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第５章 千歳市障がい者計画          
 

＜基本目標１＞「差別の解消と権利擁護の推進」 
 

 

 

 
 

 

○ 市ではこれまで、広報ちとせや市のホームページ等を通じて、障がいの特性や障

がいのある人に対する理解の促進に努めてきました。しかしながら、障がい当事

者アンケート調査では、障がいのある人が地域で生活していくために必要なこと

として、「地域の人たちの障がいに対する理解」が最も多くなっており、障がい

のある人に対する理解が十分に進んでいるとは言えない状況にあることがうかが

えます。そのため、広報ちとせや市のホームページの活用はもとより、障がいの

ある人と地域住民が触れ合う機会の創出など、障がいのある人とない人の相互理

解を促進する取組を検討していく必要があります。 

○ 障がいに対する理解を促進するためには、障がいがあっても、それを一つの個性

と捉え、同じ仲間として支援の必要な人を支え合う気持ちを育てることが重要で

す。そのため、幼少期から福祉教育や交流教育により障がいの特性やお互いを理

解し、支え合うことの大切さを学べる環境づくりを目指します。「総合的な学習

の時間」などにおいて、障がいのある人を講師に招いて、障がい特性について学

ぶ取組を推進していく必要があります。 

≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

・障がいのある人が地域で生活していくために必要なこととして、「地域の人た 

ちの障がいに対する理解」（39.6％）が最も多い。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

・障がいのある人に対する理解を深めていただくために、広報ちとせに差別の解

消や虐待の防止に関しての情報などを頻繁に載せて欲しい。 

現状と課題 

基本目標１「差別の解消と権利擁護の推進」 

１ 啓発・理解促進 
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○広報・啓発活動を推進することによって、障がいの特性や障がいのある人に対する

市民の理解を促進し、「障がいのある人もない人もお互いを理解し、支え合う社

会」を目指します。また、広報・啓発は行政だけではなく、障がいのある人や当事

者団体、市民、ボランティア団体、関係機関等、多様な主体の情報発信と連携を深

めながら効果的に推進します。 

【主要施策】 

  

 

◆障がい特性についてのリーフレット等を配布し、理解の促進に努めます。ま

た、障がいのある人やその家族、関係団体などで構成する「千歳市障がい者地

域自立支援協議会」を通じて、障がいなどに対する理解促進に向けた取組を進

めます。 

 

 

◆「千歳学出前講座｣や「広報ちとせ｣、「市のホームページ」など多様な媒体を

活用した広報・啓発活動を推進し、障がいに対する理解促進を図ります。 

 

 

◆小中学校において、視覚障がいの疑似体験や、障がいのある人を講師に招き、

障がいについて学ぶ福祉教育の推進に努めます。 

 

 

◆特別支援学級と通常学級の児童生徒との「交流及び共同学習」を児童生徒の状

況に合わせて、学校行事や教科の時間、居住地校交流などを通じて実施し、相

互理解の促進や社会性の育成を図ります。 

  

取組の方向 

（１）障がい特性に対する理解促進 

（２）広報・啓発活動の充実 

（３）福祉教育の推進 

（４）交流教育の推進 
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○ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「差別解消法」とい

う。）」の趣旨として、障がいを理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない

ことや、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすることが挙げられます。

市では「差別解消法」に基づいて「合理的配慮事例集」を作成・庁内周知を図

り、窓口対応などで障がい特性に応じた適切な配慮を行うよう努めています。 

○ 障がい当事者アンケート調査では、当事者の「差別解消法」の認知度は 13.0％に

とどまっていることから、今後も市民に広く周知・啓発を図る必要があります。 

○ 障がいのある人の権利擁護に関しては、「千歳市障がい者虐待防止センター」や

関係機関等の連携によって、虐待の防止や相談体制の整備に努めました。 

○ 障がいのある人が後見等の申立を行う際に、申立費用の助成や市長申立を行う成

年後見制度利用支援事業を実施しています。 

○ 千歳市社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等を行う日常生活自立支援事業

の活用促進のため、社協広報情報誌等により啓発に努めました。 

○ 千歳市成年後見支援センターを開設し、成年後見制度と一体的な相談体制の整備

を図るとともに、利用者の地域生活を支援するための生活支援員の資質向上に努

めました。 

 

≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

 「差別解消法」の認知度について、「知っている」（13.0％）、「知らない」

（63.4％）となっており、「知っている」割合は、13.0％に留まっている。 

 障がいにより差別や嫌な思いをした経験については、「ある」（16.7％）、「少

しある」（26.0％）、合わせて 42.7％となっている。 

 差別や嫌な思いを経験した場所については「外出先」が 44.0％で最も多く、 

次いで「学校・仕事場」が 36.4％となっている。 

 

現状と課題 

２ 差別の解消及び権利擁護の推進 
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≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

・「差別解消法」が社会的に十分に浸透していない実態があることから、市役所な

ど公共団体、商業施設、障害福祉サービス事業所などで、職員向けの定期的な学

習や実行事例などの研修会の開催が必要。 

 

     

○「差別解消法」のさらなる周知を図るとともに、障がいを理由とする差別解消に向

けた取組を推進します。権利擁護のため、障害者虐待防止法の広報・啓発を進める

ともに、虐待防止及び養護者に対する支援を行っていきます。また、成年後見制度

や日常生活自立支援事業の周知と利用促進を図ります。 

 

【主要施策】 

  

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会内の「差別解消・虐待防止専門部会」にお

いて障がいのある人への差別に関する、情報共有や事例研究を行うとともに、 

不当な差別の解消に努めます。 

◆リーフレット等による「差別解消法」の周知の徹底に努めます。 

◆障がい者支援課内に相談窓口を設置しており、引き続き障がいを理由とする差

別の解消に努めます。 

◆障がいを理由とする差別の解消を推進するため、広く市民に対し「差別解消

法」の周知啓発に努めるとともに、民間事業者などにおける合理的配慮の提供

促進に向けた支援方策を検討します。 

 

 

◆「障害者虐待防止法」及び「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障

がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」の周知に

努め、虐待防止についての啓発を行います。 

取組の方向 

（１）障がいを理由とする差別の解消の推進 

（２）障がいのある人の虐待防止体制の充実・強化 
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◆地域住民や障害福祉サービス事業所、関係機関等の連携により、障がいのある

人への虐待防止に努めるとともに、虐待の早期発見と被害者の一時避難施設や

居場所を確保するなど、虐待防止体制の充実・強化を図ります。 

◆障がい者支援課内に設置している「千歳市障がい者虐待防止センター」におい

て、虐待を受けた障がいのある人の保護を行うため、相談、指導、助言などの

対応に努めます。 

◆「千歳市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議」や「千歳市障がい者地

域自立支援協議会の差別解消・虐待防止専門部会」において、地域住民や障害

福祉サービス事業所、関係機関等との連携により、障がいのある人への虐待防

止に努めるとともに、虐待が生じた場合の早期発見と被害者の一時避難施設や

居場所を確保するなど、虐待防止体制の充実・強化を図ります。 

 

 

◆「差別解消法」の趣旨を踏まえ、外見からは配慮を必要としているか分かりに

くい方の意思表示を支援するため、ヘルプマーク及びヘルプカード＊の普及・

啓発に努めます。 

 

 

 

◆「差別解消法」に基づき作成した「職員対応要領」により、市職員が障がいの

特性や手話の必要性などの理解を深め、窓口等における障がいのある人への配

慮の徹底に努めます。 

◆障がいのある人が参加する会議においては、障がい種別に応じた情報提供やコ

ミュニケーションに配慮するよう徹底します。 

  

                                            
＊ヘルプマーク・ヘルプカード･･･ヘルプマークとは、内部障がいなど外見から分からなくても援助

や配慮を必要としている人が援助を得やすくなることを目的とするマークのことで、

ヘルプカードは障がいのある人などが困ったときに助けを求めるためのものです。 

（３）ヘルプマーク・ヘルプカードの普及・啓発 

（４）市職員に対する障がい者理解の促進 
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◆令和元年度に千歳市社会福祉協議会に委託し設置した千歳市成年後見支援セン

ターにおいて、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な人が、

成年後見制度を適正に利用できるよう支援し、障がいのある人の権利擁護にお

ける体制の充実に努めます。 

 

 

 

◆市と千歳市社会福祉協議会との連携により、千歳市成年後見支援センターの運

営と一体的に日常生活自立支援事業の活用を促進し、日常の金銭管理や財産管

理を行うことにより、自立した地域生活の実現を支援します。また、年々増加

する保健福祉サービス利用に関するニーズに対応するため、生活支援員の確保

などに努めます。 

 

 

 

◆保健福祉サービスに関する市民の苦情を迅速に処理し、違法又は不当な取扱い

を行う事業者に改善を求める「保健福祉オンブズマン制度」を推進し、障害福

祉サービスの質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（５）成年後見制度等の利用促進 

（６）日常生活における自立のための支援 

（７）保健福祉オンブズマン制度の推進 
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＜基本目標２＞「生活支援の充実」 
 

 

 

 

 

 

 

○「千歳市障がい者総合支援センターChip(ちっぷ)」が中心となり、障がいのある

人や家族、介助者が抱える問題等について総合的な相談対応を行っています。 

○障がい当事者アンケート調査では、「相談ごとはだれにするか」という設問に、

「家族や親族」との回答が 74.8％あり、「障がい者総合支援センターなどの相談

支援事業所」との回答割合が 6.0％となっています。相談支援事業所は相談窓口

の中核として多くの人に認知される必要があり、いつでも相談対応してもらえる

という安心感を周知していく必要があります。 

○本市の障害福祉サービス利用者の平成 30年度及び令和元年度の実績をみると、

日中活動系サービスの就労継続支援 B型の利用人数と日数が増加しています。ま

た、障がいのある児童のサービスで放課後等デイサービス＊が大きく伸びていま

す。 

○障がい当事者アンケート調査では、「除雪サービス事業」や「短期入所」など、

現在利用しているサービスの割合に対して今後利用したいサービスが上回ってい

るものもあり、サービスによっては潜在的なニーズもうかがえます。 

○生活支援の課題として、障がいのある人の高齢化に伴い、その介助する家族も高

齢化していることから、障害福祉サービスの充実はもとより、支援する人の相談

等サポートについても充実を図る必要があります。  

                                            
＊放課後等デイサービス…就学中の障がいのある児童に対して、自立した日常生活を営むために必要

な訓練や地域交流の機会の提供など、放課後等の居場所を提供します。 

基本目標２「生活支援の充実」 

現状と課題 

１ 生活支援の充実 
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≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

・「千歳市障がい者総合支援センターChip(ちっぷ)」を「知っている」と回答し

た人は 32.2％、その内、「利用したことがある」と回答した人は 39.1％とな

っている。 

・相談ごとはだれにするかについては、「障がい者総合支援センターなどの相談

支援事業所」の回答割合は全体で 6.0％となっている。 
 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 聴覚障がい者に対する支援として、ろうあ者相談員を配置して欲しい。 

 相談支援体制や移動支援サービスをもっと充実させて欲しい。 

 

 

 

○障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、個々の障がいのあ

る人の状況に応じた日常生活や社会生活を営むための支援が重要となります。そ

のため、障がいのある人のニーズを踏まえて、障害福祉サービスや地域生活支援

事業等の一層の充実を図っていく必要があります。 

○障がいのある人や家族、介助者等が抱える様々な問題を身近な場所で相談できる

よう「千歳市障がい者総合支援センターChip(ちっぷ)」が中心となって関係機関

と連携を図り、情報提供や専門的な助言、他機関との調整等総合的な相談支援体

制づくりを進めます。 

○「千歳市障がい者地域自立支援協議会」を中心に障害福祉サービス事業所等と連

携し、高度・多様化するニーズに対応した障害福祉サービス提供体制の充実を図

ります。 

【主要施策】 

  

 

◆本市における中心的な相談窓口である「千歳市障がい者総合支援センターChip

（ちっぷ）」の相談支援機能の充実・強化を図るとともに、相談支援業務で培

った知識等を千歳市障がい者地域自立支援協議会や様々な場を通して障害福祉

サービス事業所などと共有します。 

取組の方向 

（１）相談支援体制の充実・強化 
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◆サービス等利用計画の対象者拡大や地域相談支援などに対応した相談支援体制

の充実と事業内容の周知に努めます。 

◆障害福祉サービスや医療制度など総合的に相談に応じることができるよう、相

談支援体制の充実・強化を図ります。 

◆地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター＊の設置を

検討し、施設入所者等の地域生活移行に向けた取組など、障がいのある人に対

する支援に欠かせない関係機関とのネットワークづくりの構築に努めます。 

◆障がいのある人や家族からの相談に応じるとともに、関係機関と協力して解決

にあたる身体障害者相談員・知的障害者相談員の技術向上に努めます。 

 

 

 

◆障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害福祉サー

ビスや地域生活支援事業のサービスの提供体制の確保を図るとともに、相談支

援事業所などと連携し、ニーズの把握に努めます。 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会を通じて、障害福祉サービス事業所間の連

携による情報交換や研修会の機会を設け、障害福祉サービスの質の向上に努め

ます。 

◆施設入所者等に対して、施設等から地域生活への移行に関するニーズ調査を行

い、現状の把握をするとともに地域生活の移行を促進します。 

◆創作活動や生産活動、社会との交流を促進することなどを目的に設置している

地域活動支援センターの運営を支援します。 

◆重症心身障がいのある人の社会参加を促進するため、「医療的ケア事業」の在

り方について検討します。 

                                            
＊基幹相談支援センター…基幹相談支援センターとは、地域における障がい者相談支援施設や団体の

中核的な役割を担う機関のことで、障がい者等の相談、情報提供、助言を行

うことに加え、地域の相談支援事業所間の連絡調整や関係機関の連携に関す

る支援を行います。 

（２）障害福祉サービス等の提供体制の確保 
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◆重複障がいのある人のニーズを把握し、適切な障害福祉サービス利用につなげ

るなど総合的な支援をするため、関係機関や障害福祉サービス事業所との連携

体制の確保を図ります。 

 

 

◆40歳から 64歳までの特定疾病＊を持つ人や 65歳以上の要介護認定者で障が

いのある人には介護保険サービスを提供し、介護保険サービスにないサービス

については障害福祉サービスを適切に利用できるよう連携を図ります。 

 

 

 

◆障がいのある人や障害福祉サービス事業所、関係機関等で構成する千歳市障が

い者地域自立支援協議会の活性化を図り、関係団体や事業所間の連携はもとよ

り、様々なネットワークを構築し、障がいのある人への地域生活の支援に努め

ます。 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会において、障がい福祉に関する課題を共有

し、地域の支援体制の整備について協議を行うなど、関係機関との協力・調整

体制の充実・強化を図ります。 

 

 

 

◆身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持し、一定の要件

を満たす人を対象に、市内のバスやタクシー、公衆浴場等で利用できる福祉サ

ービス利用券を交付します。 

◆在宅で常時介護を必要とする重度の障がいのある人に対し、経済的な負担の軽

減を図ることを目的に紙おむつを支給します。 

◆心身の障がいにより、食事を調理することが困難な人に対し、昼食や夕食を配

達します。 

                                            
＊特定疾病…介護保険法に定める筋萎縮性側索硬化症や脳血管疾患などの 16疾病に該当し、一定の

条件を満たすものをいいます。 

（３）介護保険サービスとの連携 

（４）関係機関等との連携体制の強化 

（５）経済的な負担軽減 
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◆重度の障がいがあって常に特別な介護が必要な人などに対し、経済的な援助と

して手当を支給します。 

 

 

 

◆障害年金制度やＮＨＫ受信料減免制度などの各種経済的支援制度における周知

徹底のため、「障がい福祉制度のしおり」や市のホームページ等による周知を

行います。 

 

 

 

◆グループホーム等の新規参入促進のため、千歳市社会福祉施設整備費補助金要

綱による利子補給を行うなど整備費等の一部を補助し、地域における居住の場

の充実に努めます。 

  

（６）情報提供・発信の充実 

（７）障がい者グループホーム等の整備促進 
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○ 障がいの多様化、重度化への対応が課題となっており、保健・医療・リハビリ

テーションの充実が必要となっています。 

○ 生活習慣病は、早期発見することで、糖尿病や心臓疾患等の重症化を予防する

ことができます。健康診査や各種がん検診は障がいの予防という観点からも重

要であり、生活習慣病予防の取組を推進する必要があります。 

○ 障がい当事者アンケート調査では、障がいのある人が地域で生活していくため

に必要なこととして、「医療体制の充実」が 17項目ある設問の中で３番目に多

くなっており、障がいのある人のニーズが高くなっています。 

○ 精神障がいのある人については、入院医療中心の精神科医療から、地域で支え

る環境づくりが課題となっています。そのため、精神障がいのある人が地域に

移行して生活するための障害福祉サービスの整備とともに精神障がいのある人

やその家族を支援する相談体制の充実が必要となります。 

 

≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

 障がいのある人が地域で生活していくために必要なことは、「医療体制の充

実」（20.3％）が 17の設問の中で３番目に多くなっている。 

 現在の生活で困っていることや不安として、「自分の健康や体力に自信がな

いこと」が 38.6％で最も多く、「家族など介助者の健康状態が不安」が

21.3％となっている。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 医療機関内で視覚障がい者にケアできる人材の確保や、専属手話通訳者の設

置を行って欲しい。 

  

現状と課題 

２ 保健・医療の推進 
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○障がいのある人が住み慣れた地域において自立した生活が送れるように保健サー

ビスや医療サービス等の提供体制の促進を図ります。今後、障がいのある人の高

齢化・重度化が進むと考えられるので、障がいのある人の健康保持増進のための

健康づくり施策の充実を進めます。また、入院・入所中の障がいのある人の地域

移行を促進するため、医療機関や障害福祉サービス事業所、行政等関係機関が連

携して対応し、地域で暮らせる環境づくりに努めます。 

【主要施策】 

  

 

◆障がいの特性に配慮した適切な保健・医療サービスが受けられるよう、医療機

関と連携を図り、相談支援事業所における障がい特性に応じた相談対応の充実

を図ります。 

 

 

 

◆身体障害者手帳１、２級及び３級(内部疾患のみ)、療育手帳Ａ判定及び精神障

害者保健福祉手帳１級の人に対する、医療費自己負担額の一部を助成します。 

◆身体に障がいのある人に、障がいの軽減や機能回復を図る手術等の治療に要す

る医療費を助成し、経済的負担を軽減します。 

◆精神障がいのある人に通院医療費を助成し、経済的負担を軽減します。 

 

 

 

◆国民健康保険特定健診・各種がん検診の実施により、障がいの原因となる生活

習慣病などの予防や早期発見に努めるとともに、受診率向上のための継続した

周知・啓発を行います。 

  

取組の方向 

（１）医療機関等との連携による相談支援体制の充実 

（２）医療費の負担軽減 

（３）生活習慣病の予防・早期発見 
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○平成 30年３月に施行した「千歳市手話言語条例」に基づき手話が言語である

との認識の下、安心して共に生きることができるまち千歳を目指し、手話普及

に関する取組を進める必要があります。 

○円滑なコミュニケーションを図ることができるよう手話通訳者や要約筆記者を

派遣するとともに、意思疎通支援体制の充実を図るため手話通訳者、手話奉仕

員、要約筆記者を継続的に養成しています。 

○障がい当事者アンケート調査において、意思疎通支援事業の現在の利用者は２

名と回答がありましたが、今後の利用意向のある人数は 22名となっていま

す。また、点字図書室・録音スタジオの点訳・音訳についても、現在の利用者

は 8名と回答がありましたが、今後の利用意向のある人数は 19名となってい

ます。このように、情報・コミュニケーションに対する潜在的なニーズが高い

ことがうかがえることから、情報・コミュニケーション支援の体制整備を進め

ていく必要があります。 

≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

 意思疎通支援事業、点字図書室・録音スタジオの点訳・音訳では今後の利用 

意向が認められ潜在的なニーズが見込まれる。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 各種イベントにおいて代読・代筆等の人的サービスが少ない。 

 一般的な会議において点字文書や音声コードの利用が少ない。 

 

  

現状と課題 

３ 情報・コミュニケーション支援の充実 
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○手話言語条例の理念を市民や事業者に広げるとともに、手話に関する施策を積

極的に推進し、市民がお互いに支え合い、安心して共に生きることができる地

域社会の実現に努めます。 

○すべての障がいのある人が円滑に情報を取得し、意思表示や意思疎通を行うこ

とができるように、情報提供、意思疎通支援の充実を図ります。また、人材育

成を進めます。 

【主要施策】 

  

 

◆聴覚障がいがあって意思疎通が困難な人に、手話通訳者・要約筆記者＊を派遣

し、円滑なコミュニケーションを支援します。 

◆手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者を継続的に養成し、登録者の拡充を図る

など意思疎通支援体制の充実を図ります。 

◆市が主催する講演会などでは、率先して手話通訳者・要約筆記者を活用すると

ともに、市内で開催される様々なイベント等での利用促進に努めます。 

◆聴覚障がいのある人と聴こえる人とを手話通訳者が「手話」や「文字」と「音

声」を使い通訳する遠隔手話サービスの利用促進に努めます。 

◆障がい特性に応じた意思疎通に対する理解促進を図るため当事者団体等と意見

交換をしながら必要となる施策の在り方を検討します。 

 

 

◆ファクシミリなどの「情報・意思疎通支援用具」の給付等により、障がいのあ

る人の情報環境の充実を図ります。 

◆視覚障がいのある人に配慮し、市役所からの通知文への音声コードの添付に努

めるとともに、点訳・音訳サービス等の情報提供拠点である千歳市総合福祉セ

ンター点字図書室を中心に点訳・音訳図書等の充実を図ります。 

                                            
＊要約筆記………聴覚に障がいのある人のために、話している相手の内容をその場で文字にして伝え

る筆記による通訳のことです。 

取組の方向 

（１）意思疎通支援体制の充実 

（２）情報提供の充実 
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◆印刷物（市広報紙など）、市のホ－ムページ、会議・講演会・選挙等における

配慮など、障がいのある人に対応した情報・サービスのバリアフリー化の推進

に努めます。 

◆障害福祉サービスの概要を記載した「障がい福祉制度のしおり」を作成し、障

がいのある人が必要とするサービスの情報提供に努めます。 

◆声の広報などの配布範囲の拡大やＣＤ化など、効果的な情報提供に努めます。 

◆点字図書室において点訳・音訳図書の貸出等により読書バリアフリーに対応し

ます。 

 

 

◆「千歳市手話言語条例」に基づき、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使

用しやすい環境づくりなど手話の普及推進に努めます。 

◆コミュニケーションとして手話を選択しやすいよう手話通訳派遣事業の周知徹

底を図り、手話通訳者の個人派遣利用を促進します。 

◆聴覚に障がいのある人が参加する事業などに対し、主催者がコミュニケーショ

ン支援に配慮するよう働きかけを行います。 

◆窓口に手話通訳者がいないときや感染症の疑いなどで通訳者を呼べない時など

に対応するととともに、手話を使いやすい環境づくりに資するため、遠隔手話

通訳サービスを実施し、その利用促進に努めます。 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会手話言語条例推進専門部会を通じて、手話

の普及に関する取組を推進します。 

 

 

 

 

  

（３）千歳市手話言語条例に基づく施策の推進 
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＜基本目標３＞「障がい児支援の充実」 
 

 

 

 

 

 

○乳幼児健診の受診率は 95％以上と高水準となっており、さらに未受診者には、

家庭訪問等で発達状況の確認に努めています。発達に遅れが認められる場合は、

電話や家庭訪問、こどもネウボラで相談等を行い、必要に応じて発達相談の紹介

等を行っています。 

○発達障がい児の早期発見と支援のため、５歳児の保護者に対して発達障がいに関

するリーフレットを送付し、希望により５歳児相談を実施しています。このほ

か、子どもの発達の遅れを心配している保護者に対しては、不安が解消できるよ

う悩み相談を実施しています。 

○障がい当事者アンケート調査では、お子さんの発達課題や障がいに気づいたきっ

かけについて、「保護者の気づき」（43.7％）が最も多く、次いで「乳幼児健診や

医療機関による診察・健診」、「こども発達相談室での相談」となっています。こ

のことから、支援の必要な子どもが早期に療育支援を受けることができるよう

に、こども発達相談室と乳幼児健診や訪問指導などの保健事業など、関係機関が

連携した発達障がい等の早期発見の体制を強化していく必要があります。保護者

に対しては、子育てに関する助言や就学に関する学習会などを行っています。ま

た、令和２年度４月に児童発達支援センターを開設し、市内の認定こども園、保

育所、幼稚園等へ職員が出向き、児童への支援や職員への助言を行うことのでき

る体制整備を行っています。 

○市内で重度肢体不自由児者が機能訓練を受けることができる医療機関や訪問看護

ステーションの数は微増であり、今後も関係機関と連携を広げつつ機能訓練を実

施していきます。 

  

現状と課題 

１ 療育等の充実 

基本目標３「障がい児支援の充実」 
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≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

・お子さんの発達課題や障がいに気づいたきっかけについて、「保護者の方を含

む家族の気づき」が 43.7％で最も多く、次いで「総合保健センターでの乳幼

児健診」が 33.2％、「病院などの医療機関による診察・健診」が 32.6％、

「こども発達相談室での相談」が 22.6％となっています。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

・視覚障がい者が利用するヘルパーが少ないので必要な場所に出向くのが困難な

ことが多い。 

 

     

○可能な限り早期に、個々の障がいの程度や状態などに応じた適切な療育に結び付け

るよう、医療機関や認定こども園、保育所、幼稚園等と連携し、乳幼児健診や家庭

訪問などの保健事業を通じた障がいの早期発見と早期療育体制の充実を図ります。 

【主要施策】 

 

 

◆４か月児、１歳６か月児、３歳児健康診査の受診率向上や健診内容の充実に努

め、障がい等の早期発見に努めます。 

◆健康診査などにおいて、障がいや慢性の疾患等の疑いがあると思われる乳幼児

には、その後の相談・面談により専門機関の紹介に努めます。 

◆発達障がいについての知識の啓発や、関係機関と連携した発達障がいの早期発

見体制の強化に向けた取組を推進します。 

◆発達が気になる子どもには、親子の関わり方を中心とした集団指導や個別指導

を実施し、子どもの心身の発達を促す支援と保護者に対する相談支援体制の充

実に努めます。 

  

取組の方向 

（１）乳幼児健診の充実 



 

 

90 

 

 

 

 

◆公認心理師・児童発達相談員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専

門職員が、心身の発達に遅れの見られる乳幼児の保護者と面談し、発達評価や

育児に関する助言、発達を促す親子遊びなどを通じて子どもの発達を支援する

「こども発達相談室」の充実に努めます。 

 

 

 

◆令和２年４月に設置した児童発達支援センターの機能を生かし、相談支援から

通所の利用まで一貫した支援体制の強化を図るとともに、市内の中核的機能と

して、対象児童が所属している集団等を児童発達支援センターの職員が訪問す

ることで、より効率的な療育支援体制の構築と、地域内の連携体制の充実に努

めます。 

 

 

 

◆放課後や夏休みなどの居場所づくりとして「放課後等デイサービス」や通所支

援として「児童発達支援」、保育所等の安定した利用を促進するための「保育

所等訪問支援」などサービス提供体制の確保に努めます。 

 

 

 

◆心身の発達に心配や障がいのある乳幼児とその保護者に対し、発達の相談や子

育て支援、関係機関との連絡調整を行うとともに、障がいの特性や発達課題に

応じた療育指導、保護者への育児支援を行う体制強化を図ります。 

◆発達の遅れや障がいのある乳幼児が、早期から一人ひとりの障がいや発達状況

に応じた療育指導、言語指導、理学・作業療法指導などを受けられるよう、

「千歳市児童発達支援センター」の受入体制の充実・強化に努めます。 

◆多様化する障がいに対応した指導を行う人材を育成するため、各種研修などに

より専門職員の知識や技術の向上を図ります。 

（２）こども発達相談室の充実 

（５）早期療育体制の充実 

（４）障害児通所支援サービス提供体制の確保 

（３）児童発達支援センターによる連携体制の充実 
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◆脳性麻痺等による肢体不自由児者の関節の変形などを予防するため、「千歳市

児童発達支援センター」における理学療法・作業療法＊等による機能訓練の充

実を図るとともに、市内の医療機関や訪問看護ステーション等と連携強化を図

ります。 

  

                                            
＊理学療法・作業療法…理学療法とは、主に手足の曲げ伸ばしといった基礎的な運動機能の改善、及

び寝返りや立ち上がり・歩行といった基本的な動作の改善を目的に行う療法の

ことです。 

作業療法とは、主に食事や更衣・入浴などの日常生活の諸動作や仕事など 

の生活全般にわたる社会的動作能力や社会適応能力の向上を目的に行う療法

です。 

（６）肢体不自由児者の機能訓練の充実 
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○市内の認定こども園や認可保育所および学童クラブでは、障がいや発達に遅れが

ある児童とない児童をともに集団保育することにより、児童の健全な成長発達を

支援してきました。今後もインクルージョン保育＊を推進すると同時に、障がい

のある児童の状況に応じた適切な保育を行う必要があります。 

○小中学校では障がいのある児童生徒の自立と社会参加に向けて、集団生活の中で

友人関係を構築し、切磋琢磨することで児童生徒の社会性を養う特別支援教育を

推進しています。各学校で、障がいのある児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた指導や支援が、長期的な視点に立って一貫して行われるよう、「個別の

教育支援計画」・「個別の指導計画」の作成や活用の推進、特別支援教育コーディ

ネーターの研修などを実施しています。また、特別支援教育支援員や児童生徒ヘ

ルパーを配置し、体制の充実を図っています。今後も個々の障がい状況に合わせ

た支援や指導の充実に向け、教職員の専門性の向上や支援に係る人材育成が必要

です。 

○障がい当事者アンケート調査では、子どもの障がいがあることによって不安を感

じることについて「子の成長や将来に不安がある」（64.3%）が最も多いことか

ら、保護者の不安を軽減するために、乳幼児期からライフステージに応じた切れ

目のない支援を行う必要があります。 

 

 

 

                                            
＊ インクルージョン保育…すべての子どもにはそれぞれ違いがあり、その違いを認め、尊重するこ

とが重要であることから、認定こども園等に通うすべての子どもを包括的に

捉え、差別することなく保育を行うことです。 

２ 保育・教育の推進 

現状と課題 
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≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

 障がいがあることにより、特に不安に感じていることは、「子の成長や将来に

不安がある」（64.3％）、「子の友達づきあい」（54.1％）、「学校の選択や将来 

の進路で困っている」（41.1％）となっています。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 障がいのある子どもたちが周りの協力を得ながら地域で学び、成長できるよう

に、特別支援学級の拡充をして欲しい。 

 登下校時のサポートの充実をして欲しい。 

 養護学校の設置や、幼稚園の障がい児枠の拡充を検討して欲しい。 

 

     

○障がいのある子どもの健全な成長と発達を促進するため、児童発達支援センターが

持つ地域支援の拠点機能を生かして、認定こども園・保育所・幼稚園・学校・医療

機関などの子どもに関わる施設や機関の連携強化を図るとともに、保護者が不安や

悩みを抱くことなく、安心して療育に向き合うことができるよう、幼児期から学齢

期までのライフステージに応じた切れ目のない支援に努めます。 

【主要施策】 

  

 

◆心身に障がいがあり、教育・保育を必要とする幼児について、個々の発達に応

じて健常児とともに集団生活を行うことにより、自立と健全な成長・発達を促

す「障がい児教育・保育事業」体制の充実を図ります。 

 

 

 

◆障がいのある乳幼児を受入れている幼稚園の運営を支援し、受入幼稚園の確保

に努めるなど、幼児期からの特別支援教育の促進を図ります。 

 

（１）障がい児教育・保育事業の充実 

（２）幼稚園における特別支援教育の促進 

取組の方向 
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◆障がいの有無によって分け隔てられることがないよう、障がいのある児童の個

性を尊重しながらインクルージョン保育の充実を図るため、本市の療育機能を

最大限活用しながら、教育・保育施設での受入れの円滑化と発達障がいの早期

発見・早期対応に向けた取組を実施します。 

◆発達障がい等に関する知識を有する専門員が、認定こども園、保育所や幼稚園

などを訪問して療育を提供するほか、各施設を巡回して発達障がいの早期発

見・早期対応に向けた取組を展開することで、教育・保育施設等での障がいの

ある児童の受入れを促進します。 

 

 

 

◆発達に課題のある児童を対象に、乳幼児期には「こどもの発達と支援の記録」

ファイルを作成し、その活用について保護者や関係機関への周知を図ります。 

◆小中学校においても、保護者同意のもと、乳幼児期の支援ファイルを引き継

ぎ、これを「個別の教育支援計画」に位置付けて、児童生徒一人ひとりのニー

ズに応じた一貫性のある教育的支援に役立てます。 

 

 

 

◆ センター校（北進小中学校）以外の学校の特別支援学級については、児童生徒

が地域とのつながりを持ちながら教育を受けられるよう体制整備に努めます。 

◆ 各学校で、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援が、長期的な視点に

立って一貫して行われるよう、「個別の教育支援計画」・「個別の指導計画」の

作成や活用を推進します。 

◆ 各学校で、特別支援教育コーディネーターを中心に校内支援体制の充実が図ら

れるよう教職員の専門性の向上のための研修等を実施します。 

◆ 小中学校に特別支援教育支援員や児童生徒ヘルパーを配置して、通常学級や特

別支援学級に在籍する障がいのある児童生徒の学校生活を支援していきます。 

（３）インクルージョン保育体制の充実 

（４）個別の教育支援計画の活用 

（５）特別支援教育体制の充実 
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◆ 特別支援学級では、校内や他校との「交流及び共同学習」を実施し、様々な交

流教育を推進します。 

◆ 通常学級に在籍する言語や発達に軽度の障がいのある児童に対して、通級指導

教室での指導を実施します。 

◆ 特別支援学校の「パートナー・ティーチャー派遣事業」や特別支援教育専門家

チームの巡回相談等専門機関を活用し児童生徒への指導の充実を図ります。 

 

 

 

◆特別支援学校や特別支援学級の児童生徒の就学に係る保護者の経済的な負担を

軽減し、障がいに配慮した適切な教育を受ける機会の確保を図ります。 

◆特別支援学級に就学する児童生徒の通学支援と安全確保のため、登下校時のス

クールバスの運行を継続します。 

 

 

 

◆市内 17か所の学童クラブで受入れを行うほか、令和 4年度の北陽小学校分離

校新設に併せて新たに学童クラブを整備し、受入体制の充実を図ります。 

◆令和３年度から運営の一部を民間事業所に委託し、各種研修を通じた職員の専

門性の向上を図るとともに、「こども相談みにくる」の巡回支援の活用や、学

校等関係機関との連携を強化します。 

 

 

 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会が中心となって公共職業安定所などの関係

機関と連携し、就労につなげるための支援の充実を図ります。 

◆北海道千歳高等支援学校において、就学指導や巡回相談、就労支援などについ

て連携を図ります。 

◆支援を必要とする子どもが学校を卒業した後も地域で安心して生活できるよう

に障害福祉サービスの利用につなげるなど、相談支援体制の充実を図ります。 

  

（６）特別支援学校等への就学支援 

（７）学童クラブの充実・拡充 

（８）学校卒業後の支援 
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＜基本目標４＞「自立と社会参加の促進」 
 

 

 

 
 

 

○障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには、就労が大きな課題となり

ます。 

○本市においては、障がいのある人の個々の状態や適性に合わせて、一般就労に向

けた就労移行支援、一般就労が困難な障がいのある人については就労継続支援等

の就労支援サービスを提供しています。就労継続支援 A型・B型については、事

業所の増加に伴い、計画した人数や時間に対して大きく増加してきており、就労

環境が整いつつあります。しかしながら、一般就労に向けた就労移行支援につい

ては計画値を下回っており、実態把握と改善が必要と考えられます。 

○障がい当事者アンケート調査では、一般就労するために必要な支援として、「障

がいの特性に合った職業・雇用の拡大」、「仕事探しから就労までの総合的な相談

支援」、「就労後の本人に対するサポートの充実」が多くなっており、職場環境や

就労への相談、サポートなどの課題があることがうかがえます。 

○企業等民間事業所アンケート調査では、障がいのある人を雇用するに当たっての

課題として、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多く、障がいのある人がど

のような仕事ができるかわからないという状況にあることがうかがえます。ま

た、障がいのある人の雇用を促進するために必要な施策としては、「外部の支援

機関の助言・援助等の支援」、「雇用事例や障がい特性・雇用管理上の留意点に関

する情報提供」、「職場内での人的支援体制の助成の充実」が求められています。 

○障がいのある人の雇用促進のために、労働・福祉・教育等の関係機関がそれぞれ

の立場から支援を行っていますが、より効果的な支援体制を構築するため関係機

関のさらなる連携を図る必要があります。 

  

現状と課題 

１ 雇用・就労の推進 

基本目標４「自立と社会参加の促進」 
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≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

 障がいのある人が一般就労するために必要な支援として、「障がいの特性に合

った職業・雇用の拡大」（40.8％）が最も多く、「仕事探しから就労までの総

合的な相談支援」（37.5％）と続いています。 

 農福連携については、「農福連携について知らなく、今後農作業等に取り組む

つもりはない」（48.1％）と半数を占めますが、「取り組んでいる」と「取り

組んでみたい」を合わせた「取組意向」は 23.7％になっています。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 視覚障がいのある人に対する就労・就職の場が少ない。 

 千歳市で障がい者を採用・または今後採用を予定している企業に対して、障

がい者の合理的配慮についての講演を実施して欲しい。 

     

 

○千歳市障がい者就労支援事業により設置している「就労推進室やませみ」と公共

職業安定所等関係機関が連携し、企業開拓、職場訓練、就労中の相談、就労定着

支援等、障がいのある人の就労支援体制の充実・強化を図ります。 

○企業の障がい者雇用の受入れを増やすために、障がいの特性や雇用の制度や補 

助等の情報提供を関係機関と連携して実施します。 

【主要施策】 

  

 

◆企業セミナーや企業訪問等により、障がい者雇用に関する理解の促進に努めま

す。 

 

 

 

◆障がいのある人が、病状や障がいの特性に配慮して働くことができる就労移行

支援事業所や就労継続支援事業所の確保に努めます。 

取組の方向 

（１）企業等に対する理解の促進 

（２）福祉的就労の支援 
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◆「就労推進室やませみ」が中心となって関係機関との連携調整、企業等におけ

る障がい者雇用の実態把握及び雇用促進の啓発活動、就労や職場定着に向けた

支援などを促進します。 

 

 

 

◆「障害者の雇用の促進等に関する法律」を遵守するとともに、障がいのある人

の雇用の拡大に率先して努めます。 

 

 

 

◆「障がい者就労支援事業」により、公共職業安定所や障害福祉サービス事業

所、北海道千歳高等支援学校等との連携を強化し、働く意欲の高い障がいのあ

る人に対して、多様な就労先の開拓・拡充を図るとともに、ジョブコーチ＊な

どによる支援を促進し、障がいのある人の職場定着に努めます。 

 

 

 

◆北海道千歳高等支援学校の生徒を職場実習生として受入れ、就労体験の機会を

設けるとともに、市内企業等への就労に向けた支援を行います。 

 

 

 

◆介護職員初任者研修など就労のために必要な資格の取得や、職業能力向上の研

修等に要する受講料の一部を助成します。 

                                            
＊ ジョブコーチ…障がいのある人が円滑に就労できるよう支援するスタッフのことです。障がいの

ある人と一緒に職場に入り、職務遂行上の指導や支援、障がいのある人と事業者間と

の様々な調整を行います。 

（３）就労先の拡充と職場定着の促進 

（４）市職員としての雇用の拡大 

（５）一般就労の促進 

（６）訓練・就労体験の支援 

（７）資格取得費用の負担軽減 
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◆市が定める「障害者施設等からの物品等の優先調達方針」に基づき、地域生活

支援センターや就労継続支援事業所等で製作した物品等の購入や役務の提供に

ついて、庁内各部局が優先的に調達します。 

 

 

 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会を中心に、雇用・就労の促進と安定雇用に

向けて、公共職業安定所や「就労推進室やませみ」、企業、障害福祉サービス

事業所、学校などの連携とネットワークの充実・強化を図ります。 

 

 

 

◆就労支援の充実策として農福連携に取り組み、千歳市障がい者地域自立支援協

議会等で農業者との情報共有や研修などを実施することにより相互理解を図

り、就労機会の確保に努めます。 

◆重度の障がいのある人などに対する就労支援策について検討を進めます。 

  

（８）障害者施設等からの物品等の優先調達の推進 

（９）関係機関の連携とネットワークの充実・強化 

（10）多様な就労機会の確保 
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○国においては、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく

活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合い

ながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目標として掲げています。

本市においては、ノーマライゼーションの考え方を踏まえて、障がいのある人も

ない人も、共に地域で学び、生活し、様々な活動を当たり前に行う“共に生きる”

社会づくりを目指しています。 

○地域の団体やボランティア等の活動を支援し、障がいのある人もない人もお互い

を理解するきっかけづくりとして、「ふれあい広場事業(ユニバーサルマナー検

定)」を実施しています。 

○障がい当事者アンケート調査では、「地域における共生」が、どの程度進んでい

るかについて「わからない」が 50.3％、「あまり進んでいない」「進んでいな

い」の合計が 29.1％となっており、「かなり進んでいる」「進んでいる」を合わ

せた合計は 12.2％と低い結果になっています。 

○このため、「地域における共生」の意義の周知と障がい者の地域との交流機会の

創出を進めていく必要があります。 

 

≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

 「地域における共生」が、どの程度進んでいるかについて「わからない」

（50.3％）、「あまり進んでいない」「進んでいない」（29.1％）、「かなり進

んでいる」「進んでいる」（12.2％）という結果になっています。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 障がいのある人が参加できる絵画教室、スポーツ教室等を増やして欲しい。 

 障がいのある人がイベントに参加しやすい環境の整備（バリアフリー化な

ど）が必要だと思う。 

 

現状と課題 

２ 地域共生の推進 
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○ 障がいのある人もない人も、共に地域で学び、生活し、様々な活動を当たり前

に行う“共に生きる”社会づくりを目指します。 

○ 地域での様々な活動を活性化し、障がいについての理解を深めるための相互交

流や人材育成を進め、障がいのある人の社会参加の促進に努めます。 

○ スポーツ・レクリエーション活動や文化芸術活動などの多様な活動への参加を

促し、障がいのある人の一層の社会参加を促進します。 

 

【主要施策】 

  

 

◆行政、各関連団体、保健、医療、福祉等様々な主体が参画する「千歳市障がい

者地域自立支援協議会」において、障がいのある人の地域移行を可能とする地

域環境づくりを引き続き進めていきます。 

 

 

◆千歳市社会福祉協議会が行う「ふれあい広場事業(ユニバーサルマナー検定)」

への支援を継続するなど、障がいのある人とない人がふれあうきっかけづくり

に努め、相互理解を促進します。 

 

 

◆点訳・音訳サービス等を行うボランティア人材を養成します。 

◆千歳市社会福祉協議会が行っているボランティアセンターの運営及びボランテ

ィア活動普及事業を支援し、インフォーマルサービスの担い手としてのボラン

ティアの人材養成を促進します。 

 

 

◆障がいのある人の地域との交流等を促進するため、障がい当事者団体の主体的

な活動を支援します。 

取組の方向 

（１）地域生活への移行推進 

（２）相互交流の促進 

（３）ボランティアの人材養成 

（４）当事者団体への活動支援 
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◆スポーツやレクリエーションなどの余暇活動に対して、活動の場・機会の提供

などの支援に努めます。 

  

◆当事者団体へのスポーツやレクリエーションの活動の場・機会の提供を継続す

るとともに、障がいのある人も参加できる事業の普及に努めます。 

◆障がいのある人も参加できるニュースポーツの普及などを支援していきます。 

 

 

◆障がいのある人に対して文化・芸術活動などの生涯学習への参加を促進してい

きます。 

 

 

◆一人で移動が困難な障がいのある人に対して、移動支援や同行援護等により外

出や移動に必要な支援を行います。 

◆車いすなどを常時必要とする身体に障がいのある人の社会参加を支援するた

め、専用車両を使用して外出や移動の支援を行います。 

◆当事者団体等が研修やレクリエーションなどを行う際の移動を福祉バスの運行

により支援します。 

 

 

◆バスやタクシー等に利用できる福祉サービス利用券を交付し、外出を促進しま

す。 

◆地域活動支援センターなどに通所する場合、公共交通機関の交通費を助成し、

精神障がいのある人の日中活動を促進します。 

 

 

◆自動車運転免許の取得に必要な費用を助成し、障がいのある人の自立した生活

や社会参加を促進します。 

◆身体に障がいのある人が就労等で自動車を取得する場合、その自動車の改造に

要する費用を助成します。 

（５）スポーツ・レクリエーション活動の支援 

（６）文化・芸術活動の支援 

（８）交通費の負担軽減 

（９）免許取得費用等の負担軽減 

（７）外出や移動の支援 
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＜基本目標５＞「安全・安心で暮らしやすいまちづくり」 
 

 

 

 

 

 

○障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるように、道路や施設のバリアフリ

ー化や外出や移動の支援を行うとともに、手すりの設置や段差解消などのバリア

フリー化にかかる住宅改修費の一部を助成しています。 

○障がい当事者アンケート調査では、障がいのある人が地域で生活していくために

必要なことは、「道路・交通・建物のバリアフリー化」が 17の設問中５番目と上

位に入っています。公共施設等のバリアフリー化は進んでいますが、さらなるバ

リアフリー化が求められています。 

≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

 障がいのある人が地域で生活していくために必要なこととして、「道路・交

通・建物のバリアフリー化」が 17の設問中５番目に回答割合が高くなって

います。 
 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 低床バスの導入、増車を検討して欲しい。 

 千歳市内を散策する際、トイレの数や場所、障がい者用トイレの有無、障がい

者割引の使用可否など、一つ一つ確認しないとわからないため不便。 

 障がい者の転倒を防止するため、整備されていないデコボコしている歩道や、

点字ブロックが剝がれたまま放置されている歩道を整備して欲しい。 

  

基本目標５「安全・安心で暮らしやすいまちづくり」 

現状と課題 

１ 生活環境の整備充実 
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○障がいの有無にかかわらず、市民の誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン＊

の視点から居住環境や生活環境をより良くすることで、快適に過ごすことができ

るまちづくりを目指します。 

【主要施策】 

  

 

◆障がいのある人の多様なニーズに対応し、住み慣れた住宅で生活を続けること

ができるよう、手すりの設置や段差の解消などバリアフリー化に必要な費用の

一部助成を継続していきます。 

◆障がいのある人が利用しやすい住宅の普及促進を図るため、バリアフリー化な

どに関する相談や情報提供に努めます。 

 

 

◆既存施設の更新時には、障がいのある人に配慮した施設・設備の改修に努めま

す。 

◆障がい者用トイレやオストメイト対応トイレの整備、障がい者用駐車スペース

の確保など、障がいのある人が利用しやすい施設整備を推進します。 

 

 

◆ＪＲ駅や公共施設、商業施設、高齢者や障がい者などが利用する保健・医療・

福祉施設などが集まった地区において、安全で移動しやすい道路環境を維持す

るため、歩道のバリアフリー化を推進するとともに、千歳駅周辺交通バリアフ

リー基本構想の見直しを行います。 

◆違法な駐車や駐輪、歩道上の不法占拠物や広告物の解消に向けた啓発・指導に

努め、視覚障がいのある人や車いす等を利用している人などが、安全に歩道を

通行できる環境整備に努めます。 

                                            
＊ユニバーサルデザイン…障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しや

すいよう誰でも使いやすいように設計（デザイン）された製品や空間の

ことを表します。 

取組の方向 

（１）住まいのバリアフリー化の推進 

（２）公共施設等のバリアフリー化の推進 

（３）道路・公共交通機関のバリアフリー化の推進 
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◆公園出入口等の段差の解消や多目的トイレの設置など、必要に応じて整備する

こととし、障がいのある人も快適に利用できる公園緑地づくりを推進します。 

  

（４）公園緑地のバリアフリー化の推進 
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○災害時に自ら避難することが困難であり、支援が必要な人の名簿である「避難行

動要支援者名簿」を定期的に更新し、避難行動要支援者の的確な把握に努めてき

ました。障がい当事者アンケート調査では、災害時に一人で避難「できない」と

答えた人が約４割いることから、関係団体や地域住民との連携による円滑な避難

支援体制が課題となります。 

○サービス提供事業所アンケートでは、事業所の防犯対策について、「不審者等の

防犯について利用者に注意喚起している」（57.5％）、「出入口を施錠している」

（45.0％）、「巡回による利用者の安否確認をしている」（22.5％）、となってお

り、事業所はそれぞれ、何らかの防犯対策を取っていることがわかりました。利

用者、家族、事業所、地域住民、警察等が連携して、障がいのある人が犯罪の被

害者にならないように防犯対策を講じていく必要があります。 

○新型コロナウイルス等の感染症の対策として、各関係施設において、日頃から職

員や利用者の体調把握に努めるなど、感染拡大防止策を実施する必要がありま

す。 

≪障がい当事者アンケート結果から≫ 

・災害が発生したとき、一人で避難できるかについて、「できない」40.4％、「わ

からない」が 20.3％となっている。避難所について、「知らない」と回答した

人は 31.7％となっている。 

・自宅にいる時に災害が発生した場合に希望する防災情報の入手方法は「ラジ

オ・テレビ」（29.4％）に次いで、「直接の声かけ」が 27.8％と高い割合と

なっている。 

  

現状と課題 

２ 防災・防犯・感染症対策の推進 
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≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 災害時におけるネットワークの構築及び周知をお願いしたい。 

 防災無線の活用をもっと活発に行って欲しい。 

 防災時の情報発信に文字情報も積極的に取り入れられる工夫が欲しい。 

 

 

○障がいのある人が地域で安全・安心な環境の中で生活できるように、防災・防犯

対策を推進します。特に、防災対策では、「避難行動要支援者名簿」を作成し、

災害時の避難支援体制の充実を図ります。 

○冬期間の除雪作業やひとり暮らし見守り活動等安全・安心につながる支援を継続

して実施していきます。 

【主要施策】 

  

 

◆「避難行動要支援者名簿」を年２回更新し、平常時の見守りや防災訓練の時に

名簿情報を活用し、円滑な避難支援体制を図ります。 

◆「避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）」に基づき、町内会、民生委

員児童委員等との連携を強化し、一人ひとりの避難行動要支援者を支援するた

めの個別プランを作成するなど、避難行動要支援者の避難の支援体制の充実に

努めます。 

◆地域防災計画の推進を図るため、千歳学出前講座などにより積極的な啓発に努

めます。 

◆指定避難所に配備している「要配慮者カード」＊の周知を図り、避難所におけ

る支援体制の充実に努めます。また、避難後、指定避難所の生活が困難な要配

慮者のため、福祉避難所の設置・運営について障がい当事者団体等に意見を聞

きながら、あり方などについて検討を深めます。 

                                            
＊要配慮者カード…避難所生活において要配慮者（障がいのある人など）が周囲の避難者に対して支

援して欲しいこと、知っておいて欲しいことを情報発信するカードのことです。 

取組の方向 

（１）防災・減災体制の強化 
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◆聴覚障がい（２～４級）、視覚障がい（１～４級）のある人が在宅する世帯に

防災行政無線の戸別受信機を配備し、災害時における情報提供手段の多重化に

努めます。 

 

 

 

◆日常生活上、注意を要する状態にあるひとり暮らしの障がい者や障がい者のみ

の世帯等に対し、急病や事故などの緊急時の対応を図るため、継続した緊急通

報システムサービスの提供を行います。 

◆札幌圏での消防通報の共同運用が令和７年から開始されることに伴い、今後の

運用方法についての検討が必要であることから、光回線や携帯電話に対応した

サービスの拡大を含めた検討を行います。 

 

 

◆冬期間において、自宅の玄関前から道路までを除雪し、緊急時の避難通路を確

保します。 

 

 

 

◆一人世帯で障害福祉サービス等を利用していない人の現況を把握するととも

に、「障がい福祉制度のしおり」を活用したサービス等の利用案内や民生委員

児童委員と協力した見守り活動を推進します。 

 

 

 

◆悪質商法等の被害防止のため、関係機関との連携による啓発や相談体制の充実

を図るとともに、障がいのある人が消費者被害に巻き込まれないための取組を

促進します。 

  

（２）緊急時における連絡手段の確保 

（３）避難通路の確保 

（４）ひとり暮らし見守り活動の充実 

（５）消費者被害の防止 
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◆新型インフルエンザ等の感染症拡大を防止するため、障がい者や障がい者施設

等に対して、日ごろから手洗いや消毒等の日常生活で行うことのできる感染症

対策の啓発や情報発信に努めます。 

◆障がい者施設等において新型コロナウイルス感染症対策として、衛生用品の備

蓄や感染症の専門家を障がい者施設等に派遣し、感染症予防についての助言等

の支援に努めます。  

（6）感染症対策の推進 


