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第４章 基本計画 

 

１ 施策の体系 

 

基本目標 施 策 分 野 具 体 的 施 策 

障がいに対する正

しい理解の普及 
(1) 障がい理解の促進 

ア 広報・啓発の推進 

イ 福祉教育の推進 

ウ 差別解消の推進 

(2) 地域福祉の推進 
ア ボランティア活動の推進 

イ 地域福祉活動の推進 

共生社会の実現に

向けた自立と社会

参加の取り組みを

促進 
(1) 教育・療育の充実 

ア 早期療育の推進 

イ 障がい児保育の充実 

ウ 特別支援教育の充実 

エ 社会参加への支援 

(2) 雇用・就労の促進 
ア 雇用・就労の促進 

イ 福祉的就労への支援 

(3) 生活環境対策の推進 
ア 人にやさしい街づくりの推進 

イ 防災・防犯対策の推進 

地域で安心して暮

らしができるまち

を共に創る 

(1) 保健医療サービスの

充実 

ア 保健医療サービスの充実 

イ 障がいの早期発見・早期治療に

対する支援 

(2) 生活支援の充実 

ア 相談支援体制の充実 

イ 福祉サービスの充実 

ウ 権利擁護の推進 

エ 行政サービス等における配慮 
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２ 個々の目標と施策 

 

◆ 障がいに対する正しい理解の普及 

 

（１）障がい理解の促進 

 ア 広報・啓発の推進 

 ◎現状と課題 

   障がいや障がい者に対する理解と認識を深めるために、住民に対して、「広報ひ

がしうら」や「ひがしうらのふくし」を通じて、広報・啓発活動を行っていますが、

障がいに対する理解は十分とはいえません。 

   障害者差別解消法の成立に伴い、障がいに関する理解不足や誤解のために障がい

者が差別や偏見にさらされることのないよう、更なる普及啓発活動が必要です。 

 ◎今後の取り組み 

障がい理解への広報・啓発活動の機会や内容等を充実し、一層の理解の促進を図

ります。特に、一般の理解が遅れているとされる精神障がい、知的障がい、発達障

がい、高次脳機能障がい及び難病等について、障がい特性や必要な配慮等に関して

の理解が深まるよう、普及・啓発を進めます。 

また、障がい者団体が行う地域における交流活動の支援を行い、住民相互の交流

を進め、福祉のこころの醸成に努めます。 

施策・事業 内   容 担当課 

広報・啓発の推進 住民に配布される「広報ひがしうら」や「ひ

がしうらのふくし」、町のホームページ、講

演会等を通じて、「障がい」や「障がい者」

に関する住民への啓発に取り組みます。【継

続】 

秘書広報課 

福祉課 

社会福祉協議会 

 ｢障害者週間｣等を通じた啓発活動を推進し

ます。【継続】 

福祉課 

図書館 

 知的障がいや発達障がい、精神障がい等、

多様化する障がいへの理解を深めるととも

に、町職員や教職員の資質の向上を図るため、

福祉施設における見学や体験研修を含めた研

修プログラムを検討します。【継続】 

秘書広報課 

福祉課 

学校教育課 

 障がい者団体等の地域における交流活動の

支援を行います。【継続】 

福祉課 

社会福祉協議会 

 

 イ 福祉教育の推進 

 ◎現状と課題 

   地域の福祉力を向上させるために、住民に対して、福祉講座や講演会等を実施す

るとともに、小中学校及び高校での福祉実践教室を実施することにより、助け合い

や思いやりの心を育んでいます。 
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   また、保育園においては、障がいの有無に関わらず一緒に保育をすることにより、

日常生活の中で思いやる体験を重ね理解する心を育んでいます。 

 ◎今後の取り組み 

今後も、障がい当事者との交流や福祉施設での体験活動等を通じ、子どもの頃か

ら助け合いや思いやりの心を育む機会を増やすようにし、更なる地域の福祉力の向

上を図っていきます。 

施策・事業 内   容 担当課 

地域における福祉教

育の推進 

出前講座や講演会の開催等を実施するとと

もに、福祉施設や保健所等の保健福祉サービ

スの実施機関と連携しながら、地域住民の理

解を深め、地域の福祉力の向上を図ります。

【継続】 

福祉課 

児童課 

健康課 

生涯学習課 

 多くの住民が訪れる「福祉まつり」を通じ

て、福祉への関心を広げ、地域の福祉の向上

を図るとともに、助け合いの心を育みます。

【継続】 

社会福祉協議会 

学校における福祉教

育 

 町内の小中高校生が車いすや盲導犬体験等

を通じて、助け合いや福祉について学べるよ

う、福祉実践教室を実施します。【継続】 

学校教育課 

社会福祉協議会 

 町内の小中学校で行われる、総合学習や選

択教科等において、福祉領域の主題を設定し、

障がい者との相互交流など福祉教育の推進に

努めるとともに、助け合いの心を育みます。

【継続】 

学校教育課 

社会福祉協議会 

保育園における福祉

教育 

保育園では、障がいの有無に関わらず一緒

に保育園の生活をすることにより、助け合

い・思いやる体験を重ね理解の基礎を育みま

す。【継続】 

児童課 

 

 

 ウ 差別解消の推進 

 ◎現状と課題 

   すべての住民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別解消法等に基づき、

障がいを理由とする差別解消の推進に取り組む必要があります。 

 ◎今後の取り組み 

   平成 28年４月の障害者差別解消法の円滑な施行に向け、同法に規定される基本方

針に基づき、法の主旨、目的等に関する効果的な広報啓発活動、相談体制の整備に

取り組みます。 
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施策・事業 内   容 担当課 

差別解消の推進 障害者差別解消法の施行に伴い、同法に規

定される基本方針に基づき、同法の適切な運

用及び障がいを理由とする差別解消の推進に

取り組みます。【新規】 

関係各課 

 

 

（２）地域福祉の推進 

 ア ボランティア活動の推進 

 ◎現状と課題 

   障がい者の地域での自立生活を支援するためには、個々のニーズに応じた支援体

制が必要であり、関係機関との連携による地域福祉活動やボランティア活動を推進

し、互いに支え合う地域社会づくりが求められています。 

   本町では、平成 26年７月に総合ボランティアセンター「なないろ」を開設し、ボ

ランティア、住民活動に対する支援を行っています。 

 ◎今後の取り組み 

ボランティア等の養成講座を開催し、ボランティアの養成を図るとともに、ＮＰ

Ｏ法人や養成されたボランティアとの協働を通じて、地域福祉の向上を図ります。 

また、障がい者の地域生活を支援するボランティア団体への支援・育成を図ると

ともに、障がい者が支援を受ける側となるだけでなく、障がいを持つ立場に立って

支援する側のボランティア活動への参加も推進します。 

施策・事業 内   容 担当課 

ボランティア活動の

推進 

ＮＰＯ法人等との協働を円滑に推進してい

くため、職員の意識改革を行うとともに、総

合ボランティアセンターと協力し、ＮＰＯ設

立予定団体の支援を推進します。【継続】 

協働推進課 

福祉課 

ボランティア養成講座について、障がい者

や地域住民のニーズを踏まえながら、コミュ

ニケーションの支援を始め、誰でも気軽に参

加できる講座メニューを実施します。【継続】 

福祉課 

社会福祉協議会 

 

 

 障がい者団体が行う地域活動を支援し、ボ

ランティア団体として登録を行い、障がい者

の社会参加の促進を図ります。【継続】 

社会福祉協議会 

障がいに関するボランティア養成講座やボ

ランティア団体の活動に対して支援をしま

す。また、ボランティア団体が主催する養成

講座についても支援をします。【継続】 

福祉課 

社会福祉協議会 
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 イ 地域福祉活動の推進 

 ◎現状と課題 

   障がい者が住み慣れた地域で安心して生活していくには、行政だけでなく、地域

の住民や地域の様々な機関など社会全体で障がい者を支援する必要があります。 

 ◎今後の取り組み 

地域の住民による障がい者の見守りや、さまざまな地域ネットワークを形成し、

地域での居場所づくりや交流活動の充実に努め、コミュニティの輪を広げます。 

 

施策・事業 内   容 担当課 

地域福祉活動の充実 コミュニティや自治会等の住民自治組織と

町との協働意識の醸成に努め、障がいの有無

に関わらず、全ての人を普通に地域に迎え入

れる相互扶助意識の向上について推進しま

す。【継続】 

関係各課 

 

住民が社会福祉活動を行う際、その窓口に

なっている社会福祉協議会へ支援を行うこと

により、地域福祉活動の充実を図ります。【継

続】 

福祉課 

障がい者団体への支

援 

障がい者本人や家族から形成される家族会

（身体障害者福祉協議会や手をつなぐ育成会

ふれんず、精神障がい者家族会等）の地域に

おける活動の支援や、家庭における障がい者

の自立への取り組みを支援します。【継続】 

福祉課 

社会福祉協議会 

 保護者の相互の助け合いと、知的障がい者

の居場所づくりを目的とした「手をつなぐ育

成会ふれんず相互支援事業」の推進を図り、

保護者の休息や知的障がい者の遊びの場づく

りを支援します。【継続】 

社会福祉協議会 
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◆ 共生社会の実現に向けた自立と社会参加の取り組みを促進 

 

（１）教育・療育の充実 

ア 早期療育の推進 

 ◎現状と課題 

   乳幼児期の成長や発達を適切に支援するため、各種検診や相談事業を実施してい

ます。 

 ◎今後の取り組み 

乳幼児期における適切な早期療育が受けられるよう、対象児の把握に努めるとと

もに、療育を必要とする乳幼児の保護者を支援するため、きりんの会やこぐまの会

等の親子教室の充実を図るとともに、健康課や知多児童・障害者相談センターなど

が行う各種健診並びに相談事業を通して、乳幼児と保護者の支援を適切に行います。 

また、健康課、なかよし学園、ひがしうら総合子育て支援センター等の関係機関

と連携を強化し、早い段階から一貫して必要な療育・指導が受けられる体制の整備

を検討します。 

施策・事業 内   容 担当課 

早期療育の推進 乳幼児健診等において、対象児の把握に努

め、育児相談などを実施し、療育施設などへ

つなげ適切な指導・支援を図ります。【継続】 

児童課 

健康課 

知多２市２町障がい者支援ネットワーク会

議の町部会等において、早期における療育等

の支援体制の検討を行います。【継続】 

福祉課 

児童課 

健康課 

学校教育課 

障がい児療育支援体

制の充実 

きりんの会・こぐまの会において、１歳６

か月、２歳２か月・３歳児健診等でフォロー

が必要と認められた幼児・保護者への支援を

行い、育児不安解消に努め、きめ細やかなサ

ポートに取り組みます。【継続】 

児童課 

健康課 

 

なかよし学園において、発達の遅れや障が

いのある未就学児を対象に、親子通園により

児童の健やかな発達を促すための機能、感覚

統合などの訓練を行うとともに、生活習慣や

集団生活に適応できる力を養います。【見直

し】 

児童課 

 

あいち発達障害者支援センターを始めとす

る専門機関や保育園、保健センター等の町機

関との連携を密にし、適切な指導に努めます。

【継続】 

福祉課 

児童課 

健康課 
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イ 障がい児保育の充実 

 ◎現状と課題 

   障がい児やその家族を含め、すべての子どもや子育て家庭を対象にして、身近な

地域において、障がい児が保育を利用できるよう支援しています。 

 ◎今後の取り組み 

   障がいのある児童もない児童も、ともに地域で成長発達していくよう、保育園で

統合保育を推進し、個々の障がい児に応じたバリアフリー化を研究する等、専門機

関との連携を密にし、相談や必要な援助を行える体制の整備を推進します。 

 

施策・事業 内   容 担当課 

障がい児保育の充実 統合保育の推進を図り、障がいのある児童

もない児童も、ともに質の高い保育の実施に

努めます。【継続】 

児童課 

 

障がいに関する保育等の研修会への参加や

専門家からの助言などにより、保育士の専門

性や保育技術の向上を図ることにより、障が

いのある児童に対する保育の充実、保護者に

対する家庭保育・療育の指導を行い、適切な

発達支援に取り組みます。【継続】 

児童課 

 

児童一人ひとりの障がいに合わせた「サポ

ートファイルにこにこ」を作成するとともに、

関係機関と連携し、その発達に応じた適切な

指導の充実に努めます。【継続】 

児童課 

 

 障がい児保育を拡充するため、施設のバリ

アフリー化を検討し、保育園での生活がしや

すいよう施設の充実に努めます。【継続】 

児童課 

 

統合保育における療育や保育の充実を図る

ため、「統合保育研究会」の設置を検討します。

【継続】 

児童課 

 

 

ウ 特別支援教育の充実 

 ◎現状と課題 

   特別な支援を要する児童や生徒に対して、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、

適切な指導及び必要な支援を行うことが求められています。また、その支援がライ

フステージの節目ごとに途切れることなく、一貫性のある支援を行うことが重要に

なります。 

 ◎今後の取り組み 

引き続き、発達障がいを含む障がいのある児童や生徒一人ひとりのニーズに応じ
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た一貫した支援を行うため、関係機関等の連携によりすべての学校における特別支

援教育の体制整備を進めるとともに、特別支援教育に携わる教員の専門性の向上な

どにより、特別支援教育の充実を推進します。 

また、就学相談を実施し、就学前から就学時のライフステージにおける支援の充

実を推進します。 

 

施策・事業 内   容 担当課 

特別支援教育の充実 教職員が、障がい児との交流会や発達障が

い等の研修会へ参加することにより、障がい

や特別支援教育に対する理解を深め、教職員

一人ひとりの資質の向上を図ります。【継続】 

学校教育課 

町内の全ての小学校へ配置されている「学

校生活支援員」を活用し、さらなる発達障が

い児への支援を行います。【継続】 

学校教育課 

片葩小学校と卯ノ里小学校で実施してい

る、通級指導教室を充実させるとともに、他

校への設置を愛知県へ働きかけます。【継続】 

学校教育課 

就学支援の充実 各学校での教育支援委員会において、適切

な就学に向けての検討を行うとともに、児

童・保護者に対し適切な指導に努めます。 

また、学校や学校教育課において、随時就

学に関する相談を行います。【継続】 

学校教育課 

 障がいのある児童一人ひとりの状況に応じ

た一貫した支援を行うため、関係機関と連携

し、就学に向けた就学相談を充実させ、適切

な支援に努めます。【継続】 

児童課 

学校教育課 

 

エ 社会参加への支援 

 ◎現状と課題 

   障がい者が地域で安心して自立した生活を送るために、日中活動の場や住まいの

場の確保が重要です。障がいの種別や程度によって多様化するニーズに対応するた

め、本人主体の個別的な支援を構築する必要があります。 

 ◎今後の取り組み 

 障がい者が障がいの種別や程度にかかわらず、ニーズに応じたサービスを自ら主

体的に選択し利用しながら、地域で安心して自立した生活を営めるよう、住まいの

場の確保、日中活動の場の確保、社会参加活動の推進等の施策を実施し、障がい者

の自立と社会参加を図ります。 
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施策・事業 内   容 担当課 

社会参加への支援 施設等に入所する障がい者が、地域で暮ら

すために有効な住まいの場であるグループホ

ームについて、事業の促進を図り、住まいの

確保に努めます。【継続】 

福祉課 

 

障がい者が、創作的な活動や生産活動、社

会の交流促進等、さまざまな活動を支援する

場として設置している「地域活動支援センタ

ー」を活用し、社会参加を促すとともに、障

がい者の地域生活を支援します。【継続】 

福祉課 

障がい者が外出するための支援及び聴覚障

がい者に対する意思疎通支援を推進し、障が

い者がいつでも安心して社会参加等が図れる

よう努めます。【継続】 

福祉課 

 障がい者が、町内の福祉施設や団体、ボラ

ンティアとともに企画から運営までを行う

「福祉まつり」を開催します。【継続】 

社会福祉協議会 

 町内の福祉施設の利用者、福祉団体が一同

に会し、生きがいと健康づくり、交流を兼ね

た「ふれあい運動会」を開催します。【継続】 

社会福祉協議会 

 

 

（２）雇用・就労の促進 

ア 雇用・就労の促進 

 ◎現状と課題 

   障がい者が地域で自立した生活を送るためには、経済的基盤の確保が不可欠であ

り、障がい者への所得保障の充実とともに、就労の機会を確保することが重要な課

題となっています。 

 ◎今後の取り組み 

働くことを希望する障がい者が能力を最大限発揮し、就労を通じた社会参加を実

現するとともに、職業的自立を図るため、雇用、福祉及び教育が連携した支援等を

通じて、障がい者の就労支援の充実を図ります。 

施策・事業 内   容 担当課 

雇用・就労の促進 ライフステージに対応した発達障がいに係

る個別支援を推進し、就労支援や就労定着の

推進のため、関係機関との連携を図ります。

【継続】 

福祉課 
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障がい者支援ネットワーク会議の町作業部

会において、サービス事業所、特別支援学校、

商工会を始め企業や関係機関と連携し、就労

移行の支援を推進します。【継続】 

福祉課 

知的障がい者を対象に、作業訓練及び生活

活動を行うため職親委託制度の促進を図りま

す。【継続】 

福祉課 

障害者職業センターや障がい者就業・生活

支援センター等と連携し、ジョブコーチ支援

により、障がい者が職場適応できるよう支援

します。【見直し】 

福祉課 

 

イ 福祉的就労への支援 

 ◎現状と課題 

   就職を希望する障がい者については、一般社会への適応や自立促進などを図る就

労移行支援や、一般就労が困難な障がい者に働く場を提供する就労継続支援などの

サービスを提供する必要があります。 

◎今後の取り組み 

就職を希望する障がい者に対し、就労移行支援や就労継続支援等の障がい福祉サ

ービスを利用し、就労に向けた訓練と自立促進を図リます。 

また、障がい者が安定した工賃を受け取るため、施設の製品のＰＲ等に努めると

ともに、関係機関が連携を図りながら、障がい者が生きがいを持って就労できる環

境づくりに努めます。 

施策・事業 内   容 担当課 

福祉的就労の支援 就労移行支援や就労継続支援等の障がい福

祉サービスの給付を行い、障がい者の就労を

支援します。【継続】 

福祉課 

 

就労移行支援や就労継続支援等を行う事業

者の生産活動について、障がい者の自立を促

進するため、障害者優先調達推進法に基づく

物品等の購入を行うとともに、販売支援の推

進のため、製品のＰＲなどにも努めます。【継

続】 

財政課 

福祉課 

社会福祉協議会 

知多２市２町障がい者支援ネットワーク会

議を始めとする関係機関との連携を図り、障

がい者が生きがいを持って就労できる環境づ

くりに努めます。【継続】 

福祉課 
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（３） 生活環境対策の推進 

ア 人にやさしい街づくりの推進 

 ◎現状と課題 

   障がい者の安心、安全な地域生活を確保するために、公共施設等のバリアフリー

を推進するとともに、福祉のまちづくりに対する住民の理解を深めることが重要に

なります。   

 ◎今後の取り組み 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」

及び愛知県「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に基づき誰もが、快適で

生活しやすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備を推進します。 

また、障がい者だけでなく誰もが安全に安心して生活し、社会参加できるよう、

住宅、建築物、公共交通機関、歩行空間等の生活空間のバリアフリー化を推進し、

自宅から交通機関、まちなかまで連続したバリアフリー環境の整備に努めます。 

施策・事業 内   容 担当課 

人にやさしい街づく

りの推進 

人にやさしい街づくりに配慮した公共施設

の整備等を推進します。【継続】 

関係各課 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（バリアフリー法）」及び愛

知県「人にやさしい街づくりの推進に関する

条例」に基づき、誰もが快適で生活しやすい

ユニバーサルデザインに配慮した生活環境の

整備を推進します。【継続】 

関係各課 

町運行バス「う・ら・ら」において、車い

す対応の特殊車両を運行し、障がい者等の社

会参加を促進します。【見直し】 

防災交通課 

障がい者が居住する住居について、バリア

フリー化等を行うための住宅改修費の助成を

行い、障がい者が安心して暮らしができるよ

う努めます。【継続】 

福祉課 

 

イ 防災・防犯対策の推進 

 ◎現状と課題 

   障がい者をはじめ、すべての人が安心して安全に暮らすためには、防災・防犯な

どの生活の安全対策は重要な課題になります。 

   特に災害発生時の地域での迅速な対応が不可欠であり、安否確認や避難誘導、避

難所生活での障がい者に対する特別な配慮など、支援体制の整備が必要になります。 

 ◎今後の取り組み 

「東浦町地域防災計画」及び「東浦町水防計画」に基づき、防災知識の普及啓発
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に努めるとともに、障がい者などの災害弱者について、災害発生時に的確かつ迅速

な安否確認、避難誘導を行うため、地域、防災及び福祉などが関係機関として連携

を図る支援体制づくりに努めます。 

また、防犯対策では、地域の防犯パトロールを通じ、地域の安全を推進するとと

もに、障がい者の犯罪被害を防ぐため、ＦＡＸ110番やＷｅｂ110番を周知し防犯支

援に努めます。 

施策・事業 内   容 担当課 

防災対策の推進 地域防災計画に基づき、関係機関との連携

を図りながら、防災知識の普及啓発、地区防

災訓練への参加を呼びかける等、防災意識の

向上を図ります。【継続】 

防災交通課 

 災害発生時に的確かつ迅速な安否確認、避

難誘導を行うため、要援護者を把握し、地域、

防災及び福祉等が関係機関として連携を図る

支援体制づくりに努めます。【継続】 

防災交通課 

福祉課 

 障がい者等の災害弱者が、避難先で必要と

する災害用備蓄物資や資機材等の整備を進め

ます。【継続】 

防災交通課 

福祉課 

 災害が発生した時、障がい者が避難所で安

心して生活できるよう、福祉施設と協定を締

結するなど、福祉避難所等の整備を進めます。

【継続】 

防災交通課 

福祉課 

防犯対策の推進  地域の防犯パトロールを実施し、犯罪、事

故等の防止の普及に努めます。【継続】 

協働推進課 

 聴覚障がいのある人を犯罪や事故等から守

るため、愛知県警察が行っている、FAX110番

やWeb110番による緊急通報システムの普及啓

発に努めます。【継続】 

福祉課 
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◆ 地域で安心して暮らしができるまちを共に創る 

 

（１） 保健医療サービスの充実 

ア 保健医療サービスの充実 

 ◎現状と課題 

   障がい者の地域生活での質を高めていくためには、適切な保健医療サービスが提

供されることが重要になります。 

 ◎今後の取り組み 

保健・医療サービスの適切な提供を図り、障がい者の地域生活での質を高めるよ

う努めます。 

また、「こころの健康」について、うつ病や自殺予防の推進に努めます。 

さらに、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療給付を行い、障

がいの早期治療を促し、発生の防止、再発防止又は軽減を図ります。 

施策・事業 内   容 担当課 

保健医療サービスの

提供 

うつ病・自殺予防等の「こころの健康」に

ついて、広報等を利用し啓発活動を行います。 

また、産後うつの早期発見・早期対応を図

るため、助産師による乳児家庭全戸訪問を実

施するなど、住民のこころに関する健康を守

ります。【継続】 

健康課 

通所・訪問事業により、運動器・口腔機能

向上、栄養改善、閉じこもり防止、認知症・

うつ予防等の介護予防教室を実施します。【継

続】 

健康課 

保健師による地区別健康相談や、保健セン

ターでの医師・歯科医師による健康相談・成

人歯科健診・相談を実施し、来所が困難な方

には、家庭訪問での相談を実施します。【継

続】 

健康課 

障がい者の心身における障がいの状態の軽

減を図り、自立した日常生活又は社会生活を

営むために必要な医療給付を行い、障がいの

原因となる疾患が疑われる場合は、早期治療

を促し、発生の防止、再発の防止又は軽減を

図ります。【継続】 

福祉課 

保険医療課 
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イ 障がいの早期発見・早期治療に対する支援 

 ◎現状と課題 

   障がいの原因となる疾病の予防や早期発見、早期治療に努めるとともに、高齢化

等に伴う障がいの重度化の予防やその対応を図る観点から、保健医療サービスの充

実を図る必要があります。 

 ◎今後の取り組み 

妊産婦や乳幼児等の健康診査及び相談・支援などの充実に取り組み、障がいの原

因となる疾病などの早期発見を図り、障がいの予防や早期治療の推進に努めます。 

施策・事業 内   容 担当課 

障がいの早期発見・

早期治療の充実 

妊婦の疾病等の早期発見のための健康診査

等を充実させるとともに、相談指導を行うな

ど母子保健対策に努めます。【継続】 

健康課 

乳幼児健診の受診率 100％を目指し、発達の

遅れや障がいの認められる乳幼児の早期発見

に努めます。 

特に、軽度発達障がい児の見逃しの防止に

努め、対象児童の保護者に対して、早期療育

の必要性等の理解・啓発を推進します。【継

続】 

健康課 

 医療機関との連携を密にし、障がいの原因

となる疾患が疑われる場合は、適切な早期診

断と早期治療の推進を図ります。【継続】 

健康課 

メタボリックシンドローム予防のための特

定健康診査や特定保健指導、介護予防のため

の基本チェックリスト等を実施し、疾病の予

防・早期発見・早期治療を図ります。【継続】 

健康課 

 

 

（２） 生活支援の充実 

ア 相談支援体制の充実 

 ◎現状と課題 

   本町では、東海市、知多市、阿久比町の２市１町との共同により相談支援事業を

委託している障がい者総合支援センターを基幹相談支援センターとして、障がい者

が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、各種相談や情報提供などの支援を

総合的に行っています。 

   また、ライフステージに応じた切れ目のない相談支援体制の強化を図る必要があ

ります。 
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◎今後の取り組み 

障がい者やその家族の一般的な相談から専門的な相談まで、さまざまな相談に対

して適切に支援できるよう、基幹相談支援センターである障がい者総合支援センタ

ーを中心に、関係機関等と連携し、相談支援体制の充実を図ります。 

 また、発達障がい者等のライフステージに応じた相談支援のあり方を検討し、行

政機関を始めとする関係機関との連携を図ります。 

施策・事業 内   容 担当課 

相談支援体制の充実 身体・知的・精神障がい、難病等に対応す

るため、社会福祉士、精神保健福祉士をはじ

めとする相談専門員を配置した「障がい者総

合支援センター」を中心に、関係機関等と協

働で、当事者の暮らしを中心に据えた、相談

支援の充実を図ります。【継続】 

福祉課 

障がい者の地域生活を支援するため、知多

２市２町障がい者支援ネットワーク会議を設

置し、地域の関係者のネットワークを構築す

るとともに、困難事例における情報共有化等

を図り、障がい者が安心して暮らせる支援体

制を推進します。【継続】 

福祉課 

児童課 

健康課 

学校教育課 

社会福祉協議会 

地域における相談窓口として、身体障害者

相談員、知的障害者相談員及び民生委員によ

る福祉制度や生活相談に取り組みます。【継

続】 

福祉課 

発達障がい児等のライフステージに応じた

相談支援体制のあり方を検討し、関係機関と

連携を図るとともに、体制の強化を図ります。

【継続】 

福祉課 

児童課 

健康課 

学校教育課 

 

イ 福祉サービスの充実 

 ◎現状と課題 

   障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送るために、障がいの特性や程度に

応じ、必要な支援を必要な時に受けられる様々な福祉サービスの充実が求められて

います。 

 ◎今後の取り組み 

障がい者が、自立した地域生活を送るために必要なサービスを、自由に選ぶこと

ができるようサービス提供体制の充実を図り、安心して暮らせる地域社会の実現に

向けた体制を確立します。 

また、ライフステージを通じて切れ目のない各種サービスの提供を図り、地域で
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安心して暮らせる生活を支援します。 

施策・事業 内   容 担当課 

福祉サービスの充実  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳は、障がい者がさまざまな福祉サ

ービスを受ける上で必要なものであるため、

広報等を通じて、制度の周知に努めます。【継

続】 

福祉課 

 日常生活用具給付等事業、移動支援事業、

地域活動支援センター事業等の地域生活支援

事業について、ニーズに応じた事業の充実に

努めます。【継続】 

福祉課 

 精神科病院等を退院し、地域で生活する精

神障がい者が安心して地域生活が送れるよ

う、地域相談支援等の障がい福祉サービスの

提供体制の確保に努めます。【見直し】 

福祉課 

障がい者が地域で暮らすことができる基盤

整備に努めるとともに、必要なサービスが受

けられるよう、障害福祉計画の中で定める数

値目標の確保に努めます。【継続】 

福祉課 

車椅子、スロープ及び福祉車両等の貸出し

を行い、生活支援に努めます。【継続】 

社会福祉協議会 

 

ウ 権利擁護の推進 

 ◎現状と課題 

本町においては、知多半島５市５町の共同で特定非営利法人知多地域成年後見セ

ンターに委託し、判断能力が十分でない障がい者等の権利擁護のため、成年後見制

度の利用促進に取り組んでいます。 

   また、福祉課内に設置する障がい者虐待防止センターを中心に、地域の関係機関

と連携し、虐待対応に対する体制強化を図る必要があります。 

 ◎今後の取り組み 

障がい等により判断能力が十分でない障がい者が、悪質商法の被害者となったり、

身体的、経済的な虐待や財産侵害を受けるなど、権利や財産が侵害されることを防

ぐため、成年後見制度や日常生活自立支援制度など、障がい者の権利擁護に関する

利用を推進します。 

施策・事業 内   容 担当課 

権利擁護の推進 障がい者の権利擁護に関する事業及び財産

管理の支援について、成年後見センターの利

用促進や普及啓発に努めます。【継続】 

福祉課 

 愛知県社会福祉協議会の実施する日常生活 福祉課 
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自立支援事業について、スムーズに契約と利

用につながるよう、社会福祉協議会と連携を

図り、推進します。【継続】 

社会福祉協議会 

虐待の防止  障がい者虐待防止センターを設置し、虐待

の相談・通報・届出に対する迅速・適切な対

応や虐待の未然防止に努めるとともに、虐待

防止に関する理解・啓発を進めます。【新規】 

福祉課 

 

エ 行政サービス等における配慮 

 ◎現状と課題 

   障害者差別解消法の成立に伴い、行政機関等がその事務又は事業を行うに当たり、

障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合は、

必要かつ合理的な配慮をしなければならないこととされました。 

 ◎今後の取り組み 

   障がい者が適切な配慮を受けることができるよう、職員等の障がい者理解の促進

に努めるとともに、障がい者がその権利を円滑に行使することができるように、障

がい者に対して、選挙等における配慮を行います。 

施策・事業 内   容 担当課 

行政サービス等にお

ける配慮 

 職員等の障がい者理解を促進するととも

に、窓口等における障がい特性に配慮した対

応の徹底を図ります。【新規】 

関係各課 

福祉課 

選挙等における配慮 スロープの設置など障がいに配慮した投票

所を設置し、障がい者が円滑に投票できるよ

うにします。また、点字投票、代理記載、郵

便投票等の投票制度を実施し、障がい者の投

票機会の確保に努めます。【新規】 

総務課 

 


