について 

〔配布資料〕 

① 第４次新座市障がい者基本計画 第３期新座市障がい福祉計画 素案 

② 第３期新座市障がい福祉計画策定に係るサービス見込量の積算根拠 

平成２３年 

１２月２２日 

～ 

平成２４年 

 １月１３日 

第４次新座市障がい者基本計画及び第３期新座市障がい福祉計画（素案）につ

いてパブリックコメントに準じた意見の募集 

（※提出された意見はありませんでした。） 

平成２４年 

 １月２５日 

第６回新座市障がい者施策推進協議会 

⑴ 第４次新座市障がい者基本計画及び第３期新座市障がい福祉計画の答申案について 

〔配布資料〕 

① 前回協議会議事録 

② 計画答申案（追加、修正部分の抜粋） 

③ 入院中の精神障がい者の地域生活への意向（Ｐ５７）目標値についての考え方 

④ 【県資料】入院中の精神障がい者の地域相談支援（地域移行支援・地域定

着支援）の見込量算定等に係る参考資料 

⑤ サービス見込量の積算根拠（補足分） 

⑥ 【国資料】地域生活支援事業に係る障がい福祉計画の作成について 

⑦ 【国資料】第３期障がい福祉計画の作成に係るＱ＆Ａ 
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開催年月日 議題及び配付資料 

平成２４年 

 ２月１４日 

第７回新座市障がい者施策推進協議会 

⑴ 第４次新座市障がい者基本計画及び第３期新座市障がい福祉計画の答申 

⑵ 共に暮らすための新座市障がい者基本条例の改正について 

〔配布資料〕 

① 前回協議会の議事録 

② 計画答申案 

③ 基本計画及び福祉計画の修正について 

④ サービス見込量の積算根拠（修正分） 

⑤ 共に暮らすための新座市障がい者基本条例の逐条説明 

⑥ 【国資料】障害者基本法の一部を改正する法律（概要） 

⑦ さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例 

⑧ さいたま市条例周知用パンフレット 
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資料６ 諮問書 
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資料７ 答申書 
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資料８ 障がい者施策の主な歩み 

 

 新 座 市 国 

平成 

13年度 

 4月 精神障がい者通院医療費自己負担助

成開始 

 8月 国土交通省「公共交通機関旅客施設の

移動円滑化整備ガイドライン」を設定 

10月 第１回全国障害者スポーツ大会、宮

城県で開催（身体障がい者と知的障が

い者の全国大会を統合） 

 2月 障害者施策推進本部（平成14年第１

回）開催、「新しい障害者基本計画及び

障害者プランの策定について」、「障害

者対策に関する新長期計画」及び「障

害者に係る欠格事項の見直し」の進捗

状況報告 

平成 

14年度 

 4月 「精神保健福祉法」に基づく、保健、

福祉サービスが県から市へ一部委譲に

よる関係事務開始 

 4月 重度心身障がい者福祉手当の支給対

象を精神障がい者保健福祉手帳１．２

級所持者に拡大 

 4月 新座市第３心身障がい者地域デイケ

ア施設「アイズ」開所 

 4月 障がい児（者）生活サポート事業開

始 

 4月 視覚障がい者・知的障がい者ガイド

ヘルパー派遣事業開始 

 9月 障害福祉課窓口に手話通訳支援員の

配置 

 4月 「障害者の雇用の促進等に関する法

律の一部を改正する法律」公布 

 5月 ｢障害者等に係る欠陥事由の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する

法律｣公布 

 5月 「身体障害者補助犬法」公布 

12月 「障害者基本計画」及び「重点施策

実施５か年計画」を策定 

12月 「特定非営利活動法人の一部を改正

する法律」公布 

 3月 特別支援教育の在り方に関する調査

研究協力者会議「今後の特別支援教育

の在り方について(最終報告)」 

 3月 埼玉県「彩の国障害者プラン21～共

に学び共に暮らす社会をめざして～」

を策定 

平成 

15年度 

 4月 支援費支給制度に基づく障がい者福

祉サービス開始 

 4月 重度障がい者バスカード助成事業開

始 

 4月 地域福祉権利擁護事業利用料助成金

交付事業開始 

 4月 成年後見制度利用支援事業開始 

 1月 新座市第２心身障がい者地域デイケ

ア施設「くるみの木」リニューアルオ

ープン 

 2月 第１回「新座市障がい者計画推進協

議会」開催 

10月 「身体障害者補助犬法」完全施行 

 1月 文部科学省「小・中学校におけるＬ

Ｄ、ＡＤ/ＨＤ、高機能自閉症の児童生

徒への教育支援体制のためのガイドラ

イン(試案)」を策定 

 3月 文部科学省「学校バリアフリー化推

進指針」を策定 
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 新 座 市 国 

平成 

16年度 

 7月 第２次障がい者計画（平成13年度～

平成17年度）の施策・事業評価の実施 

 7月 精神障がい者小規模作業所「福祉工房楓」

（社会福祉法人「にいざ」運営）開設 

11月 「障がいのある人もない人とも共に

暮らすせる新座市をつくるための調

査」の実施 

12月 小規模精神障害者地域生活支援セン

ター「にいざ生活支援センター」（社会

福祉法人「にいざ」運営）開設 

12月 『共に暮らすための新座市障がい者

基本条例（案）』のパブリック・コメン

ト実施 

 1月 「障害者」を「障がい者」と表記変更 

 1月 精神障害者小模規作業所「福祉工房

クローバー」（社会福祉法人「にいざ」

運営）開設 

 6月 ｢障害者基本法の一部を改正する法

律｣公布 

10月 厚生労働省「今後の障害者保健福祉

施策について（改革のグランドデザイ

ン案）」の公表 

12月 中央教育審議会「特別支援教育を推

進するための制度のあり方について」

中間報告 

12月 「特定障害者に対する特別障害給付

金の支給に関する法律」公布 

12月 「発達障害者支援法」公布 

平成 

17年度 

 4月 「共に暮らすための新座市障がい者

基本条例」施行 

 4月 重度障がい者自動車燃料費を燃料券で交付 

 5月 新座市障がい者施策推進協議会設置 

 5月 新座市障がい者施策推進協議会に「第３

次新座市障がい者基本計画」諮問 

 5月 障がい者就労支援センターに就労支援

員を配置 

 7月 「第３次新座市障がい者基本計画」

策定に伴う公聴会開催 

10月 乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障がい

者医療費窓口払廃止（朝霞地区医師会管内） 

 2月 「第３次新座市障がい者基本計画」

答申 

 3月 「第３次新座市障がい者基本計画」

策定 

 7月 「障害者の雇用の促進等に関する法

律の一部を改正する法律」公布 

11月 「障害者自立支援法」公布 

平成 

18年度 

 4月 「障害者自立支援法」の施行に伴う

市の独自軽減策等の実施 

 5月 新座市障がい者自立支援審査会設置 

10月 就労移行支援施設ヤマト自立センタ

ー「スワン工舎新座」開所（社会福祉

法人ヤマト自立センター運営） 

10月 「障害者自立支援法」の全面施行に

伴う地域生活支援事業の開始 

 3月 「第１期新座市障がい福祉計画」 

（平成18年度～平成20年度）策定 

 4月 「障害者の雇用の促進に関する法律

の一部を改正する法律」全面施行 

 4月 「障害者自立支援法」一部施行 

10月 「障害者自立支援法」全面施行 

10月 「精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律」施行 

12月 第61回国連総会で「障害者権利条約」

採択 

12月 「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律」施行 
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 新 座 市 国 

平成 

19年度 

  9月 「障害者権利条約」署名 

12月 障害者施策推進本部が「重点施策実

施５か年計画（平成20年度～平成24年

度）」を決定 

平成 

20年度 

 2月 新座市地域自立支援協議会設置 

 3月 「第２期新座市障がい福祉計画」 

（平成21年度～平成23年度）策定 

 5月 「障害者権利条約」発効 

平成 

21年度 

 3月 生活介護事業所「けやきの家」開所 

（ＮＰＯ法人新座市障害者を守る会運

営） 

12月 障がい者制度改革推進本部設置 

 1月 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・

弁護団と国が基本合意（和解） 

 1月 第１回障がい者制度改革推進会議開催 

平成 

22年度 

 4月 就労継続支援Ａ型事業所「ＳＡＩ 

  ＦＵＫＵ」開所（社会福祉法人埼玉福

祉会運営） 

 6月 障がい者制度改革推進会議が「障害

者制度改革の推進のための基本的な方

向（第一次意見）」とりまとめ 

 6月 「障害者制度改革の推進のための基

本的な方向について」閣議決定 

12月 「障がい者制度改革推進本部等にお

ける検討を踏まえて障害保健福祉施策

を見直すまでの間において障害者等の

地域生活を支援するための関係法律の

整備に関する法律」公布 

（「障害者自立支援法」等の改正） 

12月 障がい者制度改革推進会議が「障害

者制度改革の推進のための第二次意

見」とりまとめ 

 3月 障がい者制度改革推進本部が障害者

基本法改正案を決定 

 3月 「障害者制度改革の推進のための基本

的な方向について（第二次）」閣議決定 

平成 

23年度 

 4月 就労移行支援事業所・就労継続支援

Ｂ型事業所「福祉工房さわらび」開所

（社会福祉法人にいざ運営） 

 4月 就労継続支援Ｂ型事業所「アイズ」

開所（社会福祉法人埼玉福祉会運営） 

 4月 就労継続支援Ｂ型事業所「くるみの

木」開所（ＮＰＯ法人新座市障害者を

守る会運営） 

 4月 新座市障がい者施策推進協議会に

「第４次新座市障がい者基本計画及び

第３期新座市障がい福祉計画」諮問 

10月 新座市手話通訳者派遣センター開所 

 2月 「第４次新座市障がい者基本計画及

び第３期新座市障がい福祉計画」答申 

 2月 「第４次新座市障がい者基本計画及

び第３期新座市障がい福祉計画」策定 

 6月 「障害者虐待防止法」公布 

 8月 「障害者基本法の一部を改正する法

律」公布 

10月 「障がい者制度改革推進本部等にお

ける検討を踏まえて障害保健福祉施策

を見直すまでの間において障害者等の

地域生活を支援するための関係法律の

整備に関する法律」一部施行 
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資料９ 用語解説 

ア行 

アウトリーチ 

 本来は、手を伸ばす、手を差し伸べるといった意味で、医療・福祉関係者が直接的に出向いて

心理的なケアとともに必要とされる支援に取り組むこと。特に精神障がい者の治療中断者や引き

こもり状態にある人などに対し、医療や福祉サービスにつながっていない（中断している）段階

からの支援を行う手法として注目されている。 

 

あんしんサポートねっと 

 高齢者や知的障がい・精神障がいのある人に対し、福祉サービス利用の手続き援助や日常的金

銭管理などを手伝う事業のことで、社会福祉協議会が実施している。 

 

ＮＰＯ 

 Non Proflt Organlzatlon の略で、行政・企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織で

あって、平成１０年にこれに法人格を与え活動を支援するための特定非営利活動促進法が成立し

た。 

 

エンパワメント 

 障がい者が自ら抱える問題を主体的に解決しようとする力を引き出すこと、又は自己解決及び

問題解決能力の向上を図ることをいう。 

 

音声コード（ＳＰコード） 

 携帯電話等の機能を用いて音声で読み上げたり、文字として表示したりすることができるよう

に音声情報が記録されたバーコードのことをいう。 

 

カ行 

学校支援員 

 小・中学校において、障がいのある児童生徒への支援のために置かれる専門の支援員のことで、

児童・生徒の食事の補助といった日常生活の介助のほか、黒板の読み上げなどの学習サポートを

行う。 

 

居住サポート事業 

 市町村地域生活支援事業（相談支援事業）の中の一事業。賃貸契約による一般住宅（公営住宅

及び民間の賃貸住宅）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

知的障がい及び精神障がいの方々に対し、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・助言を通じて障がい者の地域生活を支援する。 
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ケアマネジメント 

 援助を必要としている人に対して、地域のさまざまな社会資源、サービス等の提供を調整し、

継続的に援助を行い、ニーズを満たすようにする方法のことをいう。 

 

雇用率（制度） 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められている障がい者の雇用割合のことで、平成

１７年の改正により、精神障がい者も算定に加えられた。 

 

サ行 

災害時要援護者 

 必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの

災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、一般的に高齢者、障がい者、外国人、

乳幼児、妊婦等が挙げられている。要援護者は新しい環境への適応能力が不十分であるため、災

害による住環境の変化への対応や、避難行動、避難所での生活に困難をきたすが、必要なときに

必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を送ることが可能である。 

 

自閉症 

 1943 年、L．カナ一によって提唱された症状群で、発達障がいの一つ。社会性の質的障がい、

コミュニケーションの質的障がい、想像力とそれに基づくこだわり行動、感覚の過敏さ、という

ような特徴的な症状がある。知的障がいを伴うものとそうでないものがある。 

・高機能自閉症＝自閉症のうち、知的障がいのないタイプ 

・アスペルガー症候群＝自閉症のうち、知的障がいを伴わず、言語的コミュニケーションが比

較的良好なタイプ 

 

障害者就業・生活支援センター 

 就職や職場への定着が困難な障がいのある人を対象に、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関

との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生

活上の支援を一体的に行う施設のことをいう。 

 

障がい者就労支援センター 

 障がい者の就労機会の拡大を図るため市が設置し、障がい者やその家族の求めに応じて職業相

談、就職準備支援、職場開拓、職場実習支援、職場定着支援などの支援を行う。 

 

障害者自立支援法 

 障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援することを目的に、平成１７年１０月３１日に

成立し、平成１８年４月から順次施行となった法律。身体・知的・精神の障がい別に分かれてい

たサービスの一元化や自己負担の定率負担化などが行われた。 
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小規模作業所 

 在宅の障がい者が作業をしたり、日常生活の支援が受けられる、身近な地域にある小規模の作

業所。法定外の施設で、障がい者や家族、職員を始めとする関係者の共同の事業として地域の中

で生まれ、運営されている。共同作業所や福祉作業所などの名称でも呼ばれている。 

 また、県補助を行う心身障がい者の小規模作業所を心身障がい者地域デイケア施設、精神障が

い者のそれを精神障がい者小規模作業所と呼んでいる。 

 

ジョブコーチ 

 就職又は職場への定着に際して課題がある障がい者に対して、事業所へ一定期間職場適応援助

者（ジョブコーチ）を派遣して、引き続き職場で安定して働くことができるように、障がい者本

人はもとより家族や事業主に対して支援を行う。 

 

自立支援医療 

 障害者自立支援法による医療給付であり、原則９０％の医療費を医療保険と公費で負担し、 

１０％を自己負担する制度で、内容は次の３種類である。 

① 身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があ

る児童の治療に給付される育成医療 

② 身体障がい者が機能障がいを軽減又は改善するための医療に給付される更生医療 

③ 精神障がい者が精神疾病の治療のために通院する場合の費用を負担する精神通院医療 

 

心身障がい者地域デイケア施設 

 身体障がい者や知的障がい者が通所して、自立訓練や作業活動を行う施設。一般的には、小規

模作業所、共同作業所、福祉作業所とも呼ばれる。 

 

身体障がい者相談員 

 身体障害者福祉法に基づいて、身体障がい者の福祉の増進を図るため、身体障がい者の相談に

応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者で、市町村長が委嘱する。 

 

身体障がい者手帳 

 身体障害者福祉法の別表に掲げる一定以上の障がいがある人に対し、申請に基づいて障がい程

度を認定し、法に定める身体障がい者であることの証票として都道府県知事（政令市長、中核市

長）が交付するもの。各種の援護施策の基本となっているとともに、税の控除・減免やＪＲ運賃

の割引などについても、手帳の交付を受けていることがその対象の要件となっている場合がある。 

 

生活サポート事業 

 在宅障がい児・者の社会活動等を支援するため、一時預かりや送迎など、障がい児・者及びそ

の家族のニーズに応じた福祉サービスを実施する民間団体に県・市町村が補助を行っている。 
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生活ホーム 

 自立した生活を望みながらも、家庭環境や住宅事情等によってそれができない身体障がい者又

は知的障がい者が、居室その他の設備を利用するとともに、日常生活に必要な支援を受けられる

住まいの場（県単独事業）で、利用定員は４～９名である。 

 

精神障がい者保健福祉手帳 

 精神障がい者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

る者のうち、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者を対象とし

て交付する手帳。現行制度においては、所得税等の控除・減免や県有施設等の利用料減免等の優

遇施策が講じられている。 

 平成７年７月の精神保健福祉法の改正により創設された制度で、平成７年１０月から実施され

た。 

 

成年後見制度 

 知的障がいや精神障がいなどにより、判断能力が不十分な成年者の財産や権利を保護するため

の制度。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに行う代理人などを

選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すことができるよ

うにするなど、これらの人を不利益から守る制度のことをいう。 

 

ソーシャルワーク 

 様々な社会福祉制度・政策に基づいて専門的な技術・知識を活用し、援助するための技術、又

はこの技術を用いた活動のことをいう。 

 

タ行 

第三者評価 

 社会福祉事業の経営者が提供するサービスの質を、当事者（事業者及び利用者）以外の公正・

中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価すること。 

 

地域自立支援協議会 

 相談支援事業を始めとする地域の障がい福祉サービスに関するシステムづくりに関し、中核的

な役割を果たす定期的な協議の場として、市町村が設置する。中立・公平な相談支援事業の実施、

地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善などが主な機能として挙げられる。 

 

知的障がい者相談員 

 知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい者の福祉の増進を図るため、知的障がい者又はその

保護者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者で、市町村長が委嘱する。 
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ナ行 

難病 

 法律等による明確な定義はないが、行政として取り上げる疾病の範囲としては、次のように整

理されている。 

① 原因不明、治療方法未確立で、かつ後遺症を残すおそ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などに著しく人手を要するため家族

の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病 

 

ノーマライゼーション 

 障がい者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、共に生きる社会こそノーマルであるという考えのことをいう。 

 デンマークのバンク・ミケルセンが知的障がい者の処遇に関して唱え、北欧から世界へ広まっ

た障がい者施策の最も重要な概念である。 

 

ノンステップバス 

 誰でもバスの乗降がしやすいように、床面を低くして乗降口のステップ（階段）をなくしたバ

スのことをいう。 

 

ハ行 

発達障がい 

 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥・多動性障が

いその他これに類する障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。 

 

バリアフリー 

 障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味。

１９７４年（昭和４９年）に国連障害者生活環境専門家会議が「バリアフリーデザイン」という

報告者を出したころから、この用語が使用されるようになった。 

 もともとは建築用語として登場し、建物内の段差の解消等物理的な障壁の除去という意味合い

が強いが、より広く障がい者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

の除去という意味でも用いられている。 

 

ピアカウンセリング 

 障がいのある人でカウンセリング技術を身につけた人が、自らの体験に基づいて、同じ仲間で

ある他の障がいのある人たちの相談支援にあたり、問題解決のための助言を行うことをいう。 

 

福祉ホーム 

 家庭において日常生活を営むのに支障があり、現に住居を求めている障がい者が低額な料金で

居室その他の設備を利用するとともに、日常生活も原則として自立していることが条件となって

いる。  
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福祉有償運送 

 タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービス

が確保できないと認められる場合で、特定非営利法人等が、実費の範囲内であり営利とは認めら

れない範囲の対価によって定員１１人未満の自家用自動車を使用してその法人等の会員に対し

て行う、原則としてドア・ツー・ドアの輸送サービスのことをいう。 

 

福祉用具 

 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」では、「心身の機能が低下し日常生活を

営むのに支障のある老人又は心身障がい者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの

者の機能訓練のための用具並びに補装具」と定義されている。 

 

放課後児童健全育成事業 

 昼間保護者のいないおおむね１０歳未満の児童に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を提

供して、その健全な育成を図る事業のことである。 

 
包括型地域生活支援プログラム（ＡＣＴ） 

 重い精神障がいを抱えた人が住み慣れた場所で安心して暮らしていけるように、様々な職種の

専門家から構成されるチームが支援を提供するプログラムのことである。 

 

補装具 

 身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具のこ

とで、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす、歩行器などがある。 

 

ヤ行 

ユニバーサルデザイン 

 年齢や性別、障がいのあるなし等にかかわらず、全ての人が暮らしやすいまちや、利用しやす

い施設、製品、サービスなどをつくっていこうとする考え方のことをいう。 

 

指文字 

 「あいうえお」などの５０音や数字、アルファベットを一文字ずつ指の形を使って視覚的に表

す言語の一種のことをいう。 

 

要約筆記 

 聴覚障がい者のためのコミュニケーション手段の一つの方法であって、話し手の内容をつかん

で、それを筆記して聴覚障がい者に伝達するもの。一般的には、ＯＨＰ（オーバー・ヘッド・プ

ロジェクター）を使用し、話し手の話の内容をＴＰ（トランス・ペアレンシー）に書き、スク 

リーンに投影する方法が多く用いられている。近年ではパソコンで入力した画面をビデオプロ 

ジェクターで投影する新たな方法も用いられてきている。 

 要約筆記者とは、所定の講習を受けて要約筆記の技術を習得し、中途失聴者や難聴者などの聴

覚障がい者のために要約筆記を行う人のことをいう。 
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ラ行 

ライフサイクル 

 乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年期などの人生の各生活周期を示す用語である。 

 

リハビリテーション 

 障がい者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまら

ず、障がい者のライフステージの全ての段階において、主体性、自立性、自由といった人間本来

の生き方の回復、獲得を目指す障がい者施策の理念。また、運動障がいの機能回復訓練といった

狭い意味で用いられる場合もある。 



 

 

 

 

 

 

  

 
裏表紙の絵は、八石小学校１年の安岡舞さん
の作品です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
障がいのある人もない人も共に暮らすまち・にいざ 

第４次新座市障がい者基本計画 

第３期新座市障がい福祉計画 

平成２４年２月策定 

 

発 行 新座市 

編 集 新座市福祉部障がい者福祉課 

    〒３５２-８６２３ 

     埼玉県新座市野火止一丁目１番１号 

    Telm０４８-４７７-１１１１（代表） 

    Fax ０４８-４８２-７７２５ 

 

 




	新座-障がい
	新座市第４次計画（第21稿）決定後（ＤＦフォント）



