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1.施策の取り組み内容

　Ⅰ　障害者理解の促進　・・・誰もが暮らしやすいまちにするために・・・

展開方向

施策

個別施策

評価結果 施策はある程度進んでいる

　障害や障害のある人についての正しい理解を深めるため、市民の意識啓発や交

流機会を拡大し、ノーマライゼーション理念の定着を図ります。

（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。

◇推進地区（大空・南の森、大正、東部、西帯広）の活動に対し800千円の補助

◇ノーマライゼーション地区同士の情報交換や交流会の実施

　　計画の基本的視点

　　施策の展開方向 理解と交流の促進

主な事業及びこれまでの取り組み状況

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。

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

理解促進のための啓発・広報活動などの充実

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

主な担当課 障害福祉課

３．課題と今後の取り組み方向

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、継続的に事業を進めているとともに、「障害者週間」記念事業実行委員会を設置し、フー

ドバレーとかちマラソンのおもてなし清掃や、とかちプラザを利用したパネル展示、授産品の展示即売会を実施しました。一

方、市民実感度調査の結果は横ばいとなっています。

　以上の状況総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

　これまで十分に社会参加できるような環境になかった障害者が、積極的に社会に参加し、貢献していくことができる共生社

会を実現するためには、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な在り方を認め合える社会を形成してい

く必要があります。そのために、最も重要になるのが「理解」であり、この施策は継続的に拡充していく必要があると考えま

す。

 平成28年４月に施行となった障害者差別解消法などもあわせ、障害と障害のある人について広く市民周知を図ることなどに

より、さらなる理解促進のための取り組みを実施していきます。

◇出前教室の実施　　H26　4回、　H27　7回、　H28　14回

◇おもてなし清掃や、障害者週間において、とかちプラザや市民ホールで啓発パネ

ルを展示

◇市民活動プラザ六中に理解促進啓発パネルを展示

◇手話の理解と普及を図る 帯広市手話言語条例を施行

◇福祉のひろばでの授産品の売上高　H26　3,759千円、H27　3,641千円、Ｈ28

3,551千円

◇市民ホール、庁舎売店、保健福祉センター、とかちプラザなどを利用し授産品の展

示販売

B

（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。

（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。

◇関係機関・団体・事業所等で実行委員会を組織し、障害者週間記念事業を実施

（おもてなし清掃、パネル展＆作品展示即売会、ポスターコンクール作品展等）

◇保健福祉センタークリスマス会　H26　138人、H27　160人、Ｈ28　120人
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　　施策の展開方向

◇市民活動プラザ六中祭等様々な取り組み

◇大正地区、大空・南の森地区、東地区、西地区のノーマライゼーション推進団体

が、視察研修、手話講習会、地域交流会などの事業を実施

個別施策

（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。

施

策

体

系

主な担当課

施策

２．交流の場の充実

展開方向 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。

施策はある程度進んでいる

　東部地区における市民活動プラザ六中を中心とした取り組みや、大正地区でのふれあいまつりなどを通して、多くの市民と

障害のある人の交流が図られています。また、帯広市町内会連合会と連携した様々な福祉活動を通じ、障害者福祉に関わ

る理解が促進されたことにより、障害のある人が単位町内会や地区連合町内会の活動に参加しています。小中学校におい

ては、特別支援学級の適切な教育課程の編成に向けた助言指導を継続して実施しています。

　以上の状況総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

Ｂ

主な事業及びこれまでの取り組み状況

◇町内会行事や清掃活動、防災訓練等への参加

◇障害者グループホーム入居者が、町内会の広報配布困難アパートに対し配布協力

を実施

障害福祉課・こども課・市民活動推進課・学校教育指導室

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

1.施策の取り組み内容

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅰ　障害者理解の促進　・・・誰もが暮らしやすいまちにするために・・・

　障害や障害のある人についての正しい理解を深めるため、市民の意識啓発や交

流機会を拡大し、ノーマライゼーション理念の定着を図ります。

理解と交流の促進

３．課題と今後の取り組み方向
　障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動について支援していくことが、地域生活支援事業の必須事業とされた

ことからも、それぞれの立場の市民が主体的に活動できる環境整備が必要となっています。今後、更に障害のある人や障害

に対する市民の関心、理解を深める働きかけを行っていくとともに、ノーマライゼーションの理念を浸透させ、障害のあるなし

にかかわらず、人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現するため、啓発活動、交流の機会、障害のある人たちのとの交

流支援を進めていきます。

　小中学校においては、児童生徒の実態、保護者の意向など教育的ニーズを踏まえた適切な教育課程の編成に向けて、教

科指導、自立活動の時間、交流学習のあり方等について、今後も助言指導を進めていきます。

（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。

◇小中学校における教育課程の編成にむけた助言指導を行うことにより、特別支援学

級の児童生徒の実態に応じた効果的な通常学級との交流学習の充実を促進

◇保育所・幼稚園と障害者支援施設との交流の検討

２.施策の評価

評価結果
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　障害者の自立と社会参加の促進を図るため、障害のある人が主体的に行動できる施策が重要であると考えます。しかし、

近年、障害者団体の高齢化による構成員の減少や事業の硬直化により活動が低下してきていることが課題です。また、障害

のある人とない人とが交流する取り組みが不足がちです。

　今後は、多様化するニーズの変化や社会情勢を考慮しながら効果的な取り組みを検討するとともに、障害者団体と協力し

ながら施策を推進していきます。

◇各種補助事業の実施

◇市の共催・後援などによる負担金・補助金

◇団体送迎事業による各種活動への支援

◇回復者クラブへの補助金　100千円×4クラブ＝400千円、　90千円×1クラブ＝90千

円

２.施策の評価

評価結果 施策はある程度進んでいる B

　施策への主な取り組みとしては、各障害者団体などへ支援することにより、それぞれの立場で様々な事業が実施されてい

ます。しかし、当事者同士の交流が多い傾向にあります。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

理解と交流の促進

展開方向 障害のある人の交流支援

　　施策の展開方向

（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。

主な担当課 障害福祉課

３．課題と今後の取り組み方向

1.施策の取り組み内容

（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。

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅰ　障害者理解の促進　・・・誰もが暮らしやすいまちにするために・・・

　障害や障害のある人についての正しい理解を深めるため、市民の意識啓発や交

流機会を拡大し、ノーマライゼーション理念の定着を図ります。

３．障害のある人の交流支援

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

◇帯広市心身障害者（児）育成会への補助金1,940千円

◇ふれあい交流の旅、福祉大運動会の実施

◇回復者クラブ（アユターレ フットサルクラブ等）に補助金

施策
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（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。

◇出前教室により周知（再掲）

◇「障害者週間」に市民ホールで啓発パネルを展示（再掲）

◇市民活動プラザ六中に理解促進啓発パネルを展示（再掲）

◇帯広市障害者差別解消推進会議の設置

◇帯広市職員対応要領に基づく対応

◇帯広市地域自立支援協議会に差別解消部会を設置

B

１．暮らしやすいまちづくりの推進

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇啓発ポスターの掲示、広報掲載

◇帯広市手話言語条例に基づく事業の実施

　　（手話出前講座　H28　10回、　帯広市手話言語条例制定記念講演会）

施策

　障害者権利条約への批准をはじめ、障害者基本法の改正、障害者虐待防止法及び障害者差別解消法の施行など、障害

者施策に関する大きな転換期を迎えています。今後は、こうした社会情勢の変化に合わせ、手話言語条例や、職員対応要

領の取り組みを着実に進め、障害のある人への合理的配慮の推進など、引き続き、市民への周知啓発を行い、障害のある

人が暮らしやすいまちとなるよう取り組みを進めていきます。

３．課題と今後の取り組み方向

（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。

◇盲導犬協会啓発リーフレットを窓口で配布

◇福祉ガイドを作成し、市のホームページに掲載するとともに、手帳交付時に対象者

に説明

（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。

◇障害者計画にマークについて解説したものを掲載

◇「障害者週間」にとかちプラザ及び、市民ホールで啓発パネルを展示（再掲）

◇市民活動プラザ六中に理解促進啓発パネルを展示（再掲）

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、帯広市手話言語条例の制定、そして帯広市地域自立支援協議会に差別解消部会を設置

したほか、帯広市職員対応要領に基づき、職務を執行しました。このほか、出前講座や啓発パネルの展示、福祉ガイドの作

成などを行いました。こうしたことにより、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取り組みが一歩

前進しました。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 施策はある程度進んでいる

1.施策の取り組み内容

　Ⅰ　障害者理解の促進　・・・誰もが暮らしやすいまちにするために・・・

　障害や障害のある人についての正しい理解を深めるため、市民の意識啓発や交

流機会を拡大し、ノーマライゼーション理念の定着を図ります。

　　施策の展開方向 暮らしやすいまちづくりの推進

主な担当課 障害福祉課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

暮らしやすいまちづくりの推進展開方向
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1.施策の取り組み内容

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

施策

（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。

◇権利擁護に関する情報交換や成年後見制度利用の支援策などを協議、検討する

ネットワーク会議の開催を経て（H25　7回）、平成26年には後見実施機関として、帯広

市成年後見支援センター（通称みまもーる）を開設し、市民後見人の普及、啓発事業

や育成事業、後見申立への相談、援助を行っている。

　今後も、障害者虐待防止センターに寄せられる相談・通報に対し、適格かつ迅速に対応していきます。

　認知症高齢者や知的・知的精神障害者などの判断能力が低下した方でも住み慣れた地域で暮らし続けることが出来るよう

市民後見人の養成と活用及びその活動支援について、継続的な体制維持が課題となります。市民後見人の養成を計画的

に行い成年後見支援センターを主とし、相談から支援まで切れ目のないサービス提供ができる体制づくりを進めます。

３．課題と今後の取り組み方向

（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。

◇虐待防止リーフレットの窓口等での配布

◇「障害者虐待防止センター」による虐待通報等への対応

◇「障害者週間」に市民ホールで啓発パネルを展示（再掲）

評価結果 順調に進んでいる Ａ

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、認知症高齢者や知的・精神障害者などの判断力が低下した方の権利擁護のため、関係

機関・団体と連携したネットワーク会議を設置し、検討・協議の結果、帯広市成年後見支援センターを開設、後見人制度に関

する相談や支援を行っていますが、制度利用者が増えつつある一方、後見人不足の課題があります。また、障害者虐待防

止センターでは、受け付けた相談・通報に対し、迅速な対応を行いました。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅰ　障害者理解の促進　・・・誰もが暮らしやすいまちにするために・・・

　障害や障害のある人についての正しい理解を深めるため、市民の意識啓発や交

流機会を拡大し、ノーマライゼーション理念の定着を図ります。

　　施策の展開方向

展開方向 人に（が）やさしいまちづくりの推進

暮らしやすいまちづくりの推進

◇福祉フォーラムの開催（参加　Ｈ26 79名、Ｈ27 80名、Ｈ28 57名）

◇市民後見人の養成（修了者　Ｈ26 21名、Ｈ27 20名、Ｈ28 21名）

◇市民後見人フォローアップ研修（参加　Ｈ27 32名、Ｈ28 20名）

２．人に（が）やさしいまちづくりの推進

主な担当課 社会課・障害福祉課



2

3

　施策推進にあたりより多くの市民からの意見を反映できるよう、審議会をはじめ各団体や事業所へ情報提供し意見を聴取し

ています。特に障害のある当事者やその家族から多くの意見を聴取することが、施策の推進に重要と考えます。引き続き、障

害のある人から直接意見をいただく機会を増やしていくよう努めます。

（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。

◇関係団体の総会等への出席

◇市長への手紙、市ホームページ等による把握

◇帯広市地域自立支援協議会及び個別支援会議並びに各部会の開催（再掲）

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、地域自立支援協議会や個別支援会議の定期的な開催をとおして、多くの関係者が参加

し意見交換をしているほか、障害がある人のニーズ把握については、市長への手紙、市ホームページのお問い合わせフォー

ムなどにより、意見の聴取・反映などの取り組みを進めています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は目標に向かって、順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

３．障害のある人の意見の反映

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇帯広市健康生活支援審議会障害者支援部会の開催

◇帯広市地域自立支援協議会及び個別支援会議並びに各部会の開催

施策

　Ⅰ　障害者理解の促進　・・・誰もが暮らしやすいまちにするために・・・

　障害や障害のある人についての正しい理解を深めるため、市民の意識啓発や交

流機会を拡大し、ノーマライゼーション理念の定着を図ります。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 暮らしやすいまちづくりの推進

展開方向

（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。

◇帯広市健康生活支援部会障害者支援部会に当事者２名、家族３名が参画

障害のある人の意見の反映

1.施策の取り組み内容

主な担当課 障害福祉課・広報広聴課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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　活動内容などについて行政の情報把握や、情報発信が不足しています。これにより、地域における行事や活動への参加

のしやすさ等が十分でない状況も覗えます。帯広市社会福祉協議会など関連団体と連携・協力し、情報把握及び情報発信

に努めていきます。

　人がやさしいまちの実現のため、また、障害者への関心を高めてもらうため、ボランティアの力を地域福祉に一層活かし、関

係団体と行政が連携・協力して、広く市民や企業に呼びかけることにより、市民ニーズの把握と活動に対する理解の促進に

努めるとともに、シニアボランティア（現役を退いた豊富な知識や経験を有する元気な方々）の活動の促進に取組みます。

　また、活動に携わるボランティアの高齢化、固定化が課題となっており、学校支援地域本部事業などの取組みとの連携や

ボランティアの確保・育成の仕組みづくりについて検討をしていきます。

（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。

◇社会福祉協議会ボランティアセンターの登録呼びかけ及びボランティアアドバイ

ザーなどの指導者養成事業実施

◇市民活動プラザ六中での地域支え合い事業によるサポーター登録者　118名（再

掲）

◇ボランティア養成研修「認知症サポーター養成講座」など4回実施

◇災害ボランティア養成講座実施　26名参加

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、社会福祉協議会のボランティアセンターや市民活動交流センター、市民活動プラザ六中

において、ボランティア登録と活動支援を行っています。また、ボランティアリーダー研修や市民活動に関する各種イベントの

開催により、ボランティア活動の啓発や人材育成の取り組みが進んでいます。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 施策はある程度進んでいる B

４．ボランティア活動の推進

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇社会福祉協議会ボランティアセンターや市民活動交流センターの市民活動相談に

おいて、実践者によるボランティア活動についての相談を受付

◇市ホームページの「市民協働アクション」において、ボランティア活動などの情報提

供

◇市民参加型のプレゼンや市民活動交流会を開催し、ボランティア活動などの意識を

啓発

施策

　Ⅰ　障害者理解の促進　・・・誰もが暮らしやすいまちにするために・・・

　障害や障害のある人についての正しい理解を深めるため、市民の意識啓発や交

流機会を拡大し、ノーマライゼーション理念の定着を図ります。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 暮らしやすいまちづくりの推進

展開方向

（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。

◇社会福祉協議会を中心としたボランティア育成事業に対する補助

◇市民活動プラザ六中での地域支え合い事業によるサポーター登録者　118名

◇市民活動プラザ六中の食堂、喫茶、花壇整備等の活動

◇ボランティアモデル指定校　4校新規登録（小学校3校、中学校1校）

　　　※全指定校11校（小学校6校、中学校3校、高校2校）

ボランティア活動の推進

1.施策の取り組み内容

主な担当課 社会課・障害福祉課・市民活動推進課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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　障害福祉サービス利用者の増加に伴い、サービス提供事業者や、障害のある人の自立に関する助言や支援を行う支援員

も増え続けており、経験の少ない事業所や支援員が増えるなど、業務の質にばらつきがみられるようになっていることが課題

です。今後も、北海道や障害者就業・生活支援センターと連携して研修を実施するなど、障害福祉サービス事業所の支援員

等の資質向上に取り組みます。

（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。

◇基幹相談支援センターによる相談支援専門員研修を実施

◇自立支援協議会、地域自立支援協議会、精神ケアマネ会議での研修会の実施

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、自立支援審査会の適正運営をはじめ、相談支援専門員、障害福祉サービス従事者を対

象とした各種研修会を開催するなど、公平・公正にサービスを提供しています。

　以上の状況から総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

１．障害福祉サービスの提供体制の充実

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇計画相談支援等による利用サービスの決定

◇障害者自立支援審査会の適正な運営

◇帯広市地域自立支援協議会の個別支援会議・精神ケアマネ会議で相談支援専門

員に対しスキルアップ研修を実施

施策

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 生活支援の充実

展開方向

（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。

◇計画相談支援、地域相談支援のガイドラインの作成

◇障害福祉サービスガイドブック、障害福祉サービス事業所一覧の作成

◇帯広市地域自立支援協議会及び個別支援会議・精神ケアマネ会議での情報提供

障害福祉サービスの提供体制の充実

1.施策の取り組み内容

主な担当課 障害福祉課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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施策は順調に進んでいる

◇生活サポート事業（福祉サービス未認定者や非該当者などへ必要に応じた支援）を

十勝障がい者総合相談支援センターへ事業委託

３．課題と今後の取り組み方向
　地域で安定した生活を続けるためには生活支援・在宅支援の充実は重要であり、多様化する個々のニーズを踏まえながら

対応していく必要があります。今後も相談支援の充実を図りながら在宅生活をしている人のニーズの把握に努め、生活支援

の充実を図っていきます。

（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。

◇補装具や日常生活用具について市窓口、福祉ガイド、HP等による周知

◇広く周知を図るため福祉のひろばに補装具等を展示

（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。

◇市窓口で手帳交付時の周知、訪問相談員からの周知、福祉ガイド、ＨＰ等による周

知

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、重度身体障害者が相談や緊急通報ができるシステムの設置のほか、通所や社会参加す

る時の外出を支援するための交通費助成などを実施しています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 A

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇施設建設・改修工事借入償還金の補助

（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。

◇重度身体障害者等にタクシー券【年12,000円（月1,000円）】を支給

◇市内通所事業所の利用者へ交通費を助成

（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。

◇緊急通報システム設置　H26 39世帯、H27 39世帯、H28 39世帯

◇緊急通報FAX　H26 82名、H27 82名、H28 78名

（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。

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

　　施策の展開方向

生活支援・在宅支援の充実

1.施策の取り組み内容

生活支援の充実

展開方向

主な担当課 障害福祉課

施策

２．生活支援・在宅支援の充実

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・
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◇子宮がん検診・乳がん検診の無料クーポンの配布、個別の受診勧奨・啓発事業の

実施。

◇がん検診の平均受診率　Ｈ26　27.3％（目標値26.0%）、Ｈ27　26.2%（目標値

27.6%）、Ｈ28　27.7%（目標値28.5%）

◇託児付検診の実施

（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。

◇自殺予防対策の講演会、学習会、パネル展の実施

◇ゲートキーパー研修会の実施

◇メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」の導入

３．課題と今後の取り組み方向

　障害のある人を含め、市民の生活習慣病を予防するため、保健師や看護師による面談及び電話・訪問による保健指導の

ほか、各種検診の受診勧奨に取り組むとともに、ゲートキーパー研修などこころの健康づくりを引き続き進めます。また、自殺

の地域分析などを踏まえ、市民の健康づくりの指針である「第二期けんこう帯広２１」の中間評価を行い、これまでの取り組み

の検証や新たな取り組みについての検討を行います。

（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。

◇身体障害者体力向上トレーニング事業を保健福祉センターで実施

２.施策の評価

　施策の主な取り組みとしては、糖尿病やがん、こころの健康を重点課題に位置付け、糖尿病をはじめとした生活習慣病を予

防するための保健事業や各種検診を実施しているほか、周囲の人の悩みに気づき声をかけ、必要な支援につなげる「ゲート

キーパー」について研修を実施するなど、心の健康づくりに取り組んでいます。また、がん検診の平均受診率が目標を下回っ

ているものの、救急医療体制の確保、医療機関の適正利用が進んでおり、市民が安心して医療を受けられる環境が確保さ

れているものと考えます。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 A施策は順調に進んでいる

（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。

◇休日夜間急病センター等による初期救急医療体制の確立

◇当番医制による二次救急医療体制の確保

◇救命救急センターによる三次救急医療体制等への支援

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇重度医療、自立支援医療、更生医療等の制度の普及促進のため、市窓口で手帳

交付時の周知、訪問相談員からの周知、福祉ガイド、HP等による周知するとともに、病

院をはじめとした関係機関と連携しながら実施

（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。

◇健康相談、出前健康講座、健康づくり教室、からだスッキリ講座、糖尿病予防講座

等の実施

（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。

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

　　施策の展開方向

保健・医療の充実

1.施策の取り組み内容

生活支援の充実

展開方向

主な担当課 障害福祉課・健康推進課

施策

３．保健・医療の充実

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・
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◇帯広市地域自立支援協議会及び個別支援会議・精神ケアマネジメント会議を定期

的に開催

◇こども地域生活支援会議、こども個別支援会議を開催

（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。

◇帯広市地域自立支援協議会の全体会を開催

◇十勝総合振興局の圏域連絡協議会等との連携による重層的な相談支援

◇基幹相談支援センターによる研修会の実施

３．課題と今後の取り組み方向

　障害のある人が地域で安心して生活を送ることができるようになるためには、適切な相談支援が不可欠であり、誰もが公

平・公正に相談できるよう体制を構築することが重要です。多様化する制度と相談に対応できるように、市民のためのサービ

ス向上委員会による職員研修を今後も引き続き実施し、職員のスキルアップを図り、サービス向上を推進します。また、基幹

相談支援センターや地域自立支援協議会を中心に、各機関が連携し、切れ目のない相談支援の提供に向け体制を構築し

ていくほか、より効果的な支援を提供できるよう相談支援体制の強化を図っていきます。

（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。

◇「基幹相談支援センター」を中心とした相談支援事業所間の連絡調整や関係機関

との連携支援等の体制の充実

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、地域自立支援協議会や個別支援会議の定期的な開催や、こども生活支援会議の開催

など、関係機関との円滑な情報共有や連携が図られ、相談支援体制が充実してきています。総合相談窓口の相談件数は

前年度に比べ増加しており、市民のためのサービス向上委員会主催の職員研修を開催し、相談能力の向上を進めていま

す。そのほか、基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業所の連携や機能強化、人材育成が進んでいます。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 A施策は順調に進んでいる

（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。

◇指定特定（市）15箇所、指定一般（北海道）18箇所、障害児（市）11箇所

◇障害者就労・生活支援事業を障害者就業・生活支援センターだいちへ委託し実施

◇基幹相談支援センターを十勝障がい者総合相談支援センターへ委託し実施

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇帯広市地域自立支援協議会を定期的に開催し、各事業所・団体と学校との情報共

有

◇サービス等利用計画（計画相談）及び障害児利用計画（障害児相談支援）の円滑

な作成

◇個別の状況に応じ関係課・機関との連絡・調整の実施

（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。

◇市庁舎1階保健福祉部に総合相談窓口を設置し、相談対応及び担当課への紹介

を実施

◇部内にサービス向上委員会を設置し、職員のスキルアップ、サービス向上の推進

（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。

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実する

とともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実しま

す。

　　施策の展開方向

相談支援体制の構築

1.施策の取り組み内容

相談支援と情報提供の充実

展開方向

主な担当課 障害福祉課・高齢者福祉課・子育て支援課

施策

１．相談支援体制の構築

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・
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３．課題と今後の取り組み方向
　障害福祉サービスを利用している本人やその家族に対して、状況やニーズに応じた支援ができるよう、相談支援事業所や

相談支援専門員は増加している一方、いまだ相談支援専門員の資質向上が課題となっているため、基幹相談支援センター

を中心としたスキルアップの研修を引き続き実施します。

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、障害福祉サービス事業所に対して、障害のある人へ適正な支援ができるよう、基幹相談支

援センターが中心となって、指定相談支援事業所の相談支援専門員の資質向上を図ることを目的に研修を実施し、スキル

アップを図っています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 施策はある程度進んでいる B

◇サービス等利用計画（計画相談）対象者及び障害児支援利用計画対象者への円

滑な計画作成

◇個別支援会議等による困難事例のケース会議の開催

◇基幹相談支援センターを中心に作成した計画の検証及び評価の実施

（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。

◇基幹相談支援センターによる、各指定相談支援事業所の相談支援専門員に対する

スキルアップ研修の実施

（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。

◇帯広市地域自立支援協議会の個別支援会議における市内相談支援事業所の相

談支援専門員を対象とする事例検討による研修の実施

（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。

◇ピアカウンセラー　市相談窓口2名配置

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

　　施策の展開方向

相談支援の充実

主な担当課 子育て支援課・障害福祉課

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

相談支援と情報提供の充実

展開方向

1.施策の取り組み内容

施策

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。
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A

３．課題と今後の取り組み方向

　障害特性や生活状況から情報を得ることが困難な障害のある人に対し、必要とする情報を的確に伝えることができるよう

様々な手法を講じて提供していくことが重要であるなか、手話奉仕員養成講座及び要約筆記奉仕員養成講座の受講者が増

加しており、一人でも多くの通訳者の確保につなげていきます。

　今後も、障害のある人が必要な情報を容易に得ることができるよう、手法を検討していきます。

（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。

◇手話通訳派遣件数　H26 308件、H27 436件、H28 547件

◇要約筆記通訳派遣件数　H26 58件、H27 57件、H28 56件

（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。

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、障害福祉地域ガイド「ささえーる」の発行、広報紙や市ホームページなどによる行政情報の

幅広い提供やＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を利用したタイムリーな情報発信、市政テレビでの文字スーパーの

表示や市ホームページでの文字読み上げ機能を実施しています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる

◇広報おびひろをはじめ、市政テレビ番組、市ホームページ、ＳＮＳ、ラジオ番組を活

用

◇市政テレビに文字スーパーを表示。

◇希望する視覚障害者に、声の広報及び点字広報を送付。

◇市ホームページに文字読み上げ機能の設置。画像や文字色のコントラストを調整。

（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

供を検討します。

◇帯広市ホームページの中の「健康・福祉・子育て」→「障害者福祉・高齢者福祉・介

護保険」→「障害者福祉」→「障害のある方のために」を充実させていくとともに、民間

事業所情報も含めた総合的な福祉情報の提供

（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。

◇中途視覚障害者へのリハビリテーション事業を実施し、相談助言のほか、情報機器

の使用方法などを説明

◇聴覚障害者パソコン教室の実施

（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。

◇帯広市障害福祉地域ガイド「ささえーる」を関係事業所や窓口などで配布

◇障害福祉サービスガイドブック、障害福祉サービス事業所一覧による情報提供

　　施策の展開方向

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。

◇帯広市地域自立支援協議会の地域生活支援会議で毎月情報交換を実施し、各事

業所利用者及び保護者等への必要な情報提供

◇市のホームページの充実

主な担当課 障害福祉課・広報広聴課

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

相談支援と情報提供の充実

展開方向

1.施策の取り組み内容

施策

３．情報提供の充実
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　第四期帯広市障害福祉計画における「地域生活移行者の増加」に関する数値目標を達成することは難しい状況にあります

が、施設や病院から出て地域で暮らそうという障害のある方々のグループホームへの入居は、少しずつ進んでいます。今後

も施設入所者の地域移行を進めるほか、親元で在宅生活をしている障害者の自立や、地域の生活を維持していくための

サービスの利用を促すため、きめの細かい相談支援体制の整備を進めています。

（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。

◇基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業所の連携、調整

◇就労支援事業を、障害者就業・生活支援センターへ委託し実施

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、各入所施設がグループホーム等を開設してきたことに伴い、入所施設及び病院から地域

への移行が進んできており、グループホーム等の定員数も着実に増えてきています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

３．課題と今後の取り組み方向

地域生活移行の推進

1.施策の取り組み内容

施策

（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。

◇相談支援を通じて、障害福祉サービスの宿泊型自立訓練や地域生活移行・定着支

援についての情報提供をするとともに、その活用を促進し地域移行を推進

◇地域移行支援事業所数　　Ｈ26 11事業所、Ｈ27 14事業所、Ｈ28 15事業所

◇地域定着支援事業所数　　Ｈ26 11事業所、Ｈ27 14事業所、Ｈ28 15事業所

主な担当課 障害福祉課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

　　施策の展開方向 相談支援と情報提供の充実

展開方向

４．地域生活移行の推進

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇相談支援を通じて、障害福祉サービスの宿泊型自立訓練や地域生活移行・定着支

援についての情報提供をするとともに、その活用を促進し地域移行を推進（再掲）

◇精神ケアマネージメント会議の開催



5

1

　障害のある子どものライフステージにおいて一貫した支援を行うことができるように、各関係機関と連携し、一人ひとりのニー

ズに応じた支援が受けられるよう、本人、保護者の意向を尊重しながら療育・教育の充実を進めます。

（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。

◇教育支援委員会における就学に関する教育相談の実施（H26　353件、H27　360

件、H28　372件）

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、早期発見・早期療育のため、乳幼児健診等で発達が心配な子どもを把握し、こども発達相

談室の相談につなげ、支援が必要な子どもに療育機関の利用を勧めているほか、地域自立支援協議会のこども生活支援会

議において市関係部局と事業所などが連携し、相談支援体制を整備しています。教育における相談体制については、障害

のある児童生徒の適切な就学先を勧奨するため、教育支援委員会による教育相談を実施しており、前年度を上回る相談件

数となりました。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

１．相談・指導体制の整備

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇乳幼児健診での早期発見、すこやか親子教室の実施、保健師や助産師、地域担

当保育士による赤ちゃん訪問事業の実施

◇こども発達相談室で発達に関する相談（H26　270件、H27　241件、H28　312件）、２

歳児相談・３歳児相談の実施（２歳児相談　H26　146件、H27　101件、H28　99件、　３

歳児相談　H26　47件、H27　55件、H28　65件）

◇発達支援ガイドブック「あくせす」の発行（H26　400冊、H27　350冊、H28　350冊）

施策

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 療育・教育の充実

展開方向

（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。

◇市関係部局による体制構築に向けた情報共有

◇こども地域生活支援会議、こども個別支援会議の開催（再掲）

相談・指導体制の整備

1.施策の取り組み内容

主な担当課

障害福祉課・こども課・子育て支援課・学校教育課・学校教育指導室

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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◇保育所における特別支援保育の実施

◇児童保育センターにおける受入れの実施

◇幼稚園での受入れに対すいる支援の実施

（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。

◇休日保育（市立すずらん保育所）、一時保育（市立すずらん保育所、私立こでまり

保育園、市立豊成保育所）での特別支援児の受入れ

３．課題と今後の取り組み方向

　市関係部局と関係機関が連携し、障害や発達に支援が必要な児童が適切に療育や教育を受けられるように、情報共有を

図ります。また、ライフステージが変わるごとに支援や情報が途切れることがないように、相談支援員の資質向上に向けた研

修や協議を進めていくとともに、一貫した支援を受けられるよう生活支援ファイル「つなぐっと」の活用の促進や、個別の教育

支援計画の作成の推進と効果的な活用に向けた助言指導を継続していきます。

（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。

◇にこにこるーむ（肢体不自由児機能訓練事業）を実施（H26　16組、H27　9組、

H28　10組）

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、障害のある子どもに適切な支援が提供できるよう、こども生活支援会議で学習をすすめ、

質の向上に努めています。また、学校教育指導訪問等において、個別の教育支援計画の作成および充実に向けた助言指

導を実施しています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 A施策は順調に進んでいる

（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。

◇保育士の研修機会の充実や幼稚園教諭の資質向上への取組みへの支援の実

施。

個別施策

（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。

◇市関係部局による体制構築に向けた情報共有（再掲）

◇こども地域生活支援会議にて関係機関の交流と学習会を実施

◇個別の教育支援計画（かちっと）の作成および活用にむけた助言指導

（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。

◇障害のある児童が安心した生活ができるように「生活支援ファイルつなぐっと」を作

成　Ｈ26 250冊、Ｈ27 250冊、Ｈ28 250冊

（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。

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実する

とともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実しま

す。

　　施策の展開方向

療育施策の充実

1.施策の取り組み内容

療育・教育の充実

展開方向

主な担当課

障害福祉課・こども課・子育て支援課・学校教育課・学校教育指導室

施策

２．療育施策の充実

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・
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　特別支援教育については、これまでも環境面や支援の充実をはかってきたところですが、対象児童生徒の増加に伴い必

要とされるニーズも多様化しており、現状の体制・環境では十分に対応しきれない面があることが課題となっています。

　今後とも、特別な配慮を要する児童生徒に対し、適切な支援や教育を行うため、合理的配慮の考え方に基づいた体制・環

境の整備をすすめるなど、充実をはかっていくほか、児童生徒の実態や学校のニーズに応じた各種研修会の内容の充実

（障害種別ごと、支援体制、就学指導、教育相談等）に取り組んでいきます。

（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。

◇教育研究所による教職員への研修の実施

◇生活介助員及び特別支援教育補助員への研修の実施

◇小中学校における教育課程の編成にむけた助言指導を行うことにより、特別支援学

級の児童生徒の実態に応じた効果的な学習や指導を進めている

◇保育所・幼稚園と障害者支援施設との交流の検討

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、特別な支援を必要とする子どもの教育的ニーズ、学校や地域の状況、保護者や専門家の

意見などを総合的に勘案しながら特別支援学級を開設するとともに、特別支援教育助手・補助員・生活介助員の配置に取り

組んでいます。また、教職員への特別支援教育などの研修、児童生徒理解についての研究会の充実のほか、校内研究、公

開研究等における特別支援学級の学習内容への助言指導などにより、質の向上や研鑽に努めています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる Ａ

３．教育施策の充実

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 療育・教育の充実

展開方向

（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。

◇学校生活において日常生活に介助が必要な児童生徒が、安心して教育を受けるこ

とができるよう生活介助員を配置（H26　27人、　H27　28人、　H28　24人）

◇障害のある、または学習困難等を抱える児童生徒への指導及び学級活動を支援す

るための特別支援教育助手（H26　10人、H27　10人、H28　10人）及び補助員（H26

52人、H27　54人、H28　58人）を配置

施策

主な担当課

1.施策の取り組み内容

学校教育課・学校教育指導室・教育研究所

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇教育支援委員会の設置による適切な就学の推進

◇特別支援学級（院内学級を含む）の設置　H26　133学級　713人、　H27　138学級

767人、　H28　143学級　796人

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

　Ⅱ　生活支援の充実　・・・地域で当たり前に暮らし続けるために・・・

　障害のある人が、安心して地域生活を送れるよう、障害福祉サービスを充実すると

ともに、個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談支援を充実します。

教育施策の充実
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　障害のある人の在宅生活において、障害特性に応じた住環境を充実させていくことは安心して暮らし続けていくために重

要であるため、住宅の整備のみならず障害を補完するための日常生活用具や住宅改修の適正な給付を実施していきます。

一方、情報が行き届かないことも想定されることから、今後も引き続き住みよい住環境のための支援制度について相談支援

事業所などを通じて周知を図っていきます。また、「帯広市ユニバーサルデザイン公営住宅整備方針」の考えに基づき、介護

世帯の増加や入居者の使用実態に配慮した市営住宅の整備についても進めていきます。

（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。

◇相談支援事業委託の中で居住サポート支援を実施

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、グループホームの定員数が順調に伸びており、相談支援における居住サポートや事業所

間の情報共有を図っています。また、市営住宅の整備については、「帯広市ユニバーサルデザイン公営住宅整備方針」の考

えに基づき、高齢者や障害のある人すべての人に使いやすく安心して暮らせる住まいとして進めています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に推移していると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

1。住みよい住環境への支援

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇帯広市地域自立支援協議会で毎月、各市内グループホーム事業所が空き部屋状

況を市内事業所へ情報提供

◇市内ＧＨ・ＣＨ定員数　H26 388人、H27 398人、H28 419人

※障害者総合支援法の改正により、平成26年4月1日からケアホーム(CH)がグループ

ホーム(GH)に一元化されています。

施策

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 生活環境の整備促進

展開方向

（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。

◇UDによる市営住宅新設状況　H26 28戸、H27 14戸、H28 0戸

◇身障者用公営住宅（車椅子対応）の整備状況　H26 39戸、H27 41戸、H28 41戸

住みよい住環境への支援

1.施策の取り組み内容

主な担当課 障害福祉課・住宅課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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３．課題と今後の取り組み方向
　ユニバーサルデザインは、共生社会を実現する上で重要な考え方であり、ユニバーサルデザインの推進に当たっては一定

程度取り組みが進んできています。今後も庁内外と連携し、若い世代への周知など、引き続き市民の意識の向上に努めま

す。

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、ユニバーサルデザインに基づく住宅改修に対する融資・助成による住宅環境の整備の促

進や公共事業等のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化を進めたほか、ユニバーサルデザイン講座を新たに帯広南商業高

校で開催するなど、庁内外と連携し、開催機会の拡大に努めるなどの意識啓発をはかっています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 施策はある程度進んでいる B

◇福祉環境整備要綱による協議状況　H26 10件、Ｈ27 15件、Ｈ28 15件

◇ユニバーサルデザイン講座の開催　Ｈ26 7回 310人、Ｈ27 11回 294人、Ｈ28 14回

530人

◇市のホームページによる啓発

（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。

◇低床型バス（車いす対応）を順次導入　《運行台数》H26 62台、H27 73台、H28 76

台

◇福祉タクシー（車椅子のまま乗降できるタクシーやドアが90度開き座席が外側に回

転するタクシー等）を順次導入

（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。

◇福祉センター、児童保育センターの整備

◇多目的トイレの設置（公園　H27　1箇所、　H28　3箇所）

◇公園園路の整備（H27　3公園、　H28　１公園）

◇横断歩道部の歩車道縁石の段差解消

（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。

◇建設資金貸付（新築300万円以内、増改築150万円以内）　H26 12,000千円（4件）、

H27 12,000千円（4件）、H28 9,000千円（3件）

◇改造資金補助（40万円以内）　H26 17,650千円（45件）、H27 12,450千円(33件）、

H28 13,780千円（35件）

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

　　施策の展開方向

ユニバーサルデザインの推進

主な担当課 障害福祉課・建築指導課・商業まちづくり課・企画課

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

生活環境の整備促進

展開方向

1.施策の取り組み内容

施策

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。
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3

◇事件や事故防止のため安全な歩行について啓発

（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。

◇社会福祉施設等事業所と福祉避難所の使用に関する協定を締結

３．課題と今後の取り組み方向
　　障害のある人が地域で安心して暮らすことができるためには、災害時や緊急時に支援を受けられる体制づくりが重要であ

り、災害時要援護者避難支援制度をより周知していくとともに、個別計画作成協議会の設置を推進していきます。また、犯罪

の発生件数は減少傾向にありますが、市民生活の身近なところで犯罪が依然として発生していることから、未然防止のため

防犯意識の向上に、引き続き取り組みます。

（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。

◇関係業者と福祉用具の優先供給に関する協定を締結することを検討

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、おびひろ避難支援プランに基づき、災害時要援護者の避難支援を地域で行うための個別

計画作成協議会の設置を推進しました。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 B施策はある程度進んでいる

（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。

◇スマートフォン等のモバイル端末を利用した避難所情報を発信する「災害時ナビ」の

周知

◇緊急事態の安全確保ができるよう、希望者に対し、緊急通報システムを固定式から

モバイル式に変更

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇「障害者用FAX・メール110番」、「電話法律相談」等の周知

◇関係者を集め連携会議を開催していくことを検討

（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。

◇おびひろ避難支援プランに基づき、災害時要援護者避難支援を地域で行うための

個別計画作成協議会の設置を推進

（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。

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

　　施策の展開方向

防災・防犯体制の整備

1.施策の取り組み内容

生活環境の整備促進

展開方向

主な担当課 社会課・障害福祉課・総務課・安心安全推進課

施策

３．防災・防犯体制の整備

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・
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　障害のある人の社会参加や地域生活の充実を目的に、障害者団体等に様々な補助事業等を実施するとともに、障害者生

活支援センターの社会参加促進事業を展開しています。一方、団体等の構成メンバーの減少や高齢化による活動の衰退の

ほか、各種講座、教室の参加者の固定化もみらることから、引き続き社会資源等の把握に努めながら、周知や取り組み内容

の見直しについて検討します。

（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。

◇手話通訳者の登録状況　H26 16人、H27 16人、H28 19人

◇要約筆記通訳者の登録状況　H26 13人、H27 12人、H28 11人

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、社会参加促進事業やコミュニケーション事業など継続的に実施しており、第六期帯広市総

合計画の成果指標である「障害者社会参加促進事業の参加者数」も目標値を上回っています。

　以上の状況を勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

１．社会参加の促進

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇障害者生活支援センター事業で料理教室などの教室を開催

◇社会参加事業（聴覚障害者PC教室、聴覚・視覚障害者学級）等を実施

◇視覚に障害のある方等を対象に、図書館での「サピエ図書館サービス」の開始

施策

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 社会参加と地域生活支援の充実

展開方向

（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。

◇市の共催・後援などによる支援

◇第30回全道肢体不自由児者福祉大会（帯広大会）開催地補助

◇全道ろうあ者夏季体育大会参加補助（江別市）

◇当事者団体等への補助金による支援（回復者クラブ、育成会　等）

◇「障害者週間」記念事業でのおもてなし清掃などへのボランティア参加の促進

社会参加の促進

1.施策の取り組み内容

主な担当課 障害福祉課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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　障害のある人のいきいきと暮らすことができる環境づくりには、文化・スポーツの振興を図ることは重要であり、より多くの人に

取り組みを広げていく必要があります。継続的に事業を実施していますが、一部の人や分野に限定される傾向があることか

ら、今後も、幅広い分野で多くの人が参加できるよう取り組んでまいります。

（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。

◇乗馬体験によってもたらされるさまざまな効果により、生活の質の向上を図ることを

目的として乗馬体験事業を実施

◇アニマルセラピーを目的としたふれあい動物園を実施

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、デイサービス事業などを継続的に実施し、様々な文化・スポーツに気軽に参加できる環境

づくりをすすめています。一方、障害のある人が参加できる各種競技スポーツの振興や普及促進への取り組みが不足気味で

す。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 施策はある程度進んでいる B

２．文化・スポーツ活動などの振興

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇障害者生活支援センターで、日中活動や創作活動の作品展示会を開催

◇障害者週間に実施しているクリスマス会や障害者の作った川柳の発表・投票などを

通じ交流を促進

施策

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 社会参加と地域生活支援の充実

展開方向

（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。

◇かっぱ水泳教室、プール開放事業の実施

◇身体障害者デイサービス事業により卓球講座を開催

◇全道ろうあ者夏季体育大会参加補助　江別市　(再掲）

文化・スポーツ活動などの振興

1.施策の取り組み内容

主な担当課 障害福祉課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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（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。

◇重度身体障害者を対象に自動車改造、自動車免許取得に係る経費について100

千円を限度に助成

自動車運転免許取得助成　H26 2件、H27 4件、H28 2件

自動車改造費助成事業　H26 8件、H27 4件、H28 2件

（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。

◇重度タクシー料金助成　年間最大12,000円　H26 2,488人、H27 2,571人、H28

2,660人

　（身体2級以上、知的A、精神1級、要介護3以上、特定疾患）

◇障害者（児）通所施設等交通費助成

◇視覚障害者の同行援護サービス　◇移動支援事業　◇身体障害者送迎事業

（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。

（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。

◇中途視覚障害者への相談・リハビリ・助言。リハビリ訓練、及び家族に対する介護指

導等を、北海道点字図書館に「視覚障害者リハビリテーション事業」として委託し実施

◇短期入所（ショートステイ）の周知及び利用促進

◇日中一時支援事業の充実

３．課題と今後の取り組み方向
　引き続き、障害のある人が地域で生き生きと暮らせる環境をつくるために、地域の状況に応じた柔軟な形態により実施する

ことができる地域生活支援事業を中心に取り組みを実施しています。

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、日常生活のための各種訓練や、社会参加のための移動に係る支援や助成を継続的に実

施しています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

地域生活支援の充実

社会参加と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。

展開方向

施策

３．地域生活支援の充実

◇身体障害者を対象に、保健福祉センターでトレーニング事業を実施

◇生活訓練や機能訓練など障害福祉サービスの中の訓練等給付（身体的または社会

的なリハビリテーションや就労につながる支援）の利用促進

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

　　施策の展開方向

1.施策の取り組み内容

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

主な担当課 子育て支援課・障害福祉課
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（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。

◇障害者就業・生活支援センターへ職場開拓、定着支援等を委託し実施

（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。

◇障害者就業・生活支援センターへ職場開拓、定着支援等を委託し実施（再掲）

　障害者雇用率を達成した企業の割合が増加傾向にあり、障害のある人の就労の場は増え、目標値を上回りました。

　また、職場での障害者への虐待対策については、引き続き、帯広市障害者虐待防止ネットワーク会議において、障害者の

働きやすい職場環境づくりの啓発に努め、ハローワークや関係各機関と連携しながら、企業に対して障害のある人の一般就

労への理解を求めるとともに、障害を理由とする差別の解消に向けた周知・啓発や、障害を理由とする差別に関する相談及

び紛争防止又は解決をはかるために必要な体制の整備に取り組みます。

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を行っているほか、ハ

ローワークと共に障害者雇用促進フェアを実施し、障害者就業・生活支援センターによる就業支援も併せて行っています。障

害者雇用率を達成した企業の割合は増加傾向にあります。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 施策はある程度進んでいる B

３．課題と今後の取り組み方向

（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。

◇ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の関係機関との連携した取り組み

を実施

◇障害者就業・生活支援センターへ一般企業を対象とする障害者理解を深め、障害

特性を踏まえた雇用促進を図る研修を委託し実施

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

雇用・就労支援の促進

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

就労支援と日中活動の充実

（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。

展開方向

施策

１．雇用・就労支援の促進

◇帯広市地域自立支援協議会等で協議の場を設け連携を強化

◇就労等に関する相談支援を充実するため障害者就労・生活支援事業を障害者就

業・生活支援センターへ委託し実施

◇障害者雇用促進フェアを帯広市・十勝総合振興局・ハローワーク主催のもと実施

◇市役所による障害者職場体験実習を実施

（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。

◇障害者就労支援施設等優先調達方針を策定し、市民に対し福祉的就労事業の作

品及び役務の提供等の利用を促進

◇福祉のひろばや市役所庁舎における授産品販売を通じての啓発

◇帯広市事業所雇用実態調査を実施することにより働きやすい環境づくりを啓発

　　施策の展開方向

1.施策の取り組み内容

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

主な担当課 障害福祉課・工業労政課
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　一般就労には、まだ至っていない段階にある障害のある人が、意欲や能力に応じて福祉的就労ができる環境を整備してい

くことは重要であることから、引き続き、障害のある人が経済的な自立を目指し活動できるよう、取り組みを進めます。また、地

域自立支援協議会での情報共有を図り、協議・検討しながら、ニーズに応じた取り組みを実施します。併せて、工賃向上の

ため官公需における積極的な発注を促すとともに、市民や企業へも障害のある人が関わる商品・サービス等の購入を啓発し

ていきます。

（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。

◇福祉のひろばのほか、地下売店、とかちプラザ、市民ホール、市民活動プラザ六

中、各種イベント会場などを利用しての授産品等の展示・販売

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、優先調達方針を制定しているほか、様々なイベントに関わることなどで、授産品の販売機

会を設けています。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

２．福祉的就労支援の充実

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

（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。

◇帯広市地域自立支援協議会に就労支援部会を設置し、各事業所と情報を共有し

ながらニーズに応じた適正な定員枠の確保を図るとともに、工賃向上に向けた協議を

実施

施策

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

３．課題と今後の取り組み方向

　　施策の展開方向 就労支援と日中活動の充実

展開方向

（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。

◇障害者就労支援施設等からの優先調達方針を策定し、公園管理、議事録作成、草

刈、パソコン教室等委託、指定ごみ袋・ボール修繕等を発注

◇庁内各課に優先調達方針を周知し、発注を促進　Ｈ26　76,880千円、Ｈ27　75,984

千円、Ｈ28　93,405千円

福祉的就労支援の充実

1.施策の取り組み内容

主な担当課 障害福祉課

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点
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　気軽に日中活動ができる場所や機会を、移動やコミュニケーションが困難な障害のある人に提供することは、自己実現や

生きがいにもつながるものであるとともに、社会参加や就労のきっかけともなる重要な取り組みであると考えます。今後も多様

化するニーズに応じた日中活動の場所及び機会の充実を図ります。

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、障害のある人が日中に活動ができる事業所が増加しており、障害福祉計画での日中活動

系サービスの実績数は右肩上がりで伸びてきているほか、市民活動プラザ六中においては、日中活動の場を提供し、様々な

事業を展開しています。また、帯広心身障害者(児)育成会とともに、ふれあい交流の旅と帯広市福祉大運動会を実施し、障

害のある人の活動の充実を図りました。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策は順調に進んでいると評価します。

評価結果 施策は順調に進んでいる A

３．課題と今後の取り組み方向

（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。

◇市民活動プラザ六中で交流場所を提供し、さまざまな交流事業を実施

◇地域交流サロンの拡充

◇市民提案型協働のまちづくり支援事業を利用した取り組みを促進（H28応募9件）

（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。

◇日中一時支援事業所の事業所指定

◇障害者生活支援センターでのデイサービス事業等の実施

◇市民活動プラザ六中を利用した日中活動の場を提供（授産品販売、調理実習、レク

リエーション等）

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

　　施策の展開方向

日中活動の充実

1.施策の取り組み内容

◇市内地域活動支援センター8箇所に対し、運営補助金を交付し事業を実施

（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。

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

展開方向

施策

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。

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

主な担当課

社会課・障害福祉課・高齢者福祉課・子育て支援課・市民活動推進課

就労支援と日中活動の充実

◇市民活動プラザ六中を土曜日も開放

◇ふれあい交流の旅を実施

◇帯広市福祉大運動会を開催
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３．課題と今後の取り組み方向

（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。

◇保健福祉センターのおびひろ健康まつり等、さまざまな機会を通じ障害のある人及

び地域住民への参加を呼びかけ交流を促進

◇「障害者週間」に実施するクリスマス会へ地元高校生による吹奏楽やお茶会等によ

り参加してもらい交流を促進

（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。

◇障害者生活支援センター事業で料理教室などの教室を開催

◇社会参加事業（聴覚障害者PC教室、聴覚、視覚障害者学級）等を実施

（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。

◇障害者生活支援センターに機能訓練指導員を配置し、機能を回復するためのリハ

ビリや健康への相談及びアドバイス等を提供

（２）保健福祉センターに設置されて

いる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。

◇保健福祉センターに設置される各センターが円滑に連携されるよう職員を配置

◇帯広市地域自立支援協議会の事務局会議を子育て支援課、障害福祉課で実施し

ながら連携を強化

◇障害者生活支援センターのデイサービス事業で、書道、陶芸、レザークラフト、卓球

の教室を毎週火曜、水曜日に実施

◇障害者生活支援センターのデイサービス事業で、ミニ講座を開催し、料理教室や陶

芸教室などを実施

　平成18年に供用開始した保健福祉センターに、障害者生活支援センターを設置し各種事業を展開していますが、参加者

の固定化が課題です。今後も、新たな参加者を確保するために周知活動を行います。また、民間事業所の充実等を受け、

障害者生活支援センターの機能や事業内容の見直しについて、引き続き検討を行います。

２.施策の評価

　施策への主な取り組みとしては、障害のある人の健康増進・機能回復訓練をはじめ、日常生活の向上や社会参加の促進

などを目的に、幅広く事業を展開し、開催回数や内容を見直しながら継続的に実施しています。一方、地域住民との参加交

流を図る取り組みについて、強化する必要があります。

　以上の状況を総合的に勘案し、施策はある程度進んでいると評価します。

評価結果 施策はある程度進んでいる B

　障害のある人が自立した地域生活を送るため、居住環境の整備を促進するととも

に、文化やスポーツ活動への支援を通じて、障害のある人の社会参加を促進する

ほか、意欲や能力に応じて働けるよう就労支援を充実します。

障害者生活支援センター事業の推進

1.施策の取り組み内容

個別施策 主な事業及びこれまでの取り組み状況

展開方向

就労支援と日中活動の充実

主な担当課 障害福祉課・健康推進課・子育て支援課

（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。

施策

４．障害者生活支援センター事業の推進

平成29年度（平成28年度実績）　施策評価表

施

策

体

系

　計画の目標

　障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受けることができ、

地域社会の一員として、生き生きと暮らせる環境づくりをすすめます。

　　計画の基本的視点

Ⅲ　自立した地域生活への支援の充実

                                        　・・・自分らしく生き生きと暮らすために・・・

　　施策の展開方向


