
実施状況

１　利用者本位の生活支援体制の整備

①身近な相談支援体制の構築

相談員の資質の向上を図ります 福祉課 Ａ

・みよし市障がい者自立支援協議会主催で研修会を開
催（月1回程度）。
・毎週、相談支援カンファレンスを開催し、資質向上に
努めている。

みよし市障がい者自立支援協議会主催の研修会、
相談支援カンファレンスについては、今後も継続して
実施予定。

ホームページやe-mail等、インターネットを利用した相談支援体制の充
実、情報提供の強化を図ります。

福祉課 Ａ
ホームページ上に、相談支援事業所の一覧や、各ライ
フステージに応じた相談支援窓口を掲載。

ホームページを見ることのできない人への情報提供
が課題。福祉ガイドブックや地域支援マップを活用
し、充実を図る。

「基幹相談支援センター」の設置を検討します。 福祉課 Ｂ
みよし市ふれあい交流館内に、障がい者と生活困窮者
の生活、就労に関する相談窓口の設置を検討。

相談支援体制における現状と課題を整理した上で、
基幹相談支援センターの機能と役割について検討
する必要がある。

②ケアマネジメントの推進

相談員の資質の向上を図ります。 福祉課 Ａ

・みよし市障がい者自立支援協議会主催で研修会を開
催（月1回程度）。
・毎週、相談支援カンファレンスを開催し、資質向上に
努めている。

みよし市障がい者自立支援協議会主催の研修会、
相談支援カンファレンスについては、今後も継続して
実施予定。

本市職員の専門性を高め、資質の向上を図ります。 福祉課 Ａ
愛知県やみよし市障がい者自立支援協議会、専門職
団体主催の研修会に積極的に参加した。

今後も研修会に参加する予定。

③権利擁護の推進と広報活動の充実

障がい者の権利に関する理解を深めるため、市民への啓発活動を推進し
ます。

福祉課 Ｂ

・広報や民生委員会議において、障がい者の虐待防止
に関する啓発（講演）を実施した。
・福祉フェスタや自立支援協議会主催講演会で、虐待
防止に関するパンフレットを配布した。

障がい者虐待の防止だけでなく、権利擁護に関する
啓発も必要。

福祉課 Ｂ
愛知県司法書士会に依頼し、手をつなぐ親の会会員と
市の相談員を対象にした権利擁護に関する研修を実施
した。

障がい者自身に対しての研修や勉強会を、どのよう
な内容で、どのように実施するか検討が必要。

社会福祉協議会 Ａ
愛知県等が実施した日常生活自立支援事業専門員研
修、権利擁護研修及び成年後見制度利用推進研修を
受講した。

職員間における研修、情報交換会の実施

福祉課 Ａ

・総合福祉フェスタにおいて、障がい者団体や障がい福
祉事業所のブースを用意し、市民との交流の機会を設
けた。
・総合福祉フェスタ第二部として、ふれあいコンサートを
実施した。

総合福祉フェスタにおける交流の機会は、今後も用
意する予定。

社会福祉協議会 Ａ

・ふれあいバードの開催（年1回）
　交流会：H27.6.28、参加者：180名
　作品展示：7.1-7.31：福祉ｾﾝﾀｰひだまり,,ｲｵﾝ三好店
・活き活きスクールの開催（年2回）
　交流、体験活動：H27.8.5/6/26/27、参加者21名
　身だしなみ講座：H28.3.21、参加者12名
・ボランティア講座
　夏休みキッズボランティア講座
　　年2回5日間、参加者19名
　要約筆記ボランティア講座
　　年1回3日間、参加者9名

障がいへの理解を深められるよう内容の検討が必要

実施状況 実施内容 / 未実施の理由
今後の課題、方向性

（具体的施策、具体的内容自体の見直しを含めて）
前年度実施状況
その他特記事項

みよし市障がい者福祉計画進捗状況
【平成２７年度実施分】

Ａ：実施した
Ｂ：一部実施した
Ｃ：検討したが未実施
Ｄ：検討も実施もしていない

見直し検討項目 評価項目

方針
施策の
方向 具体的な施策 担当課

障がい者自身の権利擁護等に関する研修や勉強会を実施します。

障がいへの理解を深めてもらえるよう、地域における交流や教育の場での
交流、または福祉教育を推進します。



障がい者の虐待防止に向けた体制の充実を図ります。 福祉課 Ａ

・市役所福祉課内に障がい者虐待防止センターを設
置。また、市内障がい者相談支援事業所に通報・届け
出受付や相談業務を委託し、対応窓口を整備した。
・障がい者と高齢者の虐待防止対策協議会を一本化
し、虐待防止センターの対応の評価や体制整備に努め
た。

対応職員の資質向上。

④障がい者団体、当事者団体等の活動への支援

福祉課 Ａ

・総合福祉フェスタにおいて、障がい者団体や障がい福
祉事業所のブースを用意し、市民との交流の機会を設
けた。
・市役所内に当事者団体の発行する会報誌を置いた。

今後も継続して実施予定。

社会福祉協議会 Ａ
・社協だより発行（年6回）
【手をつなぐ親の会】
・たんぽぽ通信（年6回）会員向け

引き続き実施する

福祉課 Ａ ・障がい当事者団体の活動に対し、補助金を交付した。
今後も各団体と話し合い、必要に応じて補助金を交
付する予定。

社会福祉協議会 Ａ

【身体障がい者福祉協議会】
・運営助成金交付
・活動支援（事務手続き、会議、関係団体との調整等）
【手をつなぐ親の会】
・運営助成金交付
・活動支援（事務手続き、会議、関係団体との調整等）

引き続き実施する

市と団体等が相互に信頼して、障がい者の福祉の充実に向けてパート
ナーシップに基づく、協働のための基盤づくりとして、意見交換の場の充
実、障がい者団体育成のための啓発活動を推進します。

福祉課 Ｂ
・手をつなく親の会からの依頼を受け、市職員が勉強会
の講師を務めた。

意見交換の場の設定や障がい者団体育成のための
啓発活動を、どのような内容で、どのように実施する
か検討が必要。

⑤ボランティア活動の充実

ボランティア活動に関する啓発を実施します。 社会福祉協議会 Ａ ボランティア通信発行（年4回） 引き続き実施する

ボランティア団体等の活動のPRを支援します。 社会福祉協議会 Ａ ボランティア通信発行（年4回） 引き続き実施する

ボランティア活動の基盤を充実させるため、公共施設等をより利用しやす
いものにすることや、ボランティア活動の広報などに取り組んでいきます。

社会福祉協議会 Ａ

・ボランティアセンター登録者・団体へボランティア室の
開放
・ボランティア活動、ボランティア団体紹介冊子「クロー
バー」の作成及び配付
・ボランティア関係情報誌等の設置場所を統一した

引き続き実施する

障がい者団体等と連携して、ボランティアの活動機会の拡充にも引き続き
取り組んでいきます。

社会福祉協議会 Ａ

【身体障がい者福祉協議会】
・運営助成金交付
・活動支援（事務手続き、会議、関係団体との調整等）
【手をつなぐ親の会】
・運営助成金交付
・活動支援（事務手続き、会議、関係団体との調整等）

引き続き実施する

⑥関係機関・関係団体との連携強化

自立支援協議会を中心として、関係機関との連携を図り、必要に応じて情
報交換や協力体制の充実を図ります。

福祉課 Ａ
自立支援協議会では全体会、運営協議会、連絡会や
各部会等の会議を毎月開催し、情報交換や協力体制
の充実を図った。

自立支援協議会の会議は、今後も継続して開催予
定。

庁内での関係各課との連携を図り、途切れのない支援を進めていきま
す。

福祉課 Ａ

自立支援協議会の児童部会では、健康推進課、子育
て支援課や学校教育課と、就労支援部会では、学校教
育課や職員課との連携を図り、課題の解決に向けて途
切れのない支援を進めている。

自立支援協議会の会議は、今後も継続して開催予
定。

障がい者団体、関係団体のPRを支援します。

団体等活動を支援します。



２　在宅サービスの充実

①在宅介護への支援

新たに市内でサービスを提供する事業者の誘致を進めます。 福祉課 Ａ
市内でサービスを提供しようとする法人（事業者）からの
相談に応じた。

平成２７年度中に、放課後等デイサービス事業所が
３箇所増加。今後の誘致について、どのような内容
で、どのように実施するか検討が必要。

Ｂ

事業者との連携を深め、職員の研修の充実等サービスの質の向上を図り
ます。

福祉課 Ａ
自立支援協議会主催の研修会に市内事業所職員にも
参加してもらい、サービスの質の向上を図った。

自立支援協議会の研修には、今後も継続して参加
してもらう予定。

支給決定における公正、公平性の確保を図ります。 福祉課 Ａ

・自立支援協議会内の相談支援連絡会にて支給量を
確認している。
・相談支援カンファレンスにおいて、サービス等利用計
画案を勘案し、支給決定における公正、公平性の確保
を図っている。

相談支援連絡会での確認、相談支援カンファレンス
での勘案は、今後も継続して実施予定。

②在宅生活支援

障がい者の在宅生活を支援するための日常生活用具や補装具等の給付
を継続して実施します。

福祉課 Ａ
日常生活用具や補装具等の給付は継続して実施して
いる。

今後も継続して実施予定。

新たに市内でサービスを提供する事業者の誘致を進めます。 福祉課 Ａ
市内でサービスを提供しようとする法人（事業者）からの
相談に応じた。

平成２７年度中に、放課後等デイサービス事業所が
３箇所増加。今後の誘致について、どのような内容
で、どのように実施するか検討が必要。

Ｂ

社会福祉協議会との連携を図り、ボランティア団体の活動の活性化、新た
なボランティアの育成を推進します。

福祉課 Ｂ ボランティア連絡協議会に補助金を交付した。
在宅生活支援にあたり、ボランティアを活用できる内
容について検討が必要。

特に、精神障がい者を対象とする通所施設運営事業者の誘致を進めま
す。

福祉課 Ａ

・自立支援協議会内の精神障がい分野検討プロジェク
トにおいて、精神障がい者を対象とする通所施設運営
事業者の誘致を進め、平成２４年６月に市内に通所事
業所が開設された。
・自立支援協議会内に、精神保健福祉部会が設置され
た。

通所施設の増加。
近隣の精神科医療機関との協調。

３　経済的自立への支援

①雇用・就業の促進

民間企業における雇用の促進を図ります。 福祉課 Ａ
自立支援協議会内の就労支援部会に、商工会、工業
経済会に参加していただいている。

今後も継続して参加していただく予定。

障がい者雇用に関する啓発活動を推進します。 福祉課 Ｂ

三好特別支援学校、豊田高等特別支援学校、市内障
がい福祉事業所からの依頼に応じ、市役所内にて障が
い者のインターンシップの機会を設け、ひまわりネット等
を通じて啓発している。

今後も継続して実施予定。

職親制度の推進を図ります。 福祉課 Ｄ
以前、職親制度を利用していた者が高齢化し、制度の
利用継続が困難となった。平成２８年３月時点で、職親
制度を利用している者はいない。

職親制度の必要性を確認し、その状況に応じて検
討していく。

職業能力の向上のために、職業訓練機能の強化を図ります。 福祉課 Ｂ
自立支援協議会内の就労支援部会に、職業訓練機能
を持つハローワーク、就労移行支援事業所や就労継続
支援事業所に参加していただき、連携を図っている。

今後も継続して連携を図る。

福祉的就労の場が充実されるよう積極的に支援していきます。 福祉課 Ａ
市内にある福祉的就労事業所に対し、運営補助金を交
付した。

今後も継続して実施予定。
市単独の事業所補助金の交付を検討。

障がい者の就労に関する実態を把握する取り組みを行います。 福祉課 Ａ
・就労支援事業を実施し、就労講演会を開催した。
・自立支援協議会就労支援部会において、関係機関で
協議し、市内の課題把握に努めた。

障がい者就労事業を軸に、就労（雇用）に関する課
題の確認に努める。

就労している障がい者、あるいは就労を考えている障がい者が情報交換
できる場の設置に取り組みます。

福祉課 Ａ
障がい者就労支援事業を実施し、毎週金曜日、市役所
内相談室で障がい者就労相談を受け付けた。

就労している障がい者の情報交換できる場の設置に
ついては、今後、検討。

就労や定着を支援するために、関係者が情報共有できる取り組みを支援
します。

福祉課 Ａ
自立支援協議会就労支援部会、相談支援連絡会にお
いて、就労や定着支援のため、関係者が情報共有し
た。

今後も就労支援部会、相談支援連絡会にて、情報
共有していく。



②所得の安定

障がい者のための各種手当により安定した所得を保障する取り組みを進
めます。

福祉課 Ａ
障がい者のための各種手当については、法令に基づ
き、継続して実施した。

今後も継続して実施予定。

４　居住系サービスの充実

①施設と地域の連携

新たに市内でサービスを提供する事業者の誘致を進めます。 福祉課 Ａ

・市内でサービスを提供しようとする法人（事業者）から
の相談に応じた。
・市内法人が事業所を開設するための国県補助を申請
した。

平成２８年度に設置できるよう、法人と調整が必要。

施設と地域との連携・交流を充実させ、障がい者の理解促進、障がい者
施設の建設促進へとつながるような取り組みを推進します。

福祉課 Ｂ
市内事業所のイベントに出向き、企画・運営に協力し
た。

今後も継続して協力していく。

地域との連携により、グループホーム等の設置や障がい者の個々のニー
ズに配慮した柔軟な運用形態の実現に取り組んでいきます。

福祉課 Ｄ
グループホーム等の設置について、地域と連携出来な
かった。

グループホーム等の設置を検討している法人と協力
し、地域との連携に努めていく。

②施設から地域への移行の促進

障がい者の地域での生活を支援するためのすき間のないサービス提供体
制の確立を目指します。

福祉課 Ａ
自立支援協議会では全体会、運営協議会、連絡会や
各部会等の会議を毎月開催し、すき間のないサービス
提供体制の確立を図った。

自立支援協議会の会議は、今後も継続して開催予
定。

福祉課 Ａ
障がい者相談支援事業所及び障がい福祉事業所が連
携し、障がい者が地域で暮らすための支援を実施し、
現状の問題点・課題の明確化に取り組んだ。

明確化できた現状の問題点や課題をどのように解決
していくか、検討が必要。

社会福祉協議会 Ａ
障がい福祉サービス「居宅介護事業、移動支援事業、
同行援護事業、相談支援事業」を実施した。

相談支援事業所の運営方法を検討

５　適切な保健・医療サービスの提供

①障がいの早期発見

障がいの早期発見のため、出産や育児に関する意識啓発や乳幼児健診
の受診促進を行います。また、健康診査の充実、訪問指導、健康相談等
の充実に取り組みます。

健康推進課 Ａ

健診の受診勧奨のため個別通知を行い、未受診者に
は電話、訪問、通知等で受診勧奨をしました。また、健
診や相談事業に心理職を配置し、発達等の相談を行っ
た。

引続き、個人通知による受診勧奨を行い、未受診の
理由を把握し受診につなげるよう努める。

健康推進課 Ａ

健診や事後教室では、保健師、心理職等全員でカン
ファレンスを実施し、児の発達の特徴や処遇について
検討した。また、自立支援協議会主催の研修を受講し、
支援方法を学んだ。

カンファレンスの継続と研修に参加し、スタッフの質
の向上に努める。

子育て支援課 Ａ

子育て支援課が主催するこどもの発達や障がいに関す
る研修に保育士が4回参加した。また、障がい者自立支
援協議会が主催する療育研修及び実習に保育士が7
回参加した。

必要に応じて実施していく。

健康推進課 Ａ
1歳６か月児・３歳児健康診査等で、発達障がいの早期
発見、早期発達支援を受けることができるよう専門医療
機関を紹介し、保護者支援を行った。

保護者の不安や育てづらさを受けとめながら、早期
発見、早期治療・療育につなげるよう職員の資質の
向上に努める。

子育て支援課 Ａ
臨床心理士による巡回指導を実施した。
　保育園27回／年、ふたば・ひよこ111回／年
　放課後児童クラブ5回／年

継続して実施していく。

健康推進課 Ａ
３歳児健康診査を保育士に見学いただき、また、保健
師が子育て支援センターのわくわくルーム職員に事業
紹介を行い、未就園児を対象とした事業連携を行った。

未就園児の保護者が気軽に相談できるように、子育
て支援課・子育て支援センター等の関係機関と連携
の強化に努める。

子育て支援課 Ａ

各小学校が主催する幼稚園・保育園・小学校連絡会に
参加して情報伝達（園児の要録）している。
福祉課が主催する自立支援協議会の児童部会に出席
して情報交換を行っている。
ふたば連絡調整会議を開催し、親子通園事業ふたば
の職員と健康推進課の保健師が情報交換を行ってい
る。

継続して実施していく。

当事者、家族、ボランティア団体、地域等と連携して、障がい者が地域で
自立して暮らすモデルケースの実現により、その可能性と現状の問題点・
課題の明確化に取り組んでいきます。

子どもの発達や障がいに関する保護者の支援を充実するため、相談員の
資質向上を図ります。

自閉症児や発達障がい児の早期発見、療育を推進します。また、職員の
資質向上を図り、保護者の相談や支援を充実します。

庁内関係部局との連携を強化し、出生から就学後までの一貫した相談、
支援に取り組みます。



②保健・医療の充実

保健サービスを中心とした市民の健康づくりを進め、健康診査や健康相
談を通じた生活習慣病の予防、疾病の早期発見及び障がいの予防に努
めます。

健康推進課 Ａ

生活習慣を見直し、病気の予防や早期発見、早期治療
のために各種がん検診、39歳以下の若い世代の健診
及び事後教室を実施した。また、精密検査対象者へは
受診勧奨を行った。

がん検診等の受診率が低いため、健診の必要性を
含め周知に努める。

庁内関係部局をはじめ、学校、家庭、医療との連携を強化し、役割分担を
しながら一貫した相談、支援に取り組みます。

健康推進課 Ａ
保護者の承諾を得て、医療機関からの訪問依頼に基づ
き訪問等を行った。

必要時保護者の承諾を得ながら医療機関等の連携
に努める。

身近な場で医療が受けられるように、医療体制の充実に取り組むととも
に、訪問歯科診療等在宅での医療サービスの充実も検討します。

健康推進課 Ａ
往診用器材は豊田加茂歯科医師会が整備し、市は
「歯・口の健康づくり推進事業補助金」の中で補助を行
い、サービスの充実を図った。

引続き、サービスの充実に努める。

地域ごとにリハビリテーション拠点の整備を検討します。 福祉課 Ｄ リハビリテーション拠点の必要性が確認できていない。
リハビリテーション施設の必要性を確認する方法の
検討が必要。

制度に関する情報提供をきめ細かく行っていきます。 健康推進課 Ａ
予防接種法や規則の改正により、接種の種類や方法の
変更については、速やかに市民に周知した。

今後も市民がわかりやすいように周知に努める。。

交通手段の確保については、市内の巡回バスルートの設定や見直しにあ
たって、利用しやすい環境の整備に取り組みます。

企画政策課 Ａ
バスの利用状況を把握するための調査を実施し、今後
の事業運営の方向性を明らかにした。

他市町のコミュニティﾊﾞｽとの接続、運転免許自主返
納者への支援

③心の健康づくりなど精神保健・医療施策の推進

福祉課 Ａ

・福祉課内に２名の精神保健福祉士を配置。精神障が
い者を主対象とする事業所に、障がい者相談支援事業
を委託した。
・自立支援協議会内に精神保健福祉部会を設置し、関
係機関との連携を強化、相談体制の確立を図った。

今後より一層、関係機関との連携を強化し、相談体
制の充実に向けて取り組む。

健康推進課 Ａ
・精神保健で専門性を必要とした相談は、保健所等と連
携する体制をとった。
・自立支援協議会精神保健福祉部会に参加した。

福祉課、相談支援事業所、医療機関との連携の強
化に努める。

Ｂ

福祉課 Ａ
・福祉課内に精神保健福祉士を配置した。
・精神障がい者を主対象とする事業所に、障がい者相
談支援事業を委託した。

今後より一層、関係機関との連携を強化し、相談体
制の充実に向けて取り組む。

健康推進課 Ａ
市民を対象に心の健康づくり講演会（うつ病等の予防、
自殺予防を含む）を行った。

うつ病理解、自殺予防の周知のため講演会の開催
や啓発資材の配布を行った。

6　保育・教育の充実

①療育サービスの充実

健康推進課 Ａ
乳幼児健診、事後教室から親子通園ルームや発達セン
ターへの他機関連携支援については、保健師の訪問・
電話・連絡票での支援の継続を図った。

親子通園ルーム、医療機関や療育機関と連携の強
化に努める。

子育て支援課 Ａ

・福祉課が事務局を担う進路支援検討会に参加し、児
童発達支援事業所よつばからスムーズに地域園に移行
できるよう情報交換を行っている。
・福祉課が主催する自立支援協議会の児童部会に出
席し情報交換を行っている。

継続して実施していく。

親子通園ルーム（ふたば）や短期療育ルーム（ひよこ）を充実していきま
す。

子育て支援課 Ａ

・保健センターの定期健診においてフォローされた児童
とその親を、親子のふれあいを通して成長を促すため、
親子通園事業を明知保育園で実施している。
　ふたば　週１日：1クラス、週2日：2クラス、
　ひよこ　短期週１日クラス

継続して実施していく。

保育所における障がいのある児童の受け入れを推進していきます。 子育て支援課 Ａ
療育手帳を発行された園児、またはその状況と同等に
あると認められる園児を全保育園で受け入れている。

継続して実施していく。

関係機関との連携を強化し、身近な相談体制を充実します。

精神障がいの早期発見のために、相談体制の充実、うつ病対策、心の健
康づくりに取り組んでいきます。

関係機関との連携を強化し、途切れのない支援を推進していきます。



健康推進課 Ａ

乳幼児健診、健診事後教室や発達育児相談に心理職
を配置し、児の発達相談・支援を受けられる体制の充実
に取り組んだ。

庁舎内の関係機関と専門的な相談・支援が受けられ
るよう体制を継続して実施していきます。

子育て支援課 Ａ

・子育て支援課に相談員を配置し、こども相談電話や面
談により子育てをサポートしている。
・児童厚生員からの依頼により相談員が子どもへの対
応方法、保護者への対応について相談を受けている。
・子育て支援センターにおいて、専門知識を有する保
育士が相談を受けている。
・明知保育園内に児童発達支援事業所よつばを設置し
た。

継続して実施していく。

保護者の子どもの発達や障がいに関する理解を深めるための交流を推進
します。

子育て支援課 Ａ
親子通園事業ふたばのカリキュラムの中に保護者相互
の情報交換交流会及び勉強会を組み入れて実施して
いる。

継続して実施していく。

②障がい児教育の充実

関係機関との連携を強化し、途切れのない支援を推進していきます。 学校教育課 Ｂ
・障がい者自立支援協議会への参画。
・特別支援教育連携協議会担当者打合せ会を実施。

・対象となる児童生徒の異校種間の情報の引継ぎを
より円滑にするためのツールの活用を行う。
・関係機関同士の情報交換と連携をより密に行う。

Ａ

職員の資質の向上を図り、特別支援学級での取り組みを充実します。 学校教育課 Ａ
・特別支援学級担当教員等研修会の実施。
・特別支援教育コーディネーター連絡会議の実施。

・教職員の研修においても関係機関の協力を仰ぐこ
とで、教職員の視野を広げるとともに、専門的な指導
の在り方について学ぶ。

本人や家族の選択に応じて、障がいのある児童生徒を普通学級で受け
入れる体制を整えます。

学校教育課 Ａ
・市教育支援委員会の実施。
・市内小中学校の校内教育支援委員会の充実。

・障がいの状態、本人、保護者の教育的ニーズ、専
門的見地からの意見等を踏まえた総合的な観点か
ら、就学先を決定することを徹底する。
・小中学校における障がいのある児童生徒の受け入
れ体制の整備について、引き続き指導・助言をす
る。

障がいのある児童を放課後児童クラブに受け入れるための検討を行いま
す。

子育て支援課 Ａ
放課後児童クラブ指導員からの依頼により心理相談員
が子どものへ対応方法について相談を受けている。

継続して実施していく。

７　文化・スポーツ・レクリエーション　活動の推進

①参加の促進

生涯学習推進課 Ａ

・障がい者優先講座の開催。
身体障がい者を優先とした情報･通信講座を年間6講座
（54回）企画し受講生を募集した結果、5講座（46回）開
講し、延べ642人が受講したが、障がい者の受講はな
かった。

今後も、障がい者を優先とする講座の企画を推進し
ていく。

教育行政課 Ａ
思春期家庭教育講座、家庭教育学級、いきいき子育て
講座等について、希望があれば障がいのある方も参加
できるようにしている。

今後も、今までと同様に障がい者が気軽に参加でき
る講座をPRし、開催していく。

スポーツ課 Ａ カローリング交流会の実施 多くの障がい者にも参加を促す方法を考える。

生涯学習推進課 Ａ
・身体障がい者を優先とした情報･通信講座（年間5講
座、46回）実施の際、講師と補助講師（1人）で対応する
よう、障がい者の受講に配慮した。

今後も、障がい者に配慮した補助講師等の確保をし
ていく。

教育行政課 Ｃ
介護者を必要とする重度の障がい者の参加がないた
め、現状では必要に応じ職員や家族等が可能な範囲
で対応するなどしている。

今後も、職員や家族等が可能な範囲で対応するとと
もに、受講者同士での助け合いなどができるよう啓
発していく。

スポーツ課 Ｂ
介護者が必要となった時に、観客席への誘導など職員
が帯同した。

スポーツイベント開催にかかわるボランティアの募集
を行っているので、その中で障がい者の受け入れを
支援できる人の登録を受け付ける

身近な場所で専門的な相談・支援が受けられるよう体制を検討していきま
す。

障がい者も楽しめる文化、スポーツ、レクリエーション講座を企画、開催し
ます。

障がい者が文化、スポーツ、レクリエーション活動を楽しめるように、介護
者を確保します。



生涯学習推進課 Ｂ
講師について、みよし市市民人材バンクへの登録を奨
励したが、障がい者向けに対応できる講師の登録はな
かった。

今後も、随時ホームページにて情報を提供してい
く。

教育行政課 Ｂ
文化協会をはじめ、様々な団体等に対して補助を行う
など、各団体による指導者等の育成を支援している。

今後も継続して団体等の育成を図っていく。

スポーツ課 Ｂ スポーツイベントボランティアの募集
スポーツイベント開催にかかわるボランティアの募集
を行っているので、その中で障がい者の受け入れを
支援できる人の登録を受け付ける

生涯学習推進課 Ｂ

・みよし市生涯学習情報誌を年3回発行。（秋冬・新春・
春夏）
・障がい者のニーズに対応できる講座の紹介をおこなう
ため、庁舎内調査を行った。

引き続き充実したサービスの提供に努めていくた
め、発行回数に合わせ庁舎内の調査を実施してい
く。

教育行政課 Ｂ
文化協会をはじめ、様々な団体等に対して補助を行う
など、各団体による指導者等の育成を支援している。

今後も継続して団体等の育成を図っていく。

スポーツ課 Ｂ
スポーツアンケートを障害者を含む市民を対象に行っ
た

スポーツイベントに障がい者が参加できるように、ＰＲ
先を関係団体にも拡大する

②受け入れ体制の充実

生涯学習推進課 Ａ
車椅子で講座に参加できる環境的配慮、身障者用トイ
レの設置等受入を支援している。

施設内の案内表示等に配慮し、引き続き障がい者
に配慮したサービスを提供していく。

教育行政課 Ａ
学校改修を行う中で、エレベーターの設置等、施設の
バリアフリーについても対策の強化を行った。

それぞれの施設について、計画に沿った整備の中
で、バリアフリー対策を強化していく。

スポーツ課 Ａ 総合体育館は競技を観戦できるようにバリアフリー化を完了
屋外施設は自由に観戦できるので、今後は移動を
含めて使い勝手の良い施設となるように調査を継続
して修繕を検討する

生涯学習推進課 Ｂ

・障がい者優先講座として一部実施した。
・身体障がい者を優先とした情報･通信講座を年間6講
座（54回）開講し、延べ637人が受講したが、障がい者
の受講はなかった。

障がい者の人が安心して参加できるような優先講座
を企画し、参加を呼びかけるＰＲ活動に努めていく。

教育行政課 Ａ
春の文化展、秋の文化展、公募みよし美術展等におい
て、障がいのある方もない方も同様に参加できるように
している。

今後も継続して障がい者も参加しやすいイベント等
を開催していく。

スポーツ課 Ａ
カローリング交流会の実施
レクリエーションスポーツフェスタの実施

障がい者の人も楽しめるルールを設定する
障がい者向けの種目を設定する

施設のバリアフリー対策を強化します。

障がい者向けの大会または障がい者も参加しやすい大会の開催を積極
的に推進します。

障がい者が文化、スポーツ、レクリエーション活動を行う上で、必要となる
人材（審判員、指導者等）の募集、育成を推進します。

障がい者のニーズに合ったサービスが提供できるように、調査を実施しま
す。



生涯学習推進課 Ｂ

・生涯学習講座募集の際、障がい者優先講座の開講案
内を掲載。
･生涯学習活動への参加の呼びかけ（生涯学習発表
会、作品展示等への参加）

生涯学習活動に、障がい者の人の参加を呼びかけ
るＰＲ活動を推進していく。

教育行政課 Ａ
春の文化展、秋の文化展、公募みよし美術展等におい
て、障がいのある方もない方も同様に参加できるように
している。

今後も継続して障がい者も参加しやすいイベント等
を開催していく。

スポーツ課 Ｂ
愛知県特別支援学校にカローリング交流会等のイベン
トの開催案内を実施

スポーツイベントに障がい者が参加できるように、ＰＲ
先を関係団体にも拡大する

生涯学習推進課 Ｄ
障がい者のみを対象とした講座開催がないため、ボラン
ティアを必要としなかった。

・障がい者優先講座を実施する際、補助講師を配置
するなどして対応していく。
・必要時は、各種ボランティア団体に協力を求め対
応していく。

教育行政課 Ｄ
現在、教育行政課では障がい者の受け入れを支援する
ボランティアに限らず、ボランティアの募集育成事業は
実施していないため。

今後必要に応じて、ボランティアの募集育成につい
て検討していく。

スポーツ課 Ｂ スポーツイベントボランティアの募集
スポーツイベント開催にかかわるボランティアの募集
を行っているので、その中で障がい者の受け入れを
支援できる人の登録を受け付ける。

８　生活環境の整備

①バリアフリー対策の促進

公共施設や道路等の都市基盤施設の新設や改修にあたっては、誰もが
使いやすくなるようバリアフリー対策を充実、強化します。

道路河川課 Ａ
道路新設工事に合わせ段差のない透水性舗装による
歩道の設置を実施した

道路の新設及び新たな歩道設置には、用地取得が
必要であり、関係地権者の理解が必要である。

②交通など移動に対する支援の充実

公共交通機関におけるバリアフリー化の推進を関係機関に引き続き要請
していきます。

企画政策課 Ａ
鉄道駅（三好ケ丘・黒笹）内に多目的ﾄｲﾚ及びエレベー
タ設置済み。

今後も整備に努める。

障がい者の移動や送迎を支援するサービス提供を図る体制を検討しま
す。

福祉課 Ａ
福祉有償運送運営協議会を設置し、障がい者の移動
や送迎を支援する体制を整備している。

今後も整備に努める。

障がい者の外出を支えるボランティアの育成、活用を検討します。 福祉課 Ｂ ボランティア連絡協議会に補助金を交付した。
・障がい福祉サービスで対応している。
・在宅生活支援にあたり、ボランティアを活用できる
内容について検討が必要。

③災害時における支援体制の充実

災害時に、災害要援護者台帳による支援システムが機能するような、地域
で訓練等を実施します。

防災安全課 Ａ

被災時における要配慮者の円滑な避難を想定し、各コ
ミュニティが実施する防災訓練において災害要配慮者
を含めた住民の安否確認訓練を実施した。また、試行
的に市として緑丘コミュニティの訓練に参加し、地域に
おける訓練の充実化に向けた取り組みを行った。

当面、市が地域の防災訓練に参画するなど、安否
確認体制や避難支援体制をさらに具体なものとし、
避難支援訓練の実施など訓練の充実化とともに地
域における共助意識の醸成を図りたい。

災害時の避難場所について、市内特別支援学校を福祉避難場所としま
す。また、その他の障がい福祉事業所が避難場所となるよう推進します。

防災安全課
福祉課

Ａ

平成27年4月策定の「みよし市避難行動要支援者避難
支援計画」（福祉課）において、今後、市として、通常の
避難所での避難生活が困難な要配慮者のための避難
所として福祉避難所を確保する旨の方針を示した。

障がい福祉施設との協定の締結を行う。

平常時における地域との交流を進めるよう啓発を推進します。 防災安全課 Ａ

平成27年5月に取りまとめ自主防災会に配付した「みよ
し市要配慮者支援の手引き」において、信頼関係を築く
ことのの重要性を示し、要配慮者との日頃のコミュニ
ケーションを呼びかけた。

要配慮者本人のプライバシーが守られるよう、情報
管理を適切に行う必要がある。

大会等への障がい者の参加を促進するためのPRを積極的に推進しま
す。

障がい者の受け入れを支援するボランティアの育成を推進します。


