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はじめに  
 

 
 
 

近年、障害のある人たちを取り巻く状況は、新たな法律の制定や制度改正に伴う大幅

な変革、社会情勢の複雑化・多様化などにより、大きな転換期を迎えています。

平成 年１月、わが国は国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」を批

准し、国内においても効力を発することになりました。

この条約は障害者に関する初めての国際条約であり、その内容は障害を理由とするあ

らゆる差別の禁止や、障害者が困ることをなくすために周りの人がすべき配慮、いわゆ

る「合理的配慮の提供の確保」などを定めており、条約の締結によって、障害のある人

の権利の実現に向けた取り組みが一層強化されることが期待されています。

このたびの「新しい舞鶴市障害者計画」は、条約の締結に先立ち、国内法の整備の一

環として改正された障害者基本法の理念に沿って、平成 年度から か年にわたる本

市の障害者施策を、総合的かつ計画的に推進するため策定したものであり、また、併せ

て障害者総合支援法に基づき、平成 年度から 年度までを計画期間とした「第４期

舞鶴市障害福祉計画」を策定いたしました。

新しい障害者計画では、その基本理念を「住み慣れた地域で安心していきいきと暮ら

せる、自立と共生社会の実現」とし、障害のある人が自らが持つ力を十分に発揮しなが

ら、それを支援する関係機関・団体、地域や家族の皆様が、それぞれに可能な限りの力

を結集し、社会全体で支えていこうとする、まさに自立と共生による地域社会を実現し

ようとするものです。

市では「新しい舞鶴市障害者計画」を基に、障害のある人が住み慣れたこの舞鶴で心

豊かに暮らせるよう、障害者福祉施策の推進に、なお一層努めてまいりますので、皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げます。

あとになりましたが、計画策定にあたり、熱心にご審議いただきました「障害者施策

推進協議会」委員の皆様をはじめ、各種の作業に多大なお力添えをいただきました「障

害とくらしのネットワーク会議」委員の皆様、さらには貴重なご意見、ご提言を賜りま

した市民並びに障害者団体の皆様に対しまして、心からお礼を申し上げます。

平成２７年３月

舞鶴市長
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第１章 総論

１．計画策定の背景・趣旨

本市では、平成 年から障害者施策の総合的な方向性を定める「舞鶴市障害者計画」

を策定し、以来、障害者施策を総合的・計画的に進めてきました。平成 年度からの

障害者計画では、“全ての人々が地域社会のなかで自分の能力を発揮しながら共に生活し

ていく「ノーマライゼーション」の理念に基づいた社会の実現”を目指し、新たに法律

で義務付けられた「舞鶴市障害福祉計画」とともに、取り組みの進捗を図ってきたとこ

ろです。

その間、国においては平成 年 月に「障害者自立支援法」が施行され、身体障害、

知的障害、精神障害のそれぞれのサービスを利用する仕組みの一元化が図られました。

平成 年 月には障害者虐待の防止のための「障害者虐待防止法」の成立、平成

年 月には障害者の定義の見直しや※ 合理的配慮が新たに規定されました。

また、平成 年 月には障害者自立支援法に代わり、障害者の範囲に難病等が加え

られる等、新たな障害保健福祉施策が講じられた「※ 障害者総合支援法」が施行され、

さらに平成 年 月に施行された「障害者差別解消法」では、障害者に対する差別的

取り扱いを禁止するとともに、国や地方公共団体等に※ 合理的配慮を提供することが義

務付けられました。

平成 年 月には、日本は障害者の権利を実現するための措置等を規定する「※ 障

害者権利条約」を批准したところです。

京都府においては、現在、平成 年度から 年間を計画期間とする京都府障害者基

本計画、及び同年度から 年間を計画期間とする第４期京都府障害福祉計画の策定が進

められています。

このような国内法の整備や国際的な障害者施策における大きな制度改革、社会情勢の

変化、京都府の動向、本市の地域性や障害者施策の達成状況等を踏まえつつ、住み慣れ

た地域で安心して生活できるまちの実現に向け、「新しい舞鶴市障害者計画」及び「第４

期舞鶴市障害福祉計画」を策定するものです。
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２．計画の位置づけと計画の期間

新しい舞鶴市障害者計画、障害福祉計画と本市の他計画等との関係

本計画は、「新たな舞鶴市総合計画」を上位計画とし、子ども・子育て支援に関する計

画、高齢者保健福祉計画、健康増進計画を総括する地域福祉計画などと整合を図りつつ、

障害のある人に関する施策を総合的に推進するための計画として策定するものです。

本市における他計画との位置づけ

法の位置づけ等

「新しい舞鶴市障害者計画」は、「障害者基本法」第 条第 項に定める市町村におけ

る障害者のための施策に関する基本的計画（市町村障害者計画）として位置づけます。

第 期舞鶴市障害福祉計画は、「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」第 条第 項に定める障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提

供体制の確保に関する計画（市町村障害福祉計画）として策定するとともに、舞鶴市障害

者計画の 年間の障害福祉サービス等の提供に係る実施計画として位置づけます。

舞鶴市

健康増進計画

舞鶴市地域福祉計画
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計画期間

「障害者計画」は平成 年度から平成 年度までの９年間を計画期間とします。なお、

この計画期間中であっても、社会経済情勢の変化及び計画の進捗状況などにより、必要に

応じて見直しを行います。

「障害福祉計画」は、平成 年度から平成 年度までを第 期とし、以降、 年ごとに

見直しを行います。

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

障害者計画

障害福祉計画

新しい舞鶴市障害者計画

第 期舞鶴市障害福祉計画 第 期舞鶴市障害福祉計画 第 期舞鶴市障害福祉計画
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３．基本理念

住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせる、自立と共生社会の実現

４．基本方針

基本理念に基づき、次の４つの基本方針を設定し、各施策・事業を推進します。

自己の能力を最大限発揮し、いきがいがもてるまちづくり

～社会参加の推進～

障害がある人が必要な知識や技能を身につけ、自らの能力を発揮し、自分らしい生き方

ができるよう、子どもの頃から将来を見通した支援体制の整備に努めるとともに、障害の

ある人一人ひとりの状態や意欲に応じた雇用・就労環境を整え、社会参加の推進に努めま

す。

安心して安全に暮らせる地域づくり

～地域で生活するための支援の充実～

障害のある人が住み慣れた地域で、安心して暮らしていくため、※ グループホームをは

じめとする住まいの場の確保や日常生活に必要なサービスの提供、災害時等の支援体制な

どの充実に努めます。

※ セーフティネットの体制づくり

～施設・事業所の充実と保健・医療連携～

障害者施設・事業所の計画的な整備を進めるとともに、障害者施設・事業所や保健、医

療に関わる関係機関等が連携を強化する中で、障害福祉に関わる制度改正や地域のニーズ

を的確に捉え、それらの課題に柔軟に対応するための体制づくりを進めます。

すべての人にやさしい環境づくり

～支援基盤・支援体制の充実～

障害のある人の活動の場を広げ、自由な社会参加を促進するために、ハード・ソフト両

面にわたる地域社会のバリアフリー化を推進するとともに、※ ユニバーサルデザインに基

づくまちづくりを進めます。

また、障害のある人の暮らしに、自然で、かつきめ細やかなサポートをすることができ

るよう、ボランティアや 、障害者団体の活動支援・促進、地域住民の方々との連携に

努めます。

4 5
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第２章 各論

Ⅰ．自己の能力を最大限発揮し、いきがいがもてるまちづくり

～社会参加の促進～

6 7
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Ⅰ－１ 雇用・就労支援施策の推進

○就労は、社会参加の基本となる活動です。これにより収入を得て、自らの生活を支え、

日々の暮らしを営むことができます。就労の意義は、障害のある人もない人も基本的に

同様です。

○障害のある人の雇用を取り巻く状況は大きく変革されてきています。平成 年 月

の法定雇用率（※）の引き上げとともに、平成 年度の「改正障害者雇用促進法」の

施行により、雇用の分野における差別の禁止、職場で働くにあたっての支障を改善する

ための措置等が義務付けられました。平成 年からは精神障害者の雇用が義務化され

ます。

○平成 年 月の厚生労働省「障害者雇用状況」集計結果では、法定雇用率が全国的

に上昇傾向にあるものの、民間企業では ％、国 、都道府県 、市町

村 、都道府県等の教育委員会 、独立行政法人等が と、民間企業

と都道府県等の教育委員会においてさらなる雇用の促進が求められています。

○発達障害や高次脳機能障害、難病疾患などがある人は、企業への就職が厳しい状況に

あり、就職後の職場定着についても十分な対策を講じなければなりません。

○現在、本市の雇用に関する相談は、公共職業安定所（ハローワーク）、※ 障害者就業・

生活支援センターわかば、また特別支援学校における進路相談等で行われていますが、

引き続き市内事業所の法定雇用率の達成を目指すとともに、増加しつつある市内の障害

者就労支援事業所と民間企業との連携支援策、就職後の職場定着を図るための相談・援

助体制の確立や離職後の再就労を促す体制づくりが求められています。

※法定雇用率は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、民間企業、国、地方

公共団体等が雇用している労働者の占める身体障害者・知的障害者の割合を一定率以上

になるように義務づけられているものです。

平成２５年４月１日現在 民間企業

国、地方公共団体、独立行政法人等

都道府県等の教育委員会

現状と課題
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障害のある人の雇用・就労を推進するためには、働く場の創出とともに、「企業への

※ 定着支援｣｢企業・事業所連携｣｢啓発・情報提供」「居住支援」が重要な要素となります。

従来の学校の進路相談や※ 障害者就業・生活支援センター等での取り組みに加え、市

内関係機関の連携強化により、学校卒業後の進路から、就労後のフォローまでの一貫し

た就労支援体制の拡充を図ります。

企業・福祉事業所、市内の関係機関が一体となった連携支援体制の構築

○農業や漁業、製造業、情報通信業、運輸業、飲食サービス業など、様々な業種の企業

と福祉事業所、市内の関係機関が連携できる組織づくりを進め、障害者の雇用・就労に

関わる企業間や企業と福祉事業所間の連携・交流を強化することにより、支援体制を充

実します。

障害種別・程度に応じた雇用・就労・自立の促進

○身体障害や知的障害、精神障害、難病、発達障害、高次脳機能障害といった障害種別・

程度に応じた、適切な就労先、在宅就業も含め多様な働き方を選択できる環境が整うよ

う、企業・事業所の開拓・確保とともに、働く場の創出に努めます。

○障害のある人の日々の支援内容や関わり方等について、企業・事業所間の情報交換の

機会や支援技術を習得するための研修の在り方等について検討します。

○公共職業安定所との連携を通じて、求人、求職に関する情報提供の充実を図ります。

就職・就業、生活面も含めた相談体制の充実

○就職・就業の定着を支援するため、※ 障害者就業・生活支援センターとの連携を強化

し、企業・事業所と障害のある人との連携・支援、一体的な相談支援体制の充実を図り

ます。

企業等に対する啓発の推進

○企業等の障害のある人への理解を促進するとともに、障害者雇用に関わる各種助成制

度や税制上の優遇措置の周知に取り組みます。

○障害のある人の就業能力について、正しい認識が深まるよう、引き続き、啓発活動に

取り組みます。

○障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品、サービスの優先

購入（調達）を推進します。

方向性

 

基本的な施策
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Ⅰ－２ 成人期を見据えた乳幼児期からの支援体制の整備

○成長や発達に支援が必要な子どもについては、早期発見・早期支援が極めて重要であ

り、乳幼児に対する健康診査や発達相談をはじめ、保育所（園）・幼稚園等への巡回支援

の取り組み、医療機関での検査・診察など、保健センターや保育所（園）・幼稚園等、特

別支援学校・舞鶴こども療育センター、舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ園等のそれ

ぞれの機関が密接に連携を図りながら、きめ細やかな支援体制を構築しています。

○教育分野に関しては、国において、共生社会の形成に向けて障害のある子どもと障害

のない子どもが、できるだけ同じ場でともに学ぶ※ インクルーシブ教育システムの理念

に基づき、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導と必要な支援を行う

仕組みの整備が検討されています。特別支援教育については、このような動向に注視し

ながら、検討を進めていく必要があります。

○障害のある子どもの就学後の日中活動の場については、保護者等が疾病等により、家

庭でみることができない場合の預かり、活動の場の提供等の日中一時支援の取り組みに

加え、平成２４年４月の「児童福祉法」の改正により、障害のある子どもの生活能力の

向上のための訓練、社会との交流促進を実施する※ 放課後等デイサービスが創設され、

今後は障害の程度や、成長・発達の視点での取り組みが求められています。

○学校卒業後の進路、就職に関する相談については、学校生活等において学習した様々

な体験や経験の蓄積を踏まえ、個々の成長に合わせたきめ細やかな進路指導体制が求め

られています。

○保護者等の関わりや支援を基本としながら、保健、医療、福祉、教育、就労支援など

の関係機関が連携し、乳幼児期や、特別支援教育をはじめとする学齢期、青年期の取り

組み、そして成人期の就労・生活支援の取り組みが充実することにより、ライフステー

ジに応じた一貫した支援体制を整えることが重要です。

現状と課題
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支援に携わる関係者が、それぞれに障害のある子どもの将来の姿を描きながら、一人

ひとりの年齢に応じた成長と発達の視点を大切にし、市内関係機関の連携のもと、自己

の能力を最大限に発揮できる支援策の推進に努めます。

障害のある子どもやその家庭を支えるサービスの内容や受け入れ体制の充実、子ども

の発達に必要なサービスなどの量の確保に努めます。

乳幼児期の成長・発達支援の推進

○早期発見・早期支援の考え方のもと、引き続き健康診査や発達相談、保育所（園）・幼

稚園等の巡回支援を実施するとともに、適宜その実施方法についての改善を図ります。

また、幼稚園教諭や保育士の「発達」に関わる基本的な知識、支援技術の向上に努め

ます。

○障害や発達面で課題を抱える子どもに療育を行う舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ

園については、保護者や保育所（園）・幼稚園等、医療機関と十分な連携を図りながら、

柔軟な受け入れ体制の確保と療育の質の向上に努めます。

○保育所（園）・幼稚園等から就学へのきめ細やかな接続を図ることは、子どものその後

の成長にとって重要な役割を果たすことから、接続・移行支援を充実させるため、関係

機関との連携・充実を図ります。

特別支援教育の推進

○保護者との相談を密にし、就学指導委員会の助言等も踏まえながら、障害や発達面で

課題のある子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導・支援を進めます。

○通常の学級、特別支援学級に在籍する子どもに対して、障害や発達面の課題の状態等

に応じた、学校生活における環境面の配慮や校内支援体制の充実に努めます。

○各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた指導を、

特別の場で行う通級指導教室の充実を図ります。

○特別支援教育に関する基礎的な知識と技能を習得するため、教職員の各種講演会や研

修の受講等により、指導力の向上に努めます。

子育て支援サービスの充実

○保護者が就労等で昼間家庭にいない、保護者の病気や冠婚葬祭等、やむなく子育てで

きない状態となった場合の支援として、各種預かり事業や居宅支援などの取り組みを進

めるとともに、ニーズに合ったサービスの内容や受け入れ体制などを検討し、事業の充

実を図ります。

方向性

 

基本的な施策

 

10 11
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就職・進学に向けた指導の充実

○自立・社会参加を目指して、障害の状態の改善、克服を目的に、個々の能力を伸ばす

指導のあり方について検討します。

○「ものづくり」を通して、京都職業能力開発短期大学校ポリテクカレッジ京都との連

携を推進します。

○職業訓練や職場体験実習、企業見学会等の促進に努めます。

○進学にあたっては、個々の能力に応じた適切な教育内容、相談支援の充実に努めます。

12 13
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Ⅰ－３ いきがい活動の参加促進

○障害のある人のいきがい活動として、従来から市内ではスポーツ、文化、レクリエー

ション活動について様々な取り組みが行われています。

○文化・芸術活動については、地域生活支援センターをはじめ、市内各所において作品

展が行われており、中には作品そのものの芸術性を評価する声が聞かれます。今後は、

身近な文化・芸術に親しむ機会に加え、このような個性をさらに高めるための機会充実

に努めることが必要です。

○平成２３年８月に施行されたスポーツ基本法の趣旨を踏まえ、障害のある人が自主的

かつ積極的にスポーツを行うことができる機会の確保や、スポーツを通じての参加者同

士の交流の促進、心身の健康の保持増進を図ることが重要です。また、障害者スポーツ

の全国大会などの様々な場で活躍する選手の支援を行うことが必要です。

障害のある人が身近な地域で豊かな日常生活を送ることができるよう、文化、スポー

ツ、レクリエーション活動への参加機会の拡大、情報提供の充実とともに、個性を生か

した様々な活躍の場の創出、支援に努めます。

文化、スポーツ、レクリエーション活動への参加促進

○地域生活支援センターを中心に行われている陶芸・書道・俳句教室などの創作活動の

支援充実とともに、障害の種類や程度に応じた多様な活動・発表の場の確保に努めます。

○小学校・中学校の特別支援学級、特別支援学校等の児童・生徒の交流を目的に開催さ

れているふれあいレクリエーション・連合作品展の運営について、支援を行います。

○障害者スポーツの普及・啓発に努めるため、各種大会への参加支援や、全国大会に出

場する選手の支援に努めます。また、スポーツ施設において、障害のある人に配慮した

環境整備を進めます。

方向性

 

基本的な施策

 

現状と課題

 

12 13
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Ⅱ．安心して安全に暮らせる地域づくり

～地域で生活するための支援の充実～

14 15
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Ⅱ－１ 障害の原因となる疾病等の予防、早期発見の推進

○健康の保持・増進の重要性について、障害のある人も含め、市民一人ひとりの自覚が

大切です。特に高血圧、糖尿病、脂質異常症等の生活習慣病の割合が増加しており、若

いうちからの生活習慣の見直しなどを通じて、「予防」の視点での対策を進める必要があ

ります。

○国においては、「健康日本２１」において、障害の原因となる疾病等の予防・早期発見

を図るため、健康診査の受診者数等の目標を設定し、平成 年度からは「適度な運動」

「適切な食生活」、「禁煙」を軸とした「すこやか生活習慣国民運動」を展開しています。

本市においては、「舞鶴市健康増進計画」（平成 年度～）に基づき、生活習慣病予防

に重点を置き、ライフステージに応じた健康づくりの支援について、各種取り組みを進

めているところです。

○現代はストレス社会と言われ、子どもから大人まで多くの人たちが様々な心理的スト

レスを抱えています。関係機関の連携のもと、こころの健康づくりの推進や相談体制の

充実が必要となっています。

障害の原因となる疾病等の適切な予防と早期発見の推進を図り、心身の健康づくりを

支える取り組みを行い、各種保健事業、相談体制の充実に努めます。

○早期発見の充実

保健・福祉・医療の連携のもと、各種健康診査や教室、啓発活動、相談支援の取り組

み等を通して、早期発見の充実に努めます。

○成人保健・健康づくりの推進

食事、運動、睡眠、こころの健康など、健康づくり全般にわたる知識の普及啓発に努

めます。

障害のある人やその家族の自宅への訪問などによる保健指導により、健康の保持・増

進を図ります。

現状と課題

 

方向性

 

基本的な施策

 

16 17
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Ⅱ－２ 日常生活支援の充実

○障害のある人が住み慣れた地域でいきいきと、安心して暮らしていくためには、一人

ひとりの多様なニーズを的確に捉え、適切なサービスを提供するよう努めていく必要が

あります。

○近年では障害の重度化とともに、介護を担ってきた家族の高齢化、地域移行や地域定

着の進展に伴い、※ 居宅介護や※ 生活介護、※ グループホームなどの障害福祉サービ

スの利用の増大が予想されます。とりわけ※ グループホームについては、本市の就労支

援施策の推進と相まって引き続き整備の促進に努める必要があります。

○相談支援の機能には、障害のある人からの課題に対する相談や情報提供をはじめ、本

人の力を引き出す、見守る、地域との連携、関係機関への接続（コーディネート力）、苦

情処理も含めて、様々な要素があります。また、地域移行等が促進される中、相談支援

の対象となる障害のある人の数も増加の一途をたどり、その一方ですべての障害福祉サ

ービス利用者について、※ サービス等利用計画の作成が定められ、計画作成業務への対

応も必要です。さらには身体障害や知的障害、精神障害、難病、発達障害、高次脳機能

障害等、あらゆる障害種別に関わる知識の習得も求められています。今後は、より高い

総合性と専門性を備えた相談支援機能が重要となってきています。

○地域移行の流れの中で、重症心身障害者の地域自立生活を考える上で必要な要素は、

生活支援者の確保や社会参加の場、居住、そして医療的ケアとなります。障害の程度に

応じた、適切な医療的ケアの提供体制のあり方については、全国の取り組み状況等を踏

まえながら、引き続き議論していくことが必要です。

日々の在宅生活を快適に自立して送れるよう、障害の状況やその人を取り巻く環境等

に応じて、必要なサービスの提供体制の充実に努めます。

障害のある人等やその家族が地域で気軽に相談できるよう、また障害のある人等を関

係機関が包括的に支えられるよう、相談支援機能の充実・強化を図ります。

現状と課題

 

方向性

 

16 17
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○住まいの場の確保支援や※ グループホームの整備促進

入所施設や精神科病院からの地域生活への移行・定着の方向性や、家族の高齢化等に

より在宅では十分な支援が受けられない、家族から独立したいなど、障害のある人の“住

まい”にかかる様々なニーズを踏まえ、公営住宅等への入居支援や※ グループホームの

整備促進等に努めます。

○相談支援事業所・相談支援体制の充実

住まいの場の確保とともに、適切な障害福祉サービスへの接続、家族や民生児童委員

をはじめとする地域や関係機関との連携・調整、またニーズに応じた様々な事象に対応

するため、相談支援事業所の相談・助言に関する研修や支援体制の充実を図ります。

また、総合的かつ適切な支援を行うため、計画相談支援（※ サービス等利用計画）に

基づく、サービス利用を支援するとともに、相談支援事業所の設置促進に努めます。

○経済的支援の実施

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等が適切に受給できるよう、そ

の手続き等を支援し、障害のある人やその家族の経済的負担の軽減を行います。

○障害福祉サービスの提供体制の充実

障害福祉サービス等の実施計画である「舞鶴市障害福祉計画」に定めるサービス等の

必要量の確保に向け、サービス提供体制の充実に努めます。

基本的な施策

 

18 19
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Ⅱ－３ 権利擁護体制の充実

○平成 年 月「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

（障害者虐待防止法）」が施行されました。障害のある人への虐待には、身体的虐待、性

的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待等の様々なものがあり、また養護者には

家族や親族、同居人等が該当します。

○これを受け、本市では保健福祉部障害福祉課内に設置している「舞鶴市障害者虐待防

止センター」により、連絡支援体制を整えているところです。

○平成 ５年、障害福祉サービスが措置から契約制度に移行し、障害のある人自らがサ

ービスを選択するようになりましたが、その一方で必要なサービスを判断する能力が十

分でない人たちへの支援体制が課題となってきました。在宅サービスの利用だけでなく、

財産管理や日常生活上の金銭管理も含めて、障害のある人の権利を擁護する取り組みが

重要となっています。

障害のある人の虐待や、障害等で判断能力が十分でなくなった方々の日々の暮らしを

守るため、引き続き相談支援事業所と密接に連携を図るほか、社会福祉協議会が行って

いる福祉サービス利用援助事業の取り組みへの支援や、専門職団体等との連携による成

年後見制度の普及・啓発、成年後見制度推進機関の設置の検討など、包括的な権利擁護

体制を整えます。

○障害のある人等に対する虐待の防止

「舞鶴市障害者虐待防止センター」などによる虐待防止に関する体制の充実を図ると

ともに、障害者虐待通報の受理、虐待を受けた障害のある人の保護・支援、虐待防止に

関する広報・啓発活動等を行います。

○福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）の普及・啓発の促進

社会福祉協議会が行っている、判断能力が不十分な障害のある人等への生活に欠かせ

ない福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを行う福祉サービス利用援助事業

について、その普及と啓発を促進します。

○（仮称）※ 成年後見センターの設置・運営の促進

関係機関や専門職団体等と連携・協議を重ね、（仮称）※ 成年後見センターの整備を

行い、権利擁護体制の中核的役割が担えるよう運営の促進に努めます。

現状と課題

 

方向性

 

基本的な施策

 

18 19
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Ⅱ－４ 防災・防犯体制の充実

○平成 年 月 日に発生した東日本大震災では、多くの尊い命が奪われました。

電気や水道等のライフラインが停止し、道路も寸断される中で、とりわけ障害のある人

たちにとっての避難所での生活は過酷さを極めたとの報告がされています。

○災害発生時においては、被害によって支援者自らが被災するケースもあり、重層的な

情報提供と避難誘導の体制づくりが求められ、また障害の状態によっては安全な避難場

所への移動が困難だったことから、障害特性に応じて災害発生時に安全に避難できる場

所及び経路の確保が必要となります。

○避難生活では、必要物資や情報等の不足、多くの物理的なバリアや環境変化、集団生

活になじめないストレス、医療ケアが受けられないなど、極めて困難な生活を余儀なく

されたことから、避難所での運営体制のあり方についても検討しておく必要があります。

○東日本大震災から得た教訓を生かし、要援護者一人ひとりについて、避難時の支援者

や支援方法などを定めておく個別支援計画の作成や避難訓練を通しての平常時からの体

制づくりに加え、災害発生時の迅速かつ適切な情報提供と避難支援体制の強化、避難生

活における安心・安全の確保、これらの取り組みを地域社会全体で取り組んでいくこと

が必要です。

○障害のある人は、災害発生時や犯罪に遭遇した場合の身の守る方法について不安があ

ることから、地域社会全体が連携した支援体制を整えていくことが重要です。

地震、火災、風水害、原子力災害などの災害や犯罪から障害のある人を守るため、市

内関係機関をはじめ、障害者施設や民生児童委員、自主防災組織、地域住民の方々とと

もに、安心・安全体制の強化を図ります。

現状と課題

 

方向性

 

20 21
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○災害発生時における支援体制の充実

災害の被害の軽減に向け、障害のある人の防災訓練への参加を促し、各種訓練内容の

充実を図るとともに、ハザードマップなども活用し、防災・減災の啓発を推進します。

また、市の避難準備情報や避難勧告、避難指示等の緊急情報が障害のある人に確実に伝

達されるよう、その伝達方法のあり方について総合的に検討します。具体的には防災行

政無線や広報車による伝達に加え、まいづるメール配信サービスや緊急速報メールなど、

様々な伝達方法を視野に入れながら、有効なシステム構築を検討していきます。

○地域における防災・防犯体制の強化

自治会や自主防災組織、民生児童委員等と連携し、※ 災害時要援護者名簿・マップの

整備・充実を図ることで、地域における共助の取り組みを支援します。

障害のある人の防災・防犯対策について、警察や消防、社会福祉協議会などの関係機

関、民生児童委員をはじめとする地域の方々とともに、日頃からの情報交換や連携の推

進に努めます。

基本的な施策

 

20 21



21 
 

Ⅲ．セーフティネットの体制づくり

～施設・事業所の充実と保健・医療連携～

22 23
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Ⅲ－１ 障害の多様化への対応

○発達障害については、平成 年 月の「発達障害者支援法」の成立以降、早期発

見、早期支援、生活全般にわたる支援を図るべく、各都道府県が設置している発達障害

者支援センター等を中心に、地域支援体制の確立や有効な支援手法の開発、啓発活動等

の取り組みが進められているところです。

○交通事故や病気などにより脳に損傷を受け、その後遺症として認知機能が低下した状

態にある高次脳機能障害については、厚生労働省が障害のある人の地域での支援の普及

を図っているところであり、本市においては、舞鶴市身体障害者福祉センターにおいて、

当事者による定期的なグループワークや、家族会による相談会が行われています。

○平成 年 月から施行された「※ 障害者総合支援法」において、障害のある人の定

義に難病患者等が追加され、障害福祉サービス等の対象となりました。引き続き、保健

所とともに、在宅難病患者等への支援の向上に向けて、保健・医療・福祉サービスが効

果的に提供できるよう地域の支援体制の充実が求められています。

○このような障害の多様化と制度・仕組みの潮流に対し、適切かつ柔軟に対応するため、

相談支援事業所等との情報連携と資質向上を図ることも必要です。

○重症心身障害者の医療的ケアの問題は、病院や施設から地域へ、という流れの中で、

少しずつ国や全国の地方自治体で検討等が重ねられてきました。とりわけ、平成 年

月には、一定の研修を受け、知識や技能を習得した介護職員等が喀痰吸引や経管栄養を

行うことが認められるようになりました。

○重症心身障害者及びその介護者が必要とする医療的ケアや支援内容は非常に個別性が

高く、求められるサービス内容はそれぞれで異なってきます。とりわけ、近年では障害

のある人を養育する保護者の高齢化により、将来への不安の問題も顕在化しています。

医療的ケアの問題は、幼少期、学齢期、成人期など“生涯を通じた（ライフステージに

応じた）一貫した支援”のあり方から議論する必要があります。

○高齢社会が今後ますます進展することが予測されており、これに呼応し、障害のある

人の高齢化も進んでいくと考えられています。平成 年の「介護保険法」の施行以来、

歳になれば介護保険サービスが優先されることになっていますが、介護保険サービス

では対応できないサービスについては、引き続き障害者施策からのサービスを提供する

こととなっています。高齢社会の進展に伴い、今後はさらにサービス利用を希望される

方々の視点に立ち、介護保険制度と障害者施策が適切に運用することが必要です。

現状と課題

 

24 25
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制度改正や地域の課題を丁寧に受け止め、地域の資源、ネットワークを生かしながら、

利用者本位の包括的、専門的なサポート体制の構築に努めます。

○難病、発達障害、高次脳機能障害等への対応

医療機関や保健所、相談支援事業所等とともに、日常生活における相談支援の充実と

連携、ライフステージに応じた支援、社会参加の取り組みを進めます。また、国の制度

改正の動きに合わせて、各関係機関の研修や情報提供等を行います。

○常時医療的ケアを必要とするなど重症心身障害者への対策の充実

重症心身障害者の医療的ケアについては、個々のニーズに対応できるサービス基盤の

整備を着実に進めていくことが必要です。※ 医療型障害児入所施設や障害者施設、学校、

相談支援事業所、※ グループホーム実施事業所など、関係機関等の連携をより強化する

中で、中丹圏域等の広域的な対応を含め、方向性を研究します。

○高齢化する障害のある人への対応

今後、ますます課題となってくると想定される、高齢化する障害のある人については、

利用者に対する聞き取り調査などの実態調査を踏まえ、介護保険や障害福祉関係機関が

連携しながら、高齢で多様な障害のある人が障害の有無に関わらず、地域に溶け込んで

支援を受けられる体制づくりについて研究を進めます。

○※ 触法障害者の支援

司法関係者や地域生活定着支援センター等の関係機関と連携を進めながら、地域生活

の自立に向けた支援に努めます。

基本的な施策

 

方向性

 

24 25
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Ⅲ－２ 多様な機能の充実と連携の推進

○障害のある人が、いきいきと生活するためには、できる限り社会活動に参加すること

が重要であることから、地域生活支援事業の有効活用も含め、地域性を踏まえた日中活

動のさらなる充実を図る必要があります。また、特別支援学校等卒業後の進路対策とし

ても日中活動の場の整備を計画的に推進する必要があります。

〇身体障害や知的障害、精神障害、難病、発達障害、高次脳機能障害等、障害の種別や

程度に応じた日中活動の場についてさらに研究・検討していくことが必要です。

○本市の※ 福祉的就労事業所については、現在、増加傾向にあり、その分野は農業や製

造、販売等多岐にわたっていますが、今後は障害の特性や生活実態、希望に応じた業種、

就労先が選択できるよう、※ 福祉的就労事業所や企業、障害者施設が相互連携の充実に

努めていくことが大切です。

障害の種別や程度に関わらず、障害のある人の暮らしの視点に立ち、日中活動から就

労、生活支援まで幅広い包括的な連携支援体制を構築します。

○日中活動の場の充実

障害のある人にとって、学校を卒業し、就職するというのは大きな環境の変化となる

中で、シームレスな支援が可能となるよう、卒業に向けた進路相談とともに、就職後の

※ 定着支援（フォローアップ）を丁寧に行うことにより、余暇支援などの生活面も含め

て支援していきます。また、関係機関の連携により、障害のある人の特性を考慮したバ

リエーション豊かな活動内容についての情報交換に努めるとともに、研修会等により活

動内容の充実を図ります。

〇障害福祉事業所の連携、就労系事業所と企業との連携強化

※ 障害者就業・生活支援センターとの連携・共同事業等の取り組みを強化し、障害の

あるの人の特性を踏まえ、就労と生活を包括的に支援できるよう、よりきめ細やかな包

括支援体制を整えます。

現状と課題

 

基本的な施策

 

方向性

 

26 27
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Ⅲ－３ 福祉人材の養成

○障害のある人が将来にわたり、安心して地域で生活していくためには、障害福祉サー

ビスや相談支援事業が十分に供給される必要があります。安定的にこれらのサービス等

を提供するためには、サービスの質の維持・向上とともに、これらを担う人材を安定的

に確保し、定着・育成していく必要があります。

○全国的な傾向として、福祉の分野では、他業種と比較して有効求人倍率や離職率が高

い傾向にあり、定着率が低いために計画的な人材育成が難しく、各事業所において質の

高いサービスを安定的に提供することが難しい状況にあるといえます。

障害福祉サービスの提供に必要な人材確保と専門的資質の向上を図るため、障害福祉

職の魅力発信とともに、労働条件の向上や処遇面での改善に努め、働く意欲が保てるよ

う労働環境の改善の働きかけや事業所への継続的な研修機会の提供に努めます。

○施設での実習生の受け入れ推進、実習指導の充実

障害福祉施設での中学生・高校生への実習機会の提供など、今後の福祉サービスを担

う人材の確保、育成に努めるとともに、その活動を支援します。

○施設職員の研修の実施・支援

身体障害や知的障害、精神障害、難病、発達障害、高次脳機能障害等の障害種別や程

度に応じた専門的技術など、個別性に対応する技術習得のための研修の実施及び支援を

行います。

○啓発活動の充実

障害者福祉に関わる施設の就労内容や仕事の魅力の発信、イベント等における施設の

開放などを通じて、担い手の確保につなげます。

現状と課題

 

基本的な施策

 

方向性

 

26 27
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Ⅲ－４ 保健・医療との連携

○障害のある人が、身近な地域において、適切な保健サービス等（保健・医療等）を受

けるためには、各種疾病に応じた相談支援体制の充実が必要です。

○相談支援事業所などの関係機関と連携を図り、更生医療、育成医療、精神通院医療費

給付制度等の周知や、障害のある人への健康相談や講習等、また近年の精神障害や常時

医療的ケアを必要とする重症心身障害者の地域移行・地域定着の進展により、保健、医

療等との連携がますます重要となっています。

○平成 年度から、難病も障害福祉サービス等の利用対象となりました。難病患者の

適切な療養環境や生活の質が確保されるよう、医療、介護、保健、福祉関係機関と連携

し、※ ケアマネジメント機能の強化を図ることが必要です。

地域において必要かつ適切な保健・医療サービスが利用できるよう、その体制整備を

図っていきます。

○医療提供環境等の確保

医療機関や相談支援事業所等の関係機関との連携を図り、適切な治療やリハビリテー

ション、看護が受けられる体制の確保に努めます。

障害のある人の命に危険があるなどの緊急時の通報等に適切な対応ができるよう、救

急医療体制の整備に努めます。

○保健・医療・福祉の連携

保健、医療、福祉の関係機関が密に連携を図り、そのネットワークづくりに努めます。

○医療費等に関する制度の周知・利用支援

適切な医療を受けやすくするため、更生医療、育成医療、精神通院医療費給付制度等

の制度の周知を図り、その利用を支援します。

現状と課題

 

基本的な施策

 

方向性

 

28 29



27 
 

Ⅳ．すべての人にやさしい環境づくり

～支援基盤・支援体制の充実～

28 29
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Ⅳ－１ 地域社会のバリアフリー化の推進

○障害者基本法第４条に規定する「障害のある人の活動や社会参加を妨げる社会的障壁

の除去のための必要かつ合理的な配慮」の理念に基づき、障害のある人が積極的に社会

参加できる環境を整えることが必要です。

○現在、国においては平成 年 月の「障害者差別解消法」の施行に向けて、「※ 合

理的配慮」の考え方、差別事案に対応する体制や手順など、法制度の内容について議論

が進められているところです。

○他方、平成 年３月には、府民誰もが相互に人格と個性を尊重し合い、支え合う共

生社会の実現に向け、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしや

すい社会づくり条例」が制定され、平成 年 月 日に施行されます。

○「障害者基本法」の改正を受け「手話」が初めて言語として認められるなど、障害の

ある人のコミュニケーション手段の確保が求められています。

○このように障害のある人を取り巻く環境は、制度的にもますます変化し、地域社会で

豊かに暮らすための基盤が充実してきています。

障害のある人が障害を理由として差別を受けたり、障害への理解、意識の希薄さから

暮らしにくさを感じたりすることがないよう、「障害者差別解消法」や「京都府障害のあ

る人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」の理念の普及に

努めるとともに、障害のある人が積極的・主体的に地域活動に参加できる環境づくりに

努めます。

○障害を理由とした不利益扱いや※ 合理的配慮についての啓発活動の推進

「障害者差別解消法」や「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮

らしやすい社会づくり条例」の理念についての啓発活動を、京都府とともに推進します。

○※ コミュニケーション支援体制の充実

障害のある人が、いろいろな情報を得ながら、必要な情報を自ら選択し、主体的に社

会参加できるよう、専門的な人材や情報機器の確保を図りながら、支援していきます。

現状と課題

 

基本的な施策

 

方向性

 

30 31
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○障害への正しい理解を深める啓発活動の推進

障害についての正しい知識や理解を深めるため、「障害者週間」をはじめとする広報・

啓発活動に努め、心のバリアフリーを推進します。

また、社会福祉協議会や障害者施設、ボランティア団体等が行う啓発事業やイベント

等を支援します。

地域や家庭、学校、職場、市職員も含めて、様々な機会を通して障害者福祉等の理解

と認識を深めるための取り組みを進めます。

○※ ユニバーサルデザインを踏まえたまちづくりの推進

障害のある人や子ども、高齢者など、すべての人が暮らしやすい生活環境の整備を進

めるため、※ ユニバーサルデザインの視点に基づく、まちづくりを推進します。

公共交通機関のバリアフリーや公共施設の新設については、「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）」や「京都府福祉のまちづくり条例」

などの周知を図るとともに、これらの法律や条例に基づく、施設整備を行うよう指導、

助言します。

施設の整備にあたっては、利用形態や利用者の特性等を把握したうえで、障害者用ト

イレ、※ オストメイト対応トイレの整備や障害のある人用駐車スペースの確保、エレベ

ータ・エスカレーターの設置などを推進するとともに、その後の定期的な点検に努めま

す。

30 31
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Ⅳ－２ ボランティア活動・市民活動の促進

○障害のある人が地域で生活するためには、障害の特性や生活環境などに応じたきめ細

やかな支援に加え、障害のある人のニーズが個別化、多様化する中にあっては、市や障

害者施設が行うサービスだけでなく、ボランティアなどによる支援が大変重要な役割を

果たしています。

○ボランティアや などの市民活動を促進し、障害者団体、障害者施設等が連携協力

することにより、障害のある人や地域で支援を必要とする人たちを包括的に支えていく

環境づくりが求められています。

障害のある人を含めたすべての市民にとって住みやすく、いきいきと暮らせる環境を

つくるため、地域住民をはじめ、ボランティアや 、障害者団体、障害者施設の連携

協力体制を整え、きめ細やかな支援に努めます。

○ボランティアや 、障害者団体等、市民活動の支援・促進

社会福祉協議会との連携のもと、ボランティアの確保・育成に努めるとともに、ボラ

ンティアセンターとの連携充実を図ります。

障害者団体をはじめ、民生児童委員や自治会、 など、各種団体との連携・強化に

努めます。

○障害者施設等と地域との連携

障害者施設等において、イベントや行事等を通じて施設を開放し、地域の方々への障

害の理解の促進とともに、地域との密接な連携・協力体制の充実に努めます。

現状と課題

 

方向性

 

基本的な施策

 

32 33
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第３章 計画の策定・推進体制

１．計画策定の体制・経過・進行管理

本計画は、障害のある人の日々の暮らしに密接に関わる市内の事業所や関係機関等で構

成する “障害とくらしのネットワーク会議”（新設）において、計画原案の作成作業を行

うとともに、“舞鶴市障害者施策推進協議会条例”に基づき、設置された協議会で策定した

ものです。

今後、「 サイクル」に基づいた計画の進捗管理を図るため、舞鶴市障害者施策推

進協議会において各施策の実施状況などを点検するとともに、障害とくらしのネットワー

ク会議とも連携を図りながら、計画内容の実現に向けて取り組みます。

なお、障害者計画の推進のためには、国や京都府の制度の動向や社会情勢によって変化

するニーズを的確に把握することが必要です。そのため、障害のある人や関係団体のニー

ズ把握に努めます。

｢ サイクル｣は、さまざまな分野における品質管理や業務改善などに広く活

用されているマネジメント手法で、「計画（ ）」「実行（ ）」「評価（ ）」

「改善（ ）」のプロセスを順に実施していくものです。

32 33
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舞鶴市障害者施策推進協議会

委員名簿

氏名 団体名等

会長 峰島 厚 立命館大学産業社会学部教授

副会長 中川 郁男 障害者施設「こひつじの苑舞鶴」施設長

委員 隅山 充樹 舞鶴医師会副会長

山下 勝弘 京都府舞鶴歯科医師会副会長

山﨑 仁士 舞鶴市社会福祉協議会事務局長

村尾 幸作 舞鶴市民生児童委員連盟会長

品田 正明 舞鶴市自治連・区長連協議会理事

伊庭 節子 特定非営利活動法人まいづるネットワークの会理事長

田中 國雄 舞鶴市ボランティアセンター運営委員長

清本 隆行 舞鶴市身体障害者団体連合会会長

玉井 孝三 舞鶴市障害児育成会会長

鈴木 令子 社会福祉法人みずなぎ学園園長

新谷 篤則 障害者施設「まいづる作業所」所長

村路 正彦 舞鶴公共職業安定所長

常盤 和明 京都府中丹東保健所長

尾﨑 澄子 京都府立舞鶴支援学校長

藤坂 房枝 舞鶴市特別支援教育研究会会長（舞鶴市立中舞鶴小学校長）

長谷川 順市 公募委員

藤井 康徳 公募委員

松岡 正人 公募委員

（役職名は委員就任当時、敬称略、順不同）

開催経過

日程 内容

第１回 平成 年 月 日 火 ◇舞鶴市の障害福祉の概況について

◇舞鶴市障害者計画・第４期障害福祉計画の策定

について

第 回 平成 年 月 日 水 ◇計画策定にかかるアンケート調査結果について

◇舞鶴市障害者計画・第４期障害福祉計画の内容

について

第 回 平成 年 月 日 水 ◇パブリックコメントの結果について

◇舞鶴市障害者計画（最終案）・第４期舞鶴市障

害福祉計画（最終案）について
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障害とくらしのネットワーク会議

委員名簿

氏名 団体名等

原田 誠 舞鶴市障害者生活支援センター 相談支援専門員

網治 誠 地域生活支援センターみずなぎ 相談支援専門員

北村 有史 障害者地域生活支援センターほのぼの屋 相談支援専門員

今西 和弘 舞鶴市聴覚言語障害者支援センター 手話通訳者・相談員

和田 和憲 障害者就業・生活支援センターわかば センター長

岡田 洋之 京都府立舞鶴支援学校 進路指導部長

平野 千尋 独 舞鶴医療センター 精神保健福祉士

茶谷 友一 京都府中丹東保健所 精神保健福祉相談員

山内 亨 舞鶴市社会福祉協議会 事業課長

真下 知子 舞鶴市子ども支援課

堀江 久美子 舞鶴市障害福祉課

趙
ちょう

没名
めいみん

立命館大学産業社会学部教授

峰島 厚 立命館大学産業社会学部教授

（敬称略、順不同）

開催経過

日程 内容

第１回 平成 年 月 日 木 ◇障害者計画・障害福祉計画の策定について

第 回 平成 年 月 日 金 ◇舞鶴市障害者計画・障害福祉計画に関するアン

ケート調査等について

第 回 平成 年 月 日 金 ◇舞鶴市障害者計画・障害福祉計画に関するアン

ケート調査について

◇次期障害者計画の施策体系について

第 回 平成 年 月 日 金 ◇障害者計画・障害福祉計画に関するアンケート

調査結果（中間報告）について

◇次期障害者計画におけるスポット的な検討事項

について

第 回 平成 年 月 日 水 ◇次期障害者計画の内容について

第 回 平成 年 月 日 木 ◇パブリックコメントの結果について

◇舞鶴市障害者計画（最終案）・第４期舞鶴市障

害福祉計画（最終案）について
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アンケート調査の実施

○時期 平成 年 月 日 火 ～ 月 日 金

○方法 郵送配付、留置き後、郵送回収

○対象者 名（各種関係名簿からの無作為抽出）

・身体障害者（計６７６名） （内訳）

視覚 ５０名

聴覚 ６８名

主に肢体・内部（１８～６４歳） １３５名

主に肢体・内部（６５歳以上） ４０８名

１８歳未満 １５名

・知的障害者 １３２名

・精神障害者 ５７名

・自立支援医療（精神通院）受給者 １３５名

○回収数・率 枚 ％

（⇒アンケート調査の結果は、 ～掲載）

事業所、団体ヒアリングの実施

日程 内容

平成 年 月 日 月 社会福祉法人まいづる福祉会

平成 年 月 日 火 社会福祉法人京都太陽の園 こひつじの苑舞鶴

社会福祉法人みずなぎ学園

舞鶴市身体障害者団体連合会
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第４章 資料編

１．統計からみた障害者の状況

 総人口と障害者人口の推移

本市の総人口は、平成 年 人から平成 年 人となり、また、障

害者手帳所持者数も平成 年 人から平成 年 人と、それぞれ減少傾

向となっています。人口に占める障害者手帳所持者数の割合は、横ばいの状態が続いて

います。

人

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

総人口

障害者手帳所持者数

割合 ÷

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 
65歳以上 23,289 23,237 23,428 24,187 24,919
18～64歳 51,765 51,224 50,155 48,710 47,339
18歳未満 15,641 15,438 15,286 15,012 14,709

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000（人） 
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 身体障害者

身体障害者手帳所持者数は年々減少しており、平成 年度は 人でしたが、平

成 年度では 人となっています。特に年齢別でみると、 歳以上の高齢者の

手帳所持者が多い状況となっています。

また、障害の種別でみると、肢体不自由が半数を占め、次いで内部障害となっており、

障害の程度では 級と 級がそれぞれ ％と多くなっています。

人

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

総人口

身体障害者手帳所持者

数

割合 ÷

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 
65歳以上 3,812 3,718 3,725 3,706 3,676
18～64歳 1,261 1,266 1,255 1,180 1,108
18歳未満 76 83 85 81 82

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000（人） 

視覚障害 
7.5% 

聴覚・平

衡 
10.6% 

音声・言

語・そ

しゃく 
1.4% 

肢体不自

由 
55.3% 

内部障害 
25.3% 

障害別構成比 

１級 
25.2% 

２級 
14.1% 

３級 
16.8% 

４級 
25.2% 

５級 
9.6% 

６級 
9.0% 

等級別構成比 
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 知的障害者

療育手帳の所持者数は、年々増加を続けており、平成 年度では 人となってい

ましたが、平成 年度では 人となっています。また、人口に占める手帳所持者数

の割合も増加傾向にあります。

また、障害の程度をみると、 （重度以外）が ％とやや多い状況です。

人

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

総人口

療育手帳所持者数

割合 ÷

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 
65歳以上 86 91 97 102 108
18～64歳 624 638 650 666 688
18歳未満 154 154 146 137 128

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000（人） 

A 
（重度）  

403 
 43.6% 

B 
（重度以

外） 
 521 

 56.4% 

知的障害者の状況 
（上段：程度、中段：人数、下段：構成比） 
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 精神障害者

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 年度では 人となっていましたが、

平成 年度では 人となっています。また、人口に占める手帳所持者数の割合も増

加傾向にあります。

また、障害の程度をみると、 級が半数を占め、次いで 級が多くなっています。

人

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

総人口

精神障害者保健福祉手

帳所持者数

割合 ÷

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 
65歳以上 54 62 55 66 69
20～64歳 257 269 264 260 265
20歳未満 2 2 2 4 3

0
50

100
150
200
250
300
350（人） 

1級 
 31 

 9.2% 

2級 
171, 

50.7% 

3級 
 135, 

40.1% 

精神障害者の状況 
（上段：等級、中段：人数、下段：構成比） 

40 41



39 
 

２．アンケート調査からみた障害者の状況 （主な結果）

Ⅰ 属性

調査対象者の年齢について

本調査対象となる者の年齢区分及びその割合については、 ～ 歳は ％、 ～

歳は ％、 ～ 歳 ％、 歳以上は ％、無回答は ％であり、全

体の平均年齢は 歳という結果となりました。

家族の人数及び家族形態について

家族の人数については、 人が ％、 ～ 人 ％、 人 ％、 人以上

は ％となっており、無回答は ％でした。また同居者 人以上の家族では、配

偶者との同居は ％を占めており、配偶者、子どもとの同居は ％となってい

ます。
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障害者手帳または自立支援医療（精神通院）受給者証の所持状況について

障害種別を示す障害者手帳または自立支援医療（精神通院）受給者証の所持状況につい

ては、そのうち一種類のものしか所持していない者は ％で、所持者の大半を占めて

います。その内訳は、身体障害者手帳のみの者は ％、療育手帳のみの者は ％、

精神障害者保健福祉手帳のみの者は ％となっています。障害者手帳を所持していな

いが、自立支援医療（精神通院）受給者証のみ所持している者は ％。それに対し、

種類以上の障害者手帳または手帳と受給者証を重複所持している者の割合は ％と

なっています。
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介護認定並びに障害・介護サービスの利用状況について

調査対象者のうち、要介護認定を受けていない者の割合は ７％、要介護認定を受

けている者の割合は ％でした。また、要介護認定を受けている者のうち、要支援は

％、要介護は ％となっています。

また、障害福祉サービス、介護保険サービス、医療サービスをそれぞれ単独でサービ

ス利用している者が 、重複利用が 、いずれも利用していない者が ％

という結果となりました。
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障害福祉サービスと介護保険サービス別の利用状況では、身の回りの世話、日中の活

動する場、※ ショートステイについては介護保険サービスの利用の割合が高く、※ グ

ループホーム・施設入所では障害福祉サービスの利用の割合が高いという結果となりま

した。
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Ⅱ これまでの各種サービス利用への満足度

全体的には、無回答者の割合が ％と高いものの、満足、まあまあ満足と回答し

た者は合わせて ％、サービスの内容では満足、まあまあ満足と回答した者の割合は

、次いで利用時間は という結果となりました。
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Ⅲ 悩み事

困りごとについて

の調査対象者が困りごとを全くもっていないのに対して、それ以外の者は複数の

悩みや困りごとをもっています。回答の多い順に、健康が ％、将来のことは ％、

お金 ％、医療 、仕事 という結果となりました。

相談相手について

の調査対象者は悩みや困りごとを抱えているときに身内である家族に相談し、

％は友人・知人に、 ％は医療関係者に、 ％は親せきに相談しており、施設

や公的機関よりも私的領域に対する信頼が高く、人間関係の良さがうかがえます。
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Ⅳ 防災・避難

避難所等について

避難所の周知度は ％となっているのに対し、福祉避難所の周知度は ％と低い

結果となりました。また、福祉避難所があることを知っていても、その場所を知らない、

という回答が ありました。

また、防災や避難体制構築のために、高い、まあまあ高い、を合わせて の調査

対象者が避難誘導等、地域住民との連携支援体制の充実することが重要としています。

46 47



46 
 

Ⅴ 仕事について

本調査時では ％の者が仕事をしておらず、 ％の者が在職しています。また、

在職中の者のうち正規労働者は ％を占めており、非正規労働者は ％となって

います。調査時に仕事をしていない理由について、定年したから、病気や障害があるか

らなどの回答が多く挙げられました。さらに、仕事をするうえで困っていることについ

て、職場の人間関係、給料、勤務時間が挙げられました。仕事を探している者のうち、

定年を除き、病気や障害を理由に仕事がみつからないが 、自分に適している仕事

がみつからない という結果となりました。
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Ⅵ 生きがいについて

％の回答者が家族や家庭で過ごすことに生きがいを感じており、 ％が友人

との交流に、 ％が学習や趣味の活動に、 ％が仕事に生きがいを感じているとい

う回答となりました。
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Ⅶ 福祉の支援策への要望について

将来への不安の問いについては、健康が 、医療 、収入 、身の回

りの世話 という順の結果でした。

今後重要と考える支援策としては、医療が 、収入の保障が 、健康づくり・

介護予防が 、いきがいづくりが の順で高い結果となりました。
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３．用語説明

番号 用 語 説 明

※ 合理的配慮 障害者が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁

（障害者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他

一切のもの）を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。筆談

や読み上げによる意志の疎通、車いすでの移動の手助け、学校・公

共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲で提供

されるべきものをいう。

※ 障害者総合支援法 障害者が自立した生活が送れるよう支援し、すべての人が住み慣

れた地域で安心して暮らせる社会を目指すことを目的とした法律。

平成 年 月に施行され、障害者の範囲に難病等が加わるととも

に、入浴や食事などの居宅介護、就労に必要な能力を身につけるた

めの支援などが受けられるようになった。

※ 障害者権利条約 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の 尊

厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のため

の措置等について 定める条約。

年 月、国連総会で採択。日本は 年 月に署名

し、 年 月に条約を締結。

※ グループホーム 障害者等が少人数で共同生活を営む住居。地域社会になじみなが

ら、家庭と似た環境で暮らすことができる。

※ セーフティネット 安全網の意味で、網の目のように安心・安全を保持・提供する し

くみのこと。

※ ユニバーサルデザイ

ン

障害の有無・年齢・性別・ 国籍・人種などにかかわらず、あらゆ

る人が快適に利用できるように、あらかじめ大小 の生活用品、住ま

い、都市などの環境を計画（デザイン）する考え方。

※ 障害者就業・生活支

援センター

障害者の職業的自立を 図るために、雇用、保健福祉、教育等の関

係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着 する

ための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行う。

※ 定着支援 就職後、働き続けるための支援。

※ インクルーシブ教育

システム

共生社会の形成に向けて、障害のある子どもが障害のない子ども

と共に教育を受けることを追求するとともに、個別の教育的ニーズ

のある幼児・児童・生徒に対して、最も的確に応える指導を提供で

きる、多様で柔軟な仕組みを整備すること。

※ 放課後等デイサービ

ス

発達に課題のある学齢期の児童が学校の授業終了後や学校休業日

に通う、療育・居場所を備えたサービスのこと。
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番号 用 語 説 明

※ 居宅介護 入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに

生活等に関する相談及び助言など、居宅での生活全般にわたる援助

を行う。

※ 生活介護 障害者支援施設などで、常に介護を必要とする人に対して、主に

昼間、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生

活等に関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的

活動、生産活動の機会の提供などを行う。

※ サービス等利用計画 すべての障害福祉サービスを利用する人のために作成する総合的

な個別支援の計画。サービス等利用計画は、指定を受けた相談支援

事業者の相談支援専門員が作成する。

※ 成年後見センター 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない

かたが安心・安全な生活を送ることができるように、財産や権利を

守る「成年後見制度」を円滑に利用できるよう支援するセンター。

※ 災害時要援護者名簿 災害時に自力で避難することが困難な障害者や高齢者、乳幼児、

妊婦などの氏名や住所などを記載した名簿｡市町村が整備し、災害時

に自治会や民生委員等が避難支援や安否確認を行う際に利用する｡

※ 医療型障害児入所施

設

障害のある児童が入所し、保護、日常生活の指導及び自活に必要

な知識や技能の習得を行う施設。福祉サービスを行う「福祉型」と、

福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があり、舞鶴市では京

都府立舞鶴こども療育センターが医療型障害児入所施設。

※ 触法障害者 罪を犯した知的障害、発達障害、あるいは精神障害等のある人。

※ 福祉的就労事業所 障害や病気等に配慮しながら、働くことのできる事業所。

※ ケアマネジメント機

能

保健・医療・福祉の専門家や機関が，相互に協力し合い，福祉や

医療などのサービスを必要とする障害者や高齢者等に対して総合的

かつ適切な福祉サービスを施すこと。

※ コミュニケーション

支援

聴覚障害者への手話通訳や要約筆記、盲ろう者への触手話や指点

字、視覚障害者への代読や代筆、知的障害や発達障害、重度の身体

障害者に対するコミュニケーションボード（視覚支援）による意思

の伝達などがある。障害者総合支援法では「意思疎通支援」という。

※ オストメイト 癌や事故などにより消化管や尿管が損なわれたため、腹部などに

排泄のための開口部（ストーマ（人工肛門・人工膀胱））を造設した

人のこと。

※ ショートステイ 介護者が病気や冠婚葬祭など、一時的に家庭での介護が困難にな

るとき等に、施設で入浴、排泄、食事などが利用できる制度。
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