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ごあいさつ 

 

 

西宮市では、平成 30年３月に、障害者基本法に基づく「障害者計画」

と障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」、児童福祉法に基づく

「障害児福祉計画」を「西宮市障害福祉推進計画」として一体的に

策定しました。 

国において、障害者総合支援法や障害者雇用促進法などの法令の

改正・整備が行われるなど、障害者支援に関する制度や施策は近年

大きく変化しています。 

本市においては、障害の有無にかかわらず、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するため、

「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」

を制定し、令和２年７月に施行しました。 

そしてこの度、「西宮市障害福祉推進計画」のうち、令和２年度末で期限を迎える「障害福祉計画」

と「障害児福祉計画」の改定（第６期西宮市障害福祉計画、第２期西宮市障害児福祉計画の策定）

を行いました。 

今後も、国、県の制度改革の動向や本計画を踏まえながら、「ともに生き ともに支えあう 

共生のまち 西宮」の実現に向けた取り組みを進めてまいります。皆様におかれましても、

本計画の推進に向け、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の改定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました西宮市

障害福祉推進計画策定委員会委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました市民の皆様、関係団体

の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

令和３年（2021 年）３月  
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

近年、障害のある人の高齢化と障害の重度化が進む中で、障害福祉のニーズはますます複雑

多様化しており、すべての人が、地域で安心して生活できるまちづくりが求められています。 

国においては平成 26 年１月の障害者権利条約の批准とそれを契機とした国内法の整備・改正が

行われ、障害者支援に関する制度や施策の考え方は近年大きく変化しています。 

本市では、平成 19 年３月に「西宮市障害福祉推進計画」を策定し、「ともに生き ともに支え

あう 共生のまち 西宮」を目指す将来像として取り組みを進めてきました。その後も、国の

法改正の動向や本市における施策の課題等を踏まえて改めて計画策定を行い、目指す将来像の

実現に向けた取り組みを続けてきました。 

このたび、平成 30 年３月に策定した「第５期西宮市障害福祉計画」「第１期西宮市障害児福祉

計画」の計画期間が令和２年度をもって終了することから、新たに令和３年度を初年度とした

「第６期西宮市障害福祉計画」「第２期西宮市障害児福祉計画」を策定し、本市の障害福祉施策を

計画的に進めていきます。 

 

 

近年の国の動向 

平成 24 年 10 月 障害者虐待防止法 施行 

平成 25 年４月 障害者総合支援法 施行（一部は平成 26 年４月施行） 

障害者優先調達推進法 施行 

平成 26 年１月 障害者権利条約 批准 

平成 26 年４月 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律 施行 

平成 27 年１月 難病の患者に対する医療等に関する法律 施行 

平成 28 年４月 障害者差別解消法 施行 

改正障害者雇用促進法 施行 

平成 28 年６月 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及び児童福祉法

の一部を改正する法律 公布（平成 30年４月施行） 

平成 28 年８月 発達障害者支援法の一部を改正する法律 施行 

平成 30 年６月 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 施行 

令和元年６月 改正障害者雇用促進法 施行（一部は令和元年９月または令和２年４月施行） 

令和元年６月 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律 施行 

令和元年６月 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 施行 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、障害者基本法第 11条第３項に基づく「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」（市町村障害者計画）として位置づけられるものであり、本市における障害福祉

施策の基本的な理念と取り組みの指針を明らかにするものです。同時に本計画は、障害者総合

支援法第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」としての「第６期西宮市障害福祉計画」、及び

児童福祉法第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」としての「第２期西宮市障害児福祉

計画」として、障害のある人の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和５年度末

における成果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保

するための方策について定めています。 

本計画はこれら３つの計画を一体的に策定したものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本計画の策定にあたっては、国の「障害者基本計画」や「障害福祉サービス等及び障害児

通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」、県の「ひょうご障害者福祉計画」を踏ま

えるとともに、本市の長期的なまちづくりの基本的方向と、施策や事業を総合的、体系的に示した

「第５次西宮市総合計画」の分野別計画に位置づけています。また、計画の具体的な取り組みに

かかわる事項については、「西宮市地域福祉計画」、「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画」、

「西宮市子ども・子育て支援プラン」などの関連する計画との整合を図っています。さらに、

本計画の分野別の取り組みのうち、「１ 相談しやすい体制づくりと権利擁護支援の充実」については、

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく「西宮市成年後見制度利用促進基本計画」と

して位置づけるとともに、成年後見制度の利用促進を含めた権利擁護を推進する内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宮市障害福祉推進計画 

「市町村障害者計画」に該当。かつ、次の２つの計画も一体的に策定する。 

第６期西宮市障害福祉計画 

「市町村障害福祉計画」に該当 

第２期西宮市障害児福祉計画 

「市町村障害児福祉計画」に該当 

【 国 】 

障害者基本法 

 

障害者総合支援法 

 

児童福祉法 

【 兵庫県 】 

ひょうご障害者 

福祉計画 

 

 

 

第５次西宮市総合計画 

西宮市地域福祉計画 

・西宮市高齢者福祉計画 

・西宮市介護保険事業計画 

・西宮市子ども・子育て支援プラン 等 

整合・連携 

整合 

整合 

整合 
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３ 計画の期間 

西宮市障害福祉推進計画の期間は平成 30 年度から令和５年度までの６年間ですが、このうち、

「第６期西宮市障害福祉計画」及び「第２期西宮市障害児福祉計画」の期間は令和３年度から

令和５年度の３年間です。 

 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

      

 

４ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、障害のある人等に対するアンケート調査や地域自立支援協議会

での協議、障害福祉施策推進懇談会での意見交換を通じて、障害福祉施策への市民意識や障害の

ある人等の実態、各種サービスの利用状況や利用意向の把握を行いました。 

また、関係機関・団体の代表、事業者、公募市民、学識経験者などからなる障害福祉推進計画

策定委員会において計画内容の審議を行いました。 

併せて、パブリックコメント（意見提出手続）を実施し、市民の意見を募集しました。 

 

○障害のある人等に対するアンケート調査の実施 

障害のある人等の日頃の生活の様子、福祉サービス等のあり方に対する考えや利用意向を把握

し、計画検討の資料とするため障害や難病のある市民を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

○地域自立支援協議会における協議 

「地域自立支援協議会」の各部会における協議や、障害福祉施策に関する市民・民間団体と

行政との意見交換の場である「障害福祉施策推進懇談会」の開催を通じて、障害のある人の地域

生活を支えるための課題を把握するとともに、計画策定に関する意見集約を行いました。 

 

○障害福祉推進計画策定委員会による検討 

これまでの計画の推進にあたっては、関係機関・団体の代表、事業者、学識経験者などからなる

「障害福祉推進計画策定委員会」を設置し、計画の進捗状況や課題等についての審議、アンケート

調査の実施及び結果の分析を行いました。 

本計画の策定にあたっては、委員数を拡大し、計画内容の審議等を行いました。 

 

○パブリックコメントの実施 

計画（素案）をホームページや支所等で公表し、広く市民の意見を募集しました。 

西宮市障害福祉推進計画 

第５期西宮市障害福祉計画 

第１期西宮市障害児福祉計画 
第６期西宮市障害福祉計画 

第２期西宮市障害児福祉計画 
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５ 計画とＳＤＧｓの関係 

平成 27 年の「国連持続可能な開発サミット」において、「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」とその 17 の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。ＳＤＧｓ

（Sustainable Development Goals）では、経済・社会・環境の３つの側面のバランスが

とれた持続可能な開発に際して、複数目標の統合的な解決を図ることが掲げられています。 

本市では、第５次西宮市総合計画の各施策分野にＳＤＧｓの目指す 17 のゴールを関連

付けることにより、ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを一体的に推進しています。 

本計画においては、特に以下に掲げるＳＤＧｓの６つの目標達成に寄与することが期待

されています。 

 

出典：国際連合広報センター 

 

西宮市障害福祉推進計画とＳＤＧｓの関係 

   

  



 

 

 

 

 

 

第２章 障害のある人を取り巻く現状と課題 
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第２章 障害のある人を取り巻く現状と課題 

１ 障害のある人の状況 

（１）「障害のある人」とは 

本計画において「障害のある人」とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

のそれぞれの障害者手帳を所持している人のほか、障害者自立支援医療（精神通院医療）・特定

医療費（指定難病）を受給している人を指しますが、これら以外にも日常生活や社会生活に困難

を抱え、支援や配慮が必要な人が一定数いることも想定し、施策の推進にあたる必要があります。 

 

 

○障害者手帳 

身体障害、知的障害、精神障害のある人に対し交付される手帳です。交付を受けることにより、

各種福祉サービスを利用しやすくなります。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

の３種類があります。 

 

○療育手帳 

知的障害のある人に対し交付される障害者手帳です。交付を受けることにより、各種福祉サービス

を利用しやすくなります。兵庫県では発達障害のある人も療育手帳の交付対象となっています。 

 

○障害支援区分 

障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に

示すものです。区分１から区分６まであり、必要とされる支援の度合が低いものが区分１、最も

高いものが区分６となります。 

 

○障害者自立支援医療（精神通院医療）受給者 

 精神疾患等の治療のための医療費の助成を受けている人のことをいいます。 

 

○難病 ／ 特定医療費（指定難病）受給者 

難病とは「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、

当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」をいい、医療費

助成の対象となる 333 の疾病（令和元年７月 1 日現在）が指定難病とされています。指定難病の

医療費助成を受けている人を特定医療費（指定難病）受給者といいます。 

 

○障害児 

 障害の種別にかかわらず、18 歳未満（０歳～17歳）の障害のある人を障害児といいます。 
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（２）全体の状況 

① 人口等の推移 

本市の総人口は、減少傾向にあり、令和２年で486,799人になっています。また、障害者

手帳所持者数は、年々増加しており、障害者手帳所持者の割合も増加傾向にあります。 

 
人口等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 

 

② 障害者手帳所持者数の推移 

障害者手帳所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は、減少傾向にあり、令和

２年では15,864人となっています。また、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳

所持者数は、年々増加しており、令和２年では、療育手帳所持者数は4,195人、精神障害者

保健福祉手帳所持者数は3,662人となっています。 

 
障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 
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16,079 16,067 16,027 15,991 15,847 15,864
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③ 障害支援区分認定者の状況 

障害支援区分認定者の状況をみると、区分認定を受けている人数は2,341人となっています。

障害種別ごとにみると、知的障害者が最も多く 1,115 人（47.6％）、身体障害者が 691 人

（29.5％）、精神障害者が 528 人（22.6％）、難病患者が７人（0.3％）となっています。 

 

障害支援区分認定者の状況 

 

単位：人 

  身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病患者 計 

区分１ 15 30 28 2 75 

区分２ 64 196 311 2 573 

区分３ 164 219 125 2 510 

区分４ 66 242 48 0 356 

区分５ 70 219 12 0 301 

区分６ 312 209 4 1 526 

合計 691 1,115 528 7 2,341 

資料：生活支援課（令和２年３月３１日現在） 

  

④ 障害種別ごと障害支援区分認定者数の推移 

障害支援区分認定者数の推移をみると、知的障害者、精神障害者は増加傾向、身体障害者、

難病患者は横ばい傾向での推移となっており、特に精神障害者の増加率が大きくなっています。 

 

障害種別ごと障害支援区分認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生活支援課（各年３月 31 日現在）  
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（３）身体障害者の状況 

① 年齢別の身体障害者手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳所持者数は、減少傾向で推移しており、年齢別では65歳以上が全体の７割

以上を占めています。 

 

年齢別の身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 

 

② 等級別の身体障害者手帳所持者数の推移 

平成27年との比較では、１級、５級、６級は増加、２～４級は減少しています。 

 

等級別の身体障害者手帳所持者数の推移 

 
単位：人 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 

１級 4,667 4,701 4,782 4,795 4,807 4,879 

２級 2,314 2,336 2,320 2,299 2,231 2,198 

３級 3,092 3,024 2,962 2,934 2,944 2,934 

４級 4,474 4,388 4,300 4,229 4,155 4,135 

５級 798 871 903 943 929 941 

６級 734 747 760 791 781 777 

合計 16,079 16,067 16,027 15,991 15,847 15,864 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 

  

0～17歳 18～64歳 65歳～

382 390 384 365 357 349

4,343 4,280 4,203 4,179 4,172 4,130

11,354 11,397 11,440 11,447 11,318 11,385

16,079 16,067 16,027 15,991 15,847 15,864

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

(人)

71.8% 

2.2% 

26.0% 
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③ 年齢別・等級別の身体障害者手帳所持者の状況 

65歳以上を除くすべての年代で、１級が最も多くなっており、若い世代ほど１級の割合が

高くなっています。65歳以上では４級が最も多くなっています。 

 

年齢別・等級別の身体障害者手帳所持者の状況 

 

単位：人 

  0～17 歳 18～39 歳 40～64 歳 65 歳～ 計 

１級 184 319 1,135 3,241 4,879 

２級 60 123 584 1,431 2,198 

３級 32 127 514 2,261 2,934 

４級 38 104 664 3,329 4,135 

５級 13 38 283 607 941 

６級 22 41 198 516 777 

合計 349 752 3,378 11,385 15,864 

資料：障害福祉課（令和２年４月１日現在） 

 

④ 障害部位別の身体障害者手帳所持者の推移 

障害部位別の身体障害者手帳所持者数は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語

障害と内部障害は増加しています。肢体不自由については、年々減少しています。 

 

障害部位別の身体障害者手帳所持者の推移 

 
単位：人 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 

視覚障害 916 917 916 904 910 934 

聴覚・平衡機能障害 1,152 1,182 1,184 1,200 1,194 1,201 

音声・言語障害 178 183 189 186 194 199 

肢体不自由 9,363 9,313 9,171 9,089 8,861 8,686 

内部障害※ 4,470 4,472 4,567 4,612 4,688 4,844 

合計 16,079 16,067 16,027 15,991 15,847 15,864 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 

※内部障害…心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸または肝臓機能障害 
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（４）知的障害者の状況 

① 年齢別の療育手帳所持者数の推移 

平成27年と比較して、療育手帳所持者数は1,000人近く増加しています。いずれの年代でも

増加していますが、特に０～17歳で増加率が約1.4倍と高くなっています。 

 

年齢別の療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 

 

② 判定別の療育手帳所持者数の推移 

判定別では、いずれの判定も増加していますが、特にＢ２は平成27年との比較で約1.6倍と

大幅に増加しています。 

 

判定別の療育手帳所持者数の推移 

 
単位：人 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 

Ａ 1,406 1,442 1,463 1,456 1,470 1,505 

Ｂ１ 673 718 756 768 801 831 

Ｂ２ 1,156 1,268 1,447 1,577 1,699 1,859 

合計 3,235 3,428 3,666 3,801 3,970 4,195 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 
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③ 年齢別・判定別の療育手帳所持者の状況 

０～17歳では、Ｂ２の割合が最も多く、18歳以上ではＡが最も多くなっています。 

 

年齢別・判定別の療育手帳所持者の状況 

 
単位：人 

  0～17 歳 18～39 歳 40～64 歳 65 歳～ 計 

Ａ 339 602 482 82 1,505 

Ｂ１ 178 352 253 48 831 

Ｂ２ 1,118 561 164 16 1,859 

合計 1,635 1,515 899 146 4,195 

資料：障害福祉課（令和２年４月１日現在） 

 

（５）精神障害者の状況 

① 年齢別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

０～17歳はほぼ横ばいで推移しており、18～64歳、65歳以上は増加しています。また、

精神障害者保健福祉手帳所持者に占める18～64歳の割合が増加しています。 

 

年齢別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 
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② 等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

等級別では全ての等級で増加しています。特に３級は約2.2倍と大幅に増加しています。 

 

等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 
単位：人 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 

１級 377 372 359 369 372 401 

２級 1,480 1,549 1,609 1,669 1,755 1,868 

３級 640 766 902 1,080 1,253 1,393 

合計 2,497 2,687 2,870 3,118 3,380 3,662 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在※平成 27 年～平成 29 年は３月 31 日現在） 

 

 

③ 年齢別・等級別精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

０～17歳、18～39歳の年代では、３級が最も多くなっており、40歳以上では２級が最も

多くなっています。 

 

年齢別・等級別精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

 
単位：人 

  0～17 歳 18～39 歳 40～64 歳 65 歳～ 計 

１級 1 50 153 197 401 

２級 5 398 1,131 334 1,868 

３級 12 498 783 100 1,393 

合計 18 946 2,067 631 3,662 

資料：障害福祉課（令和２年４月１日現在） 
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④ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数は年々増加しており、平成27年と比較して約1.3

倍となっています。 

 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

 
単位：人  

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 

受給者数 5,205 5,551 5,796 6,178 6,533 6,794 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在※平成 27 年～平成 29 年は３月 31 日現在） 

 

 

⑤ 疾患別自立支援医療（精神通院医療）受給者の状況 

疾患別の自立支援医療（精神通院医療）受給者をみると、「気分障害」が最も多く、2,941

人で全体の約43％を占めています。次いで、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」

が1,630人で約24％を占めています。 

 

疾患別自立支援医療（精神通院医療）受給者の状況 

 
単位：人  

疾患 人数 

症状性を含む器質性精神障害 225  

精神作用物質による精神及び行動の障害 130  

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 1,630  

気分障害 2,941  

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 683  

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 20  

成人の人格及び行動の障害 22  

精神遅滞 37  

心理的発達の障害 256  

小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 184  

てんかん 518  

その他 148  

合計 6,794  

資料：障害福祉課（令和２年４月１日現在） 
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（６）難病患者（特定医療費（指定難病）受給者）の状況 

① 特定医療費（指定難病）受給者数の推移 

特定医療費（指定難病）受給者は増加傾向にあります。「難病の患者に対する医療等に関する

法律」が平成27年１月１日に施行され、医療費助成の対象となる疾病が拡大されています。 

 

特定医療費（指定難病）受給者数の推移 

 
単位：人  

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 

受給者数 3,132 3,394 3,500 3,160 3,295 3,563 

対象疾病数 110 306 306 330 331 333 

資料：健康増進課（各年３月 31 日現在） 

 

 

（７）障害児の状況 

① 障害児数の推移 

障害児数の推移をみると、年々増加しています。また、身体障害児は減少傾向にあり、

知的障害児は増加しています。 

 

年度別の障害児数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 
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２ 西宮市障害者等実態調査結果の概要 

（１）調査の概要 

本計画の策定にあたり、障害のある人の生活状況やサービスの利用意向などを把握し、計画

策定のほか、施策推進のための基礎資料とすることを目的として、下記の要領でアンケート調査

を実施しました。 

 

■調査概要 

調査地域 西宮市全域 

調査対象者 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、 

特定医療費（指定難病）受給者証所持者 

抽出方法 対象ごとに配布数に応じた無作為抽出 

調査期間 令和元年 11 月 27 日～12 月 19 日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

 

■調査票配布数・回収数 

対象者区分 配布数 回収数 回答率 

身体障害者手帳所持者 1,500 777 51.8% 

療育手帳所持者 1,000 487 48.7% 

精神障害者保健福祉手帳所持者 1,000 415 41.5% 

障害児 

（18 歳未満の身体障害者手帳所持者、または療育手帳所持者） 
1,000 416 41.6% 

特定医療費（指定難病）受給者証所持者 750 416 55.5% 

合計 5,250 2,511 47.8％ 

 

 

（２）アンケート調査からみた現状 

アンケート調査の結果に基づいて、市内に居住する障害のある人を取り巻く状況を分野別に

整理すると、次のようになります。 

  



16 

「分野１ 相談しやすい体制づくりと権利擁護支援の充実」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

障害のある人やその家族が身近な地域で気軽に様々な相談ができる相談支援体制の

充実を図るとともに、必要な人に必要な情報や支援が届くよう、多様な媒体・手段を

活用した情報提供を充実させます。すべての障害のある人の尊厳と権利が守られ、

差別のない地域づくりを目指し、権利擁護体制の充実と、制度等の普及と利用促進に

努めます。また、虐待の防止と早期発見・早期対応を推進します。 

1-1 相談支援体制の充実 

1-2 広報・情報提供体制の充実 

1-3 権利擁護体制の充実 

   

１ 国の動向 

・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

・「障害者権利条約」の批准（平成 26 年１月） 

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行（平成 28 年 4 月 1 日） 

・「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行（平成 28 年 5 月 13 日） 

２ 本市の状況 

・（相談支援体制の充実）基幹相談支援センターを設置するとともに、障害者あんしん

相談窓口連絡会を毎月開催しています。 

・（権利擁護体制の充実）権利擁護支援センターでは市や関係機関と連携して虐待対応や

成年後見制度利用支援等の権利擁護支援に取り組んでいます。権利擁護支援システム

推進委員会を開催し、権利擁護支援センターの運営を含む市の権利擁護支援システム

についての協議を行っています。また、成年後見制度利用促進に関して、障害福祉

推進計画にその内容を盛り込むよう提言を受けています。 

３ アンケート 

調査結果 

・地域で自立した生活をするにあたって必要なことについてみると、【身体】では、「地

域の人の障害に対する理解が深まってほしい」が高く、次いで「気軽に相談を聞い

てもらえる場所が身近にほしい」となっています。【療育】では、「お金を管理して

くれる人がほしい」が最も高く、次いで「地域の人の障害に対する理解が深まって

ほしい」となっています。【精神】では、「気軽に相談を聞いてもらえる場所が身近

にほしい」が最も高く、次いで「働ける場がほしい」となっています。 

・「障害者あんしん相談窓口」の認知度についてみると、３障害、難病ともに「知って

いる」より、「知らない」が高くなっています。「知っている」では【身体】【精神】

【難病】はともに１割台となっていますが、【療育】は３割台半ばと他の障害より高

くなっています。 

・相談先についてみると、３障害、難病ともに「家族・親せき」が最も高くなってい

ます。次いで【身体】の場合、「友だち」、【療育】の場合、「福祉事業所の職員」、【精

神】【難病】の場合、「医療機関（病院や診療所）」となっています。 

・必要な情報についてみると、３障害、難病ともに「不安なことや困ったことを相談

できる場所のこと（必要に応じて相談ができるさまざまな窓口のこと）」が最も高く

なっています。それ以外では、【身体】【精神】【難病】の場合、「病院や診療所のこ

と」、【療育】の場合、「ホームヘルパーや福祉施設など福祉のサービスをしている事

業所のこと」がそれぞれ高くなっています。 

・差別や偏見などを受けたときの相談窓口（市役所、障害者総合相談支援センター等）

の認知度についてみると、３障害、難病ともに「知っている」よりも「知らない」

が高く、7～８割台となっています。「知っている」では【身体】【療育】【難病】は

2 割台となっていますが、【精神】は１割台半ばと他の障害より低くなっています。 

・権利擁護の仕組みとして知っているものについてみると、３障害ともに「知ってい

るものはない」が最も高く、次いで「成年後見制度」となっています。 

４ 今後の課題 

障害のある人の尊厳と権利が守られ、地域で安心して暮らせる社会の実現のためには、

障害のある人に対する虐待や権利侵害を身近な問題としてとらえ、社会全体で取り組んで

いくことが大切です。今後さらに障害に対する理解を促進するとともに、相談機関や

制度の周知が必要と考えられます。 
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「分野２ 保健・医療・リハビリテーションの充実」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

障害のある人の健康の維持と専門的な支援の確保に向け、身近な地域における医療・

リハビリテーション体制の充実に努めます。また、精神疾患に対する支援体制の充実と、

地域社会における理解促進を図ります。難病患者等の支援においては、医療・福祉・

教育・就労等の連携による円滑な支援体制づくりを行います。 

2-1 保健・医療・リハビリテーション体制の充実 

2-2 精神保健福祉に関する支援体制の充実 

2-3 難病患者等への支援 

  

１ 国の動向 

・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

・「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行（平成 27 年 1 月） 

２ 本市の状況 

・（保健・医療・リハビリテーション体制の充実）障害者（児）歯科診療の実施、各種

医療費助成の実施 

・（精神保健福祉に関する支援体制の充実）各種相談事業に於いて、治療や医療機関に

ついての情報提供を行っています。 

・（精神保健福祉に関する支援体制の充実）保健師の訪問等により、必要時、精神科

病院の受診援助を実施しています。 

・（難病患者等への支援）家庭訪問、医療相談会、難病患者交流会、ALS[筋萎縮性

側索硬化症]交流会、MSA[多系統萎縮症]交流会を実施しています。 

・（難病患者等への支援）災害時要強力支援が必要な者にはリストを作成し、個別災害

対応マニュアルを患者や家族と作成し、年 1 回見直しを行いました。 

３ アンケート 

調査結果 

・かかりつけ医の有無についてみると、３障害、難病ともに「いる」が「いない」を大

きく上回っています。 

・現在の生活で困っていることについてみると、３障害、難病ともに「障害、健康のこ

と」「医療や病気のこと」が高くなっています。 

・相談先についてみると、３障害、難病ともに「家族・親せき」が最も高くなっていま

す。次いで【身体】の場合、「友だち」、【療育】の場合、「福祉事業所の職員」、【精神】

【難病】の場合、「医療機関（病院や診療所）」となっています。 

・必要な情報についてみると、３障害、難病ともに「不安なことや困ったことを相談で

きる場所のこと（必要に応じて相談ができるさまざまな窓口のこと）」が最も高くな

っています。それ以外では、【身体】【精神】【難病】の場合、「病院や診療所のこと」、

【療育】の場合、「ホームヘルパーや福祉施設など福祉のサービスをしている事業所

のこと」がそれぞれ高くなっています。 

４ 今後の課題 

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、必要時に医療を受けられる体制が必要

です。今後、障害のある人の高齢化・重度化がさらに進むとともに、医療的ケアが必要

な児童もいることを鑑み、地域生活支援拠点等の整備とあわせて、保健・医療・福祉・

教育等の関係機関の連携強化が必要です。 
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「分野３ 地域生活を支えるサービス・支援体制の充実」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

障害のある人の日々の生活を支える障害福祉サービス等の質と量の確保に努めます。

制度改正の動向を踏まえた新しいサービスの円滑な提供支援の充実に努め、自己選択・

自己決定に基づく地域生活を支援します。 

3-1 サービス提供体制の確保 

3-2 地域生活への移行の促進 

3-3 地域生活支援拠点等の整備 

  

１ 国の動向 
・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

２ 本市の状況 

・（サービス提供体制の確保）本人中心支援計画を踏まえた障害福祉サービス等の支給

決定 

・（サービス提供体制の確保）福祉人材確保のため、ハローワーク西宮と共催で就職

相談・面接会を開催。介護職再就職支援講習を開催 

・（地域生活への移行の促進）入院患者への聞き取り調査。地域移行支援事業関係会議

への出席 

３ アンケート 

調査結果 

・福祉サービスの利用や商品の購入のための契約に関する事柄への対応についてみる

と、【身体】【療育】の場合「家族や親せきがしている」が高くなっています。【精神】

の場合「自分一人でしている」が最も高くなっています。 

・必要な情報についてみると、３障害、難病ともに「不安なことや困ったことを相談で

きる場所のこと（必要に応じて相談ができるさまざまな窓口のこと）」が最も高くな

っています。それ以外では、【身体】【精神】【難病】の場合、「病院や診療所のこと」、

【療育】の場合、「ホームヘルパーや福祉施設など福祉のサービスをしている事業所

のこと」がそれぞれ高くなっています。 

・障害福祉サービス等の利用状況と今後の利用意向についてみると、【身体】の場合、

「居宅介護（ホームヘルプ）」「同行援護」「ショートステイ（短期入所、日中一時支

援事業）」「自立生活援助」「補装具費の支給・日常生活用具給付等事業」「訪問看護」

において「今後利用したい障害福祉サービス等」が「利用している障害福祉サービス

等」を 5.0 ポイント以上上回っています。 

【療育】の場合、「施設入所支援」「グループホーム（共同生活援助）」「自立訓練（機

能訓練・生活訓練）」「自立生活援助」において 10.0 ポイント以上上回っており、

なかでも「グループホーム（共同生活援助）」については 20.7 ポイント上回ってい

ます。 

【精神】の場合、「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」「就労移行支援」「就労継続支

援Ａ型」「就労定着支援」において 10.0 ポイント以上上回っています。 

【障害児】では、「ガイドヘルプサービス（移動支援）」が 35.3 ポイントと最も差

が大きく、次いで「行動援護」が 31.7 ポイント、「ショートステイ（短期入所、日

中一時支援事業）」が 27.2 ポイントとなっています。 

【難病】では、「居宅介護」が 8.9 ポイントと最も差が大きく、次いで「ショートス

テイ」が 5.3 ポイント、「訪問看護」が 4.8 ポイントとなっています。 

４ 今後の課題 

福祉サービスに対する多様なニーズが見られる中、障害のある人が個々のニーズや

実態に応じて、必要な情報を入手し、適切な支援を受けられるよう、福祉サービスの

量的・質的な充実が求められています。さらに、障害福祉サービス等の充実や日中活動

の場の確保、就労支援、相談支援体制の整備など、地域生活の支援体制をより充実する

ことにより、障害のある人に対する支援だけではなく、介助・支援者の高齢化による

困りごとの軽減にもつなげていくことが必要です。 

※各障害福祉サービス等の内容については、P.72 以降参照 
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「分野４ 療育・発達支援、教育の充実」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

一人ひとりの子供や保護者の状況に応じた支援が必要な時に受けられるよう、療育・

発達支援の充実に取り組みます。障害のある子供とない子供が可能な限りともに学ぶ

仕組みを構築するために、合理的配慮の基礎となる環境整備に取り組みます。 

4-1 療育・発達支援の充実 

4-2 障害児支援の充実 

4-3 障害・発達に応じた教育の充実 

  

１ 国の動向 

・「学校教育法等の一部を改正する法律」が成立（平成 30 年 5 月） 

・年々、特別支援教育の対象となる子どもたちが増加する中で、地域共生社会の実現に

向けて「インクルーシブ教育システム」の構築、発達障害者支援法の改正（平成 28

年８月１日施行）、児童福祉法の改正（平成 28 年６月３日施行）等が行われました。 

・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

２ 本市の状況 

・（療育・発達支援の充実）こども未来センターにおいて医師やセラピストの増員を

行い、診察・療育待ち期間の短縮に努めました。 

・（障害児支援の充実）西宮養護学校に看護師を配置し、校内の医療的ケア体制を構築

した。また、地域の小学校にも臨時看護師を配置、訪問看護ステーションの委託契約

による看護師を配置しました。 

・（障害・発達に応じた教育の充実）特別な支援が必要な幼児、児童、生徒について、

個別の教育支援計画を作成し、校内及び校種間連携に活用しています。 

３ アンケート 

調査結果 

・障害児対象調査で、児童発達支援センターに期待することについてみると、「障害の

ある子供の教育環境について学校と連携してほしい」が最も高く、次いで「本人の発

達支援（療育）を充実してほしい」、「様々なサービスや制度の情報を教えてほしい」、

「保護者の気持ちを十分に聞いたり、助言したりしてほしい」となっています。 

・障害児対象調査で、障害者施策に対する取組みの重要度について、「障害のある人が

高齢になっても住み慣れたまちで生活し続けられるようにすること」が最も高く、次

に「障害にあった教育を行うようにすること」「障害のある人が働けるように助ける

こと」「災害や緊急のときに助けてくれるしくみをつくること」となっています。 

・中学校などを卒業後、行きたい学校についてみると、「特別支援学校高等部・高等特

別支援学校に行きたい」が最も高く、次いで「高等学校に行きたい」、「専門学校・専

修学校に行きたい」となっています 

・学齢期（義務教育期）終了後や高等学校等を卒業などした後にイメージする働き方や

暮らしについてみると、「まだイメージできない」が最も高く、次いで「大学等へ進

学したい」、「就労継続支援Ａ型事業所以外の通所事業所へ行きたい」となっています。 

・障害児対象調査で、障害（難病）があることで不適切な対応をされたり、いやな思い

をしたりしたことについてみると、「学校での生活でいやな思いをしたことがある」

が最も高く、次いで「まちで周りの人に見られたり、何か言われたりしていやな思い

をしたことがある」、「学校の入学や進学のときにいやな思いをしたことがある」とな

っています。 

・障害児対象調査で、相談先についてみると、「学校や幼稚園、保育所」が最も高く、

次いで「医療機関（病院や診療所）」「こども未来センター」となっています。 

４ 今後の課題 

障害のある子供とない子供が共に学ぶことを目指すと共に、障害のある子供たちが、

その時々の教育的ニーズに応じた教育を受けることができる多様な学びの場を整備

することが大切であると考えられます。また、就学前から卒業後の生活までを見通して、

学校教育・子育て・福祉・就労部門との連携を緊密にし、子どもの成長段階や障害特性

に応じた必要な支援と相談体制の充実を図ることが必要です。 
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「分野５ 雇用促進・多様な働き方への支援の充実」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

障害のある人の自立と社会参加を促進するため、障害者就労生活支援センター

「アイビー」やハローワークなど関係機関と連携し、多様な就労機会の確保と就労定着

のための支援を図ります。また、障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が

選択できるよう支援するとともに、障害者就労施設と連携し、工賃の向上に努めます。 

5-1 就労支援・雇用促進 

5-2 福祉的就労の充実 

  

１ 国の動向 

・「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」により、障害者の法定

雇用率が引き上げられました。また、「国等による障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が施行され、国や地方公共

団体などの公共機関は、障害者就労施設等から優先的・積極的に物品やサービスを

購入することとなりました(平成 25 年 4 月） 

・「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行（障害者に

対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務）（平成 28 年 4 月 1 日） 

・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

２ 本市の状況 

・（就労支援・雇用促進）障害者就労生活支援センター「アイビー」を設置し、就労

支援を行っています。 

・（福祉的就労の充実）一般社団法人ジョブステーション西宮に業務委託し、自主製品

の販路拡大・受注機会の拡大を行っています。 

３ アンケート 

調査結果 

・今後、毎日の暮らしの中でやりたいことについてみると、「働きたい」の割合が３障

害ともに４０％以上となっています。 

・安心して働ける環境づくりに向けて、必要なことについてみると、３障害、難病とも

に「障害のある人ができる仕事を会社の中で増やしてほしい」が最も高くなっていま

す。次いで【身体】【精神】【難病】の場合、「就職の相談や仕事の紹介をする窓口を

増やしてほしい（充実させてほしい）」となっており、【療育】の場合、「会社で働く

のが難しい仲間といっしょに働ける・作業ができるところを増やしてほしい」となっ

ています。 

・どのような働き方をしたいかについてみると、【身体】【精神】の場合、「働きたくな

い」が最も高く、次いで「正職員」となっています。【療育】の場合、「就労継続支援

Ａ型事業所以外の通所事業所で働きたい」が最も高く、次いで「働きたくない」とな

っています。 

・就労支援策や就労支援窓口として知っているものについてみると、３障害、難病とも

に「ハローワーク（公共職業安定所）」が最も高くなっています。次いで【身体】【難

病】の場合、「知っているものはない」、【療育】【精神】の場合、「西宮市障害者就労

生活支援センター「アイビー」」となっています。 

・障害児対象調査で、学齢期（義務教育期）終了後や高等学校等を卒業などした後にイ

メージする働き方や暮らしについてみると、「まだイメージできない」が最も高く、

次いで「大学等へ進学したい」、「就労継続支援Ａ型事業所以外の通所事業所へ行きた

い」となっています。 

４ 今後の課題 

障害のある人の就労機会の拡大を図るためには、障害者就労生活支援センター

「アイビー」をはじめとする関係機関との連携により、就労につなげる支援体制を充実

させるとともに、一般企業による雇用の促進のため、障害への理解を促進し、障害の

特性や体調などへの合理的配慮を促し、働きやすい環境づくりを推進していくことが

必要です。また、学校等と連携した学齢期からの相談支援・就労支援の充実を図ること

も必要です。 
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「分野６ 社会参加の促進」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

障害のある人が地域社会の一員として多様な活動に取り組み、社会参加することを妨げ

られることのないよう、社会的障壁の除去・軽減につながる移動・コミュニケーション

の支援の充実や、多様なスポーツ・文化活動等への参加の促進を図ります。 

6-1 移動・コミュニケーションの支援 

6-2 余暇活動の充実 

  

１ 国の動向 

・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が

成立（平成 30 年 5 月） 

・「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行（平成 30 年 6 月） 

２ 本市の状況 

・（移動・コミュニケーションの支援）意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者

派遣）、手話通訳者養成事業、要約筆記者養成事業の実施 

・（余暇活動の充実）総合福祉センターにおけるスポーツ教室、文化活動教室の開催 

・（余暇活動の充実）障害のある人の日頃の芸術活動の成果・作品を発表する機会と

して、障害者作品展を開催 

３ アンケート 

調査結果 

・今後、毎日の暮らしの中でやりたいことについてみると、３障害、難病において、「買

い物や映画に行くなど、趣味や気晴らしになることをしたい」が最も高く、次いで「家

で過ごしたい」となっています。また、「スポーツをしたい」の割合が３障害で３割

台、「芸術を鑑賞したり、芸術にまつわる活動をしたい」の割合が【身体】【精神】で

３割台、「地域の夏祭りなどの行事や地域活動に参加したい」の割合が【療育】で３

割台後半となっています。 

・障害児対象調査では、障害福祉サービス等の利用と今後利用したい障害福祉サービス

等については、「放課後等デイサービス」が最も高くなっています。【今後利用したい

障害福祉サービス等】と【利用している障害福祉サービス等】の差でみると、「ガイ

ドヘルプサービス（移動支援）」が最も差が大きく、次いで「行動援護」、「ショート

ステイ（短期入所、日中一時支援事業）」となっています。 

・難病患者対象調査では、地域で行われている活動や行事への参加についてみると、「参

加したことはない」が最も高く、次いで「ほとんど参加していない」、「ときどき参加

している」となっています。参加しない理由についてみると、「興味がない」が最も

高く、次いで「どのような活動や行事が行われているのかよくわからない」となって

います。参加したい行事や活動についてみると、「芸術・文化行事」が最も高く、次

いで「健康体操、ウォーキングなどを通じた健康づくり」となっています。 

４ 今後の課題 

生涯学習、文化・スポーツ活動などの体制を充実することは、障害のある人の

生きがいや社会参加の促進につながります。障害の有無にかかわらず相互の理解を

深めるとともに、障害のある人の生活の質の向上を図り、積極的に社会参加できる

環境づくりが重要です。 

今後も、多様な機会づくりに努め、障害のある人の社会参加を促進し、その能力や

個性を引き出すことができるよう、関係団体、地域組織等との連携を図っていく必要が

あります。 

また、買い物や通勤・通学、通所・通院等の日常生活だけでなく、積極的に地域活動

に参加するためには、移動手段の確保は欠かせません。障害のある人の外出を支援する

ために、公共交通機関等の移動手段をより利用しやすくする必要があります。 
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「分野７ ともに生き、ともに支えあうまちづくり」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

共生社会の実現に向け、障害者権利条約や近年の法整備の理念・趣旨を踏まえた理解の

啓発に取り組みます。障害の有無にかかわらず、ともに生き、ともに支えあうまちづくり

に向け、地域自立支援協議会における協議を核とした連携と地域課題の解決に取り組み

ます。 

7-1 理解の促進 

7-2 地域福祉の推進 

7-3 地域自立支援協議会における協議の推進 

  

１ 国の動向 

・「障害者権利条約」の批准（平成 26 年１月） 

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行(平成 28 年 4 月 1 日） 

・「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」

の施行（平成 30 年 12 月） 

・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

２ 本市の状況 

・（理解の促進）誰もが暮らしやすい社会を実現するための条例の施行 

・（理解の促進）理解促進のため、鳥取県と協定を締結し、あいサポート運動に取り

組んでいます。 

・（理解の促進）障害理解の映像を作成し、ホームページ等で公開 

・（理解の促進）「にしのみや市民祭り」等における「ヘルプマーク」の周知 

・（理解の促進）手話体験講座などを実施し、啓発に努めました。 

・（地域福祉の推進）地区社協域で地区ネットワーク会議を開催し、地域住民と専門

機関等が協働でそれぞれの地区における地域課題の把握や課題に対する取り組み

について協議・実施しました。 

・（地域自立支援協議会における協議の推進）地域自立支援協議会で定例会を開催する

とともに、行政への活動報告会で、さまざまな提言をいただき、関係課と情報共有を

行いました。 

３ アンケート 

調査結果 

・障害（難病）があることで不適切な対応をされたり、いやな思いをしたりしたことに

ついてみると、【身体】の場合、「道が狭かったり、建物に段差があったりしたため、

通りづらくていやな思いをしたことがある」が高くなっています。【療育】では、「学

校での生活でいやな思いをしたことがある」が最も高く、次いで「まちで周りの人に

見られたり、何か言われたりしていやな思いをしたことがある」となっており、【精神】

では、「仕事場の人とのつきあいなどでいやな思いをしたことがある」が最も高く、次

いで「家でいやな思いをしたことがある」となっています。 

・障害者施策に対する取組みの重要度について、「障害のある人の権利を守るために取

組むこと」の項目に『もっと力を入れて取組む』の回答の割合は、【療育】【精神】で

3 割を超えています。「障害のある人のことをよく知ってもらうように取組むこと」、

「学校の先生や友だち、保護者に障害のことをよく知ってもらうように取組むこと」

の『もっと力を入れて取組む』の割合は、他の障害に比べて【療育】で高くなってい

ます。 

・差別や偏見などを受けたときの相談窓口（市役所、障害者総合相談支援センター等）

の認知度についてみると、３障害、難病ともに「知っている」よりも「知らない」が

高く、7～８割台となっています。「知っている」では【身体】【療育】【難病】は 2

割台となっていますが、【精神】は１割台半ばと他の障害より低くなっています。 

・権利擁護の仕組みとして知っているものについてみると、３障害ともに「知っている

ものはない」が最も高く、次いで「成年後見制度」となっています。 

４ 今後の課題 

障害者基本法や障害者差別解消法の目的である共生社会の実現に向けて、市民の障害

への理解を深め、差別や偏見の解消のため、周知啓発を行っていくことが必要です。 

障害者団体や事業所等との連携・協力により、多様な機会を通じて相互理解を深め、

障害のある人が積極的に社会活動に参画できるよう支援していく必要があります。 
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「分野８ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり」についての課題 

計画の方向性 

（平成 30 年度～

令和２年度） 

福祉のまちづくりの推進、居住環境の整備、災害・緊急時の支援体制の確保等を通じて、

障害の有無にかかわらず、誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりを推進し、

共生社会の基盤整備を行います。 

8-1 福祉のまちづくり 

8-2 居住環境の整備・改善 

8-3 安全・安心の確保 

  

１ 国の動向 

・「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及び児童福祉法の一部

を改正する法律」の施行（一部平成 28 年６月３日施行）（平成 30 年 4 月 1 日） 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が

成立（平成 30 年 5 月） 

・「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する

法律」が成立（平成 29 年 4 月 26 日） 

・災害対策基本法が改正され、区市町村において災害時要配慮者の支援を実施するため

の基礎となる名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が義務付けられました。 

２ 本市の状況 

・（福祉のまちづくり）ノンステップバスの導入補助やバス待合環境向上のための補助、

バリアフリー対応歩道の設置 

・（居住環境の整備・改善）庁内関係部局及び不動産関係団体、居住支援団体による

居住支援勉強会の実施 

・（安全・安心の確保）自治会・自主防災組織等に対して、避難支援団体登録の働きかけ

を行い、登録のあった地域の避難行動要支援者のうち個人情報の提供に同意された方

の名簿を避難支援団体へ提供しています。 

３ アンケート 

調査結果 

・障害者等実態調査において、障害者施策に対する取組みの重要度についてみると、『災

害や緊急のときに助けてくれるしくみをつくること』の項目の『もっと力を入れて取

組む』の回答割合は、【身体】が 33.3％、【療育】が 43.5％、【精神】が 34.5％と

なっています。 

・障害（難病）があることで不適切な対応をされたり、いやな思いをしたりしたことに

ついてみると、【身体】の場合、「道が狭かったり、建物に段差があったりしたため、

通りづらくていやな思いをしたことがある」が高くなっています。【難病】の場合、

「狭い歩道などバリアフリー化の未整備」が高くなっています。 

４ 今後の課題 

障害の有無にかかわらず、すべての人に安全・安心なまちづくりに向けて、施設の

バリアフリー化や、生活道路や歩道の整備に努めることが重要です。また、障害のある

人など住まいの確保に配慮を要する人に対し、安定した居住の確保が必要です。 

さらに、災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、避難支援体制の強化、避難生活に

おける安全・安心の確保等に取り組んでいくことが必要です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念・将来像 

本市では、これまでの障害福祉推進計画において、将来像として「ともに生き ともに支えあう 

共生のまち 西宮」を掲げ、すべての人びとの人権が尊重され、だれもが安心して地域で暮らせる

まちづくりを進めてきました。 

共生のまちづくりを目指すことは、障害者基本法等で謳われているこれからの障害福祉施策の

考え方や方向性に即したものになっていると考えます。 

 本計画は、本市のこれまでの障害福祉施策の考え方や方向性を継承しつつ、障害者基本法等の

考え方や方向性を反映させ、発展性ある計画となるように、引き続き基本理念及び将来像を次の

ように定めます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

① だれもが人として尊重しあい、支えあうまち 

  障害のある人とない人とが社会の一員として、互いに尊重しあいながら、 

差別も偏見もなく、ともに住み、働き、学び、憩えるようなまちをつくる。 

 

② だれもが人として輝き、自立した生活をおくれるまち 

  どんなに障害が重い人でも地域社会のなかで自立した質の高い生活を 

おくれるとともに、意思疎通のための手段の選択の機会が確保され、 

社会を通じて自己実現を図れるようなまちをつくる。 

 

③ だれもが自らの生き方を選べるまち 

  障害のある人がさまざまな分野の活動への参加機会が確保されながら、 

自らが持つ力を十分に発揮でき、自らの生き方を主体的に選び、決定できる 

まちをつくる。 

 

④ だれもが身近な地域でともに暮らせる生活支援の充実したまち 

  障害のある人とない人とが地域社会のなかでともに生活し、障害のある人の 

希望や取り巻く環境、ライフステージに応じて必要となる生活基盤や支援が 

整ったまちをつくる。 

 

ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮 

基 本 理 念 

将 来 像 
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２ 計画の基本目標 

（１）住み慣れた地域での暮らしの実現 

住み慣れた家庭・地域でいきいきと暮らしつづけたいというのが、誰もが望む願いです。  

障害のある人が自己選択・自己決定に基づき、希望する生き方・暮らしを実現できるよう、

必要な支援・サービスを十分に確保するとともに、本人中心の相談支援のより一層の充実、一人

ひとりの尊厳が守られ安心して暮らしつづけられる権利擁護支援の体制強化に取り組みます。

また、すべての人が健やかで活力ある暮らしが実現できるよう、保健・医療・リハビリテーション

体制の充実を図ります。 

 

 

（２）自立・社会参加・自己実現に向けた支援の充実 

障害のある人が個性と能力を発揮しながら社会の一員としての役割を持ち、自己実現を図る

ことで、生きがいを持ち、生活の質を高められるように、一人ひとりのエンパワメントへ向けての

支援を充実させていく必要があります。 

 障害のある子供や発達に遅れのある子供がひとりの人間として成長し、自立と社会参加を果たせる

よう、持てる個性と能力を伸ばし、可能性を引き出す、ライフステージ間での切れ目のない療育・

発達支援、教育の充実を図ります。また、障害のある人の社会的・経済的自立と、多様な働き方

のニーズに対応できるよう、雇用機会の確保に努めるとともに就労支援の取り組みを進めます。 

 さらに、移動・コミュニケーション支援など、障害のある人が多様な活動の場・機会を通じて

社会参加・自己実現が果たせる環境整備に取り組みます。 

 

 

（３）ともに取り組む共生のまちづくりの推進 

障害のある人もない人も互いに個性と人格を尊重し、ともに学び、働き、活動し、支えあって

生きていく共生社会の実現に向けて取り組みを進める必要があります。そのために、子供のとき

から障害に関する理解の普及や交流を促進するとともに、地域に住む様々な人びとがともに考え、

つながりをつくりながら、相互に主体的に生き合う暮らしを創造していく共生のまちづくりを

進めます。 

 また、すべての市民が安全・安心で、快適に暮らせるまちづくりを推進するため、ユニバーサル

デザインの考え方の普及・啓発に努めるとともに、外出しやすい都市環境・生活空間のバリア

フリー化や災害・緊急時をはじめ生活における安心・安全の確保に取り組みます。 
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３ 計画の体系 
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だれもが人として尊重しあい、支えあうまち 

だれもが人として輝き、自立した生活をおくれるまち 

だれもが自らの生き方を選べるまち 

だれもが身近な地域でともに暮らせる生活支援の充実したまち 

 

ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮 

将 来 像 

基 本 理 念 

 

１ 住み慣れた地域での暮らしの実現 

２ 自立・社会参加・自己実現に向けた支援の充実 

３ ともに取り組む共生のまちづくりの推進 

基 本 目 標 

実現に向けて 

分 野 別 の 取 り 組 み 

相
談
し
や
す
い
体
制
づ
く
り
と 

権
利
擁
護
支
援
の
充
実 

保
健
・
医
療
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー 

シ
ョ
ン
の
充
実 

８ ７ ６ １ ２ ３ ４ ５ 

 

１ 相談支援・権利擁護支援体制の充実 

２ 地域での暮らしを支える生活支援の充実 

３ 就労と工賃の向上に関する支援の充実 

４ ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 

５ 共生社会の実現に向けた理解の促進 

重 点 的 な 取 り 組 み 

６ 地域自立支援

協議会におけ

る協議の推進 
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４ 重点的な取り組み 

本計画では、近年の国における法整備の動向やアンケート調査等を基に本市の障害のある人の

現状を踏まえ、計画期間における重点的な取り組みとして、①相談支援・権利擁護支援体制の

充実、②地域での暮らしを支える生活支援の充実、③就労と工賃の向上に関する支援の充実、

④ライフステージに応じた療育・発達支援の充実、⑤共生社会の実現に向けた理解の促進の５点

を掲げます。また、これらの重点的な取り組みを推進するための仕組みづくりとして、⑥地域

自立支援協議会における協議の推進に取り組みます。 

 

重点的な取り組み１ 相談支援・権利擁護支援体制の充実 

 ●相談支援体制の充実 

●利用しやすい相談支援・情報提供 

●障害当事者への周知 

●権利擁護支援体制の構築 

重点的な取り組み２ 地域での暮らしを支える生活支援の充実 

 ●生活の場の確保 

●地域生活移行の体制づくり 

●継続的な地域生活支援 

●障害のある人を支援する人材の確保 

●災害・感染症対策に関する体制の整備 

重点的な取り組み３ 就労と工賃の向上に関する支援の充実 

 ●就労移行と就労移行後の定着の支援 

●障害のある人への理解と安心して働くことができる環境づくり 

●就労につながる働きかけの充実や多様な働き方の支援 

●経済的自立に向けた工賃向上の支援 

重点的な取り組み４ ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 

 ●療育に関する相談支援の充実と切れ目のない支援体制づくり 

●障害児支援サービスの充実 

●インクルーシブ教育システムの構築 

重点的な取り組み５ 共生社会の実現に向けた理解の促進 

 ●共生社会の理念の普及促進 

●障害のある人の理解の促進 

●差別解消の推進 
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（１）相談支援・権利擁護支援体制の充実 

 

【取り組みの方向性】 

 相談支援体制の充実を図り、必要な情報の提供や、地域で生活する障害のある人の不安の

解消、必要な支援の提供につながるよう、事業者・関係者間の連携の強化に努めます。 

 障害を理由とした差別の解消や、虐待の防止など、権利擁護に関する支援体制の整備を

図るとともに周知啓発に努めます。 

 

 

●相談支援体制の充実 

 障害のある人の生活に寄り添い、意思決定を支援し、地域生活における不安の解消や、制度や

支援サービスの適切な活用につなげるための相談支援の充実に引き続き取り組みます。障害の

ある人やその家族、支援者等に、基幹相談支援センターである「障害者総合相談支援センター

にしのみや」や西宮市障害者就労生活支援センター「アイビー」、指定相談支援事業者などの相談

窓口の情報提供を行い、認知度の向上と利用の促進を図ります。 

 また、地域自立支援協議会等による研修や勉強会を実施し、相談支援の質の向上を図るとともに、

相談支援専門員の養成・確保による計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援の量的な拡充

に、障害福祉サービス事業所と連携して取り組みます。 

 

●利用しやすい相談支援・情報提供 

インターネットや広報紙等を通じ、相談窓口や利用可能な支援制度の周知を行います。また、

様々な障害の特性に配慮したコミュニケーション手段を確保するなど合理的配慮の提供に努め、

誰もが利用しやすい相談支援・情報提供の体制を整備します。 

身近な支援者である障害福祉サービス等の事業者や医療関係者、民生委員・児童委員等との

連携を強化し、必要な情報や支援が行き届くように努めます。 

 

●障害当事者への周知 

障害者権利条約の理念や障害者差別解消法などの法整備の状況や制度の周知など、障害当事者

への情報提供を行い、理解の促進とエンパワメントを図ります。 

 

●権利擁護支援体制の構築 

障害を理由とする差別の解消や虐待の防止について、法の趣旨や相談窓口を周知するとともに、

基幹相談支援センターや、高齢者・障害者権利擁護支援センター等の関係機関と連携し取り組んで

いきます。 

また、障害のある人が安心して暮らすことができるよう、地域自立支援協議会での協議などを

通じ、権利擁護支援の体制強化に努めます。 
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（２）地域での暮らしを支える生活支援の充実 

 

【取り組みの方向性】 

 障害のある人が希望する住まいで安心して暮らせるよう、生活基盤となる住まいの確保と

引き続きグループホームの整備を進め、環境整備を図ります。また、施設入所者・長期入院

精神障害者の地域生活移行のための体制づくりを進めます。 

地域生活支援拠点の整備等、自立した生活を支える支援・サービスの提供体制の充実を

推進し、障害のある人を支援する人材の確保に努めます。 

 

 

●生活の場の確保 

障害のある人の地域での生活の場の確保のため、グループホームの整備促進に引き続き取り

組みます。整備にあたっては、課題を整理し、補助金の活用を検討します。また、緊急時の対応

を含む短期入所サービスの確保についても検討を進めます。 

なお、生活基盤となる住まいの確保についてはニーズを十分に把握し、福祉部局と住宅部局で

支援を進めてまいります。 

 

●地域生活移行の体制づくり 

引き続き、地域自立支援協議会や精神障害者地域移行推進事業での取り組みを通じ、地域生活

の体験の場の提供や、施設入所者・長期入院精神障害者やその支援者に対する啓発や情報提供、

入所施設職員等と協議を行うなどし、地域生活移行を進めるとともに、地域での生活が継続できる

よう支援の充実を図ります。 

 

●継続的な地域生活支援 

地域生活支援拠点について、地域自立支援協議会と協議を行い、面的整備を進めます。拠点の活用

や安定した障害福祉サービス等の提供により、継続した地域生活支援の体制づくりを進めます。 

 

●障害のある人を支援する人材の確保 

支援のニーズに対応するためには、障害福祉サービス等の担い手の確保が不可欠です。兵庫県

福祉人材センターやハローワーク西宮と連携して、各機関が実施する福祉分野の就労希望者への

支援等の広報を行い、市民並びに事業者の積極的な活用を促す等、障害のある人を支援する人材

の確保に取り組み、障害福祉サービス等の充実を図ります。 

 

●災害・感染症対策に関する体制の整備 

近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、国、県や保健所、防災

部局などの市関係部署、障害福祉サービス事業所等が連携し、課題の把握や分析を行い、事務事業

を柔軟に実施するなど災害・感染症対策を推進します。 
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（３）就労と工賃の向上に関する支援の充実 

 

【取り組みの方向性】 

障害のある人の社会参加を推進するため、就労に関する支援体制の充実に取り組みます。

また、事業者に障害理解を促し、安心して働くことができる環境づくりの支援と障害のある

人の雇用促進に取り組む企業の拡大を図ります。 

障害のある人の経済的自立を支援するため、障害者就労施設と連携し、自主製品の販路

開拓等により、工賃の向上を図ります。 

 

 

●就労移行と就労移行後の定着の支援 

障害のある人の就労移行と就労移行後の定着のため、障害者就労生活支援センター「アイビー」

を中心に、ハローワーク等の就労支援機関との連携の強化や情報の共有を進め、当事者、事業者

への支援の充実を図ります。 

 

●障害のある人への理解と安心して働くことができる環境づくり 

障害のある人の雇用の分野において、職場体験実習の機会の創出等により、障害理解の推進と

雇用推進に取り組む企業の拡大を図ります。 

また、就労支援の一環として、市役所において、知的・精神障害者を会計年度任用職員として

雇用するとともに、市役所内での障害に関する理解を深めるなどし、正規雇用に向けて取り組み

を進めます。 

 

●就労につながる働きかけの充実や多様な働き方の支援 

学校等との連携による学齢期からの就労支援や、就労アセスメントの充実など、就労につながる

働きかけの充実を図ります。 

また、障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう、地域自立支援協議会

による取り組み等により、選択肢の充実を図ります。 

 

●経済的自立に向けた工賃向上の支援 

障害のある人の経済的自立を支援するため、福祉的就労支援事業を通じ、障害者就労施設と連携し、

自主製品の販路開拓や市役所等による優先調達の推進等により、工賃の向上に取り組みます。 
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（４）ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 

 

【取り組みの方向性】 

心身発達の課題等を早期に発見し、支援につなげるために、療育や発達支援に関する相談

体制を充実させ、成長段階に応じた継続的な支援体制づくりを進めます。障害児支援サービス

の充実を図り、関係者間の情報共有の推進や医療的ニーズへの対応を進めます。  

また、共生社会の実現のためのインクルーシブ教育システムの構築に向け、障害のある

子供に対する支援のために必要な教育環境を整備し、年齢及び能力に応じ、かつ、その特性

を踏まえた十分な教育が受けられるよう、体制づくりを進めていきます。 

 

 

●療育に関する相談支援の充実と切れ目のない支援体制づくり 

こども未来センターの診療部門と保健所の乳幼児健診・相談との連携を充実させ、幼少期から

必要な情報提供や相談支援が受けられる体制を整えます。 

成長段階に応じた切れ目のない支援が行われるよう、一貫した支援を行うためのツールとなる

「みやっこファイル（サポートファイル）」の活用の輪を広げていきます。また、地域自立支援

協議会における協議や保健・医療・福祉・教育等の各分野の連携と支援情報の共有を行います。 

 

●障害児支援サービスの充実 

障害児支援サービスについて、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所向けの研修会、

こども未来センターからのアウトリーチなどの支援や情報交換を積極的に行っていくなかで、事業所

との連携を深め、障害のある子供とその家族への支援を充実するとともに、質の向上を図ります。 

また、重症心身障害児や医療的ケアを必要とする障害児が利用可能なサービスの充実を進め、

家族の負担の軽減を図るとともに、障害のある子供の地域での生活を支援します。 

 

●インクルーシブ教育システムの構築 

一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援に加え、障害のある子供と障害のない子供が

可能な限りともに学ぶ仕組みを構築するために、合理的配慮の基礎となる環境整備や、個々に

必要とされる合理的配慮の提供が行えるよう取り組みます。 

保育所や学校等における障害に関する理解の促進を図り、学校園における障害のある子供の

支援体制の充実を図るとともに、教職員・子供・保護者の障害理解の促進に取り組みます。 
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（５）共生社会の実現に向けた理解の促進 

 

【取り組みの方向性】 

障害者権利条約、障害者基本法等に基づく共生社会の理念について、「あいサポート運動」

を展開し、広く市民の理解の促進を図ります。就労や社会参加など障害のある人が安心して

地域で生活できるよう、市民・事業者・地域団体等に対し理解の促進に努めます。 

また、学校園と連携し、幼少期より様々な障害のある人の理解の促進に努めます。 

 

 

●共生社会の理念の普及促進 

障害者権利条約や障害者基本法等に基づく共生社会の理念について、市民・事業者・地域団体等

の理解の促進に取り組みます。就労・社会参加の促進や、施設入所者や長期入院精神障害者の

地域生活への移行の拡大、障害のある女性、子供及び高齢者等の複合的困難に配慮した支援の

ためにも、地域自立支援協議会を中心に検討し、理解の促進や、社会的障壁の除去・軽減、共生

のまちづくりに向けた地域課題の解決について取り組みます。 

 

●障害のある人の理解の促進 

手話は言語であり、聴覚障害者のコミュニケーションの手段として不可欠であるなど、視覚障害者、

内部障害者など障害の種類によって抱えている問題や必要な支援が異なることを、地域への理解

の促進とともに、学校園と連携し、幼少期より様々な障害のある人の理解啓発に努めます。 

 

●差別解消の推進 

障害者差別解消法及び「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくり

の推進に関する条例」に基づき、市民・事業者・地域団体等に対する啓発活動や差別解消の仕組み

づくりを進めます。 

  

西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例 

 

障害を理由とする差別の解消、手話が言語であることの理解や障害の特性に応じた

様々なコミュニケーション（要約筆記、点字、絵カードなど）の保障のため、「西宮市

障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」

が令和２年７月より施行されました。 

この条例では、差別の解消に関する基本理念や市の施策の基本となる事項を定め、市・

市民等・事業者が協力して、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合う

ことで、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていきます。【条文は P.35】 



34 

（６）地域自立支援協議会における協議の推進 

 

【取り組みの方向性】 

重点的な取り組みの全体を通じ、地域自立支援協議会が障害福祉施策推進のための実質的

な協議の場や課題の共有と解決の場として機能するよう、障害当事者や障害福祉関係者等の

幅広い関係者と行政が連携しながら対応するとともに、協議内容の充実を図ります。 

また、様々な社会資源の活用について検討し、地域社会における共生の実現に向け、市民・

事業者・関係機関等への働きかけを推進します。 

 

 

●地域自立支援協議会における課題共有・解決の仕組みづくり 

地域自立支援協議会が、課題共有・解決の仕組みの場として機能していくよう、個別事例の

検討の中から示された課題について、幅広い関係者と連携しながら対応します。 

 

●地域社会における共生に向けた働きかけの促進 

地域社会における共生の実現のため、障害のある人を支援するネットワークの構築を進めます。

様々な社会資源の活用について検討し、市民・事業者・関係機関等への働きかけを推進します。 

また、地域自立支援協議会への幅広い当事者の参加を検討します。 

 

●協議内容の充実及び市の障害福祉施策への反映 

本計画を推進するために、地域自立支援協議会において、引き続き協議内容の充実を図ると

ともに、市の障害福祉施策への反映を図ります。 
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西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例 
 
全ての市民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享

有するかけがえのない個人として尊重されるものである。 

しかしながら、障害のある人は周囲の理解不足や偏見等により、

障害を理由とする不当な差別的取扱いを受けることがある。また、

障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段の提供がなされ

ないこと及び手話が言語であることが理解されないことにより、情

報の取得や意思疎通ができずに自立や社会参加が妨げられている。 

誰もが地域で、生き生きと自分らしい生活を送るためには、全て

の市民等が市及び事業者と協力して障害に対する理解を深めるよ

う努めるとともに、障害のある人の自立や社会参加を妨げている社

会的障壁を取り除き、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うことが重要である。 

私たちのまち西宮市が、これまで障害のある人が地域で主体的に

生活していけるように取り組んできた歴史を基盤として、今後も障

害を理由とする差別を解消し、誰もが暮らしやすいまちづくりを推

進するため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、障害を理由とする差別の解消に関する基本理

念及び市の施策の基本となる事項を定めることにより、障害の有

無にかかわらず、誰もが暮らしやすいまちづくりの推進を図るこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民等 市民、市内の事務所又は事業所に勤務する者、市内 

の学校に在学する者及び市内で活動する者をいう。 

(2) 事業者 市内で事業を行う者をいう。 

(3) 障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を 

含む。）、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害（以 

下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的 

障壁により継続的又は断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。 

(4) 社会的障壁 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。 

(5) 多様な意思疎通手段 手話、要約筆記、点字、音訳、字幕、 

文字表示及び平易な表現その他障害の特性に応じた多様な意 

思疎通のための手段をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民等及び事業者は、次に掲げる基本理念に基づき、

誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するものとする。 

(1) 障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し 

合うこと。 

(2) 障害を理由とする差別の解消について、相互に協力して取り 

組むこと。 

(3) 手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産で 

あることが理解され、尊重されること。 

(4) 障害のある人は、多様な意思疎通手段についての選択の機会 

が確保されること。 

（差別の禁止） 

第４条 何人も、障害又は障害に関連する事由を理由として、障害

のある人を排除し、又は正当な理由なしに、その権利の行使を制

限し、若しくはその権利を行使する際に条件を付する等の取扱い

をしてはならない。 

２ 何人も、障害のある人が現に社会的障壁の除去を必要としてい

る場合であって、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

のある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害の

ある人の障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について

必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第３条の基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、障害を理由とする差別の解消、多様な意思疎通手段の

普及及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進のために必要な

施策（以下「市の施策」という。）を実施することとする。 

２ 市は、市の施策の実施に必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

３ 市は、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するため、市民等

及び事業者に、障害及び社会的障壁の除去の必要性に対する理解

を深めるための啓発を行うものとする。 

４ 市は、西宮市立学校において、幼児、児童、生徒又は学生が、

障害の特性に応じた教育を受けられるよう必要な措置を講ずる

とともに、これらの者が障害の有無にかかわらず、共に学ぶこと

ができるよう必要な取組を行うものとする。 

（市民等の責務） 

第６条 市民等は、基本理念にのっとり、障害及び社会的障壁の除

去の必要性に対する理解を深めるとともに、市の施策に協力す

るよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業を行うにあたり、基本理念にのっとり、

障害及び社会的障壁の除去の必要性に対する理解を深めるとと

もに、障害を理由とする差別の解消及び多様な意思疎通手段の

確保のために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業者は、市の施策に協力するよう努めるものとする。 

 

第２章 障害を理由とする差別の解消 

（相談及び対応） 

第８条 市民である障害のある人、その家族及び支援者並びに事業

者は、市の相談窓口又は市長の指定する相談機関（以下これらを

「相談機関」という。）に対し、障害を理由とする差別の解消に

関する相談を行うことができる。 

２ 相談機関は、前項の規定により相談を受けた場合は、必要に応

じて、次に掲げる対応を行うものとする。 

(1) 差別に係る事実の確認 

(2) 当事者（前項の規定により相談を行った者及び当該相談の関 

係者をいう。以下同じ。）に対する助言、必要な情報の提供及 

び調整 

(3) 関係行政機関への連絡調整 

３ 当事者は、前項第１号又は第２号に掲げる対応に対し、これを

拒む正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければなら

ない。 

（あっせん） 

第９条 前条第１項の規定により相談を行った者（事業者を除く。）

は、相談機関が対応してもなおその解決が見込めないときは、市

長に対し、障害を理由とする差別を行った事業者を相手方とする

当該事案の解決のためのあっせんの申立てをすることができる。

ただし、当該申立てを行う者が障害のある人の家族又は支援者で

あるときは、当該障害のある人の意に反してこれを行うことがで

きない。 
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２ 市長は、前項本文の規定によるあっせんの申立てがあったとき

は、当該あっせんの申立てに係る事案について、必要な調査を

行い、あっせんを行うことの適否を決定するものとする。この

場合において、市長が必要と認めるときは、当該適否を決定す

ることについて、西宮市附属機関条例（平成２５年西宮市条例

第３号）別表に規定する西宮市権利擁護支援システム推進委員

会（以下「委員会」という。）に諮問することができる。 

３ 前項本文の規定により調査を行う場合においては、あっせんを

申し立てた者及びあっせんの相手方である事業者（以下これらを

「あっせん当事者」という。）は、これを拒む正当な理由がある

場合を除き、当該調査に協力しなければならない。 

４ 市長は、第２項本文の規定によりあっせんを行うことが適当である

と決定したときは、委員会にあっせんを行うよう求めるものとする。 

５ 委員会は、前項の規定によるあっせんの求めがあったときは、

必要に応じ、あっせん当事者の意見を聴取し、又はあっせん当事

者に資料の提出を求め、事案の解決に必要なあっせん案を作成

し、これをあっせん当事者に提示するものとする。 

６ 委員会は、あっせんに係る事案について、あっせんによる解決の

見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 

７ 委員会は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、そ

の旨をあっせん当事者に通知するものとする。 

８ 委員会は、第５項の規定によりあっせん案を提示し、又は第６

項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、その旨を市長に報

告しなければならない。 

（勧告） 

第１０条 市長は、前条第５項の規定によりあっせん案の提示を受

けた事業者が正当な理由なくこれを受諾せず、又は受諾したあっ

せん案に従わないときは、当該事業者に対し、これを受諾し、又

は受諾したあっせん案に従うよう勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらか

じめ、当該事業者に対しその旨を通知し、意見を述べる機会を与

えなければならない。 

（公表） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定による勧告を受けた事業者が

正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表するこ

とができる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による公表について準用する。 

 

第３章 多様な意思疎通手段の普及及び情報の取得 

（言語としての手話に対する理解の促進） 

第１２条 市は、基本理念にのっとり、言語としての手話に対する

理解の促進を図るものとする。 

２ 市民等及び事業者は、基本理念にのっとり、言語としての手話

に対する理解を深めるよう努めるものとする。 

（多様な意思疎通手段の普及） 

第１３条 市は、多様な意思疎通手段の普及を図るとともに、その

利用が促進されるよう努めるものとする。 

（手話等を学ぶ機会の提供等） 

第１４条 市は、手話、要約筆記、点字又は音訳（以下「手話等」

という。）を必要とする障害のある人、当該障害のある人の意思

疎通を支援する者及び関係機関と連携して、市民等に手話等を学

ぶ機会を提供するものとする。 

２ 市は、障害のある人の意思疎通を支援する者を養成するために

必要な取組を行うものとする。 

（多様な意思疎通手段による情報の提供） 

第１５条 市は、障害のある人が情報を円滑に取得することができ

るようにするため、多様な意思疎通手段による情報の提供に努め

るものとする。 

第４章 市の施策の基本となる事項 

（障害福祉施策の充実等） 

第１６条 市は、障害福祉に係る施策及び障害のある人に対する福

祉サービスの充実を図るものとする。 

（医療機関等との連携） 

第１７条 市は、障害のある人が地域で必要な医療を受けられるよ

うに病院、診療所その他の関係機関との連携を図るものとする。 

（災害時の安全の確保） 

第１８条 市は、障害のある人の災害時の安全を確保するために必

要な取組を行うものとする。 

（住まいの確保） 

第１９条 市は、住まいの確保に配慮を要する障害のある人に対

し、居住支援策の実施に努めるものとする。 

（移動しやすい環境の確保） 

第２０条 市及び事業者は、障害のある人が移動しやすい環境を確

保するため、交通施設等の整備、交通手段の確保及び移動の支援

等の必要な取組を行うものとする。 

（就労の支援等） 

第２１条 市は、障害のある人の就労の支援のために必要な取組を

行うものとする。 

２ 事業者は、障害のある人に対する雇用の機会の拡大及び障害の

ある人が働き続けられる職場環境の整備に努めるものとする。 

（文化芸術活動への参加） 

第２２条 市は、障害のある人の文化芸術活動への参加を促進する

ために必要な取組を行うものとする。 

（スポーツ活動への参加） 

第２３条 市は、障害のある人のスポーツ活動への参加を促進する

ために必要な取組を行うものとする。 

（学校における障害等に対する理解の促進） 

第２４条 市は、西宮市立学校において障害及び多様な意思疎通手

段に対する理解を促進するために必要な取組を行うものとする。 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

（西宮市附属機関条例の一部改正） 

第２条 西宮市附属機関条例の一部を次のように改正する。 

別表市長の部地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８ 

条の４第３項の款西宮市権利擁護支援システム推進委員会の項 

中「審議」の次に「並びに西宮市障害を理由とする差別の解消及 

び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例（平成３１ 

年西宮市条例第７２号）の規定によりその権限に属させられた事 

項の処理」を加える。 



 

 

 

 

 

 

第４章 分野別の取り組み 
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第４章 分野別の取り組み 
 

「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」の実現に向け、第３章で掲げた６つの

重点的な取り組みを、次の８つの分野に分けて進めていきます。 

 

１ 相談しやすい体制づくりと権利擁護支援の充実 

 （１）相談支援体制の充実 

（２）広報・情報提供体制の充実 

（３）権利擁護体制の充実 

２ 保健・医療・リハビリテーションの充実 

 （１）保健・医療・リハビリテーション体制の充実 

（２）精神保健福祉に関する支援体制の充実 

（３）難病患者等への支援 

３ 地域生活を支えるサービス・支援体制の充実 

 （１）サービス提供体制の確保 

（２）地域生活への移行の促進 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

４ 療育・発達支援、教育の充実 

 （１）療育・発達支援の充実 

（２）障害児支援の充実 

（３）障害・発達に応じた教育の充実 

５ 雇用促進・多様な働き方への支援の充実 

 （１）就労支援・雇用促進 

（２）福祉的就労の充実 

６ 社会参加の促進 

 （１）移動・コミュニケーションの支援 

（２）余暇活動の充実 

７ ともに生き、ともに支えあうまちづくり 

 （１）理解の促進 

（２）地域福祉の推進 

（３）地域自立支援協議会における協議の推進 

８ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

 （１）福祉のまちづくり 

（２）居住環境の整備・改善 

（３）安全・安心の確保 
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１ 相談しやすい体制づくりと権利擁護支援の充実 

 

 

 

 
（１）相談支援体制の充実 

障害者あんしん相談窓口や総合福祉センター、市役所などの相談窓口において、障害のある人や

その家族、支援者等の相談に応じるとともに、相談支援体制の充実を図り、障害のある人の暮らし

を支えます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

障害者あんしん相談 

窓口の充実 

 地域自立支援協議会を通じ、相談支援事業所間やその他事業所等との 

連携強化を図ります。困難事例の検討や情報共有により、問題解決を

図る体制を充実させるとともに、相談員等の資質の向上に努めます。 

身近な相談機能の充実 

 身体障害者相談員や知的障害者相談員、精神障害者相談員、ピア

サポーター、民生委員・児童委員等の活動を支援します。 

 当事者団体や保護者団体と連携し、積極的な情報交換をします。 

市役所における相談 

支援体制の充実 

 障害福祉課をはじめとする福祉や保健の関係部署に福祉連携担当者を

配置し、引き続き関係部署間での連携強化に努めます。 

  

相談支援については、基幹相談支援センターである「障害者総合相談支援センター

にしのみや」を開設し、指定特定・障害児相談支援事業所の数も増えていますが、

依然「利⽤しやすい相談窓⼝」に対するニーズが⾼い状況です。 

 また、障害を理由とする差別の解消や虐待の防⽌のために、障害理解や制度等についての

広報・啓発が必要です。 

  
障害のある人やその家族が身近な地域で気軽に様々な相談ができる相談支援体制の充実

や情報提供の充実を図るとともに、障害を理由とする差別の解消及び虐待の防⽌と早期
発⾒・早期対応を推進します。 

また、すべての障害のある人とその家族の尊厳が保たれるとともに、個人の意思を尊重
することが、障害のある人の地域での生活を支える重要な基盤になるとの視点に⽴ち、
権利擁護支援ニーズを抱えていたり、権利擁護支援ニーズを抱えていることに気付いて
いない障害のある人やその家族に対しての権利擁護に関する取り組みを強化します。 

取り組みの方向性 

現状・課題 
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（２）広報・情報提供体制の充実  

障害のある人が利用しやすいコミュニケーション手段を尊重し、障害特性に応じた情報提供の

充実を推進します。また、インターネットを活用した情報提供を進める一方で、インターネット

を利用できない人にも情報が確実に届くよう、各種の相談窓口や相談支援員との連携・情報共有

を進めるとともに、障害のある人の支援に関わる団体・機関への情報提供を推進します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

障害福祉に関する 

情報提供の充実 

 市政ニュース（点字市政ニュース・声の市政ニュース）やインター

ネット、ケーブルテレビなど多様な媒体を活用し、様々な場所で、

障害特性に応じた手段で情報が入手できるように取り組みます。 

 障害の特性に応じた情報提供の手段の拡充について検討します。 

 
 
（３）権利擁護体制の充実 

すべての障害のある人とその家族が尊厳を保ち、障害のある人の人権や様々な権利が阻害される

ことなく本人の表明する意思が尊重されながら地域で主体的に生活ができるよう、市関係課や

各関係機関等が連携して本人を中心とした支援の輪を形成し、本人の意思決定を支援します。 

また、高齢者・障害者権利擁護支援センターを中核機関として、障害者あんしん相談窓口や

社会福祉協議会等の各関係機関が一体となり、地域での制度の狭間や複合課題などの権利擁護

支援ニーズを抱えた人を早期に発見できる体制づくりとともに、虐待防止や成年後見制度利用

などの権利擁護に関する具体的な相談支援体制の充実・研修の実施、権利擁護に関する周知啓発

活動に取り組みます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

虐待防止のための 

取り組みの推進 

 基幹相談支援センターや高齢者・障害者権利擁護支援センター等の

関係機関と連携し、虐待防止、早期発見・早期対応に取り組みます。 

 虐待やその防止に対する基本的知識の普及や理解の促進を行います。 

 虐待防止や早期発見のため、相談窓口の周知や普及啓発を行います。 

 西宮市高齢者・障害者虐待防止ネットワークでの虐待防止に対する

取組方法や個別事例の検討を行います。 

高齢者・障害者権利 

擁護支援センターの 

機能の充実 

 高齢者・障害者権利擁護支援センターにおいて専門相談・支援や成年

後見制度利用支援などを行うとともに、市や関係機関と連携して権利

擁護に関する問題解決に取り組みます。 

 権利擁護支援システム推進委員会による協議を進め、支援機関や関係

団体との連携強化に努めるなど、支援システムの構築を図ります。 

 地域における権利擁護支援の担い手となる権利擁護支援者を養成する

とともに、円滑に活動できる体制の場づくりを推進します。 
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成年後見制度の普及と

利用支援 

 判断能力が十分でない人の財産管理や身上保護に関する契約を援助

する成年後見制度について、本人を中心とした支援の輪の形成による

身上保護と意思決定支援を強化します。 

 適切な段階で適切に成年後見制度が利用されるように、制度の周知を

行うとともに、市長申立や費用・報酬の助成制度の活用により、制度

の普及に努めます。 

福祉サービス利用援助

事業の周知と推進 

 福祉サービス等の利用援助、日常生活上の金銭管理などを行う福祉

サービス利用援助事業の利用を推進します。 

 福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の連携を推進します。 

差別解消のための 

取り組みの推進 

 不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供の問題について、相談

体制を整備するとともに、問題解決に向けた取り組みについて、障害者

差別解消支援地域協議会を中心に、地域自立支援協議会と連動し、

検討を進めます。 

 「障害者差別解消法」や「西宮市障害を理由とする差別の解消及び

誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」の趣旨の広報・

啓発を行います。 

触法障害者等の支援 
 触法障害者等の支援について、弁護士会や兵庫県地域生活定着支援

センターなどの関係機関と連携して取り組みます。 
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２ 保健・医療・リハビリテーションの充実 

 

 

 

 
 
（１）保健・医療・リハビリテーション体制の充実 

疾病の早期発見・治療につなげるとともに、健康づくりに向けた指導を行います。また、障害

のある人が、身近な地域において必要な医療・リハビリテーションを受けることができるよう

支援を行うとともに、保健・医療・福祉等の関係機関の連携に努めます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

健康意識の普及・啓発 

 保健師等による健康づくりに関する啓発や、健（検）診の受診勧奨に

より、主体的な健康づくり・介護予防を促すとともに、疾病等の早期

発見・早期治療につなげます。 

地域での医療体制の 

充実 

 比較的軽症の救急患者に対応する救急医療体制として、在宅当番医制

を実施することで、夜間・休日の医療体制を確保するとともに、制度

の安定した運営に努めます。 

医療費助成の実施 

 機能回復、治療等に要した医療費の一部を公費で負担する自立支援医療

（更生医療・育成医療・精神通院医療）の円滑な実施に努めます。 

 障害者（児）医療費助成や高齢障害者医療費助成など、国や県の制度

に準じて医療費の助成を行い、負担の軽減を図ります。 

障害者（児）歯科診療

の実施 

 一般の歯科診療所の受診が困難な重度障害のある人に対して、西宮

歯科総合福祉センターにおいて歯科診療を行います。 

地域でのリハビリテー

ション体制の充実 

 総合福祉センター内のリハビリセンターで実施する事業のほか、地域

のリハビリ機関や医療機関等と連携を図りながら、地域でのリハビリ

テーションの提供体制及び相談支援の充実を図ります。 

 
障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で健康で心豊かな生活を送るためには、疾病の

予防や早期発⾒が必要です。また、地域で生活している障害のある人に対しては、機能回復

や重度化の防⽌のための、医療・リハビリテーションが必要です。 

 
障害のある人が必要な医療を受けられるよう、身近な地域における医療・リハビリテーション

体制の充実に努めます。また、精神疾患に対する支援体制の充実と、地域社会における理解

促進を図ります。難病患者等の支援においては、医療・福祉・教育・就労等の連携による

円滑な支援体制づくりを⾏います。 

取り組みの方向性 

現状・課題 



42 

（２）精神保健福祉に関する支援体制の充実 

精神障害者やその家族等への相談支援体制の充実を図るとともに、精神疾患に関する知識の

普及・啓発や、相談窓口や医療機関に関する情報提供を積極的に行うことにより、気軽に相談・

受診ができる体制づくりに努め、こころの健康づくりを推進します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

相談支援体制の充実 

 保健所や保健福祉センターにおいて、保健師や精神科医師等による

精神保健福祉相談を継続して実施するなど、相談支援体制の充実を

図ります。 

精神科医療体制の充実 

 精神疾患の早期治療・対応のため、医療機関に関する情報提供に努め、

適切な医療機関を選択して受診できるよう支援します。 

 精神症状の急な悪化等に対応するため、兵庫県の精神科救急医療

センター等と連携し、救急医療体制の確保を図ります。 

精神障害に関する知識

と理解の拡大 

 こころの健康づくりや精神疾患に関する知識の普及・啓発を推進します。 

 精神障害に関する知識の普及と、精神障害のある人が安心して地域で生活

を送れるように市民の関心と理解を深めるための講座を開催します。 

地域精神保健福祉に 

関する会議の開催 

 保健所を中心として福祉・医療・保健等の関係機関で構成する地域

精神保健福祉に関する会議を開催し、精神障害の支援体制の充実を

図ります。 

 

 

（３）難病患者等への支援 

難病患者等への相談支援体制の充実を図るとともに、障害福祉サービスや介護保険サービスなど

の提供による在宅生活の支援や、福祉や医療の連携の強化による支援体制の充実に努めます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

難病患者等への 

支援の充実 

 兵庫県難病相談センター、福祉関係者、医療関係者と連携し、相談支援を

行うとともに、利用できる制度などの情報提供・情報発信を強化します。 

 支援者の資質向上や連携強化を図るため、講習会を開催します。 

医療体制の充実 
 専門医と地域の診療所との連携に向けて、ケアマネジャーや看護師等

との連携を強化します。 

在宅療養生活への 

支援の充実 

 難病患者やその家族に対する訪問指導、医療相談会、患者交流会の開催

や在宅療養支援計画の策定により、在宅療養生活を支援します。 

 24時間人工呼吸器を装着している難病患者等に対し、災害対応

マニュアルの作成を通して、災害の備えについての啓発に努めます。 
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３ 地域生活を支えるサービス・支援体制の充実 

 

 

 

 

 

（１）サービス提供体制の確保 

障害のある人の住み慣れた地域での生活や社会参加を支援するため、当事者の自己選択・自己

決定を尊重しながら障害福祉サービス等の提供体制の充実を図ります。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

本人中心支援計画を 

踏まえた支給決定 

 本人中心支援計画を踏まえた障害福祉サービス等の支給決定を行います。 

 相談支援事業所や相談支援専門員の増加を促し、相談支援利用者の拡大

や、きめ細やかなモニタリングに努めます。 

障害福祉サービス等 

の円滑・適正な運用 

 障害福祉サービス・地域生活支援事業について、公費において支援する

範囲を定める判断基準である「障害福祉サービス等支給ガイドライン」

の適正な運用に努めます。また、ケースワーカー会議や障害者介護給付

費等審査会における協議・検討を踏まえ、適切な支給決定に努めます。 

 障害福祉サービス等を円滑に提供するため、第三者機関となる「障害

福祉サービス等評価調整会議」において、障害福祉施策に対する評価

や課題の検討を行います。 

障害のある人の高齢化 

に伴う対応 

 障害のある人の高齢化に伴い、医療的ケアが必要になった場合や介護保険

制度の対象となった場合も、本人の状態等を鑑み、障害福祉サービス等の

支給を検討するとともに、ケアマネジャーや介護保険事業所とも連携し、

適切なサービスの提供に努めます。 

 
住み慣れた地域や希望する住まいで安心して暮らしたいというのが、誰もが望む願い

です。しかしながら、グループホームの整備や、施設⼊所者や⻑期⼊院精神障害者の地域

生活移⾏は思うように進んでいません。誰もが希望する生活を実現できるよう、サービス

や支援体制の充実が求められています。 

 
障害のある人の⽇々の生活を支える障害福祉サービス等の質と量の確保に努めます。制度

改正の動向を踏まえた新しいサービスの円滑な提供支援の充実に努め、自己選択・自己決定

に基づく地域生活を支援します。 

現状・課題 

取り組みの方向性 
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指導監査による適正な

運営の確保 

 障害福祉サービス事業者に対する定期的な実地指導及び県と共催に

よる集団指導を行い、また、不適正な運営又は給付費の不正請求が

疑われる場合には監査を行い、適切な措置を講じます。実地指導時に

おいて散見される指摘事項については、集団指導等により周知する

ことで適正な運営の確保を図ります。 

障害のある人を支援する

人材の確保と質の向上 

 兵庫県福祉人材センターやハローワーク西宮と連携して、各機関が

実施する福祉分野の就労希望者への支援等の広報を行い、市民並びに

事業者の積極的な活用を促す等、障害のある人を支援する人材の確保

に努めます。 

 ハローワーク西宮と連携し、障害のある人を支援する仕事に就きたい

人を対象とした就職を支援する取り組みを行います。 

 障害福祉サービスを提供する人材を確保するために介護職員初任者

研修等の受講費の助成を行います。 

 地域自立支援協議会を通じ、事業所間の情報共有や連携を図り、支援者

の質の向上を図ります。 

災害・感染症対策に 

関する体制の整備 

 災害発生時や新型コロナウイルス感染症の流行時等において、障害福祉

サービス事業者等との連携による災害・感染症対策を推進します。 

 
（２）地域生活への移行の促進 

共生社会の実現に向けた地域生活への移行の支援のさらなる推進に向け、医療・福祉関係者等と連携

して、退所や退院前から地域生活に移行し、定着するまでの継続的な支援の充実に取り組みます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

地域生活移行に関する 

支援の充実 

 地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等を行う「地域

移行支援」や、地域生活への移行後に緊急時の連絡やサポートを行う

「地域定着支援」が円滑に実施されるように体制の整備を図ります。 

地域生活を推進する 

入所施設の支援 

 地域自立支援協議会において抽出された地域生活移行の課題について、

引き続き、入所施設職員間の情報交換、相談支援専門員やその他事業所

との連携により、解決に取り組みます。 

 地域自立支援協議会や相談支援を通じ、入所施設職員への情報提供や

情報共有を図ります。 

地域移行推進事業の 

実施 

 平成28年から実施している「精神障害者地域移行推進事業」により、

長期入院精神障害者の地域生活移行に引き続き取り組みます。 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

安心して暮らし続けることのできるまちづくりに向け、障害のある人の地域生活を総合的に

支援する地域生活支援拠点等の整備が求められています。本市において必要な機能を検討し、

複数の事業所・機関による面的な体制整備を行っていきます。（詳細については P.62 参照） 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

地域生活支援拠点等の 

整備 

 地域自立支援協議会を中心に本市に必要な機能について協議を行い、

既存の制度や社会資源を活用するほか、必要に応じ施策を検討し、

面的な整備を進めます。 

 地域共生館「ふれぼの」について、面的な整備の必要な機能の一部を

担う重要な施設として、その活用方法の検討を進めます。 
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４ 療育・発達支援、教育の充実 

 

 

 

 

 

（１）療育・発達支援の充実 

心身発達の課題等を早期に発見し、支援につなげられる仕組みづくりに努めます。また、療育・

発達支援が必要な子供に対し、保護者も含めた支援が行えるよう、こども未来センターと保健所

を中心に取り組みます。 

  

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

早期発見・早期療育 

支援体制の充実 

 妊産婦に対する保健指導、新生児・乳幼児に対する家庭訪問や健康診査、

健康相談等を実施することで、障害や障害の疑い、疾病を早期発見し、

適切な療育・治療につなげるための母子保健事業の推進を図ります。 

保護者支援の充実 

 乳幼児発達相談等、相談体制の充実に努めるほか、「ペアレント・

プログラム」の実施や「かおテレビ」の活用などにより、保護者支援

の充実を図ります。 

みやっこファイルの 

活用 

 ライフステージ間での一貫した支援ツールである「みやっこファイル」 

（サポートファイル）の活用と、より一層の定着に向けて情報提供を

行い、支援体制の充実・強化を図ります。 

 

 

 

 
 ⼦供の成⻑過程に応じた⼀貫した支援を⾏うため、平成 27 年にこども未来センターを

開設しましたが、相談件数等の増加により、初診までの待機期間が発生しています。 

平成 24 年の児童福祉法の改正後、児童通所支援事業所が増え、療育・発達支援の機会が

増えましたが、その質の向上が求められています。 

また、支援を要する⼦供は増加傾向にあり、⼀人ひとりの障害の状態や教育的ニーズに

応じた指導や支援が⾏えるよう、学校園の体制づくりが求められています。 

 
⼀人ひとりの⼦供や保護者の状況に応じた支援が必要な時に受けられるよう、療育・発達

支援の充実に取り組みます。 

障害のある⼦供とない⼦供が可能な限りともに学ぶ仕組みを構築するために、合理的配慮

の基礎となる環境整備に取り組みます。 

現状・課題 

取り組みの方向性 
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こども未来センター等

の機能充実 

 18歳までの子供の心身の発達や療育、不登校や性格に関することなど

様々な相談に応じ、福祉・教育・医療が連携した切れ目のない支援に

つなぎます。 

 こども未来センターの診療待機期間の短縮を目指すとともに、待機

期間に相談支援や保護者支援を行い、不安の軽減を図ります。 

 こども未来センターの通園療育部門であるわかば園における親子通園

療育や、北山学園における個別的・集団的訓練を行います。 

 学校園等に職員が出向き、具体的な支援方法・体制について助言を行う

アウトリーチを巡回や依頼に基づき、より積極的に行い、派遣する職員

も派遣先に合わせて充実を図ります。 

 

 

（２）障害児支援の充実 

障害のある子供とその家族が適切な支援を受けられるよう、障害児支援の充実を図ります。

児童通所支援の質の向上に努めるほか、教育・保育機関や医療機関における理解の促進と相互

連携を推進し、一人ひとりの子供のニーズに応じた教育・保育・医療・福祉の支援が受けられる

体制づくりを進めます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

就学前の教育・保育施設

での支援体制の充実 

 職員研修や加配配置などを行い、就学前の教育･保育施設において障害

のある子供の教育･保育を実施し、適切な支援に努めます。 

 保育所等訪問支援事業の推進に努めます。 

放課後の居場所の充実 

 留守家庭児童育成センターで障害のある子供を受け入れるにあたり、

設備の改修や指導員の加配等に努めます。 

 地域自立支援協議会を中心に、障害のある子供の居場所についての

課題解決に向けた検討を進めます。 

医療的ケアの充実 

 学校園における看護師の配置や、家庭における医療的ケアに対応した

サービスの確保と質の向上に努めるとともに、関係機関の連携を強化

し、家族の負担の軽減を図り、地域での生活を支援します。 

継続的な 

支援体制づくり 

 地域自立支援協議会において、療育や発達障害、個に応じた支援のあり方

についての検討を関係機関と連携しながら行います。また、教育・福祉等

の関係各課において、継続的な支援体制づくりの検討を行います。 

指導監査による適正な 

事業運営の確保 

 障害児通所支援事業者に対する定期的な実地指導及び県と共催による

集団指導を行い、また、不適正な運営又は給付費の不正請求が疑われる

場合には監査を行い、適切な措置を講じます。実地指導時において散見

される指摘事項については、集団指導等により周知することで適正な

運営の確保を図ります。 

こども未来センターに

よる事業所との連携の

充実 

 児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所に対する研修、

アウトリーチによる支援や情報交換の実施により、事業所との連携

を深めるとともに、地域全体のサービスの質の向上に努めます。 
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（３）障害・発達に応じた教育の充実 

インクルーシブ教育システムの構築に向け、学校園における合理的配慮の基礎となる環境整備

や、福祉や医療との連携強化を行います。また、幼少期からの一貫したつながりある支援体制を

構築するため、関係機関との連携を強化します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

基礎的環境整備の構築 

 一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援が行われるよう、

基礎的環境整備を行い、教員の専門性の向上や、専門性のある支援員

の配置などに努めます。教職員・子供・保護者の障害に関する理解

促進を図ります。 

合理的配慮の提供 
 一人ひとりの教育的ニーズに応じた合理的配慮の提供に努めます。 

 合理的配慮の基礎となる環境整備を進めます。 

保護者や関係機関との

連携強化 

 みやっこファイルのほか、個別の教育支援計画の活用により、保護者

や関係機関との連携を強化します。 

 教育と福祉、医療との連携強化により、つながりある支援体制を構築

します。 

教職員研修の充実 
 個々の教育的ニーズに応じることが出来るよう、教員や特別支援教育

コーディネーター、管理職を対象とした実践的研修の充実に努めます。 

学齢期からの進路指導 

 早期からの就労に関する意識を高めるため、進路情報の提供や、職場

実習などの機会を設けるとともに、障害者就労生活支援センター

「アイビー」などの関係機関との連携により、学齢期からの就労支援

に努めます。 
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５ 雇用促進・多様な働き方への支援の充実 

 

 

 

 

 

（１）就労支援・雇用促進 

障害のある人の就労機会の拡充と就労移行後の定着のために、本人への支援だけでなく、事業者

に障害に関する理解を促し、安心して働くことができる環境づくりの支援と雇用促進に取り組む

企業の拡大を図ります。 

障害者就労生活支援センター「アイビー」をはじめとする関係機関との連携により、支援体制

の一層の充実を図ります。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

関係機関の連携強化に

よる支援の充実 

 就労を希望する障害のある人を支援する障害者就労生活支援センター

事業を継続して実施するとともに、ハローワークなどの関係機関との

連携を強化し、相談、情報提供、職業訓練、職業紹介や就職後の定着

支援などを一貫して行う支援体制の充実に努めます。 

障害のある人の就労に

関する理解の促進 

 広報紙や企業訪問、地域職業体験等を通じ、本人への支援のみならず

企業等への障害に関する理解啓発や制度等の周知により、障害者雇用

を促進します。 

 

 

 
就労意欲があるにもかかわらず、働く・働き続けることに困難を感じる人が多くいます。

職場における障害に関する理解が進まないことによる離職も⾒られ、理解の促進が就労の場

でも求められています。また、障害者雇⽤促進法の改正により、法定雇⽤率が引き上げられ、

企業等の求人も増えることが想定されることから、さらなる就労に関する支援が必要です。 

併せて、障害者就労施設などでの就労など、多様な働き方を選択できる機会も必要です。 

 
障害のある人の自⽴と社会参加を促進するため、障害者就労生活支援センター「アイビー」

やハローワークなど関係機関と連携し、本人が希望する勤務形態や勤務時間などが選択できる

よう多様な就労機会の確保と就労定着のための支援を図ります。 

また、障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう支援するとともに、

障害者就労施設と連携し、工賃の向上に努めます。 

現状・課題 

取り組みの方向性 
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就労移行支援体制の 

充実 

 地域自立支援協議会を通じ、支援者間の連携や情報共有を図り、障害者

就労施設からの就労移行の促進など、本人への支援の充実に努めます。 

 学校等との連携による学齢期からの就労支援や、就労アセスメントの

充実など、就労につながる働きかけの充実を図ります。 

就職後の職場定着支援

の充実 

 就労移行後の職場定着のために、支援環境の調整などに関して適切な

対応が行えるよう、障害者就労生活支援センター「アイビー」や障害者

就労施設などの関係機関による支援の充実を図ります。 

市役所における 

障害者雇用の推進 

 市役所において、知的・精神障害者を会計年度任用職員として雇用

するとともに、業務を通じて抽出された課題を整理し、知的・精神

障害者の正規雇用に向けて取り組みます。 

 

 

（２）福祉的就労の充実 

障害のある人が、多様な働き方の中から選択し、就労の機会を得ることができるよう支援に

努めます。 

また、障害者就労施設と連携し、販路開拓や共同受注により工賃向上を図り、障害のある人の

経済的自立を支援します。 

 
 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

福祉的就労の場の充実 

 障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう、

地域自立支援協議会の取り組みによる情報提供や、就労継続支援事業所

や地域活動支援センターなどの日中活動の場の確保により、選択肢

の充実を図ります。 

福祉的就労支援事業に 

よる販路拡大等の支援 

 障害者就労施設で働く人の就労意欲の向上と工賃の増額を目的とした

福祉的就労支援事業を継続して実施し、ジョブステーション西宮を

中心に自主製品の販路拡大及び受注機会の拡大に努めます。 

優先発注を通じた支援 

 市が発注する物品や役務の提供において、障害者就労施設や障害の

ある人を雇用している市内企業等への発注を優先的に取り扱う制度

を活用し、障害者雇用の促進を図るとともに、障害者就労施設等に

おける受注機会の確保を図ります。 
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６ 社会参加の促進 

 

 

 

 

（１）移動・コミュニケーションの支援 

障害福祉サービスや移動支援事業のほかにも、外出支援・促進のための助成等を行い、障害の

ある人の社会参加を促進します。 

聴覚障害者や視覚障害者などのコミュニケーションを支援するための各種事業を行います。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

外出支援・促進のため

の各種助成等の実施 

 電車・バスなどの公共交通機関の利用が困難な在宅の重度障害のある

人の外出を支援するため、福祉タクシー利用券を交付します。 

 身体障害者自動車免許取得費助成や身体障害者自動車改造費助成、

重度身体障害者自動車ガソリン費用助成などの各種助成を行います。 

視覚障害者の支援 

 視覚障害者図書館において、点字図書・録音図書の製作・貸し出しや、

対面朗読サービス、ボランティアの育成・支援を行います。 

 中途失明者を対象とした点字・点字タイプライター、歩行訓練などの

習得のための講習を実施します。 

手話通訳者・要約筆記

者等の派遣・養成 

 聴覚や音声・言語機能に障害のある人のコミュニケーションを支援す

るため、手話通訳者や要約筆記者等を派遣します。 

 手話通訳者や要約筆記者等の養成講座を実施し、人員の確保に努めます。 

聴覚障害者の支援 

 聴覚や音声・言語機能に障害のある人の相談支援や手続きを円滑に

行うため、障害福祉課に手話通訳者を配置します。 

 中途失聴者や難聴者を対象とした読話技術や手話の習得のための講習

を実施します。 

 
障害があることで外出が困難であったり、コミュニケーションが上手くできずに、十分に

社会参加できないことや不利益を被ることがあります。 

障害のある人の社会参加を充実させるため、引き続き、外出に関する支援や障害理解の

促進が必要です。 

 
障害のある人が地域社会の⼀員として多様な活動に取り組み、社会参加することを妨げ

られることのないよう、社会的障壁の除去・軽減につながる移動・コミュニケーションの

支援の充実や、多様なスポーツ・文化芸術活動等への参加の促進を図ります。 

取り組みの方向性 

現状・課題 
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（２）余暇活動の充実 

障害のある人が、スポーツや文化活動等を通じて社会参加をし、健康づくりや生きがいづくり、

自己実現を図ることができるよう、身近な地域で気軽に参加できる活動の提供、活動の場づくり

に努めます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

総合福祉センターに 

おける活動の充実 

 総合福祉センターで開催しているスポーツ教室や文化活動を支援すると

ともに、利用者のニーズに即した内容・テーマの教室の開催に努めます。 

 障害のある人のスポーツ・文化活動を通じて、市民に障害や障害の

ある人たちの活動に関する啓発を推進します。 

障害者スポーツの推進 

 障害者スポーツ体験会の開催や指導者の養成、市立スポーツ施設の

バリアフリー化の推進、障害者スポーツ推進連絡会議を通じ、障害

のある人にスポーツの機会を提供するとともに、障害者スポーツの

普及と振興を図ります。 

文化芸術活動の振興 

 障害のある人が文化芸術にふれる機会の拡大に努めます。 

 障害のある人の日頃の芸術活動の成果・作品を発表する機会として、

障害者作品展を開催し、障害のある人の文化芸術活動の振興を図る

ための活動機会や成果発表の場の充実に努めます。 

読書環境の整備 

 図書館に来館困難な人への宅配サービスを拡充するなど、障害のある

人が本に触れ、楽しみ、学ぶ機会の確保に努めます。 

 図書館において、視覚障害のある人を対象に対面朗読サービス、点訳

絵本の貸出、郵送貸出を行います。 
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７ ともに生き、ともに支えあうまちづくり 

 

 

 

 

（１）理解の促進 

障害のある人もない人も、ともに生き、ともに支えあうまちづくりの実現に向けて、障害の

ある人の権利や社会的障壁に対する理解の啓発に関する事業を推進します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

あいサポート運動の 

推進 

 様々な障害の特性や障害のある人への必要な配慮を理解し、障害の

ある人へのちょっとした配慮や手助けができる「あいサポーター」

を養成します。「あいサポーター」は、障害当事者や支援者等が講師

となり、市民や事業者等に対し、研修を行うことで養成します。 

ヘルプマーク・ヘルプ

カードの交付等 

 外見からはわかりにくくても援助や配慮が必要な人が配慮を受けやすく

する「ヘルプマーク」と「ヘルプカード」を希望者に交付するとともに

周知を行います。併せて障害のある人や配慮が必要な人に関するマーク

についても周知に努めます。 

各種媒体やイベント等

を通じた情報発信 

 市政ニュースやホームページなどの広報・情報提供媒体を活用し、

障害に関するイベントや理解促進に繋がる情報の発信に努めます。 

 「輪イ和イひろば」や「にしのみや市民祭り」など、イベントを通じ

障害に関する理解の啓発をします。 

地域自立支援協議会に

よる啓発 

 地域自立支援協議会においてセミナーやフォーラムを開催するほか、

行政機関や支援団体等と協力し、障害に関する理解の啓発をします。 

 
障害があることで学校や職場、外出先などでいやな思いをした経験のある人がいることを

踏まえ、令和２年７月に「⻄宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまち

づくりの推進に関する条例」を施⾏し、障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすいまちづ

くりを目指しています。今後も引き続き、障害理解に関する広報・啓発に広く取り組む必要

があります。 

 
共生社会の実現に向け、障害理解の啓発に取り組みます。多様な機会を通じて相互理解を

深め、障害を理由とする差別の解消を推進するとともに、地域自⽴支援協議会における協議

を核とした連携と地域課題の解決に取り組みます。 

取り組みの方向性 

現状・課題 
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身近な地域での 

相互理解 

 障害のある人やその家族、地域で活動するボランティア等が身近な地域

で知り合う場として地区懇談会等を開催し、相互理解を促進します。 

 支援団体等が行うイベントや啓発活動に協力し、障害のある人への

理解を促進します。 

手話等のコミュニケー

ション手段の尊重 

 手話などの非音声言語も言語であるとの認識に基づき、手話の啓発や

聴覚障害等の理解促進に努めます。 

 様々な障害の特性に応じた情報コミュニケーションの保障や差別の

解消を含めた、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するための条例

の周知に努めます。 

 

（２）地域福祉の推進 

福祉教育や地域福祉活動、ボランティア活動を推進し、障害のある人の理解を深めるとともに、

交流や支えあい、助けあいを通じて、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域福祉の向上に

努めます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

学校園等における 

福祉教育等の推進 

 子供たちが障害のある人の理解を深めるため、社会福祉協議会等と

連携し、成長段階に応じた福祉学習・人権教育の充実を図ります。 

 小・中学校から福祉に関する作文やポスター等を募集する「福祉作品

コンクール」を開催します。 

 公民館の講座・講演会や人権フォーラムなどを通じて、障害に関する

理解を深められるよう、引き続き、学習の機会の提供や啓発を行います。 

地域福祉活動の推進 

 障害のある人を含めた様々な人が集まり交流する場である共生型地域

交流拠点や地域のつどい場の設置・運営を支援し、相互理解や支えあい

につなげます。 

 地区ネットワーク会議で、地域ニーズと課題の把握、課題解決に向けて

住民及び各専門機関と連携して、地域における支援体制づくりを図ります。 

ボランティア活動の 

推進 

 ボランティアセンターをはじめとする各種機関や地域での各種講座等

の開催を通じて、ボランティア人材の育成を図ります。 

 ボランティアに関する情報の発信やボランティアセンターの機能充実、

関係機関との連携を強化し、ボランティア活動の普及・促進を図ります。 
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（３）地域自立支援協議会における協議の推進 

障害当事者や障害福祉関係者等で構成し、本人中心の地域生活について行政とともに検討する

場である地域自立支援協議会において、協議内容の充実や関係機関の連携強化に努め、地域課題

の解決につなげます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

協議内容の充実 

 各部会にまたがる横断的な課題も多いことから、部会間の連携を図る

などし、協議内容の充実を図ります。 

 個別の課題ごとに検討委員会を立ち上げ、課題解決機能を強化します。 

円滑な運営と幅広い 

関係機関との連携の 

促進 

 地域自立支援協議会の円滑な運営を図るとともに、障害当事者を含めた

様々な関係機関の参加を検討し、地域資源の活用や地域とのネット

ワークの構築に努めます。 

協議内容の障害福祉 

施策への反映 

 障害福祉推進計画の策定・推進にあたり、事業者や関係団体の意見を

聴取する障害福祉施策推進懇談会の開催や、行政への報告会、市の

委員会等への参画を通じ、地域自立支援協議会の提言の障害福祉施策

への反映に努めます。 
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８ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

 

 

 
 

 

（１）福祉のまちづくり 

障害のある人だけでなく、すべての人が安全で快適に生活し、外出できる都市空間を形成する

ため、福祉のまちづくりに関する啓発を推進するとともに、公共施設や民間施設、道路や公共

交通機関等について、誰もが利用しやすいものとなるよう、整備・改修の促進を図ります。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

福祉のまちづくりの 

普及・啓発 

 兵庫県福祉のまちづくり条例に基づく施設整備の推進、ユニバーサル

デザインの考え方の普及・啓発に努めます。 

 公共施設のバリアフリー化に引き続き努めるとともに、市の施設の

バリアフリー情報をホームページで公開します。 

公共交通機関に関する

利便性と安全性の向上 

 駅舎及び駅周辺のバリアフリー化、バス待合環境の向上、ノンステップ

バスの導入など、交通関係施設等の整備に交通事業者と協力して取り

組みます。 

歩道や道路等の整備 

 歩道の段差解消や勾配改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置による

道路のバリアフリー化を図ります。 

 交通安全運動による啓発などを通じ、歩道等の歩行空間の安全の確保

に努めます。 

 

  

 
障害のある人には、災害時等緊急時に必要な支援を受けることができるか不安を感じて

いる人が多く⾒受けられ、ハード面とソフト面の両方の充実が必要です。また、居住環境

の整備に対する要望も⾼い状況です。 

 
福祉のまちづくりの推進、居住環境の整備、災害・緊急時の支援体制の確保等を通じて、

障害の有無にかかわらず、誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりを推進し、共生

社会の基盤整備を⾏います。 

取り組みの方向性 

現状・課題 
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（２）居住環境の整備・改善 

障害のある人が住み慣れた住まいでの生活や、障害の特性や身体の状態に応じた暮らしができる

よう、障害福祉サービス等の充実を図るとともに、居住環境の整備・改善に努めます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

グループホームの 

確保・整備 

 グループホームの整備を促進するため、新規開設に伴う設備等に対する

補助を行うとともに、グループホーム確保に向けた取り組みを推進します。 

 グループホーム入居者の家賃負担の一部について補助を行います。 

民間賃貸住宅への 

居住支援 

 民間賃貸住宅を活用した住まいの確保について、不動産関係団体、

居住支援団体と連携し、関連部局とともに支援を進めます。 

住宅改造費用助成の 

実施 

 浴室等のバリアフリー化に対して助成を行い、住み慣れた住宅等に

おける住環境の整備を支援します。 

市営住宅への優先入居・

バリアフリー化 

 障害がある人など民間住宅の利用が困難な人に対して市営住宅の優先

入居枠の確保に取り組むとともに、バリアフリー化に努めます。 

 

 

（３）安全・安心の確保 

災害時等に障害のある人への支援が円滑に行われるように、新型コロナウイルス感染症対策や、

災害発生時の避難支援などの取り組みの充実に努めます。 
 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

災害対策の推進 

 地域防災計画に基づき、障害のある人などが災害時に安全な行動が

とれるよう、体制を整備するとともに日頃からの啓発に努めます。 

 地域避難支援制度における避難支援団体登録の働きかけや避難行動

要支援者への登録勧奨を行います。 

 地域安心ネットワークの効果的な実施方法について検討します。 

避難所の整備 

 福祉避難所や一般の避難所の整備を促進し、災害時等に障害の状況に

応じた支援や情報が提供されるよう体制を整備し、安全の確保と不安

の軽減に努めます。 

 事業所等との連携による訓練を行うとともに、防災に関する周知啓発

に努めます。 

新型コロナウイルス

感染症への対応 

 新型コロナウイルス感染症による影響、課題の把握や分析を行い、

感染症対策を進めるとともに、事業の柔軟な運用を行うなど、新しい

生活様式に対応した取り組みを展開します。 
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第５章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 
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第５章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 

１ 障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本的な考え方 

本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「市町村

障害児福祉計画」と一体的に策定しています。 

「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」では、国の基本指針に基づく成果目標

と計画期間中（令和３年度から令和５年度まで）のサービス等の見込量、サービス確保の方策等

について定めることが求められています。 

 

２ 障害福祉サービス等の見込量の考え方 

本計画で示す障害福祉サービス等の見込量は、以下の手順で算出・設定しています。 

① 障害者手帳所持者数の過去の推移等から、本計画期間（令和３年度から令和５年度）の身体

障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者等の人口推計を行います。 

② 平成 29 年度から令和元年度の各サービスの利用実績に基づき、身体障害者、知的障害者、

精神障害者、障害児、難病患者等それぞれの、各サービスの利用率や、１人当たりの利用量

（日数・時間数）を算出します。 

③ ①で推計された障害者数に②で算出したサービス利用率や１人当たりの利用量を乗じて、

各サービスの見込量の自然体推計を算出します。 

④ 成果目標の達成のために必要なサービス量や、アンケート調査等で示された潜在的な利用

ニーズ、地域生活移行の推進に伴う対象者の増加等を考慮して自然体推計を調整し、サービス

見込量を決定します。 

 

設定したサービス見込量については、本市の障害のある人の地域生活と社会参加を支援する

基盤を構成するものと位置づけ、提供できる体制を確保するための方策について示します。 

 

３ 成果目標 

本計画の策定にあたり、国の基本指針に基づき、障害のある人の地域生活への移行や就労支援

等の取り組みのさらなる充実に向け、次の目標を設定します。 
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（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の基本指針（抜粋） 

①令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行することを基本とする。 

②施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から 1.6％以上削減することを基本とする。 

   

○西宮市における成果目標 

①施設入所者の地域生活への移行者数 

地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点の施設入所者数 229 人のうち、６％以上

にあたる14人が、令和５年度末までに、入所施設を退所し、グループホームや一般住宅等における

地域生活に移行できるよう取り組みます。なお、平成 30年度から令和２年度までの第５期計画に

おいては、目標値 23 人に対し、平成 29年度から令和元年度までの実績が 11 人となっています。 

 

項目 数値 

令和元年度末時点の施設入所者数 (A) 229 人 

令和５年度末における目標値 （(A)の６％） (B) 14 人 

 

【参考】第５期⻄宮市障害福祉計画の実績 
項目 数値 

平成 28 年度末時点の施設入所者数  (A) 252 人 
令和２年度末までの累計地域生活移行者数【目標値】  (A)の９％ 23 人 
令和元年度末までの累計地域生活移行者数（実績）   (B)+(C)+(D) 11 人 
令和元年度の地域生活移行者数（実績） (B) 2 人 
平成 30 年度の地域生活移行者数（実績） (C) 3 人 
平成 29 年度の地域生活移行者数（実績） (D) 6 人 
 

②施設入所者数の削減 

施設入所者の地域生活への移行に合わせて、令和元年度末時点の施設入所者数 229 人のうち、

1.6％以上にあたる４人を減らし、令和５年度末の施設入所者数を225人とすることを目標とします。

なお、平成 30 年度から令和２年度までの第５期計画においては、目標値 246 人に対し、令和

元年度末時点の実績が 229 人となっています。なお、施設入所者の地域生活への移行者数より

施設入所者数の削減目標が小さいのは、新規入所者が一定数あることを想定しているためです。 

 

項目 数値 

令和元年度末時点の施設入所者数 (A) 229 人 

(A)の 1.6％ (B) 4 人 

令和５年度末における施設入所者数【目標値】 （(A)-(B)） (C) 225 人 
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【参考】第５期⻄宮市障害福祉計画の実績 

項目 数値 
平成 28 年度末時点の施設入所者数 (A) 252 人 
(A)の２％ (B) 6 人 
令和２年度末における施設入所者数【目標値】  (A)-(B) 246 人 
令和元年度末における施設入所者数（実績）  229 人 
 

■目標達成に向けた取り組み 

地域自立支援協議会（地域生活移行連絡会）での協議により抽出された地域生活移行の課題に

ついて、下記の施策・事業（再掲）により、取り組むとともに、地域の理解促進に関する事業を

推進します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

地域生活移行に関する 

支援の充実 

 地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等を行う「地域

移行支援」や、地域生活への移行後に緊急時の連絡やサポートを行う

「地域定着支援」が円滑に実施されるように体制の整備を図ります。 

地域生活を推進する 

入所施設の支援 

 地域自立支援協議会において抽出された地域生活移行の課題について、

引き続き、入所施設職員間の情報交換、相談支援専門員やその他事業所

との連携により、解決に取り組みます。 

 地域自立支援協議会や相談支援を通じ、入所施設職員への情報提供や

情報共有を図ります。 

地域生活支援拠点等の 

整備 

 地域自立支援協議会を中心に本市に必要な機能について協議を行い、

既存の制度や社会資源を活用するほか、必要に応じ施策を検討し、

面的な整備を進めます。 

 地域共生館「ふれぼの」について、面的な整備の必要な機能の一部を

担う重要な施設として、その活用方法の検討を進めます。 

グループホームの 

確保・整備 

 グループホームの整備を促進するため、新規開設に伴う設備等に対する

補助を行うとともに、グループホーム確保に向けた取り組みを推進します。 

 グループホーム入居者の家賃負担の一部について補助を行います。 
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（２）地域生活支援拠点等の整備 

国の基本指針（抜粋） 

①地域生活支援拠点等について、令和５年度末までに各市町村又は各圏域に１つ以上を確保しつつ、

年１回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 

  

①地域生活支援拠点等の整備 

本市における地域生活支援拠点等の整備については、国の基本指針に基づき、地域における

複数の機関の機能連携による体制整備（面的な体制整備）を目指すものとします。 

なお、地域生活支援拠点等に求められる機能として国が提唱するのは、以下の５点です。 

・ 相談支援：地域移行・定着支援による常時連絡体制等 

・ 体験機会・場の提供：障害福祉サービスやグループホームの体験利用等 

・ 緊急時の受入・対応：短期入所等での受入れや医療機関への連絡等 

・ 専門的人材の確保・養成：医療的ケアや高齢障害者等への対応等 

・ 地域の体制づくり：ニーズに即したサービス提供や体制整備等 

 

○西宮市における成果目標 

地域生活支援拠点等の整備において、必要な機能やその内容の充足の程度については、市町村

が判断することとされています。本市においては、地域共生館「ふれぼの」において、体験機会・

場の提供、専門的人材の確保・養成を行っています。また、相談支援事業所等と行政が連携し、

相談支援と緊急時の対応を行っています。 

令和元年度より、本市に求められている機能とその充足の程度について、地域自立支援協議会

を中心に協議を行っており、今後も面的な整備体制を進め、障害のある人やその家族等が安心して

暮らせるまちづくりを進めます。 

 

■関連する取り組み（「（３）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」にも関連） 

地域自立支援協議会を中心に協議を行い、面的な体制整備を進めるとともに、地域共生館

「ふれぼの」の活用方法を検討します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

地域生活支援拠点等の 

整備 

 地域自立支援協議会を中心に本市に必要な機能について協議を行い、

既存の制度や社会資源を活用するほか、必要に応じ施策を検討し、

面的な整備を進めます。 

 地域共生館「ふれぼの」について、面的な整備の必要な機能の一部を

担う重要な施設として、その活用方法の検討を進めます。 
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（３）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の基本指針（抜粋） 

①精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障害者の精神病床

から退院後１年以内の地域における平均生活日数、精神病床における１年以上長期入院患者数、

精神病床における早期退院率に関する目標値を設定する。（県指標） 

 

○国の基本指針に定める目標値（県指標） 

●令和５年度における精神障害者の精神病床からの退院後１年以内の地域における生活日数の 

平均を 316 日以上とすることを基本とする。 

●所定の計算式により算定した令和５年度末の精神病床における 65 歳以上及び 65 歳未満の１年

以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 

指標 兵庫県 ⻄宮市 
平成 30 年度精神保健福祉資料による１年以上⻑期入院患者数 6,138 338 
令和５年度末の精神病床における１年以上⻑期入院患者数 5,199 286 

うち、65 歳以上 3,125 172 
うち、65 歳未満 2,074 114 

●令和５年度における入院後３か月時点の退院率については 69％以上とし、入院後６か月時点

の退院率については 86％以上とし、入院後１年時点の退院率については 92％以上とすること

を基本とする。 

 

 

○西宮市における成果目標 

国の指針において成果目標として示されている取り組みについては、都道府県の管轄事項で

あるため、本市の成果目標としては、市町村ごとの協議の場の設置が課題となります。本市では、

精神科病院・訪問看護事業所・相談支援事業所・基幹相談支援センター・行政（兵庫県・西宮市）

などで構成される「西宮市地域精神保健福祉連絡会」を設置し、協議を行っています。今後も

関係機関と連携を深め、より活発に協議できる体制づくりに努めてまいります。 
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■西宮市における活動指標 

指標 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 1 1 1 
協議の場への関係者の参加者数 37 37 37 

うち、保健関係者 13 13 13 
 うち、医療（精神科）関係者 6 6 6 

うち、医療（精神科以外）関係者 0 0 0 
うち、福祉関係者 14 14 14 
うち、当事者及び家族 1 1 1 
うち、その他 3 3 3 

協議の場における目標設定及び評価の実施回数 1 1 1 
精神障害者の地域移行支援の利用者数（人／月） 13 14 14 
精神障害者の地域定着支援の利用者数（人／月） 23 23 24 
精神障害者の共同生活援助の利用者数（人／月） 45 46 47 
精神障害者の自立生活援助の利用者数（人／月） 2 2 2 
 

 

■関連する取り組み（「（２）地域生活支援拠点等の整備」にも関連） 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、精神保健福祉に関する支援体制の

充実を図るほか、下記の施策・事業（再掲）により、長期入院精神障害者の地域生活移行を推進

します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

地域生活移行に関する 

支援の充実 

 地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等を行う「地域

移行支援」や、地域生活への移行後に緊急時の連絡やサポートを行う

「地域定着支援」が円滑に実施されるように体制の整備を図ります。 

グループホームの 

確保・整備 

 グループホームの整備を促進するため、新規開設に伴う設備等に対する

補助を行うとともに、グループホーム確保に向けた取り組みを推進します。 

 グループホーム入居者の家賃負担の一部について補助を行います。 

民間賃貸住宅への 

居住支援 

 民間賃貸住宅を活用した住まいの確保について、不動産関係団体、

居住支援団体と連携し、関連部局とともに支援を進めます。 

地域移行推進事業の 

実施 

 平成28年から実施している「精神障害者地域移行推進事業」により、

長期入院精神障害者の地域生活移行に引き続き取り組みます。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針（抜粋） 

①就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を通じて、令和    

５年度中に一般就労に移行する者を令和元年度の一般就労への移行実績の 1.27 倍以上とする

ことを基本とする。 

 ・就労移行支援事業については、1.30 倍 

 ・就労継続支援Ａ型については、1.26 倍 

・就労継続支援Ｂ型については、1.23 倍 

②令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７割が就労

定着支援事業を利用することを基本とする。 

③令和５年度における就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割

以上とすることを基本とする。 

   

○西宮市における成果目標 

①福祉施設利用者の一般就労への移行者数 

令和元年度の福祉施設利用者の一般就労への移行者数47人の1.27倍以上にあたる60人が令和

５年度中に一般就労に移行することを目標とします。なお、事業種別ごとの目標値については

次のとおりです。 

項目 
就労移行 

支援 

就労継続 

支援Ａ型 

就労継続 

支援Ｂ型 
その他 合計 

令和元年度の 

移行者数 (A) 
22 12 11 2 47 

令和５年度末に 

おける目標値 

(A)*1.30 (A)*1.26 (A)*1.23 - (A)*1.27 

29 16 14 - 60 

 

②就労定着支援の利用者数 

令和５年度における市内の就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち、７割が

就労定着支援事業を利用することを目標とします。 

 

③就労定着支援の事業所ごとの定着率 

令和５年度における市内の就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所を全体

の７割以上とすることを目標とします。 

項目 数値 

令和元年度末時点の市内就労定着支援事業所数 (A) 1 か所 

うち就労定着率８割以上の事業所数 (B) 0 か所 

令和元年度の就労定着率８割以上の事業所の割合 (B)/(A) 0％ 

令和５年度の就労定着率８割以上の事業所の割合【目標値】  70％以上 
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■目標達成に向けた取り組み 

関係機関の連携の強化や企業等への障害に関する理解啓発など下記の施策・事業（再掲）に

より、一般就労への移行を推進するほか、就労移行後の定着についても支援の充実を図ります。 

国の基本指針では、今期計画より事業種別ごとの就労移行者数の目標を設定することとなり

ましたが、事業種別を問わず一般就労を目指すことはこれまで西宮市が取り組んできたものです。

今後も引き続き事業種別を問わず、一般就労への移行を推進するほか、短時間勤務を希望する人や

福祉的就労を希望する人等の意向も尊重し、就労移行者数だけにとらわれない支援を継続します。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

関係機関の連携強化に

よる支援の充実 

 就労を希望する障害のある人を支援する障害者就労生活支援センター

事業を継続して実施するとともに、ハローワークなどの関係機関との

連携を強化し、相談、情報提供、職業訓練、職業紹介や就職後の定着

支援などを一貫して行う支援体制の充実に努めます。 

障害のある人の就労に

関する理解の促進 

 広報紙や企業訪問、地域職業体験等を通じ、本人への支援のみならず

企業等への障害に関する理解啓発や制度等の周知により、障害者雇用

を促進します。 

就労移行支援体制の 

充実 

 地域自立支援協議会を通じ、支援者間の連携や情報共有を図り、障害者

就労施設からの就労移行の促進など、本人への支援の充実に努めます。 

 学校等との連携による学齢期からの就労支援や、就労アセスメントの

充実など、就労につながる働きかけの充実を図ります。 

就職後の職場定着支援

の充実 

 就労移行後の職場定着のために、支援環境の調整などに関して適切な

対応が行えるよう、障害者就労生活支援センター「アイビー」や障害者

就労施設などの関係機関による支援の充実を図ります。 

学齢期からの進路指導 

 早期からの就労に関する意識を高めるため、進路情報の提供や、職場

実習などの機会を設けるとともに、障害者就労生活支援センター

「アイビー」などの関係機関との連携により、学齢期からの就労支援

に努めます。 

福祉的就労の場の充実 

 障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう、

地域自立支援協議会の取り組みによる情報提供や、就労継続支援事業所

や地域活動支援センターなどの日中活動の場の確保により、選択肢の

充実を図ります。 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

国の基本指針（抜粋） 

①障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 

・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置することを基本とする。 

・全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 

②主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村

に少なくとも１か所以上確保することを基本とする。 

③医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和５年度末までに、各都道府県、各圏域  

及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るため

の協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを 

基本とする。 

 
○西宮市における成果目標 

①障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 

児童発達支援センターについては、すでに市内において設置済み（こども未来センター、北山

学園等）ですが、引き続き相談支援の充実と利用しやすい体制整備に取り組みます。 

保育所等訪問支援を利用できる体制についても、すでに複数の事業所においてサービスが

提供されておりますが、引き続き支援を利用しやすい環境整備や、サービスの質・量の充実

に取り組みます。 

 

 

②重症心身障害児を支援する体制の構築 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について

は、すでに複数の事業所においてサービスが提供されていますが、引き続きサービスの質・量の

充実に取り組みます。 

 

 

③医療的ニーズへの対応 

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けることに

ついて、平成 30年度は地域自立支援協議会（こども部会）を中心に協議を行いました。令和元年

度は地域自立支援協議会と連携を図るとともに、抽出された課題を具体的施策につなげるため、

市関係課による協議を行いました。引き続き、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

も含め、関係機関等の連携を図り、支援の充実に取り組みます。 
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■関連する取り組み 

障害児支援の提供体制の整備については、福祉と教育、医療などの関係機関の連携を強化し、

下記の施策・事業（再掲）により、成長過程や特性に応じ、一貫した支援に努めます。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

こども未来センター等

の機能充実 

 18歳までの子供の心身の発達や療育、不登校や性格に関することなど

様々な相談に応じ、福祉・教育・医療が連携した切れ目のない支援に

つなぎます。 

 こども未来センターの診療待機期間の短縮を目指すとともに、待機

期間に相談支援や保護者支援を行い、不安の軽減を図ります。 

 こども未来センターの通園療育部門であるわかば園における親子通園

療育や、北山学園における個別的・集団的訓練を行います。 

 学校園等に職員が出向き、具体的な支援方法・体制について助言を行う

アウトリーチを巡回や依頼に基づき、より積極的に行い、派遣する職員

も派遣先に合わせて充実を図ります。 

就学前の教育・保育施設

での支援体制の充実 

 職員研修や加配配置などを行い、就学前の教育･保育施設において障害

のある子供の教育･保育を実施し、適切な支援に努めます。 

 保育所等訪問支援事業の推進に努めます。 

医療的ケアの充実 

 学校園における看護師の配置や、家庭における医療的ケアに対応した

サービスの確保と質の向上に努めるとともに、関係機関の連携を強化

し、家族の負担の軽減を図り、地域での生活を支援します。 

継続的な 

支援体制づくり 

 地域自立支援協議会において、療育や発達障害、個に応じた支援のあり方

についての検討を関係機関と連携しながら行います。また、教育・福祉等

の関係各課において、継続的な支援体制づくりの検討を行います。 
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（６）相談支援体制の充実・強化等 

国の基本指針（抜粋） 

①総合的・専門的な相談支援 

・障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施の見込みを設定する。 

②地域の相談支援体制の強化 

・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の見込みを設定する。 

・地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込みを設定する。 

・地域の相談機関との連携強化の取り組みの実施回数の見込みを設定する。 

 
○西宮市における成果目標 

基幹相談支援センターを設置し、総合的・専門的な相談支援を実施しているほか、地域自立

支援協議会（あんしん相談窓口連絡会）を通じ、相談支援事業者間等の連携強化を図るとともに、

人材育成に努めます。 
 
■関連する取り組み 

地域自立支援協議会や基幹相談支援センターを中心に、相談支援体制の充実・強化等を図ります。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

障害者あんしん相談 

窓口の充実 

 地域自立支援協議会を通じ、相談支援事業所間やその他事業所等との 

連携強化を図ります。困難事例の検討や情報共有により、問題解決を

図る体制を充実させるとともに、相談員等の資質の向上に努めます。 
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（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 

国の基本指針（抜粋） 

①障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

・都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の

見込みを設定する。 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

・障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や

関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 

③指導監査結果の関係市町村との共有（県指標） 

・都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する

指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回数の見込み

を設定する。 

 
○西宮市における成果目標 

①都道府県が実施する研修への参加人数 

兵庫県が実施する研修の開催回数は不明とのことですが、本市においてはこれまでも兵庫県が

実施する各種研修に職員が参加しており、引き続き研修を活用し、障害福祉サービス等の質の

向上に努めます。 

 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、事業所が請求にあたって注意

すべき点を周知するなど、事業所の事務負担を軽減することにより、障害福祉サービス等の質の

向上につなげます。また、兵庫県が実施する「指導監査事務に係る市町研修会」において、監査

結果を関係自治体と共有しています。 

 

■関連する取り組み 

兵庫県が実施する研修への参加や障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の分析等

のほか、指導監査の実施等を通じ、障害福祉サービス等の質の向上を図ります。 

 

主な施策・事業 施策・事業の内容・取り組みの方向性 

指導監査による適正な

運営の確保 

 障害福祉サービス事業者に対する定期的な実地指導及び県と共催に

よる集団指導を行い、また、不適正な運営又は給付費の不正請求が

疑われる場合には監査を行い、適切な措置を講じます。実地指導時に

おいて散見される指摘事項については、集団指導等により周知する

ことで適正な運営の確保を図ります。 
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４ 障害福祉サービスの実績及び見込量 

■訪問系サービスの利用実績 

サービス名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 

２年度 

計画値 実績値 実施率 計画値 実績値 実施率 計画値 

居宅介護 
人/月 752 758 100.8 787 800 101.7 823 

時間/月 12,273 11,150 90.8 12,783 11,582 90.6 13,314 

重度訪問介護 
人/月 149 156 104.7 158 166 105.1 168 

時間/月 50,323 52,803 104.9 53,291 56,116 105.3 56,664 

同行援護 
人/月 118 119 100.8 118 126 106.8 117 

時間/月 3,619 3,745 103.5 3,619 3,894 107.6 3,588 

行動援護 
人/月 11 7 63.6 11 7 63.6 11 

時間/月 260 127 48.8 260 123 47.3 260 

重度障害者等

包括支援 

人/月 0 0 - 0 0 - 0 

時間/月 0 0 - 0 0 - 0 

合計 
人/月 1,030 1,040 101.0 1,074 1,099 102.3 1,119 

時間/月 66,475 67,825 102.0 69,953 71,715 102.5 73,826 

※実施率は「実績値÷計画値×100」で算出され、単位は％である（以下同様）。 

 

 

○居宅介護（ホームヘルプサービス） 

居宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。 

 

○重度訪問介護 

重度の障害があり常に介護を必要とする人に、居宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時に

おける移動支援などを総合的に行うサービスです。 

 

○同行援護 

重度の視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、外出時において、移動に必要な情報提供

や移動の援護等を行うサービスです。 
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■訪問系サービスの見込量 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護 
人/月 887 931 977 

時間/月 12,217 12,506 12,790 

重度訪問介護 
人/月 175 175 175 

時間/月 60,617 60,659 60,644 

同行援護 
人/月 128 128 128 

時間/月 3,944 3,946 3,943 

行動援護 
人/月 9 9 9 

時間/月 160 167 174 

重度障害者等包括支援 
人/月 0 0 0 

時間/月 0 0 0 

合計 
人/月 1,199 1,243 1,289 

時間/月 76,938 77,278 77,551 

 

 

 

○行動援護 

知的障害や精神障害により常時介護を要する人に、外出時における危険回避のため必要な支援

や食事・排泄等の介護、移動や行動に必要な支援を行うサービスです。 

 

○重度障害者等包括支援 

介護の必要性が著しく高い人に居宅介護等の複数のサービスを包括的に行うサービスです。

これまでに利用がないため、見込量は０と設定していますが、利用ニーズの把握に努めます。 
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■日中活動系サービス・短期入所の利用実績 

サービス名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 

２年度 

計画値 実績値 実施率 計画値 実績値 実施率 計画値 

生活介護 
人/月 751 712 94.8 772 711 92.1 793 

人日/月 14,882 13,764 92.5 15,322 13,692 89.4 15,761 

自立訓練 

（機能訓練） 

人/月 6 7 116.7 6 5 83.3 6 

人日/月 107 96 89.7 107 78 72.9 107 

自立訓練 

（生活訓練） 

人/月 92 86 93.5 96 107 111.5 100 

人日/月 1,597 1,367 85.6 1,665 1,586 95.3 1,733 

就労移行支援 
人/月 111 115 103.6 115 118 102.6 120 

人日/月 1,916 1,820 95.0 1,985 1,876 94.5 2,069 

就労継続支援

（A 型） 

人/月 225 236 104.9 234 253 108.1 242 

人日/月 4,342 4,609 106.1 4,514 5,001 110.8 4,667 

就労継続支援

（Ｂ型） 

人/月 701 741 105.7 729 788 108.1 759 

人日/月 12,629 12,535 99.3 13,126 13,477 102.7 13,653 

就労定着支援 人/月 35 5 14.3 40 20 50.0 45 

療養介護 人/月 43 45 104.7 43 47 109.3 43 

短期入所 
人/月 325 356 109.5 329 370 112.5 334 

人日/月 1,650 1,569 95.1 1,671 1,673 100.1 1,696 

 

○生活介護 

常に介護を必要とする人に、施設において、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、

創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスです。 

 

○自立訓練（機能訓練） 

身体障害者を対象とし、自立した日常生活または社会生活ができるように一定期間、身体機能

または生活能力の向上のための訓練を行うサービスです。 

 

○自立訓練（生活訓練） 

知的障害者・精神障害者を対象とし、自立した日常生活または社会生活ができるように一定期間、

日常生活能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。 

 

○就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な

訓練を提供するサービスです。 

 

○就労継続支援（Ａ型） 

一般企業への就労が困難な人に、雇用契約に基づき、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上に必要な訓練を行うサービスです。 
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■日中活動系サービス・短期入所の見込量 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 
人/月 745 756 766 

人日/月 14,443 14,649 14,841 

自立訓練（機能訓練） 
人/月 6 6 6 

人日/月 92 92 92 

自立訓練（生活訓練） 
人/月 108 113 118 

人日/月 1,645 1,721 1,795 

就労移行支援 
人/月 122 124 126 

人日/月 1,943 1,970 1,996 

就労継続支援（Ａ型） 
人/月 270 277 285 

人日/月 5,456 5,680 5,907 

就労継続支援（Ｂ型） 
人/月 884 933 984 

人日/月 14,954 15,701 16,466 

就労定着支援 人/月 21 21 21 

療養介護 人/月 48 48 48 

短期入所（福祉型） 
人/月 346 351 356 

人日/月 1,572 1,597 1,620 

短期入所（医療型） 
人/月 38 39 40 

人日/月 164 166 169 

 

○就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業への就労が困難な人や一定の年齢に達している人に働く場や生産活動の機会を提供

するとともに、知識及び能力の向上・維持を図るサービスです。 

 

○就労定着支援 

就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間

にわたり行うサービスです。 

 

○療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常

生活の世話を行うサービスです。 

 

○短期入所 

介護を行う人が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、短期間の宿泊を伴う

施設において、入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。障害者支援施設等において実施する

ものを「福祉型」、病院、診療所、介護老人保健施設において実施するものを「医療型」といいます。 
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■居住系サービスの利用実績 

サービス名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 

２年度 

計画値 実績値 実施率 計画値 実績値 実施率 計画値 

自立生活援助 人/月 8 0 0.0 12 3 25.0 16 

共同生活援助 人/月 279 269 96.4 291 276 94.8 303 

施設入所支援 人/月 249 245 98.4 248 234 94.4 246 

 

○自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム、精神科病院から一人暮らしへ移行した人等について、

定期的な訪問等により状況把握を行い、情報提供や助言等の支援を行うサービスです。 

 

○共同生活援助（グループホーム） 

共同生活する住居において、世話人等が必要な支援を行うサービスです。 

 

 

 

■相談支援の利用実績 

サービス名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 

２年度 

計画値 実績値 実施率 計画値 実績値 実施率 計画値 

計画相談支援 人/月 328 402 122.6 341 497 145.7 354 

地域移行支援 人/月 22 12 54.5 23 13 56.5 24 

地域定着支援 人/月 20 22 110.0 20 25 125.0 20 

 

○計画相談支援 

障害福祉サービスの利用に向けた連絡・調整、利用計画の作成、モニタリング等を行うサービス

です。 

 

○地域移行支援 

施設や精神科病院に入所・入院をしている障害のある人に対し、地域生活の準備のための外出

への同行や相談等の支援を行うサービスです。 
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■居住系サービスの見込量 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 人/月 3 3 3 

共同生活援助 人/月 291 299 305 

施設入所支援 人/月 232 230 227 

 

○施設入所支援 

施設に入所する人に、入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

■相談支援の見込量 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 人/月 516 524 531 

地域移行支援 人/月 14 15 15 

地域定着支援 人/月 26 26 27 

 

○地域定着支援 

居宅で一人暮らしをしている障害のある人等に対し、夜間も含む緊急時における連絡、相談等

の支援を行うサービスです。 

 

 
■障害福祉サービス見込量確保のための方策 

各障害福祉サービスの利用量は増加傾向にあり、引き続き、事業所・支援員の数の確保が必要

となります。また、医療的ケアや強度行動障害者支援など、障害特性に応じた専門性の担保や

支援者の質の向上も必要です。 

そのためには、兵庫県福祉人材センターやハローワーク西宮と連携して、障害のある人を支援

する人材の確保に努めるほか、地域自立支援協議会を通じた事業所間の情報共有や連携強化、

研修の実施などにより支援者の質の向上を図ります。 

また、障害福祉サービス事業者に対する定期的な集団指導や実地指導等により、サービスの質

の確保を図ります。 
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５ 地域生活支援事業の実施状況及び見込量 

■地域生活支援事業（必須事業）の実績 

サービス名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 

２年度 

計画値 実績値 実施率 計画値 実績値 実施率 計画値 

理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 - 有 有 - 有 

自発的活動支援事業 有無 有 有 - 有 有 - 有 

相
談
支
援
事
業
等 

障害者相談支援事業 か所 38 38 100.0 40 39 97.5 41 

基幹相談支援センター 有無 有 有 - 有 有 - 有 

市町村相談支援機能強化事業 有無 有 有 - 有 有 - 有 

住宅入居等支援事業※ 有無 無 無 - 無 無 - 無 

障害児等療育支援事業 か所 5 5 100.0 5 5 100.0 5 

成年後見制度利用支援事業 人/年 23 17 73.9 26 21 80.8 29 

成年後見制度法人後見支援事業 有無 有 有 - 有 有 - 有 

意
思
疎
通
支
援
事
業
等 

手話通訳者・要約筆記者

等派遣事業 
人/年 1,878 1,825 97.2 1,972 1,869 94.8 2,071 

手話通訳者設置事業 人 2 2 100.0 2 2 100.0 2 

手話通訳者・要約筆記者 

養成研修事業 
人/年 26 15 57.7 26 17 65.4 26 

盲ろう者向け通訳・介助員 

養成研修事業 
人/年 4 2 50.0 4 1 25.0 4 

盲ろう者向け通訳・介助員 

派遣事業 
人/年 51 47 92.2 51 75 147.1 51 

日常生活用具給付等事業 件/年 8,294 8,578 103.4 8,339 8,687 104.2 8,382 

 介護・訓練支援用具 件/年 35 41 117.1 35 60 171.4 35 

自立生活支援用具 件/年 95 85 89.5 96 80 83.3 96 

在宅療養等支援用具 件/年 98 91 92.9 98 98 100.0 99 

情報・意思疎通支援用具 件/年 104 110 105.8 105 91 86.7 105 

排泄管理支援用具 件/年 7,954 8,247 103.7 7,997 8,349 104.4 8,039 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費助成） 
件/年 8 4 50.0 8 9 112.5 8 

手話奉仕員養成研修事業 人/年 20 20 100.0 20 44 220 20 

移動支援事業 
人/年 779 792 101.7 810 829 102.3 838 

時間/年 170,284 164,783 96.8 176,640 171,857 97.3 182,332 

地域活動支援センター 
か所 15 12 80.0 15 11 73.3 16 

人/年 183 136 74.3 188 146 77.7 193 

※住宅入居等支援事業については、平成 24 年４月の障害者自立支援法の一部改正により創設された地域移行支援・地域

定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるものとされていることから、「無」となっている。 
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■地域生活支援事業（必須事業）の見込量 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 有 

自発的活動支援事業 有無 有 有 有 

相
談
支
援
事
業
等 

障害者相談支援事業 か所 41 42 43 

基幹相談支援センター 有無 有 有 有 

市町村相談支援機能強化事業 有無 有 有 有 

住宅入居等支援事業 有無 無 無 無 

障害児等療育支援事業 か所 5 5  5 

成年後見制度利用支援事業 人/年 25  27  29  

成年後見制度法人後見支援事業 有無 有 有 有 

意
思
疎
通
支
援
事
業
等 

手話通訳者・要約筆記者等派遣

事業 
人/年 1,962  2,060  2,163  

手話通訳者設置事業 人 2  2  2  

手話通訳者・要約筆記者 

養成研修事業 
人/年 26  26  26  

盲ろう者向け通訳・介助員 

養成研修事業 
人/年 2  2  2  

盲ろう者向け通訳・介助員 

派遣事業 
人/年 75  75 75 

日常生活用具給付等事業 件/年 9,112 9,285 9,448 

 介護・訓練支援用具 件/年 62  63  64  

自立生活支援用具 件/年 96  98  99  

在宅療養等支援用具 件/年 115  125  135  

情報・意思疎通支援用具 件/年 122  124  125  

排泄管理支援用具 件/年 8,710  8,868  9,018  

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費助成） 
件/年 7  7  7  

手話奉仕員養成研修事業 人/年 48  48 48 

移動支援事業 
人/年 902  937  973  

時間/年 184,543  190,615  196,693  

地域活動支援センター（市内） 
か所 10  10  10  

人/年 129  130  131  

地域活動支援センター（市外） 
か所 11  11  11  

人/年 24  25  26  

地域生活支援広域調整会議等事業 回 2  2  2  
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○理解促進研修・啓発事業 

障害のある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行う事業

です。 

 

○自発的活動支援事業 

障害のある人や家族、地域住民などが自発的に行う活動（ピアサポート、災害対策、孤立防止

活動、ボランティア活動など）を支援する事業です。 

 

○相談支援事業 

 障害のある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行う事業です。 

障害者相談支援事業 
必要な情報提供や障害福祉サービスの利用支援、権利擁護のために

必要な援助等を行う事業です。 

基幹相談支援センター 

困り事全般について相談に応じる「基本相談支援」、地域生活移行

を促進する「地域相談支援」、障害福祉サービスの利用計画案を

作成する「計画相談支援」を行う事業です。 

市町村相談支援機能強化

事業 

専門的な相談支援に対応できる職員（社会福祉士・保健師・精神

保健福祉士等）を配置する事業です。 

住宅入居等支援事業 
保証人がいない等の理由により、一般住宅への入居が困難な人に

入居に必要な調整等の支援を行う事業です。 

 

○障害児等療育支援事業 

主に障害のある児童や療育機関等に訪問や外来により、療育相談や療育指導を行う事業です。 

 

○成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の申立てに要する経費等を補助する事業です。 

 

○成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見等の業務を行うことができる法人の確保や市民後見人の活動支援など、法人後見実施

のための研修や支援体制の構築等を行う事業です。 
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○意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人の

ために、手話通訳者や要約筆記者の派遣等の支援を行う事業です。 

手話通訳者・要約筆記者

等派遣事業 

聴覚障害や言語・音声機能障害のある人に手話通訳者や要約筆記

者等を派遣する事業です。 

手話通訳者設置事業 市役所の障害福祉課の窓口に手話通訳者を設置する事業です。 

手話通訳者・要約筆記者

養成研修事業 
手話通訳者や要約筆記者の養成研修を行う事業です。 

盲ろう者向け通訳・ 

介助員養成研修事業 

聴覚・視覚の重複障害がある人を支援する通訳・介助者の養成

研修等を行う事業です。 

盲ろう者向け通訳・ 

介助員派遣事業 

聴覚・視覚の重複障害がある人を支援する通訳・介助者を派遣

する事業です。 

 

○日常生活用具給付等事業 

 日常生活上の便宜を図る用具を給付等する事業です。 

介護・訓練支援用具 特殊寝台や特殊マットなど、身体介護を支援する用具 

自立生活支援用具 
入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置など、入浴、調理、

移動などの自立生活を支援するための用具 

在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器や視覚障害者用体温計など、在宅療養生活等を

支援するための用具 

情報・意思疎通支援用具 
点字器や人工喉頭など、障害のある人の情報収集、情報伝達や

意思疎通等を支援するための用具 

排泄管理支援用具 ストマ用装置など、排泄管理を支援する衛生用品 

住宅改修費助成 既存住宅の改修費用の助成 

 

○手話奉仕員養成研修事業 

 研修を通じ、日常会話程度の手話ができる人を養成する事業です。 

 

○移動支援事業 

 屋外での移動が困難な障害のある人について、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の

社会参加を行うために、ガイドヘルパーを派遣する事業です。 

 

○地域活動支援センター 

 障害のある人に創作活動や生産活動等の機会を提供するほか、地域交流を促進する事業です。 

 

○地域生活支援広域調整会議等事業 

 精神障害のある人の地域生活の支援を推進するため、各関係機関が連携できる体制を構築する 

事業です。 
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■地域生活支援事業（任意事業）の実績 

事業名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 

２年度 

計画値 実績値 実施率 計画値 実績値 実施率 計画値 

訪問入浴サービス事業 回/年 1,574 1,053 66.9 1,574 1,137 72.2 1,574 

更生訓練費給付事業 件/年 2,112 1,842 87.2 2,341 2,178 93.0 2,587 

日中一時支援事業 回/年 1,669 1,929 115.6 1,669 1,827 109.5 1,669 

スポーツ・レクリエーション
教室、芸術・文化講座
開催等事業 

回/年 500 412 82.4 500 306 61.2 500 

点字・声の市政ニュース

等発行事業 
部/年 2,250 2,001 88.9 2,250 2,208 98.1 2,250 

自動車運転免許取得・

改造助成事業 
件/年 16 20 125.0 16 12 75.0 16 

 

 

○訪問入浴サービス事業 

身体に障害があり、在宅で入浴が困難な人の居宅を訪問し、入浴器具を備えたサービス車を

巡回派遣し、介助員が入浴サービスを行う事業です。 

 

○更生訓練費給付事業 

 社会復帰の促進を図るために、就労移行支援事業や自立訓練事業を利用している人を対象として

更生訓練費を支給します。 

 

○日中一時支援事業 

 知的障害児・者または身体障害児の介護者が日中一時的に介護できなくなったとき、障害者

支援施設において支援を行います。 

 

○スポーツ・レクリエーション教室、芸術・文化講座開催等事業 

 障害のある人の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、

各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会、文化交流教室等を開催します。 

 

○点字・声の市政ニュース等発行事業 

 文字による情報入手が困難な障害のある人に、点字や音声による市政ニュースなど、地域生活

を送る上で必要度の高い情報を定期的に提供します。 

 

○自動車運転免許取得・改造助成事業 

 身体障害のある人の社会参加を容易にするため、自動車を取得し、改造する必要がある場合に、

改造費を助成します。  
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■地域生活支援事業（任意事業）の見込量 

事業名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問入浴サービス事業 回/年 1,178 1,195 1,211 

更生訓練費給付事業 件/年 2,187 2,219 2,247 

日中一時支援事業 回/年 1,900 1,927 1,952 

スポーツ・レクリエーション教室、

芸術・文化講座開催等事業 
回/年 448 454 460 

点字・声の市政ニュース等 

発行事業 
部/年 2,214 2,246 2,275 

自動車運転免許取得・ 

改造助成事業 
件/年 17 17 17 

 

 

 

■地域生活支援事業見込量確保のための方策 

現在、実施済である事業や計画値が概ね達成できている事業については、引き続き適正な実施

に努めます。 

成年後見制度については、制度の周知を行うとともに、市長申立や費用・報酬の助成制度の

活用により、制度の普及に努めます。 

日常生活用具給付等事業については、給付の対象となる用具及びその対象者等を適宜見直し、

事業の効果的な運用に努めます。  
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６ 障害児支援の実績及び見込量 

■障害児支援の実績 

サービス名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 
２年度 

計画値 実績値 実施率 計画値 実績値 実施率 計画値 

児童発達支援 
人/月 401 504 125.7 423 505 119.4 445 

人日/月 3,866 4,892 126.5 4,078 4,865 119.3 4,290 

放課後等 

デイサービス 

人/月 729 893 122.5 770 986 128.1 810 

人日/月 7,515 10,326 137.4 7,937 11,015 138.8 8,350 

保 育所 等訪 問

支援 

人/月 11 17 154.5 12 45 375.0 12 

人日/月 12 19 158.3 12 68 566.7 13 

医療型 

児童発達支援 

人/月 1 0 0.0 2 0 0.0 2 

人日/月 2 0 0.0 4 0 0.0 4 

居宅訪問型  

児童発達支援 

人/月 1 0 0.0 2 0 0.0 3 

人日/月 2 0 0.0 4 0 0.0 6 

障害児相談支援 人/月 126 152 120.6 133 176 132.3 3 

医療的ケア児等に

関するコーディネ

ーターの配置 

人 0 0 - 0 0 - 1 

 

○児童発達支援 

事業所において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応

訓練等を行う、未就学児を対象としたサービスです。 

 

○放課後等デイサービス 

事業所において、放課後または休日に生活能力の向上のために必要な訓練や、地域社会との

交流を行う、就学している児童を対象としたサービスです。 

 

○保育所等訪問支援 

障害児支援に関する知識と経験のある児童指導員や保育士等が、保育所などを訪問し、児童や

スタッフに対し、児童が集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。 

 

○医療型児童発達支援 

肢体不自由のある児童を対象に、理学療法等の機能訓練や医療的な支援を行うサービスです。 

 

○居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して児童発達支援を提供

するサービスです。 
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■障害児支援の見込量 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 
人/月 591 637 687 

人日/月 5,461 5,613 5,772 

放課後等デイサービス 
人/月 1,244 1,393 1,561 

人日/月 13,530 14,947 16,524 

保育所等訪問支援 
人/月 48 49 51 

人日/月 72 74 76 

医療型児童発達支援 
人/月 0 0 0 

人日/月 0 0 0 

居宅訪問型児童発達支援 
人/月 1 2 2 

人日/月 2 4 4 

障害児相談支援 人/月 187 192 198 

医療的ケア児等に関する 
コーディネーターの配置 

人 0 0 1 

 

○障害児相談支援 

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用に向けた連絡・調整、利用計画の作成、

モニタリング等を行うサービスです。 

 

○医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターとして養成された相談支援専門員等を配置する事業です。 

 

 

 

■障害児支援見込量確保のための方策 

障害児通所支援については、概ね計画値が達成されているため、今後はサービスの質の向上に

努めます。障害児相談支援については、待機者を解消できるよう、相談支援事業所や相談支援

専門員の増加を促し、利用者の拡大ときめ細やかなモニタリングに努めます。 
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■障害児福祉計画にかかる目標 

 

国の指示事項（抜粋） 

障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、利用ニーズを満たせる定量的な目標を

示したうえで、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、

保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等における障害児の

受入れの体制整備を行うものとする。 

 

本市の認定こども園、保育所、地域型保育事業（以下「保育所等」という。）入所児童と留守家庭

児童育成センター利用児童における加配対象児童は増加傾向にあるため、その傾向を踏まえ、

次のとおり見込量を設定し、今後も障害児の希望に沿った利用ができるよう体制整備に努めます。 

 

■障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズを踏まえた必要な見込量 

種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所等 人 215 228 243 

留守家庭児童育成センター 人 106 115 132 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進に向けて 
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第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 

（１）計画の進捗管理 

計画の推進にあたっては、関係機関・団体の代表、事業者、公募市民、学識経験者などで構成

する「障害福祉推進計画策定委員会」において、計画全体の実施状況の点検と進行管理を行います。 

障害当事者やサービス事業者、保健・医療・福祉・就労・教育等の関係機関、行政等で構成された

「地域自立支援協議会」においては、計画を踏まえた協議や、「障害福祉施策推進懇談会」の開催を

通じ、幅広い意見の集約や課題の抽出を行い、その解決に向けた方策の検討をともに進めます。 

行政においても、各分野の進捗状況を定期的に把握するとともに、関係各課の緊密な連携に

努めます。 

 

 

（２）障害のある人の参画 

共生社会の実現にあたっては、障害のある人の意思決定の支援に配慮しつつ、その自己決定

を尊重し、自立と社会参加の実現を図っていくことが不可欠です。本市における障害者支援の

基本的な理念と方向性を定めた本計画の推進においても、障害のある人の参画を保障し、当事者

の視点を計画の推進や進捗管理に反映することが求められます。 

したがって本計画の推進にあたっては、障害のある人が参画する地域自立支援協議会や障害

福祉施策推進懇談会での協議を尊重し、障害のある人のニーズを障害福祉施策に反映します。 

また、障害福祉推進計画策定委員会の委員に、当事者団体、家族会等からの参画を得ることで、

計画の策定及び評価過程に、多様な当事者の視点が反映されるような推進体制の確立に努めます。 

 

 

（３）計画の評価と見直し 

より効果的・効率的な施策の推進と、社会状況の変化や障害のある人の現状に対応した施策

の見直しを行うため、ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の評価と見直しを行います。西宮市、

障害福祉推進計画策定委員会、地域自立支援協議会のそれぞれにおいて、成果目標や障害福祉

サービスの実施状況等の活動指標に基づく進捗状況の評価を行い、目標設定や取り組みの見直し

について検討するものとします。また、数値的な評価だけではなく、計画の理念や、基本的な

考え方についても議論していくものとし、制度や法令の新設・改正に合わせて、計画期間中に

その内容を更新していく必要があれば、検討を行います。 
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２ 計画の推進主体とその役割 

本計画の推進、本計画が目指す将来像の実現に向けては、「西宮市障害を理由とする差別の解消

及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」の施行を踏まえ、西宮市など行政のみ

による各種施策の推進・充実に向けた取り組みだけでなく、市民や地域、サービス事業者、企業、

医療関係者など、様々な主体がそれぞれの立場で果たすべき役割を考え、相互の連携を図りな

がら積極的かつ主体的な取り組みを行うことが望まれます。 

 そのため、それぞれの主体が担うべき機能、果たすべき役割を以下のとおり示します。 

 

（１）行政 

○障害のある人などの生活実態・施策ニーズの把握、地域自立支援協議会等における障害のある

人に対する支援施策の計画的な立案及び推進を図ります。 

○共生社会の実現に向けた社会的障壁の除去・軽減や差別の解消及び障害に関する理解について、

市民や企業等に対して啓発・情報提供を行い、同じ地域の中でともに支えあい、ともに活動

する社会づくりに向けた環境づくりに取り組みます。 

○障害のある人を支える地域福祉活動、ボランティア活動等の育成・支援を行います。 

○障害福祉サービスや地域生活支援事業などの福祉サービスに加え、保健・医療・就労・教育・

都市整備など、障害のある人が安心して暮らせるまちづくりのために必要な関係機関等との

連携の強化に取り組みます。 

 

 

（２）市民・地域社会 

○社会的障壁の除去・軽減や合理的配慮の提供、差別の解消など、共生社会の実現に向けた理念

や考え方に対する理解を主体的に深める取り組みが求められます。 

○障害のある人などの地域生活、就労・就学、多様な活動を通じた社会参加を当たり前のものと

してとらえ、必要な支援や協力を行うことや、それらを可能とする環境づくりが求められます。 

○ボランティア活動や地域活動において、見守り・声かけなど、ふれあい・助けあい・支えあい

による地域福祉が活発に行われることが期待されます。 
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（３）サービス事業者 

○障害のある人の特性やニーズに応じたきめ細かで柔軟なサービスの提供が求められます。 

○障害のある人の権利や自己決定を尊重し、尊厳を守ることに十分に配慮したサービスの提供が

求められます。 

○良質で障害の特性に配慮したサービスが提供されるよう、サービス提供従事者一人ひとりの

資質の向上が期待されます。 

○利用者のニーズに応じた十分なサービス量が確保されるよう、サービス提供基盤の充実が期待

されます。 

 

 

（４）企業・事業者 

○事業主だけでなく、従業員等に対しても差別の解消や合理的配慮の提供等に関する理解を深める

ための啓発・研修等の取り組み、障害のある人に配慮した職場施設・設備の整備が求められます。 

○障害のある人の特性・能力に応じた職種の開拓に努め、雇用機会の拡大を図るとともに、障害者

雇用や合理的配慮に関する企業内の理解促進に取り組み、安定した障害者雇用の環境作りが

求められます。 

○ユニバーサルデザインの考え方など誰もが安心して利用できる良質な製品・サービスの提供が

期待されます。 

○企業市民として、ボランティア活動など地域社会への貢献が期待されます。 

 

 

（５）保健・医療関係機関 

〇高齢化や重度化が進むなかで、障害のある人が地域で暮らし続けていくためには、障害特性等

に配慮した医療の提供が求められます。 
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資 料 
 

資料１ 委員名簿 

 

西宮市障害福祉推進計画策定委員会名簿 

 

区分 所属団体・役職名等 氏 名 備 考 

学
識
経
験
者 

特定非営利法人地域支援センターくまとりロンド・

理事長 
大谷 悟  

学校法人皇學館 皇學館大学・助教 尾﨑 剛志  

特定非営利活動法人おおさか地域生活支援ネット

ワーク 理事長 
北野 誠一 会長 

関
係
団
体 

西宮市民生委員・児童委員会 会長 安東 裕子  

社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 常務理事 清水 明彦  

西宮市障害者就労生活支援センター「アイビー」 

センター長 
関本 幸司  

西宮市地域自立支援協議会 増田 真樹子  

一般社団法人西宮市医師会・監事 西本 洋二  

当
事
者
団
体 

西宮市手をつなぐ育成会 会長 
本田 洋子 

近藤 眞由美 

 

R2.3.31 まで 

西宮市視覚障害者福祉協会・会長 原 啓二郎  

西宮家族会 藤田 敏子  

西宮市聴力言語障害者協会・事務局長 庄司 正  

西宮市肢体障害者協会 会長 室 弘幸  

事
業
者 

特定非営利活動法人ハートフル・事務局長 角野 太一 副会長 

社会福祉法人新生会 理事長 高田 嘉敬  

社会福祉法人阪神福祉事業団 ななくさ育成園 

園長 
西田 充宏  

社会福祉法人一羊会 理事長 三浦 昇  

社会福祉法人甲山福祉センター北山学園 園長 
谷口 健志 

森裏 みな子 

 

R2.3.31 まで 

公
募

市
民 

― 佐藤 哲史  

― 松本 裕幸  

計 20 名 



  92 

資料２ 計画策定過程 

 

実施日 主な内容 

令和元年10月9日 

令和元年度第３回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 

 ・西宮市障害福祉推進計画の進捗状況について 

 ・西宮市障害者等実態調査（アンケート調査）について 

令和元年11月27日 

～ 

12月19日 

西宮市障害者等実態調査（アンケート調査） 

 ・障害福祉施策推進のため、生活状況や福祉サービス等に対する考えや 

利用意向について調査 

令和2年１月17日 

令和元年度第２回 西宮市障害福祉施策推進懇談会 

 ・次期障害福祉推進計画の策定に向けて 

（現行計画の進捗状況について） 

令和2年8月20日 
令和２年度第１回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 

 ・西宮市障害福祉推進計画（骨子案）について 

令和2年10月26日 
令和２年度第１回 西宮市障害福祉施策推進懇談会 

 ・西宮市障害福祉推進計画（骨子案）について 

令和2年11月13日 
令和２年度第２回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 

 ・西宮市障害福祉推進計画（素案）について 

令和2年12月15日 

～ 

令和3年１月20日 

パブリックコメント（意見提出手続） 

 ・西宮市障害福祉推進計画（素案）に対して意見募集 

令和3年2月12日 
令和２年度第３回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 

 ・西宮市障害福祉推進計画（案）について 
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資料３ 運営要綱 

 

西宮市障害福祉推進計画策定委員会運営要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、西宮市附属機関条例（平成１１年西宮市条例第３６号）に規定する西宮市

障害福祉推進計画策定委員会（以下、「策定委員会」という。）の運営について、必要な事項を

定める。 

 

（所掌事務） 

第２条 西宮市附属機関条例の別表の担任事務の欄にある「障害者基本法（昭和４５年法律第８

４号）第１１条第３項の規定に基づく市町村障害者計画及び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（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づく市

町村障害福祉計画の策定に関して必要な事項の調査及び審議」として、次の事務を所掌する。 

（１）計画の進行管理及び次期計画策定のための課題分析に関すること。 

（２）次期計画の策定にあたって、基礎資料の点検、助言を行うこと及び計画の具体的内容を

検討し、市長に意見を具申すること。 

（３）前項の検討にあたっては、国、県の計画やサービス等に関する基準を参酌するほか、西

宮市総合計画をはじめ諸計画と整合することに留意しなければならない。 

 

（運営） 

第３条 前条第２号の検討にあたっては、特別の事項に関する調査審議として、策定委員会に臨

時委員を置くことができる。 

２ 策定委員会は、必要に応じて、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

律第８９条の３に基づき設置されている西宮市地域自立支援協議会の意見を聴くことができる。 

 

（事務局） 

第４条 策定委員会の事務局は別表に掲げる者とし、その庶務は健康福祉局福祉部障害福祉課、

生活支援部生活支援課、保健所健康増進課及び福祉総括室地域共生推進課において処理する。 

 

（雑則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は市長又は策定委員

会が定める。 

 

 

附 則 

  この要綱は、平成２５年１０月１７日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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附 則 

  この要綱は、平成２６年６月１８日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

 

別表 

 

西宮市障害福祉推進計画策定委員会事務局職員名簿  

 

役 職 名 

健康福祉局長 

こども支援局長 

健康福祉局福祉総括室長 

健康福祉局福祉部長 

健康福祉局生活支援部長 

こども支援局子育て事業部長 

こども支援局こども未来部長 

健康福祉局保健所長 

健康福祉局保健所副所長（保健師） 

教育委員会学校教育部長 
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資料４ 用語説明 

 

【あ行】 

●あいサポート運動 

様々な障害の特性や障害のある人への必要な配慮を理解し、障害のある人へのちょっとした

配慮や手助けができる「あいサポーター」を養成します。「あいサポーター」は、障害当事者や

支援者等が講師となり、市民や事業者等に対し、研修を行うことで養成します。 

 

●一般就労 

企業等との間に雇用契約を結び、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法のもとで賃金の

支払を受ける就労形態をいいます。障害者就労施設での就労との対比で使われます。 

 

●医療的ケア 

家族等が日常的に行っているたんの吸引や経管栄養等の医療的な生活援助です。医師による

治療のための医療行為とは区別されます。 

 

●インクルーシブ教育システム 

障害のある人が自身の能力を可能な限り伸ばして、社会参加ができるようになることを目的

とした、障害のある人と障害のない人がともに学ぶ仕組みです。 

 

●エンパワメント 

障害のある人が自身の能力を発揮できるように支援することをいいます。支援者が意思決定

や身の回りのこと全てを介助するのではなく、障害のある人自身の自己選択・自己決定を可能

とし、自分自身の人生の主人公になれるようにという観点から、本人の潜在能力を活用する

ことが重視されます。 

 

【か行】 

●かおテレビ 

視線計測装置。テレビ画面に映る人の顔や模様等に対する子供の視線の動きを測定し、子供

の社会性（人への興味や指差しへの反応等）の成長の目安を知ることができる装置です。 

 

●加配 

保育所等において障害のある子供の保育等のために、保育士等を国が定める基準以上に配置

することです。 

 

●基幹相談支援センター 

地域における相談支援（障害のある人の相談に応じ、様々な支援を行うこと）の中核的な

役割を担う機関です。西宮市における基幹相談支援センターは「障害者総合相談支援センター

にしのみや」といいます。 
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●北山学園 

障害児通所支援、障害児相談支援を行う西宮市の施設です。 

 

●グループホーム（共同生活援助） 

障害のある人などが、世話人等による日常生活上の支援を受けながら、少人数で共同生活を

行う住居です。 

 

●合理的配慮 

障害のある人が、障害のない人と同様に権利が確保され、教育、就労、その他の社会生活に

平等に参加できるよう、障害の状況や程度に応じて必要かつ適切な配慮（変更や調整）を、

過度の負担にならない範囲で行うことをいいます。平成 28年度より施行された障害者差別解消法

では、合理的配慮を提供しないことも差別に当たると規定しています。 

 

●ケアマネジャー 

介護保険のサービスを利用するときに、利用者から相談を受け、利用計画書（ケアプラン）を

作成しサービス提供事業者の手配や予約、連絡調整、利用状況の管理などを行う介護支援専門員

のことです。 

 

●ケースワーカー 

障害福祉に関する相談業務を行う職員です。 

 

●高齢者・障害者虐待防止ネットワーク 

行政、保健、医療、福祉の関係機関や関係者が連携して、高齢者、障害のある人への虐待を

防止するために西宮市が設置しているネットワークです。 

 

●高齢者・障害者権利擁護支援センター 

介護や福祉のサービスを選ぶことや契約することが難しい認知症高齢者や知的・精神に障害

のある人などに対して、成年後見制度利用などの権利擁護に関する相談や支援を実施すること

を目的に西宮市が設置している機関です。 

 

●こども未来センター 

福祉・教育・医療が連携して、様々な悩みや不安のある子供に対し、切れ目のない支援を

行っていくことを目指して設置された西宮市の施設です。18歳までの子供と保護者に対する相談

支援、子供の発達についての診察・リハビリテーション、心身の発達に課題のある未就学児を

対象にした障害児通所支援、長期間学校に登校できない状態にある児童生徒の社会的自立に向けた

支援を行う「あすなろ学級みらい」の設置・運営、障害児相談支援等を実施しています。 
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【さ行】 

●在宅当番医制 

休日または夜間における比較的軽症の救急患者の医療を確保するため、地域の医療機関が

当番制で診療を行う制度のことです。 

 

●児童発達支援センター 

通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うとともに、施設の専門機能を活かし、地域の

障害児やその家族への相談、他の障害児支援施設への援助、助言を合わせて行う地域の中核的な

療育支援施設です。 

 

●社会的障壁 

心身の機能に障害があること自体が問題なのではなく、障害があるために当たり前の生活が

できなくなる社会のあり方が問題であるとする「社会モデル」に基づく用語で、障害がある人

の生活の障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のものを指す言葉です。 

 

●就労アセスメント 

障害者就労生活支援センターや就労移行支援事業所などの支援機関が、障害のある人の一般

就労に向けて、就労や生活に関する能力などをアセスメント（評価）することをいいます。 

 

●就労移行 

障害者就労施設を利用している人が、企業等と雇用契約を結び、働くようになることをいいます。 

 

●障害者あんしん相談窓口 

障害のある人やその家族の地域における生活を支援するため、様々な相談に応じたり、情報

提供などを行う総合的な相談窓口です。市の委託や指定を受けており、市内に複数あります。 

 

●障害者自立支援審査支払等システム 

障害福祉サービス等の報酬の審査支払事務に用いるシステムです。 

 

●障害者就労生活支援センター「アイビー」 

就労を希望する障害のある人に対し、関係機関と連携して、就職の前後において、就労面と

生活面の一体的な支援を実施する、西宮市における支援拠点です。 

 

●障害者総合相談支援センターにしのみや 

障害のある人やその家族等からの相談に応じ、情報提供や様々な支援を行う、西宮市における

基幹相談支援センターです。 
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●障害福祉サービス等支給ガイドライン 

西宮市において、障害福祉サービス等の利用量等の基準を定めたものです。サービスを利用

する人の支援の必要度や公費により利用できるサービスが客観的にわかるよう定めています。 

 

●障害福祉サービス等評価調整会議 

学識経験者等で構成する会議で、障害福祉施策の円滑な運営を目的として西宮市が設置して

います。施策の検証や地域自立支援協議会の運営に対する助言などを主な協議事項としています。 

 

●触法 

  刑法などの法律に触れる行為をすることをいいます。そのような行為をした障害のある人を

触法障害者ということがあります。 

 

●ジョブステーション西宮 

  障害がある人の工賃の増額を目的に、障害者就労施設で作られる物品の販路開拓や企業等

からの外注業務の受託等を行っている、西宮市における障害者就労施設の共同受注窓口です。 

 

●成年後見制度 

認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分なために自分自身の権利を

守ることが困難な人を支援する制度です。その人の意思を尊重した財産管理やサービス利用の

ための契約などをサポートします。 

 

●セルフプラン 

障害福祉サービス等を利用する際に作成するサービス等利用計画案で、相談支援事業所では

なく、利用者本人や保護者等が作成するプランのことをいいます。 

 

●総合福祉センター 

障害のある人の自立と社会参加を支援する拠点として、西宮市が設置している施設です。

相談やスポーツ・レクリエーション、機能回復訓練、文化教養活動などを通じて、障害のある

人の健康づくり、社会参加を図るとともに、ふれあい交流を進めています。センター内には

障害者総合相談支援センターにしのみや、高齢者・障害者権利擁護支援センター、障害者就労

生活支援センター「アイビー」などがあります。 

 

【た行】 

●地域安心ネットワーク 

緊急連絡先やかかりつけ医などの情報を事前に登録しておき、民生委員と市役所の担当部署

（福祉・防災・消防）で共有し、緊急時・災害時に関係機関が連携して、迅速な救援活動を

図る西宮市の制度です。 
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●地域活動支援センター 

障害のある人が通い、創作的活動や生産活動を行う場です。社会との交流を通じ、障害のある人

の自立した地域生活を支援します。 

 

●地域職業体験 

障害者就労施設に通う障害のある人が、西宮市内の企業や個人商店で職業体験をすることで、

就職への自信につなげる取り組みです。 

 

●地域自立支援協議会 

障害のある人の生活を支えるため、地域の福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割

を果たす協議の場として市町村が設置・運営するものです。西宮市においては、障害当事者や

障害者団体、相談支援事業所などのサービス事業者、関係機関等の参加により組織されており、

「障害のある人もない人も 地域で安心して暮らせるまちづくり」を目指して活動しています。 

 

●地域生活定着支援センター 

矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院）に収容されている高齢者や障害者に

対し、矯正施設収容中から矯正施設や保護観察所、福祉関係者などと連携し、社会復帰及び

地域生活を支援することを目的に、兵庫県が設置している機関です。 

 

●地域避難支援制度 

災害発生時に自力での避難ができず、特に支援が必要な障害のある人等が事前に登録しておき、

自治会・自主防災組織など地域の方が連携して支援を行っていく制度です。 

 

●地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営む

ことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活への支援が包括的に

確保される体制と定義されており、市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、

地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要となっています。 

 

●特別支援学校・特別支援学級 

特別支援学校は、望ましい社会参加のための知識、技能及び態度を養うための専門性の高い

教育を行う学校です。「自立活動」など、個々の障害の状態などに応じた教育課程を組むこと

ができるようになっています。 

特別支援学級は、小・中学校内に設置された障害の種別ごとの少人数学級です。特別支援

学校学習指導要領を参考にし、個々の障害の状態などに応じた教育を行います。 

 

●特別支援教育コーディネーター 

学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整役、保護者に対する相談窓口、担任への支援、

校内委員会の運営や推進役といった役割を担う教員のことです。 
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●読話 

聴覚障害のある人等が使うコミュニケーション手段の一つで、相手の口の動きや表情、会話

の前後関係等から内容を類推する方法です。 

 

【は行】 

●発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害

（ＡＤＨＤ）などの脳機能の障害で、その症状が通常低年齢において発現するものとされています。 

（※平成 25 年５月に精神医学の診断基準が改訂され、従来の「広汎性発達障害」「アスペルガー

症候群」などが、自閉症スペクトラム障害となりました。） 

 

●バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを取り除くことをいいます。

段差の解消や手すりの設置といった物理的障壁の除去だけでなく、より広く、すべての人の社会生活

を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁を除去するという意味でも用いられます。 

 

●ＰＤＣＡサイクル 

Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返し、進捗管理や見直しを

行うことです。 

 

●ピアサポート ／ ピアサポーター 

ピアサポート（ピアカウンセリング）とは、障害のある人自身が、他の障害のある人に対し、

自らの体験に基づき、相談に応じたり、社会参加や地域での交流・問題の解決などを支援する活動

のことをいいます。そのサポートを行い相談に応じる人のことをピアサポーターといいます。 

 

●福祉的就労 

障害のある人が就労継続支援事業所などの事業所で、支援を受けながら働くことをいいます。 

 

●福祉的就労支援事業 

障害のある人の自立と社会参加を促進するため、障害者就労施設の共同受注窓口を設置する

事業で、西宮市では「ジョブステーション西宮」に委託しています。 

 

●福祉避難所 

一般の避難所での生活が困難で、特別な配慮を要する障害のある人や高齢者などの災害時

要援護者を受け入れる避難所のことをいいます。 

 

●ペアレント・プログラム 

子育てに難しさを感じる保護者が子供の行動の理解の仕方を学び、楽しく子育てをする自信

をつけることや子育ての仲間をみつけることを目的としたプログラムです。こども未来センター

の初診までの待機期間中の保護者への支援としての役割も果たしています。 
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●補装具 

義足や補聴器、車いすなど、身体機能を補完するための用具です。 

 

●本人中心支援計画 

障害福祉サービス等を利用するために作成する計画（サービス等利用計画）のことです。

西宮市では、本人の思いや希望に基づいたプランを、本人やその家族、相談支援事業所や

その他の関係者で作成します。 

 

【ま行】 

●みやっこファイル 

発達に課題がある等周囲の理解が必要な人のためのファイルで、生育歴や記録等を保護者や学校、

福祉事業所等の関係者が作成し共有することで、適切な一貫した支援に役立てるものです。 

 

●民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、

地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。また、全ての

民生委員は児童福祉法により児童委員を兼ねるため、民生委員・児童委員と呼ばれます。 

 

【や行】 

●ユニバーサルデザイン 

調整をしなくても可能な限りすべての人が利用しやすい製品、サービス、環境などになるよう、

当初から普遍的な機能を組み込んでおくという考え方のことをいいます。 

 

●要約筆記 

聴覚障害者などとのコミュニケーション手段の一つであり、話している内容を要約し、

パソコンや文字で書くことなどにより伝えることをいいます。 

 

【ら行】 

●ライフステージ 

乳児期・幼児期・児童期など、人間の成長を色々な考え方に基づいて分けた、それぞれの

人生の段階のことをいいます。 

 

●留守家庭児童育成センター 

就労等により昼間、家庭に保護者がいない児童に、放課後や夏休み等の長期休業期間中、

適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図るため市が設置している施設です。 

 

  



   

  



   

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宮市障害福祉推進計画 
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西宮市 健康福祉局 福祉部 障害福祉課 

〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 

TEL：0798-35-3147  FAX：0798-35-5300 

E-mail：vo_syofuku@nishi.or.jp 
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