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　本市では平成２８年度に『第２期常陸大宮市障害者計画』、

平成３０年度には『第５期常陸大宮市障害福祉計画』および

『第１期常陸大宮市障害児福祉計画』を策定し、「だれもがい

きいきと暮らせるまちづくり」を基本理念として、各種障が

い者施策に取り組んできました。

　その間、障害者差別解消法や成年後見制度の利用の促進に

関する法律などが施行され、障がい者福祉を取り巻く環境は大きく変化し、障がいのある人自

身の地域における自立や社会参加へのニーズもますます高まるなか、それを支える仕組みづく

りが重要となっています。

　このような国や社会情勢の変化をふまえながら、これまでの計画を評価・検証し、課題の整

理を行い、『第３期常陸大宮市障害者計画』・『第６期常陸大宮市障害福祉計画』・『第２期常陸

大宮市障害児福祉計画』を一体的に取りまとめた、新たな障がい者施策に関する総合的な計画

として『ひたちおおみや障がい者プラン２０２１』を策定しました。

　今回の計画では、従来の施策をより発展させ、力強く推進するため「だれもが安心して暮ら

せるまち」の基本理念のもと、多様化・複雑化する地域課題に対して、国や県をはじめとする

関係機関や障害者団体の皆様と連携しながら、障がいへの理解を深め、就労支援の充実や社会

参加の促進を図るとともに、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備

に努めてまいりますので、市民の皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

　結びに、本計画の策定にあたり、専門的な立場から貴重なご意見、ご審議をいただきました

常陸大宮市障害者計画等推進協議会の各委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました関係団体、

多くの市民の皆様に対し、感謝申し上げます。

　　　令和３年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常陸大宮市長　鈴木 定幸

は じ め に
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第 1章　計画の概要

第１章 計画の概要

　１　計画策定の趣旨
　わが国の人口は 2008 年をピークに減少の局面を迎えていますが、いまだ世帯数と高齢者

数は増加の傾向にあります。この世帯の高齢化・少人数化に伴い、福祉へのニーズはますます

複雑・多様化しています。

　国の障がい者福祉分野の施策においては、「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（以下「障害者総合支援法」という。）」の改正（平成 25 年 4 月施行）および「児

童福祉法」の改正（平成 28 年６月施行）など、さまざまな分野で障がいのある人の“自立と

社会参加”の促進に向けた法整備が進められてきています。

　また、「障害のある人もない人も、共に豊かに暮らせる社会」の実現に向けて、「障害者差別

解消法」が平成 28 年４月から施行されました。その他、平成 24 年 10 月施行の「障害者虐

待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「障害者虐待防止法」という。）」

や、平成 28 年５月施行の「成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下「成年後見制度利

用促進法」という。）」など、障がいのある人等の権利擁護に関係する法律の整備も障がいのあ

る人の“自立と社会参加”の促進を助けるものとして期待されています。

　さらに、茨城県においても、平成 26 年３月に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮

らすための茨城県づくり条例」が制定され、平成 27 年４月から施行されました。また、「第

２期新いばらき障害者プラン」が平成 30 年３月に策定されています。

　本市においては、平成 28 年に計画期間を５年間とする「第２期常陸大宮市障害者計画」、

平成 30 年に計画期間を３年間とする「第５期常陸大宮市障害福祉計画・第１期常陸大宮市障

害児福祉計画」を策定し、障がいの有無によって分け隔てられることなく誰もが個人の尊厳お

よび権利を尊重され、住み慣れた地域で社会を構成する一員として共に歩み暮らすことができ

る社会の実現をめざし施策を推進してきました。

　これらの計画が令和２年度末をもって終了することから、福祉を取り巻く社会状況の変化や

課題に対応するとともに、関係法令・制度等の動きも踏まえた、「第３期常陸大宮市障害者計画」、

「第６期常陸大宮市障害福祉計画」、「第２期常陸大宮市障害児福祉計画」の 3 つの計画を一体

的にした『ひたちおおみや障がい者プラン 2021』を新たに策定するものです。
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第 1章　計画の概要
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　２　計画の位置づけ
（１）第３期常陸大宮市障害者計画
　「障害者計画」は、障害者基本法第 11 条第 3 項において策定が定められている「市町村障

害者計画」であり、障がいのある人のための保健、医療、福祉、療育、教育および就労など障

がい者施策に関する基本的な計画です。

（２）第６期常陸大宮市障害福祉計画
　「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項において策定が定められている「市

町村障害福祉計画」であり、国の基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援および地域

生活支援事業の提供体制および必要なサービスの見込量等を具体的に定める計画です。

（３）第２期常陸大宮市障害児福祉計画
　「障害児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項において策定が定められている「市

町村障害児福祉計画」であり、国の基本指針に即して、障害児通所支援等サービスおよび相談

支援の提供体制および必要なサービスの見込量等を具体的に定める計画です。

　これらの計画の策定にあたっては、国の「基本指針」や県の「第２新いばらき障害者プラン」、

本市の上位計画である「常陸大宮市総合計画」や「常陸大宮市地域福祉計画」等の関連計画と

の整合性を図りながら策定するものです。

常陸大宮市総合計画

第３期常陸大宮市地域福祉計画
ひたちおおみや障がい者プラン 2021

〇第６期常陸大宮市
　障害福祉計画
〇第２期常陸大宮市
　障害児福祉計画

〇第８期常陸大宮市
　介護保険事業計画
〇第２期常陸大宮市
　子ども・子育て支援
　事業計画

第３期常陸大宮市障害者計画 各種関連計画

第
５
次
障
害
者
基
本
計
画 （
国
）

第
２
期
新
い
ば
ら
き
障
害
者
プ
ラ
ン （
県
）
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第 1章　計画の概要

　３　計画の期間
（１）第３期常陸大宮市障害者計画
　・令和３年度（2021 年度）から令和８年度（2026 年度）までの６年間とします。

　・令和５年度に、それまでの達成状況や地域の実情を踏まえ、計画の見直しを行います。

（２）第６期常陸大宮市障害福祉計画、第２期常陸大宮市障害児福祉計画
　・国が示す基本指針の定めるところにより、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023

年度）までの３年間です。

　４　計画の対象
　「障害福祉計画」および「障害児福祉計画」は、障害者手帳の有無にかかわらず、身体障がい、

知的障がい、精神障がい（発達障がい、高次脳機能障がいを含む）、難病などがあるために日

常生活や社会生活の中で何らかの支援を必要とする人を対象とします。

　なお、本計画は、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会の実現のため、全

ての市民による理解と協力を必要とすることから、本計画の広義の対象は「全ての市民」とな

ります。

計画名 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８
総合計画（基本計画） 現行計画 次期

地域福祉計画 第２期 第３期 第４期

障害者計画 第２期 第３期

障害福祉計画
障害児福祉計画

第５期
第１期

第６期
第２期

第７期
第３期
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第 1章　計画の概要

　５　計画の策定および推進体制
（１）策定委員会等の実施
　本計画の策定にあたっては、「常陸大宮市障害者計画等推進協議会」、「常陸大宮市障害者計

画等推進委員会」および「常陸大宮市自立支援協議会」において、計画内容の審議等を行いま

した。

（２）市民アンケート調査等の実施
　障がいのある人等の生活状況や、障害福祉サービス等に対するニーズを把握し、計画策定の

基礎資料とするため、障がいのある人等に対しアンケート調査および障害福祉サービス事業者

や市民団体等への調査を行い、計画に反映しました。

（３）推進体制
　障がいのある人等が身近な地域で安心して生活するためには福祉に限るものではなく、保健・

医療・教育など多岐にわたるため、行政と関係機関との連携により進捗状況や管理評価を行い

ながら推進していきます。
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第 1章　計画の概要

　６　法律・制度の成立と改正のポイント

〇障害者総合支援法および児童福祉法の改正（H30.4.1　施行）
　①　自立生活援助の創設。
　②　就労定着支援の創設。
　③　高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用。
　④　障がいのある子供への障害児通所支援等提供体制の計画的な構築（障害児福祉計画

の策定）
　⑤　医療的ケアを要する障がいのある子供への支援（H28.6.3　施行）

〇障害者雇用促進法（R 元 .6　改正）
　障がいのある人が働きやすい環境をつくり、また、全ての労働者にとっても働きやすい
場を作ることを目的とした改正。

（１）国および地方公共団体に対する措置。
　①　自ら率先して障がい者を雇用する努力が求められた。
　②　障害者活躍推進計画の策定と公表の義務。
　③　障害者雇用推進者および障害者職業生活相談員の選任の義務。
　④　国に雇用の届け出をした障害者の任免状況の公表の義務。

（２）民間の事業主に対する措置。
　①　短時間であれば就労可能な障がいのある人等の雇用機会を確保するため、特定短時

間労働者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支
給する仕組みを創設する。

　②　障がい者雇用の促進等の取り組みで優良な中小事業主を認定する。

〇障害者の文化芸術活動の推進に関する法律（H30.6　施行）
　障がいのある人が、文化芸術を鑑賞 ･ 参加 ･ 創造できるための環境整備や、そのため
の支援を促進することを目的とした法律。

〇バリアフリー法（H30. ５改正）　（H30.11 施行）
　東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、「共生社会」等の実現を図り、
全国におけるバリアフリー化を一層推進するために総合的な措置を講じることを目的と
して改正。

〇ギャンブル等依存症対策基本法（H30.10　施行）
　ギャンブルやアルコール等の依存症本人の生活を健全にするとともに、依存症患者が
引き起こす可能性の高い各種社会問題（多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等）を防止
することを目的とした法律。
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第 1章　計画の概要

〇読書バリアフリー法（視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律）
（R 元 .6　施行）

　障がいの有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恩恵を
受けられる社会の実現を目的とした法律。
①　視覚障がい者等の図書館利用に係る体制整備等 ( ９条 )
　・アクセシブルな書籍・電子書籍等の充実
　・円滑な利用のための支援の充実
　・点字図書館における取り組みの促進 など
②　インターネットを利用したサービス提供体制の強化（10 条）
　・アクセシブルな書籍・電子書籍等の利用のための全国的ネットワーク（サピエ図書館

を想定）の運営への支援
　・関係者間の連携強化 など
③　特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（11 条）
　・製作基準の作成等の質の向上のための取り組みへの支援

※特定書籍・特定電子書籍等：著作権法第 37 条により製作されるアクセシブルな書籍・
電子書籍等

　・出版者から製作者に対するテキストデータ等の提供促進のための環境整備への支援など
④　アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等 (12 条 )
　・技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進
　・著作権者と出版者との契約に関する情報提供
　・出版者から書籍購入者に対するテキストデータ等の提供促進のための環境整備に関す

る検討への支援など
⑤　外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備（13 条）
　・相談支援体制の整備 など
⑥　端末機器等・これに関する情報の入手支援（14 条）
⑦　情報通信技術の習得支援（15 条）
　・講習会・巡回指導の実施の推進 など
⑧　アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等（16 条）
⑨　製作人材・図書館サービス人材の育成等（17 条）
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第２章　障がいのある人を取り巻く現状

第２章 障がいのある人を取り巻く現状

　１　障がいのある人の現状
（１）常陸大宮市の人口の推移
　本市の総人口は、令和２年（2020 年）4 月 1 日現在、41,122 人であり、平成 28 年（2016

年）の 43,894 人と比較すると 2,772 人（6.3％）の減少となっています。

　一方で、65 歳以上の人口は、令和２年（2020 年）4 月 1 日現在、14,862 人であり、平

成 28 年（2016 年）の 14,862 人と比較すると 521 人（3.6％）の増加となっています。

■常陸大宮市の人口

区分 平成 28 年
（2016 年）

平成 29 年
（2017 年）

平成 30 年
（2018 年）

令和元年
（2019 年）

令和２年
（2020 年）

男 21,794 21,501 21,201 20,808 20,469

女 22,100 21,763 21,436 21,061 20,653

総人口 43,894 43,264 42,637 41,869 41,122

65 歳以上 14,341 14,563 14,704 14,819 14,862

単位：人

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在）
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（２）障害者手帳所持者数等の推移
①身体障害者手帳所持者の状況
　身体障害者手帳※ 1 所持者数は、令和 2 年（2020 年）4 月 1 日現在、18 歳以上が 1,501 人、

18 歳未満が 23 人となっています。平成 28 年（2016 年）以降の推移をみると、18 歳以上

および 18 歳未満ともに減少傾向になっています。

　等級別では、最重度である 1 級が 515 人で最も多く、全体の 33.8％を占めていますが、

平成 28 年（2016 年）と比較すると、38 人（6.9％）の減少となっています。

　区分別にみると、肢体不自由が 783 人で最も多く、次いで内部障がいが 550 人となってい

ます。

■身体障害者手帳所持者数（等級別）
単位：人

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在）

区分 平成 28 年
（2016 年）

平成 29 年
（2017 年）

平成 30 年
（2018 年）

令和元年
（2019 年）

令和２年
（2020 年）

1 級

18 歳以上 540 552 535 514 502

18 歳未満 13 11 11 11 13

計 553 563 546 525 515

2 級

18 歳以上 246 247 238 232 219

18 歳未満 4 5 3 1 1

計 250 252 241 233 220

3 級

18 歳以上 283 276 282 274 270

18 歳未満 6 6 5 5 5

計 289 282 287 279 275

4 級

18 歳以上 368 353 358 351 345

18 歳未満 4 5 5 4 4

計 372 358 363 355 349

5 級

18 歳以上 88 82 88 82 80

18 歳未満 0 0 0 0 0

計 88 82 88 82 80

6 級

18 歳以上 92 98 89 88 85

18 歳未満 0 0 0 0 0

計 92 98 89 88 85

総数

18 歳以上 1,617 1,608 1,590 1,541 1,501

18 歳未満 27 27 24 21 23

計 1,644 1,635 1,614 1,562 1,524

(

　
　
←
　
重
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軽
度
　
→
　
　)
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■身体障害者手帳所持者数（区分別）
単位：人

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在）

区分 平成 28 年
（2016 年）

平成 29 年
（2017 年）

平成 30 年
（2018 年）

令和元年
（2019 年）

令和２年
（2020 年）

肢体
不自由

18 歳以上 864 850 844 801 767

18 歳未満 20 21 18 16 16

計 884 871 862 817 783

視覚障がい

18 歳以上 86 80 78 79 80

18 歳未満 0 0 0 0 0

計 86 80 78 79 80

聴覚・平衡
機能障がい

18 歳以上 108 108 97 98 93

18 歳未満 2 3 3 3 3

計 110 111 100 101 96

音声・言語・
そしゃく機能

障がい

18 歳以上 15 15 14 16 15

18 歳未満 0 0 0 0 0

計 15 15 14 16 15

内部障がい

18 歳以上 544 555 557 547 546

18 歳未満 5 3 3 2 4

計 549 558 560 549 550

総数

18 歳以上 1,617 1,608 1,590 1,541 1,501

18 歳未満 27 27 24 21 23

計 1,644 1,635 1,614 1,562 1,524

※ 1　身体障害者手帳：身体障害者福祉法の別表に掲げる一定以上の障がいがある人に対し、申請に基づいて障が
い程度を認定し、法に定める身体障がい者であることの証票として都道府県知事（政令市長及び中核市長等）
が交付するもの。
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第２章　障がいのある人を取り巻く現状

②療育手帳所持者の状況
　療育手帳※ 2 所持者数は、令和２年（2020 年）4 月 1 日現在、18 歳以上が 319 人、18 歳

未満が 77 人となっています。平成 28 年（2016 年）以降の推移をみると、18 歳以上は増

加傾向にあり、18 歳未満は 70 人前後でほぼ横ばい傾向となっています。

　等級別にみると、Ｂが 110 人で最も多く、次いで C が 104 人となっています。

■療育手帳所持者数（等級別）
単位：人

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在）

(

　
　
←
　
重
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軽
度
　
→
　
　)

区分 平成 28 年
（2016 年）

平成 29 年
（2017 年）

平成 30 年
（2018 年）

令和元年
（2019 年）

令和２年
（2020 年）

Ⓐ
18 歳以上 71 70 72 69 66

18 歳未満 10 14 13 14 15

計 81 84 85 83 81

Ａ

18 歳以上 93 94 89 93 93

18 歳未満 9 8 6 6 8

計 102 102 95 99 101

Ｂ

18 歳以上 89 92 90 89 92

18 歳未満 19 14 12 14 18

計 108 106 102 103 110

Ｃ

18 歳以上 52 58 65 66 68

18 歳未満 36 35 37 35 36

計 88 93 102 101 104

総数

18 歳以上 305 314 316 317 319

18 歳未満 74 71 68 69 77

計 379 385 384 386 396

※２　療育手帳：知的障がい者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするた
めに、一定以上の障がいがある人に対し申請に基づく障がい程度を判定し、療育手帳制度要綱に定める知的
障がい者であることの証票として県知事（政令市長）が交付するもの。
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③精神障害者保健福祉手帳所持者等の状況
　精神障害者保健福祉手帳※ 3 所持者数は、令和２年（2020 年）４月１日現在、251 人となっ

ており、平成 28 年（2016 年）と比較すると 55 人（28.1％）の増加となっています。

　等級別にみると、2 級が 149 人で最も多く、次いで 3 級が 79 人、１級が 26 人となって

います。

　また、自立支援医療※ 4（精神通院）受給者証の所持者数は、令和２年（2020 年）４月１日

現在、624 人となっており、平成 28 年（2016 年）と比較すると 60 人（10.6％）の増加と

なっています。

■精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）および自立支援医療（精神通院）受給者証所持者数
単位：人

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在）

※３　精神障害者保健福祉手帳：精神障がい者の社会復帰および自立と社会参加の促進を図ることを目的として、
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対
象として交付されるもの。

※４　自立支援医療：障害者総合支援法による医療給付であり、原則 90％の医療費を医療保険と公費で負担し、
10％を自己負担するもの。次の 3 種類がある。

　　　①精神通院医療：精神疾患等があり、通院による精神医療が継続的に必要な人に対し、その通院医療に給付
される。

　　　②更生医療：身体障がい者が機能障がいを除去または軽減するための医療に給付される。
　　　③育成医療：身体に障がいのある子供またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある

子供の治療に給付される。

区分 平成 28 年
（2016 年）

平成 29 年
（2017 年）

平成 30 年
（2018 年）

令和元年
（2019 年）

令和２年
（2020 年）

精神障害者保
健福祉手帳所
持者

1 級 21 28 28 20 26

2 級 106 119 127 140 149

3 級 69 65 64 70 79

総数 196 212 219 230 251

自立支援医療（精神通院）
受給者証所持者 564 578 623 592 624
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④指定難病特定医療費助成制度受給者等の状況
　指定難病特定医療費助成制度※ 5 の受給者数は、令和２年（2020 年）3 月 31 日現在、284

件となっています。また、小児慢性特定疾病医療費助成制度※ 6 の受給者数は、令和２年（2020

年）3 月 31 日現在、28 件となっています。

■指定難病特定医療費助成制度、小児慢性特定疾病医療費助成制度の保持者数
単位：人

資料：ひたちなか保健所（各年 3 月 31 日現在）

※５　指定難病特定医療費助成制度：「難病法」（正式名称：「難病の患者に対する医療等に関する法律」）に定める
対象疾病に罹患し、病状が一定の基準を満たす人または高額な医療費を支払っている人に対して、医療費を
助成する制度により交付されるもの。

※ 6　小児慢性特定疾病医療費助成制度：小児慢性特定疾病にかかっている子供等について、健全育成の観点から
患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度により交付される
もの。

区分 平成 28 年
（2016 年）

平成 29 年
（2017 年）

平成 30 年
（2018 年）

令和元年
（2019 年）

令和２年
（2020 年）

指定難病特定医療費
助成制度 306 270 274 285 284

小児慢性特定疾病
医療費助成制度 24 30 30 26 28
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（３）障がいのある子供の教育の現状
　市内の特別支援学級※ 7 は、小学校 10 校に 18 学級、中学校 4 校に 5 学級が設置されており、

小学校へ 83 人、中学校へ 21 人の子供が通学しています。

　特別支援教育を推進するために、平成 17 年度から小・中学校に「特別支援教育コーディネー

ター※ 8」を配置しています。

　また、特別支援学校※ 9 には、小学部 21 人、中学部 11 人の子供が通学しています。

■特別支援学級の設置状況等

■特別支援学校への通学者数
単位：人

資料：学校教育課（令和２年（2020 年）3 月 31 日現在）

資料：学校教育課（令和２年（2020 年）3 月 31 日現在）

※７　特別支援学級：学校教育法第 81 条では、「小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に、教育上特別な支
援を必要とする児童及び生徒のために置かれた学級であり、障害による学習上または生活上の困難を克服す
るための教育を行う」と規定している。

※ 8　特別支援教育コーディネーター：障がいのある子供の発達や障がい全般に関する知識を持ち、相談業務を行
うことができるとともに、学校内および関係機関や保護者との連絡調整役としてのコーディネーター的な役
割を担う。

※ 9　特別支援学校：学校教育法第 72 条では、「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱
者に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる知識技能を授けることを目的とする学校」と
規定している。

区分 設置学校数 学級数 人数数

小学校 10 校 18 学級 83 人

中学校 4 校 5 学級 21 人

区分 小学部 中学部 合計

水戸聾学校 1 0 1

水戸特別支援学校 2 1 3

大子特別支援学校 16 8 24

水戸飯富特別支援学校 1 2 3

常陸太田特別支援学校 1 0 1

総数 21 11 32
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（４）雇用・就労の現状
　常陸大宮公共職業安定所管内（常陸太田市、常陸大宮市および大子町）における、令和元年

（2019 年）の障がいのある人の就職者数は 97 人であり、就職率（有効求職者に対する就職

者数の割合）は、33.9％となっています。

　また、令和元年（2019 年）の障害者雇用率（常用雇用労働者※ 10 数に対する障がい者数の割合）

は、2.28％となっています。

■常陸大宮公共職業安定所管内の障がいのある人の求職登録状況

■常陸大宮公共職業安定所管内の障がいのある人の雇用状況

資料：常陸大宮公共職業安定所（令和２年（2020 年）3 月 31 日現在）

資料：常陸大宮公共職業安定所（令和２年（2020 年）6 月 1 日現在）

※10　常用雇用労働者：期間を決めず、または 1 年を超える期間を決めて雇われている者など、常時雇用されてい
る労働者のこと。

※11　障害者試行雇用事業（トライアル雇用）：障がいがある人等の就職が困難な求職者を試行的に短期間（原則 3
か月）雇用し、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっか
けとする制度のこと。

項目 人数等 備考

新規求職登録者数 142 人

有効求職登録者数 286 人 令和元年度平均

紹介件数 337 人

就職者数 97 人

就職率 33.9％ 令和元年度就職者数／月平均有効求職登録者数
就職者のうち「障害者試行雇用事業（トラ
イアル雇用）※ 11」を活用した者 1 人

項目 実績 備考

対象企業数（企業規模 50 人以上） 57 社

常用雇用労働者数（企業規模 50 人以上） 7,325 人

障がい者数 167 人 重度障がい者 46 人、うち 5 人は短時間労働者

雇用率 2.28％

雇用率達成企業の割合 68.4％
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　２　成果目標の達成状況「前期計画（第５期障害福祉計画）」
（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行
①施設入所者の地域生活への移行

②施設入所者数の削減

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
協議の場の設置

（３）地域生活支援拠点の整備
地域生活支援拠点の整備

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末までに、平成 28 年度（2016 年度）末
時点の施設入所者数 97 人のうち、9 人以上が地域生活へ移行する。 ９人 ５人

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末時点の施設入所者数を、平成 28 年度

（2016 年度）末時点の施設入所者数 97 人から２人減の 95 人以下
とします。

95 人 97 人

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末までに、保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場を設置する。 設置 未設置

（検討中）

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】

令和 2 年度（2020 年度）末までに、地域生活支援拠点の整備をする。 整備 未整備
（検討中）
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（４）福祉施設から一般就労への移行等
①福祉施設から一般就労への移行者数

②就労移行支援事業の利用者数

③就労移行支援事業所ごとの就労移行率

④就労定着支援による職場定着率

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和２年度（2020 年度）中における就労移行支援事業所等から一般
就労への移行者数を３人以上とする。 ３人 ４人

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末までに、就労移行支援事業の利用者数
を 28 人以上とする。 28 人 ６人

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末までに、就労移行支援事業所の就労移
行率が３割以上の事業所を２箇所以上とする。 ２箇所 ０箇所

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着
率を 80％以上とする。 80％ 100％
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　３　成果目標の達成状況「前期計画（第１期障害児福祉計画）」
障がい児支援の提供体制の整備等

（1）児童発達支援センターの設置

（2）保育所等訪問支援の利用体制の構築

（3）主に重症心身障がい児を支援する事業所の確保

（4）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

※上記４つの整備目標（国の基本指針）は、「市町村単独での設置が困難な場合には、圏域で

　の設置であっても差し支えない。」とされています。

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末までに、児童発達支援センターを 1 箇
所以上設置する。 設置 未設置

（検討中）

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末までに、保育所等訪問支援を利用でき
る体制の整備をする。 整備 未整備

（検討中）

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】
令和 2 年度（2020 年度）末までに、医療的ケア児支援のための
協議の場を設置する。 設置 未設置

（検討中）

項目
令和２年度（2020 年度）末

目標 【実績見込み】

令和 2 年度（2020 年度）末までに、主に重症心身障がい児を支援
する児童発達支援事業所を 1 箇所以上確保する。 １箇所 0 箇所

（検討中）

令和 2 年度（2020 年度）末までに、主に重症心身障がい児を支援
する放課後等デイサービス事業所を 1 箇所以上確保する。 １箇所 0 箇所

（検討中）
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　４　障害福祉サービス等の見込量と実績値「前期計画（第５期障害福祉計画）」
（１）訪問系サービス

（２）日中活動系サービス

（月平均）

（月平均）

区　分 単　位
平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度

（2019 年度）
令和２年度

（2020 年度）
見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 見込値

居宅介護
実利用者数 30 28 33 27 36 27
延べ利用時間 450 413 495 412 540 378

重度訪問介護
〃 1 0 1 0 1 0
〃 150 0 150 0 150 0

同行援護
〃 2 4 2 4 2 4
〃 100 46 100 56 100 32

行動援護
〃 2 0 2 0 2 0
〃 32 0 32 0 32 0

重度障害者等
包括支援

〃 1 0 1 0 1 0
〃 150 0 150 0 150 0

区　分 単　位
平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度

（2019 年度）
令和２年度

（2020 年度）
見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 見込値

生活介護
実利用者数 146 146 149 147 152 145
延べ利用日数 2,920 2,816 2,980 2,820 3,040 2,820

自立訓練（機能訓練）
〃 3 3 4 6 5 9
〃 30 20 40 52 50 75

自立訓練（生活訓練）
〃 5 5 5 5 5 4
〃 100 68 100 79 100 60

就労移行支援
〃 23 16 29 8 35 6
〃 460 280 580 133 700 112

就労継続支援（Ａ型）
〃 6 6 7 13 8 18
〃 120 97 140 224 160 327

就労継続支援（Ｂ型）
〃 95 98 100 112 105 115
〃 1,900 1,741 2,000 1,968 2,100 1,950

就労定着支援 実利用者数 2 2 3 2 3 2

療養介護
実利用者数 3 3 3 3 3 3
延べ利用日数 93 91 93 91 93 91

短期入所
〃 15 14 15 19 15 19
〃 225 177 225 170 225 170
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　５　障害児通所支援等の見込量と実績値「前期計画（第１期障害児福祉計画）」
障害児通所支援等サービス

（３）居住系サービス

（４）相談支援

（月平均）

（月平均）

（年間）

区　分 単　位
平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度

（2019 年度）
令和２年度

（2020 年度）
見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 見込値

自立生活援助 実利用者数 3 0 3 0 3 0

共同生活援助 〃 44 43 46 48 48 49

施設入所支援 〃 98 101 97 97 96 97

区　分 単　位
平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度

（2019 年度）
令和２年度

（2020 年度）
見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 見込値

計画相談支援 実利用者数 324 329 334 342 344 342

地域移行支援 〃 1 0 1 1 1 1

地域定着支援 〃 1 0 1 0 1 0

区　分 単　位
平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度

（2019 年度）
令和２年度

（2020 年度）
見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 見込値

児童発達支援
実利用者数 15 14 18 19 21 16

延べ利用日数 180 81 216 140 252 114

医療型児童発達支援
〃 0 0 1 0 1 0

〃 0 0 8 0 8 0

放課後等デイサービス
〃 50 52 55 61 60 54

〃 750 668 825 824 900 788

保育所等訪問支援
〃 0 0 2 0 2 0

〃 0 0 24 0 24 0

居宅訪問型児童発達支援
〃 0 0 2 0 2 0

〃 0 0 24 0 24 0

障害児相談支援 実利用者数 64 66 77 80 85 70
医療的ケア児に対する関連分野
の支援を調整するコーディネー
ターの配置

年間配置者数 0 0 0 0 1 0
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　６　地域生活支援事業の見込量と実績値「前期計画（第５期障害福祉計画）」
（１）必須事業

（年間）

区　分 単　位
平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度

（2019 年度）
令和２年度

（2020 年度）
見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 見込値

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有

自発的活動支援事業 〃 （検討） 無 有 無 有 無

相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所数 3 2 3 2 3 2

基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 有 有 有

基幹相談支援センター等
機能強化事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有

住宅入居等支援事業 〃 （検討） 無 （検討） 無 （検討） 無

成年後見制度利用支援事業 実利用者数 2 1 2 1 2 0

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 無 無 無 無 （検討） 無

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実利用者数 5 2 5 2 5 2

日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具

延べ給付件数

2 1 2 1 ２ ２

自立生活支援用具 3 4 3 2 3 ３

在宅療養等支援用具 7 3 7 4 7 ７

情報・意思疎通支援用具 10 10 10 3 10 10

排せつ管理支援用具 1,100 1,057 1,120 1,053 1,150 1,100

居宅生活動作補助用具 2 0 2 0 2 0

手話奉仕員養成研修事業 養成講習
終了者数 20 9 20 8 20 7

移動支援事業
実利用者数 18 17 20 13 22 20

延べ利用
時間数 1,080 507 1,200 429 1,320 600

地域活動支援センター
実施箇所数 2 2 2 2 2 2

実利用者数 15 11 15 6 15 18
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（２）任意事業
（年間）

区　分 単　位
平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度

（2019 年度）
令和２年度

（2020 年度）
見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 見込値

訪問入浴サービス事業
実利用者数 4 3 4 3 4 3

延べ利用者数 320 153 320 146 320 150

日中一時支援事業
〃 62 51 65 61 68 65

〃 3,720 3,527 3,900 3,669 4,080 3,900

自動車運転免許取得費
助成事業 実利用者数 2 1 2 2 2 2

自動車改造費助成事業 実利用者数 2 2 2 1 2 2
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　７　アンケート調査結果の概要
（１）調査の概要

調査目的
　常陸大宮市では、障害福祉サービス等を計画的に進めていくため、障害者基本法に基づく「第
３期障害者計画」と障害者総合支援法に基づく「第６期障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「第
２期障害児福祉計画」を一体的に策定することとしました。
　このアンケート調査は、当該計画の策定にあたり、障がいのある人（障がいのある子供を含
む）の生活実態や障害福祉サービス等に関する評価、およびニーズ等を把握し、計画策定の基
礎資料とするため実施したものです。

調査設計
　■アンケートの種類　２種類
　　① 18 歳以上用
　　② 18 歳未満用
　■アンケート調査数　合計２, ０００名
　　① 18 歳以上用　1,887 名

　市内に住民票があり、障害福祉サービス受給者証をお持ちの方、障害者手帳をお持ち
の方、自立支援医療を受給されている方、難病の方および支援者　　

　　② 18 歳未満用　113 名
　市内に住民票があり、障害児通所支援等受給者証をお持ちの方、障害者手帳をお持ち
の方、自立支援医療を受給されている方、難病の方および保護者　　

　■調査方法
　　郵送による配付・回収
　■調査期間
　　令和２年８月３日から８月２４日まで
　■調査内容
　　①当事者票

　ご本人のことについて、就労について、外出、移動手段について、障害福祉サービス
の利用について、相談体制について、災害のときについて、地域での活動や地域の環境
について、障がい理解・差別解消について、障がい者施策全般について

　　②保護者票
　お子さんのことについて、就学前・就学後について、就労、地域生活について、障害
福祉サービスの利用について、相談体制について、障がい理解・差別解消について、障
がい者施策全般について
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回収状況

アンケート結果の見方
①　回答は、それぞれの質問の回答者数を基数とした百分率（％）で示しています。それぞれ

の質問の回答者数を「ｎ」と表記しています。
②　回答割合（％）は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位までを表記しています。したがっ

て、回答の合計が必ずしも 100％にならない場合（99.9％、100.1％など）があります。
③　回答者が２つ以上回答することのできる質問（複数回答形式）については、％の合計は通

常、100％を超えています。
④　結果表の各欄で、上段の整数は回答実数（人）を、下段の小数第１位までの数値はその百

分率（％）を、それぞれ表しています。
⑤　アンケート選択肢の語句が長い場合等、本文や表・グラフ中では省略した表現を用いてい

ることがあります。
⑥　当調査のクロス集計などで有効回収数が 100 票に満たない場合には、百分率（％）を用

いて分析を行うことが統計的に正しくないため、分析は実数を用いて行っている場合があり
ます。ただし、比較を行うための便宜的な参考値として、表、グラフ中では百分率を標示し
ています。

⑦　障がい種別を表すクロス集計等では下記のように表現している場合があります。
　　なお、これらは重複する場合があります。

障がい種別 内容

身体障がい 身体障害者手帳をお持ちの方

知的障がい 療育手帳をお持ちの方

精神障がい 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

指定難病 指定難病特定医療費助成制度受給者証をお持ちの方

自立支援 自立支援医療受給者証（精神通院医療）をお持ちの方

その他 上記に「該当しない」または、無回答だった方

項目 配付数 有効回収数 回収率
① 18 歳以上用 1,887 999 52.9％
② 18 歳未満用 113 54 47.8％

全　 体 2,000 1,053 52.7%
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（２）調査の結果（抜粋）
　■年齢

　○ 18 歳未満用

　○ 18 歳以上用

　18 歳以上用のアンケート回答者は、75 歳以上の方が最も多く、65 歳以上の高齢者が全体

の 6 割弱を占めています。

上段：件数
下段：％ 合計 18歳～39歳 40歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上 無回答

全体
999 105 267 212 366 49

100.0 10.5 26.7 21.2 36.6 4.9

障
が
い
種
別

身体障がい
710 30 153 173 319 35

100.0 4.2 21.5 24.4 44.9 4.9

知的障がい
103 47 40 4 9 3

100.0 45.6 38.8 3.9 8.7 2.9

精神障がい
112 23 56 17 7 9

100.0 20.5 50.0 15.2 6.3 8.0

指定難病
144 14 55 37 33 5

100.0 9.7 38.2 25.7 22.9 3.5

自立支援
108 25 56 14 5 8

100.0 23.1 51.9 13.0 4.6 7.4

その他
34 0 5 3 22 4

100.0 0.0 14.7 8.8 64.7 11.8
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999 105 267 212 366 49
100.0 10.5 26.7 21.2 36.6 4.9

710 30 153 173 319 35
100.0 4.2 21.5 24.4 44.9 4.9
103 47 40 4 9 3
100.0 45.6 38.8 3.9 8.7 2.9
112 23 56 17 7 9
100.0 20.5 50.0 15.2 6.3 8.0
144 14 55 37 33 5
100.0 9.7 38.2 25.7 22.9 3.5
108 25 56 14 5 8
100.0 23.1 51.9 13.0 4.6 7.4
34 0 5 3 22 4

100.0 0.0 14.7 8.8 64.7 11.8

障
が
い
種
別

身体障がい

知的障がい

精神障がい
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その他
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999 105 267 212 366 49
100.0 10.5 26.7 21.2 36.6 4.9

710 30 153 173 319 35
100.0 4.2 21.5 24.4 44.9 4.9
103 47 40 4 9 3
100.0 45.6 38.8 3.9 8.7 2.9
112 23 56 17 7 9
100.0 20.5 50.0 15.2 6.3 8.0
144 14 55 37 33 5
100.0 9.7 38.2 25.7 22.9 3.5
108 25 56 14 5 8
100.0 23.1 51.9 13.0 4.6 7.4
34 0 5 3 22 4

100.0 0.0 14.7 8.8 64.7 11.8
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　■障がいや病気の種類

　

　18 歳以上用のアンケートでは肢体不自由と内部障がいのある人が多くなっている一方、18

歳未満では知的障がいと発達障がい（自閉症、学習障がい等）のある子供が多くなっています。
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肢体不自由

（上肢、下肢、体幹機能、移動機能）

内部障がい
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難病
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聴覚障がい・平衡機能障がい
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音声・言語・そしゃく機能障がい
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その他の障がい

（18歳未満のみ）

18歳以上（n=999)

18歳未満（n=54）
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　■生活している中で困っていることや心配していること【18 歳以上】

　

　全体としては、「健康・医療のこと」や「将来・老後のこと」などが上位を占めており、障

がい種別での傾向は身体障がい者と難病患者に多く、知的障がい者では「親亡き後の生活のこ

と」、精神障がい者は「収入のこと」が最も多い回答となっていました。
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精神障がい者は「収入のこと」が最も多い回答となっていました。 

 

  

48.6

32.7

27.2

18.8

16.2

12.1

12.0

10.1

9.7

6.6

5.7

5.7

4.8

4.8

4.3

0.3

2.1

13.3

1.2

5.9

0% 20% 40% 60%

健康・医療のこと

将来・老後のこと

収入のこと

緊急時のこと

家族のこと

親亡き後の生活のこと

介護者のこと

仕事・就職のこと

家事のこと

自立に向けた生活のこと

他人とのつきあいかた

住まいのこと

財産管理のこと

近所づきあいのこと

差別や偏見

勉学や教育のこと

わからない

特にない

その他

無回答

ｎ=999
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　■お子様の学校卒業後に必要だと思うこと【18 歳未満】

　

　「生活が自立できるだけの収入」が 3 分の 2 を占めて最も多いほか、「自分の障がいにあっ

た仕事」、「仕事を丁寧に指導してもらうこと」、「毎日の生活で、困ったときに助けてもらえる

こと、相談にのってもらえること」も過半数の保護者等が選択しています。
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■お子様の学校卒業後に必要だと思うこと【18歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生活が自立できるだけの収入」が 3分の 2を占めて最も多いほか、「自分の障がいにあった

仕事」、「仕事を丁寧に指導してもらうこと」、「毎日の生活で、困ったときに助けてもらえること、

相談にのってもらえること」も過半数の保護者等が選択しています。 

 

  

66.7

63.0

59.3

57.4

42.6

35.2

1.9

7.4

5.6

0% 20% 40% 60% 80%

生活が自立できるだけの収入

自分の障がいにあった仕事

仕事を丁寧に指導してもらうこと

毎日の生活で、困ったときに助けてもらえること、

相談にのってもらえること

働くための訓練の場

通勤する方法があること

特にない

その他

無回答

ｎ=54
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■今後利用したいサービス 

【18歳以上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【18歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 歳以上では、「特にない」や無回答を除くと、「居宅介護」を筆頭に「短期入所（ショート

ステイ）」、「施設入所支援」や「生活介護」などが僅差で並んでいます。一方、18歳未満では過

半数が「放課後等デイサービス」を選び、「日中一時支援事業」や「短期入所（ショートステイ）」

が続いています。 

  

51.9

25.9

18.5

14.8

14.8

29.6

1.9

0% 20% 40% 60%

放課後等デイサービス

日中一時支援事業

短期入所（ショートステイ）

児童発達支援

移動支援事業

特にない

無回答

ｎ=54

9.7

8.4

8.3

8.0

5.9

4.9

3.7

3.4

3.4

3.0

2.6

2.3

1.8

1.6

1.5

1.4

1.3

1.0

0.8

5.5

37.9

3.2

23.9

0% 10% 20% 30% 40%

居宅介護

短期入所（ショートステイ）

施設入所支援

生活介護

機能訓練

共同生活援助（グループホーム）

就労継続支援（B型）

日中一時支援事業

訪問入浴サービス

生活訓練

療養介護

行動援護

就労継続支援（A型）

就労移行支援

重度訪問介護

同行援護

成年後見制度利用支援事業

就労定着支援

意思疎通支援事業

移動支援事業

特にない

その他

無回答

ｎ=999

　18 歳以上では、「特にない」や無回答を除くと、「居宅介護」を筆頭に「短期入所（ショー

トステイ）」、「施設入所支援」や「生活介護」などが僅差で並んでいます。一方、18 歳未満

では過半数が「放課後等デイサービス」を選び、「日中一時支援事業」や「短期入所（ショー

トステイ）」が続いています。

　■今後利用したいサービス

　　【18 歳以上】

　

　　【18 歳未満】
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　■今後、暮らしやすくするために、充実してほしいこと

　

　18 歳以上では、「保健・医療サービスの充実」や「駅や道路における段差などのバリアフリー」

が多い状況です。

　また、18 歳未満では、「発達障がいに対する支援」、「就学・進路指導の充実」に関する回

答が多い状況です。
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■今後、暮らしやすくするために、充実してほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18歳以上では、「保健・医療サービスの充実」や「駅や道路における段差などのバリアフリー」

が多い状況です。 

また、18歳未満では、「発達障がいに対する支援」、「就学・進路指導の充実」に関する回答が

多い状況です。 

  

33.7

22.9

22.7

22.1

19.9

19.7

16.7

14.6

14.4

11.7

11.6

10.9

9.9

9.8

7.6

6.6

6.2

4.3

3.9

3.9

3.7

37.0

16.7

24.1

33.3

22.2

35.2

29.6

40.7

27.8

31.5

16.7

9.3

29.6

42.6

13.0

27.8

9.3

40.7

27.8

13.0

44.4

46.3

11.1

0.0 20.0 40.0 60.0

保健・医療サービスの充実

駅や道路における段差などのバリアフリー

日常生活を支援する福祉サービス等の充実

障がいの理解を深めるための啓発

外出移動手段の充実

相談支援体制の充実

情報提供の充実

障がい者雇用の促進

リハビリテーションの充実

障がいの早期発見・早期対応等の促進

障害福祉に関わる市民活動への支援

防災・防犯体制の充実

工賃の向上

就労支援体制の充実

地域交流の場の創出

福祉的就労の促進

文化・スポーツなどを通じた社会参加の支援

就学後療育・教育の充実

就学前療育・教育の充実

権利擁護施策の充実

就学・進路指導の充実

発達障がいに対する支援（18歳未満のみ）

外出困難な医療的ケア児に対応した発達支援（18歳未満のみ）

18歳以上（n=999)

18歳未満（n=54）

（％）
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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
　常陸大宮市の総合計画である『ひたちおおみや未来創造ビジョン』（平成２９年 3 月計画決定）

において、目指すべき将来像を【人が輝き　安心・快適で　活力と誇りあふれるまち】と設定

し、「ふるさと常陸大宮」を次の世代、そして未来へとつないでいくまちづくりを進めています。

　特に障がいのある人に関わる福祉行政においては「安心・快適なまちづくり」を基本理念と

して、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしつづけることができるよう、早期か

ら切れ目のない支援を行い、社会的自立に向けた生活支援および就業支援の充実を図るとして

います。

　これを受け『第３期常陸大宮市地域福祉計画』（令和２年３月策定）では【思いやりとやさ

しさにあふれ　住み慣れた地域で　いつまでも暮らすことができる　「常陸大宮市」をみんな

で築く】という理念を定め、各種福祉サービスの充実・提供に努めるとともに、多様化・複雑

化する地域課題に対し、多職種が共同して課題解決に取り組むことが必要であるとの認識のも

とに、サービス情報の提供やサービスの質の向上に努めるとしています。

　常陸大宮市の将来像とこれからの福祉行政のあり方を見据え、障がいのある人が安心して生

活できるよう、障がいを支える福祉サービスの充実を図るとともに、障がいのある人の自立と

社会参加の支援を総合的に推進するために、「だれもが安心して暮らせるまち」を本計画の基

本理念と定めます。

だれもが安心して暮らせるまち
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※12　ユニバーサルデザイン：障がいの有無、年齢性別等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう生活環境を
デザインする考え方。

　２　計画の基本的視点
　本計画の基本理念に基づき、施策を推進するにあたって、意識すべき横断的な視点を３つ設

定します。

（１）切れ目のない総合的な支援の体制づくり
　障がいの種類や年齢・居住環境その他の状況にかかわらず、一人ひとりのニーズやライフス

テージに合わせた支援を行うとともに、家族や支援者にも対応できるよう総合的な支援体制を

構築します。

（２）安心して暮らせるまちづくり
　障がいの有無にかかわらず誰もが安心して暮らすには、公共施設等のハード面のみならず、

情報提供におけるバリアフリー・ユニバーサルデザイン※ 12 を進めるとともに、心のバリアフ

リー・ユニバーサルデザインを推進していきます。また、平常時の安心・安全だけでなく災害

時にも備えたまちづくりを行います。

（３）ともに支え合う地域づくり
　共生社会とは、障がいの有無にかかわらず、対等な立場でお互いを尊重し、支え合って、と

もに生きていくことです。障がいのある人においても、サービスの受け手としてだけではなく、

ときには担い手としてその人らしく活躍できるような「ともに支え合う地域づくり」を進めま

す。
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　３　計画の基本目標
　本計画の基本理念および本市の将来像を具現化するために、６つの目標を定め、各施策や事

業を推進していきます。

基本目標１　相談支援体制の充実

・障がいのある人のための相談支援員の人材確保
・地域の中核的な相談支援機関の運営
・計画相談事業所およびサービス提供事業所相談員のスキルアップの支援
・保健所やハローワークなどのほか相談支援機関との連携強化

・相談支援をすべての人が受けられる体制づくり
・適切な支援に結び付けられる支援体制の構築

基本目標３　障がいのある子供への療育と特別支援教育の充実

・乳幼児健康診査や健康診査後の支援の実施
・幼稚園・保育園（所）・認定こども園など乳幼児の通園施設とのネットワーク化の促進
・特別支援学校との連携
・特別支援教育コーディネーター等の配置
・特別支援学級や通級での指導の強化
・教職員に対する研修

・子供の成長発育の確認や障がいの早期発見・早期療育
・障がいのある人や障がい特性に対する理解を深める教育体制

基本目標２　地域生活を支援するサービス基盤の充実

・日常生活を支援するための福祉サービスの提供
・各種経済的支援の実施

・障がいのある人が地域で暮らすための基盤づくり
・主体的なサービス選択を可能にする体制整備
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基本目標４　安心して地域生活ができる環境の整備

・公共施設や公共交通機関などのバリアフリーの推進
・障がい特性に対応した情報提供方法の多角化
・防災や防犯対策の充実
・災害時の避難行動に対する支援と具体策の検討

・安全で快適な生活環境を整備
・誰にでも開かれたまちづくり

基本目標６　心のバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進

・共生社会の理念や障害者週間などの広報・啓発の推進
・障がいのある人や障がい特性に関する理解促進のための広報・啓発の推進
・公共施設や民間施設等のユニバーサルデザイン化の推進

・共生社会の実現
・心のバリアフリーとユニバーサルデザインの深化・定着

基本目標５　就労や社会活動による生きがいづくりの推進

・一般就労・就労継続に向けた支援の推進
・障がいのある人の労働機会の開拓
・障がいのある人の身近な地域での活動の活性化
・多様な活動への参加機会の拡大

・障がいのある人のさまざまな社会活動への参加促進
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　４　計画の施策の体系

計画の基本理念 だれもが安心して暮らせるまち

計画の基本的視点

(1) 切れ目のない総合的な支援の体制づくり

(2) 安心して暮らせるまちづくり

(3) ともに支え合う地域づくり

計画の基本目標 施　　策

１　相談支援体制の充実
(1) 「基幹相談支援センター」および「相談支援体制」の充実

(2) 心の病の予防・支援策の推進

２　地域生活を支援するサー
ビス基盤の充実

(1) 障害福祉サービス等の提供体制の充実

(2) 年金、医療費助成および手当等の周知啓発の推進

３　障がいのある子供への療
育と特別支援教育の充実

(1) 早期発見・早期療育（支援）の推進

(2) 特別支援教育の充実

４　安心して地域生活ができ
る環境の整備

(1) 生活環境・情報提供の向上とバリアフリー化の推進

(2) 防災・防犯の協力体制づくり

５　就労や社会活動による生
きがいづくりの推進

(1) 就労支援の充実と地域での仕事の開拓

(2) 生涯学習活動への支援と余暇活動の充実

６　心のバリアフリー・ユニ
バーサルデザインの推進 広報・啓発の推進
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第４章 第３期常陸大宮市障害者計画

　基本目標１　相談支援体制の充実
（１）「基幹相談支援センター」および「相談支援体制」の充実
　障がいのある人が安心して地域生活を送るためには、日常生活での悩みや福祉サービスが適

切に利用できるよう「相談支援体制」を築くことが不可欠です。

　アンケート調査でも、障がいのある人やその家族がさまざまな悩みを抱えている一方で、相

談する相手として「家族や友人等に相談する」と回答された方が多く、専門機関への相談が少

ない状況であります。

　こうしたことから、「子育て」、「教育」、「学校生活」および「健康づくり」に関する相談等

に各部署が専門的視点から応じていくとともに、相談者に対し適切な支援が提供できるよう専

門職を配置した総合的な相談支援機関である「基幹相談支援センター」の充実を図ります。

　また、障がいのある人がさまざまなサービスを適正に選択できるよう、ライフステージに応

じた情報提供を行います。

　さらに、障がいのある人や障がいのある子供が虐待を受けることのないよう、予防のための

措置を講じ、判断能力の不十分な人の権利擁護については、成年後見制度の利用支援を関係機

関と連携して行います。

名称 内容 担当

相談支援事業

障がいのある人や家族等からの相談に応じ、情報提供、助言、サー
ビス利用計画の作成、サービス事業所等との連絡調整などを総合的に
行います。広報等により、周知を徹底するとともに、相談支援事業所
等に対しさらなる体制強化を働きかけます。

社会福祉課

障害者相談員事業
障がいに関わる悩みや生活上の諸問題について、障がいのある人や

家族等からの相談に応じます。事業の広報等による周知および利用者
の拡大を図ります。

社会福祉課

家庭児童相談事業
家庭相談員を配置し、子どもの養育等に関する相談・援助等を行い

ます。
こども課

民生委員・児童委
員との連携

定期的な訪問活動を展開する民生委員・児童委員との連携を密にし、
地域相談支援体制の充実を図ります。また、災害時避難行動要支援者
名簿の更新および共有化を図り、災害時における避難支援プラン等、
避難対策を推進します。

社会福祉課
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名称 内容 担当

基幹相談支援セン
ター

行政や福祉、医療、教育等の関係機関と連携して、障がいのある人
とその家族が抱えている不安や課題を一緒に解決するために支援を行
う「基幹相談支援センター」を運営します。

社会福祉課

虐待防止センター
障がいのある人（児）の虐待の予防と早期発見および擁護者支援の

ため、センターを設置し障がいのある人の虐待防止、擁護者への支援
を進めます。

社会福祉課

地域自立支援協議
会の運営

障がい福祉の関係団体による連携強化や地域における情報共有、障
がいのある人に対する支援体制の強化について協議するなど、障がい
者施策を推進します。

社会福祉課

障害者差別解消支
援地域協議会の設
置

障がいを理由とする差別に関する相談や紛争の防止、解決の取り組
みを進めるため、障害者差別解消支援地域協議会を設置します。協議
会が組織され関係する機関などのネットワークが構成されることによ
って、地域全体としての差別の解消に向けた主体的な取り組みを推進
していきます。

社会福祉課

社会福祉協議会と
の連携

相談支援事業や心配ごと相談事業運営など社会福祉協議会との連携
を強化します。

社会福祉課

成年後見制度利用
支援事業

判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者および精神障
がい者の福祉の増進を図るために、民法で定める成年後見制度につい
て、市長による後見、保佐または補助開始の審判の請求を行うこと並
びに低所得の成年被後見人、被保佐人および被補助人が当該審判の申
し立てによって決定された成年後見人等に支払った報酬の援助を行い
ます。

社会福祉課　
長寿福祉課

子育て相談

乳幼児から就学前の子供を持つ保護者等を対象に、心理専門員、保
健師等で各種の育児相談を実施し、子育てに関する悩みや不安の相談
を受けます。子育てに不安を持つ保護者支援を継続して行うことで、
安心して子育てができる体制をつくります。

健康推進課

妊産婦・乳幼児訪
問等指導

妊産婦・乳幼児を対象に保健師・管理栄養士等が自宅に訪問したり、
保健センターで保健指導を実施します。リスクの高い妊婦に対しての
関わりをさらに強化することで、安心して妊娠から出産、育児ができ
るよう支援していきます。

健康推進課

心配ごと相談

市民の日常生活に関することや悩みの相談に応じ、適切な助言およ
び援助を行います。多様化する相談ニーズに対応できるよう、相談員
資質の向上を図るとともに、広く市民に事業の周知を図り事業を推進
します。

社会福祉課　
社会福祉協

議会
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（２）心の病の予防・支援策の推進
　障がいのある人の中には、さまざまな悩みを抱え込み、引きこもりがちになってしまう場合

があるため、心のケアや理解することが大切となります。

　引きこもり、不登校、職場における過度のストレスおよび家庭内での諸問題などをきっかけ

とした心の病は誰にも起こりうることから、特にうつ病等についての正しい知識を普及し、心

の病の予防と治療に向けた相談支援対策を推進します。

名称 内容 担当

地域活動支援セン
ター（相談支援事
業）

専門員を配置して医療・福祉および地域との連携強化のための調整、
地域住民への障がいのある人に対する理解促進のための普及啓発を推
進します。

社会福祉課

スクールカウンセ
ラーの配置

小・中学校にスクールカウンセラーを配置し、子供の心の問題に関
して相談を行い、暴力行為、いじめ、不登校等の未然防止、早期発見
および早期解決をめざします。

学校教育課

広報・啓発事業

うつ病等の心の健康について広報誌やインターネットの活用、各種
パンフレットの配布により、正しい知識の普及を図ります。　

また、一人ひとりが心の健康に関心を持ち、心の健康を保つための
行動がとれるよう、普及啓発を推進します。

健康推進課

こころの健康相談
心の病や悩みを抱えている本人やその家族の方からの相談を行いま

す。医療機関等と連携し、心の悩みを抱え込まずに生活できるよう相
談事業の周知に努めます。

健康推進課

産後うつへの支援

エジンバラ産後うつ病質問票を活用した、産後２週間および産後１
か月健診を実施します。
　また、産後ケア事業や助産師による相談事業等で早期支援を行いま
す。

健康推進課
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　基本目標２　地域生活を支援するサービス基盤の充実
（１）障害福祉サービス等の提供体制の充実
　障がいのある人が安心して地域生活を送るためには、それぞれの障がい特性に即した各種

サービスが必要となります。

　アンケート調査では、「これからも家族と暮らしていきたい」と回答された方が多く見受け

られました。障がいのある人が地域において安心して日常生活が送れるように支援するさまざ

まなサービス・制度の普及と推進を図り、障がいの特性やライフステージ、利用の希望に沿っ

て円滑に提供できるようサービス量の確保および充実に努めます。

　なお、障害福祉サービス等の具体的な数値目標は、第５章「第６期障害福祉計画」、第６章「第

２期障害児福祉計画」に定めており、サービス基盤の充実および事業の周知を図り利用の拡大

に努めます。

名称 内容 担当

移動支援事業

障がいのある人が余暇活動や公共施設への必要な外出を行う際の移
動支援を行います。市民バス、乗り合いタクシー、福祉有償運送事業
などの利用を含め、障がいのある人（児）のニーズに合わせた事業運
用ができるよう対応します。

社会福祉課

福祉有償運送運営
協議会設置事業

福祉有償運送（特定非営利活動法人等が、高齢者および障がいの
ある人等公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に通
院、通所等を目的に有償で行う移送サービスのことをいう。）について、
地域の代表、利用者の代表、タクシー会社等関係機関・団体等による
協議会を設置・運営します。

社会福祉課

地域活動支援セン
ター事業

障がいのある人等に対し、創作的活動または生産活動の機会を提供
することなどを通して日中生活の支援を行います。

社会福祉課
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名称 内容 担当

日中一時支援事業
障がいのある人の日中における活動の場を確保し、障がいのある人

の家族の就労および日常介護している家族の一時的な休息を確保し、
負担軽減を図ります。

社会福祉課

訪問入浴サービス
事業

重度の障がいのある人が、自宅で入浴することが困難な場合に、移
動入浴車を定期的に派遣し、入浴サービスを行います。

社会福祉課

コミュニケーショ
ン支援事業

聴覚等の障がいにより意思疎通を図ることが困難な人に手話通訳者
または要約筆記者を派遣し、コミュニケーション支援を行います。広
報等を徹底し、広く聴覚障がい者等が利用できるよう努めます。

社会福祉課

配食サービス事業
身体障がい者や高齢者等の自宅を定期的に訪問して栄養のバランス

のとれた食事を提供するとともに、利用者の安否の確認を行います。
長寿福祉課

福祉タクシー利用
料金助成事業

障がいのある人や高齢者の自宅と「医療機関」や「公の施設」など
への交通手段としてタクシー料金の一部を助成します。

年 48 回を上限として利用券を発行します。
長寿福祉課

デマンド交通事業

市民の福祉向上を図るため、交通弱者の日常生活の交通手段を確保
し、利用者の要求に応じて運行する予約制乗り合いタクシーを運行し
ます。市民が安心して暮らせるための交通手段の確保および生活環境
を実現します。

地域創生課

ファミリーサポー
トセンター事業

育児、介護等の援助を受けたい人と援助を行いたい人を会員として
登録し、相互援助活動を推進するものです。

援助を受けたい人のニーズを細かく把握するとともに、援助を行い
たい人の増員について、広報等で働きかけます。

社会福祉課
社会福祉協

議会

日常生活自立支援
事業

判断能力が十分でない障がいのある人や認知症高齢者が安心して生
活が送れるように日常生活に必要な福祉サービスの利用手続きや金銭
管理を支援します。

社会福祉協
議会
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（２）年金、医療費助成および手当等の周知啓発の推進
　障がいのある人がさまざまなサービスの提供を受けられるように、サービスの入り口となる

障害者手帳の交付時において、NHK 受信料や軽自動車税の減免措置等の周知を図り、障がい

に応じた支援策の情報提供を適切に行います。また、医療を必要とする障がいのある人が障が

い種別に応じた医療費助成制度が利用できるよう支援します。

　アンケート調査では、今後の生活で困っていることや不安なことについて「収入」、「経済」

および「日常生活」に関することの回答が多く見受けられました。

　こうしたことから、各種制度の手続き方法などの周知啓発を行います。

名称 内容 担当

税や各種割引
減免制度の周知

自動車税・自動車取得税等の減免、JR・バス・飛行機・タクシー料
金、有料道路通行料金、NHK 受信料・公共料金等の減免、県立施設
等の利用料減免制度について周知を図ります。

社会福祉課
税務徴収課

経過的福祉手当
昭和 61 年４月１日において、20 歳以上の従来の福祉手当受給者

であって、特別障害者手当または障害基礎年金の支給を受けることが
できない人に、引き続き支給します。

社会福祉課

自立支援医療費

障害者総合支援法により、障がいのある人等の心身の状況からみて
自立支援医療を受ける必要がある人に、世帯の所得状況や治療状況を
勘案して支給認定を行い、受給者証を交付し、自立支援医療費を支給
します。

社会福祉課

障害者福祉手当
身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時

介護を必要とする状態にある 20 歳未満の人に支給します。
社会福祉課

障害者自動車運転
免許取得助成事業

障がいのある人が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合に、
指定自動車教習所において教習を受けるために必要な経費の一部を助
成します。障がいのある人の社会参加支援のため、広報等により周知
を図ります。

社会福祉課

障害者手帳の受
付・交付

身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の受付・
交付事務を行います

社会福祉課

心身障害者扶養共
済制度

心身障がい者の保護者が一定の期間、一定額の掛金をかけることに
より、その保護者に万一のことがあった場合、心身障がい者に対して
年金を支給します。

社会福祉課
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名称 内容 担当

身体障害者自動車
改造費助成事業

障がいのある人自らが就労等に伴い所有し、運転する自動車の操行
装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある場合に、改造費の
一部を助成します。障がいのある人の社会参加支援のため、広報等に
より周知を図ります。

社会福祉課

精神障害者医療福
祉助成事業

精神障がい者の経済的負担の軽減を図るため、月額 5,000 円を限
度に助成金を支給します。精神医療についての金銭的な支援を継続し
て行います。

社会福祉課

在宅心身障害児福
祉手当

特別児童扶養手当の受給者で 20 歳未満の児童を在宅で養育してい
る人に対して、手当を支給します。（障害児福祉手当と併給は不可）

こども課

特別児童扶養手当
　身体または精神に障がいのある 20 歳未満の子供を扶養している保
護者に支給します。

こども課

障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時

介護を必要とする状態にある 20 歳未満の人に支給します。
社会福祉課

特別障害者手当
身体または精神に重度の障がいがある場合、または障がいが重複し

ている場合等のため日常生活において、常に特別の介護を必要とする
20 歳以上の人に支給します。

社会福祉課

日常生活用具給付
等事業

障がいのある人の日常生活を改善するため点字タイプライターやポ
ータブルレコーダー、吸引器（ネブライザー）、ストマ用装具等の障
がいに応じた日常生活用具を給付します。

社会福祉課

補装具費支給事業
障がいのある人等が車いすや義手、義足、装具、補聴器等、障がい

に応じた補装具を購入および修理する際の補装具費を支給します。
社会福祉課

障害基礎年金

　国民年金に加入している間、または 20 歳前、もしくは 60 歳以上
65 歳未満に、初診日のある病気やケガで、法令により定められた障
害等級表（1 級・2 級）による障がいの状態にあるときに支給されます。
　窓口・電話での相談、裁定請求書等の受理および進達を行います。

医療保険課

医療福祉費支給制度

健康保険各法の規定する患者負担分をで助成する制度で、県制度に
準じて実施しています。（対象者は、身体障害者手帳１・２級および
内部障がい 3 級、療育手帳Ⓐ・A、障害年金 1 級および精神保健福祉
手帳１級の受給権者。）身体障害者手帳等交付後、手続きを行います。

医療保険課
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名称 内容 担当

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金など
を受給していない障がいのある人に、国民年金制度の発展過程に生じ
た特別な事情を考慮して、福祉的措置として支給されます。窓口・電
話での相談、裁定請求書等の受理および進達を行います。

医療保険課

家族介護用品支給
事業

在宅の高齢者や障がいのある人等を介護している家族等に対し介護
用品（購入助成券）を支給します。

長寿福祉課

難病患者福祉見舞
金支給事業

難病患者とその家族の福祉の増進を図る目的で、見舞金を支給しま
す。

健康推進課

生活福祉資金・
小口資金貸付制度

低所得者、障がいのある人、または高齢者に対し、生活福祉資金（県
社会福祉協議会）の貸付相談や小口資金（市社会福祉協議会）の貸付
相談および貸し付けを行います（小口資金貸付限度額５万円）。市や
民生委員・児童委員との連携を密に、相談者のニーズに応える迅速な
対応とともに、制度の周知を図ります。

社会福祉協
議会
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　基本目標３　障がいのある子供への療育と特別支援教育の充実
（１）早期発見・早期療育（支援）の推進
　障がいの早期発見から速やかに療育※ 13 へ移行できる体制の整備に努め、障がいのある子

供ができるだけ早い段階で適切な支援が受けられるよう、関係機関との連携を深めて療育支援

体制の充実を図ります。

　また、発達の課題や保護者の悩みに寄り添い、保護者への心の支援や負担軽減を行うととも

に、子供の幼稚園、保育園（所）、認定こども園等への適応に向けた支援を行います。

名称 内容 担当

発達促進保育事業
保育に欠け、心身に障がいを有する児童を受け入れる保育所に対し、

加配保育士の人件費の一部を補助することによって、障がいのある児
童の健やかな成長を支援する体制を整えます。

こども課

乳幼児健康診査

乳幼児の発達の節目に保健センターで、身体計測、歯科診察、子育
て相談等の乳幼児健康診査を実施します。

 各健診結果により、育児の悩みや不安への対応、疾病および機能障
がいの早期発見・早期療育に努めます。

健康推進課

リトルワンズ
（親子教室）

言葉や発達の遅れがみられる乳幼児とその保護者等を対象に保育
士、保健師等による小集団での遊びを通し発達を促す指導を行います。

幼稚園、保育園（所）、認定こども園、地域子育て支援センター、
子育て広場、社会福祉課等関係機関と連携を図り、対象者の参加しや
すい支援体制構築に向け、調整を図りながら実施します。

健康推進課

※13　療育：発達に支援の必要な子供が社会的に自立することを目的として、子供の持っている能力を充分に発揮
できるよう援助すること。
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（２）特別支援教育の充実
　障がいのある子供に対し一人ひとりの特性に応じた教育を進めるために、就学相談体制の充

実を図ります。

　就学時には、本人や保護者に対し多様な学びの場についての情報提供を行い子供に最適な教

育が提供できるように支援します。

　また、特別支援教育推進のため、特別支援学級の設置に努め、特別支援学校に通う子供との

交流を推進します。

名称 内容 担当

発達支援相談
発達の遅れ等により学校生活において配慮を要する子供の支援方法

についての相談支援を行います。
学校教育課

ことばの教室
小・中学生を対象に、構音障害や吃音等、話し言葉におけるリズム

等の障がいのある子供への言語指導を行います。
学校教育課

教育支援委員会
常陸大宮市教育支援委員会を置き、障がいのある子供に対し早期か

らの教育相談、支援や就学先の決定を行います。対象者の増加、ケー
スの複雑化に対応し、適切な教育支援を行います。

学校教育課

特別支援教育コー
ディネーターの配
置

幼稚園、小・中学校における特別支援教育コーディネーターの配置
により、特別支援教育の充実・推進を図ります。また、多くの職員に
専門知識や免許の取得を勧めていきます。

学校教育課

特別支援学級
知的障がい、自閉症・情緒障がい等の特別支援学級について、専門

知識を持った教職員の充実と、全ての学校で子供の障がいに合わせた
指導の展開を図ります。

学校教育課

学校施設のバリア
フリー化

障がいのある子供が支障なく学校生活を送れるように学校施設のバ
リアフリー化を推進します。

学校教育課

障害児介助員・特
別支援教育支援員
の配置

特別な支援を必要とする障がいのある子供が増加しているため、学
校生活において適切な支援と指導を行うことや一人ひとりの基本的な
生活習慣・学力の向上を図るために障害児介助員・特別支援教育支援
員を配置します。

学校教育課

特別支援教育研修
会の実施

特別支援教育の理解促進および適切な教育支援を行っていくため
に、幼稚園、小中学校等の教職員を対象に研修会を実施します。

学校教育課

福祉教育・交流教
育の実施

「居住地交流事業」として、特別支援学校の子供と自分の居住する
地域の学校との交流事業を実施し、また、「総合的な学習の時間」の
活用等により、関係機関等の連携でボランティア活動など地域の体験
学習の機会を提供するように図ります。

学校教育課　　　　
生涯学習課

44



ひたちおおみや障がい者プラン 2021

第４章　第３期常陸大宮市障害者計画

　基本目標４　安心して地域生活ができる環境の整備
（１）生活環境・情報提供の向上とバリアフリー化の推進
　障がいのある人が暮らしやすいまちづくりをめざして、公共施設等のバリアフリー化を進め、

ユニバーサルデザインを踏まえた福祉のまちづくりを推進します。

　このため、障がいのある人が安全に安心して生活し、社会参加できるよう住宅、交通機関、

歩道などあらゆる生活空間のバリアフリー化を推進し、自宅から交通機関、街中まで連動した

バリアフリー環境の実現に努めます。

　視覚や聴覚等の障がいにより情報の取得や伝達に困難を生じる人について、ボランティアの

養成、手話・要約筆記等の意思疎通支援を行い、情報提供のバリアフリー化を進めて情報弱者

をつくらないよう努めます。また、障がいのある人が投票を行う際、一票を投じやすい環境を

整えます。

　アンケート調査では、バリアフリーのまちづくりについて、「充実してほしい」との回答が

多く、また、「車椅子での移動が不便」、「点字ブロックの数が少ない」などの道路環境整備へ

の意見もあることを踏まえ、今後も公共施設等のバリアフリー化に向け関係機関と連携を図り

ながら推進します。

名称 内容 担当

手話奉仕員養成講座
手話で挨拶や自己紹介程度の簡単な会話が可能になることを目標に

した講座を開設します。
社会福祉課

いばらき身障者等
用駐車場利用証制
度の推進

ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本
当に必要としている人が利用しやすい環境を整備するため、障がいの
ある人、高齢者、難病患者および妊産婦の人などの申し出により利用
証を発行する制度を推進します。

社会福祉課

ホームページのバ
リアフリー化の推
進

障がいのある人が、提供されている情報に問題なくアクセスし利用
できる、見やすいホームページを作成します。文字サイズの変更や読
み上げ機能、色などにも配慮し、視覚・聴覚障がい者や高齢者にも見
やすいホームページとなるよう更新管理をします。

企画政策課
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名称 内容 担当

公営住宅のバリア
フリー化

公営住宅のバリアフリー化の推進を図ります。今後は、「常陸大宮
市住生活基本計画」に基づき、住宅建替時に対応します。

都市計画課

常陸大宮駅周辺整
備のユニバーサル
デザイン導入

　JR 水郡線常陸大宮駅において、誰もが安心して利用しやすい快適な
東西自由通路の整備および駅舎の建替えを計画します。
　駅前広場およびその周辺においても、ユニバーサルデザインを導入
し、交通結節点としての機能を高めるとともに、まちを安心・安全に
回遊できる計画および整備の推進を図ります。

駅周辺整備
推進課

投票所のバリアフ
リー化

障がいのある人を含めて誰もが行きやすい投票所のバリアフリー化
を推進します。（投票所は公民館、地区集会所を利用しており修繕工
事は難しいため、選挙投票所ごとに簡易スロープ等を設置し対応しま
す。）

選挙管理委
員会

郵便等投票制度の
周知・啓発

投票所に行くことができない障がいのある人等が自宅で投票をし、
選挙管理委員会に郵送する制度の周知・啓発を図ります。

選挙管理委
員会

読書環境の整備の
推進

障がいの有無にかかわらず、読書することができる環境の整備の推
進を図ります。

生涯学習課

ボランティア活動
の振興

「ボランティアセンター」を拠点として、各分野にわたる関係団体
と連携を推進する中で、多様なボランティア活動の振興を図ります。

社会福祉協
議会
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（２）防災・防犯の協力体制づくり
　2011 年の東日本大震災や令和元年東日本台風水害等を受けて、全国的に防災に対する意識

が高まっています。

　本市では「常陸大宮市地域防災計画」を令和２年４月に改定し、自然災害等に対する対応を

定めていますが、今後とも災害時に支援を必要とする障がいのある人とその家族が安心できる

避難のあり方の検討を進めるとともに、日頃から地域で顔の見える関係づくりが構築できるよ

う支援を行います。また、災害時等に安否確認、避難所等への誘導などが迅速に行われる支援

体制の整備を進めます。

　さらに、消費者トラブルから、障がいのある人を守るための啓発的事業や消費者相談を実施

します。

名称 内容 担当

避難行動要支援者
台帳作成

災害時の避難に支援を要する方の名簿の作成と、個別避難支援プラ
ンを作成し、関係機関と連携し避難支援活動の充実を図ります。

社会福祉課

緊急通報システム
事業

ひとり暮らしの重度身体障がい者や高齢者等に災害、急病、事故等
のため救護を必要とする緊急時に、緊急通報のための機器を貸与・給
付します。

長寿福祉課
消防本部

地域防災計画の
推進

「地域防災計画」により、災害時の障がい者支援対策を推進すると
ともに、障がいのある人への地区避難場所、福祉避難所の周知や防災
避難訓練の参加の促進を図ります。各地区の防災体制強化に向けて、
自主防災組織の組織化を促進します。

危機管理課

消費者安全対策の
推進

常陸大宮市消費生活センターや茨城県消費生活センターと連携し
て、障がいのある人が不当な消費者犯罪などに巻き込まれないように
広報・啓発を行います。

商工観光課

緊急通報システム
NET119

聴覚機能、言語障がい等の障がいがあり、音声による緊急通報が困
難である方が、携帯電話等のインターネット機能を利用して、消防機
関に緊急通報をするためのサービスを提供します。

消防本部
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　基本目標５　就労や社会活動による生きがいづくりの推進
（１）就労支援の充実と地域での仕事の開拓
　障がいのある人が地域生活をするうえで、生きがいを持ち、自立した生活を営み、社会参加

するためには、障がい種別や個々の特性、ニーズに応じた多様な働き方が選択できる環境づく

りが必要となります。

　平成 28 年４月より、雇用分野における障がいのある人に対する差別の禁止および障がいの

ある人が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）が新た

に改定された「改正障害者雇用促進法」が施行され、障がいのある人とない人の均等な機会お

よび待遇の確保が求められます。

　障がいのある人の就労に対しての課題は、就労後、定着できるよう継続的な支援体制を強化

することが求められていますので、今後も継続して障がいのある人の就労支援、就労後定着す

るまでの相談支援を充実させるなど、ハローワークや関係機関と連携し、就労支援体制の充実

を図ります。

　また、就労移行支援等の職業訓練に関する障害福祉サービスを提供する事業所の拡大とこれ

らの情報提供に努め、さらに、障害者優先調達推進法に基づく工賃の向上を図ります。

名称 内容 担当

指定障害福祉サー
ビス・就労支援事
業の確保

指定障害福祉サービスの就労移行支援事業、就労継続支援事業、就
労定着支援事業の確保を図り就労を支援します。

社会福祉課

雇用促進対策の普
及・啓発・広報

「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づき、市内の事業所に対し、
公共職業安定所と連携して障害者雇用制度の普及・啓発・広報を行い
ます。

社会福祉課

48



ひたちおおみや障がい者プラン 2021

第４章　第３期常陸大宮市障害者計画

（２）生涯学習活動への支援と余暇活動の充実
　障がいのある人が、スポーツ・文化など、さまざまな分野の生涯学習活動へ参加することは、

充実した日常生活を送ることにつながります。

　アンケート調査では、社会活動状況で「特に活動をしていない」との回答が最も多く、その

理由として、「どんな活動があるのかわからない」といった回答が上位にあることから、広報

活動等の充実により、参加促進を図ります。

　健康づくりの面でも、余暇を過ごす意味でも、生涯学習を通じて交流を図りながら、身近な

地域での活動に積極的に参加できるよう、障がいのある人の社会活動への積極的参加を促しま

す。

名称 内容 担当

障害者団体等の活
動助成

障がい者福祉の向上、社会参加の促進、各関係団体との連携等を推
進するために、補助金の適性等を考慮しながら、障害者団体や家族会
等の活動の振興に向けて助成を行います。

社会福祉課

障がい者スポーツ
大会等への参加促
進

障がい者スポーツ大会等について、各種団体との連携と広報等の充
実により、参加促進を図ります。

社会福祉課
文化スポー

ツ課

地域活動支援セン
ター事業

障がいのある人等の地域住民との交流活動を促進するため、地域ボ
ランティアの育成および地域の社会基盤との連携強化を行い、地域と
の交流のきっかけづくりを支援します。

社会福祉課
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　基本目標６　心のバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
広報・啓発の推進
　心のバリアフリーとは、お互いを理解し助け合い、暮らし続けることができるまちをつくる

ための心構えです。このことは、ノーマライゼーション理念や共生社会の視点の浸透などによ

り、『心のバリアフリー』として、理解、配慮、思いやり、気軽な声掛け、支援等の重要性が

認識されるようになってきました。

　平成 18 年 12 月 20 日に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（バリアフリー新法）」では、この『心のバリアフリー』を深めていくことを国の責務と

して定めるとともに、国民の責務としても新たに位置づけられました。

　高齢者や障がいのある人などが円滑に移動し施設を利用できるようにすることへの協力だけ

ではなく、自立した日常生活や社会生活を確保することの重要性についての理解を深めること

が、国民の責務として定められています。

　アンケート調査では、障がい者理解についての啓発・広報について、「満足」との回答が一

番低いことから、障がい者理解への一層の啓発に取り組むとともに、さらに市民に対する理解

や認識を高める普及啓発活動が重要となってきます。

名称 内容 担当

障がい者理解につ
いての広報・啓発
の推進

共生する社会の理念や障害者週間などの周知とともに、市広報等に
より日常的に障がい者理解のための広報・啓発を推進します。

社会福祉課

公共施設や民間施
設等のユニバーサ
ルデザイン化の推
進

高齢者や障がいのある人をはじめ、だれもが安心して暮らしやすい
まちをめざすため、公共施設や民間施設等のユニバーサルデザイン化
を推進します。

社会福祉課
関係各課
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第５章 第６期常陸大宮市障害福祉計画

　１　計画の成果目標
（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行
　

【第６期計画における目標の設定】

　令和５年度（2023 年度）末までに、障がいのある人の状況と意向、地域の受入体制等を踏

まえ、関係機関と連携して達成をめざします。

　令和元年度（2019 年度）末時点の施設入所者数９7 人（A）

【国の基本指針】
①　令和元年度（2019 年度）末時点の施設入所者数の６％以上が、令和５年度（2023 年度）末ま

でに地域生活へ移行すること。
②　令和５年度（2023 年度）末時点の施設入所者数を、令和元年度（2019 年度）末時点から 1.6％

以上削減すること。

項目
R5 年度

（2023 年度）
備考

①
令和 5 年度（2023 年度）末までに、地域生活に移行す
る施設入所者数

６人 (A) × 6％≒ 6 人

② 令和５年度（2023 年度）末の施設入所者数 95 人
(A) × 1.6％≒ 2 人
(A) － 2 人＝ 95 人
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
　

【第６期計画における目標の設定】

　精神障がいにも対応した、在宅支援および地域の課題解決に向け「常陸大宮市自立支援協議

会」等を活用するなどして地域包括ケアシステムの構築に努めます。

（３）地域生活支援拠点の整備と機能の充実

【第 6 期計画における目標の設定】

　常陸大宮市内の事業所等が有する機能を有機的に連携する「面的な体制」によって地域生活

支援拠点等の整備に努めます。また、「常陸大宮市自立支援協議会」等を活用するなどして、

課題の検討や運用状況の検証を行います。

【国の基本指針】
①　市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係機関等の重層的な連携によ

る支援体制を構築するために必要となる協議の場の１年間の開催回数の見込みを設定する。
②　協議の場への保健、医療、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数の見込みを設定する。
③　保健・医療・福祉関係者による協議の場における目標設置及び評価の実施回数を設定する。

【国の基本指針】
　　令和 5 年度（2023 年度）末までの間、各市町村または各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等

を確保しつつ、その機能充実のため、年 1 回以上運用状況を検証および検討する。

項目
R3 年度

（2021 年度）
R4 年度

（2022 年度）
R5 年度

（2023 年度）

① 保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催回数 ２回 2 回 2 回

② 協議の場への関係者の参加者数 10 人 10 人 10 人

③ 協議の場における目標設定および評価の実施回数 2 回 2 回 2 回

項目
R3 年度

（2021 年度）
R4 年度

（2022 年度）
R5 年度

（2023 年度）

① 地域生活支援拠点の設置箇所数 検討 検討 1 箇所

② 協議の場における目標設定および評価の実施回数 2 回 2 回 2 回
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（４）福祉施設から一般就労への移行等
　

【第６期計画における目標の設定】

　令和５年度（2023 年度）末までに、福祉サービス事業所や関係機関と協力して、就労移行

支援事業等の強化による一般就労への意向を図っていきます。

【国の基本指針】
①　就労移行支援事業所等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 A・B 型）を通じて、

令和５年度中に一般就労に移行する人の人数を令和元年度の一般就労への実績の 1.27 倍以上とす
る。

②　就労移行支援事業を通じて、令和 5 年度（2023 年度）中に一般就労に移行する人の人数を令和
元年度の一般就労への移行実績の 1.30 倍以上とする。

③　就労継続 A 型事業を通じて、令和 5 年度（2023 年度）中に一般就労に移行する人の人数を令和
元年度の一般就労への移行実績の 1.26 倍以上とする。

④　就労継続 B 型事業を通じて、令和 5 年度（2023 年度）中に一般就労に移行する人の人数を令和
元年度の一般就労への移行実績の 1.23 倍以上とする。

⑤　令和５年度（2023 年度）における就労移行支援事業から一般就労に移行する人のうち、就労定
着支援事業を利用する人を７割以上とする。

⑥　就労定着支援事業所のうち、就労定着率が 8 割以上の事業所の割合を 7 割以上とする。

項目
R元年度【実績】

（2019 年度）
係数

R5 年度
（2023 年度）

①
生活介護、自立訓練、就労移行および就労継続支援 A・
B 型事業の一般就労への移行者数

4 人 1.27 倍以上 6 人

② 就労移行支援事業の一般就労への移行者数 0 人 1.30 倍以上 2 人

③ 就労継続支援 A 型事業の一般就労への移行者数 0 人 1.26 倍以上 2 人

④ 就労継続支援 B 型事業の一般就労への移行者数 4 人 1.23 倍以上 5 人

⑤
一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業を利
用する者

4 人 7 割以上 3 人

⑥ 就労定着支援事業所数 0 箇所 7 割以上 1 箇所
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（５）相談支援体制の充実・強化等
　

【第６期計画における目標の設定】

　基幹相談支援センターが中核的機能を担うこととし、適切なサービスを提供するための相談

支援体制の確保と関係機関との連携強化を図っていきます。

（６）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関する体制の構築

【第 6 期計画における目標の設定】

　国・県等が実施する研修会に参加するとともに、障害福祉サービスの質の向上を図るための

取り組みに係る体制の構築に努めます。

【国の基本指針】
　　令和５年度（2023 年度）末までに、総合的・専門的な相談支援の実施および地域の相談支援体

制の強化を実施する体制を確保すること。（各市町村または圏域）

【国の基本指針】
　　令和５年度（2023 年度）末までに、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供してい

くため、障害福祉サービス等を向上させるための取り組みに関する事項を実施する体制を構築する
こと。

項目
R3 年度

（2021 年度）
R4 年度

（2022 年度）
R5 年度

（2023 年度）

① 総合的・専門的な相談支援体制 確保 確保 確保

② 相談支援事業者に対する専門的な指導・助言件数 3 件以上 3 件以上 3 件以上

③ 相談支援事業者の人材育成の支援件数 検討 3 件以上 3 件以上

④ 相談機関との連携強化の取り組みの実施回数 3 回以上 3 回以上 3 回以上

項目
R3 年度

（2021 年度）
R4 年度

（2022 年度）
R5 年度

（2023 年度）

① 障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 実施 実施 実施

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

検討 実施 実施
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　２　障害福祉サービス等の体系
　障害者総合支援法下のサービスは、「指定障害福祉サービス」、「相談支援」、「地域生活支援

事業」に大別され、「指定障害福祉サービス」については「訪問系サービス」、「日中活動系サー

ビス」および「居住系サービス」に分かれます。

　障害者総合支援法に基づく体系については、次のとおりです。

障　
害　
者　
総　
合　
支　
援　
法

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

相
談
支
援

地
域
生
活
支
援
事
業

介
　
護
　
給
　
付

訓
練
等
給
付

（１）訪問系サービス

（１）必須事業

（１）日中活動系サービス

（２）居住系サービス

（２）日中活動系サービス

（１）相談支援

（３）居住系サービス

（２）任意事業

◎居宅介護
◎重度訪問介護
◎同行援護
◎行動援護
◎重度障害者等包括支援

◎理解促進研修・啓発事業
◎自発的活動支援事業
◎相談支援事業（上記以外の全体的なもの）
◎成年後見制度利用支援事業
◎成年後見制度法人後見支援事業
◎意思疎通支援事業
◎日常生活用具給付等事業
◎手話奉仕員養成研修事業
◎移動支援事業
◎地域活動支援センター

◎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・Ｂ型）
◎就労定着支援

◎自立生活援助
◎共同生活援助（グループホーム）

◎生活介護
◎療養介護
◎短期入所

◎計画相談支援
◎地域定着支援
◎地域移行支援

◎施設入所支援

◎その他の事業
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　３　障害福祉サービス等の見込量等

（１）訪問系サービス
①居宅介護
　居宅における入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に、「基本指針」に沿って、入院中の精神障がい者のうち地域生活へ

の移行後に利用が見込まれる者についても考慮し、1 人 1 か月あたりの平均利用時間を 15 時

間と見込みます。

②重度訪問介護
　重度の肢体不自由者に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護や、外出時の移動介護な

どを行います。

【見込量の考え方】
　障がいの重篤化、同居家族の高齢化等による利用を想定し、1 人 1 か月あたりの平均利用

時間を 150 時間と見込みます。

③同行援護
　視覚障がい者に対して、移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援（代

筆・代読を含む）、移動の援護、排せつ、食事等の介護などを行います。

【見込量の考え方】
　地域生活支援事業での視覚障がい者の移動支援事業実績を勘案し、1 人 1 か月あたりの平

均利用時間を 50 時間と見込みます。

【見込量推計の考え方】
　各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。
　　〇前期計画期間における利用実績
　　〇当事者や関係団体、事業所等から得た利用ニーズの傾向
　　〇施設入所者の地域生活への移行者数
　　〇平均的な１人当たり利用量等
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④行動援護
　行動上著しい困難がある人に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護

や外出時の移動支援などを行います。

【見込量の考え方】
　障がい特性の多様化、利用者ニーズの変化等を考慮し、1 人 1 か月あたりの平均利用時間

を 16 時間と見込みます。

⑤重度障害者等包括支援
　常に介護が必要な最重度の障がいのある人に対して、居宅介護その他の包括的な介護を行い

ます。

【見込量の考え方】
　障がいの重篤化、同居家族の高齢化や利用者のニーズを勘案し、1 人 1 か月あたりの平均

利用時間を 150 時間と見込みます。

区　分 単　位
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

①居宅介護
実利用者数 28 27 27 29 31 33

延べ利用時間 413 412 378 435 465 495

②重度訪問介護
〃 0 0 0 1 1 1

〃 0 0 0 150 150 150

③同行援護
〃 4 4 4 6 6 6

〃 46 56 32 150 150 150

④行動援護
〃 0 0 0 2 2 2

〃 0 0 0 32 32 32

⑤重度障害者等
包括支援

〃 0 0 0 1 1 1

〃 0 0 0 150 150 150

（月平均）

（令和 2 年度は見込値）

〈見込量確保のための市の方策〉
○利用者のニーズに的確に対応するために事業者と連携し、それぞれの障がい特性を理解したヘル

パーの確保など、質の高いサービスが提供できる環境づくりに努めます。
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（２）日中活動系サービス
①生活介護
　福祉施設において、日中に入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動などの支援を
行います。

【見込量の考え方】
　国計算式による想定値を採用しています。
②自立訓練（機能訓練）
　身体障がい者を対象に、自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能などの向上のた
めに必要な訓練を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 10 日と見込みます。
③自立訓練（生活訓練）
　知的障がい者、精神障がい者を対象に、自立した日常生活や社会生活を営むため、生活機能
などの向上のために必要な訓練を行います。

【見込量の考え方】
　国計算式による想定値を採用しています。
④就労移行支援
　就労を希望する人に対して、就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に、「基本指針」に沿って、入院中の精神障がい者のうち地域生活へ
の移行後に利用が見込まれる者についても考慮し、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 20 日
と見込みます。
⑤就労継続支援（Ａ型）
　雇用契約などに基づき、就労機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上を図るための適切
な支援を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 20 日と見込みます。
⑥就労継続支援（Ｂ型）
　就労機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上を図るための必要な訓練を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に、１人１か月あたりの平均利用日数を 20 日と見込みます。
⑦就労定着支援
　就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環境変化により生
活面の課題が生じている人を対象に、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います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に人数を見込みます。　
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⑧療養介護
　医療が必要な人に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理看護、医学的
管理の下での介護や日常生活上の支援を行います。

【見込量の考え方】
　現在のサービス利用実績に鑑み、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 31 日と見込みます。
⑨短期入所
　介護者の病気などの理由により、宿泊を伴う短期間の介護が必要な人に対して支援を行いま
す。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 10 日と見込みます。福祉型
と医療型を合計しています。

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

①生活介護
実利用者数 146 147 145 147 149 151
延べ利用日数 2,816 2,820 2,820 2,863 2,908 2,952

②自立訓練
（機能訓練）

〃 3 6 9 11 13 15
〃 20 52 75 110 130 150

③自立訓練
（生活訓練）

〃 5 5 4 4 5 6
〃 68 79 60 67 75 84

④就労移行支援
〃 16 8 6 8 10 12
〃 280 133 112 160 200 240

⑤就労継続支援
（Ａ型）

〃 6 13 18 20 22 24
〃 97 224 327 400 440 480

⑥就労継続支援
（Ｂ型）

〃 98 112 115 118 121 124
〃 1,741 1,968 1,950 2,360 2,420 2,480

⑦就労定着支援 実利用者数 2 2 2 3 3 3

⑧療養介護
実利用者数 3 3 3 3 3 3
延べ利用日数 91 91 91 93 93 93

⑨短期入所
〃 14 19 19 22 22 22
〃 177 170 170 220 220 220

（月平均）

（令和 2 年度は見込値）

〈見込量確保のための市の方策〉
○既存の施設を含む地域の社会資源を有効に活用しながら、利用者のニーズに対応していくとともに、

ハローワークや就労系事業所、就業・生活支援センターとの連携強化を図るなど、関係機関と協力し、
就労支援体制の充実に努めます。

○短期入所については、身近な地域でサービス利用ができるよう、サービス提供体制の整備に努める
とともに、既存施設の増床や空き施設の利用、介護保険施設との相互利用など事業者と連携し既存
施設の活用を図ります。
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（３）居住系サービス
①自立生活援助
　障害者支援施設やグループホームを利用していた障がいのある人で、一人暮らしを希望する
者に対して、定期的な訪問等を行って生活状況を確認し、必要な助言や、医療機関等との連絡
調整等を行います。

【見込量の考え方】
　施設入所支援や共同生活援助からの単身生活への実績や、地域移行支援や地域定着支援の利
用者等を勘案して見込みます。

②共同生活援助（グループホーム）
　共同生活を行う住居で、夜間や休日の相談に加え、入浴、排せつ、食事の介護など日常生活
上の援助を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績および施設入所者、入院中の精神障がい者の地域生活への移行後に利用が
見込まれる者を勘案して見込みます。

③施設入所支援
　施設入所者に対して、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言そ
の他の必要な日常生活上の支援を行います。

【見込量の考え方】
　新規施設入所者の増加および既入所者の地域生活への移行による退所者等を勘案して見込み
ます。

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

①自立生活援助

実利用者数

0 0 0 3 3 3

②共同生活援助 43 48 49 52 57 62

③施設入所支援 101 97 97 97 96 95

（月平均）

（令和 2 年度は見込値）

〈見込量確保のための市の方策〉
○障がいのある人が、自ら生活の場を選択し、地域で生活を始めたり、住み続けたいまちでの生活を

続けられるよう、共同生活援助等（グループホームなど）について、既存施設の拡充や新規事業所
の設置を支援します。
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（４）相談支援
①計画相談支援
　障害福祉サービス等を利用するすべての人にサービス等利用計画を作成し、支援を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に見込みます。

②地域移行支援
　障害者支援施設に入所している人や病院に入院している精神障がいのある人に、住居の確保
等の地域生活に移行するための相談や支援を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に見込みます。

③地域定着支援
　施設や病院から地域生活に移行した人、家族との同居から一人暮らしを始めた人等に、常時
の連絡体制を確保し、緊急時の対応を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に見込みます。

（年間）

（令和 2 年度は見込値）

〈見込量確保のための市の方策〉
○対象となる障がいのある人の置かれている現状を第一に考え、各関係機関との連携を図り、情報提

供や制度の周知を図るとともに、支援体制の確保に努めます。

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

①計画相談支援

実利用者数

329 342 342 352 362 372

②地域移行支援 0 1 1 2 2 2

③地域定着支援 0 0 0 2 2 2
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　4　地域生活支援事業の見込量等
（１）必須事業
①理解促進研修・啓発事業
　地域住民を対象に、障がいのある人への理解を深めるための研修・啓発を行います。

②自発的活動支援事業
　障がいのある人等が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、障がいのあ

る人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

理解促進研修・
啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有

（年間）

（年間）

〈見込量確保のための市の方策〉
○障がいのある人が関わるイベントなどを通じ、障がいのある人もない人も交流できる機会を提供し、

障がい者理解の促進に努めます。

〈見込量確保のための市の方策〉
○同じ障がいのある人やその家族が情報交換や悩みの共有を行うなどの自発的な活動を促進するた

め、支援の具体的内容・方法を検討していきます。

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

自発的活動支援
事業 実施の有無 無 無 無 （検討） 有 有
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③相談支援事業
（ア）障害者相談支援事業

　障がいのある人等の福祉に関する問題について、相談に応じ、情報提供や助言、障害福祉サー

ビスの利用支援などを行うとともに、障がいのある人の権利擁護のための援助を行います。

（イ）基幹相談支援センター

　地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談等の業務を総合的に行います。

（ウ）基幹相談支援センター等機能強化事業

　相談支援事業を適正かつ円滑に行うため、一般的な相談支援事業に加え、専門的知識のある

職員を配置し、地域の相談支援事業者等に対して専門的な指導・助言を行い、相談支援機能の

強化を図ります。

（エ）住宅入居等支援事業

　賃貸契約の一般住宅への入居が困難な障がいのある人について、入居に必要な調整等の支援

を行います。また、家主等への相談・助言を通じて、障がいのある人の地域生活を支援します。
（年間）

〈見込量確保のための市の方策〉
○対象となる障がいのある人の置かれている現状を第一に考え、各関係機関との連携を図り、情報提

供や制度の周知を図るとともに、支援体制の確保および連携強化に努めます。

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

(ア)障害者相談支
援事業 実施箇所数 2 2 2 ２ ２ ２

(イ)基幹相談支援
センター 設置の有無 有 有 有 有 有 有

(ウ)基幹相談支援
センター等機
能強化事業

実施の有無 有 有 有 有 有 有

(エ)住宅入居等支
援事業 実施の有無 無 無 無 （検討） （検討） （検討）
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④成年後見制度利用支援事業
　障害福祉サービス等の利用の観点から成年後見制度を利用することが有用と認められる障が
いのある人のうち、市長申立を行った人で、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難で
あると認められる場合、成年後見申立および報酬に係る経費の一部、または全部を支援します。

⑤成年後見制度法人後見支援事業
　成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備
するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見活動を支援します。

⑥意思疎通支援事業
　手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳・音訳等による
支援事業など、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人の意思疎通を支援します。

〈見込量確保のための市の方策〉
○実績が少ない現状であるため、今後、広報による周知をするとともに、広報、相談、申立て支援な

どの機能をもつ中核となる機関の設置に努めます。

〈見込量確保のための市の方策〉
○法人後見の実施を予定する法人が現れた場合、事業の実施を検討します。また、広報等による周知

に努めます。

〈見込量確保のための市の方策〉
○本市においては、茨城県立聴覚障害者センター「やすらぎ」と連携して支援を行っていますが、広

報等での周知を行うなどして利用の促進に努めます。

（年間）

（年間）

（年間）

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

成年後見制度
利用支援事業 実利用者数 1 1 0 1 1 1

区　分 単位等
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

成年後見制度法
人後見支援事業 実施の有無 無 無 無 （検討） （検討） （検討）

区　分 単　位
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

手話通訳者・要約
筆記者派遣事業 実利用件数 2 2 2 5 5 5

（令和 2 年度は見込値）
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⑦日常生活用具給付等事業
　障がいのある人の日常生活の便宜を図るため、以下の福祉用具の給付等を行います。

（ア）介護・訓練支援用具
　特殊寝台など、身体介護や訓練のための用具。

（イ）自立生活支援用具
　入浴補助用具や歩行支援用具など、入浴・移動などの自立生活を支援するための用具。

（ウ）在宅療養等支援用具
　電気式たん吸引器など、在宅療養を支援するための用具。

（エ）情報・意思疎通支援用具
　点字器や人工喉頭など、情報伝達や意思疎通を支援するための用具。

（オ）排せつ管理支援用具
　ストマ用装具など、排せつ管理を支援するための用具。

（カ）居宅生活動作補助用具
　手すりや段差解消など居宅生活動作を円滑にするための用具で、設置に小規模な住宅改修を
伴うもの。

〈見込量確保のための市の方策〉
○障がいのある人の特性や用具の必要性を考慮し、継続して事業を実施するとともに、障害者手帳交

付時における説明や広報等による周知を図ります。

（年間）

（令和 2 年度は見込値）

区　分 単　位
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

(ア)介護・訓練
支援用具

延べ給付
件数

1 1 2 2 2 2

(イ)自立生活
支援用具 4 2 3 3 3 3

(ウ)在宅療養等
支援用具 3 4 7 7 7 7

(エ)情報・意思
疎通支援用具 10 3 10 10 10 10

(オ)排せつ管理
支援用具 1,057 1,053 1,100 1,150 1,150 1,150

(カ)居宅生活
動作補助用具 0 0 0 1 1 1

65



ひたちおおみや障がい者プラン 2021

第５章　第６期常陸大宮市障害福祉計画

⑧手話奉仕員養成研修事業
　聴覚障がい者の福祉増進を図るため、手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術を習得
した者を養成する講座を開講します。

⑨移動支援事業
　一人で外出することが困難な障がいのある人に外出の際の移動を支援することで、地域での
自立生活および社会参加などを促進します。

〈見込量確保のための市の方策〉
○年サイクルで手話奉仕員養成講座の「入門課程」と「基礎課程」を実施し、手話奉仕員を養成します。

〈見込量確保のための市の方策〉
○本市における障がいのある人（児）の移動手段の確保については、福祉サービスや公共交通機関等

を考慮しても、個々の生活様式、ニーズ等に対応するには非常に困難な状況にあります。障がいの
ある人（児）の置かれている状況を勘案し、「常陸大宮市福祉有償運送事業」などと調整し、柔軟
な対応を図ります。

（年間）

（年間）

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

手話奉仕員養成
研修事業 修了者数 9 8 7 7 10 10

（令和 2 年度は見込値）

（令和 2 年度は見込値）

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

移動支援事業
実利用者数 17 13 20 22 24 26

延べ利用時
間数 507 424 600 660 720 780
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⑩地域活動支援センター
　創作的活動、生産活動の機会や交流促進などを図るための日中活動の場を提供します。なお、
センターには以下の 3 類型があります。
　○Ⅰ型：専門職員（精神保健福祉士など）を配置し、医療・福祉および地域との連携強化の

ための調整、地域住民に対する障がいのある人への理解促進のための普及啓発など
の事業を行います。（相談支援事業所を併設）

　○Ⅱ型：機能訓練、社会適応訓練などのサービスを提供します。
　○Ⅲ型：創作的活動または生産活動を行い、地域生活支援の促進を図ります。

〈見込量確保のための市の方策〉
○創作的活動および地域交流の場としての内容を充実させて、障がいのある人の利用促進を図ります。

（年間）

（令和 2 年度は見込値）

区　分 単位等
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

地域活動支援
センター

実施箇所数 2 2 2 2 2 2

実利用者数 11 6 18 20 20 20
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（２）任意事業
①訪問入浴サービス事業
　寝たきりなどの身体障がい者等で、自宅浴槽での入浴が困難な場合に、組み立て式の浴槽を

使い、自宅で入浴してもらうことで身体障がい者の負担を軽減し、身体の清潔保持、心身機能

の維持を図ります。

②日中一時支援事業
　家族の就労支援および一時的な休息を目的として、障がいのある人（児）の日中活動の場の

提供、見守りなどの支援を行います。

（年間）

（年間）

〈見込量確保のための市の方策〉
○身体障がい者等の地域における生活を支援するため、引き続き制度を維持します。

〈見込量確保のための市の方策〉
○利用者のニーズ把握に努め、事業内容を周知し利用を促進するとともに、事業者とも連携し、ニー

ズに適切に対応できる体制の整備に努めます。

区　分 単位等
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

訪問入浴サービ
ス事業

実利用者数 3 3 3 4 4 4

延べ利用者数 153 146 150 200 200 200

（令和 2 年度は見込値）

（令和 2 年度は見込値）

区　分 単位等
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

日中一時支援
事業

実利用者数 51 61 65 68 71 74

延べ利用者数 3,527 3,669 3,900 4,080 4,260 4,440
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③自動車運転免許取得費助成事業
　障がいのある人の就労と行動範囲の拡大、社会活動への参加等により生活の向上を図るため、

自動車の運転免許を取得するために要した費用の一部を助成します。

⑤自動車改造費助成事業
　就労等に伴い自動車を取得し、その自動車を改造する必要がある場合、その改造費の一部を

助成します。

（年間）

（年間）

〈見込量確保のための市の方策〉
○ 4 級以上の身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者の免許取得費用を助成（上限

100,000 円）します。
　障がいのある人の生活環境、社会参加を含めた生活の向上のために継続して事業を推進していくと

ともに、広報等で周知を図ります。

〈見込量確保のための市の方策〉
○重度の身体障がい者が、自ら所有し運転する自動車を改造する場合、改造費用を助成（上限

100,000 円）します。
　就労、社会参加を含め、自立した生活を送るための支援として継続して事業を推進していくととも

に、広報等で周知を図ります。

（令和 2 年度は見込値）

（令和 2 年度は見込値）

区　分 単位等
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

自動車運転免許
取得費助成事業 実利用者数 1 2 2 2 2 2

区　分 単位等
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

自動車改造費
助成事業 実利用者数 2 1 2 2 2 2
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第６章 第２期常陸大宮市障害児福祉計画

　１　計画の成果目標
障害児支援の提供体制の整備等

【第２期計画における目標の設定】

　令和 5 年度（2023 年度）末までに、障害児通所支援等サービス事業者や関係機関との連

携により、地域の障がい児支援体制の拡充に取り組んでいきます。

【国の基本指針】
令和５年度末までに、
①　児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設置すること。（圏域での設置も可）
②　保育所等訪問支援を利用できる体制を構築すること。
③　主に重症心身障がい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設置す

ること。（圏域での設置も可）
④　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置すること。
　　（都道府県が関与した上での圏域での設置も可）
⑤　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。
　　（都道府県が関与した上での圏域での設置も可）

項目 目標 備考

① 児童発達支援センターの設置 設置 市または常陸太田・ひたちなか
福祉圏域での設置をめざします。

② 保育所等訪問支援の体制構築 構築 体制の構築に努めます。

③
重症心身障がい児
を支援する事業所
の設置

児童発達支援事業所 設置

市または常陸太田・ひたちなか
福祉圏域での設置をめざします。

放課後等デイサービス事業所 設置

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 設置

⑤ 医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 設置
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　２　障害児通所支援等の体系
　障がいのある子供に対する支援として、児童福祉法下のサービスがあります。

　体系については、次のとおりです。

児
童
福
祉
法 

（１）障害児通所支援 ◎児童発達支援
◎医療型児童発達支援
◎放課後等デイサービス
◎保育所等訪問支援
◎居宅訪問型児童発達支援

（２）相談支援 ◎障害児相談支援
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　３　障害児通所支援等の見込量等

①児童発達支援
　未就学の障がいのある子供に対して、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、その他必要な支援を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績等を勘案し、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 12 日と見込みます。

②医療型児童発達支援
　医療が必要かつ集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がいのあ
る子供に対して、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
訓練などの支援および治療を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績等を勘案し、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を８日と見込みます。

③放課後等デイサービス
　学校在学中の障がいのある子供に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上の
ための訓練等を行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績等を勘案し、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 15 日と見込みます。

④保育所等訪問支援
　保育所等を訪問し、保育所や児童が集団生活を営む施設に通う障がいのある子供に対して、
障がいのない子供との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績等を勘案し、1 人 1 か月あたりの平均利用日数を 12 日と見込みます。

⑤居宅訪問型児童発達支援
　障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がいのある子供に対して、
障がいのある子供の居宅を訪問して発達支援を行います。

【見込量の考え方】
　ニーズ等を考慮して利用者数を見込みます。

【見込量推計の考え方】
　各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。
　　〇前期計画期間におけえる利用実績
　　〇当事者や関係団体、事業所等から得た利用ニーズの傾向
　　〇施設入所者の地域生活への移行者数
　　〇平均的な１人当たり利用量等
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⑥障害児相談支援
　障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成し、給付決定後、事業者等と
連絡調整等を行うとともに、利用計画を作成します。

【見込量の考え方】
　サービス利用実績を基に見込みます。

⑦医療的ケア児への関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置
　医療的ケアが必要な児童について、必要な支援が受けられるように調整等を行うコーディ
ネーターを配置します。

【見込量の考え方】
　ニーズ等を考慮して年間の配置人数を見込みます。

区　分
実績値 見込量

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

①児童発達支援
実利用者数 14 19 16 19 22 25

延べ利用日数 81 140 114 285 330 375

②医療型児童
　発達支援

実利用者数 0 0 0 1 1 1

延べ利用日数 0 0 0 8 8 8

③放課後等デイ
サービス

実利用者数 52 61 54 59 64 69

延べ利用日数 668 824 788 885 960 1,035

④保育所等訪問
支援

実利用者数 0 0 0 2 2 2

延べ利用日数 0 0 0 24 24 24

⑤居宅訪問型
　児童発達支援

実利用者数 0 0 0 2 2 2

延べ利用日数 0 0 0 24 24 24
⑥障害児相談
　支援 実利用者数 66 80 70 83 91 99

⑦医療的ケア児に対す
る関連分野の支援を
調整するコーディネー
ターの配置

年間配置
人数 0 0 0 1 1 1

（月平均）

（令和 2 年度は見込値）

〈見込量確保のための市の方策〉
○障害児通所支援については、障がいのある子供が身近な地域で支援を受けられるよう、事業者と連

携して障がい特性に応じた専門的な支援が提供できる施設整備および環境づくりに積極的に努めま
す。

○障害児相談支援については、対象となる障がいのある子供の置かれている現状を第一に考え、各関
係機関との連携を図り、情報提供や制度の周知を図るとともに、支援体制の確保に努めます。
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第７章 計画の推進と進行管理

　１　障がい者施策に関する体制の整備
　障がい者施策の総合的な推進のために、保健・福祉・教育・雇用・まちづくりなど、関係部

署の連携を強化します。

　また、市役所内部にとどまらず、広く雇用関係機関や教育関係機関、福祉関係機関等との連

携を強化します。

　２　市民、関係団体、自立支援協議会との連携強化
（１）障害者団体等との連携強化、参加・参画の推進
　障害者計画・障害（児）福祉計画の策定および推進にあたっては、障害者団体や関係団体と

の連携を強化するとともに、障害者団体等の参加・参画を進めます。

（２）ボランティア団体、サービス提供事業者、市民等との連携強化
　本計画の基本的視点の一つである「ともに支え合う地域づくり」の実現に向けて、市民の理

解を醸成するとともに、ボランティア団体、サービス提供事業者等との連携の強化を図ります。

（３）自立支援協議会との連携強化
　自立支援協議会において共通認識された地域の課題やニーズ等を踏まえ、相互に協力・連携

し、障がい者福祉施策を推進します。

　・障がい者福祉に関する行政等の体制の整備

　・市と市民・関係団体・自立支援協議会との連携強化
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　３　計画の進行管理と評価
計画の評価と見直し
　障害者総合支援法および児童福祉法においては、計画に定める事項について、定期的に調査、

分析と評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更すること、その他の必要な措置を

講じること（＝ＰＤＣＡサイクルによる進行管理）とされているため、本計画もこの考え方を

基本とし、計画を着実に推進していきます。

　具体的には、常陸大宮市障害者計画等推進協議会において成果目標・活動指標等に関する実

績を把握し、分析と評価を行いながら、社会情勢や国・県の施策等の変化に柔軟に対応し、必

要に応じて改善・見直しを行います。

　また、本計画の推進にあたっては、関係行政機関等や民間事業者等の関係団体と連携し、サー

ビスの円滑な提供に努めます。

■ＰＤＣＡサイクル

①計画（Ｐｌａｎ）
●令和５年度（2023 年度）ま

での目標、サービス提供に
関する見込量、その確保の
方策等を定める。

③評価（Ｃｈｅｃｋ）
●定期的に計画の進捗状況に

ついて、評価を行う。

④改善（Ａｃｔ）
●評価結果等を踏まえ、必要

に応じて、施策の見直し等
を行う。

②実行（Ｄｏ）
●計画の内容を踏まえ、方策

等を実施する。
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資料編

　資料１　計画策定までの経過

年　月　日 項目 内容

令和２年
７月６日（月）

第 1 回常陸大宮市障害者計画等
推進委員会

・計画の概要について
・策定のスケジュールについて

７月９日（木） 第 1 回常陸大宮市障害者計画等
推進協議会

・委嘱状の交付
・計画の概要について
・策定のスケジュールについて

８月３日（月）
～

８月２４日（月）
アンケート調査の実施

・障がいのある人等の日常生活や福祉サービス
の利用状況およびニーズ調査

・郵送による配付・回収

８月３１日（月） 常陸大宮市自立支援協議会
・アンケート調査について
・計画の概要について
・策定のスケジュールについて

令和 3 年
２月１６日（火）

第 2 回常陸大宮市障害者計画等
推進委員会

・第３期障害者計画（案）
・第６期障害福祉計画（案）
・第２期障害児福祉計画書（案）について

２月２４日（水） 第 2 回常陸大宮市障害者計画等
推進協議会

・第３期障害者計画（案）
・第６期障害福祉計画（案）
・第２期障害児福祉計画書（案）について
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　資料２　常陸大宮市障害者計画等推進協議会設置要綱

（設置）
第１条　常陸大宮市障害者計画等（以下「計画」という。）を推進するため、常陸大宮市障害

者計画等推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条　協議会は、次の事項を所掌する。
　（１）計画等の推進に関すること。
　（２）計画等の見直しに対する検討及び調整に関すること。
　（３）その他計画推進に関し必要な事項に関すること。

（組織）
第３条　協議会は、委員長、副委員長及び委員 16 名以内の委員をもって組織する。
２　委員長には、委員の互選により選出するものとし、副委員長は、委員長が指名するものと

する。
３　委員は、次に掲げる者から市長が委嘱または任命する。
　（１）障害者団体の代表者
　（２）社会福祉事業の関係者
　（３）福祉関係団体の代表者
　（４）関係行政機関の職員
　（５）学識経験を有する者

（委員長及び副委員長）
第４条　委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

（会議）
第５条　協議会の会議は、委員長が招集する。
２　委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見

を聴くことができる。
（庶務）
第６条　協議会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。

（補則）
第７条　この要綱に定めるもののほか推進協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会

に諮ってこれを定める。

附　則
　　この要綱は、平成 26 年 12 月 1 日から施行する。
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　資料３　常陸大宮市障害者計画等推進協議会委員名簿

区　　分 氏　　　名 所属団体・役職等 備考

障害者団体の
代表者

関　　　多惠子 手をつなぐ育成会会長 委員長

大久保　眞知子 身体障害者福祉会会長

社会福祉事業
の関係者

猿　田　茂　彦 常陸大宮市社会福祉協議会事務局長 副委員長

岸　　　政　隆 障害者支援施設長

野　上　　　保 民間保育園連絡協議会会長

大曽根　　　卓 障害者介護給付費等審査会会長

福祉関係団体
の代表者

大　森　　　猛 民生委員児童委員協議会会長

滝　　　正　大 民生委員児童委員協議会
主任児童委員連絡会委員長

堀　江　親　一 高齢者クラブ連合会会長

石　﨑　育　子 ボランティア連絡協議会会長

関係行政機関
の職員

會　沢　千　秋 ハローワーク常陸大宮統括職業指導官

川　井　由　美 ひたちなか保健所保健指導課長

大　町　　　隆 教育委員会教育部長

丹　　　茂　樹 保健福祉部長

学識経験者
横　塚　靜　江 身体障害者相談員

篠　田　美津江 知的障害者相談員

（令和３年（2021 年）３月 1 日現在）
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　資料４　常陸大宮市障害者計画等推進委員会設置要綱

（設置）
第１条　常陸大宮市障害者計画等（以下「計画」という。）を推進するため、常陸大宮市障害

者計画等推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条　推進委員会は、次の事項を所掌する。
　（１）計画の実施状況等の点検管理及び見直し等に関すること。
　（２）その他計画推進に関し必要な事項に関すること。

（組織）
第３条　推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
２　委員長には保健福祉部社会福祉課長を、副委員長には保健福祉部社会福祉課社会福祉グル

ープリーダーをもって充てる。
３　委員は、次に掲げる者とする。
　（１）政策審議室企画政策課　企画政策グループ職員
　（２）総務部総務課　庶務・法制グループ職員
　（３）地域創生部地域創生課　地域づくり推進グループ職員
　（４）市民生活部市民課　市民グループ職員　　　　　　　　　
　（５）市民生活部安全まちづくり推進課　安全まちづくり推進グループ職員
　（６）市民生活部市民協働課　市民協働グループ職員
　（７）保健福祉部こども課　　こどもグループ職員　
　（８）保健福祉部長寿福祉課　高齢者支援グループ職員
　（９）保健福祉部医療保険課　医療・年金グループ職員
　（10）保健福祉部健康推進課　健康推進グループ職員
　（11）建設部都市計画課　都市計画グループ職員
　（12）教育委員会事務局学校教育課　教育総務グループ職員
　（13）教育委員会事務局生涯学習課　生涯学習グループ職員
　（14）教育委員会事務局スポーツ課　文化・スポーツグループ職員
４　委員長は、推進委員会を代表し、委員会を統括する。
５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）
第４条　推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
２　委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見

を聴くことができる。
（庶務）
第５条　推進委員会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。

（補則）
第６条　この要綱に定めるもののほか推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委

員会に諮ってこれを定める。
附　則
　　この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

81



ひたちおおみや障がい者プラン 2021

資料編

　資料５　常陸大宮市障害者計画等推進委員会委員名簿　

職　　名 所属課名等 氏　　　名 役　職　名

委 員 長 社会福祉課 大　金　正　一 課長

副 委 員 長 社会福祉課（社会福祉Ｇ） 関　　　和　朗 課長補佐

委 員 企画政策課（企画政策Ｇ） 相　田　英　樹 主査

総務課（庶務・法制Ｇ） 小　松　　　誉 主査

地域創生課（地域づくり推進Ｇ） 米　田　聡　美 主任

市民課（市民Ｇ） 冨　田　順　子 主査

安全まちづくり推進課
（安全まちづくり推進Ｇ） 川　西　知　宏 課長補佐

市民協働課（市民協働Ｇ） 冨　田　　　聡 課長補佐

こども課（こどもＧ） 齋　藤　勇　介 主任

長寿福祉課（高齢者支援Ｇ） 大　森　正　人 主査

健康推進課（健康推進Ｇ） 小　室　雅　之 主査

医療保険課（医療・年金Ｇ） 和　知　千賀子 係長

都市計画課（都市計画Ｇ） 四　倉　　　崇 係長

学校教育課（教育総務Ｇ） 森　田　浩　行 課長補佐

生涯学習課（生涯学習Ｇ） 綿　引　信　人 課長補佐

文化スポーツ課
（文化・スポーツＧ） 會　沢　英　行 係長

（令和 3 年（2021 年）３月 1 日現在）

【事　務　局】

常陸大宮市保健福祉部社会福祉課　課　　長　　大金　正一
　　　　　　　　　　　　　　　　課長補佐　　関　　和朗
　　　　　　　　　　　　　　　　主　　査　　大高　康男
　　　　　　　　　　　　　　　　係　　長　　鈴木　和範
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　資料６　市内事業所一覧

事業所名 住所 電話 サービスの種類

おおみやホームヘルパーステーション 上町 318-1 53-1192 居宅介護、行動援護、重度訪問介護

ごぜんやまホームヘルパーステーション 野口平 146-1 54-2555 　　〃

訪問介護ステーションドルフィン 泉 497-1 53-1191 　　〃

みわ訪問介護事業所 鷲子 2023-2 58-2213 居宅介護、重度訪問介護

■訪問系サービス

■日中活動系サービス

事業所名 住所 電話 サービスの種類

ＰＩＥＣＥ 下村田 2470-1 55-8113 就労移行支援、就労継続支援 B 型

きよらの郷 野上 1771-3 54-4888 　　〃

障害福祉サービス事業所　おさだの杜 長田 1748 57-6500 　　〃

やまびこ厚生園 国長 993 56-2254 生活介護、短期入所、就労継続支
援 B 型

かたくり 野口 1636-1 55-2727 生活介護、就労継続支援 B 型

障害者サポートセンター　一貫堂 下町 3993 54-7777 　　〃

障害者グループホーム　一貫堂 下町 1392 54-7788 短期入所
社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業所 北町 388-2 54-7856 就労継続支援 B 型

エイトファクトリー大宮 下村田 706 58-7658 　　〃

障害者支援施設　幸香枝花の村 野上 1771-1 54-4890 生活介護、短期入所

慈雍厚生園 野口 1635 55-2727 　　〃

常陸華の里 野上 1788-1 55-9551 　　〃

美春の郷 野上 1926-1 57-1002 　　〃

デイサービスセンタードルフィン 泉 497-1 53-1191 生活介護

機能訓練センター　フリューゲル 上町 357-4 58-6311 自立訓練（機能訓練）
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■居住系サービス

■障害児通所サービス

■相談支援

事業所名 住所 電話 サービスの種類

やまびこ厚生園 国長 993 56-2254 施設入所支援

慈雍厚生園 野口 1635 55-2727 　　〃

障害者支援施設　幸香枝花の村 野上 1771-1 54-4890 　　〃

常陸華の里 野上 1788-1 55-9551 　　〃

美春の郷 野上 1926-1 57-1002 　　〃

グループホーム明の家 野上 1924-1 54-4893 共同生活援助

グループホーム花の家 野上 1924-2 54-4893 　　〃

御前山ホーム 下伊勢畑 1177-3 56-2254 　　〃

慈雍厚生園 野口 1294 55-2727 　　〃

障害者グループホーム　一貫堂 下町 1392 54-7788 　　〃

事業所名 住所 電話 サービスの種類
らいおんハートリハビリ児童デイサ
ービス常陸大宮、３号館 小倉 1517 55-9611 児童発達支援、放課後等デイサー

ビス
こどもひろば　ころっポごろっポ 宇留野 3051-3 55-7666 　　〃

エイトファクトリー大宮 下村田 706 58-7658 　　〃

事業所名 住所 電話 サービスの種類
社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会
指定特定相談支援事業所 北町 388-2 58-5015 相談支援

指定特定相談支援事業所　指定障害
児相談支援事業所 慈雍厚生園 野口 1635 55-2727 　　〃

障害者支援施設　やまびこ厚生園 国長 993 56-2254 　　〃

みわ障害者相談支援事業所 鷲子 2023-2 58-3882 　　〃
らいおんハート 児童発達相談支援
事業所   常陸大宮 小倉 1517 55-9622 　　〃
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