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は じ め に 

 

 

 

 

 

 本市では、障害福祉施策の中長期的な計画である第３期高梁市障害者計画、また障

害福祉サービスの提供体制や成果目標等を定めた第５期障害福祉計画及び第１期障

害児福祉計画に基づき、共生社会の考え方を基本理念として、障害者等への相談支援

体制の充実、地域移行の促進等を重点的に推進してまいりました。 

 このたび、第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画が令和３年３月末をもっ

て終了することに加え、障害のある方を取り巻く環境が変化していることから、これ

までの振り返りと第３期高梁市障害者計画の見直しを行うとともに、新たに第６期障

害福祉計画及び第２期障害児福祉計画を策定しました。 

 令和３年度は本市にとって新たな総合計画がスタートする年でもあります。この総

合計画における障害者福祉の展開方針は、「障害者の生活支援」と「障害者の希望に

即した福祉サービスの充実」を目指すべき方向性として掲げております。 

 今後とも市では、これまで推進してきた施策を継続しつつ、障害福祉サービス事業

者の皆様のご協力を得ながら、さらなる障害者施策の充実と推進を図り、障害のある

方がいつまでも住んでいたいと思えるようなまちづくりを目指してまいりますので、

一層のご支援とご協力をお願い申しあげます。 

 結びに、本計画の策定にあたり高梁市障害者福祉計画策定委員の皆様をはじめ、貴

重なご意見・ご提言を賜りました市民の皆様並びに関係各位に心からお礼を申しあげ

ます。 

 

 

      令和３年３月 

 

                      高梁市長 近 藤 隆 則 
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Ⅰ 計画の策定にあたって 

 

 １ 計画の趣旨 

 

    社会では、障害の有無にかかわらず、家庭や地域において、互いに尊重し支

え合う社会を基本として、障害者の活動や社会参加を制限する要因を除去し、

自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう、支援することが求められてい

ます。 

    国においては、平成18年4月に施行された障害者自立支援法に代わり、「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」（障害者総合支援

法）が平成25年4月に施行されました。 

    その後、平成26年の国連「障害者の権利に関する条約」（略称：障害者権利

条約）の批准を経て、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（障害者差別解消法）が施行されるとともに、「障害者の雇用の促

進等に関する法律」（障害者雇用促進法）の改正が行われました。また、平成2

8年5月には「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の改正がなされました。 

    本市では、平成18年から策定、見直しを重ねてきた「第３期高梁市障害者計

画・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」により、事業を推進してき

ました。 

この度、第６期高梁市障害福祉計画は障害者総合支援法第 88 条に基づく「市

町村障害福祉計画」、また第２期高梁市障害児福祉計画は児童福祉法第 33条の

20に基づく「市町村障害児福祉計画」として新たに策定するものです。なお、

第３期高梁市障害者計画は、障害者基本法第 11 条に基づく「市町村障害者計

画」であり、本市の障害者施策全般にわたる推進の方向性と具体的な方策を示

す中長期的な計画として必要な見直しを行います。 
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＜ 計画の位置付け ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高梁市総合計画 

障害者計画 

障害福祉計画・障害児福祉計画 

高梁市障害者計画 

 

障害者基本法に基づき、

障害者施策の理念や目標を

定めた障害者施策に関する

基本的な計画です。 

高梁市障害福祉計画 

 

障害者総合支援法に基づ

き、障害福祉サービス等を提

供するための体制や方策を確

保するための計画です。 

高梁市障害児福祉計画 

 

児童福祉法に基づき、障害

児通所支援等の提供体制を確

保するための計画です。 

整

合 

整

合 

岡山県 

岡山県障害者計画 岡山県障害福祉計画 

岡山県障害児福祉計画 
整合 
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 ２ 基本理念 

 

障害者一人ひとりの尊厳を大切にするという「人間尊重」を基本に、障害の

ある人もない人も互いの人権を尊重し、共に暮らせる社会を目指す「共生社会」

を基本理念とします。 

 

 

 ３ 基本目標 

 

   この計画を実現するために、次の基本目標を掲げ、推進します。 

 

   （１）障害者の自立支援 

      障害者が地域において自立し安心して生活できるようにするとともに、

その生活の質的向上が図られるよう、学校教育の充実、生活訓練、就労支

援、意思疎通支援、外出のための移動支援など、社会参加のためのサービ

スの提供に努めます。 

 

   （２）利用者本位の支援 

      障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会活動へ積極的に参加してい

くことが期待されており、その能力が十分発揮できるよう、各種情報の提

供やニーズに応じた多様な相談体制の構築など、利用者本位の各種サービ

スの充実に努めます。 

 

   （３）社会のバリアフリー化の推進 

      障害者の参加を困難にしている社会的・制度的・心理的障壁や段差等の

物理的障壁などを除去することは社会の責務であるという「障害の社会モ

デル」（障害者権利条約）の考え方を理解し、「合理的配慮」（障害者権利条

約）※の提供により、バリアフリーのまちづくりに努めます。 

     ※「合理的配慮」… 障壁が除かれるために、状況に応じて行われる配慮 

 

   （４）関連施策の効果的な推進 

      障害者施策は、保健・医療・福祉・教育・雇用・施設整備・生活環境等

幅広い分野にわたっていることから、これら関連施策の連携を図るととも

に、ライフステージ（発達段階）に応じたきめ細かな一貫したサービスが

総合的に提供できるよう努めます。 
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 ４ 計画期間 

 

障害者総合支援法に基づく高梁市障害福祉計画及び児童福祉法に基づく高

梁市障害児福祉計画については、令和３年度から令和５年度までの３カ年計画

とします。 

なお、障害者基本法に基づく高梁市障害者計画については、見直しを行った

うえで引き続き平成３０年度から令和５年度までの６カ年計画とします。 

ただし、障害のある人を取り巻く施策の変化に対応するため、計画期間中で

あっても、必要に応じて改訂を行います。 

 

 

＜ 計 画 期 間 ＞ 

 

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

      

 

 

 

 ５ 計画の対象 

 

本計画は、障害者基本法第２条に規定する「身体障害、知的障害、精神障害

（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び

社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態

にあるもの」を対象とします。また、高次脳機能障害や難病患者を含みます。 

 

 

 

 

 

第３期高梁市障害者計画 

第５期高梁市障害福祉計画 

第１期高梁市障害児福祉計画 

第６期高梁市障害福祉計画 

第２期高梁市障害児福祉計画 

 

目

標

年

度 

目

標

年

度 
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 ６ 重点施策 

 

   本計画において、次の重点施策を定め推進します。 

 

   （１）障害児への支援 

      障害児一人ひとりが将来自立して社会生活を送れるよう、それぞれの個

性を伸ばし、持てる力を最大限に発揮することができる適切な療育や教育

を推進します。そのために、高梁市子ども・子育て支援事業計画を踏まえ、

障害の早期発見、適切な指導及び継続的な支援体制を構築するとともに、

関係機関相互の連携をより一層強化し、障害児及びその家族へのきめ細か

な支援体制の充実に努めます。 

 

   （２）相談支援体制の充実 

      日常生活で抱える諸問題について気軽に相談できる総合相談支援の拠

点施設として、平成 29 年 5 月に「たかはし障害者総合相談センター」を

開所し、障害者及び障害児に対応した相談支援を行っています。今後は、

障害者の生活を支援する地域活動支援センターⅠ型について、運営体制の

検討及びニーズの把握等のために関係する法人や福祉サービス事業所等

と情報を共有し、設置の実現を目指します。 

 

   （３）地域移行、就労移行の促進 

      障害者が地域で安心して生活するためにグループホームやアパート・市

営住宅等の居住の場の確保、また障害者が就労することにより社会的・経

済的に自立するよう必要な支援を行います。そのために、障害者の雇用の

確保・拡大及び就労後の職場への定着につなげていくよう企業や雇用主に

一層の理解と協力を求めるとともに、積極的な啓発活動を行います。 

      また、農福連携の推進に向けた理解促進及び就労継続支援事業所等への

支援を行い、障害者の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、

担い手不足や高齢化が進む農業分野において新たな働き手を確保するた

めに、市内の福祉サービス事業所及び関係機関との情報共有により、障害

者の就労拡大を目指します。 

 

   （４）災害時の安全確保 

      大雨や地震等による大規模災害時において、障害者の安全確保のために

関係機関と協力して必要な対策を行います。また、配慮を要する障害者の

事前把握、災害時の安否確認、避難所での不安解消などに努めます。 

 

   （５）感染症（新型コロナウイルス感染症等）への対策 

      長期化が見込まれる感染症に対する懸念により、障害者の雇用の確保や

安定した就労継続支援施設・グループホーム等の運営など、障害者及び福

祉サービスを提供する施設職員等が受ける影響や、障害者が福祉サービス

や医療の受診等を抑制することの弊害を最小限にするため、障害者への配

慮及び感染症拡大の防止の取り組みに必要な支援を行います。 
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Ⅱ 障害者の現状等 

 

 １ 高梁市の人口 

 

令和 2年 3月末現在の本市の人口は 29,744 人であり、平成 28年 3月末現在と比較

して 5年間で 7.2％（2,310人）減少しています。65歳以上人口は 12,056 人、高齢化

率は 40.5％となり、国や県の平均値と比較しても、高齢化が著しく進行している状況

にあります。 

また、平成 29 年から大幅な転出超過が続いており、自然動態についても、死亡数

が出生数を大幅に上回っており自然減が続いています。 

 

● 年齢階層別人口の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末現在、単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年
人数 3,795 3,749 3,667 3,540 3,378

（構成比） 11.8% 11.9% 11.8% 11.7% 11.4%
人数 15,983 15,544 15,112 14,669 14,310

（構成比） 49.9% 49.3% 48.8% 48.3% 48.1%

人数 12,276 12,263 12,176 12,165 12,056
（構成比） 38.3% 38.9% 39.3% 40.1% 40.5%

人数 32,054 31,556 30,955 30,374 29,744

(増減率) -1.7% -1.6% -1.9% -1.9% -2.1%

区分

0～17歳

18～64歳

65歳以上

計

32,054 

31,556 

30,955 

30,374 

29,744 

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

人口の推移（各年３月末現在、単位：人）
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 ２ 障害者の概況 

 

   （１）身体障害者の状況 

      本市の身体障害者手帳所持者は、令和元年度末で 1,499 人であり、平成

27 年度末の 1,851 人と比較して 352 人減少(19.0％減)しています。令和

元年度末の年齢構成では、65歳以上が 82.1％となっています。 

 

● 障害種別身体障害者手帳所持者の推移 

 
資料：福祉課（各年度末現在、単位：人） 

 

 
 

● 年齢階層別身体障害者手帳所持者の推移 

 

資料：福祉課（各年度末現在、単位：人） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
人数 123 116 103 99 98

（構成比） 6.6% 6.6% 6.2% 6.2% 6.5%
人数 164 154 151 141 127

（構成比） 8.9% 8.8% 9.0% 8.8% 8.5%
人数 23 25 26 26 25

（構成比） 1.2% 1.4% 1.6% 1.6% 1.7%
人数 1,117 1,039 984 935 859

（構成比） 60.3% 59.2% 58.8% 58.3% 57.3%

人数 424 420 410 403 390
（構成比） 22.9% 23.9% 24.5% 25.1% 26.0%

人数 1,851 1,754 1,674 1,604 1,499

(増減率) -3.5% -5.2% -4.6% -4.2% -6.5%
計

区分

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく
機能障害

肢体不自由

内部障害

1,851 

1,754 

1,674 

1,604 

1,499 

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

身体障害者手帳所持者の推移（各年度末現在、単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
人数 15 15 17 16 14

（構成比） 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9%
人数 338 304 287 268 254

（構成比） 18.3% 17.3% 17.1% 16.7% 16.9%

人数 1,498 1,435 1,370 1,320 1,231
（構成比） 80.9% 81.8% 81.8% 82.3% 82.1%

人数 1,851 1,754 1,674 1,604 1,499

(増減率) -3.5% -5.2% -4.6% -4.2% -6.5%

区分

0～17歳

18～64歳

65歳以上

計
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● 障害等級別身体障害者手帳所持者の推移 

 

資料：福祉課（各年度末現在、単位：人） 

 

 

   （２）知的障害者の状況 

      本市の療育手帳所持者は、令和元年度末で 315人となっており、平成 27

年の 284人と比較して 31人増加(10.9%増)しています。令和元年度末の程

度別では、30.8％にあたる 97 人が重度、69.2％にあたる 218 人が中軽度

となっています。また、年齢構成では、18～64 歳が 67.0％と大半を占め

ています。 

 

● 障害程度別知的障害者療育手帳所持者の推移 

 

資料：福祉課（各年度末現在、単位：人） 

 

 

 

 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

１級 459 453 433 425 414

２級 262 238 222 214 192
３級 278 263 257 247 231

４級 549 520 490 465 427

５級 143 132 129 120 110
６級 160 148 143 133 125

計 1,851 1,754 1,674 1,604 1,499

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人数 88 91 98 100 97

（構成比） 31.0% 31.8% 32.2% 32.7% 30.8%

人数 196 195 206 206 218

（構成比） 69.0% 68.2% 67.8% 67.3% 69.2%

人数 284 286 304 306 315

(増減率) 4.8% 0.7% 6.3% 0.7% 2.9%

区分

Ａ
（重度）

Ｂ
（中軽度）

計

284 
286 

304 
306 

315 

270

280

290

300

310

320

330

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

療育手帳所持者の推移（各年度末現在、単位：人）
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● 年齢階層別療育手帳所持者の推移 

 

資料：福祉課（各年度末現在、単位：人） 

 

 

   （３）精神障害者の状況 

      本市の精神保健福祉手帳所持者は、令和元年度末で 218人となっており、

平成 27 年の 194 人と比較して 24 人増加(12.4%増)しています。令和元年

度末の年齢構成では、18～64歳が 73.9％、65歳以上が 25.7％となってい

ます。また、令和元年度末の通院医療費公費負担制度利用者は、467 人と

なっています。 

 

● 等級別精神保健福祉手帳所持者の推移 

 

資料：福祉課（各年度末現在、単位：人） 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
人数 45 47 48 41 45

（構成比） 15.8% 16.4% 15.8% 13.4% 14.3%
人数 198 193 200 206 211

（構成比） 69.7% 67.5% 65.8% 67.3% 67.0%

人数 41 46 56 59 59
（構成比） 14.4% 16.1% 18.4% 19.3% 18.7%

人数 284 286 304 306 315

(増減率) 4.8% 0.7% 6.3% 0.7% 2.9%

区分

0～17歳

18～64歳

65歳以上

計

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
人数 35 32 33 31 27

（構成比） 18.0% 15.8% 16.2% 15.0% 12.4%
人数 140 151 147 153 168

（構成比） 72.2% 74.4% 72.1% 74.3% 77.1%

人数 19 20 24 22 23
（構成比） 9.8% 9.9% 11.8% 10.7% 10.6%

人数 194 203 204 206 218

(増減率) 2.1% 4.6% 0.5% 1.0% 5.8%

区分

１級

２級

３級

計

194 

203 204 
206 

218 

190

195

200

205

210

215

220

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

精神保健福祉手帳所持者の推移（各年度末現在、単位：人）
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● 年齢階層別精神保健福祉手帳所持の推移 

 

資料：福祉課（各年度末現在、単位：人） 

 

● 自立支援医療精神通院受給者証所持者の推移 

 

資料：岡山県精神保健福祉センター（各年度末現在、単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
人数 1 0 1 1 1

（構成比） 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5%
人数 152 154 148 150 161

（構成比） 78.4% 75.9% 72.5% 72.8% 73.9%

人数 41 49 55 55 56
（構成比） 21.1% 24.1% 27.0% 26.7% 25.7%

人数 194 203 204 206 218

(増減率) 2.1% 4.6% 0.5% 1.0% 5.8%

区分

0～17歳

18～64歳

65歳以上

計

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人数 417 446 433 454 467

417

446

433

454

467

400

410

420

430

440

450

460

470

480

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

自立支援医療精神通院受給者証保持者の推移

（年度末現在、単位：人）
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● 年齢別通院医療費公費負担制度の利用状況 

 

資料：岡山県精神保健福祉センター（令和 2年度末現在、単位：人） 

 

 

   （４）難病患者の状況 

      本市の特定医療費（指定難病）・特定疾患医療受給者数は、令和元年度末

で 287 人となっており、平成 27 年の 320 人と比較して 33 人減少(10.3%

減)しています。また、小児慢性特定疾患患者数は、令和元年度末現在 12

人となっています。 

 

● 特定医療費（指定難病）・特定疾患医療受給者等の推移 

 

資料：岡山県障害福祉課（各年度末現在、単位：人） 

※小児慢性特定疾患認定数の平成 28 年度以前は患者数 

 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 計
人数 0 8 42 50

（構成比） 0.0% 16.0% 84.0% 100.0%
人数 0 8 9 17

（構成比） 0.0% 47.1% 52.9% 100.0%
人数 0 125 53 178

（構成比） 0.0% 70.2% 29.8% 100.0%
人数 0 91 12 103

（構成比） 0.0% 88.3% 11.7% 100.0%
人数 0 31 2 33

（構成比） 0.0% 93.9% 6.1% 100.0%
人数 0 1 0 1

（構成比） 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
人数 0 0 0 0

（構成比） 　 　 　 　

人数 0 12 1 13
（構成比） 0.0% 92.3% 7.7% 100.0%

人数 0 29 0 29
（構成比） 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

人数 0 6 0 6
（構成比） 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

人数 0 34 3 37
（構成比） 0.0% 91.9% 8.1% 100.0%

人数 0 0 0 0
（構成比） 　 　 　 　

人数 0 345 122 467
（構成比） 0.0% 73.9% 26.1% 100.0%

区分

症状性を含む器質性精神障害

精神作用物質使用による精神お
よび行動の障害

計

統合失調症、統合失調症型障害
および妄想性障害

気分障害（感情障害）

神経症性障害、ストレス関連障
害および身体表現性障害

生理的障害および身体要因に関
連した行動症候群

成人の人格および行動の障害

精神遅滞

心理発達の障害

小児期および青年期に通常発症
する行動および情緒の障害

てんかん

分類不能

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

特定医療費（指定難病）・
特定疾患医療受給者

320 316 281 280 287

小児慢性特定疾患認定数 12 12 11 16 12
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   （５）障害児の教育の状況 

      本市における障害児の通園、通学状況は次のとおりです。 

 

● 市内保育園等の障害児通園状況 

 

資料：こども未来課（各年度末現在、単位：人） 

 

● 市内幼稚園の障害児通園状況 

 
資料：こども未来課（各年 5月 1日現在、単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

休園除く 5 4 4 4 2

休園含む - 5 5 5 3

2 2 2 4 2

51 56 48 46 15

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

11 13 14 15 15

2 2 2 2 3

2 2 2 2 3

8 9 9 20 42

公
立
保
育
園

私
立
保
育
園

認
定
こ
ど
も
園

区分

保育園数（総数）

障害児（支援）保育実施
保育園数
障害児（支援）保育障害
児数

こども園数（総数）

障害児通園カ所数

障害児数

保育園数
（総数）

障害児（支援）保育実施
保育園数
障害児（支援）保育障害
児数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

幼稚園数（総数） 11 11 10 10 8

うち障害児通園カ所数 7 7 10 8 8

障害児数（人） 20 22 35 32 23

区分

公
立
幼
稚
園
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● 障害児の小学校通学状況 

 

資料：市教育委員会（各年 5月 1日現在、単位：人） 

 

● 障害児の中学校通学状況 

 

資料：市教育委員会（各年 5月 1日現在、単位：人） 

 

● 市外の特別支援学校への就学状況 

 
資料：市教育委員会（令和 2年 5月 1日現在、単位：人） 

 

 

 

 

 

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年
学級数 8 7 7 9 10

児童数 26 26 27 31 34
学級数 6 7 7 8 9
児童数 22 31 34 40 43
学級数 0 0 0 0 0

児童数 0 0 0 0 0
学級数 2 2 2 2 3
児童数 27 27 38 41 38

学級数 0 0 0 0 0
児童数 0 0 0 0 0
学級数 16 16 16 19 22

児童数 75 84 99 112 115
計

区分

知的障害

自閉症・
情緒障害

言語障害

その他

聴覚障害

小
学
校
特
別
支
援
学
級

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年
学級数 5 6 5 5 4

生徒数 14 17 21 18 18
学級数 2 3 3 3 3
生徒数 4 5 7 10 9
学級数 0 0 0 0 0

生徒数 0 0 0 0 0
学級数 0 0 0 0 0
生徒数 0 0 0 0 0

学級数 0 0 0 0 0
生徒数 0 0 0 0 0
学級数 7 9 8 8 7

生徒数 18 22 28 28 27
計

区分

中
学
校
特
別
支
援
学
級

知的障害

自閉症・
情緒障害

聴覚障害

言語障害

その他

区分 小学部 中学部
知的障害支援学校 5 4
肢体不自由支援学校 2 0
盲学校 2 0
聾学校 0 0
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   （６）障害者の雇用の状況 

 

● 企業における障害者の雇用状況 

 
資料：高梁公共職業安定所（各年 6月 1日現在、単位：人） 

注：数値は高梁市に吉備中央町の一部（旧賀陽町）を含みます。 

 

● 障害者の職業紹介・登録状況 

 
資料：高梁公共職業安定所（各年度末現在、単位：人） 

※第１種登録者（身体障害者）、※第２種登録者（知的障害者、精神障害回復者等） 

 

● たかはし障害者就業・生活支援センターの就労支援状況 

 

資料：たかはし障害者就業・生活支援センター（平成 28年 7月開設） 

（各年度末現在、単位：人） 

区分 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
対象企業数（社） 30 32 32 31 35 34
障害者雇用数（人） 86 93 94 97.5 103.5 108.5
障害者雇用率 1.94% 1.96% 1.97% 2.04% 2.08% 2.20%
法定雇用達成企業数（社） 19 22 23 23 24 25
達成企業の割合 63.3% 68.8% 71.9% 74.2% 68.6% 73.5%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

第１種登録者 19 26 18 20 25 9

第２種登録者 60 45 48 55 43 45
計 79 71 66 75 68 54

第１種登録者 7 14 11 11 13 7
第２種登録者 33 28 32 33 36 22

計 40 42 43 44 49 29

第１種登録者 125 130 133 137 143 135
第２種登録者 164 183 218 222 240 267

計 289 313 351 359 383 402
第１種登録者 21 19 15 18 25 21

第２種登録者 35 38 49 50 59 67
計 56 57 64 68 84 88

第１種登録者 87 93 96 99 99 103

第２種登録者 112 128 148 148 159 176
計 199 221 244 247 258 279

第１種登録者 17 18 22 20 19 11
第２種登録者 17 17 21 24 22 24

計 34 35 43 44 41 35

区分

就業中

保留中

職
業
紹
介
件
数

登
録
者
数

新規求職
申込者

就職者

年度末現
在計

有効
求職者

登録者数 就職件数 登録者数 就職件数 登録者数 就職件数 登録者数 就職件数

身体 6 0 10 2 14 2 14 0

知的 21 2 34 6 53 11 72 14

精神 11 5 25 11 40 8 49 9

その他 5 0 3 0 7 2 12 1

計 43 7 72 19 114 23 147 24

障害種別
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
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● 高梁市役所における障害者の雇用状況 

 
資料：総務課・市教育委員会（各年 6月 1日現在、単位：人） 

 

  ※上記は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第８条の規定による通報に 

基づく数値。 

  ※令和２年の職員数は、会計年度任用職員を合算して表記しています。 

  ※障害者雇用数のカウント方法（障害者１人の雇用当たり） 

労働時間 30時間以上 20 時間以上 30時間未満 

身体障害者 １人 ０．５人(平成 23 年から加算) 

 障害程度が重度 ２人 １人 

知的障害者 １人 ０．５人(平成 23 年から加算) 

 障害程度が重度 ２人 １人 

精神障害者 １人 ０．５人 

  ※障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令附則第 5項の 

規定による除外率を減じた数で算定しています。 

  ※精神障害者である短時間勤務職員について、次のいずれかに該当する方は、 

   １人と計上する。 

  ①通報年の 3年前の年に属する 6月 2日以降に採用した方 

  ②通報年の 3年前の年に属する 6月 2日より前に採用された方で同日以後に 

精神障害者保健福祉手帳を交付された方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

職員数 506 524 531 524 734.5

障害者雇用数 8 10 7 13 16

障害者雇用率 1.75% 2.12% 1.46% 2.75% 2.42%

職員数 72.5 71 68 65 166

障害者雇用数 2 3 6 5 3

障害者雇用率 2.76% 4.23% 8.82% 7.69% 1.81%

市
長
部
局

教
育
委
員
会

区分
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Ⅲ 施策の体系 

 

障害者に対する施策は、障害者の年齢、障害の種別・程度等に応じた広範多

岐にわたる事業があるため、それらの施策を総合的に推進できるよう、関係施

策を次のように体系化します。 

 

 １ 障害者の自立支援 

 
 

 

 ２ 利用者本位の支援 

 
 

 

 

 

 

　障害の早期発見・早期治療の推進

保健・医療 　医療リハビリテーションの充実

　感染症への対策

　スポーツ・レクリエーションの推進
スポーツ・レクリエーション

及び文化活動
　文化活動の支援

　日中活動系・居宅系サービスの充実
生活支援

　人材の育成と確保

　訪問系サービスの推進

　生活の場及び働く場の整備

教育・保育
　教育相談・就学指導体制の充実

　障害児に対する教育・保育の充実

　職業的自立の促進
雇用・就業

　雇用機会の拡大

　総合的な相談体制の推進
相談支援体制及び
情報収集・提供

　情報収集・提供の充実
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 ３ 社会のバリアフリー化の推進 

 

 

 

 

４ 関連施策の効果的な推進 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境 　公園等オープンスペースの整備

　防犯・防災対策

バリアフリー化の促進 　施設の整備

　福祉のまちづくり事業の推進

　移動・交通手段の確保

　障害者向け住宅の供給

ボランティア活動 　ボランティア活動

　啓発広報活動の推進
啓発・広報

　福祉に関する教育の推進
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Ⅳ 各分野における基本的方向 
 

 １ 教育・保育 
 

障害者の教育については、障害の早期発見、早期療育の迅速な対応が求めら

れるとともに、早期教育の一層の充実が重要です。 

また、障害児の成長のあらゆる段階において、一人ひとりの特性等に応じた

多様な教育の展開を図ることにより、その可能性を最大限に伸ばし、社会的に

自立して生活していくことができるよう資質を養うことが大切です。 

 

  （１）教育相談・就学指導体制の充実 

 

    ＜現状と課題＞ 

      乳児、１歳６か月、２歳６か月、３歳児を対象に健康診査を行い、障害

の早期発見のため、心身の発育・発達の相談を通じて適切な指導を行って

います。 

      発達上の遅れが疑われる幼児やその家族に対して相談や発達を促すため

の教室を開いています。また、専門医による発達相談（発達相談総合検診

事業）を行っています。高梁市独自の取り組みとして高梁市要支援児連携

支援体制（スクラム作戦）を進めており、必要な支援を計画的に実施する

ための保護者を交えた会議（スクラム会議）等を開催しています。 

      障害児の小学校への就学の際には、スクラム会議や教育委員会による相

談・指導により、心身の障害に応じた教育を受けられるよう配慮され、就

学以降においては、担当教員や校内特別支援教育コーディネーターが相談

の中心的な役割を担っています。また、発達が気になる児童や障害児、そ

の家族に対する相談支援については、発達支援コーディネーターとの連携

により、気軽にさまざまな相談ができる体制を図っています。 

 しかし、近年核家族化等により育児・子育てに不安をもつ保護者が増えて

おり、子育てに関する相談や福祉サービス等の提供体制について、さらなる

充実を図る必要があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①幼稚園・保育園・認定こども園や関係機関との連携による障害児及びそ

の家族への相談支援体制の充実を図るとともに、障害の子を持つ親同士

の意見交換できる場所の確保に努めます。 

     ②障害の早期発見及び適切な指導並びに継続的な支援体制（スクラム作戦）

の強化を図ります。 

     ③児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援による障害児

支援体制の充実を図るため、利用者のニーズに対応したサービス提供者

の確保に努めます。 
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     ④児童発達支援センターにおいて、地域の医療・保健・福祉・教育等関係

者と連携して、障害児やその家族に対する相談支援やペアレントメンタ

ーの養成等を行うとともに、児童発達支援センターを中心とした地域支

援体制の構築を図ります。 

     ⑤高梁市自立支援協議会児童部会において、地域の医療・保健・福祉・子

育て・教育等にかかる課題について、関係者が連携して支援する体制の

構築を図ります。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①障害児相談支援体制の充実 

     ②発達障害児支援体制の強化 

 

  （２）障害児に対する教育・保育の充実 

 

    ＜現状と課題＞ 

      就学前の障害児については、すべての幼稚園・保育園・認定こども園で

心身障害児の受け入れに努めると同時に、障害児に合わせた保育・指導教

育が適切に行われるよう保育士の人材育成に努める必要があります。 

      就学以降については、障害に対する正しい理解と認識による教育のもと

に、能力やその特性に応じた学校生活が送れるようにすることが重要です。

現在、市内には特別支援学校はありませんが、小・中学校には特別支援学

級を設置している学校があります。また、児童発達支援等の障害福祉サー

ビスを利用する児童は年々増加する傾向にあり、今後も、サービス利用希

望者に対応できる受け入れ体制を整備し、支援内容の充実を図る必要があ

ります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害児の成長のあらゆる段階において、一人ひとりの障害の特性等に応

じ保育・教育の充実を図るため、専門のコーディネーターを活用し、教

職員をはじめ関係者の資質や指導力の向上を図り、障害児教育体制の一

層の充実に努めます。 

     ②障害児の社会経験を豊かにするとともに、周りの人々が障害に対する正

しい理解と認識を深めるため、障害児と小・中学校の児童生徒や地域社

会の人々が、活動を共にし、触れ合う機会を積極的に設けるなど交流教

育の推進を図ります。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①関係者の資質向上のための研修会の開催 

     ②専門のコーディネーターによる障害児支援の充実 
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 ２ 雇用・就業 
 

    障害者が職業に就いて社会的・経済的に自立することは、社会参加の中では

極めて重要な課題です。雇用・就業の分野では、国の施策として多様な職業リ

ハビリテーション等が実施されているものが多くありますが、本市としても高

梁市自立支援協議会・高梁公共職業安定所等の関係機関と連携を密にし、積極

的に取り組む必要があります。 

 

  （１）職業的自立の促進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      職業的な自立促進のための職業指導・職業訓練・職業紹介などの措置が

講じられている施設としては、吉備中央町にある国立吉備高原職業リハビ

リテーションセンターと、岡山市にある岡山障害者職業センターがあり、

これらの施設の紹介を行っています。 

      また、障害者が地域において自立した生活を営むためには、安定した収

入が得られる仕事に就く必要があり、就労支援・訓練系施設を通じて職業

的自立を図っていくことが重要です。本市においては、地域活動支援セン

ターや福祉施設等での訓練・作業を通じて職業的自立を図っていますが、

作業内容の新規開拓や作業量の拡大等が課題です。また、障害者の精神面

での自立を図るには、周囲の理解と協力、自立に対する本人への支援が必

要です。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害者の雇用においては、心のバリアフリー化や職場環境の整備を推進

するとともに、就労に対する個々の適正な能力評価と受け入れ体制の整

備を啓発します。 

     ②職業的自立促進のため、関係機関や事業所との連携を深め、就労継続支

援Ａ型・Ｂ型事業所をはじめとする就労支援・訓練系施設等の利用を推

進します。 

     ③障害者の就労後の職場への定着に繋がるよう、就労定着支援事業所等と

連携していきます。 

     ④事業所における障害者の理解という面と就労の準備という面から雇用主

に対し、障害者の実習を受け入れてもらえる機会が増えていくよう、理

解と協力を求めていき、障害者が一般就労に移行していける社会環境を

目指します。 

     ⑤障害者の経済的な負担を軽減し、障害者支援施設等の継続的な利用促進

を図るため通所にかかる交通費の助成を行います。 

 

    ＜重点事項＞ 

      ①事業所への就労に対する理解・協力の取り組みの一層の強化 
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  （２）雇用機会の拡大 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害者の就職や採用についての相談は、高梁公共職業安定所及びたかは

し障害者就業・生活支援センター等が窓口となって、ジョブコーチ、トラ

イアル雇用等の支援が行われています。 

      公共職業安定所と連携し、法定雇用を義務付けられない事業所も含めて

雇用主に一層の理解と協力を求めるとともに、障害者の雇用について理解

を深めることができるよう啓発を図る必要があります。 

      障害者を対象としたアンケート調査では、就労支援として必要と思うも

のについて、「職場の障害者理解」「職場の上司や同僚に障害の理解があ

ること」「勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること」「通勤手段

の確保」と回答した方が多くありました。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①高梁市自立支援協議会、高梁公共職業安定所、たかはし障害者就業・生

活支援センター等と連携し、雇用・就業等に関する情報のネットワーク

化により、就労を希望する障害者へ必要な情報を提供するとともに、障

害者の法定雇用率達成など、雇用に対する理解と協力を促進するため、

事業所に対し積極的に啓発活動を行います。 

     ②障害者の雇用創出や収入拡大を目指し、関係機関と連携し、農産物や加

工品の研究などに対して支援していきます。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所、一般の事業所、就

労移行支援事業所との連携による就業の拡大 

     ②障害者受け入れ企業への支援体制の構築 

 

 

 ３ 保健・医療 
 

    障害程度の軽減は、障害の発生予防と早期発見・早期治療が課題であり、そ

れぞれのライフステージに応じ、障害の発生予防のための適切な対応と早期発

見・早期治療体制を充実させる必要があります。また、障害を軽減し、自立を

促進するために重要な役割を担っているリハビリテーションなどの機能訓練や

生活訓練の一層の充実が必要です。 

    また、新たな課題である感染症についての対策が必要となっています。 
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  （１）障害の早期発見・早期治療の推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害の発生原因には、先天性のものと事故や疾病などによる後天性のも

のがあります。 

      先天性障害の発生原因については充分に解明されていませんが、障害を

早期に発見し、早期治療、早期療育、リハビリテーションによって障害を

軽減し自立を促進することが重要です。また、後天性障害の発生を防ぐた

めには、日頃から事故や病気の予防に努めるとともに、各ライフステージ

において、良い生活習慣を一人ひとりが身につけることが求められます。 

      身体障害の発生時期は60歳以上が全体の約6割を占めており、要因として

は脳血管障害などがありますが、本市では、健診データを元に保健所や主

治医との連携を密にして、寝たきりの予防と脳卒中等の発生防止に努めま

す。 

      また、生活習慣病の予防及び早期発見を図るため、循環器を中心とする

特定健康診査・健康診査を実施しており、その診査の結果に基づいて行う

指導はもとより、その後の速やかな対応ができるよう保健・福祉・医療の

連携強化と各種データの共有を図る必要があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害の発生予防や早期発見のため、健康相談、健康教育、各種健康診査

や保健師の家庭訪問等によりその取り組みの一層の充実を図るとともに、

関係機関との連携を密にして速やかな個別対応を推進します。 

     ②健康診査の結果に基づいて行われる健康指導は、健康教育の良い機会で

あり、栄養・運動・休養等のバランスの取れた生活習慣に改善するため、

より良い指導体制の充実を図ります。 

     ③障害の早期発見から早期治療、早期療育や各種サービスが適切に行われ

るよう、相談支援体制の充実を図るとともに、障害者やその家族への支

援の充実を図ります。 

 

  （２）医療・リハビリテーションの充実 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害を軽減し自立を促進するためには、医療・リハビリテーションが重

要な役割を果たします。医療機関等においてはデイケアや訪問看護、訓練

事業が行われ、市においては療育指導、訪問指導等を実施しています。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①精神障害者の地域移行をはじめとして障害者が地域で安心して生活でき

るようにするため、医療機関や福祉施設と連携した支援体制の構築を図

ります。 
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     ②障害者の心身の機能維持や回復のために、地域市民センター等の身近な

拠点を活用し、ミニデイサービスの実施や介護予防のための各種教室の

開催等を推進します。 

     ③日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が適切な支援を

受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連

携を図るための協議の場を設けます。 

     ④在宅で生活する重症心身障害児(者)について、短期入所、居宅介護、児

童発達支援等在宅支援の充実を図ります。 

 

  （３）感染症への対策 

 

    ＜現状と課題＞ 

      新型コロナウイルス感染症は国内外で流行が長期化しており、季節性イ

ンフルエンザと比較して生命や健康に著しく重大な被害を与え、感染経路

が特定できない症例や施設等における集団発生など、生活様式の変更や社

会の在り方までもが変わる大きな問題となっています。 

 

    ＜目標と方策＞ 

      主な感染経路である飛沫感染と接触感染を避けるため、３つの密（密閉・ 

密集・密接）を避ける、マスクを着用する、石けんによる手洗いや手指の

アルコール消毒、さらに家や職場の換気を十分にする、十分な睡眠などで

自己の健康管理をしっかりする等、自身だけでなく、他人への感染を回避

するとともに、他人に感染させないよう必要な対策を行います。 

 

 

 ４ スポーツ・レクリエーション及び文化活動 
 

    障害者がスポーツやレクリエーション及び文化活動に親しむことは、社会参

加を促進するだけでなく、障害者の健康づくりや生きがいづくりにつながりま

す。 

 

  （１）スポーツ・レクリエーションの推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      本市では、障害者のスポーツ活動を推進するため、市障害者スポーツ大

会の開催、岡山県障害者スポーツ大会への参加等を通じて、スポーツに親

しめる環境づくりに取り組んでいます。 

      今後は、障害者のニーズに応じたスポーツ・レクリエーションを気軽に

楽しめる機会の提供や、障害者に配慮したスポーツ施設の整備等が必要と

なります。 
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    ＜目標と方策＞ 

     ①障害者が気軽に取り組めるニュースポーツの導入を推進し、障害者スポ

ーツの普及に努めます。 

     ②障害者相互の交流や地域住民とふれあいができるスポーツ・レクリエー

ション事業の推進に努めます。 

     ③障害者スポーツの普及に貢献した障害者を顕彰するなど、活動の啓発を

行います。 

 

  （２）文化活動の支援 

 

    ＜現状と課題＞ 

      本市では、公民館・図書館等を中心に文化・芸術活動が行われています。

障害者の文化活動への参加は、障害者の社会参加と仲間づくりを促進する

という観点からも極めて意義深いことです。 

      障害者が参加しやすい環境を整備するとともに、各種活動に関する啓発・

広報活動を行っていくことが必要です。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①ボランティアや障害福祉関係団体の協力、移動支援・入場料割引などの

経済的支援など、障害者が参加しやすい体制づくりに努めます。 

     ②地域の文化祭や講座等に障害者が気軽に参加できるよう環境整備を行い、

社会参加を促進します。 

     ③芸術文化活動の普及に貢献した障害者を顕彰するなど、活動の啓発を行

います。 

 

 

 ５ 生活支援 
 

    全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地

域共生社会の実現に向け、障害者が地域社会の一員として、地域の中で安心し

て暮らすことのできる社会を実現するためには、保健・医療の連携のもとに、

多様できめ細かな福祉サービスの充実が一層必要となってきます。 

    また、各施設から地域での生活に移行するためにも、受け皿となる保健・福

祉サービスの充実が不可欠となります。 

 

  （１）訪問系サービスの推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      本市の令和２年９月末現在の高齢化率は、40.64％と高い率を示していま

す。身体障害者の高齢化率はさらに高く、手帳所持者のうち、８割以上が

65歳以上の高齢者となっています。 



25 

 

      そのような中で、障害者の自立と社会参加を支援するためには、身近な

地域における保健・福祉サービスの社会的資源の充実や介護者のニーズを

踏まえた在宅福祉サービスの一層の充実を図る必要があります。 

      また、障害者が入所施設等から地域での生活へ移行するためには、居宅

介護、日常生活用具等給付事業、移動支援などの在宅福祉サービスについ

て、関係機関と連携を図りながら情報の提供とサービスの確保に努める必

要があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害者の生活の安定と質の向上を図るためには、居宅介護サービスが中

心と考えられることから、利用者の障害の程度や生活の状況に応じた福

祉サービスの確保に努めます。 

     ②日常生活用具等給付事業、移動支援など、障害者一人ひとりのニーズに

沿った地域生活支援事業の充実に努めます。 

     ③備北保健所と連携し、精神障害者の自立と社会参加の促進及び福祉の向

上に努め、障害者の地域移行を促進します。また、地域移行を促進して

いくため、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設け、精神障害に

も対応した地域包括ケアシステムの構築により、重層的な連携による支

援体制を整備し、精神障害者の家族支援や住まいの確保、精神医療相談、

措置入院者の退院後の継続支援等を行います。 

     ④電車、バス、タクシー等の各種運賃割引や助成制度の周知に努め、生活行

動範囲の拡大や社会参加の促進が図られるよう支援します。 
 
    ＜重点事項＞ 

     ①地域移行のための支援体制の構築 
 
  （２）日中活動系・居住系サービスの充実 
 
    ＜現状と課題＞ 

      障害の有無に関わらず全ての人が共に生活するというノーマライゼーシ

ョンの理念のもと、在宅福祉サービスの充実が求められています。また、障

害者が住み慣れた地域で生活するために、日中活動の場を充実させる必要

があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①在宅サービスの推進を基本としつつ、真に必要な人には、障害の状態や

ニーズに応じて、入所施設等での適切なサービスを提供します。 

     ②障害者の日中活動の拠点となる地域活動支援センターⅠ型について、関

係する法人や福祉サービス事業所等と連携し、情報を共有することによ

り、設置の実現を図ります。 

     ③発達障害者支援センターにおいて、地域の医療、保健、福祉、教育、雇

用等の関係者と連携し、このセンターを中心とした地域生活支援体制の

充実を図ります。 
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  （３）人材の育成と確保 

 

    ＜現状と課題＞ 

      保健・福祉サービスの充実を図る一方で、サービスを提供する側の人材

不足が懸念されています。そのため、サービス提供のための人材の育成と

確保に取り組む必要があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①市内の大学や関係機関と連携し、障害福祉に従事する人材を安定的に確

保できるよう必要な取り組みを行います。 

     ②潜在的な有資格者等の人材の掘り起こしや将来的な人材確保につながる

よう、障害者福祉施設と連携し、学生の職場体験の受け入れ等により福祉

の魅力を伝えていくことに努めます。 

 

  （４）生活の場及び働く場の整備 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害者が地域で自立した生活が送れるよう、障害の程度や家庭環境に応

じた生活の場や働く場の確保、整備が重要です。 

      市内には、就労継続支援Ａ型事業所・Ｂ型事業所のほか、創作活動や生

産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図ることを目的とした地域

活動支援センターとして、たかはし福祉作業所、さざんか憩の家共同作業

所、こだまの集い作業所があります。 

      しかし、障害者向けのグループホームなどの生活の場と働く場が、障害

者の希望に対して不足している状況にあり、今後これらの確保が大きな課

題です。また、障害者の高齢化・重度化に伴い、障害者の親亡き後の生活

支援について、支援体制を整備する必要があります。 

      このような課題に対して、地域における障害者の生活支援のために求め

られる機能を集約した地域生活支援拠点等の設置を目指します。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、生活の場として

の福祉ホームやグループホームの整備を促進するため、社会福祉法人・

民間団体等に働きかけていきます。また、併せて情報提供等により支援

していきます。 

     ②地域活動支援センターの施設改善と作業内容、販路開拓の支援により、

障害者の就労の促進を図り、潜在的に施設の利用が適切と考えられる障

害者の情報を共有し、利用者の増加につなげます。 

     ③障害者優先調達推進法に基づき、官公需に係る障害者福祉施設等の受注

機会の拡大に努めます。 

     ④社会福祉法人等が、福祉・農業・定住・交流等により、障害者福祉の向

上と地域活性化に資するために行う障害者施設の整備について必要な

支援を行います。 

     ⑤市内の障害者雇用の促進及び就労定着を図ること並びに障害者の市内
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への定住に資するために、社会福祉法人等が整備する就労継続支援施設

等の整備に対して必要な支援を行います。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①障害者福祉施設等の製品の販路拡大 

     ②グループホーム等の居住施設の確保 

     ③社会福祉施設等の整備のための支援 

 

 

 ６ 相談支援体制及び情報収集・提供 

 

    障害者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、日常生活の

中で抱えている諸問題について、気軽に相談ができる総合相談体制や、福祉制

度などの生活に関するさまざまな情報を、必要な時に入手できる情報収集・提

供体制の充実が不可欠です。このため、福祉関係機関のネットワーク化や、障

害者相談員等の協力体制の確立が必要です。 

 

  （１）総合的な相談体制の推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害者やその家族が安心して暮らすためには、保健・医療・福祉など全

般に渡る身近な相談窓口と、専門機関の紹介等の機能を兼ね備えた総合相

談体制の確立を図ることが必要です。 

      本市では、身体障害者相談員 10 名、知的障害者相談員 7名、民生委員・

児童委員 116 名、主任児童委員 20 名を設置し、地域の中で障害者等の支

援を行っています。 

      また、平成29年5月1日には、市内にある４つの相談支援事業所を集めた

「たかはし障害者総合相談センター」を開所し、相談を総合的に受け付け、

内容によってはより専門的な機関を紹介するなど、関係機関と協力して支

援しています。一人ひとりの状況により、地域にある様々なサービスや制

度についての情報を提供しています。 

      障害者を対象としたアンケート調査では、希望する暮らしを送るために

必要な支援については、「経済的な負担の軽減」「身近な場所で気軽に集

える居場所の確保」「必要な在宅サービスが適切に利用できること」と回

答した方が多くありました。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害者の総合相談窓口と交流拠点として、たかはし障害者総合相談セン

ターと地域活動支援センターⅢ型の機能を併せ持つ地域活動支援セン

ターⅠ型の設置を図ります。 

     ②福祉関係機関との連携を密にし、情報交換や個々の障害者に係るケア会

議を開催し、総合的な相談支援を行います。また、医療や福祉サービス

につながりにくい障害者やその家族への支援を強化します。 
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     ③関係職員や市委託の相談員は、適切な指導・助言が行えるよう研修会等

を通じ、個々の能力の向上と養成・確保に努めます。 

    ＜重点事項＞ 

     ①たかはし障害者総合相談センターと地域活動支援センターⅢ型の機能

を併せ持つ地域活動支援センターⅠ型の設置 

 

  （２）情報収集・提供の充実 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害者向けの各種情報については、市発行の「広報たかはし」及び高梁

市社会福祉協議会発行の「ふれあい福祉」のほかに、障害者ガイドブック、

声の広報、各種パンフレットなどにより、情報が正しく伝わるよう努めて

いますが、障害者施策の改正がめまぐるしく分かりにくい状況です。 

      そのため、保健・医療・福祉等に関する最新の情報や資料を収集・整理

し、分かりやすい情報を発信し、効果的な活用を図る必要があります。 
 
    ＜目標と方策＞ 

     ①障害に関する各種情報の提供については、市広報紙、市ホームページや

ケーブルテレビ等を利用した分かりやすい情報提供に努めます。 

     ②各種障害者施策のパンフレットや「保健・福祉サービスの概要」等を各

地域局・地域市民センターに備え、情報提供を積極的に推進します。 

     ③障害者施策に関する「障がい福祉サービスガイドブック ほっとっと」は、

制度改正の動向等に随時対応して、各種サービスの内容や利用条件・利

用手続きなどの最新情報を提供するよう努めます。 

     ④視覚障害者に対しては、録音ＣＤの提供などによる情報提供サービスの

充実を図るとともに、聴覚障害者に対しては、手話や要約筆記による支

援体制を拡大するなど、さらなる意思疎通支援の充実を図ります。 

     ⑤障害に関する各種情報収集・整理については、高梁市自立支援協議会の

活動をはじめ、各福祉関係機関が連携して、保健・医療・福祉・教育に

関する情報の共有化と活用推進に努めます。 

     ⑥難病患者へは関係機関と連携し、必要な情報提供を行うことなどに取り

組み、障害福祉サービス等の活用が促されるよう努めます。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①障害福祉に関する各種情報提供の一層の促進 

 

  （３）障害者の権利擁護の推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害者や高齢者の単独世帯等が増加している状況において、知的障害や

精神上の障害、認知症等により財産の管理や日常生活等に支障のある方を

社会全体で支え合うことが課題となっています。そのため、地域生活を送

るうえで障害等により判断能力が十分でない人が適切なサービスを受け
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られるよう成年後見制度の利用により支援する必要があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①令和3年4月1日に設置予定の高梁市権利擁護センター（仮称）が、地域連

携ネットワークの中核機関として役割を担っていきます。中核機関の運

営については、担うべき業務の範囲について地域連携ネットワークの関

係団体で分担、調整しながら体制を整えていきます。 

     ②関係機関と連携しながら身寄りがない等の理由により、申立人が確保で

きない障害者に対して成年後見費用の助成を行うなど、成年後見制度の

利用を引き続き支援するとともに、制度の啓発を行っていきます。 

     ③障害者虐待防止センターを中心に、保健・医療・福祉をはじめ警察、司

法等の関係機関と連携し、虐待防止のネットワークを構築し、障害者の

虐待防止対策を推進します。 

     ④相談支援専門員やサービス管理責任者等に対し、日頃から虐待防止に関

する高い意識を持って、障害者等及び養護者の支援に当たるとともに、

虐待の早期発見と速やかな通報を行うことを求めていきます。また、相

談支援事業者に対して、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早

期発見と関係機関と連携していくことの重要性を周知していきます。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①成年後見制度の利用相談に対応する体制の構築、広報、周知 

     ②関係機関との連携による虐待事案の早期発見、対応 

 

 

 ７ バリアフリー化の推進 
 

    これからのまちづくりは、障害者などが社会の一員として自立し、あらゆる

分野の活動に積極的に参加することができる「バリアフリー社会」を目指し、

誰もが安心して暮らせる生活環境を創りだしていくことが大切です。 

    人にやさしいまちづくりは、行政のみでなく市民の理解と協力が必要であり、

全ての人々にとって安心して健やかに暮らせるまちづくりであるという認識を

深めていくことが大切です。 

 

  （１）福祉のまちづくり事業の推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害者の社会参加と自立を促進するため、障害者が地域で快適な生活が

送られるよう、道路や公共施設について障害者に配慮した整備に努めてい

ます。 

      障害者が安心して健やかに暮らすためには、歩道等の段差の解消、点字

ブロック、多目的トイレ、エレベーターなどのバリアフリー化をはじめと

するユニバーサルデザインを基本としたまちづくりを推進することや、障

害者に対する理解促進などの心理的バリアフリー化を図ることも必要です。 

      それらを実現するためには、地域住民や民間企業等の協力を得ながら、

「福祉のまちづくり」を総合的に強力に推進する必要があり、理解が広く
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浸透するよう啓発を図っていかなければなりません。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害者をはじめ子供、高齢者等すべての人にとってやさしい、物理的、

社会的、制度的、心理的障害のないバリアフリーのまちづくりに配慮し

つつ、誰でも安心して快適に生活できるよう、ユニバーサルデザインを

基本としたまちづくりを推進します。 

     ②外見から分からなくても援助や配慮を必要としている障害者等のために

ヘルプマークの普及を図り、障害者の福祉についての理解と関心を深め、

障害者の積極的な社会参加を推進します。 

 

  （２）施設の整備 

 

    ＜現状と課題＞ 

      本市が新設・大規模改修した施設には、エレベーターやスロープ、多目

的トイレを設置するなど、障害者に配慮した施設整備を行っています。 

      不特定多数が利用する民間施設についても、ホテルや大規模店のように

障害者等に配慮した施設が整備されつつあります。しかし、以前に整備さ

れた施設では充分な設備がなかったり、設備はあっても実際の利用には困

難を要したりするような施設も見受けられます。 

      今後は、設備の充実はもちろん、障害者等の実際の利用に配慮した施設

の整備が必要です。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①誰もが利用しやすい施設の整備を担当部署との連携を密にして積極的に

進めていくよう努めます。 

     ②公共施設の新築、増改築時には、ユニバーサルデザインを基本とします。 

 

  （３）移動・交通手段の確保 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害者の社会参加の機会増大や日常生活の行動範囲の拡大をさらに促進

するため、安全で快適な生活環境の形成に努める必要があります。 

      このため、障害者などの交通弱者が安心して社会参加できるよう、道路

のバリアフリー化や交通手段の確保を推進することが重要となっています。 

      障害者を対象としたアンケート調査では、外出する時に困ることについ

て「公共交通機関が少ない」「困ったときにどうすればいいのか心配」「外

出にお金がかかる」と回答した方が多くありました。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①障害者が外出しやすい環境を整えるため、自家用車の改造費助成や福祉

車両の購入補助を行うとともに、施設のバリアフリー化の促進に努めま

す。 

     ②障害者の社会参加を促進するため、福祉移送サービスや外出ガイドヘル

プ事業の充実に努めます。 
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     ③歩道の整備、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの敷設等を進め、

誰もが歩きやすい歩行空間の確保に努めます。 

 

 ８ 生活環境 
 

    障害者が、安心して快適に生活できる社会、いわゆる「人にやさしいまちづ

くり」の基本的条件は、すべての人にとって安全、快適で利便性が確保されな

ければなりません。障害者の地域生活の移行に向けて、すべての人にやさしい

居住空間の確保が必要となります。 

 

  （１）障害者向け住宅の供給等 

 

    ＜現状と課題＞ 

      本市では、重度身体障害者の自立と介護者の負担を軽減するため、手す

り、トイレ、浴室等の改修費の一部を日常生活用具の居宅生活動作補助用

具として給付の対象としています。また、市営住宅の建設時には、障害者

等に配慮し、段差をなくし手すりを設置するなどのバリアフリー構造に努

めています。 

      今後も、障害者等が生活しやすいよう配慮し住環境の整備を図る必要が

あります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①入所・入院からの地域移行を促進するためには、住まいの確保は重要で

す。そこで市営住宅のグループホーム等としての活用やアパート等への

入居の支援を行います。 

     ②市営住宅の整備においては、障害者専用居室を設定するなど、障害者が

暮らしやすい住まいの確保に努めます。 

     ③日常生活用具給付事業（居宅生活動作補助用具・住宅改修）については、

介護保険制度との調整を図りながら推進していきます。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①市営住宅や空きアパート等の活用も含めた、障害者の地域生活における

居住基盤の整備 

     ②地域住民や事業者への障害者に対する理解と協力を促すための周知 

 

  （２）公園等のオープンスペースの整備 

 

    ＜現状と課題＞ 

      公園等のオープンスペースは、憩いと交流の場であり、誰もが安全で快

適に過ごせる場所でなくてはなりません。 

      しかし、公園の出入口・トイレが段差や幅員不足などにより、車いす等

での通行が困難な場合も見られます。 

      このため、ユニバーサルデザインを取り入れた安全でゆとりある公園等
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のオープンスペースを整備していくことが今後の課題となっています。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①公園等のオープンスペースは、レクリエーションをはじめコミュニティ

形成や防災など多様な機能を有しており、整備に当たっては、障害者等

あらゆる人に配慮したバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を推進

します。 

 

  （３）災害時等の安全確保 

 

    ＜現状と課題＞ 

      高梁市自立支援協議会による災害時支援システムにより、災害時の要配

慮者に対する連絡体制を整備していますが、障害者を対象としたアンケー

ト調査では、風水害や地震等の災害時に一人で避難できないと回答した方

が多くありました。 

      障害者が安心して地域生活を送るためには、防災・防犯体制の整備が不

可欠です。災害発生時に情報の伝達や迅速な避難誘導が適切に行われるこ

とが重要であり、関係機関・地域との密接な連携を保ちながら、きめ細や

かな対策が必要です。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①関係機関と連携を取りながら、障害者等の家庭に対して、防犯・防災に

ついての意識の高揚に努めます。 

     ②災害時における障害者への連絡体制や状況の確認体制を整備するなど、

安全対策の確保を図るとともに、地域における連絡網を整備し、助け合

える地域社会づくりの構築に努めます。 

     ③障害者の安全を図るため、緊急通報システムの活用やＮet119緊急通報シ

ステムの導入等を行います。 

     ④自閉症や発達障害、視力障害、聴力障害など障害の種類や程度は障害者

によってさまざまなため、日頃から家の環境や家族状況等にも気を配り、

民生委員等の協力も得ながら障害者の特性に応じた支援を行います。 

     ⑤災害時の避難所は、その施設によっては食事の提供や物資の搬入、服薬

の管理、トイレの使用など障害者に対する特別な配慮が十分でないこと

が想定されるため、特に人工透析や人工呼吸器等が必要な障害者に対し

ては、医療機関や福祉施設等と連携し必要な支援を行います。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①災害時に備え、障害者が日頃から「避難場所」「移動方法」「支援者」

等を決めておくことができるよう、関係機関及び地域住民等と連携し障

害者やその家族と情報を共有します。 
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 ９ 啓発・広報 
 

    障害の有無に関わらず相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の理念の

普及を図るためには、生涯を通じての福祉教育が重要です。そのため、ボラン

ティア活動等を通じた障害者との交流等を進めるとともに、各種行事・広報媒

体を通じて啓発・広報を積極的に推進していきます。 

 

  （１）啓発広報活動の推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      障害のある人もない人も互いにそれぞれかけがいのない個性をもった一

人の人間として尊重されなければなりません。 

      しかし、私たちの社会には障害や障害者に対しての誤解や偏見など「心

の壁」があります。これらの心の壁を解消するためには、社会を構成する

すべての人々に障害や障害者に対しての理解を促進することが重要です。 

      アンケート調査では、障害があることで差別や嫌な思いをしたことがあ

る人のうち「学校・仕事場」「外出中」「仕事を探すとき」と回答した方

が多くあり、障害のある人への理解を一層深めていく必要があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①市広報紙、市ホームページ、ケーブルテレビなどの広報媒体や障害者週

間などの機会を捉えて、啓発・広報活動を推進します。 

     ②高梁市自立支援協議会を中心に、福祉関係団体等と連携し、正しい認識

を深めるための広報活動を推進します。 

     ③障害者が参加する行事や障害に関するさまざまな活動の情報を報道機関

に提供し、マスメディアによる啓発・広報に努めます。 

     ④障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るよう、広

く啓発活動を推進します。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①障害を理由とする差別の解消に向けた一層の啓発活動の推進 

 

  （２）福祉に関する教育の推進 

 

    ＜現状と課題＞ 

      差別や偏見などをなくし心のバリアフリー化を図るためには、幼少時か

らの「福祉の心づくり」を推進する必要があります。 

      幼稚園、保育園、認定こども園、学校等において、障害のある人につい

て正しい知識を身につけるための体験学習や交流学習の充実に努めます。 

      また、障害や障害者について地域社会の理解を深めるため、障害や障害

者に関する学習機会を増やすなど、市民参加による福祉教育の推進を図る

必要があります。 
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    ＜目標と方策＞ 

     ①特別支援学級と通常学級との交流を図るとともに、市内の障害者施設等

と小・中学校との交流を推進します。 

     ②小・中学校では、児童・生徒の福祉活動などへの積極的な参加を働きか

け、心のバリアフリー化を促進していきます。 

     ③各地域のまちづくり事業、コミュニティ活動などの各種団体や組織を対

象に障害や障害者に関する啓発・学習の機会を設けます。 

     ④手話施策推進方針に基づき、就学前教育保育施設や小・中学校等にろう

者及び手話通訳者等を講師として派遣し、手話の大切さや聞こえないこ

と等を正しく理解する機会を提供します。 

 

    ＜重点事項＞ 

     ①障害福祉教育の一層の推進 

 

 

 １０ ボランティア活動 
 

    近年、高齢化社会の一層の進行や社会の成熟化に伴い、市民のボランティア

活動への関心が高まっています。地域の人々が障害のある人に対する理解と認

識を深めるためには、ボランティア活動への積極的参加を働きかけることが重

要です。また、障害者の社会参加を促進するためには、専門的技能・知識を有

する人的福祉資源の養成と確保を行い、障害者を支援する体制づくりが求めら

れています。 

 

    ＜現状と課題＞ 

      手話、要約筆記、朗読、清掃、配食ボランティアなど、積極的に行われ

ている市内のボランティア団体に対して、運営や活動の方法、ニーズ等の

情報提供を支援する必要があります。 

      小・中学校では、教育の一環としてボランティア体験学習を行っており、

体験学習の中で充実感を得ることにより継続してボランティア活動に自主

的、意欲的に取り組んでいけるよう推進します。 

      ボランティア活動は、障害者やその介護者の高齢化が進行する中、障害

者の社会参加を支えるためにますます重要になります。このため、高梁市

社会福祉協議会や順正学園ボランティアセンターをはじめ、各ボランティ

ア団体と連携し、ボランティア活動への積極的な参加を促進していく必要

があります。 

 

    ＜目標と方策＞ 

     ①ボランティア（団体）と障害者（団体）の活動及び連携を充実させるた

め、ボランティアセンターの機能を整備していきます。 

     ②障害者等のニーズに対応するためのボランティア自身の知識や意識の向

上を図る研修会の開催に取り組むとともに、ボランティア登録制度を推

進していきます。 

     ③障害者自身もボランティア活動に参加できるよう、参加しやすい環境整

備を進めます。 
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     ④専門的知識を有する順正学園ボランティアセンターと連携を深め、ボラ

ンティア活動の基盤を整備します。 

 

【市内で障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく福祉サービスを提供する施設等】 

 

資料：岡山県保健福祉部「保健福祉施設・病院名簿」 

 

・総合相談窓口 たかはし障害者総合相談センター（レイユール） 

・特例子会社  ㈱天満屋ハートネット 

区分 種類 事業所名

高梁市社会福祉協議会　訪問介護事業所

訪問介護センター　すずらん

在宅ケアサービスステーション　なりわ

たかはし松風寮

かわかみ療護園

就労移行支援 たいようの丘　多機能型事業所　虹

就労継続支援Ａ型 やまなみ

たいようの丘　多機能型事業所　虹

主たる事業所） 松山ワークセンター
従たる事業所） 望の丘ワークセンター

P.P.P.オールスターズ！布寄

就労定着支援 やまなみ

たかはし松風寮

かわかみ療護園

高梁市国民健康保険成羽病院

たいようの丘　短期入所事業所　ひだまり

たかはし松風寮

かわかみ療護園

望の丘地域生活ホーム

たいようの丘　共同生活援助事業所　ひだまり

たかはし地域生活ホーム

かわかみ地域生活ホーム

やまなみ荘

P.P.P.マンション！ふたば

たかはし松風寮指定相談支援事業所

たいようの丘　相談支援事業所　ひだまり

相談支援センター　さくら

発達・相談支援センター　つむぎ

たかはし松風寮指定相談支援事業所

たいようの丘　相談支援事業所　ひだまり

発達・相談支援センター　つむぎ

相談支援センター　さくら

発達・相談支援センター　つむぎ

児童発達支援センター　くるーる

みずたま

つむぎ高梁

つむぎ落合

たかはし福祉作業所

こだまの集い作業所

さざんか憩の家共同作業所

たかはし障害者就業・生活支援センター

児童福祉
サービス事業所

児童発達支援
放課後デイサービス
保育所等訪問支援

地域活動支援センター Ⅲ型

障害者就業・生活支援センター

居住系
サービス事業所

施設入所支援

共同生活援助
（グループホーム）

相談支援
事業所

計画相談支援

地域移行支援
地域定着支援

障害児相談支援

訪問系
サービス事業所

居宅介護

日中活動系
サービス事業所

生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所
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Ⅴ 計画の成果目標及び見込量 

 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の必要見込量及び児童福祉

法に基づく指定通所支援等の必要見込量は、国の定めた基本指針を基本としつ

つ、第５期高梁市障害福祉計画・第１期高梁市障害児福祉計画期間中のサービ

ス利用実績や地域の実情を勘案しながら算出しています。 

なお、この必要サービス量算定に当たっては、地域生活や就労移行に関する

目標年度（令和５年度）の成果目標を設定し、その目標の達成を目指して、必

要サービス量の見込等を算出しています。 

 

 １ 成果目標 

 

  （１）施設入所者の地域生活への移行 

施設入所者の重度化・高齢化により、入所施設からの退所は入院・死亡を理

由とする割合が年々高まっており、自宅やグループホームなどへの地域生活

移行者数は減少傾向にあります。一方で、障害者の重度化・高齢化に対応する

ための福祉サービス機能強化等の取組を踏まえ、次のように目標を定めます。 

 

事 項 数 値 備 考 

入所者数（ア） ６７人 令和元年度末時点 

目標年度の入所者数（イ） ６５人 令和５年度末時点 

減少見込者数（ア－イ） ２人 
差引減少見込数（３．０％削減） 

※国の基本指針１．６％以上削減 

地域生活移行者数 ４人 

施設入所からグループホーム等へ移行

する者の数（（ア）の６．０％以上） 

※国の基本指針６．０％以上 

 

 

  （２）地域生活支援拠点等の整備 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域で障害者やその家族

が安心して生活するための緊急的な対応が図られるよう、地域活動支援セン

ターⅠ型の設置検討と併せて、次のように目標を定めます。 

 

事 項 数 値 備 考 

地域生活支援拠点等の設置数 １カ所 

令和５年度末までの設置数 

設置後は運用状況を検証、検討す

る。 

 

 

  （３）福祉施設から一般就労への移行 

 

    ① 就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行者数 
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就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数を堅持した上

で就労移行支援事業の取り組みを進めます。また、就労継続支援Ａ型

及びＢ型については、一般就労が困難な障害者に就労や生産活動の機

会の提供、訓練等のさらなる実施のため、次のように目標を定めます。 

 

事 項 数 値 備 考 

一般就労移行者数（ア） ４人 令和元年度末時点 

目標年度の一般就労移行者

数（イ） 
７人 令和５年度末時点 

増加見込者数（イ－ア） ３人 
差引増加見込数（１．８倍） 

※国の基本指針１．２７倍以上 

（ア）のうち 

就労移行支援事業利用者数 
２人  

（イ）のうち 

就労移行支援事業利用者数 
３人 

差引増加見込数（１．５倍） 

※国の基本指針１．３０倍以上 

（ア）のうち 

就労継続支援Ａ型利用者数 
１人  

（イ）のうち 

就労継続支援Ａ型利用者数 
２人 

差引増加見込数（２．０倍） 

※国の基本指針１．２６倍以上 

（ア）のうち 

就労継続支援Ｂ型利用者数 
１人  

（イ）のうち 

就労継続支援Ｂ型利用者数 
２人 

差引増加見込数（２．０倍） 

※国の基本指針１．２３倍以上 

 

    ② 就労定着支援事業 

就労定着支援事業のさらなるサービス利用を促すため、次のように

目標を定めます。 

 

事 項 数 値 備 考 

就労移行支援事業等を通じ

ての一般就労移行者のうち

就労定着支援事業を利用し

た者の数 

８割 国の基本指針７割以上 

就労定着率８割以上の事業

所の割合 
７割 ※国の基本指針７割以上 

 

 

  （４）障害児支援の提供体制の整備 

 

    ① 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 

児童発達支援センターにおいて、地域の医療・保健・障害福祉・教

育等の関係者と連携して、障害児やその家族に対する相談支援、ペア

レントメンターの養成等を行うとともに、児童発達支援センターを中

心として地域支援体制の構築を図ります。 
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また、高梁市自立支援協議会児童部会においても、地域の医療・保

健・福祉・子育て・教育等にかかる課題について、関係者が連携して

支援する体制の構築を図ります。 

    ② 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

児童発達支援センターを中心に訪問により専門的な支援を実施し、

障害児の保育所等における集団生活の適応の支援とともに、利用者の

ニーズに対応したサービス提供者の確保により、地域社会への参加を

推進します。 

    ③ 重症心身障害児の支援 

児童発達支援センターを中心に、地域の医療・保健・障害福祉・教

育等の関係者との連携により、重症心身障害児とその家族を支援する

体制の構築を図ります。 

    ④ 医療的ケア児の支援 

日常生活に医療的な生活援助行為が必要となる医療的ケア児の支

援のために、高梁市自立支援協議会にアドバイザーとして医療関係者

を加えて協議の場を設け、医療的ケア児とその家族を地域で支えられ

るよう、地域の課題や対応策について意見交換や情報共有を図ります。

さらに、協議の場には必要に応じて医療的ケア児の家族にも加わって

もらい、実態の把握に努めるとともに真に必要な支援を具体的に検討

し、効果的、かつ継続的に支援を行います。 

コーディネーターについては、医療的ケア児等コーディネーター養

成研修修了者などを配置します。 

 

 

  （５）相談支援体制の充実・強化等 

 

福祉関係機関の連携を密にし、情報交換や個々の障害者に係るケア会議

等により、総合的かつ専門的な相談支援を行います。また、関係職員は適

切な指導や助言が行えるよう研修会等を通じて個々の能力の向上と養成

に努めます。また、市職員は事業所からのモニタリング評価とそれに伴う

プランの整合性を確認したうえで支給決定することに努めます。 

これら相談支援体制の充実・強化のために、障害者の相談窓口と地域の

交流施設として地域活動支援センターⅠ型の設置とその運営方法を検討

します。 

 

 

  （６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 

 

      関係事業所から障害福祉サービス費等の適正な請求事務が行われるよ

う必要なチェック、指導を実施するとともに、市においても請求情報と台

帳情報の整合性確認等の適正な二次審査により点検機能の強化を図りま

す。また、障害者自立支援審査支払等システムの効果的活用とともに、事

業者及び市事務担当者はスキルアップに必要な研修等に積極的に参加し、

双方が知識を深め情報を共有し、事務レベルの向上と過誤修正等の不要な

事務の軽減を図ります。 
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 ２ 種類毎の必要な量の見込及びその見込量の確保のための方策 

 

  （１）訪問系サービス 

     居宅介護等の訪問系サービス（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）は、日常生活上の介護や支援が必要な障害者

等が居宅で生活していく上で重要なサービスです。 

 

    ア．必要な量の見込 

 

区 分 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実 利 用

者数 

(人/月) 

利 用 見

込量 

(時間/月) 

実 利 用

者数 

(人/月) 

利 用 見

込量 

(時間/月) 

実 利 用

者数 

(人/月) 

利 用 見

込量 

(時間/月) 

居宅介護 ２５ ２５０ ３０ ３００ ３５ ３５０ 

重度訪問介護・同

行援護・行動援

護・重度障害者等

包括支援 

４ ４０ ４ ４０ ４ ４０ 

 

    イ．見込量確保のための方策 

      居宅介護等の訪問系サービス見込量は、平成 30 年度から令和２年度の

利用状況を考慮して、令和３年度から令和５年度のサービス量を見込んで

います。 

      訪問系サービスについては、地域生活への移行を推進する観点から、ニ

ーズに対応できる体制を整備していく必要があり、障害者への訪問系サー

ビスを実施している事業者等との調整を行い、必要とされるサービス量が

提供できるよう、より多様なサービス提供主体の参入を促進します。 
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  （２）日中活動系サービス 

     障害者の自立と社会参加を促進するためには、必要とする日中活動の場に

係るサービス（生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、療養介護、短期入所）

が受けられることが必要です。 

 

    ア．必要な量の見込 

 

区 分 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実 利 用

者数 

(人/月) 

利 用 見 込

量 

(人日/月) 

実 利 用

者数 

(人/月) 

利 用 見 込

量 

(人日/月) 

実 利 用

者数 

(人/月) 

利 用 見 込

量 

(人日/月) 

生活介護 ８９ ２，０４７ ９１ ２，０９３ ９３ ２，１３９ 

自立訓練(機能訓練) ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

自立訓練(生活訓練) ２ ４６ ３ ６９ ４ ９２ 

就労移行支援 ６ １３８ ７ １６１ ８ １８４ 

就労継続支援Ａ型 ３０ ６９０ ３２ ７３６ ３４ ７８２ 

就労継続支援Ｂ型 ５１ １，１７３ ５３ １，２１９ ５５ １，２６５ 

就労定着支援 ２ － ３ － ４ － 

療護介護 １３ － １３ － １３ － 

短期入所（福祉型） ９ ６３ １０ ７０ １１ ７７ 

短期入所（医療型） ２ １４ ２ １４ ２ １４ 

 

    イ．見込量確保のための方策 

      日中活動系サービスの見込量は、平成 30 年度から令和２年度の利用状

況を考慮して、令和３年度から令和５年度のサービス量を見込んでいます。 

      日中活動系のサービス利用については、利用者の状況に応じて居住系サ

ービスと組み合わせて必要なサービスを選択することができるため、多様

なサービス需要への対応が必要です。 

      障害者の地域移行が進むことにより、障害者の就労機会を広げる取り組

みが必要になり、就労継続支援サービスの利用ニーズは、高まると想定さ

れることからサービス提供事業所の確保が必要となっています。 

      このため、多様化するニーズに適切に対応するため、新規事業所の参入

促進を図り、利用しやすい事業所の確保に努めるとともに、サービス提供

事業者及び地域活動支援センターとの連携を図り、希望する障害者がこれ

ら日中活動系サービス等の提供を受けることができるように、介護保険事

業所を活用した基準該当サービスを含め、必要なサービス量が充足される

よう努めます。 
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  （３）居住系サービス 

     障害者が自立し、地域社会で生活していくためには、障害者本人の意向を

尊重しつつ、「生活の場」が十分確保されていることが必要であり、特に、施

設入所や精神科病棟等への入院から地域生活への移行を促進していくため

には、グループホームなどの居住基盤の整備促進が必要です。 

 

    ア．必要な量の見込 

 

区 分 
令和３年度 

実利用者数(人/月) 

令和４年度 

実利用者数(人/月) 

令和５年度 

実利用者数(人/月) 

自立生活援助 ２ ２ ２ 

共同生活援助 

(グループホーム) 
５５ ５７ ５９ 

施設入所支援 ６８ ６８ ６８ 

 

    イ．見込量確保のための方策 

      居宅系サービスの見込量は、平成 30 年度から令和２年度の利用状況を

考慮して、令和３年度から令和５年度のサービス量を見込んでいます。 

      障害者の地域生活への移行が進むのに伴い、共同生活援助の利用ニーズ

はさらに高まることが想定され、グループホームの計画的な整備が必要と

なり、今後の地域移行の状況を把握し、公営住宅の活用等も検討しながら、

障害者の地域生活における居住基盤の整備促進に努めます。 

 

 

  （４）相談支援 

     障害者が地域で安心して自立した生活を送るうえで、相談支援は重要なサ

ービスです。このため、障害者に対して、効果的な相談支援サービスを提供

できる体制の整備が必要であり、サービス提供事業所との連携を図り、様々

な種類のサービスを組み合わせ、計画的に利用できるようにするとともに、

入所施設や精神科病棟に入院している障害者の地域移行や地域定着に係る

相談に応じることが必要です。 

 

    ア．必要な量の見込 

 

区 分 
令和３年度 

実利用者数(人/月) 

令和４年度 

実利用者数(人/月) 

令和５年度 

実利用者数(人/月) 

計画相談支援 ７１ ７３ ７５ 

地域移行支援 ２ ３ ４ 

地域定着支援 ４ ５ ６ 

 

    イ．見込量確保のための方策 

      計画相談支援等については、訪問系サービス、日中活動系サービス、居

住系サービスの見込量を考慮して、令和３年度から令和５年度のサービス
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量を見込んでいます。 

      障害者総合支援法の施行により、障害福祉サービスを利用するすべての

障害者に計画相談を導入することとなりました。 

      障害者に対し、専門的で効果的な相談支援サービスを提供するため、指

定相談事業者の新規参入を推進し、相談支援体制の充実を図り、必要なサ

ービスの量の充足に努めます。 

 

  （５）障害児通所支援系サービス（児童福祉法上のサービス） 

     障害児を対象とした施設・事業のサービスは、通所・入所の利用形態の別

により障害児通所支援（児童発達支援、医療型発達支援、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）と都道府県が行う障害

児入所支援があります。 

 

    ア．必要な量の見込 

 

 

区 分 

令和３年度 

実利用者数 

（人／月） 

令和４年度 

実利用者数 

（人／月） 

令和５年度 

実利用者数 

（人／月） 

障害児相談支援 １４０ １５０ １６０ 

 

    イ．見込量確保のための方策 

      障害児通所支援系サービスの見込量は、児童発達支援及び日中一時支援

の利用実績を考慮して、令和３年度から令和５年度のサービス量を見込ん

でいます。 

      障害児が身近な地域で支援が受けられるよう、サービス事業所の確保が

必要となっており、新規事業所の受け入れ等必要なサービス量が充足され

るよう努めます。 

 

 

区 分 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用

者数 

(人/月) 

利 用 見

込量 

(人日/月) 

実利用

者数 

(人/月) 

利 用 見

込量 

(人日/月) 

実利用

者数 

(人/月) 

利 用 見

込量 

(人日/月) 

児童発達支援 １６５ ９２７ １６５ ９２７ １６５ ９２７ 

放課後等デイサー

ビス 
１６８ ８２５ １９０ ８８４ ２１２ ９４３ 

保育所等訪問支援 １０１ １１２ １０１ １１２ １０１ １１２ 

居宅訪問型児童発

達支援 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

医療型児童発達支

援 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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事業内容

居宅介護（ホームヘル
プ）

自宅で、入浴、トイレ、食事などの身体介護と掃除、洗濯、調理な
どの家事援助を行うサービス。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、
トイレ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行うサービ
ス。

行動援護
行動に著しい困難がある知的障害や精神障害がある人が行動すると
きに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うサービ
ス。

重度障害者等包括支援
特に介護の必要度が高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に
提供するサービス。

同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある人に、行動
の際の危険回避、その他の支援を行うサービス。

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、トイレ、食事の介護など
を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービ
ス。

自立訓練（機能訓練）
身体障害者に、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定
期間、身体機能の向上のために必要な訓練やその他の支援を行う
サービス。

自立訓練（生活訓練）
知的障害・精神障害者に、自立した日常生活又は社会生活ができる
よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練やその他の支
援を行うサービス。

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する65歳未満の人に、一定期間、就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。

就労継続支援Ａ型
施設において一般企業と同じように、雇用契約を結んで働きなが
ら、知識や能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。

就労継続支援Ｂ型
施設に通って、就労の機会を通じて生産活動にかかる知識や能力の
向上のために必要な訓練を行うサービス。

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害者で、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に、相談や連絡調
整等、課題解決に向けて必要となる支援を行うサービス。

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の
管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うサービス。

短期入所（ショートステ
イ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設
で、入浴、トイレ、食事の介護などを行うサービス。

事業名

訪問系サービス

日中活動系サービス
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事業内容

施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、トイレ、食事の介護など
を行うサービス。

共同生活援助（グループ
ホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行
うサービス。入浴、トイレ、食事の介護の必要性が認定されている
人にはサービスを提供する。

自立生活援助
施設等を利用していた１人暮らしの障害者に、定期的な訪問を行
い、生活面での課題はないか、体調に変化はないかなどについて確
認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うサービス。

計画相談支援
サービス利用支援（サービス利用計画の作成、サービス提供事業者
との調整）及び継続サービス利用支援（サービス利用状況の検証、
計画の見直し）を行うサービス。

地域移行支援
入所施設や精神科病院に入所・入院している精神障害者に、地域生
活への移行に向けた支援を行うサービス。

地域定着支援
入所施設や精神科病院から退所・退院した障害者や家族との同居か
ら一人暮らしに移行した障害者を対象に、常時の連絡体制を確保
し、緊急事態時に支援を行うービス。

児童発達支援
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適
応訓練などを行うサービス。

放課後等デイサービス
学齢期の障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活
能力向上のための訓練等を継続的に提供するとともに、放課後の居
場所を提供するサービス。

保育所等訪問支援
児童指導員や保育士が保育所等を訪問し、障害児や保育所などのス
タッフに対し、障害児が集団生活に適応するためのサービス。

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等の状態にある障害児であって、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害児に、発達支援が提供
できるよう障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービス。

医療型児童発達支援
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支
援及び治療を行うサービス。

障害児通所支援系サービス（児童福祉法上のサービス）

事業名

居宅系サービス

相談支援
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 ３ 地域生活支援事業 

 

    障害者や障害児が住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を営むこ

とができるよう、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業を実施していま

す。 

    事業の実施にあたっては、障害者のニーズ等を踏まえ、必要な事業の量と質

が確保されるよう配意しながら、地域の実情に合わせ新たなニーズにも対応で

きるよう柔軟な運営に努めます。 

 

  （１）事業の種類毎の見込 

 

     ①理解促進研修･啓発事業 

事 業 名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施見込 実施見込 実施見込 

理解促進研修･啓発事業 有 有 有 

 

     ②自発的活動支援事業 

事 業 名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施見込 実施見込 実施見込 

自発的活動支援事業 有 有 有 

 

     ③相談支援事業 

事 業 名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施見込 実施見込 実施見込 

障害者相談支援事業 ４カ所 ４カ所 ４カ所 

基幹相談支援センター 無 無 有 

基幹相談支援センター等機能強

化事業 
無 無 無 

住宅入居等支援事業 無 無 無 

 

     ④成年後見制度 

事 業 名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度利用支援事業 
利用見込者数 利用見込者数 利見込用者数 

１５人/年 １８人/年 ２１人/年 

成年後見制度法人後見支援事業 
実施見込 実施見込 実施見込 

有 有 有 

 

 

 

 



46 

 

 

     ⑤意思疎通支援事業 

事 業 名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用見込件数 利用見込件数 利用見込件数 

手話通訳者・要約筆記者派遣事

業 
２５件/年 ２７件/年 ２９件/年 

手話通訳者設置事業 
設置見込者数 設置見込者数 設置見込者数 

1人 1人 1人 

 

     ⑥日常生活用具給付等事業 

事 業 名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込件数 見込件数 見込件数 

介護・訓練支援用具 ２件/年 ２件/年 ２件/年 

自立生活支援用具 ５件/年 ５件/年 ５件/年 

在宅療養等支援用具 ４件/年 ４件/年 ４件/年 

情報・意思疎通支援用具 １５件/年 １５件/年 １５件/年 

排泄管理支援用具 ４８０件/年 ４８０件/年 ４８０件/年 

居宅生活動作補助用具 

(住宅改修費) 
１件/年 １件/年 １件/年 

 

     ⑦手話奉仕員養成研修事業 

事 業 名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

講習修了 

見込者数 

講習修了 

見込者数 

講習修了 

見込者数 

手話奉仕員養成研修事業 １０人 １２人 １５人 

 

     ⑧移動支援事業 

事 業 名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用見

込者数 

延べ利用

見込時間 

実利用見

込者数 

延べ利用

見込時間 

実利用見

込者数 

延べ利用

見込時間 

外出ガイドヘルプ

事業 
３８人 

５９６ 

時間/年 
３９人 

６０８ 

時間/年 
４０人 

６１９ 

時間/年 
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     ⑨地域活動支援センター 

事 業 名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施見込 
実利用 

見込者数 
実施見込 

実利用 

見込者数 
実施見込 

実利用 

見込者数 

地域活動支援センター

Ⅰ型 
０カ所 ０人 ０カ所 ０人 １カ所 ２０人 

地域活動支援センター

Ⅲ型 
３カ所 ３０人 ３カ所 ３０人 ３カ所 ３０人 

 

     ⑩生活支援事業 

事 業 名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催見込

回数 

利用見込

者数 

開催見込

回数 

利用見込

者数 

開催見込

回数 

利用見込

者数 

生活支援事業 

(生活訓練等事業) 

２４ 

回/年 

２６４ 

人/年 

２４ 

回/月 

２６４ 

人/年 

２４ 

回/年 

２６４ 

人/年 

 

     ⑪日中一時支援事業 

事 業 名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施見込

カ所 

利用見込

者数 

実施見込

カ所 

利用見込

者数 

実施見込

カ所 

利用見込 

者数 

日中一時支援事業 １８カ所 
２２０ 

人/月 
１８カ所 

２３０ 

人/月 
１８カ所 

２４０ 

人/月 

 

     ⑫福祉ホーム事業 

事 業 名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施見込

カ所 

利用見込

者数 

実施見込

カ所 

利用見込

者数 

実施見込

カ所 

利用見込

者数 

福祉ホーム事業 １カ所 ２人/月 １カ所 ２人/月 １カ所 ２人/月 

 

     ⑬社会参加促進事業 

事 業 名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

スポーツ・レクリエー

ション教室開催等事業 

開催見込

回数 
１回/年 １回/年 １回/年 

参加見込

者数 
１２０人/年 １２０人/年 １２０人/年 

点字・声の広報等発行

事業 

種類見込

数 
４種類 ４種類 ４種類 

発行見込

回数 
４２回/年 ４２回/年 ４２回/年 
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  （２）事業の種類毎の実施に関する事項 

 

 

 

実施に関する事項

障害者等が日常生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するた
め、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働
きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ります。

障害のある方、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う
活動を支援します。

障害者等からの相談に応じて必要な情報の提供や助言、障害福祉サー
ビスの利用に関する援助、調整や障害者等の権利擁護のために必要な
援助を行います。

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、障害者の相
談支援を総合的・一元的に実施します。

専門的な能力を有する職員を配置して相談支援機能の強化を図りま
す。

一般住宅への入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る
支援を行うとともに、相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援し
ます。

知的障害者や精神障害者の権利擁護を図るため、成年後見制度の利用
を支援します。

成年後見制度の実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体
制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います

聴覚、音声言語機能障害者等のために、手話奉仕員・手話通訳者・要
約筆記奉仕員及び要約筆記者を派遣する事業を実施します。

（４） 成年後見制度

事業名

（１） 理解促進研修･啓発事業

（２） 自発的活動支援事業

（５） 意思疎通支援事業

（３） 相談支援事業

② 成年後見制度法人後見支
援事業

① 障害者相談支援事業

② 基幹相談支援センター

③ 市町村相談支援機能強化
事業

④ 住宅入居等支援事業

① 成年後見制度利用支援事
業
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実施に関する事項

特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具
や、障害児が訓練に用いる椅子など。

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置など障害者(児)の入浴、食
事、移動などの自立生活を支援する用具。

電気式たん吸引器や盲人用体温計など、障害者(児)の在宅療養等を支
援する用具。

点字器や人口咽頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎
通等を支援する用具。

ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用具。

障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住
宅改修を伴うもの。

聴覚障害者の社会参加等の促進のために、手話奉仕員養成研修を実施
します。

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための個別的な支援
を行います。

地域の障害者のための援護対策として、創作的活動や生産活動の機会
の提供などを通じて、通所による援護事業を実施します。地域活動支
援センターにはⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型があります。

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅にお
いて入浴サービスを提供する事業を実施します。

障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援等を
行い、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進します。

現に、住居を求めている障害者に対して、低額な料金で居宅等を利用
させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与し、地域生活の支援を
行います。
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支
援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、
日中の一時預かりを行う事業を実施します。

ア．スポーツ・レクリエー
　　ション教室開催等事業

障害者の体力強化、交流、余暇等に資するため、障害者スポーツ大会
を実施します。

イ．点字・声の広報等発行
　　事業

文字による情報入手が困難な障害者のために、市の広報紙等の音訳版
を発行し、障害者等が地域生活を送る上で必要度の高い情報等を定期
的に提供します。

⑤ 社会参加促進事業

⑥ 居宅生活動作補助用具
（住宅改修費）

① 訪問入浴サービス事業

② 生活支援事業

③ 福祉ホーム事業

④ 日中一時支援事業

（１０） その他の事業

（８） 外出ガイドヘルプ事業

（９） 地域活動支援センター

⑤ 排泄管理支援用具

（６） 日常生活用具給付等事業（次の用具の購入費用の助成を行います。）

事業名

（７） 手話奉仕員養成研修事業

① 介護・訓練支援用具

② 自立生活支援用具

③ 在宅療養等支援用具

④ 情報・意思疎通支援用具
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Ⅵ 計画の推進体制 

 

    本計画の実施状況の把握・点検のため庁内関係各課との連携を密にし、社会

経済状況の変化や住民ニーズに対応するため適宜計画の見直しを検討します。 

 

    １ 庁内等の関係各課との連絡を密にし、本計画実施状況を定期的に調査・

把握するとともに、市自立支援協議会などにおいて、計画の達成状況を点

検・評価します。 

 

    ２ 本計画の見直しなど、必要に応じて関係障害者団体等の意見聴取等を行

います。 

 

    ３ 本計画の推進上、必要に応じ関係行政機関等へ協力を要請します。 

 

    ４ 本計画の効果的な推進のため、高梁市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画、高梁市子ども・子育て支援事業計画等との整合を図ります。 
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 １ 計画策定の体制 

 

  （１）アンケート調査の実施 

 第６期高梁市障害福祉計画及び第２期高梁市障害児福祉計画の策定、また

第３期高梁市障害者計画の見直しにあたり、障害者の日常生活の状況や障害

者福祉施策に関する要望等を把握し、計画策定の基礎資料とするため、アン

ケート調査を実施しました。 

   ・調査対象 

     市内の障害福祉サービス利用者及び高梁市身体障害者福祉協会会員等 

   ・調査期間 

     令和２年８月２６日～令和２年９月２５日 

   ・調査方法 

     市内障害福祉施設及び高梁市身体障害者福祉協会会員等による配布、回収 

   ・回答結果 

     配布数３６０件、回答者数２７６件（回答率７６．７％） 

 

アンケートに回答いただいた方 

 

   対象者（障害者等）の年齢構成     対象者（障害者等）の地域別構成 

 

 

 アンケートの調査結果は、すべての質問項目の回答結果を別途公表しています。 

 

 

  （２）高梁市障害者福祉計画策定委員会の設置 

 本計画の策定にあたり、高梁市障害者福祉計画策定委員会を設置しまし

た。この委員会には、市議会議員、学識経験者、関係団体から被推薦者、関

係行政機関の職員などに参画いただき、幅広い意見の集約を行いました。 

 

  （３）高梁市自立支援協議会での意見聴取 

本計画の策定にあたり、高梁市自立支援協議会から障害福祉サービス提供

現場の実態と課題、進むべき方策等について意見をいただきました。 
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 ２ 高梁市障害者福祉計画策定委員会設置要綱等 

 

高梁市障害者福祉計画策定委員会設置要綱 

平成１８年９月１日 

告示第１４５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規

定に基づく市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づく市町

村障害福祉計画を併せた高梁市障害者福祉計画を策定するために設置する高梁市

障害者福祉計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次の事務を処理する。 

(1) 高梁市障害者福祉計画の策定に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員１２名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱又は任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 学識経験のある者 

(3) 関係団体から推薦された者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に掲げる事務が終了するまでとする。ただし、前条に

掲げる者のうち公職にあることにより委嘱又は任命された委員は、その職を退いた

ときに委員の職を失うものとする。 

２ 前項の規定によりその職を失った委員の補充は、その公職の後任者又は引継者を

もって充てるものとする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員のうちから互選する。 

２ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 策定委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席

させて意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。 
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（委員の報酬等） 

第８条 委員には、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成１６年高梁市条例第３５号）第１条の規定により、日額 6,300円の報酬

を支給する。 

（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 

 

高梁市障害者福祉計画策定委員会委員 

 

委員長  川上 一夫 

副委員長 藤森 明美 

区 分 所 属 役 職 氏 名 

市 議 会 

議 員 
高梁市議会市民生活委員会 委員長 石田 芳生 

学 識 経 験

の あ る 者 

学校法人順正学園 吉備国際大学 

心理学部子ども発達教育学科 
准教授 中野 明子 

医療法人梁風会 

こころの医療たいようの丘ホスピタル 
副院長 兒玉 昌純 

関 係 団 体 

か ら 推 薦 

さ れ た 者 

高梁市身体障害者福祉協会 会長 西 武則 

社会福祉法人旭川荘 

たかはし障害者支援センター 
施設長 川上 一夫 

高梁市手をつなぐ親の会 会長 藤森 明美 

高梁市精神障害者家族会 たかはし会 会長 渡部 嬉美子 

高梁市民生委員児童委員協議会 会長 渡邉 俊雄 

関 係 行 政 

機関の職員 

岡山県備中県民局健康福祉部福祉振興課 課長 角田 行治 

高梁公共職業安定所 雇用指導官 能登原 靖子 

岡山県倉敷児童相談所 所長 嶋田 俊幸 
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