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第 １ 章 計 画 策 定 の 基 本 的 考 え 方

Ⅰ 策定の趣旨

飯田市は、平成 13年度に「第３次飯田市障害者施策に関する長期行動計画(平成 13～22 年

度の 10 年間)」を策定し、関係機関や市民の皆様のご理解とご協力をいただきながら障害者施策

を進めてきました。

この間、わが国の障害福祉政策においては、平成15年度から障害（児）者がサービス提供事業

者と契約する支援費制度への転換が行われ、続いて、「障害者及び障害児がその有する能力及

び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とした

「障害者自立支援法」が平成 18 年４月から施行されたことにより、身体・知的・精神の三障害で

別々に実施されていたサービスが一元化されました。さらに、平成 22年 12月に同法が改正され、

利用者負担における応能負担の原則化や相談支援体制の強化等が図られるなど、様々な改革

が進められてきました。

また、国は平成 19年９月、障害者の人権を保障し、尊厳を尊重すること等を目的とした「障害者

の権利に関する条約」への署名を行い、その批准に向けて国内法の整備が求められる中で、平

成21年12月に内閣に設置された「障がい者制度改革推進本部」において、集中的な改革に向け

た論議がなされてきました。

それらを踏まえ、平成 23年８月に障害者基本法が改正され、「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を実現する」という基本理念が掲げられました。

そして、障害（児）者が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社

会生活を営む上で、心身の機能の障害による制限や社会的障壁をできるだけ除くとともに、地域

社会における共生の実現に向けた取組が打ち出されてきました。

こうした動きの一環として、平成 23 年には、「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（以下「障害者虐待防止法」と言います。）」が制定され、また、平成 24 年６月には、

障害者自立支援法に替わる「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

（以下「障害者総合支援法」と言います。）」が、公布されました。

このように、ここ数年の間において、障害福祉を取り巻く状況は、たいへん大きく変わってきまし

た。飯田市も、この大きな変化に対応して、平成18年度から平成24年度までの間に、障害者自立

支援法に基づく新サービス体系への円滑な移行を進めながら、障害(児)者が地域社会のなかで

自立し、安心して日常生活又は社会生活が営めるようになるための取組を行ってきましたが、より

一層の障害（児）者の自立と社会参加、共生のまちづくりを進めていくことが求められています。そ

こで、平成 25 年４月の「障害者総合支援法」の施行にあわせて、「第４次飯田市障害者施策に関

する長期行動計画」を策定することにしました。

Ⅱ 計画の位置づけ

この計画は、障害者基本法第 11 条第３項に定める、当市が行うべき障害者のための施策に関

する基本的な計画であり、長野県障害者プラン 2012 を受け、第５次飯田市基本構想基本計画の

「ともに支え合い 安心、安全に暮らせるまち」の姿を実現するために、「健やかに安心して暮らせ

るまちづくり」という政策のもと、障害福祉を推進するための個別計画で、飯田市地域健康ケア計

画と連動するものです。

Ⅲ 計画の期間

この計画の期間は、平成 25 年度から平成 34年度までの 10 年間とします。
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但し、この計画の進捗状況及び福祉政策や社会経済状況の変化等により必要がある場合は見

直しを行います。

Ⅳ 計画の進行管理

この計画は、この計画に基づき提供していく障害福祉サービス等の量の見込み（目標値等）や

具体的な取組を定める「障害福祉計画」を別に策定し、障害（児）者や関係者の皆さんの意見や

障害福祉を取り巻く状況の変化を反映しながら、進行管理していきます。

また、この計画に基づいて実施する事業は、第５次飯田市基本構想後期基本計画に位置づけ

て、行政評価の対象とします。

なお、新たな「障害福祉計画」を策定するまでは、平成 24年３月に策定した「第３期障害福祉計

画」を基本に、平成 25 年４月１日に施行される「障害者総合支援法」に的確に対応し、各種事業

の推進に取り組みます。

飯田市第３次障害者施策に関する長期行動計画期間中の主な動き

措置制度（平成 14 年度まで） ・行政が職権で必要性を判断し、サービスの種類等を決定

支援費制度（平成 15 年度以降） ・ノーマライゼーションの理念の下、障害者の自己決定を尊重し、利用者の

立場に立ったサービスを提供する事業者と契約する制度

平成 18 年度

障害者自立支援法

・障害種別に関わらず必要なサービスを利用できるよう、サービス利用の仕

組みを一元化

・もっとも身近な市町村が一元的にサービスを提供

・サービスの利用に対して、サービス量と所得に着目した負担を設定

・障害のある方の就労支援を抜本的に強化

・福祉サービスの支給決定の仕組みを明確

・障害福祉サービスの必要度を明らかにするため、「市町村審査会」の審査

と判断に基づき、障害程度区分（６段階）を認定

平成 22 年度

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

・ 負担能力に応じた負担が原則であることを明確化

・ 発達障害者が障害者の範囲に含まれることを明示

・ グループホーム、ケアホーム利用の際の家賃助成

・ 相談支援の充実

・ 障害児支援の強化

平成 23 年度

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

・ 障害者への虐待を発見した者に市町村への通報を義務付け

・ 虐待が疑われる家庭への市町村の立ち入り調査

平成 23 年度

障害者基本法の一部を改正する法律

・ 障害者の定義の見直し、地域社会における共生、差別の禁止

平成 24 年度

地域社会における共生の実現に向けて

新たな障害保健福祉施策を講ずるため

の関係法律の整備に関する法律

・ 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を追加

・ 障害支援区分の創設（Ｈ26 年４月～）

「障害者総合支援法」の基本理念

①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

②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

③可能な限りその身近な場所において必要な（中略）支援を受けられること

④社会参加の機会の確保

⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会にお

いて他の人々と共生することを妨げられないこと

⑥社会的障壁の除去

平成 25 年度

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）
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飯田市の障害者福祉に関する計画等の策定状況

年度（平成） 13～17 18 19 20 21 22 23 24 25 ～ 34

主な動き 障害者自立支援法 障害者総合支援法（平成 25 年４月１日施行）

障害者施策に関

する長期行動計

画

（障害者プラン）

飯田市第３次行動計画

（平成 13～23 年度）
策
定

飯田市第４次行動計画

（平成 25～34 年度）

＜定義＞市が行うべき障害者のための施策に関する基本的な計画（障害者基本法第 11 条第３項）

・飯田市第３次計画は、飯田市第５次基本構想前期基本計画期間の平成 23 年度まで延長しました。

・平成 24 年度は、障害者総合支援法への移行期間として、第３期障害福祉計画により対応しました。

障害福祉計画

策定義務なし

第３次行動計画

第１期計画
（18～20 年度）

第３次行動計画

第２期計画
（21～23 年度）

第３次行動計画

第３期計画*1
（24～25 年度）

第４次行動計画

第１期計画*2
（26～28 年度）

第４次行動

第２・３期計画

＜定義＞障害者施策に関する長期行動計画に基づくサービス等を提供していくサービスの量の見込みを定

め進行管理をしていくための概ね３カ年を期間とする計画

*1：第３期計画は、障害者総合支援法へのつなぎとして、24・25 年度の２カ年計画としました。

*2：第１期計画は、障害者総合支援法に基づき平成 26 年度から適用される支援区分（厚生省令）に対応する

ために、平成 25 年度に策定します。

飯田市基本構想 第４次 第５次（平成１9～28 年度） 第６次

「障害」という表記について
○ 障害や障害者と表記するとき、漢字のもつ意味合いから「障がい」というように、ひらがな交

じりなどで表現しようとする考えがあります。

○ 本計画は、障害者基本法などに基づく計画であり、また、ひらがな交じりなどで表現しようと

しても、「法令等で使用されている用語」などは漢字で表記することになりますので、それらの

表記が混在することになります。

○ 関係者の中にも様々な意見のある中で、本計画は「障がい」とひらがな交じりで表記するので

はなく、漢字で「障害」と表記することにしました。

○ 市としても引き続き、当事者の意向や国・県の動向を踏まえつつ、表記の見直しの必要性を含

めて検討していきます。
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第 ２ 章 障 害 者 福 祉 の 現 状 と 課 題

Ⅰ 飯田市における障害者福祉の現状

１．障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）所持者の推移

（１）身体障害者手帳 （身体障害者）

平成23年度末現在の身体障害者手帳所持者数は、5,267人です。少子高齢化の時代を迎え、

飯田市全体の人口の減少傾向と同様に、身体障害者手帳所持者も、減少傾向にあります。

（２）療育手帳 （知的障害者）

平成23年度末現在の療育手帳所持者数は、591人です。療育手帳を所持しなくてもサービス

や制度を利用できることから、新たに療育手帳を取得する者が少なくなっており、微減傾向にあ

ります。

（３）精神障害者保健福祉手帳 （精神障害者）

平成23年度末現在の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、491人です。精神障害者保健

福祉手帳の所持がサービスの利用の条件ではないため、精神障害者数全体を表す数値では

ありませんが、精神障害者保健福祉手帳所持者数は、増加傾向にあります。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数（年度末数）

単位：人

年度 人口

身体障害者 知的障害者 精神障害者 合計

人数
人口

比率
人数

人口

比率
人数

人口

比率
人数

人口

比率

１９ 106,543 6,976 6.5 697 0.7 379 0.4 8,052 7.6

２０ 105,867 7,161 6.8 694 0.7 458 0.4 8,313 7.9

２１ 105,372 7,122 6.8 688 0.7 462 0.4 8,272 7.9

２２ 104,771 5,608 5.4 683 0.7 483 0.5 6,774 6.5

２３ 104,291 5,267 5.1 591 0.6 491 0.5 6,349 6.1

＊平成22年度の身体及び平成23年度の知的の人数が大きく減少したのは、各データを精査したことによる。

２．身体障害者手帳等級別交付者数・障害部位別人数

平成23年度末現在の等級別の身体障害者手帳交付者数は、等級別で、１級から２級までの重

度が1,791人（34.0％）、３級から４級の中度が2,163人（41.1％）、５級から６級までの軽度が1,313

人（24.9％）となっており、その割合はほぼ横ばいの状態で推移しています。

また、部位別でみると、肢体不自由（上肢、下肢、体幹機能障害）が3,205人（60.9％）と最も多く、

次いで聴覚障害が857人（16.2％）、内部障害（心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸

小腸機能、小腸機能障害）が789人（15.0％）の順となっており、その割合もほぼ横ばい状態で推

移しています。

身体障害者手帳等級別交付者数（年度末数）

単位：人

年度 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

１９ 1,483 1,012 1,403 1,436 644 998 6,976

２０ 1,539 1,023 1,447 1,513 635 1,004 7,161

２１ 1,561 985 1,424 1,544 626 982 7,122

２２ 1,097 826 1,102 1,188 565 830 5,608

２３ 1,008 783 1,039 1,124 539 774 5,267
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障害部位別人数（年度末数）

単位：人

年度 視 覚 聴 覚 ろ う あ
平 衡

機 能

音 声 ・

言 語

そ し ゃ く

機 能

上 肢 体

不 自 由

下 肢 体

不 自 由

１９ 395 1,157 45 4 50 3 1,059 2,020

２０ 397 1,149 45 4 51 3 1,090 2,173

２１ 393 1,109 44 4 49 3 1,102 2,222

２２ 341 925 43 4 40 3 848 1,746

２３ 329 857 43 4 38 2 800 1,663

年度
体 幹

機 能

心 臓

機 能

腎 臓

機 能

呼 吸 器

機 能

ぼうこう・直腸小腸

機 能

小 腸

機 能
合 計

１９ 1,042 623 298 124 152 4 6,976

２０ 1,003 638 311 132 161 4 7,161

２１ 951 646 309 126 160 4 7,122

２２ 788 488 214 59 106 3 5,608

２３ 742 457 187 46 96 3 5,267

＊平成22年度から人数が大きく減少したのは、各データを精査したことによる。

３．知的障害者障害程度別療育手帳交付者数

平成23年度末現在の障害程度別の療育手帳交付者数は、等級別で、Ａ１の重度が176人

（29.8％）、Ａ２及びＢ１の中度が172人（29.1％）、Ｂ２の軽度が243人（41.1％）で、その割合はほぼ

横ばいの状態で推移しています。

知的障害者障害程度別交付者数（年度末）

単位：人

年度

Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 合計

18 歳

未満

18 歳

以上

18 歳

未満

18 歳

以上

18 歳

未満

18 歳

以上

18 歳

未満

18 歳

以上

18 歳

未満

18 歳

以上

１９ 69 188 5 12 56 163 43 161 173 524

２０ 64 192 3 14 53 166 38 164 158 536

２１ 60 194 3 13 51 166 34 167 148 540

２２ 58 207 2 7 50 118 70 171 180 503

２３ 64 112 2 7 45 118 88 155 199 392

＊平成23年度から人数が大きく減少したのは、各データを精査したことによる。

４．精神障害者保健福祉手帳等級別交付者数 ・ 自立支援医療「精神通院医療」受給者数

平成23年度末現在の等級別の精神障害者保健福祉手帳交付者数は、等級別で、障害の程度

が重い順に１級が309人（63.0％）、２級が140人（28.5％）、３級が42人（8.5％）で、その割合につい

ては、ほぼ横ばいの状態で推移しています。

また、精神通院医療受給者数は、平成23年度末現在1,335人です。現代のストレス社会等の影

響により、精神障害者保健福祉手帳交付者数の増加傾向を大きく上回る形で増えています。

精神障害者保健福祉手帳等級別交付者数 ・ 自立支援医療「精神通院医療」受給者数（年度末）

単位：人

年度 １級 ２級 ３級 合計 精神通院医療受給者数

１９ 253 110 16 379 878

２０ 309 130 19 458 1,028

２１ 308 130 24 462 1,089

２２ 308 138 37 483 1,274

２３ 309 140 42 491 1,335
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５．障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）年齢別所持者

（１）身体障害者手帳

平成23年度末現在の年齢別所持者の割合は、65歳以上の高齢者が全体の８割と大きな割合を

占めています。等級別の割合は、重度障害者（１級・２級）が34.0％、中度障害者（３級・４級）が

41.1％、軽度障害者（５級・６級）が24.9％であり、中度障害者の割合が最も高くなっています。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳年齢別所持者数

平成24年３月31日現在 単位：人

等級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 人数計 率

０～１９歳 18 25 15 6 1 7 72 1.4％

２０～３９歳 53 40 32 28 12 10 175 3.4％

４０～５９歳 127 78 82 96 73 40 496 9.0％

６０～６４歳 66 53 47 82 41 35 324 6.2％

６５歳～ 744 587 863 912 412 682 4,200 80.0％

合計 1,008 783 1,039 1,124 539 774 5,267 100.0％

（２）療育手帳

平成23年度末現在の年齢別所持者の割合は、19歳以下が232人（39.9％）、30～39歳が203

人（34.4％）と、40歳未満の割合が全体の約７割と大きな割合を占めています。

０～39歳の年代では、軽度（Ｂ２）、重度（Ａ１）、中度（Ａ２・Ｂ１）の順となっており、40歳以上の

年代では、中度（Ａ２・Ｂ１）、軽度（Ｂ２）、重度（Ａ１）の順となっています。

療育手帳所持者数

平成24年３月31日現在 単位：人

程度 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 人数計 率

０～１９歳 74 3 49 106 232 39.3％

２０～３９歳 61 4 46 92 203 34.4％

４０～５９歳 25 1 39 28 93 15.7％

６０～６４歳 5 1 13 9 28 4.7％

６５歳～ 11 0 16 8 35 5.9％

合計 176 9 163 243 591 100.0％

（３）精神保健福祉手帳

平成23年度末現在の年齢別所持者の割合は、40～59歳が193人（39.3％）で、最も高くなっ

ています。また、等級別の割合は、重い順に１級が309人（62.9％）、２級が140人（28.5％）、３級

が42人（8.6％）となっており、１級が全体の６割を超え、最も高くなっています。

精神保健福祉手帳持者数

平成24年３月31日現在 単位：人

等級 １級 ２級 ３級 人数計 率

０～１９歳 2 3 1 6 1.2％

２０～３９歳 61 40 9 110 22.4％

４０～５９歳 109 62 22 193 39.3％

６０～６４歳 24 15 5 44 9.0％

６５歳～ 113 20 5 138 28.1％

合計 309 140 42 491 100.0％

６．障害程度区分認定状況（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）

障害程度区分は、介護給付を行う際の介護の必要度を表すもので、６段階の区分（区分６が最

も必要度が高い）になっており、審査会を経て市が認定しています。

平成23年度末現在の障害程度区分の認定状況を障害別にみると、身体障害では区分６が33

人と最も多く、次いで区分３、区分２と続いています。知的障害では区分４が最も多く、次いで区分
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２と続いています。精神障害では、区分2が最も多くなっています。
障害程度区分認定状況

平成24年３月31日現在 単位：人

障害別 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

身体障害 7 20 25 11 15 33 111

知的障害 9 50 49 69 49 31 257

精神障害 29 38 11 1 0 0 79

合計 45 108 85 81 64 64 447

Ⅱ 飯田市第３次長期行動計画の取組とこれからの課題

飯田市第３次障害者施策に関する長期行動計画は、平成13年から10年間の計画でしたが、平

成15年度から進められてきた国の障害者政策の大きな転換期と重なったことから、飯田市でも障

害者自立支援法に基づく新サービス体系への移行を進めてきました。

それは、障害（児）者が地域社会のなかで自立し、安心して日常生活又は社会生活が営めるよ

うになることを目指して、「地域での自立した生活への支援」と「共生の環境づくり」を柱とした取組

です。

前者においては、日常生活の基盤を居宅において就労や社会参加などを支援する様々な新

サービス体系への移行を進め、平成24年度までに概ね整備ができました。後者においては、障害

への正しい理解、障害者の権利擁護、文化・スポーツなどの社会参加といった取組を行ってきまし

たが、障害(児)者への社会的障壁を取り除くことは緒についたばかりという状況です。

また、障害（児）者に関わる医療や保健,福祉及び生活に関わるあらゆる活動が、包括的、継続的、

体系的に行われるようになることをめざして、「地域リハビリテーション事業」を行ってきました。これ

までのところ、障害（児）者の一人ひとりへの対応が中心になっていますが、この事業を続けるなか

で、関係者の連携や情報共有が進むとともに、制度の狭間になる問題への対応も行うようにしてい

ます。

今後、これまでの取組の成果を生かすとともに、「障害者総合支援法」に基づいた取組を適切

かつ円滑に行いながら、様々な課題への対応を進めていく必要があります。

１．地域での自立した生活への支援

（１）取組の概況

地域での自立した生活には、居宅生活、就労、社会参加などへの支援が必要です。これまで、

障害（児）者本人に対する介護や介助、家事などの生活行動の訓練、補装具や生活用具を利

用した身体的障害の軽減、就労の場の提供、就労に向けた訓練、外出行動への援助、経済的

援助などのサービスを提供できるようにしてきました。また、障害者の家族や養護者の皆さんの

負担を軽減するサービスも提供しています。

また、飯伊圏域障害者総合支援センターを設置して、それぞれの障害の程度や生活環境の

状況に応じた適切なサービスが利用できるように取り組むとともに、南信州広域連合地域自立

支援協議会を設立して、サービス提供事業者、関係機関、関係者等が情報を共有し連携する

ための体制づくりを進めてきました。

（２）今後の課題

障害（児）者が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送るためには、今まで以上にそれ

ぞれの障害の程度や生活環境の状況に応じた総合的な支援サービスを適切に利用できるよう

にしていくことが求められています。

また、障害者の地域における自立と社会参加をさらに推進するには、働きたい意欲を持つと

ともに、その技術や特技、持てる能力を生かした就労ができるようにしていくことが重要です。

さらに、長期にわたり施設などに入所・入院している場合、地域生活への移行に際して、生活

の場の確保が困難であることや、家族等の理解が得られないなどの問題があります。
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こうした課題に対応していくために最も大切なことは、「０歳からの様々なライフステージに沿

った途切れない支援」を行えるようにしていくことです。そのためには、一人ひとりの生活全体を

総合的に支援するサービス計画作りとそれを支える相談支援の充実、サービス基盤及びサービ

ス提供者や関係機関等の連携によるサービス供給体制を整備する必要があります。また、切れ

目のない支援を行えるように、福祉・医療・保健・教育・労働などの関係者の連携を強化していく

必要があります。

①相談支援の充実

障害者総合支援法は、障害（児）者一人ひとりに適したサービスを的確に提供していくため

に、個人ごとの「サービス利用計画」を作ることを求めています。サービス利用計画は、支援

する側の判断ではなく、障害（児）者が自分の生活を自らの意思で選択・決定できるものであ

ることが大切です。本人の権利を擁護する立場に立って相談支援を行い、生活全体を総合

的に支援するサービス計画を作ることが必要です。

そのため、相談支援の重要性が増しています。相談支援事業者の人材(量)とスキル(質)の

確保による充実を図ることが必要です。そして、相談支援の充実に合わせて、サービス提供

者や関係機関等が連携し、地域のサービス供給体制を整えていけるように、南信州広域連

合地域自立支援協議会の役割や飯伊圏域障害者総合支援センターの機能の強化を図って

いく必要があります。

②就労支援の充実

就労は、障害（児）者の地域における自立と社会参加を推進する上で、大きな役割を持っ

ています。働きたい意欲を持つとともに、技術や特技、持てる能力を生かした就労への支援

を強化充実していく必要があります。しかし、世界的な景気後退などの影響から、雇用環境は

厳しい状況が続いており、障害者の雇用を取り巻く環境も一層厳しさが増しています。

そうした中でも、「障害者の雇用の促進等に関する法律」や、「国等による障害者就労施設

等からの物品等の調達の推進等に関する法律」により、障害者の雇用機会の拡大を図る制

度が進められており、地域社会の中で、障害者が働けるような場や仕事を作り出していく努力

を続け、就労を支援していく必要があります。

③障害支援区分等への対応

障害者総合支援法では、これまで障害の程度によって区分されてきた障害（児）者への支

援が、「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支

援の度合いを総合的に示すもの」として「障害支援区分」に改正されました。この「障害支援

区分」の具体的な内容は、厚生労働省令で示され、平成26年４月から適用されます。また、

制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に難病等が加えられるなどの整

備がなされました。

これらは、障害者自立支援法で行われた三障害（身体・知的・精神）の一元化に続く大きな

変更であり、適切な対応をしていく必要があります。

④入所・入院等からの地域生活への支援と定着

長期にわたり施設などに入所・入院している障害（児）者の場合、地域生活への移行に際し

て、生活の場の確保が困難であることや、家族等の理解が得られないなどの問題があります。

また、障害者総合支援法では、地域移行支援の対象が拡大されました。

障害（児）者の地域生活への移行が円滑に進むように、福祉・医療・保健・教育・労働等な

どの関係者の連携を強化して、支援していく必要があります。

２．切れ目のない支援体制の充実

（１）取組の概況
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障害（児）者が、住み慣れた地域でそこに住む人々とともに、一生安全にいきいきとした生活

が送れるような支援は、障害（児）者の生活に関わる福祉・医療・保健・教育・労働・その他のあ

らゆる支援活動が、障害（児）者のニーズに対して、身近で素早く、包括的、継続的、体系的に

行われることが望まれます。こうした支援活動のあり方は、「地域リハビリテーション」と言われて

います。

飯田市は、平成２年から、地域内の福祉施設や医療機関等の理学療法士や作業療法士等

の皆さんと連携して、障害を持つ皆さんの心身機能の向上や回復を図るために、「地域リハビリ

テーション事業」を行ってきました。

心身機能に障害を持つ皆さんへの支援は、福祉施設のスタッフや家族など、障害（児）者本

人に関わる人を対象に、生活しやすい環境の整え方や介助技術及びアクティビティの指導、心

理的支援などを行っています。また、児童の発達支援においては、早期に発見し、療育につな

げる取組を行っています。こうした取組を継続しているなかで、「地域リハビリテーション」の考え

方に基づく取組の重要性が認識されるようになっています。

（２）今後の課題

近年、社会にある様々なストレスや危険が増えており、誰しもが障害を持つ可能性も高くなっ

ています。そのため、早期発見、早期治療が重要になってきています。例えば、職場でのメンタ

ルヘルスが取り組まれているように、予防活動も大切になっています。

こうした社会的な状況をふまえると、障害（児）者が安心して地域生活を送るためにはもちろん

のこと、障害の早期発見、早期治療、予防などの活動においても、地域内の福祉・医療・保健・

教育・労働等の関係機関や関係者が、連携して支援していく体制の整備と強化に取り組んでい

く必要があります。

① 地域リハビリテーションの推進

障害を早期に発見し、早期の治療につなげていくために、また、一人ひとりの障害（児）者

の状況をふまえながら適切な支援を行っていくために、地域リハビリテーションを推進していく

必要があります。

② 重度障害・発達障害・高次脳機能障害・難病などの多様な障害に対する支援

障害者総合支援法では、これまで福祉と医療の制度の狭間にあった難病患者や重度の知

的障害及び重度の精神障害等への支援も広げられました。そのために関係機関等が連携を

密にして、切れ目のない適切な支援を行っていく必要があります。

③ 地域内の福祉・医療・保健・教育・労働等との連携強化

０歳からの様々なライフステージに沿った支援を行っていくためには、地域の様子を知って

いる地域内の福祉・医療・保健・教育・労働等関係機関や関係者が、連携して関わっていく

体制の整備と強化を進めていく必要があります。例えば、介護保険制度において整えられて

いる地域包括支援センターのような機能を整備していくことなどの検討も必要です。

３ 共生の環境づくり

（１）取組の概況

障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生す

る社会を実現するためには、障害という状態や障害（児）者への理解を深め、地域社会の様々

な場面で交流を重ねることにより、偏見や社会的障壁を解消していくことが大切です。

障害（児）者の団体や障害福祉サービス事業者とともに、障害（児）者がその能力を社会にア

ピールするために、文化祭やスポーツ大会や様々な社会参加活動、啓発事業を行ってきました。

一方、障害（児）者自身の社会参加への意欲や実践も進み、障害者自身が街中に店舗を設け

地域の人たちと接したり、自慢できる製品を販売したりといった主体的取り組みも進んでおり、パ
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ラリンピックの代表選手になって活躍する人なども現れるようになっています。こうしたことを通じ

て、障害への理解は広まりつつあります。

また、障害（児）者の権利擁護を進めるために、平成24年10月１日から「飯田市障害者虐待

防止センター」を設置し、成年後見支援センター設立の検討を進めています。

しかし、平成２１年度に内閣府で行った障害（児）者を対象としたアンケートでは、７割が「障害

を理由とする差別や偏見を受けたことがある」と答えているように、いまだに学校や職場など社

会生活の中において、障害（児）者とそうでない人とが区別されることが多く、依然として障害を

理由に不利益を余儀なくされる事態があります。特に、「見えない障害」への理解は、進んでい

ない状況にあります。

（２）今後の課題

障害者基本法第２条は、社会的障壁を「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と定義してい

ます。

障害や生きづらさを単に個人の問題とするのではなく、社会環境との関係の中でとらえ、障害

（児）者もそうでない人も、その両者を含めた人の暮らしを考え、合理的配慮に基づき障害（児）

者に対する差別の解消や、社会的障壁の除去が求められています。障害という状態や障害

（児）者への理解を深めるとともに、地域社会の様々な場面で交流を重ねることにより、ノーマラ

イゼーション1やソーシャル・インクルージョン2の理念の浸透を図っていく必要があります。

①障害（児）者の権利擁護の促進

障害（児）者が、地域で安心して生活していく為には、適切なサービスが選択できるとともに、

財産や権利が守られなければなりません。障害（児）者の地域生活への移行が益々進む今、

障害者と介護者を狙う悪徳商法や詐欺、虐待等の権利侵害といった問題が増加することが

予想され、障害（児）者に対する権利擁護の重要性が増しています。そのため、本人に代わ

ってその権利を守る制度を整え、利用しやすくしていく必要があります。

また、今までは家族間で支え合うことがあたり前のように行われてきましたが、核家族化など

家族形態の変化により、家族がその役割りを担うことが困難になり、成年後見制度のニーズが

増えることも予想されます。

障害者基本法の基本理念である「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を尊重するた

めに、障害(児)者の権利擁護を喫緊の課題として、対応していく必要があります。

②障害への理解の促進と社会参加の推進

障害（児）者が、地域社会の一員として活動していくためには、人々が障害に対する正しい

理解を持つことが大切です。そのためには、啓発や教育を通じた理解を促進していくことはも

ちろん、障害（児）者自身が主体的に社会参加をしていくことも大切なことです。

効果的な啓発活動を行うとともに、障害(児)者が地域の構成員としての役割が担えるような

仕組みづくりへの取り組みをしていく必要があります。

③その他の障壁の除去

障害（児）者が、安心して地域生活を送るためには、情報へのアクセスの確保、建築物等

のバリアフリー化、防災や災害時の支援体制の整備などを推進していく必要があります。

1
ノーマライゼーション

「障害がある人もない人も、誰もが個人の尊厳を重んじられ、地域の中で同じように生活を送ることができる条件を整えるべきであり、

共に生きる社会こそが正常である」という考え方。また、そのような社会づくりを推進すること。
2

ソーシャル・インクルージョン

「包み込むこと」という意味で、「障害者施策の包括化」の意味で用いられることもあり、障害の有無に関係なくすべての人が社会の

中で生活し、そのニーズに応じた地域生活支援を受けられるようにしていくこと。



12

４ 障害者とその介護者の高齢化

飯田市における高齢化率(６５歳以上の人口割合)は、平成２３年１０月末現在、28.1％であり、国

平均より約５%高い水準にあります。また、三障害全体での年齢別構成をみても、65歳以上が

68.9％を占めています。今後更に障害者や、その介護者の高齢化が進むことが予想されます。

こうした急速な高齢化の進展により、障害者団体の存続への影響、障害福祉サービスと介護保

険サービスとの関係の見直し、高齢化に伴う一般的な身体機能の劣化と障害との区別の問題など、

いろいろな問題が生じつつありますが、これらの問題は、障害福祉の分野だけで対応や解決がで

きるものではありません。

しかし、このような問題への対応は、まさにノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョン

の考え方が求められるものです。そのような関心を持ちながら、障害福祉の分野からもアプローチ

していく必要があります。
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 と 基 本 的 な 視 点

Ⅰ 計画の基本理念

みんなちがって、みんないい。ともに暮らす結いのまちづくり

私たちの地域に息づいている結いの力を生かしながら、障害（児）者もそうでない人も、

お互いに個性を尊重し、支え合い、一人ひとりが地域社会の一員として、すこやかに安

心して暮していけるまちを目指します。

Ⅱ 計画の基本的な視点

１．地域での自立した生活への支援

障害（児）者が、地域の一員として、自分らしく暮らしていけるよう、必要な障害福祉サ

ービスを受けることができる基盤や体制の充実を図るとともに、就労を始めとする多様な

ニーズに応じた支援を行います。

２．障害（児）者の人権の尊重と社会参加の促進

障害及び障害（児）者に対する市民の正しい理解を深めるとともに、障害を理由とし

た不利益な扱いや虐待を受けることがないよう、障害（児）者の権利を擁護する取り組み

を進めます。

また、障害の特性に応じた情報提供や情報保障に関する施策を充実するとともに、

障害（児）者が文化・スポーツを始め様々な分野で活躍できるように、主体的な社会参

加の促進を図ります。

３．切れ目のない支援の充実

障害を個人の問題ととらえず、障害の予防や早期発見、早期療育を推進し、ライフス

テージに応じた切れ目のない総合的な支援ができるようにするため、地域内の福祉・医

療・保健・教育・労働等の関係機関との連携を強化し、体制づくりを進めます。

４．誰もが暮らしやすい地域づくりの推進

障害（児）者にとっての安全で安心して暮らせるまちづくりの推進は、障害の有無に

関わらず、すべての人にとっても暮らしやすいやさしいまちづくりです。障害者を取り巻

く様々な心理的、物理的障壁を取り除くとともに、日ごろから障害（児）者も地域社会の

一員として暮らしていけるような支え合いの地域づくりを進めます。
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基本理念 基本的視点

バリアフリーの推進

防災・災害時の支援体制づくり

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い

地
域
づ
く
り
の
推
進

切
れ
目
の
な
い
支
援
の
充
実

Ⅳ－１ 地域生活を支える環境の整備

情報保障など合理的配慮により社会障壁のない

社会への推進

移動手段の確保と助成

Ⅳ－２ 安全で暮らしやすい生活環境の整備

れない支援体制の構築

施 策 体 系

早期発見・早期療育への支援

重度障害への支援

地域移行・地域定着への支援

福祉に関わる人材の養成

Ⅱ－２ 社会参加の推進

障害（児）者が取り組む活動への支援

地
域
で
の
自
立
し
た
生
活
へ
の
支
援

相談支援体制づくり

啓発活動

権利擁護への取組と成年後見制度の利用の促進

障
害

者
の
人
権
の
尊
重
と
社
会
参
加
の
促
進

Ⅱ－３ 障害及び障害（児）者に対する理解の普及啓発

ボランティア活動の推進

コミュニケーション支援体制の充実

福祉教育の推進

Ⅱ－１ 障害（児）者の権利擁護の推進

移動支援体制の充実

福祉的就労の場の確保

不足するサービス供給への対応

障害者虐待防止の推進

施 策 の 方 向 性 と 重 点 的 な 取 組

雇用の促進

Ⅰ－１ サービス提供基盤の整備と充実

サービス提供体制の整備

Ⅰ－２ 雇用・就労支援の推進

相談支援体制の充実

公費負担医療制度等の充実

地域リハビリテーションの充実

Ⅲ－３ 地域内の福祉・医療・保健・教育・労働等との連携強化

Ⅲ－１ 地域リハビリテーションの推進

Ⅲ－２ 重度障害・発達障害・高次脳機能障害・難病などの多様な

み

ん

な

ち

が

て

、
み

ん

な

い

い

。
と

も

に

暮

ら

す

結

い

の

ま

ち

づ

く

り

母子保健事業への支援

「０歳から」の様々なライフステージに沿った途切

障害（児）者医療の充実

スポーツ・文化芸術活動の振興の支援

障害に対する支援

難病への理解と支援

特別支援教育の推進

発達障害への理解と支援

高次脳機能障害への理解と支援

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

（児）

つ
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第 ４ 章 施 策 の 方 向 性 と 重 点 的 な 取 組

Ⅰ 地域での自立した生活への支援

障害（児）者が、地域の一員として、自分らしく暮らしていけるよう、必要な障害福祉サー

ビスを受けることができる基盤や体制の充実を図るとともに、就労を始めとする多様なニー

ズに応じた支援を行います。

Ⅰ－１ サービス提供基盤の整備と充実

《 施策の方向性 》

本計画の基本理念を具現化し、障害（児）者の地域生活を支えるためには、サービス基盤整備

の充実が必要です。障害者総合支援法では、可能な限り障害（児）者が暮らす身近な場所におい

て支援を受けられることが基本理念とされています。

近年の居宅介護利用の伸びや、ケアホーム・グループホームの新設及び利用人数の増加から

も地域でサービスを利用しながら生活する障害（児）者が増えており、地域生活への移行や自立

への支援が進んでいることがわかります。

こうした動きを促し、適切な支援サービスを利用できるように、相談支援体制の充実や不足して

いるサービス提供体制の整備、福祉人材の育成・資質向上に取り組み、障害者が地域社会の一

員として活躍できる環境を整えていく必要があります。

《 重点的な取組 》

１．サービス提供体制の整備

（１）グループホーム等利用者に対するサービス提供体制の整備

①グループホーム等を利用する障害者の高齢化や重度化に対応できる支援体制づくりを進

めます。

②障害の状態に即したサービスを提供できるように、外部サービスの利用や介護保険優先の

考え方を検証していきます。

（２）重度障害者に対するサービス提供体制の拡大

①重度訪問介護の対象者を、重度の知的障害者・精神障害者にも拡大します。

（３）重症心身障害（児）者の地域生活の支援

①重症心身障害（児）者等支援事業（地域福祉総合助成金交付事業）による支援の実施状

況を検証し、適切な地域生活が送れるように支援します。

②レスパイトケア（短期入所等）の利用促進に向けた支援体制を整えていきます。

２．相談支援体制の充実

（１）計画相談・障害（児）者の相談体制の充実

①市内３ヶ所にある、身障・知的、精神、療育の各総合支援センターを中心に、障害（児）者

の自立した生活への支援を充実していきます。

②障害（児）者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、障害福祉サービスを利用

するすべての人に対し、サービス等利用計画が作成できる支援体制を整備していきます。
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（２）相談支援専門員の養成と資質向上

①地域において相談支援専門員の人材の確保に努めるとともに、資質向上のための研修会

等を開催していきます。

②地域におけるサービス提供事業者や相談支援専門員のネットワークづくりを進めます。

３．地域移行・地域定着への支援

（１）地域生活への円滑な移行の支援

①社会的入院や入所をしている障害（児）者が、円滑に地域生活へ移行できるように「地域移

行支援」を推進します。

（２）地域定着の支援

①単身生活者や地域生活が不安定な障害（児）者に対して、常時連絡体制を整備し、緊急

時等の相談に応じる「地域定着支援」を推進します。

（３）施設退所の障害（児）者に対する支援体制づくり

①保護施設や矯正施設等を退所する障害（児）者に対する支援体制づくりを行います。

４．福祉に関わる人材の養成

（１）福祉人材の養成

①南信州広域連合地域自立支援協議会、飯伊圏域障害者総合支援センターによる研修を

中心に福祉人材の養成を推進します。

（２）福祉の仕事に対する理解

①中学生、高校生や福祉に関心のある一般求職者に対し、福祉の職場体験の機会を提供

し、福祉の仕事に対する理解を深めます。

５．不足するサービス供給への対応

（１）不足するサービス供給に対応する体制の強化

①当圏域で不足しているサービスについて、当事者をはじめとした関係者、連携機関等を

構成員とし、三障害・就労・療育・権利擁護・人材育成など専門分野ごとの部会を設置す

るなど、地域の課題を把握、集約、協議する体制を強化します。

Ⅰ―２ 雇用・就労支援の推進

《 施策の方向性 》

障害（児）者が社会の一員として、その適性と能力に応じて可能な限り就労することは、地域

で自立した生活を営むことができるための経済的な基盤としての所得の確保や、働くことによる

生きがいの獲得など極めて大切なことです。

障害（児）者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」などにより、企業に

おける社会的責任の浸透や、コンプライアンスの徹底に伴い、障害（児）者雇用に対する企業

の意識の向上が見られます。

しかしながら、障害（児）者の一般就労への希望は高いものの、現実の就業状況や、雇用へ

の道は、大変厳しいものとなっています。

そのため、一般企業に雇用されることが困難な障害（児）者に対して、就労の機会や生産活

動等の機会を提供することにより、その知識や能力の向上を図る訓練等を行う就労継続支援の
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利用者は、ここ数年で増えており、平成 22年度から 23年度にかけての延べ利用人数は 1.5 倍

となっています。サービス提供事業所の新設もあり、さらなる利用者の増が見込まれます。

今後、障害（児）者の雇用を進めている一般企業に対する入札制度等の優先的な対応を講

じるなど、就業の場の確保に向けた積極的な取り組みを行っていく必要があります。また、障害

福祉サービスの一つである訓練等給付或いは地域生活支援事業への助成を行うなど、福祉的

な就労の場の確保や就労を容易にする就労環境の整備についても、更に推進していく必要が

あります。

《 重点的な取組 》

１．雇用の促進

（１）啓発活動の推進

①事業主や共に働く人々への広報活動を推進します。

・障害者雇用に係る各種助成制度について周知

・職場定着のための支援（ジョブコーチ）

②公共機関等での積極的な取り組みを推進します。

・公共機関等での積極的な雇用

・障害者雇用率による入札制度（総合評価制度）

・障害者就労施設等からの物品等の調達

（２）職業紹介・相談機能の充実

①教育、福祉、労働等の機関の連携を強化します。

・総合支援センター、ハローワークとの連携強化

・長野障害者職業センター等の活用

・パーソナルサポートセンターの活用

２．福祉的就労の場の確保

（１）各種就労支援サービスの提供

①職場体験、 活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な各種

訓練のサービス給付の支給決定を進めます。

②地域生活支援のサービス事業内容の機能強化、基盤整備などへの支援を行います。

（２）工賃アップに向けた障害福祉サービス事業所間の連携の推進

①地域内外での事業所間の連携を促進し、事業所間での協力体制づくりを支援します。
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Ⅱ 障害（児）者の人権の尊重と社会参加の促進

障害及び障害（児）者に対する市民の正しい理解を深めるとともに、障害を理由とした

不利益な扱いや虐待を受けることがないよう、障害（児）者の権利を擁護する取組を進め

ます。また、障害（児）者が社会の様々な分野で活躍できるように、主体的な社会参加の

促進を図ります。

Ⅱ－１ 障害（児）者の権利擁護の推進

《 施策の方向性 》

障害（児）者もそうでない人も共に暮らす共生社会の実現のためには、社会を構成するすべ

ての人々が、障害や障害（児）者について正しく理解していることが大切です。

障害者週間での啓発活動や権利擁護に関する学習会の開催、学校における障害（児）者理

解の推進に取り組んでいます。また、飯田市は、平成 24 年 10 月１日に障害者虐待防止センタ

ーを設置するとともに、成年後見センターの開設に向けた準備を進めています。

ノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョンの理念のもと、当たり前に地域で生活す

る共生社会を実現する為に、相互に人格と個性を尊重し共に支えあう意識を持てる地域社会の

構築を推進していきます。

《 重点的な取組 》

１．相談支援体制づくり

（１）特定計画相談事業所及び相談支援専門員の量的拡大

①障害（児）者が相談支援者を選択できるように、特定計画相談事業所及び相談支援専門

員の量的拡大を図ります。

（２）基本相談体制の充実

①飯伊圏域障害者総合支援センターを中心に、地域に暮らす障害（児）者が社会の一員とし

て安心して生きがいを見出すことを支援していきます。

２．権利擁護への取組と成年後見制度の利用の推進

（１）権利擁護を支援する体制の整備

①南信州広域連合地域自立支援協議会に権利擁護部会を設置します。

（２）成年後見人制度の利用の支援

①成年後見センターを早期に開設します。

②成年後見制度支援事業活用を進めます。

３．虐待防止の推進

（１）飯田市障害者虐待防止センターの機能の強化

①障害者虐待の通報や届け出を受理します。

②虐待を受けた障害（児）者を保護するための相談、指導及び助言を行います。

③障害（児）者虐待防止や家族などへの支援に関する広報や啓発を行います。
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（２）障害者虐待防止のためのネットワークの構築

①関係機関との連携を図り、障害者虐待防止のためのネットワークの構築を目指します。

Ⅱ―２ 社会参加の推進

《 施策の方向性 》

平成 19 年に飯田市が実施した障害者実態調査によると、住み慣れた家で家族と暮らすこと

を約78％が希望しています。そして、施設入所を希望しているのは約７％と1割にも満たない結

果が示すものは、障害（児）者にとって地域社会の中で主体的な生活を送り、積極的に社会に

参加することが障害（児）者の「ノーマライゼーション」の実現であり、お互いに個性を尊重し、支

えあいながら、共に生きる地域を作ることになります。そのためには、意思疎通支援や外出支援

が大切です。

一方、平成 23 年８月に施行されたスポーツ基本法の趣旨を踏まえ、飯田市にも電動車椅子

サッカー日本代表選手やパラリンピック日本代表選手として、活躍する障害者の方がいます。ま

た、文化的な活動においても、県の文化芸術祭で入賞される方など、写真や手芸、絵画といっ

た芸術分野で活躍する障害（児）者も増えており、多くの人々の励みにもなっています。

引き続き、障害の種類や軽重に応じて、身近な地域で自主的かつ積極的にスポーツや文化

活動を行うことができる場や機会を増やしていくとともに、障害（児）者もそうでない人も同じ立場

で様々な分野の活動に参加できる環境を、推進していく必要があります。

《 重点的な取組 》

１．障害（児）者が取り組む活動への支援

（１）障害（児）者自ら参加するボランティア活動等による社会参加の推進

（２）障害（児）者が企画する啓発活動への支援

（３）障害（児）者団体、家族会等の主体的な活動や相互交流の推進

①障害（児）者団体、家族会等の主体的な活動や相互交流が盛んになるように、飯伊圏域障

害者総合支援センターとの連携を図り、支援や事業を推進します。

２．コミュ二ケーション支援体制の充実

（１）手話通訳、要約筆記の体制の充実

（２）情報バリアフリーのための研修会等の開催

（３）盲導犬、聴導犬給付事業の充実

（４）多くの情報を得られる事業の充実

①声の広報等の事業を展開します。

３．移動支援体制の充実

（１）経済的負担の軽減及び社会活動の範囲の拡大

①タクシー券を交付します。
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（２）補助犬に対する啓発の実施

①補助犬の同伴や受入等を理解し、協力を得られるような啓発を行います。

（３）社会参加のための外出の支援

①屋外での移動が困難な障害（児）者が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の

外出を支援します。

４．スポーツ・文化芸術活動の振興の支援

（１）各種行事への支援

①障害者スポーツ大会、文化芸術祭などへの支援や協力を行います。

（２）スポーツ施設等のバリアフリーの促進

①体育館などのスポーツ施設における段差解消等ハード面の整備を促進します。

（３）各種競技大会出場者への支援

①国際大会、全国大会等の各種競技大会出場者を支援します。

（４）障害者スポーツ指導員の養成の支援

Ⅱ－３ 障害及び障害（児）者に対する理解の普及啓発

《 施策の方向性 》

障害（児）者もそうでない人も共に暮らす共生社会の実現のため、地域社会を構成する人々

が障害や障害のある人への理解を深め、地域社会の様々な場面で交流を重ねることにより、偏

見や社会的障壁に気づき、解消していくことが必要です。

様々な取組により、中学生の職場体験学習に福祉施設が選ばれたり、個性や特技が認めら

れ作品が人気になったり、良い品物だからと福祉製品が購入されたり、少しずつ日常生活の中

に触れ合ったり、知り合える機会が広がりつつあります。

こうした普及啓発活動を進めることによって、多くの人々が、交流体験の素晴らしさや大切さ

などに興味や関心を高めるきっかけとなり、具体的な次の行動につなげていくことが必要です。

また、福祉に関心のある人だけでなく、これまで気づかなかった人々も興味関心を持ってもらえ

るような情報発信や啓発活動を推進していく必要があります。

《 重点的な取組 》

１．啓発活動

（１）啓発広報の展開

①障害者週間・人権週間に障害及び障害（児）者への理解を深め、共に地域を支える仲間と

して尊重しあえる関係づくりと「完全参加と平等」1の実現に向けた啓発・広報活動を重点的

に実施します。

②障害者雇用支援月間、人権について考える協調月間や精神保健福祉普及運動などにお

いて、講演会等を実施する等、障害（児）者等への理解を進める啓発活動を行います。

1
「完全参加と平等」

1981年国際障害者年に指定されたテーマで、主な内容に“障害者の身体的及び精神的な社会適合の援助”や“就労の機会保障”な

どが議決された。
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③「広報いいだ」、「社協報」等による啓発を推進します。

（２）住民参加による学習の実施

①社会福祉協議会による出前福祉講座等を充実し、住民参加による正しい知識の普及と理

解の促進を図ります。

（３）福祉関係職員等の意識向上

①障害や障害（児）者施策についての知識の普及や意識の向上を進めます。

②ボランティア活動への参加を促進します。

（４）障害及び障害（児）者に対する正しい理解の普及

①障害（児）者の活動を広く周知し、障害（児）者とそうでない人が接する機会を多く確保しな

がら、障害及び障害（児）者を正しく理解してもらえる諸活動を展開します。

・障害（児）者の芸術創作活動や就労の紹介イベント

・制作した商品の販売会等のイベント

②福祉販売、障害者文化祭への参加を促進します。

２．福祉教育の推進

（１）学校における福祉教育の推進

①総合学習の時間帯を有効活用して、飯田養護学校と小中学校・特別支援学級と校内他学

級との交流推進を支援します。

②飯田養護学校の生徒の居住地学校との交流を推進します。

③手話教室、車椅子体験やアイマスク体験等の障害疑似体験を行うなど、福祉活動体験講

座を充実していきます。

（２）地域における福祉教育の推進

①企業ボランティアとの連携した活動を強め、障害（児）者と接することにより理解する機会を

増やすボランティア休暇等の普及、活用を推進します。

②企業や地域の生涯学習のなかで、手話教室、車椅子体験やアイマスク体験等の障害疑似

体験を行うなど、福祉活動体験講座を充実していきます。

③地域の支え合いを広げることによる障害（児）者等への理解を推進します。

④これからの世代を担うこども達への福祉教育の充実を図ります。

⑤障害（児）者と障害のない人が共に参加する文化活動の機会を支援します。

３．ボランティア活動の推進

（１）ボランティアの育成

①手話通訳、要約筆記の奉仕員等を養成する講習会の充実を図ります。

②社会福祉協議会を中心としたボランティアセンター等の活動を支援します。

③ボランティアコーディネーターなどの人材の育成を進めます。

④ボランティアの資質向上につながる学習会を開催します。

⑤障害特性やニーズに対応できるボランティアを育成と活用を進めます。

⑥発達障害サポーターの養成と活用を進めます。

⑦学校、企業等の多様なボランティア活動機会の充実を図ります。

（２）ボランティア活動の支援

①ボランティアセンター機能の充実を図ります。

②地域福祉活動を担う活動団体の積極的な活用と支援体制づくりを進めます。
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Ⅲ 切れ目のない支援の充実

障害を個人の問題ととらえず、障害の予防や早期発見、早期療育を推進し、ライフステ

ージに応じた切れ目のない総合的な支援ができるようにするため、地域内の福祉・医療・

保健・教育・労働等の関係機関との連携を強化し、体制づくりを進めます。

Ⅲ－１ 地域リハビリテーションの推進

《 施策の方向性 》

近年、脳血管疾患や精神障害、発達障害などの増化や高齢化の進展を背景として、早期発

見・早期治療・早期療養や予防だけでなく、慢性期の生活の質（QOL）1向上に向けて、地域に

おけるリハビリテーションのニーズが増加してきています。

障害の軽減を図り、自立を促進するとともに、障害の早期発見、早期治療や予防などを行っ

ていく上で、障害の発生予防から社会復帰の為のリハビリテーションにいたる幅広い取り組みを

進めることは、不可欠で重要な課題です。また、福祉との緊密な連携による保健、医療施策の

総合的な展開を図る必要があります。

《 重点的な取組 》

１．地域リハビリテーションの充実

（１）生活の質（ＱＯＬ）の向上を図るリハビリテーションの充実

①予防期から終末期まで、本人の年齢や身体の状況、取り巻く環境に合わせたリハビリテー

ションの充実を図ります。

（２）地域リハビリテーション力の向上

①障害の発生から社会復帰に至るまでの相談、リハビリテーションによる支援ができるシステ

ムの整備を進めます。

②身体・知的・精神と発達障害も含めた全ての障害（児）者が、予防期から終末期までを地域

で安心して暮らしていけるように、地域リハビリテーション事業を展開します。

③介護分野におけるリハビリテーションの充実を図ります。

④乳幼児期から老年期、予防期から終末期までの障害（児）者の生活の質（ＱＯＬ）を高め、

活き活きした生活を地域でおくるためのニーズに応えられるように、理学療法士（PT）2、作

業療法士（OT）3、言語聴覚士（ST）4等の地域リハビリテーションスタッフの拡充を図ります。

1
生活の質（ＱＯＬ）

生活者自身が感じる満足度、安定感、幸福感などを規定する諸要因の質。日常生活の向上にとどまらず、文化活動、家庭等非物質

的側面も含め、障害者の社会生活の質的向上が必要であるという概念。Quality Of Life の略。

2
理学療法士（PT）

身体に障害のある人等に対し、治療的な運動等を行わせるとともに、電気・温熱などの物理的手段を加えることにより、基本的動作

能力を回復させることを業務とする者。

3
作業療法士（OT）

身体又は精神に障害のある人等に対し、種々の作業活動を用いて治療や訓練指導、授助を行い積極的な生活を送る能力を獲得さ

せることを業務とする者。

4
言語聴覚士（ST）

音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人等に対し、その機能の維持向上を図るため言語訓練やその他の訓練、これに必要な

検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者。
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⑤精神障害者の社会復帰支援を推進します。

・精神障害者の社会復帰支援の為の地域リハビリテーション体制の整備

・保健所による精神障害者デイケアの支援

⑥障害（児）者のソーシャル・インクルージョンを実現するための地域リハビリテーショ事業業

の普及と啓発を進めます。

⑦地域にリハビリテーション資源の情報提供するための「PT・OT・ST 連絡協議会」の活動の

充実を図ります。

（３）障害（児）者同士の支え合いの場づくり

①障害（児）者同士が支え合う場づくりとして、ピアサポート1事業の拡充を進めます。

２．早期発見・早期療育への支援

（１）早期発見・早期療育への支援の強化

①出産後および、健診において障害が発見された児と養育者に対し、早期から地域リハビ

リによる支援を進めます。

②障害児に対する各福祉サービスを周知します。

（２）児童発達支援の推進

①障害（児）者が身近な場で必要な支援を受けられるよう、児童発達支援センターを中心とし

た、障害特性に応じた専門性の高い相談支援を推進します。

②障害児や発達に心配のある児、また、支援を要する子育てに悩む養育者に対して、早期

から地域リハビリテーション担当職員による専門的な支援を推進します。

Ⅲ－２ 重度障害・発達障害・高次脳機能障害・難病などの多様な障害に対する支援

《 施策の方向性 》

飯伊圏域には、重症心身障害（児）者の医療型入所施設がありませんが、当圏域の関係者

の取り組みにより、重症心身障害（児）者等支援事業がスタートし、利用実績をあげています。

また、障害者総合福祉法は、難病等を障害の対象とし、障害福祉サービスが受けられるよう

になりました。さらに、重度訪問介護の対象者も、重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障

害者と重度の精神障害者に拡大されました。こうした多様な障害への支援を行っていく必要が

あります。

《 重点的な取組 》

１．重度障害への支援

（１）重症心身障害（児）者への支援

①重症心身障害（児）者が、身近な地域で機能訓練等の必要な療育・療養が受けられるよう

に支援します。

②ＮＩＣＵ1等の長期入院している重度の障害児が、早期に在宅生活ができるように、医療・福

1
ピアサポート

ピアサポート（英語: peer support）とは、一般に、「同じような立場の人による相互の支え合い」といった意味で用いられる。近年、ガ

ンやアルコール依存症、ギャンブル依存症、ＤＶ被害者など、様々な相互の支え合いの場が増えつつあり、重要視されるようになって

いる。障害者権利条約第26条は、社会参加に必要な能力の習得やリハビリテーションの一環として、『ピアサポート』を通じたサ－ビス

とプログラムの設置と強化を求めている。
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祉両面から地域の支援体制を整備します。

（２）医療的ケア等を必要とする障害（児）者への支援

①医療的ケア等を必要とする障害（児）者が、利用できる通所施設の拡充を図り、障害（児）

者が、安心して日中活動を楽しめるような環境の整備を推進します。

②在宅で介護する家族の負担軽減を図るために、医療的ケアを必要とする重症心身障害

（児）者等を受け入れられる医療型短期入所事業所の整備を推進します。

③福祉型短期入所事業所において、医療機関等との連携により、医療ケアが受けられるよう

に支援します。

２．発達障害への理解と支援

（１）乳幼児期から成人期までの途切れない継続的な支援

①医療・保健・福祉・教育・労働等の各分野が支援する視点や方法を共通に出来るように連

携を推進します。

②発達障害の特性や支援方法を理解してもらい、地域で支援できるサービス提供事業者の

協力を求めながら支援方法の拡大を図ります。

（２）発達障害（児）者に関する理解を社会全体に広める啓発

①保育所・幼稚園や小・中・高校・大学の職員や事業所や一般の方を対象とした研修会等の

開催を支援します。

３．高次脳機能障害への理解と支援

（１）高次脳機能障害の理解の促進

①高次脳機能障害に対する理解が進むよう啓発や周知を行います。

（２）サービス体制の整備

①医療の進歩により増えてきた高次脳機能障害者のニーズに添ったサービス体制の整備を

進めます。

（３）社会復帰に向けての支援

①支援拠点病院を中心に研修会等を通じて保健・福祉等で連携しながら支援の普及・啓発

からその人に適した社会復帰に向けて支援を進めます。

４．難病への理解と支援

（１）日常生活や就労への支援

①難病患者の退院後の日常生活の相談支援をはじめ就労に関わる支援を充実します。

②難病患者や家族の日常生活上の悩みや不安に対応したきめ細やかな相談を実施しま

す。

（２）生活の質（ＱＯＬ）の向上への支援

①ホームヘルプ、ショートステイ、日常生活用具の支給などの在宅支援サービスを実施

し、難病患者及びその家族の生活の質（ＱＯＬ）の向上を図ります。

1
ＮＩＣＵ

低体重児や先天性のハイリスク疾患がある新生児に対応するための設備と医療スタッフを備えた集中治療室の略。新生児集中治

療室。
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５．公費負担医療制度等の充実

（１）自立支援医療の実施

①障害者の負担軽減を行うため、更生医療・育成医療と精神障害者の通院費を自立支援医

療で実施します。

（２）福祉医療給付の実施

①医療費の自己負担分を助成する福祉医療給付を行うとともに、周知していきます。

６．特別支援教育の推進

（１）地域における連携支援体制の充実

①教育、保健、福祉、医療等との連携を図り、適正な就学を支援するとともに、就学前から支

援が必要な子どもに対し、個別支援計画を作成し、引き継ぐことができる体制作りを推進

（２）教育環境の整備

①障害のある児童、生徒が学校生活を安心して送れるよう、利用しやすい施設、設備の計画

的な整備に努め、教育環境を充実

Ⅲ－３ 地域内の福祉・医療・保健・教育・労働等との連携強化

《 施策の方向性 》

「０歳から」の様々なライフステージに沿った途切れないきめ細かな総合的な障害福祉施策を

進める上で、多分野にわたる専門性の連携は欠かせません。これまで、南信州広域連合地域自

立支援協議会や飯伊圏域障害者総合支援センターが、地域内の福祉・医療・保健・教育・労働

等に関係する機関や事業者等との連携や、一人ひとりの障害（児）者に関する情報の共有を図り

ながら、支援を行っていますが、さらに、関係機関等が連携しやすい体制づくりが必要です。また、

地域のニーズに応える組織的かつ広域的な取組ができるようにしていくことも必要です。

《 重点的な取組 》

１．母子保健事業への支援

（１）乳幼児健診・育児相談事業との連携

①乳幼児健診・育児相談において、地域リハビリテーション事業としての発達相談を実施しま

す。

２．障害（児）者医療の充実

（１）障害者医療の充実。

①障害（児）者のニーズに応じた緊急医療体制の活用を進めます。

②在宅の障害（児）者が利用しやすい歯科診療体制（巡廻診療車等）の整備を進めます。

（２）利用しやすい医療環境づくり

①「バリアフリー新法」に基づく医療機関等のバリアフリー化を促し、医療機関を利用しやす

い環境づくりを進めます。
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（３）リハビリテーション医療従事者の養成と資質の向上

①リハビリテーション医療の重要な担い手である理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語

聴覚士（SP）等の資質向上のための研修会開催などを支援します。

３．「０歳から」の様々なライフステージに沿った途切れない支援体制の構築

（１）障害の内容、性別やライフステージに応じた切れ目ない総合的な支援の充実

①国際生活機能分類（ＩＣＦ）1の考えをもとに、障害を個人の問題ととらえず、障害の原因とな

る病の予防、治療、リハビリテーション、障害児の早期療養、特別支援教育の充実や就労

支援を進めるなど切れ目ない総合的な支援ができる環境を整備するために、保健・医療・

福祉・教育・労働などの関係機関との連携を推進します。

（２）きめ細やかな総合的な施策への取り組み

①障害者手帳等所持者だけでなく、「障害（児）者」を広くとらえた支援を進めます。

②高齢障害者への支援は、介護保険制度の利用を含め、切れ目ない支援を展開します。

③障害（児）者への支援は、多分野にわたる専門性が必要なため、関係機関が連携し、きめ

細やかで総合的な支援を展開します。

（３）南信州広域連合地域自立支援協議会と関連機関との連携の強化

①南信州広域連合地域自立支援協議会を中心として、保健・医療・福祉・教育・労働等の関

係機関との連携により、障害者支援のネットワークの構築を図ります。

（４）専門性を有した福祉人材の育成

①飯伊圏域障害者総合支援センター及び南信州広域連合地域自立支援協議会を中心とし

て、保健・医療・福祉・教育・労働などの関係機関との連携により、医療的ケアの必要な重

度の障害（児）者や発達障害、高次脳機能障害、難病などの障害に対応できる専門性を

有した福祉人材養成を進めます。

1
国際生活機能分類（ＩＣＦ）

2001 年にＷＨＯ（世界保健機関）で制定され、障害を単に個人に属するものではなく、身体的な障害や健康に関することに環境因子

や個人因子が複雑に絡み合って相互作用しているものとの考え方。
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Ⅳ 誰もが暮らしやすい地域づくりの推進

障害（児）者にとっての安全で安心して暮らせるまちづくりの推進は、障害の有無に関わらず、

すべての人にとっても暮らしやすいやさしいまちづくりです。障害者を取り巻く様々な心理的、物

理的障壁を取り除くとともに、日ごろから障害者も地域社会の一員として暮らしていけるような支え

合いの地域づくりを進めます。

Ⅳ―１ 地域生活を支える環境の整備

《 施策の方向性 》

高度情報化社会にあって、障害（児）者の情報アクセスを保障することが重要視されるように

なっており、手話や要約筆記の需要が増えています。また、最近は、障害(児)者が必要な情報

を得られる福祉用具の種類も増え、機器も進歩しています。こうした状況を踏まえて、情報保障

の点でも社会的障壁を除去していくことが必要です。

また、障害（児）者が地域生活を送る上では、外出も大切な行動です。しかし、高齢化や過疎

化が進む中、飯田市でも障害（児）者の外出が難しくなりつつあります。地域生活を支えるため、

移動手段の確保と交通費に対する助成の充実が求められています。

《 重点的な取組 》

１．情報保障など合理的配慮により社会障壁のない社会への推進

（１）福祉用具利用の促進

①公共機関の窓口で視覚障害や聴覚障害、言語機能障害、音声機能障害の方が使用でき

る福祉用具の利用を促進します。

（２）手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の推進

①情報保障の確保のため、手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の利用を推進します。

（３）同行援護1の利用推進

①視覚障害者の方の同行援護の利用を推進します。

２．移動手段の確保と助成

（１）地域特性にあった公共交通機関等の充実を

①福祉有償運送サービス事業2の周知と充実を図ります。

②関係機関等と協力による地域内の公共交通機関の利便性の向上に取り組みます。

（２）交通費助成制度の充実

①障害（児）者へのタクシー利用料金助成事業の充実を図ります。

②県内の障害児施設等に通所入所している障害児の保護者に、障害児との面会や送迎に

要した交通費の一部を助成します。

1
同行援護

移動支援や情報の提供、代筆・代読など、安全かつ快適に視覚障害者の方へ「移動の支援」を行い「視覚情報の提供」を行うこと。

2
福祉有償運送サービス事業

道路運送法第78条第2号に基づき、NPO等が自家用自動車を使用して、身体障害者、要介護者の移送を行う「自家用有償旅客運

送」の一つの形態。
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③在宅の腎臓機能障害者に、人工透析等のための通院に要した交通費の一部を助成します。

④自動車運転免許の取得及び自ら所有し運転する自動車の改造費用の一部を助成します。

Ⅳ―２ 安全で暮らしやすい生活環境の整備

《 施策の方向性 》

すべての人にとって暮らしやすいやさしいまちづくりには、バリアフリーの取組は不可欠です。

さらに、東日本大震災や長野県北部地震で明らかになった災害時の障害者支援への課題等を

もとに、障害者が安心して生活できるよう、災害や緊急時の安全を確保する実践的な防災体制

の整備が課題となっています。

《 重点的な取組 》

１．バリアフリーの推進

（１）バリアフリー新法1に基づく公共施設等のバリアフリー化

（２）住宅環境の整備

①障害者、高齢者が生活しやすい市営住宅の整備を推進します。

②地域リハビリテーションを通じ、障害や介護の状況に適した住宅改修の相談を行います。

（３）交通施設等の整備

①バリアフリー新法の周知により、公共交通機関等の関連施設の整備を推進します。

②歩行空間の整備により、歩道のユニバーサルデザイン化、バリアフリー化を促進します。

（４）福祉マップの活用

①障害（児）者に配慮した施設等を掲載した福祉マップを更新します。

２．防災・災害時の支援体制づくり

（１）災害時の要援護者支援の取り組みの強化

①災害時に、要援護者への支援を地域ぐるみで行えるよう、市内全域での「災害時助け合い

マップ」の作成と活用を図ります。

②「障害者等防災・避難マニュアル」を策定します。

（２）福祉避難所の指定

①大規模災害が起きた時に、介護の必要な障害者や高齢者など通常の避難所での生活が

困難な方たちを受け入れる福祉避難所の指定を進めます。

（３）関係機関や団体との連携等の強化

①消防団や自主防災組織など地域防災の中心となっている機関や団体、福祉・介護関係者

と連携し、災害時の情報伝達体制づくりを進めます。

②要援護者参加型の防災訓練を関係機関等と連携して行います。

1
バリアフリー新法

障害者や高齢者が気軽に移動できるよう、階段や段差を解消することを目指した法律で、正式名称は「高齢者・障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律」
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第 ５ 章 計 画 の 推 進 に 向 け て

Ⅰ市民一人ひとりの意識の向上

この計画の内容は、主に障害（児）者の皆さんが、住みなれた地域で安心して生活がで

きるように支援していくことが大きな比重を占めていますが、最近の障害（児）者等の増加

傾向や地域生活への移行の状況を見ると、障害の問題は、社会的な問題という側面があ

り、誰しもが障害の問題に関わる可能性がある時代になりつつあります。

従って、この計画を推進していくうえで、市民の皆さんの障害（児）者への理解をはじめ、

障害の問題を他人事と思わないような意識の向上が大切になります。そのために、障害

（児）者やその関係者は、市民の皆さんの意識向上のための努力を続けていくことが大切

です。

Ⅱ 地域の関係者・関係団体との連携の推進

障害福祉において、障害（児）者一人ひとりを支援する施策やサービス（パーソナルサ

ポート）は、徐々に充実してきつつあります。

しかし、障害者総合支援法の基本理念に沿って、障害（児）者の皆さんが、様々な施策

やサービスを効果的に利用し、切れ目のない支援を受けながら、地域社会で安心して生

活ができるようにしていくためには、地域に存在する有意的な地域資源や、障害福祉サ

ービス提供事業者の協力など、地域の関係者や関係団体、関係機関がより一層の連携

を図っていくことが必要です。

障害（児）者を取り巻く環境の変化を踏まえながら、一人ひとりの障害（児）者への迅速

な対応ができるネットワークづくりを推進していきます。
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参考資料

「飯田市第４次障害施策に関する長期行動計画」の策定の経過

１． 策定方針

・ 平成 24年９月 20 日、飯田市役所部長会議において策定方針等を決定しました。

２． 飯田市社会福祉審議会への諮問と審議及び答申

（１）諮問

・ 平成 24年 10 月２日、飯田市社会福祉審議会本部会へ諮問しました。

・ 本部会は、策定方針を承認し、同審議会障害者福祉分科会に審議と答申案のとりまとめ

を委任することを決定しました

（３）障害者福祉分科会の審議と「答申案」のとりまとめ

①第１回飯田市社会福祉審議会障害者福祉分科会（平成 24年 10月 29日／「素案」の審議）

・ 以下のような論議を反映した「原案」を作成し、次回に審議することとしました。

・ 一人ひとりに対する支援サービスは整いつつあり使いやすくもなっているが、今後は、相

談支援の充実、権利擁護とサービス提供者の連携の強化とが益々重要になる。第２章に

おいてこれまでの取組を評価し、今後の方針や施策につながるような整理をすること。

・ ノーマライゼーションを進めるには、社会的障壁の除去が重要である。基本理念におい

ても、そのことにふれること。

②第２回飯田市社会福祉審議会障害者福祉分科会（平成 24年 11 月 13 日／「原案」の審議）

・ 以下のような論議を反映した「答申案」を作成し、パブリックコメントや障害（児）者等との

懇談会を行い、そこで出された意見等も参考にして、次回に審議することとしました。

・ 法制度に沿って施策を展開するための計画ではあるが、基本理念において「飯田らしさ」

が感じられるような表現をすること。

・ 飯田市が平成２年度から行っている「地域リハビリ事業」は、関係機関をつなげて障害

（児）者への包括的で切れ目のない支援をめざしているものである。その取組をさらに充

実強化していく必要があると考えるので、重点的な取組として位置づけること。

「飯田市第４次障害施策に関する長期行動計画」の策定方針

１．計画期間は、平成 25～平成 34年度の 10 年間とする。

２．障害者基本法の理念や障害者総合支援法の施行を踏まえ、これまでの取組を検証し、重

点的に施策を展開するための行政計画とする。

○障害者の権利擁護と住民への啓発の推進

基本的人権を享有する個人の尊厳を大切にし、地域社会における共生の実現をめざす。

○障害者の地域生活移行の推進

障害者のニーズを踏まえ、地域生活の定着に向けた施策の展開を図る。

○障害の多様化への対応

障害の多様化や障害者の範囲の見直し等への対応を図る。

３．第５次飯田市基本構想・同後期基本計画における障害福祉を推進するための個別計画と

位置づける。また、長野県障害者プラン 2012 との整合を図る。

４．飯田市社会福祉審議会に諮問し答申を得て、24 年度内に策定する。
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③第３回飯田市社会福祉審議会障害者福祉分科会（平成 25年１月 21 日／「答申案」の審議）

・ 分科会委員長と事務局とが、以下のような論議を反映した修正を行い、本部会に「答申

案」を報告書として提出することを決定しました。

・ 障害者等との懇談会で出された「障害者やその関係者との懇談を行い、計画の進行管理

に生かして欲しい。」という意見は大事である。第１章の「計画の進行管理」の記述にこの

意見を反映した修正をすること。

・ 障害者の自立や社会参加においては、障害者同士が支え合助け合う「ピアサポート」も重

要な取組になりつつある。「ピアサポート」を推進することを追加すること。

・ 近年、「障害は社会的な問題であり、誰もが関わる可能性がある」という認識が広まりつつ

ある。施策の展開において、障害への理解に取り組むこととしているが、第５章にも市民

意識の向上が大切になることを追加すること。

・ 随所に関係機関等の連携の強化が記述されているが、一人ひとりの障害者が中心にい

て切れ目のない支援が行われることが連携の本質である。第５章の「連携の推進」の記述

においてもそのことを強調するような修正をすること。

・ 計画の基本理念を多くの市民に分かってもらうには、基本理念に使っている「ノーマライ

ゼーション」という言葉はもっと平易なほうが良いという意見がある。「結いの力でノーマラ

イゼーションのまちづくり」という基本理念を「みんなちがって、みんないい。ともに暮らす

結いのまちづくり」に修正すること。

（４）答申

・ 平成 25 年２月４日、飯田市社会福祉審議会本部会が、分科会がとりまとめた「報告書」を

審議し、飯田市長に答申しました。

・ 審議のなかで、「計画期間中であっても社会情勢の変化に応じて弾力的に見直すことが

肝要」「切れ目のない支援が重要」等の意見が出されました。

３．障害者や障害者団体関係者との懇談会

・ 平成 24年 11 月 27 日に、障害者や障害者団体関係者との懇談会を開催し、「答申案」に対す

る意見や感想を聞きました。

・ 次のような意見が出され、飯田市社会福祉審議会障害者福祉分科会の審議を経て、「答申案」

に反映されました。

・ 平成26年度末までに作る個別のサービス利用計画が、本人の日常生活に即したものとなるよう

に、相談支援や情報提供を充実していく必要がある。

・ 障害者の文化・スポーツ活動や障害者団体が行う啓発活動などに、多くの一般市民が参加す

るようにＰＲを強化する必要がある。また、団体等の活動支援も強化して欲しい。

・ パーソナルサポートは充実してきつつあるが、利用者の家族等もサービス提供施設の実情や

平成 25 年２月４日

飯田市長 牧 野 光 朗 様

飯田市社会福祉審議会

本部会 委員長 木下 芳郎

答申書

「飯田市第４次障害者施策に関する長期行動計画」につきましては、報告書のとおり答

申いたします。

「地域での自立した生活への支援」「障害（児）者の人権の尊重と社会参加の促進」「切

れ目のない支援の充実」「共生の環境づくり」の観点から策定しました。

私たちの地域に息づいている結の力をいかしながら、障害（児）者もそうでない人も、お

互いに個性を尊重し、支え合い、一人ひとりが地域社会の一員として、すこやかに安心して

暮らしていけるまちづくりめざして、計画にもとづいて着実に実施されるよう希望します。
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実態を知るようにしていくことが大切になっている。

・ よくまとまった計画案であるが、計画の進行管理においても、このような意見交換をする場を設

け、サービス利用者の声を反映していって欲しい。

４．パブリックコメント

・ 平成 24 年 12 月５日から平成 25 年１月７日までの間、「答申案」に対するパブリックコメントを行

いましたが、寄せられた意見はありませんでした。

飯田市社会福祉審議会委員名簿

（平成 25年２月４日現在）

所属 役職 氏名 選出母体

本
部
会

委員長 木下 芳郎 飯田下伊那柔道整復師会

副委員長 菅沼 輝美 飯田市民生児童委員協議会

委員 宮澤 徹成 飯田市保育協会

委員 代田 静子 飯田市ひとり親家庭福祉会

委員 宮下 智 飯伊地区在宅知的障害者等支援連絡協議会

委員 小木曽 明彦 飯伊圏域障害者総合支援センター

委員 岩崎 みすず 飯田女子短期大学

委員 佐藤 敏子 飯伊圏域介護保険事業者連絡協議会

委員 太和田 雅美 飯田女子短期大学

委員 園原 長門 飯田市公民館館長会

委員 松原 順子 飯田市健康福祉委員等代表者

委員 岡田 慶 飯田市食生活改善推進協議会

委員 福田 富廣 飯田市社会福祉協議会

障
害
者
福
祉
分
科
会

委員長 宮下 智 飯伊地区在宅知的障害者等支援連絡協議会

副委員長 小木曽 明彦 飯伊圏域障害者総合支援センター

委員 小木曽 敏彦 飯田市社会福祉協議会

委員 塩澤 美登里 飯田市民生児童委員協議会

委員 宮澤 俊和 飯田養護学校

委員 斉藤 勝 飯田市手をつなぐ育成会

委員 中島 茂 飯田市身体障害者福祉協会

委員 鬼頭 利夫 飯田市ボランティアセンター

委員 牧島 かねよ 指定障害福祉サービス事業者

委員 小口 浩司 飯田児童相談所

委員 穂苅 士郎 飯田公共職業安定所

委員 三石 聡子 南信地域活動支援センター

委員 小林 春雄 飯田精神障害者家族会

委員 熊谷 美砂子 飯伊 PT･OT･ST 会

委員 菅沼 守俊 長野県建築士会飯伊支部

委員 岩崎 みすず 飯田女子短期大学

委員 本塩 直美 公募

委員 木下 真実 公募

委員 尾澤 徳行 公募

委員 牧内 克博 公募

飯田市保健福祉部福祉課障害福祉係

飯田市本町１丁目 15 りんご庁舎内
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金子みすゞの詩は、小さき者・弱き者・名もなき者の素晴らしい点に気づき、だか

らこそ大切に思うという共感の気持ちが満ち溢れています。

人は誰しも、素晴らしい物を持っています。それに気づいてくれて、分かってくれ

て、だからこそ大切に思うと言ってくれる人がいるからこそ、人は生きていけるので

はないでしょうか。

個性への共感、お互いの思いやりが、人と人との繋がりを大切なものにしていくの

だろうと思います。


