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誰もが、安心して心豊かに暮らせる 

         地域社会をめざして 

 

 

 

千曲市は、平成 20 年３月に策定した「千曲市障害者計画」に基づき、障がいのあ

るなしにかかわらず誰もが安心して心豊かに暮らせる地域社会を目指して、社会参加

支援、生活環境整備、福祉サービスや早期療育・教育の充実など、障がいのある方が

安心した生活が送れるように、各種障がい福祉施策に取り組んでまいりました。 

この間、障がい者福祉関係の法制度は、障害者自立支援法から障害者総合支援法へ

の改正をはじめ、障害者虐待防止法、障害者差別解消法や障害者優先調達推進法の施

行、障害者の権利に関する条約の批准など、施策体系を取り巻く環境が大きく変化し

てまいりました。 また、地域生活に目を向けると、障がいのある人や保護者・介助

者の高齢化など、障がいのある人とその家族を取り巻く環境も大きく変化してきてい

ます。 

このような社会情勢を踏まえ、心豊かに暮らせる地域社会の実現に向けて、このた

び２期目となる「千曲市障害者計画」を策定しました。この計画は、これまで取り組

んできた計画の理念を引き継ぎ、障がい者の自立と社会参加支援などの施策の基本的

事項を定め、障がい福祉施策全般にわたって本市の目指すべき方向を示すものです。 

 計画の策定にあたりましては、「千曲市障害者計画策定委員会」からご意見をいた

だいたほか、障がいのある方やその家族などを対象としたアンケート調査、障がい者

関係団体等からの意見聴取、パブリックコメントを実施しながら、障がいのある方の

視点に立った計画づくりに努めました。 

 障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合い、理解しながら共生

社会を実現するために、市民の皆様をはじめとした関係各位と市が相互に役割を認識

し、連携・協働しながら本計画に掲げる取組を推進してまいりたいと考えております

ので、今後とも一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、大変熱心なご審議をいただいた「千曲市障害者計

画策定委員会」委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提案を賜りました関係者団体

等の皆様、多くの市民の皆様に心から感謝を申し上げます。 

  平成 30年 3 月                       

千曲市長 岡田 昭雄 
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「障害」という表記について 
 

 

千曲市障害者計画では以下の点を勘案しながら、下記のとおりの表記方法とし

ています。 

 

■障害や障害者と表記するとき、漢字の持つ意味合いから、「障がい」というよ

うに、“ひらがな交じり”などで表記しようとする考えがあります。 

■国が設置した「障がい者制度改革推進会議」においても見解が分かれ、「現時

点で特定の標記に統一することは困難であり、法令等においても、当面、現

状の『障害』を用いること」と結論付けています。 

 

【表記方法】 

●ひらがな表記 

「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合、「ひらがな表

記」とします。 

●漢字表記 

 次の事項に係る場合は「漢字表記」とします。ただし、法令や条例・規則・

訓令等に基づき定義されている制度・事業・府の組織の名称について、法的

効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基

本としています。 

○法令、条例、規則等の例規文書 

○団体名などの固有名詞 

○医学用語、学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合 

○他の文書や法令等を引用する場合 

○その他漢字使用が適切と認められる場合 

●計画書中のアンケートグラフについて 
○「アンケートグラフ」は、原則として回答者の構成比（百分率）で表現しています。 
○「ｎ」は、「Number of case」の略で、構成比算出の母数を示しています。 
○ 百分率による集計では、回答者数（該当質問においては該当者数）を 100％として算出

し、図表の数字に関しては、すべて小数第 2 位以下を四捨五入し、小数第 1 位までを表
記します。このため、すべての割合の合計が 100%にならないことがあります。また、複
数回答（2つ以上選ぶ問）の設問では、すべての割合の合計が 100％を超えることがあり
ます。 

○ 図表中の「0.0」は四捨五入の結果、または、回答者が皆無であることを表します。 
○ 質問文を省略しています。また、グラフ及び図表中、選択肢を一部省略しています。 



 

 

 

 

市の推進体制と計画の進行管理 

 

千曲市障害者計画及び関連する個別計画の担当課を中心に、関係部局等との連携を図りな

がら千曲市障害者計画を推進します。 

また、千曲市障害者計画の確実な運営と円滑な推進を図るために、千曲市の障害者計画策

定委員会、または、千曲・坂城地域自立支援協議会※において、計画の途中で本計画を点検・

評価し、その結果を市ホームページ等で公表します。 

 

 

▼障害者計画におけるＰＤＣＡサイクルのプロセスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※地域自立支援協議会 

障がい者等が地域において自立した日常生活、または、社会生活を営むために、事業者、雇用、教育、医療等の

関係者からなる地域ネットワークの推進を図る目的を持った組織で、当地域では、千曲市、坂城町が共同して設

置をしています。 

■計画の内容を踏まえ、事業を実

施する。 

■評価等の結果を踏まえ、必要が

あると認めるときは、障害者計

画の見直し等を実施する。 

■指標を設定するとともに、施策の方向性を定める。 

■指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、

障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害者

計画の中間評価として分析・評価を行います。 

■評価の際には、千曲・坂城地域自立支援協議会等の意

見を聴くとともに、その結果について公表することが

望ましい。 

計画（Plan） 

改善（Action） 実行（Do） 

評価（Check） 

市の推進体制と計画の進行管理 
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第１節 基本理念について 

 

 

 

 

「市民、一人ひとりの尊厳や人権が尊重され、個人や価値観を認め合う社会をつくる」こ

とを目標とし、多彩な知恵と力を結集し、自主的で自立的なまちづくりを進める「千曲市総

合計画」を基軸とし、ノーマライゼーション※の理念を反映した「障がいのあるなしにかかわ

らず、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域社会」を目指すことを基本理念とします。 

 

 

 

 

実現したいまち・暮らしの状態 

 

１．自立しようとがんばっている障がい者を、地域が積極的に応援して

います。 

 

２．障がいのある人もない人も、住み慣れた地域でお互いに尊重しあい

ながら、暮らしています。 

 

３．障がいのある人が、必要な支援や福祉サービスを利用しながら、希

望する職業を選択し、地域でいきいきと暮らしています。 

 

                                                   
※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、障がいのあ

る人もない人も誰もが社会の一員としてあらゆる活動に参加できることが普通であり、そのあるがままの姿で他

の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方です。 

第１章 計画策定にあたって 

障がいのあるなしにかかわらず、誰もが安心して心豊かに 

暮らせる地域社会 
基本理念    
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第２節 計画と障がい者福祉をめぐる背景 

本市では、障がい者施策の中・長期的な計画である「千曲市障害者計画」（以下「本計画」

という。）を、平成 20年度から平成 29 年度までを「第１期」として策定し、総合的に推進

してきました。 

これまでの間、支援費制度の導入、障害者基本法の改正、障害者自立支援法から障害者総

合支援法への改正、発達障害者支援法やバリアフリー新法の施行、国連での障害者権利条約

の採択や地域生活への移行促進など、障がいのある人や障がい者福祉を取り巻く状況は、大

きな変革を遂げています。 

 

①障害者基本法の改正 

平成 16（2004）年６月に障害者基本法が改正され、障がいを理由とする差別や権

利侵害の禁止が新たに盛り込まれました。また、市区町村の「障害者計画」の策定に

ついても努力義務から義務規定に改められました。 

平成 23（2011）年 7 月に障害者基本法の一部を改正する法律が成立し、同年８

月に施行されました。改正された障害者基本法のうち、主なものは次のとおりです。 

 

【障害者基本法（抜粋・要約）】 

○「目的規定の見直し」（第１条関係） 

全ての国民が、障害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を実現する。 

○「障害者の定義の見直し」（第２条関係） 

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害

がある者であって、障害及び社会的障壁（注）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もの。 
（注）社会的障壁：日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような、社会における事物 

（例えば段差のある建物や設備など）、制度、慣行、観念、その他一切のもの） 

○「地域社会における共生等」（第 3 条関係） 

全ての障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための

手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための

手段について、選択の機会の拡大が図られること。 

○「差別の禁止」（第４条関係） 

障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害す

る行為をしてはならない。また、社会的障壁の除去は、それを必要としている障

害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施につ

いて必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 

 

 

②措置制度から支援費制度へ 

平成 12（2000）年６月に、社会福祉事業法が改正され社会福祉法が成立、併せて

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法などの改正が行われました。 

この社会福祉基礎構造改革を受けて、障がい者福祉に関わるサービスは、平成 15
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（2003）年４月より、それまでの行政がサービス内容を決定する「措置制度」から、

障がいのある人が自ら主体的にサービスを選択し、事業者などと契約することができ

る「支援費制度」へと移行しました。 

 

③発達障害者支援法の施行 

平成 17（2005）年４月には発達障害者支援法が施行され、それまで法や制度の谷

間で十分な対応がなされてこなかった発達障がい※者（児）への支援が、法的に明確化

されました。 

平成 28（2016）年８月には、発達障害者支援法の一部が改正され、支援が切れ目

なく行われることなどが基本理念に盛り込まれたほか、家族なども含めた支援、国民

は個々の発達障がいの特性に対する理解を深め、自立と社会参加に協力するよう努め

ること、事業主は個々の発達障がい者の特性に応じた雇用管理を行うよう努めること

などが定められました。 

▼障がい者福祉をめぐる動き                        （元号：平成） 

年

度 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 35 

              

 

       

                                                   
※発達障がい 

発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害そ

の他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。 

障害者 

支援費制度 

児童福祉法 

◇平成 28年改正 

 

発達障害者支援法 

                          ◇平成 28年改正 

障害者自立支援法 障害者総合支援法 

◇平成 28年改正 

障害者虐待防止法 

障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律） 

◇平成 21年改正            ◇平成 28年改正 

障害者優先調達推進法 

障害者権利条約批准 

障害者差別解消法 

バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律） 

障害者基本法 

◇平成 16年改正           ◇平成 23年改正 
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④障害者自立支援法の施行と改正 

平成 18（2006）年４月に障害者自立支援法が施行され、これまで障がい種別ごと

に異なる法律に基づき提供されていた障害福祉サービスの一元化、実施主体の市町村

への一元化、利用者負担の原則と国の財政責任の明確化、就労支援の強化、手続・基

準の透明化、明確化などが図られました。 

障害者自立支援法は、利用者負担において定率負担が発生する応益負担方式が導入

されたため、激変緩和措置などを講じ、利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化

などを進めていきました。また、平成 22（2010）年 12 月に、障害者自立支援法及

び児童福祉法の改正が公布され、応能負担（所得に応じた負担）を原則とする利用者

負担の見直し、障がい者の範囲の見直し、相談支援の充実、障がい児支援の強化、地

域での自立生活支援の充実が示されました。 

 

⑤障害者総合支援法の制定等 

平成 25（2013）年４月障害者自立支援法は、「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）として改正施行されました。同法

では、障がい者の定義に「難病」等を追加し、平成 26（2014）年４月からは、障害

支援区分の創設、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一

元化などが実施されています。 

平成 28（2016）年６月、障害者総合支援法及び児童福祉法が一部改正され、障が

い者が自ら望む地域生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に関する支援の

一層の充実を図るとともに、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するた

め、都道府県・市町村は、国の定める基本指針に即して「障害児福祉計画」を定める

ことが規定され、いずれも平成 30 年４月から施行されます。 

 

⑥障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行 

平成 24（2012）年 10 月、「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）が施行され、障がい者に対する虐待の禁止や防止

などに関する施策を行うこととなり、家庭や施設、職場などでの虐待防止や早期発見

により、障がい者の人権を守っていくこととなりました。 

 

⑦障害者優先調達推進法の施行 

平成 25（2013）年４月から、障害者優先調達推進法が施行され、国、都道府県、

市町村等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進などに関し、障害者就労

施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労

施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図っています。 

 

⑧障害者権利条約の批准 

平成 18（2006）年 12 月、障害者権利条約が第 61 回国際連合総会において採択
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され、平成 19（2007）年９月、我が国も同条約に署名しました。この条約は、全て

の人に保障されている普遍的な人権を障がいがあるために行使できない現実があるこ

とを認め、その不平等な状況を解消するための新しい考え方や制度のあり方を人権と

して定めたものです。 

我が国においても、この権利条約の批准に向け、必要な国内法の整備が進められま

した。平成 23（2011）年８月、障害者基本法の一部改正が施行され、障がいの有無

にかかわらず人格と個性を尊重する「共生社会」の実現を目指すことや、障がい者の

定義の拡大と「合理的配慮」の概念が導入されました。 

障害者総合支援法や障害者差別解消法の成立など様々な制度改革が行われた結果、

平成 25（2013）年 12 月、国会において権利条約の批准が承認されました。 

 

⑨障害者差別解消法の施行 

平成 28（2016）年４月、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事

項や、国の行政機関、地方公共団体等と民間事業者における障がいを理由とする差別

を解消するための措置などについて定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（障害者差別解消法）が施行されています。 

 

⑩障害者雇用促進法の改正 

平成 28（2016）年４月、雇用の分野における障がい者に対する差別の禁止や障が

い者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）、

及び精神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を定めた改正障害者雇用

促進法が施行されています。 

 

⑪バリアフリー新法の施行（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律） 

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」

（ハートビル法）と、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化

の促進に関する法律」（交通バリアフリー法）が廃止され、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律」として一本化され、平成 18（2006）年 12 月から

施行されています。 
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第３節 計画の趣旨 

本計画は、障がい者の自立支援体制の維持発展と共生社会を実現するため、障害者基本法

の規定に基づき市町村が策定する計画で、障がい者施策の基本的方向を分野ごとに明らかに

するための計画です。 

障害者基本法第１条では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を

享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民

が、障害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（共生社会）を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策

を総合的かつ計画的に推進することを目的とする」旨を定めています。 

同法第２条で障がい者とは「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の

心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者」となっています。 

それとともに、同法第８条では、国民の責務として、「国民は、共生社会の実現に寄与する

よう努めなければならない」旨を定めています。また、障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律（障害者差別解消法）第４条では、同じく国民の責務として、「国民は、障害を

理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない」旨を定めています。 

市民がこのような責務を果たしていくためにも、共生社会の実現を目指す強い姿勢を明確

に示しつつ、学校教育の段階から、障がい及び障がい者に対する更なる理解が促進されるよ

う、あらゆる機会を活用して、共生社会の実現に向けた様々な取組を粘り強く着実に展開し

ていきます。 

また、「命の重さは障がいの有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値

観を社会全体で共有し、障がい者と障がいのない者が、お互いに自然な態度で接することが

日常となるように、市民の理解促進に努めていきます。 

 

 

 

参考文献：内閣府・平成 29年度版障害者白書、 

厚労省・平成 30年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針 
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第４節 計画の位置づけ 

本計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に定める「障害者のための施策に関する基本的な

市町村障害者計画」として策定するものであり、本市における障がい者施策の目標と具体的

な方策を定め、障がい者施策の総合的な推進を図ろうとするものです。 

また、本計画は国の「障害者基本計画」や「長野県障がい者プラン２０１８（仮）」等の内

容を十分に踏まえながら、本市の上位計画である「千曲市総合計画」や地域福祉の基本的な

方向性を示す「千曲市地域福祉計画」をはじめ、各分野の関連計画との整合性を図りながら

策定するものです。 

 

▼計画の位置づけと関連計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▼各計画の性格について 

障害者計画 

障がい者施策の基本理

念、基本目標、基本施策、

施策の方向性などを定

めるもの 

障害福祉計画 
障がい者の福祉サー

ビス等の事業実施計

画 

障害児福祉計画※ 
障がい児の福祉サー

ビス等の事業実施計

画 

                                                   
※障害児福祉計画 

平成 30 年度から始まる 18 歳未満の障がい児を対象とした計画で、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供

体制の確保に係る目標に関する事項や、各年度における指定通所支援、または、指定障害児相談支援の種類ごと

の必要な見込量等を定める計画です。 

障害者基本法 

障害福祉計画、障害児福祉計画※（新規） 

高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

健
康
増
進
計
画 

地
域
防
災
計
画 

教
育
振
興
基
本
計
画 

 
 

な
ど 

国 

千 
 

曲 
 

市 
千曲市障害者計画 

千曲市総合計画 

障害者基本計画 

長
野
県 

長野県障がい者プラン２０１８ 

千曲市地域福祉計画 
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第５節 計画期間 

本計画は、平成 30年度から平成 35年度までの 6 年間を計画期間とします。 

ただし、国の障がい者福祉政策の見直し等が行われた場合、必要に応じて計画期間中の途

中で見直しを行うこととします。 

 

▼計画期間 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

平成 

34 年度 

平成 

35 年度 

千曲市総合計画（第二次）         

千曲市地域福祉計画         

         

障害者計画 
        

障害福祉計画         

障害児福祉計画（新規）         

         

長野県障がい者プラン

2018 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 

 

平成 30 年度～平成 35 年度 

平成 30年度～平成 32年度

度 

 

平成 29 年度～平成 38 年度 

 

平成 30年度～平成 32年度

度 

 

平成 33 年度～平成 37 年度 

 

平成 33年度～平成 35年度

度 

 
平成 33年度～平成 35年度

度 

 

前期計画 

 
前期計画 

 

前期計画 

前期計画 

 

平成 28 年度～平成 32 年度 
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第６節 計画の策定体制 

本計画は、地域の有識者や障がい者団体の代表等によって構成される「千曲市障害者計画

策定委員会」を設置し、千曲市障害福祉計画と障害児福祉計画と一体的に審議を行い、策定

します。また、これと平行して、庁内検討会議を開催し、庁内横断的な調整を行っています。

本計画の策定にあたっては、障がい者本人へのアンケート調査（※）を通じての実態把握と、

小委員会などでの課題や方向性についての検討も踏まえて策定します。 

 

≪策定体制図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査の概要 

○調査対象：市内にお住まいの身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付され

ている方、障害福祉サービス・障害児通所支援等の受給者証をお持ちの方（保護者

含む）、難病のある方 

○調査期間：平成 29 年９月 11 日～10 月６日 

○配布方法：郵送配布（無作為）、福祉施設・関係団体等による配布 

情報提供 地
域
自
立
支
援
協
議
会 

議 
 

会 

アンケート 
パブリックコメント 

意 見 

情報提供 

意 見 

意 見 

説 明 

指示 

庁内 

 
 

 

障害者計画 
小委員会 
 
会長・副会長・ 
委員 5 名 

障害福祉計画・ 

障害児福祉計画 

小委員会 
 

会長・副会長・ 
委員 5 名 

事務局 
 

健康福祉部福祉課 
 

（事務的補助、 
連絡・調整） 

千曲市障害者計画、 

千曲市障害福祉計画・障害児福祉計画 

策定委員会 

提案、助言、検討 
障
が
い
者
団
体 

住 
 

民 

意見・案提示 

庁内検討会議 
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第７節 基本目標と基本施策について 

 

 

 

上記を基本目標として、次の４つを基本施策とし、施策の展開を図ります。 

 

 

 

障がい者が特別な存在としてではなく、一人の生活者として尊重され、自分らしい生活を

選択し決定することができるよう社会基盤の整備、社会・文化活動などへの参加促進が図ら

れる施策を充実します。 

 

（１）障がい者の社会参加の支援 

●障がい者の社会参加に向け、啓発活動を推進し、交流などを促進します。 

●手話通訳や外出支援などのボランティア活動の育成と活動を支援します。 

（２）障がい者が暮らしやすいまちづくりの促進 

●障がい者などの利用に配慮した公共施設の整備や住宅改良の助成などを通じて、 

障がい者にとって暮らしやすいまちづくりを促進します。 

 

 

 

 

障がい者が地域で自らの希望に応じて、安心して暮らしていけるように、就労、雇用等の促進、

権利擁護の推進やユニバーサルデザイン※1のまちづくりを進め、アクセシビリティ※2の向上に努

めながら、災害時においても地域の人々とともに支え合うことができる地域づくりを推進します。 

 

（１）障がい者の雇用と就労支援の充実 

●関係機関との連携を図り、職場実習、職場適応訓練などを実施するとともに、事業

主などに障がい者雇用の促進について啓発を図ります。 

（２）障がい者の地域生活支援の充実 

●障がい者が安心して地域生活が送れるよう支援します。 

●市民や市内事業者に「障害者差別禁止法」の趣旨を啓発し、障がい者の状況に応じ

た合理的な配慮を促します。 

●障がい者福祉施設の改修、施設の新設を支援します。 

（３）障がい者の家族への支援 

●障がい者に対する家族の理解は何にもまして大切なため、家族支援を図ります。  

                                                   
※1ユニバーサルデザイン 

障がいをもつ人・もたない人の別なく、あらかじめすべての人にとって使いやすい形状や機能が配慮された設計、

都市や生活環境をデザインする考え方です。 
※2アクセシビリティ 

年齢や障がいの有無に関係なく、必要とする情報に誰でも簡単にたどり着け、利用できることをいいます。 

基本施策１   障がい者の社会参加を支援する 

基本施策２   障がい者が安心して生活できる環境をつくる 

基本目標  障がい者の自立をみんなで支えるしくみをつくる 
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生活の場や働く場の整備や、在宅福祉サービス、施設福祉サービス等の活用を推進すると

ともに、障がい者福祉施設の整備を支援します。 

 

（１）障がい者福祉施策の推進 

●サービス提供体制の確立、効果的、効率的なサービス利用を促進し、自立支援給付※1、

地域生活支援事業※2を推進します。 

●障がい者が住み慣れた地域社会で安心して生活を送れるよう、生活環境の整備を継

続して進めるとともに、各種サービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

 

早期発見、早期療育により、身近な地域で療育相談や支援を受けられる障がい児の支援体

制の整備等を推進するとともに、障がい児教育の充実を図ります。 

 

（１）保健・医療体制、障がい児教育の充実 

●各種関係機関との連携強化を図り、乳幼児期から相談、指導、訓練できる体制の確

保を図ります。 

●障がい特性に応じて、一人ひとりの成長段階に伴った適切な教育の場を提供できる

体制の確保を図ります。 

  

                                                   
※1自立支援給付 

障害者総合支援法では、介護給付、特例介護給付、訓練等給付、特例訓練等給付、サービス利用計画作成費、高

額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護療費、

基準該当療養介護医療費、及び補装具費をいいます。 
※2地域生活支援事業 

市町村、または都道府県が行う障がい者等の自立支援のための事業（相談支援、移動支援、日常生活用具、手話

通訳等の派遣、地域活動支援、日中一時支援、社会参加促進等）に関することをいいます。 

基本施策３   福祉サービスを充実させる 

基本施策４   早期療育体制と教育の充実を図る 



第１章 計画策定にあたって 

 

12 

第８節 千曲市障害者計画の施策体系 

千曲市障害者計画の施策体系については、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 啓発・広報活動の推進 

２ 障がい者に配慮した公共施設の整備 

３ ボランティア活動等への支援 

４ スポーツ・レクリエーション 

及び文化活動の推進 

１ 障がい者の社会参加を支 

援する 

１ 雇用と就労支援の充実 

２ 障害者福祉施設、設備の充実 

３ 住宅、生活環境の整備促進 

４ 移動、交通手段の充実 

５ 防犯、防災対策の推進 

６ 経済的な支援 

７ 権利擁護のための施策の充実 

８ 優先調達の周知と推進 

２ 障がい者が安心して生活 

できる環境をつくる 

１ 相談支援の充実 

２ 在宅福祉サービスの充実 

３ 施設福祉サービスの充実 
３ 福祉サービスを充実させる 

１ 保健・医療サービスの充実 

２ 障がい児教育の充実 ４ 早期療育体制と教育の充 

実を図る 

障
が
い
者
の
自
立
を
み
ん
な
で
支
え
る
し
く
み
を
つ
く
る 

基本目標 基本施策 施策 
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 第２章 障がい者の社会参加を支援する 

第１節 啓発・広報活動の推進 

障がい者の現状と課題 

障がい及び障がい者への理解は進みつつありますが、依然として障がい者を取り巻く社会

環境は厳しく、偏見や差別などの「心の壁」が存在しています。 

このため、啓発・広報活動を更に推進し、障がいの有無にかかわらず「誰もが人権と個性

を尊重し認め合い、共に支え合う地域社会」の実現に向けた啓発活動等に取り組む必要があ

ります。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

※集計作業上、グラフ内の数値合計が 100％にならないことがあります。また、複数回答では、 

数値合計が 100％を超えることがあります。以降同様です。 

施策の方向 ●国の定めたユニバーサルデザイン 2020※1 行動計画も参考にして、

市報、市ホームページ等での各種広報活動を積極的に行い、障がい

に対する理解の促進を図ります。 

●障害者週間（12月 3日～9日）に合わせ啓発活動を実施します。 

●障がい及び障がい者に対する理解を広めたり、人権に対する理解を

深めたりするために、障がいのある人もない人も「ふれあい広場」

及び「人権教育に関する集会」などの交流を深める場への参加促進

に努めます。 

●障がい者の情報へのアクセシビリティの向上にも、配慮するように

努めます。 

●障がい者の虐待防止、障がいを理由とする差別の解消の推進、難病

患者への障害福祉サービス等の一層の周知に努めます。 

●「命の重さは障がいの有無によって少しも変わることはない」とい

う価値観の社会的共有と、市民の理解促進に努めていきます。 

  

                                                   
※１ ユニバーサルデザイン 2020 

共生社会の実現に向けた大きな二つの柱として、国民の意識やそれに基づくコミュニケーション等個人の行動に

向けて働きかける取組（「心のバリアフリー」分野）と、ユニバーサルデザインの街づくりを推進する取組（街づ

くり分野）を推進していくため、ユニバーサルデザイン 2020 としてとりまとめ、後世に残していくための国の

行動計画です。 

12.9

39.9

15.7

27.7

3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

進んでいると思う

進んでいるが不十分

まったく進んでいない

わからない

無回答

ｎ=318

障がいや障がいのある人に対する周りの人の

理解は進んでいると思いますか。
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第２節 障がい者に配慮した公共施設の整備 

障がい者の現状と課題  

障がい者（児）の自立と社会参加を進めていくために、道路、公共施設、民間施設や公共

交通機関等は、障がい者（児）が不便を感じることなく容易に利用できるように整備されて

いることが必要です。 

障がい者（児）に配慮したスロープ、自動ドア、トイレ、エレベーター等の施設整備が求

められています。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

施策の方向 ●市の施設を新築、改築、大規模改修するときには、ユニバーサルデ

ザイン、バリアフリーに配慮し、障がい者が利用しやすいようアク

セシビリティの向上も図り、ユニバーサルデザイン 2020 や Tokyo 

2020アクセシビリティ・ガイドライン※も参考に、公共施設の整備・

改修を促進します。 

●誰もが安心して快適に生活できるまちづくりのため、「バリアフリ

ー新法」や「長野県福祉のまちづくり条例」により、総合的な整備

を進めます。 

●公共施設の出入口のスロープ、自動ドア、トイレ、エレベーター等

に配慮するとともに、視覚障がい者誘導用ブロックの設置、聴覚障

がい者用の電光掲示板等の設置など、障がい者に配慮した整備・改

修に努めます。 

●公共施設の整備にあたっては、障がい者の意見や要望を聞く機会を

設けるなどして、道路、施設等の整備を進めます。 

                                                   
※ Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン 

（財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、国際パラリンピック委員会（IPC）の求めに応

じて策定する、大会運営に係るハード・ソフト両面のバリアフリー化を目的とする大会時のガイドラインのこと

です。 

23.0

18.2

16.4

15.7

12.9

12.9

11.6

10.7

7.2

5.7

9.7

8.8

26.4

0% 10% 20% 30%

公共交通機関が少ない（ない）

困ったときにどうすればいいのか心配

外出にお金がかかる

道路や駅に階段や段差が多い

電車やバスの乗り降りが困難

外出先の建物の設備が不便（通路、トイレ、エレベーターなど）

発作など突然の身体の変化が心配

周囲の目が気になる

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

介助者が確保できない

その他

わからない

無回答

ｎ=318

外出するときに困っていることは何ですか。
複数回答 
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第３節 ボランティア活動等への支援 

障がい者の現状と課題 

障がい者が安心して地域生活を送るためには、保護、医療、福祉などの公的サービスの充実と

ともに、障がい者を支えるボランティア※の養成やその活動の充実が求められています。 

そのために、障がい者のニーズに合ったボランティア活動が行いやすい環境を整えるなど、

積極的な支援が必要です。 

社会福祉協議会のボランティアセンターに登録する福祉関係のボランティア団体は、平成

29 年 3 月現在 94 団体が登録をし、対象者の社会参加や日常生活を支援する活動などが熱

心に行われています。 

更に、障がい者の社会参加を促進したり、障がい者を取り巻く問題をともに解決したりし

ていくためには、各サークル、団体相互、地域の自治会などとの連携を深めながら、それぞ

れの活動に対する支援の充実を図る必要があります。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

施策の方向 ●千曲市社会福祉協議会等と連携し、多くの市民がボランティア活動

へ参加できるよう支援します。 

●地域におけるボランティア活動の拠点となるボランティアセンタ

ーの整備充実に努めます。 

●手話通訳、要約筆記等の専門的知識を要する奉仕員養成のため、各

種養成講座等を開設し、関係団体等と連携に取り組みます。 

●ボランティア保険制度を活用し、ボランティアが活動しやすい体制

の充実を図ります。 

                                                   
※ ボランティア 

社会福祉においては、無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労働提供等を行う民間奉仕者をいいます。 

31.1

30.8

26.4

22.3

20.1

18.9

16.0

15.7

15.4

15.4

16.4

2.8

14.2

0% 10% 20% 30% 40%

外出同行（通院、買物など）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

近隣の見守り、声かけ

配食（特別食含まない）

ゴミ出し

掃除・洗濯

金銭管理の支援

買物（宅配は含まない）

調理

サロンなどの定期的な通いの場

特になし

その他

無回答

ｎ=318

地域であったらこれからも助かると思う支援・サービスについて 複数回答 
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第４節 スポーツ・レクリエーション及び文化活動の推進 

障がい者の現状と課題 

心の豊かさや潤い、生きがいのある生活を求めて、スポーツや芸術文化活動などへの関心

が高まるとともに、その参加、活動に対する必要性の認識が深まる機会の提供と充実を図る

ことが求められています。 

障がいの特性により、障がい者がスポーツを体験できる機会の提供や指導員の活用が求め

られており、スポーツ関係機関・団体との連携が重要です。 

また、芸術や音楽等に対する障がい者の社会参加活動は、障がい者の持つ大きな可能性を

引き出し、更に伸ばすとともに、日々の生活をより充実したものにし、併せて地域の人たち

が障がい者への理解を深めるために重要な役割を果たしています。 

 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

施策の方向 ●障がい者の文化活動及び社会参加活動を支援するため、各種学級、

講座の開設等の情報を提供し、参加を促進します。 

●長野地区障がい者スポーツ大会及び県や市が実施するスポーツ大

会への参加の促進と合理的な配慮に努めます。 

●障がい者が気軽に楽しめるニュースポーツ※等の普及を図ります。 

●障がい者のレクリエーション活動を振興し、仲間づくりを支援しま

す。 

●障がい者の芸術祭への参加など、文化芸術活動の振興を図ります。 

 

                                                   
※ ニュースポーツ 

新しく考えられた簡単な規則のスポーツで、競技性よりも障がい者なども楽しめることを目的に、適度な運動量

があるスポーツです。 

78.6

47.2

9.1

6.6

4.7

4.4

3.8

1.9

0.9

0.3

0.0

10.1

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅で過ごしている

買物や散歩等にでかけている

障害者入所施設で過ごしている

仕事をしている

スポーツや芸術文化活動をしている

生活介護を利用している

通所施設や作業所に通っている

治療やリハビリ、デイケアのため通院している

病院で過ごしている

学習塾に通っている

保育所の休日保育

その他

無回答

ｎ=318

土曜日や休日の日中、主にどのように過ごしていますか。 複数回答 
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 第３章 障がい者が安心して生活できる環境をつくる 

第１節 雇用と就労支援の充実 

障がい者の現状と課題 

障がい者が自立し、社会参加していく上で就業は大きな役割を持つことから、それぞれの

障がい者が持つ能力や適性を最大限に生かすことができるよう事業主等の理解を促進するな

どして、障がい者の働く場の確保や就労環境の改善を推進していく必要があります。 

また、一般就労に向けての就労移行支援※1施設、一般就労が困難な障がい者については、

福祉的就労の場として、地域活動支援センター※2や就労継続支援※3施設などの整備や支援を

行い、充実を図る必要があります。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

 

 

※施策の方向は 18ページに記載 

 

 

 

 

 

                                                   
※１就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行います。 
※２ 地域活動支援センター 

創作的活動、または、生産活動の機会の提供、社会との交流を行う施設です。 
※３ 就労継続支援 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行いま

す。 

複数回答 

28.9

13.5

9.4

6.3

1.9

16.4

38.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

働いて一定の作業工賃を受ける福祉施設（就労継続支援事業所など）

臨時社員（パート、アルバイト）で自分の生活に合わせた働き方をしたい

自宅で仕事がしたい

正規社員として働きたい

自営業を営みたい

その他

無回答

ｎ=318

今後どのような働き方がしたいですか。
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施策の方向 ■一般就労の促進 

●一般企業等への就労の拡大に向けて、就労に必要な知識と能力向上

のために訓練等を行う就労移行支援サービスを提供する事業所と

連携し、福祉施設から一般企業への就労移行を進めます。 

●長野圏域に設置されている「障害者就業・生活支援センター」「千

曲・坂城障がい者（児）基幹相談支援センター」、「福祉サービス提

供事業者」及び「市ワーカー」等が連絡調整をすることにより、障

がいのある方一人ひとりの就労支援の更なる充実を図ります。 

●千曲・坂城地域自立支援協議会を活用して、障がいのある方が必要

なときに、適切な就労支援が受けられるようにするとともに、企業

等への普及啓発活動や職場開拓を行います。 

●通勤が困難であり、在宅での就業を希望する障がい者については、

専門的な技術及び各種資格取得等の促進をします。 

●一般就労へ移行した障がい者の就労継続も図っていきます。 

●行政が率先して積極的に雇用を進めることで、法定雇用率を上回る

よう採用していくなど、積極的な障がい者雇用に取り組んでいきま

す。 

●障がい者の雇用企業に対する支援や、障がい者への就労に向けた支

援など障がい者雇用促進を図っていきます。 

 

■福祉的就労の充実 

●就労を希望する障がい者に、障がいの状況に応じた福祉的就労が支

援できる福祉的就労の場の計画的な整備、充実を図ります。また、

自立訓練事業や就労継続支援事業等により生活能力知識、技術の向

上を図るための支援を行います。 

●障がい者の社会参加の場として、地域活動支援センター等の充実を

図ります。 
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第２節 障害者福祉施設、設備の充実 

障がい者の現状と課題 

各種障害者福祉施設は、障がい者（児）や家族の状況により、在宅生活が困難となった場

合の療育・生活の場としての機能に加え、介護給付※1、訓練等給付※2、地域生活支援事業の

サービスを提供する地域福祉の拠点としての機能があり、こうした施設の整備・充実が求め

られています。 

また、住み慣れた地域で必要な施設サービスが利用できるよう、計画的な施設整備を進め

る必要があります。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

施策の方向 ●施設の整備に関しては、県内の状況、特に長野圏域での配置を考慮

しながら社会福祉法人等に対し、施設整備費及びその運営費の一部

を予算の範囲内で補助をすることにより、適正な施設数、施設設備

の充実、入所枠の確保及び支援の充実に努めます。 

  

                                                   
※１ 介護給付 

次の障害福祉サービスをいいます。（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期

入所、重度障害者包括支援、施設入所支援） 
※２ 訓練等給付 

次の障害福祉サービスをいいます。（自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助） 

44.0

35.5

34.6

28.3

26.7

21.4

21.1

19.5

14.2

12.6

12.3

11.3

3.8

10.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

同居の家族がいなくなったとき、一人で暮らせるか

災害時に支援を受けられるか

十分な収入は得られるか

将来一緒に暮らす家族がいるか

希望する施設に入所できるか

働く場はあるか

日常の介助者は確保できるか

必要な医療や機能訓練が受けられるか

住宅は確保できるか

結婚できるか

希望する仕事につけるか

特になし

その他

無回答

ｎ=318

将来に対して不安に感じることは何ですか。 複数回答 
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第３節 住宅、生活環境の整備促進 

障がい者の現状と課題 

障がい者（児）の自立と社会参加を進めていくために、公共施設、民間施設を問わず、障

がい者（児）が不便を感じることなく容易に利用できるように建築物のユニバーサルデザイ

ン・バリアフリー化の継続が必要です。 

また、障がいの特性に応じた公共施設における車いす及びオスメイト※に対応したトイレ、

駐車場、エレベーター、視覚障害者誘導用ブロックの設置、出入口のスロープ化、聴覚障が

い者用の電光掲示板等の設置など、改善が求められています。 

それから、自宅などの居住環境改善についての援助も求められています。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

施策の方向 ●誰もが安全に安心して暮らせるよう、公共交通機関、建物、公園等

の移動や利用の利便性に配慮したユニバーサルデザインの理念に

よるまちづくりを推進し、アクセシビリティの向上も図ります。 

●市の施設の建設にあたっては、障がい者等に配慮して整備するとと

もに既存施設についても利用しやすいように改修に努めます。 

●歩道の段差、勾配の解消や人にやさしい道路整備を進めるととも

に、視覚障害者誘導用ブロックの敷設、標識の大型化、視覚障害者

用付加信号機の設置促進等、障がいのある方の移動に配慮した道路

環境の整備に努めます。 

●障がい者（児）等の身体状況や家族の介護に配慮した居住環境の改

善を図るため居室、トイレ、浴室、階段等の改修整備について助成

をします。 

●選挙時には、投票所の施設や設備、情報提供（不在者投票の制度の

周知など）の充実に努めます。 

                                                   
※ オスメイト 

人工肛門や人口膀胱の保有者がストマ部分を直接洗浄できる設備を整えたトイレのことをいいます。 

複数回答 

19.7

8.7

7.1

5.5

2.8

2.0

0.4

0.0

49.6

5.9

16.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

駅やバス停が遠く、交通が不便

階段や段差に苦労している

浴室・トイレ等家の設備が使いにくい

入口や廊下が狭く移動しにくい

賃貸住宅のため住宅の改築・改造ができない

家賃が高すぎる

引っ越したいが家が借りられない

駐車場がない・借りられない

特に困っていることはない

その他

無回答

ｎ=254

お住まいについて何か困っていることがありますか。



第３章 障がい者が安心して生活できる環境をつくる 

21 

第４節 移動、交通手段の充実 

障がい者の現状と課題 

移動が困難な障がい者が、まちに出たり、社会活動に参加したりするためには、移動手段

の確保や歩行空間の整備、公共交通機関の利便性が大きな課題となっています。 

障がい者が様々な社会活動へ容易に参加できるように、公共交通機関や道路の整備等、障

がい者の必要に応じた交通・移動対策を進める必要があります。 

 
出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

施策の方向 ●移動支援サービス事業により、障がい者の外出を支援します。 

●市内循環バスについては、利用者の利便性を重視して、運行計画の

改善を図るなど一層の充実に努めます。 

●ＮＰＯ法人等が実施の福祉有償輸送サービスの活用を福祉有償運

送※運営協議会と調整し、利用促進を図ります。また、タクシー等

の利用料金経費を助成します。 

●障がい者の自動車運転免許の取得に要する経費、身体障がい者の自

動車改造に要する経費を助成します。 

 

 

  

                                                   
※ 福祉有償運送 

バス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障がい者等の外出の利便を図り、社会参加

の促進を推進するため、道路交通法に基づき行う福祉輸送サービス事業をいいます。 

50.9

38.4

26.7

24.8

13.5

8.8

0.6

0.6

2.2

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

家族・知人が運転する自動車やバイク

徒歩（車いす含む）や自転車（乗せてもらう場合含む）

公共交通機関（バス、電車等）

自分が運転する自動車やバイク

タクシー（介護タクシーを含む）

介助者が付き添う外出支援等のサービス

病院やスーパーマーケットの送迎バス

外出しない

その他

無回答

ｎ=318

外出するときの主な移動手段は何ですか。 複数回答 
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第５節 防犯、防災対策の推進 

障がい者の現状と課題 

障がいの特性によっては、警察・消防等への通報や相談に困難な場合があることから、そ

の解消を図るため、的確な情報提供やコミュニケーション手段の充実を図ることが重要です。 

防犯については、悪質商法や還付金等詐欺など、巧妙化するとともに被害を受けるケース

もあり、それを防止する支援体制を整備することが必要です。 

防災については、地震や台風による豪雨などの防災対策について、防災マニュアルの策定、

防災訓練、防災メール、啓発などを実施していますが、障がい者の視点に立った対策を推進

していく必要があります。特に「災害時避難行動要支援者」の把握、災害時の情報伝達、避

難誘導及び救援体制づくりを、地域住民の協力を得ながら総合的に整備する必要があります。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

施策の方向 ●日常生活自立支援事業の周知を図ります。 

●悪質商法や還付金等詐欺による被害を未然に防止するための広報

啓発や警察などとの連携、消費生活相談の充実を図ります。 

●障がい者などの災害等緊急時に、迅速かつ的確に対応するため、緊

急通報システムの整備充実や携帯電話を利用しての情報収集、提供

に努めます。 

●災害時に在宅で配慮が必要な方への対策として、市は災害対策基本

法及び千曲市地域防災計画に定める災害時避難行動要支援者名簿※

を作成し、地域支援等関係者への名簿公表のための同意確認書の取

得と、個別支援計画の作成を行います。また、その他の要配慮者に

ついては災害時要援護者名簿を整備し、支援活動を行います。 

●自治会などと障害福祉関係者との連携を図り、民生・児童委員や障

害者相談員、各種当事者団体、自治会など地域住民との関係づくり

を強化し、防災対策をしていきます。 

                                                   
※災害時避難行動要支援者名簿 

東日本大震災を教訓に、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）のう

ち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が義務づけられました。

千曲市では年に 1 度、災害時避難行動要支援者名簿の更新を行っています。この名簿に登録した方のうち、名簿

情報を避難支援等関係者に事前提供することに同意した方について、区・自治会・関係機関等で情報共有し、災

害が発生したとき、または、避難勧告が発令されたときなどに、安否確認や避難支援を行うために活用します。 

30.5

36.5

5.3

16.4

3.5

1.9

6.0

0% 10% 20% 30% 40%

一人で避難できる

一人では避難できないが、家族の介助で避難できる

一人では避難できないが、近所の人が支援をしてくれるため避難できる

一人では避難できないが、施設・病院・学校・寄宿舎職員等が支援してくれるため避難できる

一人では避難できず、支援してくれる人もいない

その他

無回答

ｎ=318
災害等の緊急時に一人で避難できると思いますか。
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第６節 経済的な支援 

障がい者の現状と課題 

障がいのために就労等による所得確保が困難な障がい者が、地域社会において自立して安定し

た生活を送るためには、雇用の確保とともに、年金や手当は重要な役割を果たしています。 

また、障がい者やその家族が、安定した生活を送る上で年金、各種福祉手当や医療費等の

助成などの経済的支援が求められています。 

 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

施策の方向 ●重度障がい者の方を対象に支給される障害基礎年金、障害厚生年

金、特別障害者手当等のほか、介護者慰労金、人工透析患者、特定

疾患患者、障害施設通所者等の障がいの程度や、生活の状況に応じ

た各種手当などの受給に向けた支援します。 

●自立支援医療、福祉医療などの制度により医療費の自己負担の軽減

を図ります。 

●自立支援医療（精神通院医療費公費負担）の利用者負担軽減のため

千曲市の国民健康保険加入者の自己負担分を市が助成します。 

●所得税、県民税、市民税、自動車税、軽自動車税の税金控除の支援、

ＮＨＫ受信料減免等各種料金の軽減支援のほか、手帳による市内各

種施設の料金の割引を推進します。 

●生活福祉資金貸付制度の周知を図ります。 

 

  

8.5

4.1

1.6

58.5

5.7

0.6

8.5

2.2

10.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

給与・賃金

工賃収入

自営業収入

年金

福祉手当

生活保護

親族等からの仕送り、扶よう

その他

無回答

ｎ=318

あなたの主な収入源で一番多いものはどれですか。
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第７節 権利擁護のための施策の充実 

障がい者の現状と課題 

障がいを主な理由として合理的な配慮※がされないために、本来受けられるサービスなどが

受けられず、不快な思いをしている方がいます。 

判断能力が不十分な方を保護し支援するための制度として、財産保全、契約の援助等を行

う後見人等を裁判所が選任する成年後見制度、金銭管理や福祉サービスの利用支援を行う日

常生活自立支援事業があります。金銭や契約上のトラブルが社会問題になっている中、こう

した制度の重要性はより高まっています。 

保護者の高齢化、障がいのある単身者の増加も見込まれていることから、利用者の増加が

予想され、後見人が不足するなどの問題が生じることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

※施策の方向は 25ページに記載  

                                                   
※合理的な配慮 

障がい者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁などに必

要な便宜（典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗るときに手助けすることや窓口で障がいのある方の障がい特

性に応じたコミュニケーション手段（筆談、読み上げなど）が挙げられます。）が図られることです。 

社会的障壁＝①社会における事物（道路や施設の段差、設備など）、②制度（利用しにくい制度など）、③慣行（障

がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など）、④観念（障がいのある方への偏見）など 

5.3

26.1

27.7

16.4

17.9

6.6

0% 10% 20% 30%

よくある

ときどきある

ほとんどない

まったくない

わからない

無回答

ｎ=318

障がいを理由とした差別的扱い

（虐待・施設・設備の未整備、配慮の欠如を含む）

をされ、いやな思いをした

50.0

33.0

23.0

15.0

13.0

10.0

20.0

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

買物等での外出先

住んでいる地域

学校・仕事場

医療機関

仕事を探すとき

行政機関

その他

無回答

ｎ=100

差別的扱いどのような場所や状況で体験しましたか。 複数回答 
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施策の方向 ●障がい者理解の促進と権利擁護のため、障がい者の状況に応じた合

理的な配慮を市民や市内事業者に促します。 

●日常生活自立支援事業の充実及び成年後見制度の利用促進を図る

ため、市報、市ホームページ等により周知と啓発を行います。 

●福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理等の支援を目的とする社

会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」と連携し、障がい者を擁

護し利益を守ります。 

●身寄りがない等の理由により裁判所への申立てが困難な場合は、市

が申立てを行います。 
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第８節 優先調達の周知と推進 

障がい者の現状と課題 

平成 25（2013）年４月から障害者優先調達推進法が施行され、障害者就労施設等が供給

する物品等に対する需要の増進を図っています。 

千曲市では、毎年度「千曲市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、市が

調達する物品等の目標額を掲げて優先調達の推進に取り組んでいます。 

▼優先調達先の分類 

障害者就労施設 

就労継続支援事業所（Ａ型、Ｂ型） 

就労移行支援事業所 

生活介護事業所 

障害者支援施設 

地域活動支援センター 

小規模作業所 

複数の障害福祉サービス事業所に斡

旋・仲介する業務を行うもの 
共同受注窓口（NPO 長野県セルプセンター協議会が窓口） 

障がい者を多数雇用している企業 

 

障害者雇用促進法に基づく 

在宅就業障がい者等 

特例子会社 

重度障がい者多数雇用事業所 

在宅就業障がい者 

在宅就業支援団体 

▼物品等の分類 

物 

 

品 

① 事務用品・書籍 筆記具、事務用品、用紙、封筒、ゴム印、書籍 等 

② 食料品・飲料 パン、弁当・おにぎり、麺類、お茶、農産物 等 

③ 小物雑貨 衣服、装飾具、木工品、各種記念品、花苗 等 

④ その他の物品 
机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、器物台、プランタ

ー、車椅子、杖、点字ブロック等、上記以外の物品 

役 

 

 

務 

① 印刷 ポスター、チラシ、報告書・冊子、名刺等の印刷 等 

② クリーニング クリーニング、リネンサプライ 等 

③ 清掃、施設管理 清掃、除草作業、駐車場管理 等 

④ 情報処理 ホームページ作成、データ入力、テープ起こし 等 

⑤ 飲食店の運営 売店、レストラン、喫茶店 等 

⑥ その他のサービス・役務 

仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり類

折り、筆耕、文書の廃棄（シュレッダー）、資源回収・分別等、上記以外

のサービス 

 

施策の方向 ●各課等と連携・協調し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推

進に努め、制度の理解が深められるよう周知を図るものとします。 

●障害者就労施設の販売物品等の把握に努め、市ホームページ等を通

じて情報提供を行い、障害者就労施設の受注の増進に努めます。 

●受注拡大に資する自主的な取組を促しつつ、施設等と調達の推進に

努め、障がい者の所得向上を目指すものとします。 

●千曲市と指定管理者制度による委託契約をしている相手方や職員

個人、親睦団体等での物品購入等についても、障害者就労施設等か

らの物品等の調達について理解と協力を求めるものとします。 
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 第４章 福祉サービスを充実させる 

第１節 相談支援の充実 

障がい者の現状と課題 

障がいのある方やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言サービス利用の

調整等を行い、生活全般を支援する相談支援事業は、障がいのある方が地域で自立した生活

を営むためにも相談体制を充実することが大切です。 

障害者自立支援法の施行に伴い、市町村事業と位置づけられた相談支援事業では、千曲・

坂城障がい者（児）相談支援室※1を設置し、長野圏域障害者総合支援センター※2と連携して、

専門的知識を有した相談員が各種相談に応じてきました。 

また、相談は、身体・知的・精神障がい、発達障がい、高次脳機能障害、難病など、障が

いの特性により内容が多様化しているため、更に相談支援事業を充実する必要があります。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

 

※施策の方向は 28ページに記載 

 

                                                   
※1千曲・坂城障がい者（児）相談支援室 

平成 29 年 10 月１日から千曲・坂城障がい者（児）基幹相談支援センターに移行しました。障がい者等が自立

した日常生活、または、社会生活を営むことができるように、千曲市・坂城町が共同して、専門的知識を持った

相談支援専門員を配置し、必要な情報の提供等を図ります。さらに、必要なサービスを一緒に考えます。場所は

千曲市役所戸倉庁舎内。電話番号は 026-275-0548 
※２長野圏域障害者総合支援センター 

障がいのある方が地域で安心して生活ができるよう、ご本人、ご家族、周囲の皆さんを応援、支援するために専

門的知識があるコーディネーターが、必要なサービスを一緒に考えます。 

長野圏域は、長野地方事務所管内の 11 市町村が参加し、事務所は長野市川中島町今井 1387-5（ハーモニー桃

の郷内）。電話番号は 026-285-1900 

37.4

27.4

21.4

18.9

16.4

10.4

7.5

4.1

20.4

14.8

0% 10% 20% 30% 40%

福祉の専門職を配置した相談窓口の充実

身近な場所に開設される福祉なんでも相談

就職や就職後の支援に関する専門的な相談

家族の悩みを受け止める家族相談員

同じ障がいを持つ相談員によるカウンセリング

休日や夜間の電話相談

子どもの療育・発達支援に関する専門的な相談

その他

特にない

無回答

ｎ=318

相談支援体制について、どのようなことの充実を望みますか。 複数回答 
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施策の方向 ●千曲市・坂城町で組織する千曲・坂城地域自立支援協議会並びに長

野圏域障害者総合支援センターと連携して、千曲・坂城障がい者

（児）相談支援室を、千曲・坂城地域障がい者（児）基幹相談支援

センターへ平成 29 年度に移行しました。今後も一層、利用者の多

様なニーズに応じられる総合的な相談支援体制の充実を図ります。 

●精神保健福祉士等の増員を図り、精神障がい者に関する相談機能の

充実に努めます。 

●障がいサービスを利用する、すべての障がい者にサービス等利用計

画を作成し、ケアマネジメントによる生活支援の充実に努めます。 

●相談から福祉サービス等の適切な支援まで、申請、手続等が相談者

の大きな負担とならないよう相談窓口の一元化を図ります。 

●相談者のプライバシーを守るように、情報管理を徹底します。 
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第２節 在宅福祉サービスの充実 

障がい者の現状と課題 

障がいや高齢のために介護を必要とする状態であっても、多くの人が住み慣れた地域や家

庭の中で生活したいという希望を持っており、障がい者（児）や家族の安定した生活を支え

るための在宅福祉サービスがますます重要になっています。 

また、各種相談、情報提供、サービス利用調整等の利用援助体制の更なる充実が必要であると

ともに、社会福祉法人・ＮＰＯ法人や民間団体との連携・協力の推進が求められています。 

医療と連携するサービスについては、地域包括ケアシステム構築の中での議論が望まれて

います。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

施策の方向 ●障がい者の地域での自立した生活を支援するため、居宅支援※1、日

中活動支援※2、外出支援※3及び重度障害者在宅支援などの在宅福祉

サービスの充実を進めます。 

●社会福祉法人、ＮＰＯ法人や民間団体との連携・協力の推進、支援

を実施していきます。 

●障がい者の地域生活への移行を支援するため、グループホームなど

の整備に対し補助をするなど設置の推進をします。 

                                                   
※１ 居宅支援 

在宅の障がい者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相

談や助言その他の生活全般にわたる援助をいいます。 
※2日中活動支援 

次の障害福祉サービスをいいます。（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターなど） 
※３外出支援 

障がい者等が、円滑に外出ができるよう、ヘルパーなどにより移動を支援することをいいます。 

複数回答 

43.7

41.2

39.9

34.3

33.6

31.4

28.3

24.5

23.0

10.1

1.9

8.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

障がいのある人が外出しやすいまちづくりを進める

経済的支援を充実させる

日中活動の場、居場所となる施設・サービスを充実させる

医療・リハビリテーション体制を充実させる

一般企業等で働くことが難しい障がい者の働く場、活動の場を充実させる

障がいのある人への理解を深めるための周知活動や福祉教育、交流を充実させる

グループホームなど生活の場を確保する

ホームヘルプサービスなど在宅サービスを充実させる

障がいのある子ども一人ひとりの状況に応じた適切な指導・教育を進める

わからない

その他

無回答

ｎ=318

障がいのある人が自立した生活を送るために、どのようなことを充実させるべきだとお考えですか。
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第３節 施設福祉サービスの充実 

障がい者の現状と課題 

ノーマライゼーションの理念が定着する中で、障がい者施策が変革されるとともに、障害

者支援施設が果たすべき役割も大きく変化しています。 

障害者支援施設は、障がい者や家族の状況により、在宅生活が困難となった場合の療育・

生活の場としての機能に加え、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業等のサービスを提

供する地域福祉の拠点としての機能を果たしていますが、障がいの重度化・重複化によりサ

ービス提供者側そのものの支援体制が整わず支援体制の質が問われるなど、環境的不備の改

善も求められています。 

障害者総合支援法の施行に伴い、障がいの特性や障がい者のニーズに応じた利用しやすい

障害者支援施設の更なる整備・充実が重要となります。 

こうした社会情勢の変化やニーズを十分考慮しつつ、住み慣れた地域で必要なときに必要

な施設サービスが利用できるよう、計画的な施設整備を進める必要があります。 

 

施策の方向 ●地域生活の充実が基本的な施策の方向ですが、一方で施設入所によ

る介護を必要としている人がいますので、障害者支援施設の整備充

実を図ります。 
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 第５章 早期療育体制と教育の充実を図る 

第１節 保健・医療サービスの充実 

障がい者の現状と課題 

障がいのある子どもの豊かな発達を支援するためには、できる限り早期に、特に発達の可

能性が高い乳幼児期に、適切な診断・治療や相談、指導、訓練などを一貫して提供できる体

制を整備することが重要です。 

特に、自閉症などの発達障がい児（者）に関しては、発達障害者支援法により、早期発見、

早期療育等の支援の充実が求められています。 

このため、児童相談所、保健所及び自閉症・発達障害者支援センター等との連携強化とと

もに保育所、幼稚園、学校、家庭及び職場等における一貫した支援体制を充実する必要があ

ります。 

障がい者（児）の健康管理等を充実する必要があり、体の機能維持（機能低下予防）に対

する医療的支援が不足している状況です。また、健康管理など医療機関との連携も不足して

います。 

 

72.7

63.6

60.6

42.4

39.4

39.4

39.4

36.4

27.3

18.2

12.1

3.0

3.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

日常のスキルを身につけるサポートをしてくれるところ

長期休暇中の支援をしてくれるところ

療育機関（稲荷山医療福祉センターなど）

経済的な支援

身近なところで受診できる医療機関

進路選択に関する相談機関

社会的なスキル（対人関係スキル）を教えてくれるところ

学習をサポートしてくれるところ

福祉サービスに関する相談機関

ストレス対応を教えてくれるところ

専門の児童指導員や保育士等が障害児の通っている

施設へ訪問支援する（保育所等訪問支援）

特にない

その他

無回答

ｎ=33

子どもやご家族が求める療育・保育に関する支援は何ですか。 複数回答 
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出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

施策の方向 ●保健師などによる赤ちゃん訪問や、乳幼児健診、育児相談のほか、

心理発達相談員や言語聴覚士による相談事業を実施します。また、

関係機関と連携をとり、乳幼児期から就学までの総合的な支援体制

の強化、充実を図ります。 

●心身障がい児が保護者とともに通園して訓練等を行う母子通園訓

練施設「あすなろ園」を充実します。 

●障がい児保育の一層の充実を図るため、保育士などの加配（充実）

をします。 

●発達障がいについては、保険、医療、福祉、教育、労働などの関係

機関と連携し、早期の発達支援から地域生活までの継続的な支援を

行います。 

●ショートステイ、タイムケア※、ホームヘルプサービスなどを充実

し、家庭療育を支援します。 

●障害者相談支援事業、障害児等療育支援事業及び児童相談などにお

ける相談支援を実施します。 

●健康障がいになるリスクが高い糖尿病等の生活習慣病に対して「千

曲市健康づくり計画 健康アップ２１」や「千曲市保健事業実施計

画」と整合を図りながら、特定健康診査・特定保健指導等の事業を

進めます。 

●重中度の身体、または、知的障がいがある子どもを養育している父

母などに特別児童扶養手当を支給します。 

●障がい者（児）の医療費の負担を軽減し福祉の増進を図るために、

福祉医療費給付事業制度の趣旨を踏まえ、将来にわたり持続可能な

ものとしていきます。 

●医療的ケアが必要な障がい児（者）に対して、訪問看護サービスを

使って、障がい児・者施設等での実施について、経費の補助を継続

します。 

                                                   
※ タイムケア 

在宅の障がい児を、家庭において介護できないとき、その障がい児を登録介護者等に一時的介護委託するものです。 

13.8

13.8

10.4

10.1

8.2

6.6

5.7

5.0

4.1

2.5

0.3

39.3

4.1

19.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

障がい者・児を診療してくれる（健康管理の相談ができる）病院などが少ない

自覚症状等をうまく伝えられない（または伝わらない）

医師や看護師等のスタッフの障がいに対する理解不足や認識不足

障がい者・児を通院させてくれる病院などが少ない

リハビリの場が少ない

医療機関（主治医）までの通院手段が確保しにくい

医療機関の建物が障がい者に配慮した構造になっていない

通院のための介助者がいない、または確保しにくい

手話通訳や点字案内が少ない

医療機関内での介助が受けられない

訪問看護を受けにくい

特にない

その他

無回答

ｎ=318

医療・健康管理に関することで困っていることはありますか。
複数回答 
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第２節 障がい児教育の充実 

障がい者の現状と課題 

障がい児教育の推進にあたっては、心身障がい児の成長のあらゆる段階において、一人ひ

とりの障がいの特性等に応じた多様な教育の展開を図ることにより、もっとも適切な教育の

場を確保するという基本的視点に立った諸条件の整備が求められています。 

障がいのある児童生徒の教育は、特別な指導や配慮を必要とすることから、特別支援学校

（盲・ろう・養護学校）、小・中学校の特別支援学級などにおいて行われています。教育に対

するニーズが多様化する中で、早期教育の充実や障がいのある児童生徒とほかの児童生徒と

の交流を通じた教育がより重要になっています。 

障がいのある児童生徒の願いを大切にし、多様で適切な教育の場を提供するとともに、社

会的な自立や参加を可能な限り実現するため、関係機関の連携による総合的な進路指導など、

教育の一層の充実を図る必要があります。 

医療的なケアが必要な子どもについては、幼稚園、保育園、認定こども園で受入れ体制が

整わず、希望園に入園できない場合もあるため、受け入れるための支援体制を整えるととも

に、関係機関と連携を図る必要があります。 

子どもの放課後支援については、事業所として受入れをしたくても場所やスタッフの確保

ができない状況があります。 

出典：千曲市障害者計画及び障害福祉計画（第５期）・障害児福祉計画のための意識調査 

 

 

※施策の方向は 34ページに記載 

 

 

 

 

 

18.2

21.2

57.6

3.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

地域の学校において、できるだけほかの児童・生徒と

同様の教育やサポートが得られる環境

地域の学校の特別支援学級において、

できるだけ専門的な教育やサポートが得られる環境

特別支援学校において、

専門的な教育やサポートが受けられる環境

その他

無回答

ｎ=33

子どもやご家族にとって、望ましい就学環境とはどのような環境だと思いますか。
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施策の方向 ●就学前、特別に配慮を要する幼児、児童並びに保護者等への相談支

援活動を推進します。 

●早期教育を総合的に推進するため、特別支援学校、障がい児施設、

保育所、幼稚園等と連携を強化します。 

●保育士の障がい理解と対応力（資質）向上を図るため、研修会等を

実施し、障がい児保育の充実に努めます。 

●教育支援委員会、各小中学校の校内委員会の活動を促進させ、障が

い児の就学相談の充実を図ります。 

●障がいの有無にかかわらず共生できる社会を目指して、特別支援学

級と校内の児童生徒や地域の人々との交流を促進します。 

●就学前の子どもについては児童発達支援、就学後の子どもについて

は、放課後等デイサービスの必要に応じた利用拡充に努めます。 

●医療的ケアの必要な子どもの保育園等への受入れについては、対象

児の状況を把握した上で、関係機関と連携し受入れ体制の調整に努

めます。 

●特別支援学校で学ぶ子どもたちが、居住地の小中学校で交流及び共

同学習ができる「副学籍」を推進します。 
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資 料 編 

  



 

 

36 

 
策定の経過 

 

 

月 日 会議等 主な検討事項等 

平成 29 年９月 27 日（水） 第１回 策定委員会 
障害福祉計画策定の趣旨

説明 

平成29年11月30日（木） 第１回 小委員会 
障害者計画素案の策定・

検討 

平成29年11月30日（木） 第２回 小委員会 
障害福祉計画・障害児福

祉計画素案の策定・検討 

平成29年12月20日（水） 第２回 策定委員会 
小委員会でまとめた計画

素案の決定、計画案を策定 

平成29年12月27日（水） 

～平成30年１月26日（金） 

パブリックコメント 

（市ホームページにより

意見を募集） 

 

平成 30 年 1月 15 日（月） 
地域自立支援協議会の意

見聴取 

計画案について検討 

平成 30 年２月 19 日（月） 第３回 策定委員会 

地域自立支援協議会での

意見、パブコメでの意見等

を踏まえ計画を策定・決定 

平成 30 年３月 
千曲市障害者計画を議会

へ報告 
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千曲市障害者計画策定委員会要綱 

 

平成 19年 2月 28日 

告示第 8号 

(設置) 

第 1条 障害者基本法(昭和 45年法律第 84号)第 11条第 3項の規定により千曲市障害者計画を策

定するため、千曲市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(組織) 

第 2条 委員会は、15人以内の委員で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 民生児童委員の代表 

(2) 保健、福祉団体等の代表者 

(3) 障害者団体の代表者 

(4) 学識経験者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

(会長及び副会長) 

第 3条 委員会に会長、副会長それぞれ 1名を置き、委員が互選する。 

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 

(任期) 

第 4条 委員の任期は、千曲市障害者計画の策定が終了するまでの間とする。 

(会議) 

第 5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

(庶務) 

第 6条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。 

(補則) 

第 7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 29年 8月 23日から施行する。 
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千曲市障害者計画策定委員名簿 

 

（任期：平成 29年９月 27日～平成 30年３月 31日） 

 団 体 名 氏  名 備 考 

 千曲市民生児童委員協議会 稲 玉 幸 信   

 千曲･坂城地域自立支援協議会 吉 川 正 徳   

◎ 千曲･坂城地域自立支援協議会 湯 原 明 雄   

○ 千曲市社会福祉協議会 北 島 利 幸   

 千曲市身体障害者福祉協会 安藤袈裟一郎  

 千曲市視覚障害者福祉協会 城 田 政 夫   

 千曲市聴覚障害者協会 池 田  晃   

 千曲市手をつなぐ育成会 佐 藤 幸 子   

 千曲市精神障害者家族会 小 瀧  廣   

 長野県稲荷山養護学校 増 澤 貴 宏   

 稲荷山医療福祉センター 岡 田  勝   

 公募 加 藤 真 澄   

◎会長 ○副会長 
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