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第 5 章 施策の展開 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5 章 施策の展開 

 

 
１ 理解と交流の促進 

 

 
現状と課題 

帯広市ではこれまで、障害のある人が住み慣れた家庭や地域社会において、

生きがいをもって生活することができ、笑顔で安心して暮らせるまちづくりを

目指し、ノーマライゼーション、リハビリテーションの理念のもとに、障害福

祉施策をすすめてきました。 

しかし、この計画を策定する上で実施したアンケート調査のうち、「あなた

は、日常生活の中で障害があることによる差別を感じたことがありますか？」

との問いに、「ある」と答えた人は身体障害者では 15％、知的障害者では 37％、

精神障害者では 32％でした。この結果からも、まだ社会には差別や偏見が存在

しており、また、障害種別によっても違いがあることがあらためてわかりまし

た。 

すべての人々からこころの壁を取り除く「心のバリアフリー」の理念の浸透

を図るために、障害及び障害のある人についての理解を促進していく必要があ

ります。 

 

 
推進方向 

 

障害や障害のある人に対する市民の関心、理解を深めるとともに、障害のあ

る人が地域において自立して生活し、障害のあるなしにかかわらず、人格と個

性を尊重し支えあう「共生社会」を実現するため、その理念の普及を図ります。

また、障害のある人があらゆる分野の活動に意欲を持って積極的に参加できる

環境を整えます。 
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 施  策 

 

１．理解促進のための啓発・広報活動などの充実 

（１） 障害及び障害のある人に対する市民の理解を深めるため、出前教室や福

祉機器の展示会などの啓発・広報活動を積極的に展開していきます。 

（２） 広く障害のある人の福祉について、関心と理解を深めるため「障害者週

間」（12 月 3 日～12 月 9 日）や「発達障害啓発週間」（４月２日～

４月８日）の事業を充実していきます。 

（３） ノーマライゼーションの理念を具現化するため、ノーマライゼーション

推進地区の活動を促進していきます。 

（４）「福祉のひろば」などでの作品の展示や授産品の販売を通じて、障害の

ある人の活動や取り組みへの理解を広げていきます。 

  

２．交流の場の充実 

（１）理解や交流を深めるため障害のある人や障害者 

支援施設と地域住民が一体となった事業を実施 

していきます。 

（２）障害のある人が地域住民と交流する場として、町内会活動への積極的な

参加を促進していきます。 

（３）保育所、小学校などにおいて、子どもの頃から障害のある人とのふれあ

いの機会を充実していきます。 

 

３．障害のある人の交流支援 

（１）障害者団体などが、スポーツ・文化、ボランティア活動及び会員相互の

親睦活動を主体的に行えるよう支援していきます。 

（２）障害者団体や当事者グループなどの設立や活動を支援し育成していきま

す。 
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現状と課題 

推進方向 

 

  

２ 暮らしやすいまちづくりの推進 

 

 

平成 18 年 12 月、国連において障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進

するための包括的かつ総合的な国際条約である障害者の権利に関する条約、い

わゆる「障害者権利条約」が採決され、我が国は平成 19 年 9 月に署名してい

ます。この条約は平成 20 年５月 3 日に発効されており、現在、締結を目指し

た作業がすすめられています。 

また、こうした流れを受け、国内においても平成２１年３月に北海道が「北

海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしや

すい地域づくりの推進に関する条例」（以下「北海道障がい者条例」という。）

を制定しています。 

障害のある人が、障害のない人とあらゆる場面で同じように日常生活・社会

生活を送るためには、障害を理由とした差別や不利益な扱いを受けないように

するだけではなく、「実質的に同等の日常生活または社会生活に配慮すること」

いわゆる「合理的配慮」の考え方が必要であり、これが国連の権利条約や「北

海道障がい者条例」の基本的考え方にもなっています。 

今後、障害のある人が暮らしやすいまちにしていくためには、障害のある人

を理解し、配慮の心が育まれる幅広い施策の展開が必要です。 

 

 

 

 

障害のある人の権利が擁護され、いかなる差別、虐待も受けることがない暮

らしやすいまちづくりを推進するため、国や北海道の取り組みと連動しながら

施策を展開していきます。 

また、共に生活する地域住民の理解や協力のもとに、障害のある人への配慮

や支援を提供することができる地域づくりを推進するとともに、差別や偏見な

どの心の障壁をなくす「心のバリアフリー」をすすめ、誰もが障害のある人に

自然に手助けをすることのできる、人にやさしいまちづくり、そして、人がや

さしいまちづくりをすすめます。 
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 施 策 

 

１．暮らしやすいまちづくりの推進  

（１） 障害のある人に対する市民の理解を促進し、「障害者権利条約」や「北

海道障がい者条例」への関心や理解を深めるための周知を図ります。 

（２） 障害のある人への配慮や支援についてのマニュアルを作成し、公共サー

ビス窓口や関係機関へ配布し活用を促すとともに、「合理的配慮」につ

いての考え方を普及します。 

（３） 障害のある人が利活用する視覚障害者誘導用ブロック、補助犬、補装具

などに対する理解を促進するとともに、円滑に利活用するために必要な

配慮について周知を図ります。 

（４） 国際シンボルマークをはじめ、さまざまなシンボルマークや表示につい

て正しい理解と普及に努めます。 

 

２．人に（が）やさしいまちづくりの推進 

（１） 関係機関と連携を図りながら、障害のある人の人権や権利擁護について

の理解や意識啓発をさまざまな機会を通じてすすめます。 

（２）障害のある人の成年後見制度について、関係部署、社会福祉協議会など

と連携しながら取り組みを強化していきます。 

（３）虐待や差別を防止するため、パンフレットやリーフレットなどによる啓

発を行うとともに、関係機関と連携を図り、その未然防止に努めます。 

 

３．障害のある人の意見の反映 

（１） 障害のある人やその家族、関係者などの意見を施策に反映させるため、

定期的に協議する場を確保します。 

（２） まちづくり全般にわたって、障害のある人の意見を反映させるため、各

種付属機関の委員に可能な限り障害のある人の参画をすすめます。 

（３） 障害者団体との懇談会など、さまざまな機会を通じて障害のある人のニ

ーズの把握に努めます。 

 

 

 

 

 



４．ボランティア活動の推進 

（１） 市民のボランティア活動に対する意識を啓発するとともに、活動に参加

しやすい環境づくりをすすめます。 

（２） 障害者団体などの活動や行事を支援するボランティア団体を育成し、障

害のある人に対する支援体制を整備していきます。 

    

 

 

 

 

（３） ボランティアセンターの機能やボランティアリーダーなどの研修を充

実し、指導者の養成・確保をすすめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※このマークは「すべての障害のある人を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害のある人

を限定し、使用されるものではありません。 

障害のある人が容易に利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマーク

です。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。 

【障害者のための国際シンボルマーク】 
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３ 生活支援の充実 

 
現状と課題 

 

 

 帯広市は、これまで、障害のある人が自らその居住する場所を選択し、住み

慣れた家庭や地域社会で安心して暮らしていくため、障害福祉サービスなどに

よる生活支援の充実に向け、障害福祉計画を策定し計画的に福祉サービスが提

供されるよう取り組みをすすめてきました。 

 障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ、地域で自立した生活を継

続的に営むためには、必要な障害福祉サービスや種々の生活支援の安定した提

供と質的向上に努める必要があります。 

 また、近年、脳血管疾患や心臓病など病気の後遺症による中途障害者の増加

がみられ、障害の原因となる疾病や生活習慣病などについての保健知識の普及、

及び健康についての意識啓発の重要性も高まっています。 
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推進方向  

 

 障害のある人が、自分の選択した場所で希望する生活ができるよう、個人の

多様なニーズに対応した福祉サービスを充実するとともに、生活支援体制の整

備を計画的に推進し、障害のあるなしにかかわらず、安心して暮らせる地域社

会の実現に向けた体制づくりを目指します。 

 また、こうした障害福祉サービスや生活支援に加えて、障害のある人の生活

を支える障害年金や各種手当、各種助成などの制度が活用されるよう周知に努

めます。 

さらに、地域で生活を続けていくための基本的なニーズである健康を維持す

るため、各種健診を行うとともに、健康相談、健康教育を実施しながら、障害

のある人が、地域社会の一員として生き生きと安心して生活を送れるよう生活

支援の充実を図ります。 
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施 策 

 

１．障害福祉サービスの提供体制の充実 

（１） 障害のある人の生活を支えるため、障害の状態や生活状況に応じた適切

なサービスを提供できるよう努めます。 

（２） 障害福祉サービスを公平・公正に提供するため、ガイドラインやマニュ

アルを作成するなど関係事業者への指導及び情報提供をすすめます。 

（３） 障害のある人のニーズに応じた福祉サービスなどが提供できるよう、事

業従事者への研修などを実施し資質の向上を図ります。 

 

２．生活支援・在宅支援の充実 

（１）施設で生活する人に対し暮らしやすい環境を提供するため、障害者支援

施設等への種々の支援を行います。 

（２）重度身体障害者のみの世帯や聴覚障害者世帯の緊急事態に臨機な対応が

できる体制を整備し、日常生活上の安全を確保するとともに精神的な不

安を解消します。 

（３）緊急時や一時的な生活支援を必要とする人に対し、日常生活や家事に対

する支援などを行うことにより、安心した生活の充実を図ります。 

（４）身体に障害のある人の身体機能の補完や、日常生活の便宜を図るために

福祉用具の給付制度の普及に努めていきます。 

（５） 各種交通機関における運賃などの助成を行い、負担の軽減を図ります。 

（６） 重度障害者に対し、負担軽減を図ることを目的とした特別障害者手当な

どの各種制度の周知を図ります。 

 

３．保健・医療の充実 

（１） 障害により医療を受けている人に対し、医療費の助成を行います。 

（２） 健康相談・健康教育などの機会を通じて、障害の原因となる疾病などの

予防に関する知識の普及・啓発を図ります。 

（３） 障害の原因となり得る生活習慣病などの予防・早期発見対策として、健

康診査や各種検診の受診率向上を図ります。 

（４） 市民一人ひとりが自殺予防に対する認識を持ち、行動できるよう、自殺

予防の普及啓発に取り組みます。 

（５） 地域で安心して暮らすことができるよう、救急医療の体制充実に努めま

す。 



（６）障害のある人の健康増進や機能回復などを目的としたトレーニングを支

援し、自立と社会復帰を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【身体障害者標識】  

肢体不自由者であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マー

クの表示については努力義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者

は、道路交通法の規定により罰せられます。 

 

 

 

 

 

 

【耳マーク】 

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障害のある人は見た目ではわか

らないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。このマ

ークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、「手招きして呼ぶ」「大きな声ではっ

きり話す」「筆談をする」などご協力をお願いいたします。 
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４ 相談支援と情報提供の充実 
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現状と課題 

 

障害のある人やその家族が地域で自立した生活を送るためには、情報の提供

や助言などを行う相談支援が重要であり、第二期障害福祉計画でも重点項目に

掲げ取り組んできています。特に、相談支援事業者をはじめとする障害福祉関

係機関で構成する帯広市地域自立支援協議会を設置し、地域における障害のあ

る人を支える仕組みづくりをすすめてきています。 

しかし、アンケート調査の結果などからも、身近に相談する場所として相談

支援事業者の認知度は、まだ十分とはいえない一方で、専門的知識を持った人

に継続的に支援してもらうことを望んでいる結果が出ており、相談支援事業者

の周知を図り活用されることが喫緊の課題となっています。 

 障害のある人が自分の望む地域で安心して生活を送るためには、身近なとこ

ろでいつでも気軽に相談することができ、必要な情報が手軽に得ることができ

る体制づくりが必要です。 

 

 

  推進方向 

 

相談支援は、幅広いニーズや課題に対して支援や助言などが必要となること

から、専門的知識や経験を有する相談支援事業者をはじめとする各関係機関と

の連携を強化し、障害のある人を支える地域の福祉力の向上を図ります。 

そして、障害のある人が望む暮らしを実現していけるようケアマネジメント

を活用し、障害福祉サービスなどの制度や地域の資源を組み合わせて利用する

ことを継続的に支援していくことができる体制づくりを目指します。 

 今後、障害のある人が地域社会の一員として、身近なところでいつでも気軽

に相談や支援を受けることができ、さまざまな情報を必要なときに手に入れる

ことができる情報提供体制の構築を図ります。 
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 施 策 
 

１．相談支援体制の構築 

（１）障害のある人やその家族のライフステージの変化に応じて、切れ目のな

い相談支援の提供ができるよう関係機関が連携し、一貫した相談支援体

制の構築を目指します。 

（２）障害のある人のさまざまな相談に応じ、関係各課の種々の手続きが行え

るよう、総合相談窓口システムの充実を図るなどサービスの向上に努め

ます。 

（３）地域の障害者福祉に関するシステムづくりについて協議をする場として、

帯広市地域自立支援協議会の運営を強化していきます。 

（４）相談支援を効果的に実施するためのネットワークの構築や連携強化など

を図っていきます。 

（５）障害のある人がいつでも気軽に相談することができるよう、民間の指定

相談支援事業者の拡充を図るとともに、周知及び活用を促進します。 

（６）障害のある人の多様なニーズに応えられるよう、専門的知識と技術を備

え、総合的に支援の調整を図ることができる体制の確立を図ります。 

 

 

２．相談支援の充実 

（１） 障害のある人やその家族の状況やニーズに応じて、ケアマネジメントを

効果的に活用しながら相談支援の充実を図ります。 

（２） 障害のある人やその家族の悩みや相談に対し、同じ経験や共通点のある

人が相談やアドバイスにあたるピアカウンセラーやペアレントメンター

の活用を図っていきます。 

（３） 技術や経験を有する相談支援専門員をはじめとする福祉専門職の人材

の確保や養成、資質向上を図ります。 

（４） 相談支援従事者への研修を実施し、スキルアップを図ります。 

 

 

 

 

 

 



３．情報提供の充実 

（１）障害のある人がさまざまな機会や場を通じて、各種制度や福祉サービス

などに関する情報を入手できるよう、相談支援事業者や各関係機関との

情報共有化を図ります。 

（２）福祉ガイドの充実を図るとともに、地域のサービスなどが利用しやすい

ように、社会資源マップを作成します。 

（３）障害のある人やその家族が、いつでも簡単に情報を得ることができるよ

う、インターネットを利用した情報提供システムを検討します。 

（４）福祉機器や情報機器の利用の仕方や操作方法の 

講習などを実施し利活用を促進します。 

（５） 聴覚障害者の意思疎通を円滑にするために手話通訳者、 

要約筆記通訳者の派遣を行います。 

（６）行政情報が円滑に提供されるよう、各種情報メディアの特性を活かした

運用を図ります。 

 

 

４．地域生活移行の推進 

（１） 障害のある人やその家族へ地域生活移行に関する情報の提供や、必要な

支援の提供などを行います。 

（２） 施設入所者や入院中の精神障害者に対し、入所、入院時点から相談支援

専門員がケアマネジメントを行いながら、地域生活への円滑な移行を促

進していきます。 

（３） 相談支援事業者が中心となり居住場所や就労支援についての相談支援

や、必要な福祉サービスなどの提供を総合的に調整するシステムの構築

を目指します。 
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現状と課題 

５ 療育・教育の充実 

 障害のある子どもが個性を発揮し、その能力や可能性を 大限に伸ばしてい

くためには、乳幼児期における障害の早期発見・早期療育への取り組みが大変

重要です。 

 帯広市では、これまで、出生から乳児期、幼児期にかけて医療機関からの情

報や、乳幼児健診や家庭訪問などさまざまな機会を通じて、療育機関と連携し

ながら必要な支援をしてきています。また、全ての認可保育所（園）と児童保

育センターにおいて障害のある子どもの受け入れをしてきています。 

 教育を受けることは、すべての児童生徒にとっての権利であり、本人の自主

性や主体性を尊重したものである必要があります。このような教育をすすめて

いくには、「特別支援教育」の理念に基づき、一人ひとりの教育的ニーズに応

じた指導体制を充実させることが必要です。 

 帯広市では、特別支援学級の設置や特別支援教育補助員の配置など、特別支

援教育の充実を図ってきています。 
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 障害に応じて、その子どもに合った子育てを行うため、専門家の適切なアド

バイスが必要となります。また、学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症など

について、教育的支援を行うなど療育・教育に特別のニーズがある子どもにつ

いて適切に対応していく必要があります。 

 

  推進方向 

 

 障害のある子どもにとって、早期に適切な療育を受けることは自立した生活

を送るうえで大切なことです。相談、母子保健事業、療育を今後も引き続き推

進していきます。また、適切な療育をすすめられる環境を整えるため、保健・

医療・福祉・教育の連携をすすめます。 

 発達障害を含む障害のある子どもの一人ひとりのニーズに応じた一貫した支

援を行うために、各関係機関の連携により学校における特別支援教育の体制整

備をすすめるとともに、教職員が特別支援教育に対する理解を深め、特別支援

教育の充実を図ります。 
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施 策 

 

１． 相談・指導体制の整備   

（１） 早期発見、早期療育の視点に立ち乳幼児期からの相談体制の充実を図り、

一人ひとりの発達に応じた支援と療育をすすめます。 

（２） 障害のある子どもの各ライフステージにおいて、関係機関が適切な役割

分担と連携のもと、障害のある子どもや支える保護者に対する乳幼児期

から学校卒業まで一貫した効果的な相談体制の構築をすすめていきます。 

（３）多様な教育相談に対応できる体制を整えるとともに、障害のある子ども

たち個々の実態に即した就学をすすめるため、本人、保護者の意向を尊

重しながら適切な就学指導に努めます。 

 

２．  療育施策の充実   

（１） 障害のある子どもたち一人ひとりの障害特性に配慮した個別支援プロ

グラムをすすめます。また、そのために関係機関との連携をより深め体

制を充実していきます。 

（２）障害のある子どもの健康や育ち・生活実態・特性などを記録し、本人が

生涯にわたって安全で安心した生活が送れるよう施策をすすめます。 

（３）保育所や幼稚園、児童保育センターにおいて、特別な支援を必要とする

子どもの受け入れをすすめ、集団生活の中で、ともに成長できるよう子

どもの状況に応じた保育や教育を実施します。 

（４）特別な支援を必要とする子どもの休日保育や一時保育の受け入れを行い

ます。 

（５）子どもの生活や発達の連続性を踏まえ、幼稚園、保育所、小学校、児童

保育センターなどとの連携をすすめます。また、特別な支援を必要とす

る子どもへの理解や配慮を深めるため、保育士などの資質の向上に努め

ます。 

（６）在宅の重症心身障害児（者）に対し、子どもと家族を含めた相談や育児

支援をすすめるために交流の場の確保を図ります。 

 

 

 

 

 



３． 教育施策の充実   

（１） 障害のある児童生徒の障害の状態や発達段階、特性などに応じた適切な

教育を行うため、特別支援学級の設置をすすめます。 

（２） 障害のある児童生徒の個々のニーズに応じた補助員の配置など、支援体

制の強化を図ります。 

（３） 障害のある児童生徒への理解や配慮を深めるため、教職員を対象とした

啓発・研修活動を実施し、教職員の指導力の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用されています。 

世界ろう連盟が定めた世界共通の国際シンボルマークです。1980 年に一般に紹介されてからは、い

くつかの国で定期刊行物やポスターに使用されています。 

【聴覚障害者シンボルマーク】 

 

 

 

 

 

 

【聴覚障害者標識】 

聴覚障害者であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マーク

の表示については、義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者

は、道路交通法の規定により罰せられます。
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６ 生活環境の整備促進 

 現状と課題 
 

 帯広市では、障害のある人の自立と社会参加を促進し、基本的な生活環境の

整備を図ることを目的として「帯広市福祉環境整備要綱」を策定し、公共施設

の身体障害者の専用駐車場の整備やオストメイトトイレの設置などユニバーサ

ルデザイン化を図ってきています。 

また、障害のある人の居住環境の整備を促進するため、ユニバーサルデザイ

ンに基づく住宅の新築・改築に対し、融資・助成を行ってきています。 

今日、地域生活への移行を促進する方向性に重点がおかれる中、地域で生活

をすることに対して、障害のある人のニーズや関心が高まってきております。

とりわけ新たに地域生活へ移行する人にとっては、居住の場となることが多い

グループホームやケアホームの整備促進が課題となっています。 

また、安心で安全な地域生活を送るためには、防災・防犯体制の整備が重要

であり、町内会を始めとした地域で支える仕組みづくりが必要となります。 

  

 

 
推進方向 

 

「障害のあるなしにかかわらず、誰もが利用しやすいように施設、もの、サ

ービスなどに配慮を行う」ユニバーサルデザインを基本とするまちづくりの考

え方に基づき、障害のある人が自ら居住する場所を選択し、障害特性に応じた

快適で生活しやすい環境の整備を促進していきます。 

そして、すべての人が安心して生活できるよう、居住環境をはじめ、公共交

通機関など生活空間のバリアフリー環境を整備していきます。 

また、防災・防犯対策を推進するとともに、地域で支え合うまちづくりに取

り組み、安心して自立した地域生活を送ることができる環境づくりをすすめま

す。 
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施 策                                              

 

１． 住みよい住環境への支援 

（１）障害のある人のニーズに応じたグループホームやケアホームが設置され

るよう環境整備に努めます。 

（２）バリアフリー化した市営住宅の整備をすすめるとともに、障害のある人

に対する入居の優遇措置などの配慮を行います。 

（３）障害のある人の入居手続き支援などを行う居住サポート事業を実施して

いきます。 

 

２． ユニバーサルデザインの推進 

（１） 関係機関などと連携し、ユニバーサルデザインの意識啓発や普及促進に

取り組みます。 

（２） 障害のある人の居住環境の整備を促進するためユニバーサルデザイン

に基づく住宅の新築増改築及び改造工事に対し、融資・助成を行ってい

きます。 

（３） 障害のある人の移動や施設利用についての利便性や安全性の向上を図

るため、関係機関と連携しながら整備を促進していきます。 

（４） 公共建築物をはじめ公園や道路などについて、すべての人が利用し

やすくなるよう、ユニバーサルデザイン化を推進していきます。 

 

 

３． 防災・防犯体制の整備 

（１） 防災や防犯体制を強化するため民生委員、社会福祉協議会、町内会など

の各種団体との連携を深め、支援体制づくりを推進していきます。 

（２） 障害のある人を災害などから守るために、障害特性や避難誘導などの支

援体制をあらかじめ登録した「おびひろ避難支援プラン」を作成し、避

難誘導及び安否確認を円滑、かつ迅速に行うための体制を構築します。 

（３） 障害のある人を犯罪による被害から防ぐために、防犯意識の高揚を図る

とともに、消費者被害防止のための情報提供に努めます。 

（４） 避難所でのコミュニケーション支援など、障害特性に応じた支援ができ

るよう体制を整備します。また、福祉避難所の設置を検討します。 

（５） 災害時などにおける安全を確保するため、GPS 技術や機器などの活用

について検討します。 



（６）事業者や関係機関との連携を図りながら、災害時における福祉用具など

の供給体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【盲人のための国際シンボルマーク】 

視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。

信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 

このマークを見かけた場合には、視覚障害のある人への配慮についてご理解、ご協力をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ほじょ犬マーク】 

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導

犬のことを言います。現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートや、ホテル、レストラ

ンなどでも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。 

補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。 

お店の入口などでこのマークをみかけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解・ご

協力をお願いいたします。 
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７ 社会参加と地域生活支援の充実 

 現状と課題 

 

障害のある人が社会参加などの積極的な活動を通じて、自らの個性や能力を

発揮し、自己実現を図ることは「こころの豊かさ」を含めた「真の豊かさ」が

実感できるうえで、とても大切なことです。 

帯広市では、これまで、文化やスポーツなどを通じた社会参加の促進や外出

のための支援などを実施してきました。 

 しかし、アンケート調査の結果などでも、社会参加の機会が増えることを望

む意見が多いことから、今後は既存の事業内容の検証を含めて、参加の機会の

拡充に取り組む必要があります。 

 障害のある人が障害のない人とともに社会参加することは、生活の質の向上

と「ノーマライゼーション」の理念の実現に不可欠です。 

 障害のある人の自立した生活を促進するために、社会とのかかわりを増やす

取り組みをすすめるとともに、あらゆる活動に参加できる場や機会を提供する

ことが必要です。 

  

 

 推進方向 
 

 障害のある人が社会、文化、スポーツなどの活動へ積極的に参加する意欲を

高める施策の展開を図るとともに、その機会を増やします。 

また、社会福祉協議会やボランティア団体などと連携しながら、障害のある

人が主体的に活動に参加できる環境を整備し、障害のある人のニーズを踏まえ

た事業を実施していきます。 

障害のあるなしにかかわらず、誰もが社会を構成する地域の一員として、生

き生きと自分らしく暮らせる社会づくりを目指します。 
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 施  策 

 

１．  社会参加の促進 

（１） 障害のある人へのさまざまな学習の機会や幅広い情報の提供ができる

よう、講習会や講演会の拡充を図ります。 

（２） 障害のある人や障害者団体などが、主体的にさまざまな活動ができるよ

う支援していくとともに、自らがボランティア活動や町内会活動に積極

的に参加できる環境づくりに努めます。 

（３） コミュニケーションの支援を必要とする障害のある人の意思疎通を円

滑にするために、手話通訳者などの養成研修を促進します。 

 

 

２．  文化・スポーツ活動などの振興 

（１） 文化活動の活性化のために、障害のある人の作品を展示する場や活動を

通じて交流が図れるよう、さまざまな活動を支援します。 

（２） 障害のある人が気軽に参加できる各種競技スポーツの振興や、誰もが楽

しめる軽スポーツなどの普及を促進するとともに、体力の維持と向上を

図ります。 

（３） 情操の安定やリハビリに有効とされる障害者乗馬など、動物と触れ合う

機会づくりを進めます。 

 

 

３．  地域生活支援の充実 

（１） 日常生活や社会生活に必要な身体機能や生活能力の向上を図る訓練な

どを行い、地域生活を支援していきます。 

（２） 円滑な地域生活を行うため、中途視覚障害者に対する日常生活訓練、歩

行訓練などのリハビリテーションを実施していきます。 

（３） 外出の移動が困難な障害のある人に対し、行動範囲を広げることができ

るよう支援することにより、生活の質の向上及び社会参加の促進を図り

ます。 

（４） 家族の就労や一時的な休息の機会を確保する支援を実施します。 

（５） 社会復帰に必要な技能、資格の取得のために支援を行います。 

 

 



 

 

 

８ 就労支援と日中活動の充実 
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 現状と課題 
 

障害のある人が、社会参加に対する意欲や働く意志を持って生産活動などを

行うことは、地域社会の一員としての観点からも重要なことといえます。 

また、地域で自立した生活をしていくための就労は単に収入を得ることにと

どまらず、社会参加、自己実現やいきがいにつながる重要な役割を持つことか

ら、帯広市障害福祉計画の中でも就労支援の強化を重点項目の一つに掲げ、取

り組んできています。 

帯広市では現在、福祉的就労に就く人が増えている状況ですが、その一方で

は、一般企業で働く障害のある人が、その特性から職場環境に適応することが

難しかったり、職場の理解や配慮が不足していることが原因で離職してしまう

場合も多く、職場への定着を図るためのきめ細やかな支援が必要とされていま

す。 

また、福祉的就労の場である障害者支援施設等においては、受注する仕事量

の不足などにより、工賃アップに繋がらないという課題があります。 

障害のある人が、地域で生き生きとした暮らしを続けていくためには、多様

な就労や日中活動の場や機会を確保し提供できる取り組みが必要です。 

 

 推進方向 

 

 障害のある人の雇用を促進するため、一般企業に対し、障害のある人の雇用

に関する理解、促進を図るとともに、ハローワークや障害者就業・生活支援セ

ンター、地域活動支援センターなどとの連携強化を図り、障害のある人の意思

や能力に応じたサービスや支援が提供できる体制を構築します。 

 また、安定して働き続けることができるよう、日常生活や社会生活上の相談・

支援を一体的に行いながら、職場定着に向けた支援を行います。 

就労につかない障害のある人に対して、創作活動や社会との交流など、日中

活動をする場や機会の提供に努めます。 

 こうした取り組みを通じ、障害のある人が自立した地域生活の中で、自分ら

しく生き生きと暮らすことができる環境づくりをすすめます。 
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 施 策 

 

１．雇用・就労支援の促進 

（１） 働くことを希望する障害のある人が、職業的自立を図ることができるよ

う、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどとの連携を強化

し、情報提供や相談支援を充実します。 

（２） 企業や市民に対し、障害のある人の就労への啓発を図り、地域で働きや

すい環境づくりに努めます。 

（３） 障害のある人が職場に適応できるよう、職場に対して必要な助言を行う

ジョブコーチ制度の啓発及び活用を促進します。 

（４） 安定して働き続けることができるよう、日常生活や社会生活上の相談・

支援を一体的に行いながら職場に定着するための支援を実施します。 

（５） 障害のある人の雇用を促進するため、企業に対し障害者雇用について理

解を促進するとともに、各種制度を促しながら法定雇用率の向上を図り

ます。 

                      

２．福祉的就労支援の充実 

（１） 障害のある人の福祉的就労の機会を確保するとともに、工賃の向上に取

り組みます。 

（２） 障害者支援施設等に対して、官公需における受注機会の拡大を推進しま

す。 

（３） 福祉のひろばなど、障害者支援施設等や障害者団体などで製作した作品

を展示・販売する場を拡充して、授産品の販路拡大を促進します。 

 

３． 日中活動の充実 

（１） 通所により創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促

進などの便宜を供与する地域活動支援センター機能の充実を図ります。 

（２） 障害のある人の障害特性に適したさまざまな活動が提供できるよう、日

中活動の場の確保や新たな社会資源の開発をすすめます。 

（３） 休日を中心とした障害のある人の余暇支援に取り組みます。 

（４） 子育て、高齢者支援サークルやボランティア団体などとの交流を図り、

障害のある人の活動の場や機会の拡充を図ります。 

 



４． 障害者生活支援センター事業の推進 

（１）障害のある人の自立した生活に必要な訓練などを実施し、機能回復の促

進を図るとともに健康相談を行いながら生活の質的向上を図ります。 

（２）保健福祉センターに設置されている地域包括支援総合センター、子育て

支援総合センターとの連携強化を図り、障害のある人及びその家族への

総合的な相談や情報提供が円滑に行われるよう努めます。 

（３）生活に必要な技術や知識を習得するための各種講習会などを実施し、障

害のある人の地域生活の充実を図ります。 

（４）スポーツ教室や芸術・創作活動など各種講座や社会参加事業などを開催

することにより、日中活動の充実を図ります。 

（５）障害のある人が、保健福祉センターの利用者や地域住民との交流ができ

る事業を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、

ご理解ご協力をお願いいたします。 

人口肛門・人口膀胱を使用している人（オストメイト）のための設備があることを表しています。オス

トメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。 

【オストメイトマーク】 
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このマークを着用されている人を見かけた場合には、内部障害のある人への配慮についてご理解、ご協

力をお願いします。 

内部障害の方の中には、バスなどの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者

用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。 

「身体内部に障害を持つ人」を表しています。内部障害は外見からはわかりにくいため、様々な誤解を

受けることがあります。 

【ハートプラスマーク】  


