
第５次高崎市障害者福祉計画 
平成２９年度～平成３２年度（２０１７年度～２０２０年度）

高  崎  市 





はじめに

 高崎市では子どもやお年寄り、障害のある人、仕事をしながら子育てをする

皆さんが、安心して心豊かに暮らせる都市の実現のため、支えが必要な人や守

っていくべき人たちへの「やさしい眼差しに満ちた市政」を推進しています。

 この障害者福祉計画は、「ノーマライゼーション」の理念のもと、保健、医療、

療育、就労、安全対策など、障害のある人に関する幅広い分野の施策について

の総合的な指針として、すべての市民が参画し、人権が尊重され、能力が発揮

できる社会の実現を目指して策定いたしました。計画期間は平成２９年度から

平成３２年度までの４年間とし、計画に基づき施策の充実を図るとともに、人

にやさしい思いやりのあるまちづくりを進めてまいります。

最後に、計画の策定にあたりまして、多大なご協力を賜りました高崎市障害

者福祉計画策定懇話会委員の皆様をはじめ、アンケート調査及びパブリックコ

メントを通じて貴重なご意見をいただきました市民の皆様に心から感謝申し上

げます。

平成２９年３月

高崎市長 富岡 賢治
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第１章 総論
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第１項 計画策定にあたって

計画策定の趣旨

高崎市では、障害者基本法に基づき平成９年に「高崎市障害者福祉計画～心を通わせ共

に生きるために～」を策定し、平成１４年に「第２次高崎市障害者福祉計画～誰もがいき

いきと安心して生活できるまちたかさき～」、平成１９年に「第３次高崎市障害者福祉計画

～ともに生き支えあうまちたかさき～」、そして平成２４年に「第４次高崎市障害者福祉計

画」を策定し、様々な障害者福祉施策を推進してまいりました。このたび、第４次計画の

期間満了にともない、平成２９年度を初年度とする新たな計画を策定するものです。 

 計画では、本市の障害者施策の基本的な考え方や方向性を明らかにするとともに、障害

福祉サービスの提供についても定め、障害者施策の総合的な推進を図っています。 

計画の位置づけ

第５次高崎市障害者福祉計画は、障害者基本法第１１条第３項に定める市町村障害者計

画として策定するものです。障害のある人の社会参加やまちづくり等、高崎市の障害者施

策の基本的な方向性や総合的、長期的な目標を定めたものです。 

一方、障害福祉計画は、障害者自立支援法第８８条に基づく市町村計画です。３年を１

期として本市における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の見込量やそれ

を実施するために必要な施策などを定めたもので、実施計画としての性格を持っています。

○障害者基本法（障害者基本計画等） 

第１１条（抜粋）

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町

村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する

基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。

○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（市町村障害福祉計画） 

第８８条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この

法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）

を定めるものとする。

（以下省略）
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計画期間

平成２９年度から平成３２年度までの４年間です。

（３年ごとに策定を行なう障害福祉計画の期間満了に合わせ、第５次高崎市障害者福祉計

画は策定から４年後の平成３２年度までといたします。）

年

度 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

計

画

の

区

分 

第２次 

障害者 

福祉計画 

第３次 

障害者 

福祉計画 

第４次 

障害者 

福祉計画 

第５次 

障害者 

福祉計画 

第６次 

障害者 

福祉計画 

第１期 

障害 

福祉計画 

第２期 

障害 

福祉計画 

第３期 

障害 

福祉計画 

第４期 

障害 

福祉計画 

第５期 

障害 

福祉計画 

第６期 

障害 

福祉計画 

障害のある人（障害者）の定義

本計画における「障害のある人（障害者）の定義」は障害者基本法第２条の規定で定義

されているとおりとします。

ただし、具体的な事業の対象となる障害のある人（障害者）の範囲は、個別の法令等の

規定によります。

○障害者基本法 

（定義） 

第２条（抜粋） 

１ 障害者 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。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

２ 社会的障壁 障害がある者にとつ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をいう。
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関連計画等の状況

年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

障害者基本法

障害者総合支援法
障害者自

立支援法

障害者虐待防止法

障害者優先調達法

障害者差別解消法

バリアフリー新法

バリアフリーぐんま

障害者プラン５

バリアフリーぐんま

障害者プラン６

高崎市第５次総合計画

第４次障害者福祉計画 第５次障害者福祉計画 第６次障害者福祉計

第３期障害福祉計画 第４期障害福祉計画 第５期障害福祉計画 第６期障害福祉計画

高崎市高齢者福祉計画

第５期介護保険事業計画

高崎市高齢者福祉計画

第６期介護保険事業計画

高崎市地域福祉計画

地域福祉活動計画

第２次高崎市地域福祉計画

地域福祉活動計画

高崎市子ども・子育て支援事業計画
高崎市次世代育成支援行動

計画（後期計画）

高崎市交通バリアフリー基本構想（高崎駅周辺地区・総合文化センター

及び総合福祉センター周辺地区）

高崎市バリアフリー基本構想（新町駅周辺地区）

国

県

市

障害福祉課

市

市

長寿社会課

市

介護保険課

市

社会福祉課

市

こども家庭課

市

都市計画課
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第２項 計画の概要

基本理念

～ 思いやりのあるまちづくりに向けて ～

 本計画ではノーマライゼーション理念に基づいて様々な施策の推進

を行います。

ノーマライゼーションとは、障害のある人や高齢者などを特別視する

のではなく、普通の生活が送れるよう条件を整えることで、一般社会の

中で共に生きる社会こそが本来の望ましい姿であるとする考え方です。

基本目標

基本理念である「思いやりのあるまちづくりに向けて」を実践するため、次の

７項目を基本目標とします。施策の方向性として、各項目に４年後の目標を示し

ました。

１．権利擁護 虐待防止と差別解消 

日常生活を送る上で、意思決定が困難な障害のある人の権利を擁護します。また、虐

待の防止と障害を理由とする差別の解消に取り組みます。 

対応する施策 

・権利擁護 

・虐待防止 

・差別解消に向けた取組 

２．理解と交流の促進 

障害のある人が豊かで潤いのある生活を送れるように、また、互いの個性を尊重し合

い暮らしていける社会にするため、障害者理解と地域住民との交流の促進を図ります。 

対応する施策 

・障害（者）の理解を深めるための施策の推進

・地域住民と障害のある人の交流の場の創出 

・福祉サービス従事者等に対する障害（者）理解の促進 
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３．相談支援、福祉サービスの充実 

障害のある人が住みなれた地域で自立した生活を送るため、気軽に利用できる相談体

制と安心して利用できるサービスの充実を図ります。 

対応する施策 

・障害のある人やその家族等への支援体制の強化 

・相談支援体制の整備 

・福祉サービスの質の向上と障害者施設の整備 

・地域生活への移行の支援 

４．就労の促進、日中活動の充実 

  障害があっても能力や適性に合った就労への実現をめざし、支援を行います。また、

自分らしくいきいきとした生活を送れるよう、日中活動の充実の支援を行います。 

対応する施策 

・一般就労支援 

・障害者雇用対策 

・施設利用者の収入増加のための施策の推進 

・日中活動の充実 

・地域における社会参加の促進 

５．保健、医療の充実 

市民一人ひとりが地域社会で安心して暮らしていけるよう保健、医療の充実に努めま

す。 

対応する施策 

・保健の充実 

・医療の充実と医療との連携促進 

６．早期療育、教育環境の整備

障害のある子どもに対し、できるだけ早期に支援の充実を図り、能力を最大限伸ばし

ていけるよう療育と教育の充実を図ります。 

対応する施策 

・早期療育体制の充実 

・障害のある子どもへの教育の充実

７．生活環境の整備 

  障害のある人が地域社会で安心して快適な生活が送れるよう適切な住まいや生活環境

の整備に努めます。バリアフリー、ユニバーサルデザイン環境の整備を進めるとともに
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情報のバリアフリー化や非常時の支援体制整備、移動手段の整備を図ります。 

対応する施策 

・非常時等の支援体制の整備 

・バリアフリー、ユニバーサルデザインの促進 

・住宅環境の整備 

・移動手段の整備 

・コミュニケーション環境の整備
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施策体系

基本目標 施 策 の 方 向 

基
本
理
念

１ 権利擁護 虐待防 

  止と差別解消 

（ア）権利擁護 

（イ）虐待防止 

（ウ）差別解消に向けた取組 

２ 理解と交流の促進 

（ア）障害（者）の理解を深めるための施策の推進 

（イ）地域住民と障害のある人の交流の場の創出 

（ウ）福祉サービス従事者等に対する障害（者）理解の促進 

３ 相談支援、福祉 

  サービスの充実 

（ア）障害のある人やその家族等への支援体制の強化 

（イ）相談支援体制の整備 

（ウ）福祉サービスの質の向上と障害者施設の整備 

（エ）地域生活への移行の支援 

４ 就労の促進、日中 

  活動の充実 

（ア）一般就労支援 

（イ）障害者雇用対策 

（ウ）施設利用者の収入増加のための施策の推進 

（エ）日中活動の充実 

（オ）地域における社会参加の促進 

５ 保健・医療の充実 
（ア）保健の充実 

（イ）医療の充実と医療との連携促進 

６ 早期療育、教育環 

  境の整備 

（ア）早期療育体制の充実 

（イ）障害のある子どもへの教育の充実 

７ 生活環境の整備 

（ア）災害時の支援体制の整備 

（イ）バリアフリー、ユニバーサルデザインの促進 

（ウ）住宅環境の整備 

（エ）移動手段の整備 

（オ）コミュニケーション環境の整備 
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第２章 障害のある人をめぐる状況
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第１項 人口構造

高崎市の人口

先進国においては年々寿命が延びることによって相対的に老年人口が増加の一途をたど

り、全人口に占める割合が年少人口の割合を上回って高齢化社会となる傾向がみられます。

日本の生産年齢人口は１９９０年代をピークに減少の傾向にあり、高崎市においても、

少子高齢化の影響が現れています。

平成２８年４月１日現在の高崎市の総人口は３７５，０３５人です。過去５年間の統計

から、年齢構成の０～１４歳までの年少人口と、１５～６４歳までの生産年齢人口が年々

減少しているのに対し、６５歳以上の老年人口が増加してきています。今後もこの傾向は

さらに進むものと思われます。
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86,411 90,028 93,008 96,029 98,535
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高崎市人口の推移
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１５～６４歳

０～１４歳

（単位：人）【外国籍含む】 

年度 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 全体 

２４年度 52,144 236,486 86,411 375,041 

２５年度 51,500 233,127 90,028 374,655 

２６年度 50,952 230,456 93,008 374,416 

２７年度 50,662 228,214 96,029 374,905 

２８年度 50,160 226,340 98,535 375,035 

  （各年度当初現在） 
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第２項 高崎市の障害のある人の状況

身体障害者

 近年の状況を見ると高崎市の人口約３７万５千人に対し、身体障害者手帳所持者は１万

２千人前後と、総人口に対し３．１～３．２％の間を推移しています。

１．年度別障害種類別数 

 障害種類は肢体不自由と内部障害が多くを占めています。近年の状況ではやや増加の傾

向はみられるものの、ほぼ均衡状態にあります。

（単位：人） 

年度 肢体不自由 内部 
聴覚及び平

衡機能 
視覚 

音声・言語・

そしゃく 
全体 

２３年度 6,132 3,887 924 722 132 11,797 

２４年度 6,151 3,924 947 711 131 11,864 

２５年度 6,246 4,022 972 715 130 12,085 

２６年度 6,170 4,058 992 691 125 12,036 

２７年度 6,068 4,101 1,041 699 128 12,037 

（各年度当初現在）
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２．年度別等級別数 

 身体障害者手帳の所持者およそ１万２千人のうち、重度障害者である１級・２級の手帳

所持者は６千５百人を超え、割合は５４％となっています。

（単位：人） 

年度 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 全体 

２３年度 4,394 1,922 1,683 2,261 862 675 11,797 

２４年度 4,456 1,899 1,660 2,305 853 691 11,864 

２５年度 4,600 1,879 1,693 2,385 831 697 12,085 

２６年度 4,638 1,842 1,665 2,389 817 685 12,036 

２７年度 4,676 1,828 1,631 2,393 820 689 12,037 

（各年度当初現在）
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知的障害者

年度別程度別数 

療育手帳の所持者状況です。１８歳以下の障害児についてはほぼ変化がありませんが、

１８歳以上の人については療育手帳の取得数が年々伸びています。結果として全体的に所

持者数は年々増加傾向にあります。

（単位：人） 

年度 
障害児 障害者 

全体 
療育Ａ 療育Ｂ 療育Ａ 療育Ｂ 

２３年度 166 357 658 959 2,140 

２４年度 169 347 663 982 2,161 

２５年度 173 341 669 1,042 2,225 

２６年度 184 339 678 1,105 2,306 

２７年度 186 366 704 1,141 2,397 

（各年度当初現在）
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精神障害者

１．精神障害者保健福祉手帳年度別所持者数 

 近年は増加の傾向があり、高崎市の人口約３７万５千人に対する精神障害者保健福祉手

帳の所持者の割合は０.４％前後を推移しています。

（単位：人） 

年度 １級 ２級 ３級 全体 

２３年度 576 605 226 1,407 

２４年度 577 631 245 1,453 

２５年度 620 688 276 1,584 

２６年度 642 769 310 1,721 

２７年度 594 792 294 1,680 

（各年度当初現在）    
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２．年度別精神障害者通院医療費公費負担 

 精神障害者通院医療費公費負担については年々利用者が増加しています。

（単位：人） 

年度 人数 

２３年度 3,066 

２４年度 3,188 

２５年度 3,335 

２６年度 3,548 

２７年度 3,832 

（各年度実績）
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全体

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の手帳所持者の合計となります。

 手帳所持者は１万６千人を超え、高崎市の人口約３７万５千人に対して４.３％となって

います。手帳所持者の割合は増加傾向にあります。

（単位：人） 

年度 
身体障害者手帳

所持者 
療育手帳所持者 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 
全体 

２３年度 11,797 2,140 1,407 15,344 

２４年度 11,864 2,161 1,453 15,478 

２５年度 12,085 2,225 1,584 15,894 

２６年度 12,036 2,306 1,721 16,063 

２７年度 12,037 2,397 1,680 16,114 
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第３章 各論
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高崎市手話言語条例が施行されます（平成２９年４月１日） 

この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、

市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民の手話への理

解及び手話の普及の促進を図り、もってすべての市民が共に生きる地域社会の実現

に寄与することを目的とします。 

市民の手話への理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進しま

す。市民の皆様も、手話への理解を深めるとともに、市の施策への協力をお願いし

ます。 

ご紹介します 
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第１項 権利擁護 虐待防止と差別解消

(ｱ)権利擁護 

現状と課題

成年後見制度について 

・両親や保護者の高齢化や死亡により、知的や精神に障害のある人の買い物や、金銭・財

産管理、福祉サービスの利用契約について、意思決定が困難となるケースが増加してい

ます。 

・意思決定が困難な方が地域で安心して生活するための制度として成年後見制度のほか、

日常生活自立支援事業がありますが、周知が進んでいない状況で利用者もまだまだ少ない

のが現状となっています。 

・成年後見制度の活用について、すでに活用している人が２％、今は必要ないが、将来は

必要に応じて活用したいと回答した人が２５％となりました。一方で活用したいと思わ

ない、わからないと回答した人が半数以上を占めています。
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今後の施策の方向性 

制度の周知

・成年後見制度や日常生活自立支援事業について、関係機関や広報等で周知を図るととも

に、成年後見制度について相談支援事業所、福祉施設、地域の民生・児童委員等と連携

を図り、利用の必要性のある方の情報を基に各制度の申立てや利用について促します 

・申立人がいない場合については、「市長申し立て」を行います。 

・日常生活支援事業については、広報等で周知を図ると共に恒常的な人員不足を解消する

ため、社会福祉協議会と協力し、専門員の適正な配置を検討します。 

・権利擁護についての市民啓発、勉強会などを行い、広く制度の周知を図ります。

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

1－ア－1 成年後見制

度の利用支

援

成年後見制度の利用が困難な障害のある人に、必

要な支援を行います。

市【継続】

1－ア－2 日常生活自

立支援事業

本人では、十分な判断が難しい高齢者や障害のあ

る人に対して、福祉制度の利用手続きや各種契約

のための相談、付き添い、金銭の管理などを、社

会福祉協議会に配置されている生活支援員が行

います｡

市・社会福

祉協議会

【継続】

1－ア－3 権利擁護の

周知

権利擁護についての市民啓発、勉強会の開催を行

い、広く制度の周知を図ります。

市【継続】
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(ｲ)虐待防止 

現状と課題

虐待防止の現状 

・障害者虐待防止法に基づき、「障害者虐待防止センター」を設置し、障害者虐待を発見

した人からの通報と虐待を受けた障害のある人からの届出を受理、その対応に努めてい

ます。 

・通報・届出件数は年々増えていますが、障害のある人に対する虐待は表面化しにくく、

発見が遅れる可能性があります。地域住民や障害者施設関係者等が虐待防止の意識を高

め、発見や通報をしやすくする仕組みづくりが必要です。 

・障害者虐待では、虐待をしてしまう側の養護者や施設職員にも支援が必要な場合が多く、

介護疲れや知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障害など様々な要因が絡み合って

います。養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援するなど、障害者虐待を防止するため

の対策が必要です。 

今後の施策の方向性 

障害のある人への虐待の防止対策 

・通報・届出先及び相談・支援窓口として、３６５日２４時間対応の「障害者虐待防止セ

ンター」において、障害のある人への安全及び実情を速やかに確認すると共に、緊急性

が認められる場合には被虐待者の緊急一時保護に努めます。 

・福祉施設や民生委員・児童委員など地域住民との連携を図り、通報義務の周知と障害の

ある人の虐待の防止に努めます。 

・地域における障害者虐待の防止、障害のある人の養護者に対する支援等について、障害

者虐待防止対策協議会で協議します。これにより、関係機関との連携を強化すると共に、

効果的な障害者虐待の防止対策をすすめます。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

1－イ－1 関係機関との

連携会議の開

催

関係機関との連携強化、障害者虐待に関する情

報収集・実態把握とともに障害者虐待防止対策

協議会を開催します。

市【継続】

1－イ－2 施設職員のス

キルアップの

ための研修の

充実

施設職員対象の、障害者虐待防止研修会を実施

します。

市【継続】
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(ｳ)差別解消に向けた取組 

現状と課題

差別や偏見について 

・障害のある人あてに行ったアンケートでは、対象者１，５７６名のうち、半数を超える

５４％の人が差別や偏見はあると回答しました。ご回答いただいた人の多くが仕事や収

入、人間関係において差別や偏見を感じ、外出時にはまちなかでの視線が気になると回

答しています。差別や偏見についても要因は多岐にわたり、それぞれの要因について改

善策を検討して行く必要があります。 

今後の施策の方向性 

地域づくりのサポート 

・高崎市自立支援協議会に差別解消法検討部会を設置し、相談案件の解決へ向けたサポー

トをするとともに、差別の起こらない社会を目指した地域づくりについて検討していき

ます。

・広報、ホームページ、チラシ等により障害者差別解消法の周知に努めます。

・障害者差別解消法では、地方公共団体において職員が適切に対応できるようなガイドラ

インとして「職員対応要領」を定めるものとされています。高崎市では平成２８年４月

にこれを定め、障害のある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について合理的な配

慮が取れるような体制作りを進めています。
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新規事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

1－ウ－1 関係機関との

連携会議の開

催及び制度の

周知

障害者差別の起こらない社会を目指して、情報

共有、制度の周知等について関係機関と連携を

取りながら推進します。

市【新規】

1－ウ－2 障害者差別解

消法に基づく

行政サービス

における配慮

本市では、職員対応要領に基づき合理的配慮等

についての推進を行います。

市【新規】
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第２項 理解と交流の促進

(ｱ)障害（者）の理解を深めるための施策の推進 

現状と課題

理解促進のために

・障害のある人に、どのように接したら良いのか分からなかったり、理解が不足し

ていたりして、交流から遠ざかってしまう現状があります。 

・障害のある人と社会生活を共にするためには、障害のある人や高齢者などを特別視

するのではなく、普通の生活が送れるよう条件を整えることで、一般社会の中で共に生

きる社会こそが本来の望ましい姿であるとするノーマライゼーションの考え方の浸透が

必要です。しかし、こうした考え方を知っている人はまだまだ多くありません。

障害のある人を取り巻く状況を把握しながら働きかけを行っていきます。 
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・社会教育は全市民を対象とする幅広い施策であり、地域や団体、グループなどが、

特定の課題についても取り組む場です。今後は、障害のある人をより意識した人

権教育等の展開を図っていく必要があります。 

こころの健康づくりに関する理解 

・こころの病気の中で最も多いのはうつ病で、高崎市における自立支援医療（精神通院）

申請でもトップをしめ年々増加傾向にあります。うつ病は、アルコール依存症や統合失

調症などとともに自殺と関連深い病気と言われており、その対策は急務と考えます。 

・ストレス社会の昨今、こころの病気で医療機関に受診する人が年々増えています。ここ

ろの病気は誰でもかかる可能性があり身近なものですが、その理解はまだまだ十分とは

言えません。また、社会的問題にも掲げられる自殺者の多さ、薬物・アルコール関連問

題、若者の就労問題や対人関係のトラブル等は、こころの病が関連しているにもかかわ

らず、これに関する市民の認識も十分とは言えません。

・発達障害に関しては、集団生活や就労場面でのつまずきから、深刻な二次的なこころの

病気を発症しているという相談が増えており、更なる啓発が必要です。 

・市民が、こころの健康や病気についての正しい知識を持ち、こころの健康づくりに取り

組むことが、ひいては精神に障害のある人やその家族への理解と支援の力になるものと考

えます。精神疾患や精神障害に対する理解を深め、心のバリアフリーを推進する必要があ

ります。 

こころの病に関する相談支援体制 

・ひきこもり者が社会から孤立することなく自立を促す支援が重要です。しかし、ひきこ

もりの問題は重大で深刻であるにもかかわらず、つどいの参加者や相談を寄せる人は限ら

れており、ひきこもり者の生活や人数などの実態把握は困難です。 

・ひきこもり対策として、ひきこもり者の家族のつどいを定例開催していますが、参加さ

れる家族は、長年ひきこもっている当事者をひき出すきっかけをつかめず、また家族自身

の健康問題や高齢化などの問題を抱え苦悩しています。

今後の施策の方向性 

理解促進のために 

・障害者理解促進のため、講演会やイベントを通じ、地域社会の一員として普及啓

発や社会的障壁解消への働きかけを行います。 

・障害の程度にかかわらず、いつでも、どこでも、だれでもが学習できるよう、多

様な学習活動の機会や情報の提供を行います。 

・小・中学校等における特別支援教育の推進に向け、特別支援学校のセンター的機能を活

用するなど、引き続き「特別支援教育」を重点項目の一つとして取り組んでいきます。 

・「広報高崎」「市ホームページ」「公民館だより」｢まなびネットたかさき」な

どを通じて、障害についての理解啓発を行なうとともに、障害の有無にかかわら
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ず、市民の誰もが参加できる講座のお知らせや広報活動を行います。 

こころの健康に関する理解の深化 

・こころの健康の重要性を広く啓発し、市民全体のこころの健康の保持増進を図ります。

・精神疾患や精神障害は誰でもかかる可能性があり、身近で、社会問題にもつながること

の理解を広めるために、様々な啓発活動を展開します。 

こころの病に関する相談支援体制の整備強化 

・こころの病を抱える人の病状の悪化や家族が疲弊するのを防ぐために、相談窓口の周知

及び相談体制の強化を行います。医療機関や相談支援事業所との連携支援もあわせて行

います。 

・当事者教室や家族への教室・交流会等を通し、当事者の症状の安定や悪化予防と家族の

対応能力の向上を図るとともに、ピア・カウンセリングの推進に努めます。 

ひきこもり対策の推進 

・関係部署などとの情報共有を図り、潜在するひきこもり者の実態を把握するとともに、

「ひきこもり相談」や「ひきこもりについての講演会」を実施し、ひきこもりに関する

知識の普及や支援方法を周知することで、支援体制を強化します。 

うつ病対策の強化 

・うつ病は、誰もがかかる可能性があり、発症者数も多く、その対策が重要です。自殺へ

の危険度も高い病気であることから、うつ病予防に関する講演会をはじめとして、うつ

病に関する知識の普及や支援方法を周知し、支援体制を強化します。 

自殺対策の強化及び人材育成

・自殺と関連深いこころの病気に関する知識の普及をすすめるとともに、身近な存在とな

る民生委員・児童委員をはじめ地域の関係者との連携を強化し、自殺予防のための地域の

支援者としての人材育成に努めます。

・若年者の自殺予防については、若年者への自殺や自殺関連事象に関する正しい知識の普

及啓発と共に、同年代の友人等の支援を期待し、その人材育成に努めます。 

・産業界の関係機関と連携を図り、「産業カウンセラー」の利用などによる自殺対策事業

も検討します。

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

2－ア－1 障害に対す

る理解促進

障害者理解促進のため、講演会やイベントな

ど、市民の誰もが参加し、ふれあうことのできる

場をより一層充実し、多くの市民の参加を推進し

ます。

市【継続】
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2－ア－2 体験活動の

促進

学校行事や体験的な活動、施設訪問等をはじめ、

すべての教育活動を通して、他者を思いやる気持

ちや奉仕の精神、社会連帯の意識と、豊かな人間

性をもつ子どもの育成に努めます。

市【継続】

2－ア－3 ボランティ

ア精神の育

成

やるベンチャーウィーク実施事業等における体

験学習や各校の特色を生かした交流活動、ボラン

ティア活動等を推進し、障害のある人への思いや

りや接し方を学ぶことで、ボランティア精神の育

成を図り、豊かな人間性・社会性を育てます。

市【継続】

2－ア－4 福祉教育の

推進

各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間に

おける福祉教育の具体的実践を推進するため、年

間指導計画の見直しや新しい福祉教育の手引き

作成に努めます。

市【継続】

2－ア－5 各市立公民

館福祉事業

の充実

福祉ボランティアに関する知識を広げるととも

に、社会に貢献する意欲を養う講座を実施するな

ど、障害者福祉に関する事業の充実を図ります。

市【継続】

2－ア－6 各市立公民

館施設の改

善

既存の公民館施設について、スロープの設置、段

差の解消、トイレの洋式化等により、バリアフリ

ーに改善し、利用しやすくします。

市【継続】

2－ア－7 各市立公民

館事業の啓

発広報活動

「公民館だより」等を通じて、障害の有無にかか

わらず、市民の誰もが参加できる講座のお知らせ

や広報活動を行います。

市【継続】

2－ア－8 市行事のお

知らせ

「点字広報」や「声の広報」「市ホームページ」「ラ

ジオ高崎」等各種メディアを利用した啓発広報に

努めます。

市【継続】

2－ア－9 「障害者の

日」「障害者

週間」を中心

とした啓発

広報活動の

実施

１２月９日の「障害者の日」と、１２月３日～９

日の「障害者週間」を広く市民に周知します。

市【継続】

2－ア－10 障害者福祉

月間の周知

障害または障害のある人に対する正しい理解の

促進と社会参加意欲の高揚、普及啓発活動等を目

的として、障害児者福祉月間の周知に努めます。

市【継続】
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2－ア－11 「精神保健

福祉普及運

動期間」を中

心とした啓

発広報活動

の実施

全国的に１０月中の一週間を「精神保健福祉普及

運動期間」としており、この時期に特に啓発活動

に取り組みます。

市【継続】

2－ア－12 障害（者）理

解教室事業

小・中学校の特別活動などを利用し、障害のある

人への理解を深め、支援を高めるため、障害者団

体の協力のもと、障害（者）理解教室を開催しま

す。また、社会教育講座や民間団体等からの要請

に対応します。

市【継続】

2－ア－13 自殺予防の

推進

自殺予防のための講演会の開催やリーフレット

などを配布するとともに、地域の支援者の人材育

成を行います。

市【継続】

2－ア－14 精神障害者

の理解を促

すための啓

発活動の推

進

精神疾患で治療を受ける人が増加しています。市

民対象の精神保健に関する各種講演会を開催し、

病気の予防やこころの健康増進に努めます。

市【継続】
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（ｲ）地域住民と障害のある人の交流の場の創出

現状と課題

（一般あてアンケート結果より） 

ボランティア活動への参加の推進 

・比較的自由な時間がとれる元気なシルバー世代が増加しており、生活の質の重視等を背

景として、ボランティア活動への関心は高くなっています。

・障害者団体は、地域住民等と交流を図るべく多くのイベントを開催していますが、

参加者を集めることに苦慮することがあります。一方、地域住民も参加してはみ

たいという思いはあるものの、参加するきっかけをつかみにくいという現状があ

ります。 

・ボランティア活動の充実のためには、市民のボランティア意識を啓発するだけではなく、

意欲のある人がボランティア活動に参加しやすい環境の整備が必要です。

・障害のある人のボランティア活動へのニーズの把握とコーディネート、指導者の育成、

団体間及び社会福祉協議会などとの連携を図るネットワークの構築などが今後の課題と

なります。さらに、ボランティア団体等が行う活動の評価も重要です。
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・近年、活動期間が長いボランティア団体の中には、メンバーの高齢化や、活動に必要な

人材の不足といった課題が顕在化してきているものも少なくありません。

交流の場の提供

・地域住民と障害のある人の交流の場として各種イベントの支援や参加しやすい配

慮をすることが必要となります。しかし地域で行われる各種イベントについては、

障害のある人の参加を前提とした計画がなされておらず、気軽に参加できる機会

が少ない状況です。 

・障害者支援施策については、地域福祉の観点から、地域での交流活動の支援、交流拠点

の確保等について常に注視する必要があります。

・相談支援体制の整備に関し、市民の身近な相談窓口として活動する民生委員・児童委員

が、在宅で社会とのつながりが希薄な障害のある人にとってもより身近な存在となるよ

う、市からの情報提供の充実などが求められます。

今後の施策の方向性

ボランティア活動への参加の推進

・高崎市では、各種講習会開催の充実を図り、ボランティア活動参加へのきっかけづくり

や継続的な支援体制の構築に努めていきます。また、学生のボランティア活動参加も積

極的に進めていきます。

・障害のある人がどのようなボランティアを必要としているのか、ニーズの把握に努めま

す。

・ボランティアを必要とする人と、ボランティア活動を行う人が地域で確実に結びつくよ

う、市民公益活動支援センター、社会福祉協議会のボランティアセンターについて周知

を図ります。また、市内で実際に行われているボランティア活動の状況を広報し、市民

の理解・協力・参加を求めていきます。

・公的機関、助成財団の市民公益活動に関する制度・事業や市内の市民活動団体の活動内

容等を広く紹介するとともに、団体や関連施設などによる福祉ボランティア募集の情報

を広く伝え、より一層の市民公益活動への市民参加を促進します。

・市民公益活動団体間のネットワークの形成を推進し、市民公益活動の人材育成について

支援します。

交流の場の提供

・地域の中で障害のある人が住民と交流するために、障害の正しい知識や参加しやすい環

境の配慮について理解促進するため、地域への情報提供や周知を行います。

・障害のある人の活動を市民にアピールするイベント等の支援を行うほか、各障害者団体

が開催する交流イベント等の情報を積極的に収集し、ホームページ等を通じて市民に幅

広く周知するように努めます。
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主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

2－イ－1 ボランティ

ア育成講座

の実施

手話講座、朗読ボランティア養成講座等を実施

し、ボランティアの育成に努めます。

市【継続】

2－イ－2 ボランティ

ア人材登録

制度

登録済みの個人・団体に対し、本市などの事業・

行事等におけるボランティア募集の情報を提供

します。

市【継続】

2－イ－3 ボランティ

アセンター

の周知

ボランティアに関する情報の提供や相談、ボラ

ンティア登録などの業務を行っている市民公益

活動支援センター、社会福祉協議会のボランテ

ィアセンターについて周知を図ります。

市【継続】

2－イ－4 Ｎ Ｐ Ｏ 法

人・ボランテ

ィア団体交

流会

ボランティア活動への理解を広め、より一層の

市民参加を促進していきます。また、団体間の

ネットワーク形成も一層推進していきます。

市【継続】

2－イ－5 障害者団体

が行うイベ

ント等への

支援

障害のある人の活動を市民にアピールするイベ

ントやスポーツ大会などを支援します。

市【継続】

2－イ－6 地域との交

流

公民館を中心に、小学校や区長会をはじめ各種

団体などが実行委員会となり、地域交流各種イ

ベント（文化祭、運動会、二世代交流会）など

を実施しています。

地域の障害のある人の参画、参加を進めていき

ます。

市・

民生委員・

児童委員・

生涯学習推

進委員

【継続】

2－イ－7 市立障害福

祉施設の充

実

地域活動センター、総合福祉センターなどを活

用して、地域の住民と障害者（児）の交流を推

進します。

市【継続】

2－イ－8 高崎ふれあ

いの広場開

催の後援

高崎ふれあいの広場開催について引き続き後援

を行っていきます。

市・社会福

祉協議会

【継続】
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2－イ－9 民生委員・児

童委員との

連携

在宅で社会とのつながりが薄い障害のある人の

身近な相談窓口として、民生委員・児童委員と

の連携を図ります。また、在宅の障害のある人

を訪問した際、福祉サービス等をわかりやすく

説明できるよう、民生委員・児童委員に情報提

供を行なうよう努めます。

市【継続】



第 5 次高崎市障害者福祉計画 37 

(ｳ)福祉サービス従事者等に対する障害（者）理解の促進 

現状と課題

ニーズやサービスの多様化による弊害 

・障害福祉サービスを利用する際は「サービス等利用計画」の提出が義務付けられ

ています。そのため、相談支援の比重が各種支援施策や日常生活に関する相談な

どから計画相談に変わってきたことや、利用者に対する相談支援員の人員不足か

ら、作成された「サービス等利用計画」についても事業所によりばらつきがあり、

適切な内容かどうかの精査が必要であることや、作成する相談支援員についても

新規の職員が多く研修等のスキルアップが必要な状況となっています。 

・精神に障害のある人は年々増え疾病構造は変化し、本人のみならず家族のニーズ

も多様化しています。本人及び家族の生きにくさを理解し、的確にかつ緊急に対

応する必要があるケースが増えています。 

今後の施策の方向性

いきいきとした生活をめざして

・障害特性を理解し、適切に迅速に対応できる環境を整えることで、障害のある人

がいきいきと生活できるよう支援します。 

・地域の特性や実情に応じた相談支援体制を確立し、相談支援専門員への人材育成

や事務効率等の支援を行うことで、障害のある人の多様なニーズに対応し、それ

ぞれが自立した日常生活や社会生活が出来るような地域づくりに努めます。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

2－ウ－1 精神保健福

祉講座の開

設

市民及び福祉サービス従事者を対象とした「精

神保健講座」等を開催していきます。

市【継続】

2－ウ－2 障害福祉講

座の開催

市職員を対象に、障害のある人への福祉につい

ての理解を深める講座等を開催し、資質の向上

を図ります。

市【継続】
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第３項 相談支援、福祉サービスの充実

(ｱ)障害のある人やその家族等への支援体制の強化 

現状と課題

相談窓口の整備に関する課題

・障害のある人やその家族が、障害に関する悩みごとや受けたい支援等について、

どこに相談してよいかわからず、必要なアドバイスやサービス等が受けられてい

ない状況があります。 

・障害のある人の生活を支援するために、様々なサービスを一体的・総合的に利用

できるよう、サービス等利用計画に沿ったケアマネジメント体制をより充実して

いく必要があります。 

・精神に障害のある人やその家族に対する支援として、専門医・保健師・精神保健福祉士

による相談支援や、こころの病を抱える人・家族のつどいなどを開催しています。しか

し、事業に参加する人はごく一部で、こころの病を抱える人・家族の多くが、支援を求

められず、当事者のみで悩んでいます。 

・依存症は、こころの病気であるにもかかわらず本人や家族も気づきにくいことから、市

の相談などにつながるまでに時間がかかり問題も深刻化しています。長期にわたり周囲

を巻き込み、事件や自殺、家族崩壊にまで発展しかねない病気であることからも早期の

相談につなげることが重要です。 

・長期で安定した就労に結びつくよう、障害のある人本人だけでなく、家族や雇用者側に

も就労後に引き続きフォローを行なっていく必要があります。

今後の施策の方向性 

一元的・総合的な窓口の設置

・年齢や、障害の種類・状況を問わず、就労に関する相談や将来の介護に関する悩み、家

族のストレスの軽減など、あらゆる障害に関する悩みごと等をいつでも受け付け、その対

応を行なう「障害者支援ＳＯＳセンター」を市に設置することで、障害のある人やその家

族への支援体制の強化に努めます。 

・障害に関する相談をワンストップで受け付けることで柔軟で迅速なサービスの対応を図

ります。 

・依存症は、本人や家族、周囲も病気として認識し難いため、問題が長期化し深刻化しや

すい傾向があります。周囲を巻き込み、自殺や事件などの社会問題に繋がることがあるた

め、その対策が重要です。相談・支援機関につながる体制を整えます。 

・障害のある人を受け入れる企業や施設に対し、適切な対応の助言やアレンジに努めます。 
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主な事業 

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

3－ア－1 障害のある

人や家族へ

の支援

当事者、家族に対する個別相談や各種教室を定

例で実施していますが、より多くの相談と参加

が得られるよう、広く事業の周知、内容の充実

を図ります。

市【継続】

3－ア－2 支援者の確

保と連携

障害のある人や家族支援のために、民生委員、

児童委員、ホームヘルパーなどとの連携を図り

ます。また、支援者等の知識習得と対応能力の

向上のため、各種研修会を定期的に開催します。

市【継続】

新規事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

3－ア－3 障害者支援

ＳＯＳセン

ターの設置

年齢や、障害の種類・状況を問わず、就労に関

する相談や将来の介護に関する悩み、家族のス

トレスの軽減など、あらゆる障害に関する悩み

ごと等をいつでも受け付け対応を助言したり必

要に応じてアレンジする「ワンストップサービ

ス」を市直営で行うことで、障害のある人やそ

の家族等への支援体制を強化します。

市【新規】



第 5 次高崎市障害者福祉計画 40 

(ｲ)相談支援体制の整備 

現状と課題

相談支援体制の充実へ 

・高崎市には、現在７か所の委託相談事業所の他に１３か所の特定指定相談事業所が開設

していますが、障害福祉サービスの利用者の増加に対して事業所数がまだ不足しています。 

・相談支援の比重が一般的な相談や専門的な相談から、サービス等利用計画の相談に変わ

ってきたことにより、個々のニーズに合わせたケアマネジメントが難しくなってきている

ため、充実した相談支援体制が必要です。 

・地域福祉の観点から、障害のある人を地域で支える民生委員・児童委員の協力がより一

層必要となることが考えられます。 

今後の施策の方向性 

多様なニーズに柔軟に対応を 

・相談支援員へのスキルアップや事務効率化等の支援を行い、障害のある人への多様なニ

ーズに柔軟に対応することで、自立した日常生活や社会生活を営むことが出来る地域づく

りを目指します。 

・「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会」の創造を目指し、地域住民自らが、行

政、関係団体等と互いに協働しながら、地域の課題を解決するため様々な活動に積極的

に参加していくよう、地域づくりに努めます。 

・民生委員・児童委員向けの研修会、講座の開催により、障害者支援技術のスキルアップ

 を図っていきます。

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

3－イ－1 相談支援体

制の整備と

充実

専門職を配置する事業所に相談支援業務を委託

し、障害のある人のニーズに対応した相談体制

を整備します。併せて、処遇が困難なケース等

への専門的な相談、２４時間相談体制や権利擁

護のための援助など、相談支援事業の充実を図

ります。

市【継続】

3－イ－2 相談支援ネ

ットワーク

の構築

高齢者あんしんセンターや社会福祉協議会など

と連携し、地域におけるネットワークを構築し

ながら、相談支援業務を行います。

市【継続】
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3－イ－3 自立支援協

議会の活性

化及び相談

員等のスキ

ルアップ

自立支援協議会において、個別支援会議実施後

の経過報告や振り返りをする機会を定期的に設

け、ケアマネジメントの充実を図ります。また、

相談支援事業者や福祉施設職員を対象とした、

対応が難しい障害のある人の理解と対応のため

の講習会を実施して、相談支援技術のスキルア

ップを図ります。

市【継続】

3－イ－4 民生委員・児

童委員の障

害者相談支

援技術向上

のための研

修の実施

在宅の障害のある人への身近な相談窓口である

民生委員・児童委員を対象に、障害のある人に

対する相談支援技術の向上を目的とした研修等

を実施します。

市【継続】
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(ｳ)福祉サービスの質の向上と障害者施設の整備 

現状と課題

需要と供給のバランス 

・就労継続支援Ｂ型事業所や放課後等デイサービス事業所等、特定の障害福祉サービス事

業所が増える傾向にあり、需要と供給に偏りが生じている現状があります。 

・職員や相談員の対応が追い付かず、施設利用者やその家族が気軽に相談しにくい、お願

いをしにくいといった状況があります。

各事業所とその現状と課題について 

・通所サービスについては、就労系各施設のカリキュラムや特色等を掲載したガイドブッ

ク「はたらけ～る」を作成し、高崎市のホームページで紹介しています。しかし、利用

者のニーズに応じた支援が難しい状況があります。 

・居宅介護サービスについては、各事業所で利用者への対応方法などにばらつきがあり、

スキルアップが必要と思われます。 

・短期入所については、サービス提供する施設数もまだ枠が足りない状況にあり、必要な

時に利用出来ない場合があります。利用者のニーズに合わせて利用できる体制が必要です。 

・入所サービスは、ほとんどの施設が定員を超えているため、入所を希望する人が待機し

ている状況です。 

・グループホームについては、利用希望者に対して施設数が不足しています。 

今後の施策の方向性 

人材育成・能力向上 

・現状や実際のニーズにマッチするような施設整備を事業所に働きかけていきます。 

・研修の積極的な受講を呼び掛け、各事業所の人材育成、能力向上について働きかけを行

っていきます。

・介護保険の円滑な推進と介護保険以外の高齢者への在宅サービスの推進により、介護者

の負担軽減を図るとともに、高齢の障害のある人が住み慣れた地域で、できる限りその

人らしく自立した生活を営めるよう支援していきます。 

各事業所との今後の方向性

・通所サービス、居宅サービス、グループホームについては、今後も新規開設の施設に関

しては通所施設ガイドブック「はたらけ～る」、居宅介護事業所ガイドブック「ささえ～

る」、グループホームガイドブック「くらせ～る」への掲載を呼び掛けます。 

・スタッフのスキルアップについては、関係機関との連携を図り、研修や勉強会を通じて、

利用者の特性に応じた適切な支援が提供できるように働きかけます。 

・入所系施設は、地域移行を支援することで入所待機者数の減少を図り、また、緊急時に

預け入れが出来るような仕組みについても研究します。
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主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

3－ウ－1 福祉サービ

スの周知 

「市ホームページ」「広報高崎」各種パンフレ

ットなどを活用して、福祉サービスを周知しま

す。

市【継続】

3－ウ－2 社会復帰の

支援 

障害福祉サービスや介護保険サービスの中で

行われる自立訓練、機能回復訓練等により、社

会復帰への支援を行います。

市【継続】

3－ウ－3 障害福祉サ

ービスの提

供 

支援の必要な身体障害や知的障害、精神障害の

ある人を対象に、障害者総合支援法上の居宅介

護、生活介護、施設入所支援、短期入所、重度

訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等

包括支援、療養介護、自立訓練等のサービスを

提供します。

市【継続】

3－ウ－4 地域生活支

援事業の実

施 

地域生活支援事業である、移動支援事業、日中

一時支援事業、日常生活用具の給付、訪問入浴

サービス、サービスステーション事業・登録介

護者事業などを実施します。 

市【継続】

3－ウ－5 本市の独自

事業等 

補装具費支給事業、在宅心身障害者介護手当・

人工肛門・人工膀胱造設者見舞金の支給、じん

臓機能障害者等通院交通費助成、出張理美容サ

ービス券の交付、おむつ給付等サービスなどを

実施します。

市【継続】

3－ウ－6 市立施設の

有効活用 

総合福祉センターにおける機能訓練の充実、高

崎市心身障害者デイサービスセンターの充実

を図り、施設の有効活用を行います。

市【継続】

3－ウ－7 社会福祉施

設整備補助 

福祉施設の整備については、高崎市障害福祉計

画に基づき、社会福祉法人などからの申請によ

り補助金を交付しています。 

市【継続】

3－ウ－8 地域総合支

援ネットワ

ーク相談会

の活用 

特別支援学校が主催し、保護者や関係機関(行

政担当者や相談支援事業所等)が参加する地域

総合支援ネットワーク相談会を活用し、卒業後

の生徒の福祉サービスの充実を図ります。 

市【継続】
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3－ウ－9 事業所ガイ

ドブックの

作成 

居宅介護事業所情報を集約したガイドブック

や各通所施設の活動内容や特色などを掲載し

たガイドブック、グループホームガイドブック

などを作成します。

市【継続】

3－ウ－10 グループホ

ーム世話人

等研修 

グループホームの世話人などを対象に研修を

行い、スタッフのスキルアップを図ります。 

市【継続】
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(ｴ)地域生活への移行の支援 

現状と課題

グループホームの整備と充実 

・障害のある人が入所施設及び矯正施設から退所したり、病院から退院し地域で生活した

りする（地域移行）場合、あるいは親亡き後にも地域で暮らしていく場合の受け入れ先と

しては、グループホームが重要です。しかし、まだその数は不足している状況であり、よ

り多くの人が利用できるように、施設の整備を推進する必要があります。 

・障害特性などからホームに受け入れてもらえないケースもあります。グループホーム経

営は、障害のある人への理解と適切な支援が要求されるため、経営者のスキルアップや人

材育成も必要です。 

入居者に対する支援体制の強化 

・ホームに入居したくてもホームに空きが無く入居できないケースがある一方、ホームの

支援内容と利用希望者のニーズが合わないことがあります。利用希望者には事前に、グル

ープホームを利用し体験してもらうことで、無理のない利用につなげていくことが必要で

す。 

地域住民の理解と協力

・障害のある人の地域移行には、地域住民の障害のある人への特性等の理解と協力により、

地域の一員として迎えてもらう必要があります。そのための啓発活動などが求められます。

地域移行・地域定着支援の推進 

・精神疾患患者の入退院報告や入所・矯正施設を退所した人への個別支援会議、個別訪問、

個別相談などを通し、医療機関や地域定着支援センター等、また地域で支援してもらう人

たちとの連携を図っています。しかし、すべての医療機関との連携や地域での支援体制が

整っているわけではなく、医療中断などにより状態が悪化し再発するケースもあります。

・地域移行支援、地域定着支援事業では、地域で支援してもらう人たちとの連携の充実を

図り、退院（所）後の途切れのない支援体制を構築することが必要になります。

今後の施策の方向性 

地域生活支援拠点の整備・検討 

・障害のある人が地域で安心して生活が出来るように、自立に向けての相談やグループホ

ームへの入居等の体験の機会及び場の提供等、様々な支援を切れ間なく提供できるよう

な仕組みを構築するために、地域関係機関がそれぞれの機能を分担し、面的な支援を行

う体制整備として、地域生活支援拠点づくりに努めます。
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主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

3－エ－1 居住の場の

提供

障害のある人の居住の場としてのグループホー

ム、福祉ホーム、地域ホームなどでの日常生活

上の支援を継続します。

市【継続】

3－エ－2 グループホ

ームなどの

体験利用の

促進

グループホーム体験利用の促進を図ります。 市【継続】

3－エ－3 地域生活移

行者への支

援

施設及び矯正施設退所・退院者は引き続きサー

ビス利用計画対象者として地域移行後の集中的

な支援を行います。

市【継続】

3－エ－4 グループホ

ームの整備

促進

グループホームの整備については、高崎市障害

福祉計画に基づき、社会福祉法人など補助金を

交付し、グループホームの整備を促進します。

市【継続】

3－エ－5 地域移行、地

域定着支援

連携推進会

議事業

地域移行支援及び地域定着支援連携推進会議

（精神科病院や診療所の関係職員、保護観察所、

地域定着支援センター、保護司、相談支援員、

サービス事業者、行政職員などで構成）を開催

し、対象者のスムーズな地域移行を支援します。

市【継続】

3－エ－6 公営住宅の

活用

市営住宅のグループホームとしての利用につい

て検討します。

市【継続】

新規事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

3－エ－7 地域生活支

援拠点の整

備・検討

障害のある人が地域での生活を支援する拠点と

して、複数の機関が分担して機能を担う面的体

制の整備に努めます。

市【新規】
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第４項 就労の促進、日中活動の充実

(ｱ)一般就労支援 

現状と課題

就労支援における課題

・一般就労を促進する場としては、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所などがあり、

支援施設は増加しています。

・利用者の一般就労への移行には、本人の特性に応じた支援、マッチングがより一層必要

などとなっています。

・一般就労については法定雇用率の関係から、企業側としても障害者雇用に対しての取組

が出来つつある状況です。しかし、障害のある人の特性への理解が十分でないことから、

積極的な雇用がされていない状況もあります。また、雇用に繋がったとしても、その後

の職場内の人間関係等で長続きせずに辞めてしまう傾向も少なくありません。

・障害のある人が地域の一員として共に生活できる社会を実現するためには、職業による

自立した生活を送ることが重要です。法定雇用率の引き上げや、法定雇用率を満たさな

い企業に対する納付金制度の対象企業の引き下げ等により就労環境は整備されてきてい

ます。 

・利用者には、就労支援施設は一般就労への手段であるという認識をより一層持ってもら

うことも必要です。

今後の施策の方向性 

就労の促進のために

・一般就労を促進させるために、引き続きハローワークや就業・生活支援センター等、関

係機関と連携を図りながら支援を行なうとともに、その後の相談支援や職場での状況につ

いてのフォローアップに努めます。

・一般企業への雇用、その後の職場定着へ向けて障害特性に対する理解や対応方法等につ

いての職員のスキルアップのためにも、研修や勉強会を通して関係機関で連携を図って

いきます。

・一般企業や商工会等に障害者雇用について働きかけるとともに、障害特性についての研

修会や勉強会を開催することにより障害のある人についての理解を深めて雇用に繋げる

ように働きかけます。

・今後は、地域の関係機関と連携し障害者雇用の経験がない事業主、障害者雇用に本格的

に取り組もうとしている事業主に対し、理解を深めてもらうとともに、各種障害者雇用

補助制度や本市特定求職者雇用開発補助金制度について周知を図ります。 
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主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

4－ア－1 事業所に対

する障害者

雇用の啓発

ハローワークが開催する「新卒者求人説明会」

への協力を行うとともに、市内企業に対し障害

者雇用の啓発を行います。障害のある人の雇用

促進について事業主の意識高揚を図るととも

に、障害者雇用支援月間(９月)を中心とした雇

用を促す活動を行います。

市【継続】

4－ア－2 雇用環境の

整備

障害者職業センターと連携し、事業主に対して

障害者雇用に関する相談と助言を行い、障害の

ある人の雇用環境の整備を支援します。

市【継続】

4－ア－3 雇用促進事

業の推進

ハローワークとの連携を行うとともに、本市が

行っている特定求職者雇用開発補助金について

ホームページや広報高崎で周知を図り、障害者

雇用の促進を図ります。

市【継続】
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4－ア－4 就労支援の

充実

「高崎市障害者サポートセンターる～ぷ」では、

職場体験実習を行い、障害のある人の一般就労

支援を推進します。

市【継続】

4－ア－5 就労移行・継

続支援

一般企業などへ就職する就労移行支援。就労に

必要な訓練などを行う就労継続支援の 2 種類の

支援を行います。

市【継続】

4－ア－6 相談支援事

業の充実及

び巡回相談

相談支援事業を充実させることで、一般就労に

資するための支援を行います。また、通所施設

や地域活動支援センターを定期的に巡回し、就

労についての相談に努めます。

市【継続】

4－ア－7 就労相談の

実施

ジョブコーチ派遣によるアドバイスや職業指導

を行っている障害者職業センター及びハローワ

ーク、「エブリィ」などと連携し、就労相談を実

施します。

市【継続】

4－ア－8 就労関係機

関との連携

「サポートセンターる～ぷ」「エブリィ」、ハロ

ーワークによる「就労推進ネットワーク」との

連携による、企業への働きかけなどを行います。

市【継続】

4－ア－9 就労支援の

奨励金等事

業

職場実習奨励金や就職支度金を支給することに

より、障害のある人の就労を支援します。

市【継続】
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(ｲ)障害者雇用対策 

現状と課題

雇用における課題 

・企業の障害者枠での採用は少なく、就労移行支援事業所からの採用実績も十分とは言え

ない状況です。

・ハローワーク、相談支援事業所や障害福祉課窓口等、働く場を求めている人の相談窓口

の利用をより広く浸透させる必要があります。

・障害のある人の就労環境は、近年の法定雇用率の引き上げや、法定雇用率を満たさない

企業に対する納付金制度の対象企業の引き下げ等により整備がなされてきています。今

後はさらに、地域の関係機関と連携して障害者雇用の経験がない事業主や、取り組もう

としている事業主に対し、雇用についての理解を深めてもらうとともに、各種障害者雇

用補助制度や特定求職者雇用開発補助金制度について周知を図り、雇用に繋がるように

していく必要があります。 

今後の施策の方向性 

雇用に向けてのサポート体制

・ハローワークや相談支援事業所等、障害のある人の就労相談に関係する機関と協議しな

がら、就労を希望する人と連携してサポートする体制作りに努めます。

・就労移行支援事業所の就業実績を把握し、本人が希望する就労支援が受けられるよう、
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制度のより柔軟な運営を行うよう努めます。

・障害者雇用を促進させるために関係機関と連携して事業主に直接働きかけを行うととも

に、特定求職者雇用開発補助事業を引き続き実施し、障害者雇用の拡大に努めていきま

す。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

4－イ－1 障害者雇用

支援事業（特

定求職者雇

用開発補助

金）

ハローワーク等の紹介により、障害のある人を

継続して雇用する従業員として新たに雇い入れ

た中小企業事業主に対して賃金の一部を助成

し、雇用機会の増大を図ります。 

市【継続】
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(ｳ)施設利用者の収入増加のための施策の推進 

現状と課題

工賃向上へ向けての課題 

・各障害福祉サービス事業所は工賃向上へ向け積極的な取り組みを行っており、高崎市と

しても優先的に障害福祉サービス事業所の商品やサービスを利用してもらえるよう全庁

的に、働きかけを行っていますが、更に利用を促進する必要があります。

今後の施策の方向性 

業務の確保と理解 

・施設が受注可能な役務や、販売している物品についてホームページなどで公開し、市民、

民間企業への周知を図ります。また、施設のパンフレット配布の協力を行います。

・引き続き関連各課や団体に対し、障害福祉サービス事業所の商品やサービスの優先的な

利用を呼び掛けるとともに、事業所情報を市ホームページ等に掲載することで、一般企

業への理解も促します。

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

4－ウ－1 障害者施設

からの物品

購入、除草業

務等の役務

の委託

除草業務や軽作業などの役務を障害者施設など

に委託したり、市で購入する各種物品について、

できるだけ障害者施設から買い入れしたりする

ことで、施設の安定した収入の手助けをし、利

用者の工賃の底上げを図ります。

市【継続】

4－ウ－2 障害者支援

施設での農

業生産活動

の充実

障害者支援施設での地域住民の協力により農業

生産活動の推進に努めます。

各障害者支

援施設

【継続】
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(ｴ)日中活動の充実 

現状と課題

利用における問題 

・在宅の障害のある人の中には、障害者施設を利用したいと考えていても、移動手段が無

いため施設利用ができない人がいます。障害者施設での移動手段の環境整備が必要です。 

情報提供、情報収集の充実 

・アンケートの結果では、日中活動の場を探しているが、どこに自分に合った施設がある

か分からない、また、施設でどんな活動をしているのか分からないという利用者や家族

の声が聞かれました。日中活動の情報を積極的に提供する必要があります。

今後の施策の方向性 

移動手段や施設定員の問題

・福祉有償運送事業は障害のある人の移動手段として有効ですが、日常的に利用をした場

合費用面で負担が大きくなるため、安心して利用できる移動手段等の研究を行います。 

・年々増加する新規の施設利用希望者が、希望する施設を利用できるよう、地域、種類、

ニーズなどの諸条件を考慮しながら計画的な施設整備を支援します。 

情報提供、情報収集の充実 

・地域の課題を解決するため様々な活動に積極的に参加していくよう、市の役割として地

域福祉の推進を図っていきます。 

・一人ひとりの障害特性に合った日中活動の場を選択できるよう、各事業所の特徴や活動

メニューなどを網羅した障害者施設ガイドブックの作成や障害者施設説明会などを企画

し、情報の提供に努めます。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

4－エ－1 市立施設で

の日中活動

の充実

地域活動支援センター事業や、高崎市心身障害

者会館、総合福祉センターの充実により日中活

動の場の選択肢が広がるよう図ります。

市【継続】

4－エ－2 各関連福祉

施設の連携

障害者施設と高齢者施設などとの連携を図り、

施設の有効活用に努めます。

市【継続】

4－エ－3 通所サービ

スなど利用

案内

「サポートセンターる～ぷ」や相談支援事業所

で、施設通所を含む日中サービス利用全般につ

いて説明と案内を行います。

市【継続】
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4－エ－4 福祉情報誌

の活用

福祉情報誌「つながる～ぷ」に毎号施設紹介の

記事を掲載します。

市【継続】
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(ｵ)地域における社会参加の促進 

現状と課題

参加機会の確保について 

・障害のある人が気軽に参加できる活動やイベントがまだまだ少なく、また、どのような

形で地域社会に参加したいのかのニーズを正確に把握していく必要があります。 

・障害のある人を主体とした文化活動（総合福祉センター、ハーモニー高崎ケアセンター）・

スポーツイベントを充実し、障害のある人の社会参加を促進することが必要です。 

・施設のバリアフリー化など、利用しやすい施設の整備が求められます。 

文化芸術

・文化事業においては、障害のある人も楽しめる企画の開催や、多様な文化芸術活動への

参加機会の確保及び、文化芸術活動を支援する団体の適切な支援が必要です。 

・生活にゆとりを与え、心に潤いをもたらす芸術文化活動は、障害のある人が社会へ参加

するひとつのきっかけとなります。障害のある人が参加しやすい活動の充実や周知を行

なっていく必要があります。

・高崎市美術館ではだれもが利用しやすく楽しめるよう、施設の整備を図り、展覧会を企

画していますが、障害の種類・程度により対応を考慮しなければなりません。特に視覚

に障害がある人が楽しむことの出来る展覧会の開催には、多くの問題をクリアする必要

があります。 

・障害のある人もそうでない人も共に楽しめる展覧会の開催と、より一層の施設・設備の

整備に取り組む必要があります。 

今後の施策の方向性 

参加機会の確保について

・高崎まつり花火大会や高崎マーチングフェスティバルへの招待等、障害のある人が気軽

に参加できるような機会を積極的に増やすとともに、障害福祉サービス事業所や障害者

団体が開催する活動やイベント等の情報収集を行い、ホームページ等で引き続き発信し

ていきます。 

・窓口や調査訪問時の聞き取り等により、社会参加についてのニーズを適宜把握するよう

努めます。 

スポーツ･レクリエーション 

・障害の有無にかかわらず、すべての市民がスポーツ･レクリエーションを楽しむことがで

きるよう、障害者福祉計画の目標にも沿った施策の展開を行います。 

・プロスポーツ観戦等を楽しむことができる環境づくりを推進します。 

・スポーツを通して体力の維持増進と機能回復、自立更生の充実を目的に「日本選抜車椅

子バスケットボール選手権大会」等の開催支援を実施します。 
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・各種スポーツ競技（関東･全国）大会に出場する選手に奨励金を交付し、スポーツの振興

を図ります。

文化芸術 

・文化芸術は、人々がゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上で不可欠

なものです。全ての市民が文化芸術活動に参加し、楽しむことのできる機会の充実を図る

ことで、交流を通じて互いの理解と認識を深めます。

・文化施設の課題を検証し、危険箇所の修繕等によりバリアフリー化等を促進し、障害の

ある人が使いやすい施設として整備していきます。

・芸術鑑賞や芸術活動への参加促進に向け、全ての市民が芸術に親しみ、楽しめる機会の

充実を図ります。

主な事業

【本市独自の事業】

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

4－オ－1 料理教室の

実施

視覚障害のある人を対象に「簡単に作れる料理

づくり教室」を開催します。障害のある人が自

立した生活が送れるように支援していくととも

に、参加者の拡大を図ります。

市【継続】

4－オ－2 プロ野球観

戦

障害のある人を対象に、城南球場で行うプロ野

球イースタンリーグ公式戦への無料招待を実施

します。

市【継続】

4－オ－3 障害者（児）

水泳教室の

開催

障害のある人を対象に、新町温水プール「アク

アピア」で、水遊び体験及び水泳教室を実施し、

心身のリフレッシュを図ります。

市【継続】

4－オ－4 全国障害者

スポーツ大

会参加者へ

の奨励金の

支給

障害のある人の社会参加の推進や、理解を深め

ることを目的に、大会出場者に対し奨励金を支

給します。

市【継続】

4－オ－5 触れる美術

館

視覚障害のある人に対して彫刻、陶芸等の「触

れる美術展」の開催を継続するよう努めます。

市【継続】
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【本市が後援する事業】

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

4－オ－6 障害者団体

が行うイベ

ントなどへ

の支援

障害のある人の活動を市民にアピールするイベ

ントやスポーツ大会などを支援します。

障害者団体

【継続】

4－オ－7 レクリエー

ション活動

の後援

心身障害者スポーツ大会、クリスマス会など障

害者団体の行事に対して支援します。

障害者団体

【継続】

4－オ－8 各種スポー

ツ大会開催

支援

スポーツを通じて障害のある人の体力の維持増

進と機能回復、自立更正の充実などを目的とし

て「日本選抜車椅子バスケットボール選手権大

会」を後援します。

障害者団体

【継続】

4－オ－9 「みんなの

作品展」など

の開催支援

高崎市心身障害者等連絡協議会加盟団体自らが

行う芸能文化活動（みんなの作品展）などに対

して、広報、後援、関連機関に対する協力等の

支援をします。

障害者団体

【継続】

【本市が環境整備を行なう事業】

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

4－オ－10 障害スポー

ツ競技者の

育成

身体障害者体育センターを使用する障害者スポ

ーツ団体や、障害スポーツ競技者を強化育成す

るために設備の充実、指導者の招へい、競技者

発掘及びサポーターの育成に努めます。

障害者団体

【継続】

4－オ－11 軽スポーツ

の普及

障害のある人もない人も、すべての人が楽しめ

る「ボッチャ」や「スマイルボウリング」など

の軽スポーツを普及させ、障害のある人同士、

また障害の無い人との交流の促進に努めます。

市【継続】

4－オ－12 バリアフリ

ースポーツ

の充実

障害のある人もない人も、すべての市民が参加

できる健康教室を開講し、体力の増進及び相互

理解の促進に努めます。

市【継続】

4－オ－13 参加機会の

確保

障害者団体や障害のある人の文化芸術活動を支

援する活動を行う団体の活動状況を把握し、支

援施策の充実を図ります。

市【継続】
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4－オ－14 鑑賞事業の

充実

舞台、展覧会などの鑑賞事業における情報提供

の充実や、市文化会館に設置されている聴覚障

害者支援システムの周知を図り、身近で安心し

て鑑賞できる機会の拡充に努めます。

市【継続】

4－オ－15 文化施設の

環境整備

既存の文化施設について、誰もが参加でき、利

用しやすいバリアフリー化を進めることによ

り、芸術や文化活動の発表の場としての活用を

促進します。

市【継続】
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第５項 保健、医療の充実

(ｱ)保健の充実 

現状と課題

相談の増加・多様化への配慮 

・成人保健事業については、がん検診、特定健診、特定保健指導により疾病の予防や早期

発見に努めていますが、受診率が低いというのが現状です。市民への周知を図り、受診

率の向上対策と糖尿病などの生活習慣病予防対策の更なる推進に取り組んでいきます。 

・感染症の発生や蔓延を予防したり早期発見を推進することで、公衆衛生の向上を図って

います。そのためには対象者へより広く周知・勧奨することが重要となります。 

今後の施策の方向性 

保健の充実に向けて

・妊娠期の妊婦健康診査、乳幼児期の乳幼児健診、成人の各種がん検診、特定健診、特定

保健指導、後期高齢者健診等の充実を図り、障害の原因となる疾病予防及び重症化予防に

取り組んでいきます。 

・健康教育や健康相談事業により、健康な状態を維持できるよう、市民の生涯にわたる健

康づくりの支援を行い、健康寿命の延伸を図っていきます。 

・保健の充実に係る施策として、障害の原因となる疾病の予防や早期発見に努めるため、

予防接種やエイズ・性感染症の検査・相談を実施しています。 

・難病患者や関係者に対し、訪問相談指導、相談会、研修会等による難病療養支援を実施

しています。 

・医療の充実に係る施策として、小児慢性特定疾病や指定難病、肝炎など、長期間にわた

り継続して治療が必要な人へ医療費の公費負担を実施しています。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

5－ア－1 母子保健事

業の充実 

妊娠出産、乳幼児期の健康管理を促し、健全な

子どもの育成を目的に正しい知識の普及や保健

指導を実施します。また、子どもの発達や育児

に悩む親と子どもを対象とした学級や相談事業

を行います。

市【継続】
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5－ア－2 成人保健(健

康教室・健康

相談等) （健

康診査）（Ｈ

ＩＶ検査）

健康増進と病気の早期発見・早期治療に繋げる

ことを目的に各種健（検）診を実施します。ま

た、生活習慣病対策として特定保健指導や健康

教育、健康相談事業を充実させ、疾病の改善を

図り、健康な状態を維持できるよう継続した指

導を行います。

市【継続】

5－ア－3 予防接種事

業 

感染症の予防や感染症から起因する障害予防の

ため、予防接種の有効性を周知し、未接種者へ

の積極的な接種勧奨による接種率の向上に努め

ます。

市【継続】

5－ア－4 難病対策事

業 

新規患者への支援の強化を図ります。また、在

宅で療養する難病患者に、療養環境を調整し、

本人や家族への支援を行う目的で訪問指導を行

います。 

市【継続】

5－ア－5 地域活動育

成事業 

（母子保健

推進員） 

（食生活改

善推進員） 

地域に住む身近な子育ての相談役としての母子

等保健推進員の活動を支援します。また、健康

的な食生活を普及するための食生活改善推進員

の地域活動を支援します。

市【継続】

5－ア－6 介護予防の

推進 

高齢者に対し、心身機能の低下を防ぎ健康寿命

の延伸を目的に、介護予防事業を実施します。

また、高齢者の社会参加や役割を持つことが生

きがいや介護予防にもつながるため、担い手と

して介護予防サポーターの養成を行い、地域で

の通いの場を拡大します。 

市【継続】
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(ｲ)医療の充実と医療との連携促進 

現状と課題

医療費の助成について

・小児科医・産婦人科をはじめとした医師が全国的に不足しているという昨今の情勢等に

より、必要とされる医師の確保が困難な状況が続いています。 

・自立支援医療（精神通院医療、更生医療、育成医療）、未熟児養育医療、小児慢性特定疾

患医療、重度心身障害者医療、肝炎治療費等助成など、長期間にわたり継続して治療が

必要な人に対して医療費の助成を行っています。対象者へ広く周知し利用を勧め疾病の

重症化、障害の重度化を予防する事が必要となります。 

今後の施策の方向性 

診療体制の整備・充実 

・各種の医療費の公費負担制度の適正利用を推進するため、周知を徹底し、利用を促進し

ます。 

・地域住民が健康で安心して暮らせるよう、充実した医療環境の構築を図るとともに、休

日・夜間等における急病患者の診療体制の整備、充実に努めます。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

5－イ－1 医療サービス

の充実

市民が安心して生活できるよう救急医療体制の

整備を推進するとともに、休日、夜間における急

病患者の診療体制を確保します。高次脳機能障害

などの相談は、県の相談機関との連携のもと行い

ます。

市【継続】

5－イ－2 医療の公費負

担制度

( 自立支援医

療) (小児慢性

特定疾患医療

の助成) (肝炎

治療費助成）

(重度心身障害

者医療費助成) 
(未熟児養育医

療) 

各種の医療費の公費負担制度の適正利用を推

進するため、制度について広く周知することが

必要です。

市【継続】
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5－イ－3 個別支援会議 在宅で自立した生活を送るために、本人、関係

機関や地域で支援を行う事業所などと支援会

議を行います。

市【継続】

5－イ－4 リハビリテー

ションの充実 

(総合福祉セ

ンター等の機

能訓練事業) 

(訓練等給付、

介護保険サー

ビス) 

理学療法士、作業療法士、スポーツトレーナー

などによる機能回復訓練、水浴訓練を実施し、

身体・精神機能の低下を防ぎます。また、自立

した日常生活、社会生活を送れるよう、必要な

訓練を行います。介護保険の対象者は、通所や

入所型の機能訓練を行い、機能低下を防ぎま

す。

市【継続】
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第６項 早期療育、教育環境の整備

(ｱ)早期療育体制の充実 

現状と課題

スキルアップと資質向上 

・各種乳幼児健診により疾病や異常の早期発見・早期療育に結びつけていますが、発達障

害の早期発見には健診に携わる保健師等にスキルが求められます。こども発達支援センタ

ーと連携を図るとともに、早期発見・早期療育に結びつくよう、より一層の資質向上が必

要です。 

・こども発達支援センターでの事業が市民の間に定着し、年々相談件数が増加してき

ていますが、一方で相談内容もより多様化してくる傾向にあります。

今後の施策の方向性

総合的なサポートを 

・いきいきと安心して生活できる地域づくりを目指すために、障害のある子どもや、その

家族に対し支援を行い、関係機関や地域の理解を求められるようサポートに努めます。 

・発達障害や発達に不安のある０歳児から中学卒業までの生活や学習面で困っている子ど

もたちや、つまずきを抱えている子どもたちとその家族が、いきいきと安心して生活でき

る地域づくりを目指します。 

主な事業 

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

6－ア－1 発達障害に

関する相談

支援体制の

整備

多くの人に発達障害の特性を理解してもらい、

障害のある子どもがいきいきと安心して生活で

きる地域づくりを目指します。また、関係機関

が集まり発達障害に関するネットワークを構築

し、相談支援体制の整備に努めます。

市【継続】

6－ア－2 保育所等の

事業 

（保健巡回

事業）（早期

療育支援事

業） 

市内の保育所、幼稚園、こども園を巡回し、日

中の様子や健診結果等により障害の早期発見を

図るとともに、早期療育の必要な幼児に支援を

行います。 

市【継続】
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6－ア－3 発達障害児

支援者のス

キルアップ

研修の実施

発達障害や発達に特性のある子どもに対して、

適切な支援ができるように、乳幼児期や学童期

に関わる保育士や教職員、療育施設等の職員の

スキルアップ研修を実施します。

市【継続】

6－ア－4 障害児保育 市内保育所において、障害のある子どもに対し

て障害児保育を実施します。

市【継続】

6－ア－5 障害児通所

給付費

障害のある子どもを対象に、日常生活における

基本的な動作の修得や集団生活の中での過ごし

方などを身に付ける療育をします。

市【継続】

6－ア－6 生活サポー

ト（サービス

ステーショ

ン事業、登録

介護者事業）

障害のある子どもの介護者が一時的に介護がで

きない場合、市に登録している介護者やサービ

スステーションで介護します。

市【継続】

6－ア－7 高崎市こど

もを守る地

域協議会で

の連携

高崎市こどもを守る地域協議会を通じ、関係機

関との連携を図ります。

市【継続】

新規事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

6－ア－8 児童通所施

設ガイドブ

ックの作成

各児童通所施設の活動内容や特色などを掲載し

たガイドブックを作成します。

市【新規】
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(ｲ)障害のある子どもへの教育の充実 

現状と課題

学校教育における課題 

・学校教育では、特別支援教育を進める上で以下の４点についての課題があります。 

○特別支援教育コーディネーターを中心とした組織で取り組む校園内体制の充実 

○障害のある子どもに対する一貫した適切な指導や支援を行うための保幼小中連携した

就学支援 

○特別支援教育の視点を取り入れた、すべての子どもにとって分かりやすい授業づくり 

○通級指導教室の児童生徒の増加に伴う通級指導教室の指導体制の充実 

その他、学校教育に関連する施策の全ては、障害のある子どもを含めた全児童・生徒

を対象とするものであり、障害のある子どものすべてを支援するとは限らない事業など

もあります。また、学校教育のみで障害のある子どもの支援が完結しない業務もありま

す。 

求められるスキルアップ 

・こども発達支援センターでの相談は、件数が増加しています。また、相談内容もより多

様化する傾向にあります。今後は職員の専門スキルを充実し、様々な相談内容に早期に

対応出来るよう努めることが必要です。 

・放課後児童クラブの現場において、障害のある子どもの対応に、より配慮が必要である

と感じています。障害児研修会の開催等を通じて、障害のある子どもに対する適切な保

育が行えるような運営体制の整備が必要です。 

サービス内容の均一化についての課題 

・現在、高崎市内に児童発達支援事業所が５箇所、放課後等デイサービス事業所が３３箇

所と、特に放課後等デイサービス事業所については近年増加しています。障害のある子

どもに、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進を行う事業所ですが、

その支援方法について各事業所でばらつきがあり、特に放課後等デイサービスの利用に

ついて問題が見受けられる部分があります。 

今後の施策の方向性 

学校教育における今後の方向性 

・小・中学校等における特別支援教育の推進に向け、特別支援学校のセンター的機能を活

用するなど、引き続き「特別支援教育」を重点項目の一つとして取り組んで行きます。

一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を目指し、 

○学校園内外における支援体制の充実、 

○特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり・教室環境づくり、 

○「個別の教育支援計画」の活用と「個別の指導計画」に基づく指導の充実、 
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○心の通い合う交流教育の推進などを実施する方向で考えています。 

・学校だけではなく、関係部局との協力・理解を得ながら連携を図り、支援に繋がるよう 

な施策となるよう、働きかけを行うよう努めます。 

体制の整備・充実 

・障害のある子どもたちや、つまずきを抱えている子どもたちとその家族が、いきいきと

安心して生活できる地域づくりを目指すために、一貫した支援を行い関係機関や地域の

理解を求められるよう総合的にサポートします。 

・保護者の就労等の理由により、放課後に適切な保育が受けられない小学校就学児童につ

いて、障害の有無にかかわらず放課後の一定時間において組織的に生活指導を行います。

また、児童の健全育成を図れるよう、放課後児童クラブの体制を整備するよう努めてい

きます。 

・支援を必要とする乳幼児を保育所(園)に受入れ、保護者との共通理解と信頼関係をもちな

がら、専門的な指導・助言に基づいた保育を行います。子どもたちの健やかな成長と、

安心して働き明るい家庭を築いていけるよう支援していきます。

利用しやすい環境づくり 

・各放課後等デイサービス事業所や児童発達支援事業所の活動内容や特色を掲載した施設

案内を作成し、利用希望者に情報を提供すると共に、現在起っている問題についても高

崎市自立支援協議会や群馬県と協議しながら解決に向けて研究していきます。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

6－イ－1 適切な就学

の促進

障害のある子どもの適切な就学を進めるため、

教育、医療などの各関係機関の専門家との連携

を密にし、協議判断を行い、適切な就学支援及

び各種相談を実施します。

市【継続】

6－イ－2 障害のある

子どもに関

する教育相

談

就学相談、生活相談、進路相談、障害に対する

適切な支援の相談などについて、学校教育課及

び教育センター、小・中学校、特別支援学校、

通級指導教室などで適宜行い、適切な就学支援

及び各種相談を実施します。

市【継続】

6－イ－3 指導者のた

めの研修会

の充実

指導者の資質向上を図るために、各種研修会へ

の参加や各学校などでの研修に努めます。

市【継続】
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6－イ－4 交流教育の

充実

特別支援学級との交流や、特別支援学校と小・

中学校間での交流、学校開放を通しての地域の

人たちとの交流により、障害についての正しい

理解を促進し、社会参加の意識を育てます。

市【継続】

6－イ－5 居住地校交

流の充実

特別支援学校に通学している児童、生徒が、居

住地の小・中学校での授業や行事に参加する交

流及び共同学習の充実を図ります。

市【継続】

6－イ－6 個別教育の

充実

授業についていくのが困難な児童、生徒に対し

ては、授業方法や教材などの工夫を行い、個々

に応じた教育の充実を図ります。

市【継続】

6－イ－7 放課後児童

クラブの障

害児の受け

入れ体制の

整備

放課後児童クラブにおいて、障害のある子ども

の受け入れを実施します。

市【継続】
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第７項 生活環境の整備

(ｱ)非常時等の支援体制の整備 

現状と課題

災害時の支援体制 

・大きな災害が発生した際は、障害のある人は速やかな避難ができずより大きな被害をこ

うむる可能性があります。このため、高崎市では「避難行動要支援者名簿」を作成し、

地域ぐるみで災害弱者を支える取り組みの検討をお願いしています。しかしながら、各

地域での取り組みは数少ない状況です。 

・防災に関しては、市民に広く知ってもらうことが最重要であるため、関係機関と協力し

説明会を実施するなど、あらゆる手段を使って周知していく必要があります。 

防犯 

・障害のある人が悪質商法や振り込め詐欺などの犯罪に巻き込まれないためには、正しい

知識を身につける必要があります。そのためには積極的な情報提供を行なう必要があり、

家族や地域での見守りも重要となってきます。在宅の障害のある人やその家族への直接的

な働きかけを行うとともに、関係機関との協議、体制づくりが必要です。
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今後の施策の方向性 

災害時の支援体制 

・避難行動を起こす時には、「避難行動要支援者名簿」を基に、区長や民生委員、近隣の

支援者などが協力し、避難行動を支援していただくようお願いします。 

・「避難行動要支援者名簿」掲載に同意されていない人、未回答の人へ再度説明し、確認

同意書の提出を求めていきます。 

・長期の避難所生活が難しい自閉症や重度の知的や精神に障害のある人を対象とする重度

障害者避難所の設置を引き続き検討します。 

防犯 

・障害のある人が安心して暮らせるよう、地域コミュニティと連携して犯罪被害を防止す

ることができる方策について検討します。

火災や救急時の緊急通報 

・消防局は、聴覚や言語に障害のある人の緊急時の対応方法（火災や救急時の緊急通報）

として、ＦＡＸによる１１９番通報や携帯電話等からのメール１１９番通報、更には通報

者の位置情報付きで通報できるＮＥＴ１１９番通報を受信可能な環境を整備したので、周

知を図っていきます。 

・外出先等で緊急時の際、近くにいる人に通報を依頼するための緊急通報依頼カード（消

防局ホームページからダウンロード・印刷・携帯可）を持参してもらうため、広く周知す

るとともに施策の充実、促進を図ります。 

・災害専用電話について広く周知に努めます。

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－ア－1 緊急時等の

対応事業 

緊急通報装置購入費の助成や火災警報機及び自

動消火器の購入費の助成を行い、障害のある人

の緊急事態への対応向上を図ります。

市【継続】

7－ア－2 地域社会全

体の見守り

による環境

づくりの推

進

障害のある人や高齢者などの社会的弱者の犯罪

被害の防止のため、地域の指導者などの訪問指

導などの推進と、地域社会全体の見守りにより、

障害のある人や高齢者などの社会的弱者の外出

時における緊急事態に際し、駆け込みやすい（助

けを求めやすい）環境づくりを推進します。

市【継続】
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7－ア－3 「避難行動

要支援者名

簿」活用の推

進

自主防災組織との連携を強化し、「避難行動要

支援者名簿」をもとに、きめ細やかな災害時援

護対策を検討していきます。また、名簿を利用

し、地域の区長や民生委員、近隣の支援者など

に要支援者の状況を把握してもらうよう周知し

ていきます。なお、「避難行動要支援者名簿」

掲載に同意されていない人、未回答の人へは、

引き続き確認同意書の提出を求めていきます。

市【継続】

7－ア－4 緊急時の連

絡手段の充

実・周知 

災害専用電話や緊急ＦＡＸ通報について広く周

知を行います。 

市・高崎市

等広域消防

局【継続】

新規事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－ア－5 ＮＥＴ１１

９番及び緊

急通報依頼

カードの実

施 

メール１１９番と同様に携帯電話やスマートフ

ォンから位置情報付きで通報できるＮＥＴ１１

９番通報システムが導入されたため、現在メー

ル１１９番に登録している方にはＮＥＴ１１９

番へ移行するように福祉部局と連携し、登録説

明会の開催を実施するとともにホームページで

周知の徹底を図り、その移行について働きかけ

ていきます。緊急通報カードについては、更な

る広範囲への周知を促していきます。 

高崎市等広

域消防局

【新規】

7－ア－6 ＧＰＳ機器

を利用した

所在不明と

なる恐れが

ある人の早

期発見に資

するシステ

ムの実施

所在不明となる恐れのある高齢者や障害のある

人に対し、ＧＰＳ機能付き機器を貸与すること

で、日常的な見守り及び所在不明時の早期発

見・保護を図り、利用者の日常生活における健

康・生活不安等の解消並びに介護する家族等の

負担の軽減に繋げていきます。

市【新規】
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(ｲ)バリアフリー、ユニバーサルデザインの促進 

現状と課題

市街地整備・土地区画整理について 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」及び「高

崎市交通バリアフリー基本構想」等に基づき、国・県の道路構造基準に沿った整備を実

施していきます。 

・街路事業の改善内容として、歩道の段差解消や、道路の透水性舗装及び排水性舗装など

の整備を進めることにより、良好な都市環境の整備に努めていきます。 

・土地区画整理事業においては事業の進捗にあたり地権者の協力を得られるかどう

かが、また、市街地再開発事業等においてはユニバーサルデザインの促進につい

て理解を得られるかどうかが課題となっています。 

・土地区画整理事業の目的である健全な街づくりに加え、障害のある人や高齢者等にとっ

て安全な街づくりを行うことが課題となっています。 

施設のバリアフリー関連 

・既存施設を改修するバリアフリー化については、施設の構造・設備上の問題で限界があ

る施設もあります。 

今後の施策の方向性 

市街地整備・土地区画整理について

・国の「ユニバーサルデザイン政策大綱」「バリアフリー新法」などに基づき、広い歩行空

間の確保のため電線類の地中化の推進、歩道の段差解消・点字ブロックの設置に努めま

す。 

・高崎市交通バリアフリー及び基本構想に基づく事業の計画や進捗を図ります。 

・市街地再開発事業等においては、安心して快適に暮らせる地域づくりに努めます。 

・区画整理事業区域内の歩道は、障害のある人や高齢者等が安全に通行できるように、歩

道の傾斜・勾配・段差を少なくします。また、側溝は、蓋の数が少なく平坦性に優れる

ユニバーサル側溝を多く採用していきます。さらに交差点等には、必要に応じて視覚障

害者誘導ブロックを設置します。

・歩行者、自転車と自動車の分離を図るとともに、誰もが安全で快適に利用できる歩行空

間を確保するため、高崎駅駅前の整備を推進します。

・障害のある人も無い人も地域の中で共に安心・安全に生活できるように、道路をはじめ

とする社会基盤の整備（広幅員の歩道や段差解消・傾斜の改善等）を推進し、道路・水

路の適正な利用及び維持管理を行います。

施設のバリアフリー関連

・小・中学校、幼稚園等の新築・改築の際には、多くの人が利用し易いように計画・立案
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し、バリアフリー化を促進していきます。既存施設においては、肢体不自由の児童・生

徒等が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるように方策を検討し、必要な整備を

行い、バリアフリー化を推進します。

・文化施設の課題を検証し、危険箇所の修繕等やバリアフリー化等を促進し、障害のある

人にとって使いやすい施設として整備していきます。

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－イ－1 ひとにやさ

しいまちづ

くりの推進

高崎駅周辺地区及び新町周辺地区の歩行空間の

段階的整備計画の策定に努めます。広い歩行空

間の歩道を確保するため、電線類の地中化を推

進します。また、広幅員の歩道整備、歩きやす

い舗装材の選択、視覚に障害のある人の誘導ブ

ロックの設置に努め、既存歩道については、段

差・傾斜・勾配などの改善に努めます。

市【継続】

7－イ－2 「高齢者、障

害者等の移

動等の円滑

化の促進に

関する法律」

による構想

の策定及び

事業の推進

法に基づく特定旅客施設周辺地区のバリアフリ

ー基本構想を策定し事業の推進を図ります。

市【継続】

7－イ－3 公園施設の

ユニバーサ

ルデザイン

化工事

ユニバーサルデザイン化の必要性が高い公園に

ついても整備を進めます。整備内容としては、

出入り口の段差解消、両脇に手すりのついたベ

ンチへの交換、車いす利用の人でも使用できる

水飲みの設置などを行います。

市【継続】

7－イ－4 民間建築物

の福祉対応

化の促進

市街地再開発事業において、民間の建築物や住

宅を対象として「バリアフリー新法」や「長寿

社会対応型住宅設計指針」の基準に基づき福祉

対応化に対する配慮を指導、要請していくとと

もに、ユニバーサルデザインの促進についても

理解を求め、すべての人が安心して快適に暮ら

せる生活空間の整備に努めていきます。

市【継続】
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7－イ－5 公共建築の

バリアフリ

ー化の促進

公共施設（美術館や教育施設等）について、エ

レベーター、多目的トイレの設置や出入り口の

段差を解消するなどのバリアフリー化に努めま

す。

市【継続】

7－イ－6 タウンモビ

リティの推

進

中心市街地をバリアフリー化し、電動カートや

車いす、カートなどを貸し出すことで高齢者や

障害のある人も利用しやすい街になるよう検討

を行います。

市【継続】

新規事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－イ－7 ひとにやさ

しいまちづ

くりの推進

「高崎駅東

口ペデスト

リアンデッ

キ整備事業」

高崎文化芸術センター（仮称）が整備されるこ

とに伴い、駅東口周辺の車両及び歩行車量増加

が見込まれるため、ペデストリアンデッキを整

備し、高崎文化芸術センター（仮称）利用者の

動線を確保するとともに、歩車分離による歩行

者の安全確保を図ります。

市【新規】

7－イ－8 ひとにやさ

しいまちづ

くりの推進 

「公園施設

のユニバー

サルデザイ

ン化工事」

子どもからお年寄りまで多く市民が憩い集える

場所となるよう、既存の公園を対象に、出入口

や園路の段差解消、手すりのついたベンチの設

置、車いす利用の人でも使用できる水飲み場の

改修などを行います。

市【新規】
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(ｳ)住宅環境の整備 

現状と課題

高齢化・単身化によるニーズの変化 

・障害のある人の世帯は高齢化が進んでいます。単身の世帯も増加傾向にあります。将来、

グループホームなどの施設に入所を希望される人がいる一方で、引き続き住み慣れた自

宅で暮らしたいと希望される人もいます。地域生活支援を促進するなかで、住環境の整

備は重要な課題となっています。 

・工事費用がかかるため、十分な住宅改修ができない障害のある人が多くいます。

今後の施策の方向性 

地域生活支援による住環境整備（リフォームの促進）

・高崎市では、障害のある人が自宅で快適に暮らせるよう、住宅改造にかかる費用を助成

しています。こうした制度の周知を図り、より安全で快適な住環境の整備に努めること

とします。 

・高崎市社会福祉協議会と連携を図り、独立自活に必要な資金の貸付制度等の周知を図り

ます。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－ウ－1 市営住宅建

替え時障害

者向け住戸

の整備

市営住宅の建替え時、障害のある人の身体状況

に応じた住戸の整備に努めます。

市【継続】

7－ウ－2 住宅改修費

給付

主に、下肢・体幹障害３級以上または運動機能

障害３級以上の人が軽微な住宅改修を行う場

合、その工事費の一部を補助します。

市【継続】

7－ウ－3 障害者住宅

改造費補助

肢体不自由１・２級、または視覚障害１級の人

が居住する住宅を障害のある人のために改造す

る場合、その費用を補助します。

市【継続】

7－ウ－4 生活福祉資

金の貸付

住宅の増改築、補修など及び公営住宅の譲り受

けに必要な経費を貸し付けます。連帯保証人を

たてられる場合は無利子です。

市・社会福

祉協議会

【継続】
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(ｴ)移動手段の整備 

現状と課題

移動支援事業 

・現在、市は屋外での移動が困難な障害のある人に対し外出支援を行い、地域における自

立生活と社会参加を促進するため、移動支援事業を実施しています。しかし、この移動支

援事業は、施設への通所・通学・通勤には利用できず、制度の拡充を望む声が多くありま

す。 

タクシー料金の助成 

・市は障害のある人が、通院でタクシーを利用する際の交通費負担軽減や、社会参加を促

進するため、在宅で障害のある人に対してタクシー料金の助成を行なっています。しかし、

タクシー以外の移動手段を利用しての通院や社会参加を望む声があります。 

自動車改造等 

・市は障害のある人の社会参加を促進するため、自身が運転できるよう自動車を改造した

場合の改造費の補助、車いすごと乗れる車両など（介護用車両）の購入費の補助、自動車

運転免許取得費の補助を行なっていますが、制度についての更なる周知が必要です。 

今後の施策の方向性 

移動支援事業 

・通所サービスを利用しやすくし社会参加を促進するため、また生活の基本である通学・

通勤を支援することで家族の負担を軽減するため、移動支援サービスを通学・通勤にも

利用できるよう研究します。

タクシー料金の助成 

・現在は初乗運賃分のタクシー券を交付していますが、他の移動手段を選択しての通院及

び社会参加を支援するため、より選択肢が広げられるような制度について研究する必要

があります。 

自動車改造等 

・自動車改造費補助事業、介護用車両購入費等補助事業、自動車運転免許取得費補助事業

に関しては、広く周知することで制度の利用促進に努めます。 
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主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－エ－1 移動支援事

業

余暇活動、散歩、買い物、官公庁での手続き等

のための外出を支援する移動支援事業を継続し

て実施します。 

市【継続】

7－エ－2 福祉タクシ

ー事業

障害のある人がタクシーを利用する際の料金の

一部を補助する、福祉タクシー事業を継続して

実施します。

市【継続】

7－エ－3 自動車改造

費補助事業、

介護用車両

購入費等補

助事業、自動

車運転免許

取得費補助

事業

現在の事業を継続し、自動車の改造、購入、運

転免許の取得による障害のある人の社会参加を

支援します。

市【継続】

7－エ－4 市内循環バ

ス「ぐるり

ん」等の運賃

等の割引

「ぐるりん」「よしいバス」及び「はるバス」の

各路線を利用した場合に、障害者手帳や入所証

明書等を提示することにより、運賃（よしいバ

スは使用料）を半額とします。 

市【継続】
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(ｵ)コミュニケーション環境の整備 

現状と課題

コミュニケーション支援の実施 

・高崎市では手話通訳者の派遣事業を行っていますが、新規の手話通訳者の確保が課題と

なっています。派遣の申請があった時に対応できる人を確保するのが難しい状況です。

新規の手話通訳者を増やすとともに、現在の登録者の有効な活用を図る必要があります。 

・中途失聴者、特に中高年になってから耳が聞こえなくなった人の多くは手話ができませ

ん。こうした人とのコミュニケーション支援の方法に要約筆記があります。要約筆記は

様々な場面で手話ができない聴覚に障害のある人の社会参加に重要な役割を担いますが、

確かな技術を持つ要約筆記者が不足しています。また、難聴者及び一般市民にあまり知

られていないのが現状です。 

・視覚障害のある人にとって情報を得る上で重要なツールである点字については、日常生

活に必要な情報を正確かつ迅速に点訳できる点訳者が不足しています。また、日常生活

上得なければならない文字情報を朗読して録音する音訳者も少なく、それらの養成が必

要とされています。 

情報のバリアフリー化 

・障害の有無にかかわらず誰でも、みな平等に必要な情報が得られることが求められてい

ます。日常生活において、必要な情報を等しく受信できるよう、障害の特性に応じた個

別の対応が必要となっています。 

・視覚や聴覚に障害のある人に、必要な情報が届かない可能性があります。公共サービス

の平等な利用ができない場合も考えられます。特に、支援者が身近にいない人は、情報

から取り残されてしまうことが懸念されます。 

・高崎市では「点字広報」や「声の広報」などを発行していますが、活用している人は限

られています。こうした情報バリアフリー化を更に進めると共にその周知・啓発活動が

求められます。 

今後の施策の方向性 

コミュニケーション支援の実施 

・手話通訳者や手話奉仕員の養成講座を開催し、人材育成に努めます。 

・市が主催する講演会やイベントなど多くの人が参加する催しには、手話通訳を配置する

よう努めます。 

・要約筆記者の養成に努めます。 

・点訳奉仕員の養成に努めます。 

・市民に対する手話への理解と普及を図る目的で、手話を使う出演者によるイベントを開

催します。あわせて、周知用チラシ・ポスターの作成、手話を周知するための冊子の作



第 5 次高崎市障害者福祉計画 78 

成をします。 

・市職員が障害のある人の生活及び関連する福祉制度や権利擁護、対人援助等についての

理解を深めることを目的とし、手話の実技研修や要約筆記講習会等を開催します。 

情報のバリアフリー化 

・円滑に情報を取得し利用出来るよう、また、誰もが平等に情報を得られる環境にするた

めに、市の刊行物、特に「広報高崎」については「点字広報」「声の広報」などの発行

等、障害特性に対応した情報提供の充実を図るとともに、その周知に努めます。 

・高崎市ホームページについては、音声読み上げソフトが快適に使えるよう、また、色弱

などの障害を持つ人にも支障が出ないよう「ホームページ」のアクセシビリティへの配

慮を進めます。 

・視覚に障害のある人からの要請があった場合、市からの郵便物に差出人等の点訳を併記

するなどの工夫をします。 

・ピクトサイン（イラスト等によるわかりやすいサイン）や点字案内板、音声誘導装置に

よる公共施設や避難所等への案内などで視覚による支援の充実を図るとともに、わかり

やすい公共サービスの仕組みを作ります。 

・市立図書館では、対面朗読室の利用促進を図り、視覚に障害のある人に図書の朗読を行

うとともに、朗読ボランティアの協力を得て、デジタル録音された資料の増加に努めま

す。 

主な事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－オ－1 市行事のお

知らせ

「点字広報」や「声の広報」、「市ホームペー

ジ」「ラジオ高崎」など各種メディアを利用し

た市行事の情報発信を行います。

市【継続】

7－オ－2 難聴者、中途

失聴者のつ

どいの開催

交流や情報提供の場として「難聴者、中途失聴

者の集い」を開催し、社会参加につながる支援

をします。

市【継続】

7－オ－3 「安心ほっ

とメール」の

活用

「安心ほっとメール」で、携帯電話やパソコン

に防犯・防災情報などの緊急情報や、観光・文

化情報などの地域情報を配信します。

市【継続】

7－オ－4 手 話 通 訳

者・要約筆記

者育成養成

事業

聴覚に障害のある人との意思伝達についての援

助を行う人材の育成を図ります。

市【継続】
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7－オ－5 手 話 通 訳

者・要約筆記

者派遣事業

聴覚に障害のある人が、日常生活で通訳を必要

としている現場へ、手話通訳者や要約筆記者の

派遣を行います。

市【継続】

新規事業

区分 主な事業 事業の内容 事業主体

7－オ－6 手話イベン

ト講演事業

市民に対する手話への理解と普及を図る目的

で、手話を使う出演者によるイベントを開催し

ます。あわせて、周知用チラシ・ポスターの作

成、手話を周知するための冊子の作成をします。

市【新規】

7－オ－7 市職員に対

する手話、要

約筆記等の

研修

市職員が障害のある人の生活及び関連する福祉

制度や権利擁護、対人援助等についての理解を

深めることを目的とし、手話の実技研修や要約

筆記講習会等を開催します。

市【新規】
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用語の説明
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用語の説明 

あ行 

アウトリーチ
あ う と り ー ち

（資料編Ｐ２１） 

手を伸ばす・手を差し伸べるという意味で、福祉や医療において、地域で支援を必要と

する状況にありながら専門的サービスに結びつきにくい人のもとに、福祉・医療関係者側

が出向いて支援する取り組みのこと。

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

（Ｐ７８）

情報やサービスなどがどれくらい利用しやすいか、とくに障害のある人や高齢者などが

不自由なく利用可能かどうかの度合いを示すもの。 

アルコール
あ る こ ー る

依存症
いぞんしょう

（Ｐ２９） 

お酒の飲み方（飲む量、飲むタイミング、飲む状況）を自分でコントロールできなくな

った状態。アルコールが抜けると、イライラや神経過敏、不眠、頭痛・吐き気、下痢、手

の震え、発汗、頻脈・動悸などの離脱症状が出てくるので、それを抑えるために、また飲

んでしまうといったことが起こる。 

アレンジ
あ れ ん じ

（Ｐ３８、Ｐ３９）

 てはずを整えること。手配すること。 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

（資料編Ｐ２３）

医師の指導の下に、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの吸

引等の医療行為のこと。 

ＳＮＳ
えすえぬえす

（資料編Ｐ３６）

【Social Networking Service】人と人とのつながりを促進・支援する、コミュニティ型

のＷｅｂサイト及びネットサービス。パソコンやスマートフォンアプリなどで閲覧・利用

することができる。参加者はプロフィールや趣味を公開し、日記の掲載、情報交換などを

行うことができる。ソーシャルネットワーキングサービス。 
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か行 

ガイドライン
が い ど ら い ん

（Ｐ２６）

政府や団体が指導方針として掲げる大まかな指針。指導目標。 

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

（Ｐ３８、Ｐ４０、Ｐ４１）

 複数のサービスを有効に活用できるように支援するため、本人の意向を尊重し、福祉、

保健、医療、教育、就労等の幅広いニーズと様々な地域の社会資源の間に立って、サービ

スの供給を確保するための支援方法。 

主に介護等の福祉分野で、福祉や医療などのサービスと、それを必要とする人のニーズ

をつなぐ手法のこと。

健康
けんこう

寿命
じゅみょう

（Ｐ５９、Ｐ６０）

 日常的・継続的な医療・介護に依存しないで、自分の心身で生命維持し、自立した生活

ができる生存期間のこと。 

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

（Ｐ６１）

主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害のことで、事故による頭部外

傷、脳血管障害などの脳の疾病、感染症や薬物・アルコールによる中毒など、さまざまな

原因によって脳が損傷を受け、言語・思考・記憶・行為などの認知機能に障害が生じる。 

工賃
こうちん

（Ｐ５２）

物品の生産・加工に要した労働に対して支払う金銭。手間賃。工料。 

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

（Ｐ６５）

物事が円滑に行われるように、全体の調整や進行を担当する人。 

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

（Ｐ６９）

 人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域及びその人々の集団。地域社会。

共同体。 
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さ行 

産業
さんぎょう

カウンセラー
か う ん せ ら ー

（Ｐ３０）

一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格及びその有資格者のこと。

職場でカウンセリングを行い、心理学的手法を用いて相談者が抱える問題を自

分の力で解決できるように援助する。 

ＧＰＳ
じーぴーえす

（Ｐ７０）

【Global Positioning System】全地球無線測位システム。約３０個のＧＰＳ衛星のうち、

上空にある数個の衛星から受信した時刻信号の到達時間などから、地球上の電波受信者の

位置を３次元測位するシステム。 

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

（Ｐ４７）

就業支援や生活支援を必要とする障害のある人に対して、雇用・福祉・教育等の関係機

関と連携しながら、障害のある人の就業と、それに伴う生活に関する指導・助言、職業準

備訓練のあっせんなど、障害のある人の職業生活における自立を図るために必要な支援を

行なう。

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

（Ｐ２６、Ｐ２７、資料編Ｐ２４、資料編Ｐ３７）

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の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを

目的として平成２８年４月に施行された。 

ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

（Ｐ４９）

 「職場適応援助者」の別称で、障害のある人が一般の職場で就労するにあたり、本人や

その家族、事業主に対し、障害のある人の職場適応に向けたきめ細かな人的支援を提供す

る専門職を指す。

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（Ｐ２６、Ｐ４１、Ｐ６６）

障害のある人が抱える様々なニーズに対応していくために、地域における障害のある人

等への支援体制に関する情報を共有し、関係機関の連携の緊密化を図るとともに、地域の

実情に応じた体制の整備について官民一体となり協議を行う場。事務局は市役所障害福祉

課。 
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スキルアップ
す き る あ っ ぷ

（Ｐ２５、Ｐ３７、Ｐ４０、Ｐ４１、Ｐ４２、Ｐ４４、Ｐ４５、Ｐ４７、Ｐ６３、Ｐ６４、

Ｐ６５） 

腕前を上げること。技術力を高めること。仕事で必要な技能や技術を身につけたり、レ

ベルアップしたりすることを指す。

スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

（Ｐ７０、資料編Ｐ２０）

 パソコンに準じる機能を持つ携帯電話端末。通話機能のほか、メールなどのネット機能、

住所録や日程管理などの情報管理機能をもつ。スマートホン。日本では「スマホ、スマフ

ォ、携帯」とも称されている。

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

（Ｐ２３、Ｐ２４、資料編Ｐ１８）

精神や知的に障害のある人や、認知症の高齢者など、判断能力が十分でなく、自分自身

の権利を守ることができない成人の財産管理などを支援する制度。民法の一部改正などの

法整備により２０００年（平成１２年）から実施。従来の禁治産者は成年被後見人、準禁

治産者は被保佐人に改められ、被保佐人と任意後見制度が新設された。 

世話人
せ わ に ん

（Ｐ４４）

グループホームにおいて、利用者の日常生活等の援助を行う人。 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

（Ｐ２４、Ｐ３０、Ｐ４０、Ｐ４１、Ｐ４３、Ｐ４９、Ｐ５０、Ｐ５３）

障害のある人やその家族等の地域における生活を支援するため、福祉サービスの利用援

助、社会資源の活用、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを行なう。 

た行 

タウンモビリティ
た う ん も び り て ぃ

（Ｐ７３）

大規模な小売店や商店街の施設などをバリアフリー化し、障害のある人や高齢者など、

移動に困難がある人に対して電動スクーターや車椅子を貸し出して、利用を助ける制度。

イギリスで、「ショップモビリティ」として行われている取組みをモデルとしている。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

（Ｐ４９、Ｐ５３）

障害のある人に創作的活動・生産活動の機会を提供することにより、社会との交流を促

進し、自立した生活を支援する施設。 
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統合
とうごう

失調症
しっちょうしょう

（Ｐ２９）

精神障害のひとつ。多くは青年期に発病し、感情の鈍麻・自閉症状・意思の減退・幻覚・

妄想などを示すが、症状の現れ方や経過は複雑で多様。病因は不明。精神分裂病から改称

された。 

特定
とくてい

健
けん

診
しん

・特定
とくてい

保健
ほ け ん

指導
し ど う

（Ｐ５９）

 平成２０年４月から医療保険加入者に義務づけられた健診・保健指導であり、４０歳以

上７５歳未満の被保険者及び被扶養者を対象とし、メタボリックシンドローム（内臓脂肪

型肥満）の予防・解消に重点を置いた生活習慣病予防を目的に実施されている。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

（Ｐ２９、Ｐ４３、Ｐ６５、Ｐ６６、Ｐ６７）

障害のある人等が、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じた教育を受けて、学習上

または生活上の困難を克服し自立が図られることを目的とした学校。 

な行 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（Ｐ２３、Ｐ２４）

精神や知的の障害、または高齢により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活し

ている人または在宅で生活する予定の人に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、

年金証書などの大切な書類の預かりなどのお手伝いを行なう。日常生活自立支援事業の援

助内容を理解できることが必要。 

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

（はじめに、Ｐ６、Ｐ２８、資料編Ｐ１９、資料編Ｐ３２）

障害のある人や高齢者などを特別視するのではなく、普通の生活が送れるよう条件を整

えることで、一般社会の中で共に生きる社会こそが本来の望ましい姿であるとする考え方。

は行 

発達
はったつ

障害
しょうがい

（学習
がくしゅう

障害
しょうがい

、注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障害
しょうがい

、広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

） 

（Ｐ４、Ｐ２９、Ｐ６３、Ｐ６４、資料編Ｐ２、資料編Ｐ３、資料編Ｐ６、資料編Ｐ７、

資料編Ｐ２９）

発達障害とは、主に先天性の脳機能障害が原因となる発達の遅れや偏りのこと。対人関

係や行動のコントロールなどに支障を生じる状態。精神障害や知能障害を伴う場合もある。 
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バリアフリー
ば り あ ふ り ー

（Ｐ５、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ２８、Ｐ２９、Ｐ３１、Ｐ５５、Ｐ５６、Ｐ５７、Ｐ５８、

Ｐ７１、Ｐ７２、Ｐ７３、Ｐ７７、Ｐ７８、資料編Ｐ１５、資料編Ｐ１９、資料編Ｐ２３、

資料編Ｐ３２） 

障害のある人や高齢者が社会生活を送るうえで障壁（バリア）となるものを取り除くこ

と。当初は、道路や建物の段差や仕切りをなくすことをいったが、現在では、社会制度、

人々の意識、情報の提供などに生じるさまざまな障壁を含めて、それらを取り除くことを

いう。 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

（Ｐ５、Ｐ７１、Ｐ７２）

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」。ハートビル法

及び交通バリアフリー法を統合し、２００６年（平成１８年）制定。公共交通機関の施設

や車両、道路、駐車場、公園施設、建築物などの構造や設備を整備し、障害のある人や高

齢者などの利便性や安全性の向上の促進を図ることを目的とする。 

ピア
ぴ あ

・カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

（Ｐ３０）

【peer counseling】（ピアは仲間の意）同じ病気や障害を持っているなど、同じ立場に

ある仲間同士によって行われるカウンセリング。 

障害について誰より良く知っているのは、障害のあるその人自身であり、「障害につい

ては障害のある人こそが専門家」という考えのもとに、障害のある人の相談には障害のあ

る人があたっていくことをいう。 

ひきこもり（Ｐ２９、Ｐ３０、資料編Ｐ１２）

 自宅や自室に長期間引きこもって社会的な活動に参加できない状態。精神医学的に病理

性の高いものから、社会生活に対してストレスを強く感じるためなど、さまざまな原因が

挙げられる。 

ピクトサイン
ぴ く と さ い ん

（Ｐ７８）

何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（マーク）のこと。主に鉄道駅や

空港などの公共空間で使用され、文字による表現の代わりに視覚的な図で表現することで、

言語の違いによる制約を受けずに情報の伝達を行うことができる。

フォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

（Ｐ４７）

一度行なったことを強化したり効果を確認したりするために、その後の進展などを継続

的に調査することなどをいう。 
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ペデストリアンデッキ
ぺ で す と り あ ん で っ き

（Ｐ７３）

 （「ペデストリアン」は歩行者または徒歩で旅行する人のこと）自動車道路と立体的に

分離した歩行者専用道路のこと。歩道橋の一種。 

法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

（Ｐ４７、Ｐ５０）

「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」によって定められた割合。 

民間企業・国・地方公共団体に対し、それぞれの雇用割合が設けられており、それに相当

する人数の身体及び知的に障害のある人を雇用しなければならない。 

や行 

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

（Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ７１、Ｐ７２、Ｐ７３）

障害の有無に関係なく「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」という考え方のもと

で、製品・建物・環境などをデザインすること。デザイン対象を障害のある人に限定して

いない点が、一般に言われる「バリアフリー」とは異なる。 

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

政策
せいさく

大綱
たいこう

（Ｐ７１）

「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基

づいた社会環境を実現するための基本理念と施策。国土交通省が策定し、２００５年７月

に発表された。 

ら行 

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

（Ｐ６２）

 事故・疾病で後遺症が残った人などを対象に、その能力を回復させるために行う訓練や

療法。広義には、社会生活関係で脱落・背離した人に対する回復のための支援サービス。

教育・職業・心理等の分野がある。社会復帰。リハビリ。 

わ行 

ワンストップサービス
わ ん す と っ ぷ さ ー び す

（Ｐ３９）

一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計されたサービ

スのこと。 
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第５次高崎市障害者福祉計画策定のアンケート結果

１ 調査目的

 計画策定にあたり、高崎市に居住する市民の日常生活などの現状や福祉サー

ビスに対するニーズなどを把握するとともに、福祉に対する意識を把握し、生

の意見を計画に反映することを目的とし実施しました。

２ 調査概要

 （１）調査対象

   ①障害者手帳等をお持ちの人     ３，０００名

②１８歳以上の一般市民       １，０００名

※いずれも住民基本台帳から抽出した高崎市に住所がある人を対象と

する

（２）調査方法

 郵送による（対象者に調査票を郵送、返信用封筒により回収）

（３）調査期間

  平成２８年９月１日（木）から９月３０日（金）まで

３ 回収状況

区 分 発送数 回収数 回収率

障害者あて ３，０００通 １，５７６通 ５２.５３％

一般あて １，０００通 ４１０通 ４１.００％

合 計 ４，０００通 １，９８６通 ４９.６５％

４ 結果

次頁以降のとおり





















































































第５次高崎市障害者福祉計画 

平成２９年度～平成３２年度（２０１７年度～２０２０年度） 

発 行  高崎市

     〒３７０－８５０１ 群馬県高崎市高松町３５番地１

     電 話 ０２７－３２１－１１１１（代表）

     ホームページ http://www.city.takasaki.gunma.jp/
編 集  福祉部 障害福祉課

発行日  平成２９年（２０１７年）３月




