
令和２年度第１回水戸市社会福祉審議会障害福祉専門分科会次第 

 
日 時 令和２年７月２日（木） 

午後３時 30 分から 
場 所 水戸市役所本庁舎４階 中会議室１ 

 
 
１ 開 会 
 
２ あいさつ 
 
３ 正・副会長選出 
 
４ 議事 
(1) 水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定について 

①国の基本指針の見直しについて 

②本市の基本方針について 

 

５ 閉 会 
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■ 第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて 

（ 厚生労働省第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の概略をもとに作成） 

 

１．基本指針について 

◎「基本指針」（大臣告示）は、障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるも

の。 R２年５月に告示。 

◎都道府県・市町村は、基本指針に即して３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」

を策定。計画期間はＲ３～５年度 

 

２．基本指針見直しの主なポイント 

・地域における生活の維持及び継続の推進   

・福祉施設から一般就労への移行等 

・「 地域共生社会」の実現に向けた取組  

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

・発達障害者等支援の一層の充実 

・障害児通所支援等の地域支援体制の整備  

・相談支援体制の充実・強化等  

・障害者の社会参加を支える取組  

・障害福祉サービス等の質の向上 

・障害福祉人材の確保 

 

３．成果目標（計画期間が終了するＲ５年度末の目標） 

①施設入所者の地域生活への移行 

・地域移行者数：Ｒ元年度末施設入所者の

６％以上 

・施設入所者数：Ｒ元年度末 の１．６％ 以

上削減 

・就労定着率８割以上の就労定着支援事業

所：７割以上（新） 

・就労定着支援事業利用者：一般就労移行者

のうち，7 割以上の利用（新） 

⑤障害児支援の提供体制の整備等 

・児童発達支援センターを各市町村に少なく

とも 1 カ所設置 

・難聴児支援のための中核的機能を果たす体

制の確保（新） 

・保育所等訪問 支援を利用できる体制を各

市町村で構築 

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所、放課後等デイサービスを各市町

村に少なくとも１カ所確保 

・医療的ケア児支援の協議の場（都道府県、

圏域、市町村ごと）の設置及び医療的ケア

児等に関するコーディネータの配置（一部

新） 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築 

・精神障害者の精神病床から退院後一年以内

の地域における平均生活日数316日以上

（H30年時点の上位10%の都道府県の水準）

（新） 

・精神病床の1年以上入院患者数 10.6 万人

～ 12.3万人に（H30年度の17.2万人と比べ

て 6.6万人～ 4.9万人減） 

・退院率：3ヵ月後 69 ％以上、6ヵ月後86％

以上、１年後92％以上（H30年時点の上位 

10の都道府県の水準） 

③地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

・各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上

確保しつつ年1回以上運用状況を検証、検

討 

⑥相談支援体制の充実・強化等【新たな項目】 

・各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充

実・強化に向けた体制を確保 

④福祉施設から一般就労への移行等 

・一般就労への移行者数：Ｒ元年度の1.27倍 

うち移行支援事業：1.30 倍、就労Ａ型：1.26 

倍、就労Ｂ型：1.23 倍（新） 

⑦障害福祉サービス等の質の向上 

【新たな項目】 

・各都道府県や各市町村において、サービス

の質の向上を図るための体制構築 

障害福祉専門分科会資料① 

令 和 ２ 年 7月 ２ 日 

福 祉 部 障 害 福 祉 課 
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水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画策定基本方針 

 

１ 計画策定の趣旨 

  我が国では，障害者及び障害児（以下「障害者」という。）の福祉の増進を図ることなどを

目的とする「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。）」及びすべての児童の心身の健やかな成長，発達や自立の保障を理念

とする「児童福祉法」等関連法を制定し，障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性

を尊重し，安心して暮らすことのできる地域共生社会の実現を目指しております。 

本市では，「障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸」の実現に向け，水戸市第６次

総合計画－みと魁プラン－や障害者施策の基本指針である水戸市障害者福祉計画（第３次），

地域共生社会実現に向けた福祉分野の横断的な計画である水戸市地域福祉計画（第３次）等

の関連計画を策定し，各種障害者施策を総合的に推進しており，また，水戸市障害福祉計

画・障害児福祉計画を３年ごとに見直し，障害福祉サービス等の計画的な提供体制の確保に

努めております。 

このような中，国の動向や社会情勢の変化，市民の意向等を踏まえ，関連計画との整合を

図りながら，障害者への支援を計画的に推進するため，「水戸市第６期障害福祉計画・第２期

障害児福祉計画」を策定するものです。 

また，財産の管理又は日常生活等に支障がある知的障害者や精神障害者の支援が課題とな

っていることから，成年後見制度の利用を促進するため，「成年後見制度の利用の促進に関す

る法律」に基づく「市町村成年後見制度利用促進計画」を内包するものとします。 

 

＜計画の位置付け＞ 

 

 

※１ 障害者総合支援法第 88条及び児童福祉法第 33条の 20 の規定により作成されるもの。 

※２  障害者福祉サービスの提供体制に関する方策を定め，障害者施策の総合的な推進を図

るために策定した計画 

水戸市第6次総合計画
－みと魁プラン－

水戸市障害者福祉計画（第3次）
『水戸市障害者安心プラン』

水戸市第6期障害福祉計画
・第2期障害児福祉計画※1

地域福祉計画
等の関連計画

＜水戸市＞ 

＜茨城県＞        

新いばらき障害者プラン※2 

＜根拠法＞ 
障害者総合支援法・児童福祉法等 

障害福祉専門分科会資料② 

令 和 2 年 7 月 2 日 

福 祉 部 障 害 福 祉 課 
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２ 計画策定の基本的姿勢 

「障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸」の実現に向け，次に掲げる事項を重点と

して，計画を策定します。 
 

（１）安心して地域生活をおくるための障害福祉サービスの充実 

障害者が地域で安心して暮らすためには，個々の障害の状態に応じた障害福祉サービスを

利用できるよう，サービス提供体制の充実が重要であることから，障害福祉サービスの支給

量を適切に見込み，持続的な提供体制の確保を図ります。さらに，これらのサービスの質の

向上に取り組みます。 

 
（２）発達段階に応じた障害児通所支援等の充実 

障害児が地域で安心して暮らすためには，発達段階に応じた支援を受けられるよう，支援

体制を充実させることが必要です。児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所

支援，指定障害児相談支援のほか，医療的ケアを必要とする児童への支援などを推進し，安

心して生活できる環境づくりを進めます。 
 
（３）地域生活を支えるきめ細かい支援の充実 

障害者が地域社会の一員として暮らしていくためには，障害福祉サービスや障害児通所支

援等だけでなく，きめ細かい支援を充実することが必要です。このため，基幹相談支援セン

ターを中核とする相談支援体制の強化を図るとともに，障害者に対する理解の促進，虐待の

防止，差別解消に向けた取組，成年後見制度の利用促進など，障害者の権利擁護を進めます。 
 

３ 計画の構成及び期間 

（１）計画の構成 

   本市の課題やこれまでの取組状況，調査結果，重点化を図る項目等を踏まえ，目指す姿

及び施策の基本的方向，目標指標（数値目標）を定めます。 

 

（２）計画の期間 

2021（令和３）年度から 2023（令和５）年度までの３か年とします。 

 

４ 計画策定の体制等 

  計画の策定に当たっては，積極的な市民参加を図るとともに，計画の内容が様々な分野に

わたることから，次の組織において計画づくりを進めます。 

 

（１）市民参加 

  ① 水戸市社会福祉審議会障害福祉専門分科会（附属機関） 

社会福祉事業従事者，学識経験者，市議会議員及び公募委員などで構成する水戸市社

会福祉審議会障害福祉専門分科会を開催し，計画内容等の調査審議を行います。 

 

  ② 障害者団体，施設等からのヒアリング 
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    水戸市障害者（児）福祉団体連合会に加盟する各団体や障害福祉施設等からヒアリン

グを行い，障害者やその家族等の要望や意向などの把握に努め，計画に反映します。 

  ③ 意見公募手続 

    広く市民の意見を計画に反映させるため，意見公募手続を実施します。 

 

（２）庁内組織 

  ① 庁議，政策会議 

    庁議は，計画（案）に係る重要事項について審議し，計画を決定します。 

政策会議は，意見公募手続にかける計画（素案）を決定します。 

② 水戸市障害福祉計画・障害児福祉計画庁内検討委員会 

関係課長等で構成する水戸市障害福祉計画・障害児福祉計画庁内検討委員会は，計画

（素案）及び計画（案）の策定作業を行います。 

 

５ 策定スケジュール 

  別紙のとおり 



【別紙】  
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水戸市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画策定スケジュール

５月 ６月 ７月 ８月４月 ９月 10月 11月

計画素案作成（施策,事業等の整理等） 計画案作成（意見公募等を踏まえた調整）準備段階

ヒアリング



水戸市社会福祉審議会運営要領 
 
 （趣旨） 
第１条 この要領は，水戸市社会福祉審議会条例（令和元年水戸市条例第 91 号）第 10条の

規定に基づき，水戸市社会福祉審議会の運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （会議の特例） 

第２条 委員長，専門分科会長及び審査部会長は，緊急やむを得ない理由がある場合には，

委員に対し書面により意見を求めることによって，会議の開催に代えることができる。 

 （報告） 

第３条 専門分科会長は，所掌事項について調査審議が終了したときは，その結果を委員長

に報告するものとする。 

 （定数及び庶務） 

第４条 次の号に掲げる専門分科会等の定数及び庶務については，次のとおりとする。 

専門分科会等の名称 定数 庶務担当部課 

民生委員審査専門分科会 ７名以内 福祉部福祉総務課 

障害福祉専門分科会 20 名以内 福祉部障害福祉課 

障害福祉専門分科会審査部会 10 名以内 福祉部障害福祉課 

高齢福祉専門分科会 20 名以内 福祉部高齢福祉課 

児童福祉専門分科会 20 名以内 福祉部子ども課 

地域福祉専門分科会 20 名以内 福祉部福祉総務課 

 （補則） 

第５条 この要領に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

  付 則 

 この要領は，令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要領は，令和２年５月 11 日から施行する。 

障害福祉専門分科会資料③ 

令 和 ２ 年 ７ 月 ２ 日 

福 祉 部 障 害 福 祉 課 



水戸市社会福祉審議会条例 
 
 （趣旨） 
第１条 この条例は，社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。）第７条第

１項，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18 年法律第 77 号）第 25 条及び子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 77

条第１項の規定に基づき設置する水戸市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

 (1) 法第７条第１項に規定する社会福祉に関する事項 

(2) 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 25 条

に規定する事項，子ども・子育て支援法第 77 条第１項各号に掲げる事項その他の児童

福祉に関する事項 

 (3) 精神障害者の福祉に関する事項 

 （委員の定数） 

第３条 委員の定数は，25 人とする。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により任命された委員の任期は，前任

者の残任期間とする。 

２ 法第９条第１項に規定する臨時委員（以下「臨時委員」という。）の任期は，その任務

の達成に必要な期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

 （委員長の職務代理） 

第５条 委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，あらかじめ委員の互選によ

り置く副委員長がその職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会は，委員長が招集し，委員長は，会議の議長となる。 

２ 審議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決す

るところによる。 

４ 特別の事項について議事を開き，決議を行う場合における臨時委員に関する前２項の

規定の適用については，当該臨時委員は，委員とみなす。 

 （専門分科会） 

第７条 法第 11 条及び第 12 条の規定に基づき，審議会に次の各号に掲げる専門分科会を

置き，当該各号に定める事項を調査審議させる。  

(1) 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項  

(2) 障害福祉専門分科会 身体障害者，知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項  

(3) 児童福祉専門分科会 児童並びに母子及び父子の福祉に関する事項（子ども・子育

障害福祉専門分科会資料④ 

令和 2 年 7 月 2 日 

福 祉 部 障 害 福 祉 課 



て支援に関する事項を含む。） 

(4) 高齢福祉専門分科会 高齢者の福祉に関する事項 

(5) 地域福祉専門分科会 地域福祉に関する事項 

２ 専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は，委員長が指名する。 

３ 専門分科会に，専門分科会長及び専門分科会副会長を置く。 

４ 専門分科会長及び専門分科会副会長は，その専門分科会に属する委員及び臨時委員の

互選により選出し，専門分科会の運営については，前条の規定を準用する。 

５ 専門分科会の決議（民生委員審査専門分科会以外の専門分科会にあっては，重要又は

異例な事項に関する決議を除く。）は，これをもって審議会の決議とする。 

 （審査部会） 

第８条 社会福祉法施行令（昭和 33 年政令第 185 号）第３条第１項の規定に基づき，障害

福祉専門分科会に審査部会を置き，次の各号に掲げる事項を調査審議させる。 

 (1) 身体障害者の障害程度の審査に関する事項 

 (2) 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定又は指定の取消しに関する事項 

 (3) 指定自立支援医療機関（精神通院医療に係るものを除く。）の指定又は指定の取消し

に関する事項 

２ 審査部会に部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長及び副部会長は，審査部会に属する委員及び臨時委員の互選により選出し，審

査部会の運営については，第６条の規定を準用する。 

４ 審査部会の決議は，これをもって審議会の決議とする。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は，福祉部において行う。 

 （補則） 

第 10 条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 （水戸市障害者施策推進協議会条例等の廃止） 

２ 次の各号に掲げる条例は，廃止する。 

(1) 水戸市障害者施策推進協議会条例（平成４年水戸市条例第 44 号） 

(2) 水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例（平成 10 年水戸市条例第２号） 

(3) 水戸市地域福祉推進委員会条例（平成 18 年水戸市条例第４号） 

 (4) 水戸市子ども・子育て会議条例（平成 25 年水戸市条例第 35 号） 

（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の一部改正） 

３ 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３年水戸市条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 



地域福祉推進委員会の委員 日額 7,000  〃 

」を 

「 

社会福祉審議会の委員及び臨時委員 日額 7,000（審

査部会に属する

委員及び臨時委

員が審査部会に

出席した場合に

あっては， 

14,000）  

〃 

                                      」に 

改め， 

「 

障害者施策推進協議会の委員 日額 7,000 〃 

」及

び 

「 

高齢者保健福祉推進協議会の委員 日額 7,000 〃 

子ども・子育て会議の委員 日額 7,000  〃 

                                        」を 

削る。 
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障福諮問第２号  

令和２年７月２日  

 

 水戸市社会福祉審議会 

委員長 池田 幸也 様 

 

水戸市長 高 橋  靖 ㊞   

 

 

水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画について（諮問） 

 

 水戸市社会福祉審議会条例（令和元年水戸市条例第 24 号）第２条の規定に基づき，下記

の事項について貴審議会へ諮問いたします。 

 

記 

 

１ 水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定について 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸市第５期障害福祉計画 

水戸市第１期障害児福祉計画 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 戸 市 
 



 

  



 

 

 

  は じ め に 
 

 本市では，障害者基本法に基づく障害者施策の基本的な指

針となる「水戸市障害者福祉計画（第３次）『水戸市障害者安

心プラン』」と，障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

や相談支援，地域生活支援などの提供体制の指針となる「水

戸市第４期障害福祉計画」を平成26年度に策定し，ノーマラ

イゼーションの理念のもと，「障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸」を目指し

て，各種障害者施策に取り組んでまいりました。 

 その間，国においては，平成28年４月に障害者差別解消法が施行され，障害の有無

にかかわらず，お互いの個性と人格を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた

取組を一層推し進めるとされました。また，平成28年５月の児童福祉法の改正では，

障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図ることとさ

れました。 

  このような国の動向や社会情勢の変化，市民のご意見などを踏まえながら，これま

での計画（第４期）の取組を評価・検証した上で課題を整理し，目標設定やその達成

に向けた見直しを行い，「水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画」

を策定いたしました。今後は，本計画に基づき，障害福祉サービス，障害児通所支援，

相談支援事業の充実や地域生活支援拠点の整備など，提供体制のさらなる確保に向け

た重点施策を計画的に推し進めてまいります。 

 本計画の目標達成に向けては，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，障害への理解を深め，就労支援の充実や社会参加の促進を図るとと

もに，障害者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

きました水戸市障害者施策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，心からお礼申し上げます。 

 

   平成30年６月 

水戸市長  高 橋  靖 
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本計画では，本文中で法律の名称について次のとおり略称を使用しています。 
 

略称                  正式名称 

障害者総合支援法    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 

障害者雇用促進法    障害者の雇用の促進等に関する法律 

精神保健福祉法     精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

難病法           難病の患者に対する医療等に関する法律 



－ 1 － 

第１章  計画策定の基本的事項 
 

 

 １  計画策定の趣旨 

 

 本市においては，「障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸」の実現に向け，2015年３

月に「水戸市障害者福祉計画（第３次）」（計画期間：2015～2023年度）を策定し，各種障害

者施策を総合的に推進するとともに，「水戸市第４期障害福祉計画」（計画期間：2015～2017

年度）を策定し，障害福祉サービス等の計画的な提供体制の確保に努めております。 

そのような中，我が国においては，障害のある方々が地域の一員として，ともに生きる社会

づくりを目指した様々な法の整備が進められております。障害者自立支援法が改正され，2013

年４月から施行された「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。）」では，障害福祉サービスの提供体制の確保を目的とした市町

村障害福祉計画の策定が定められております。また，2016年５月に児童福祉法が改正されたこ

とに伴い，障害児通所支援の提供体制の確保などを目的とした市町村障害児福祉計画の策定が

義務付けられました。 

  障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき，障害のある方々への支援を計画的に進めるため，

水戸市第６次総合計画を上位計画として，関連計画である「水戸市障害者福祉計画（第３次）」

と整合を図りながら，国の動向や社会情勢の変化，市民意向等を踏まえ，「水戸市第５期障害

福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画」を策定するものです。 

 

 

 

 

 

  



－ 2 － 

 

 ２  計画の位置付け 

 

  「水戸市第５期障害福祉計画」は，障害者総合支援法第88条において策定を定められている

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，相談支援及び地域生

活支援事業の提供体制の確保を，計画的に進められるように定める計画です。 

  「水戸市第１期障害児福祉計画」は，児童福祉法第33条の20において策定を定められている

市町村障害児福祉計画であり，国の基本指針に即して，障害児の通所支援サービス及び相談支

援の提供体制の確保を，計画的に進められるように定める計画です。 

  また，これらの計画は，本市の障害福祉サービスにかかわる計画として，地域性を踏まえる

とともに，水戸市第６次総合計画，水戸市障害者福祉計画（第３次）との整合を図りながら策

定しています。 

 

 

■計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜茨城県＞ 

新いばらき障害者プラン 

水戸市第６次総合計画－みと魁プラン－ 
＜国＞ 

障害者基本計画 

水戸市障害者福祉計画（第３次）

＜根拠法＞障害者基本法 

水戸市第５期障害福祉計画 

＜根拠法＞障害者総合支援法 
 

水戸市第１期障害児福祉計画 

＜根拠法＞児童福祉法 

地域福祉計画 
等の関連計画 
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 ３  計画の期間 
 

 この計画の期間は，2018年度から2020年度までの３か年とします。 

 なお，社会情勢や制度改正等を踏まえ，必要に応じて見直しを行います。 

 

■ 計画の期間 
 

 2015 
年度 

2016 
年度 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

水
戸
市
総
合
計
画

         

      

障
害
者
基
本
法

         

      

障
害
者
総
合
支
援
法

         

      

児
童
福
祉
法

         

 

 

 ４  計画の対象者 
 

  この計画における「障害者」とは，障害者総合支援法における障害福祉サービスの対象とな

る「身体障害者福祉法」に規定する身体障害者，「知的障害者福祉法」にいう知的障害者のう

ち18歳以上である者，「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定する精神障害者（発

達障害者支援法に規定する発達障害者を含み知的障害者を除く。）のうち18歳以上である者，

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の

程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者（対象難病等 358疾病）

をいいます。 

  また，「障害児」とは，「児童福祉法」に規定する障害児をいいます。 

  

水戸市第６次総合計画－みと魁プラン－［2014～2023年度］ 

水戸市障害者福祉計画（第３次）［2015～2023年度］ 

第４期 

水戸市障害福祉計画 

［2015～2017年度］ 

第５期 

水戸市障害福祉計画

［2018～2020年度］

第６期 

水戸市障害福祉計画 

［2021～2023年度］ 

第１期 

水戸市障害児福祉計画

［2018～2020年度］

第２期 

水戸市障害児福祉計画 

［2021～2023年度］ 
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 ５  障害福祉サービス等の概要 

 

（１）障害者のためのサービス等の概要 

  障害者総合支援法による障害者に対する総合的な支援は，自立支援給付と地域生活支援事業

で構成されています。 

  「障害福祉サービス」は，勘案すべき事項（障害の種類や程度，介護者，居住の状況，サー

ビスの利用に関する意向等）及びサービス等利用計画案を踏まえ，個々に支給決定が行われる

「障害福祉サービス」，「地域相談支援」と，市町村の創意工夫により，利用者の方々の状況に

応じて柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」に大きく分けられます。 

  サービスは，介護の支援を受ける場合には「介護給付」，訓練等の支援を受ける場合は「訓

練等給付」に位置付けられ，それぞれ利用の手続が異なります。 

 

 

■ 障害福祉サービス等の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

訓練等給付 

●自立訓練 

●就労移行支援 

●就労継続支援 

●就労定着支援 

●共同生活援助 

●自立生活援助 障害者・児 

自立支援給付 

 

介護給付 

●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 

●短期入所 

●療養介護 

●生活介護 

●施設入所支援 

地域生活支援事業

●専門性の高い相談支援                                ●広域的な対応 

●専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣        ●任意事業 

●意思疎通支援を行う者の広域的な調整                                          等 

都道府県 

支援

自立支援医療 

●更生医療 

●育成医療 

●精神通院医療※ 

※実施主体は都道府県 
 

補装具 

市町村 

相談支援 

●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 

●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 

●任意事業 
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  入所施設のサービスにおいては，昼間のサービスである「日中活動の場」と夜間のサービス

である「住まいの場」を分けることにより，利用者がそれぞれの状況に応じて複数のサービス

を組み合わせて利用することが可能です。 

 

 

■ 日中活動と住まいの場の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 相談支援の内容（障害者の相談支援体系） 
 

サービス等 

利用計画 

指定特定相談支援事

業者（計画作成担当） 

※事業者指定は，市町村長

が行う。 

◆計画相談支援（個別給付） 

  ◇サービス利用支援 

  ◇継続サービス利用支援 

◆基本相談支援（障害者・障害児等からの相談） 

地域移行支援 

地域定着支援 

指定一般相談支援事

業者 

※事業者指定は，都道府県

知事，指定都市市長及び

中核市市長が行う。 

◆地域相談支援（個別給付） 

  ◇地域移行支援 

  （地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等）

  ◇地域定着支援（24時間の相談支援体制等） 

◆基本相談支援（障害者・障害児等からの相談） 

 

  

  入所施設のサービスを，昼のサービス（日中活動事業）と夜のサービス（居住支援事業）に

分けることにより，サービスの組み合わせを選択できます。 

  利用者一人一人の個別支援計画を作成して，利用目的にかなったサービスが提供されます。 

日中活動の場 

             以下から1ないし複数の事業を選択 

 療養介護※ 

 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＝雇用型，Ｂ型＝非雇用型）

 就労定着支援 

 地域活動支援センター（地域生活支援事業） 

※療養介護については，医療機関への入院とあわせて実施 

住まいの場  

 

障害者支援施設の施設入所支援 

又は 

居住支援（グループホーム等） 

 

プラス
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（２）障害児のためのサービス等の概要 

 障害児を対象とした事業は，児童福祉法に根拠規定が一本化されています。児童福祉法の改

正により，「市町村障害児福祉計画」に基づき，障害児通所支援等のサービス提供体制の構築

を一層進めることとなりました。 

 障害児通所支援を利用する児童の保護者は，市町村にサービス利用について申請を行い，

サービス等利用計画を経て，支給決定を受けた後，利用する施設と契約を結びます。また，障

害児入所支援を利用する場合は，児童相談所に申請します。 

 

 

■市町村・都道府県における障害児を対象としたサービス 
 

実施主体 区   分 サービスの種類 
 

市町村 障害児通所支援 

児童発達支援 

   ①児童発達支援センター 

   ②児童発達支援事業 

医療型児童発達支援 

居宅訪問型児童発達支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 
  

都道府県 障害児入所支援 
福祉型障害児入所施設 

医療型障害児入所施設 

 

 

■ 相談支援の内容（障害児の相談支援体系） 
 

サービス等 

利用計画 等  

指定特定相談支援事業者 

※事業者指定は，市町村長が行う。

◆計画相談支援（個別給付） 

  ◇サービス利用支援 

  ◇継続サービス利用支援 

◆基本相談支援 

 （障害児や障害児保護者等からの相談） 

障害児相談支援事業者 

児童福祉法に基づき設置 

※事業者指定は，市町村長が行う。

◆障害児相談支援（個別給付） 

  ◇障害児支援利用援助 

  ◇継続障害児支援利用援助 

※障害児の入所サービスについては，児童相談所が専門的な判断を行うため，障害児相談支援の対象とはなりま

せん。 
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■ 発達障害児（就学前）の連携機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・保健所（発達相談）★ 
・母子保健センター 
・県立こども病院（診断） 
・愛正会記念茨城福祉医療センター（診断） 
・日立製作所ひたちなか総合病院（診断）★ 
・茨城県メディカルセンター（検査・診断） 
・茨城県福祉相談センター（判定）★ 

ケース 
（対象児童） 

保健センター★ 
（１歳６か月児健診事後教室） 
（ひよこ教室  ３歳未満児対象）

子ども課（家庭児童相談室）★
幼児教育課★ 

・総合教育研究所★ 
  （相談） 
・幼児のことば・こころの教室★ 
  （４・５歳児対象） 
  （常磐・緑岡・浜田幼稚園） 
・小学校特別支援学級・通級指導教室★
・特別支援学校★ 

教育支援委員会 

幼稚園★ 

  子ども発達支援センター すくすく・みと 
  （集団・個別による指導  ２・３歳児対象）
  （面談・電話相談・巡回訪問指導等） 
 
  水戸市心身障害児療育指導委員会 
  （巡回訪問指導等） 

保育所★ 

発
達
等
の
相
談 

乳幼児健診

育児相談

ケ
ー
ス(

対
象
児)

の
紹
介
、
診
療
情
報
提
供 

ケ
ー
ス(

対
象
児)

の
紹
介
、
照
会 

電
話
、
面
談
等
に
よ
る
相
談 

ケ
ー
ス(
対
象
児)

の 
紹
介
、
照
会 

情
報
交
換
、
引
き
継
ぎ 教育支援委員会への 

出席 
情
報
交
換
、
引
き
継
ぎ 

出席

情
報
交
換
、
引
き
継
ぎ 

巡回訪問

引き継ぎ

巡回訪問

引き継ぎ
情
報
交
換
、
引
き
継
ぎ 

引き継ぎ

  障害児通所施設 
  あゆみ園★ 
  あけぼの学園★ 
  県立あすなろの郷★他37か所 

手帳の交付、福祉サービス等の情報提供

障害福祉課 

★：水戸市心身障害児療育指導委員会委員のいる事業所等
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第２章  障害者を取り巻く現況 
 

 

 １  障害者数の推移と現況 

 

（１）身体障害者の状況 

  本市の身体障害者手帳所持者数は，2016年度で9,199人となっており，2011年度からみると

828人増加し，増加率は 9.9％となっています。総人口に対する手帳所持者数の割合は，2014

年度以降横ばいとなっており 3.4％で推移しています。 

  2016年度の手帳所持者数を障害種別にみると，肢体不自由が4,625人で最も多く，身体障害

者手帳所持者数の約半数を占めています。また，2011年度からの増加数をみると，内部障害が

536人で最も多く増えています。一方，聴覚・平衡機能障害や音声・言語・そしゃく機能障害

では減少しました。 

 

 

■ 身体障害者手帳所持者数の推移（障害種別） 
（単位：人） 

年度 

 

種類 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2011～ 

2016年度 

増加数 

同 

増加率

（％）

視覚障害 632 640 644 650 664 658 26 4.1 

聴覚・平衡機能障害 690 689 717 732 744 683 -7 -1.0 

音声・言語・ 

そしゃく機能障害 
82 85 84 85 78 72 -10 -12.2 

肢体不自由 4,342 4,436 4,629 4,653 4,656 4,625 283 6.5 

内部障害 2,625 2,766 2,934 2,999 3,108 3,161 536 20.4 

合計 8,371 8,616 9,008 9,119 9,250 9,199 828 9.9 

総人口 269,025 269,681 270,859 270,876 270,783 271,047 2,022 0.8 

対人口比（％） 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4  

注１）身体障害者手帳所持者数は各年度３月31日現在。 

注２）総人口は，2011年度～2016年度は各年度10月１日現在の常住人口による。ただし，2015年度は国勢調査

による。 

（資料：身体障害者手帳所持者数／茨城県，常住人口／水戸市） 
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■ 身体障害者手帳所持者数（障害種別・程度別） 
（単位：人） 

程度 

種類 
 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

視覚障害 

18歳未満 5 1 1 - 3 1 11

18歳以上 259 191 41 35 88 33 647

計 264 192 42 35 91 34 658

聴覚・平衡機能障害 

18歳未満 - 17 3 5 - 13 38

18歳以上 12 211 73 131 2 216 645

計 12 228 76 136 2 229 683

音声・言語・そしゃ

く機能障害 

18歳未満 - - - -   -

18歳以上 1 4 47 20   72

計 1 4 47 20 - - 72

肢体不自由 

18歳未満 76 30 14 9 7 3 139

18歳以上 951 941 827 1,155 448 164 4,486

計 1,027 971 841 1,164 455 167 4,625

内部障害 

18歳未満 19 - 13 1   33

18歳以上 1,982 30 494 622   3,128

計 2,001 30 507 623 - - 3,161

合計 

18歳未満 100 48 31 15 10 17 221

18歳以上 3,205 1,377 1,482 1,963 538 413 8,978

計 3,305 1,425 1,513 1,978 548 430 9,199

注）2017年３月31日現在 

（資料：茨城県） 

  

2,625 2,766 2,934 2,999 3,108 3,161

4,342 4,436
4,629 4,653 4,656 4,625

82
85

84 85 78 72690
689

717 732 744 683632
640

644 650 664 658

0
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4,000

6,000

8,000
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(人）
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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
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（２）知的障害者の状況 

  本市の療育手帳※所持者数は，2016年度で2,146人となっており，2011年度からみると380

人増加し，増加率は21.5％となっています。総人口に対する手帳所持者数の割合は，2015年度

以降は 0.8％となっています。 

  2016年度の手帳所持者数を障害程度別にみると，Ｃ（軽度）が618人で最も多くなっていま

す。2011年度からの増加数をみると，Ｃ（軽度）は162人増加しており，増加率も35.5％で最

も高くなっています。 

 

 

■ 療育手帳所持者数の推移（年齢区分別） 
（単位：人） 

年度 

 

区分 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2011～ 

2016年度 

増加数 

同 

増加率

（％）

18歳未満 473 492 518 515 540 556 83 17.5 

18歳以上 1,293 1,338 1,408 1,469 1,526 1,590 297 23.0 

合計 1,766 1,830 1,926 1,984 2,066 2,146 380 21.5 

総人口 269,025 269,681 270,859 270,876 270,783 271,047 2,022 0.8 

対人口比（％） 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8  

注１）療育手帳所持者数は各年度３月31日現在。 

注２）総人口は，2011年度～2016年度は各年度10月１日現在の常住人口による。ただし，2015年度は国勢調査

による。 

（資料：療育手帳所持者数／茨城県，常住人口／水戸市） 

  

                            

※  療育手帳：知的障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに，各種の援助制度を受けやすくするため，一定の

障害のある人に対し申請に基づいて障害程度を判定し，国の療育手帳制度要綱に定める知的障害者であるこ

との証票として県知事が交付するもの。 



－ 11 － 

 

 

 

■ 療育手帳所持者数の推移（障害程度別） 

年度 

 

程度 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2011～ 

2016年度 

増加数 

同 

増加率

（％）

 ○Ａ  （最重度） 391 407 427 436 447 466 75 19.2 

 Ａ （重度） 490 490 513 528 534 543 53 10.8 

 Ｂ （中度） 429 456 477 493 507 519 90 21.0 

 Ｃ （軽度） 456 477 509 527 578 618 162 35.5 

合計 1,766 1,830 1,926 1,984 2,066 2,146 380 21.5 

注）各年度３月31日現在。 

（資料：茨城県） 
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（３）精神障害者の状況 

  本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は，2016年度で1,929人となっており，2011年度か

らみると716人増加し，増加率は59.0％となっています。総人口に対する手帳所持者数の割合

は，2015年度以降 0.7％となり上昇傾向にあります。 

  2016年度の手帳所持者数を障害程度別にみると，２級が1,101人で最も多くなっています。

2011年度からの増加数をみると，２級は391人増加して最も多く，増加率は55.1％です。一方，

３級の増加数は318人ですが，増加率は95.8％で最も高くなっています。 

  自立支援医療（精神通院医療）受給者数は，2016年度で4,303人となっており，2011年度か

らみると1,300人増加し，増加率は43.3％となっています。 

 

 

■ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（障害程度別） 
（単位：人） 

年度 

 

程度 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2011～ 

2016年度 

増加数 

同 

増加率

（％）

１  級 171 176 173 159 178 178 7 4.1 

２  級 710 810 913 906 1,051 1,101 391 55.1 

３  級 332 377 479 478 608 650 318 95.8 

合計 1,213 1,363 1,565 1,543 1,837 1,929 716 59.0 

総人口 269,025 269,681 270,859 270,876 270,783 271,047 2,022 0.8 

対人口比（％） 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7  

注１）精神障害者保健福祉手帳所持者数は各年度３月31日現在。 

注２）総人口は，2011年度～2016年度は各年度10月１日現在の常住人口による。ただし，2015年度は国勢調査

による。 

（資料：精神障害者保健福祉手帳所持者数／茨城県，常住人口／水戸市） 

 

■ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 
（単位：人） 

年度 

 

区分 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2011～ 

2016年度 

増加数 

同 

増加率

（％）

受給者数 3,003 3,289 3,637 3,929 4,125 4,303 1,300 43.3 

注）各年度３月31日現在。 

（資料：茨城県） 
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（４）難病患者の状況 

  本市の難病患者数を，指定難病特定医療受給者及び特定疾患※医療受給者，小児慢性特定疾

患医療受給者数でみると，2016年度で1,885人となっています。2011年度からみると269人増

加し，増加率は16.6％となっています。 

  総人口に対する割合は，2016年度は 0.7％でここ数年は横ばい傾向にあります。 

  2011年度からの増加数をみると，指定難病特定医療受給者及び特定疾患医療受給者は，284

人増加し，増加率は20.2％です。 

  難病患者見舞金受給者数は，2016年度で1,216人となっています。 

 

 

■ 指定難病特定医療受給者，特定疾患医療受給者，小児慢性特定疾患医療受給者数の推移 
（単位：人） 

年度 

 

区分 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2011～ 

2016年度 

増加数 

同 

増加率

（％）

指定難病特定医療

受給者及び特定疾

患医療受給者 

1,405 1,516 1,612 1,566 1,672 1,689 284 20.2 

小児慢性特定疾患 

医療受給者 
211 214 196 208 210 196 -15 -7.1 

合計 1,616 1,730 1,808 1,774 1,882 1,885 269 16.6 

総人口 269,025 269,681 270,859 270,876 270,783 271,047 2,022 0.8 

対人口比（％） 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7  

注１）各年度３月31日現在。 

注２）2015年年１月からは，難病医療法に基づき医療費を助成。 

注３）2013年度までは特定疾患医療受給者数，2014年度からは指定難病特定医療受給者数及び特定疾患医療受給

者数の合計。 

（資料：受給者数／茨城県水戸保健所，常住人口／水戸市） 

 

■ 難病患者見舞金受給者数の推移 
（単位：人） 

年度 

 

区分 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2011～ 

2016年度 

増加数 

同 

増加率

（％）

受給者数 1,084 1,150 1,104 1,291 1,361 1,216 132 12.2 

総人口 269,025 269,681 270,859 270,876 270,783 271,047 2,022 0.8 

対人口比（％） 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4  

注）各年度３月31日現在。 

（資料：水戸市障害福祉課） 

  

                            

※  特定疾患：2014年までは県が対象疾患を指定し，特定疾患治療研究事業として医療の確立・普及を図るとともに，医

療費の助成を行ってきた。2015年からは，難病法に基づき医療費助成（対象疾患 330）が行われている。な

お，一部疾患については，引き続き特定疾患治療研究事業となっている。 
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〈参考資料〉 
 

■指定難病特定医療受給者，一般特定疾患医療受給者  疾患別の状況 
（単位：人） 

指定難病特定医療受給者 

番号 疾患名 人数 番号 疾患名 人数

1 球脊髄性筋萎縮症 5 66 IgＡ 腎症 7

2 筋萎縮性側索硬化症 16 67 多発性嚢胞腎 5

5 進行性核上性麻痺 16 68 黄色靱帯骨化症 4

6 パーキンソン病 197 69 後縦靱帯骨化症 68

7 大脳皮質基底核変性症 8 70 広範脊柱管狭窄症 6

11 重症筋無力症 50 71 特発性大腿骨頭壊死症 31

13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 42 72 下垂体性ADH分泌異常症 8

14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー 13 74 下垂体性PRL分泌亢進症 3

15 封入体筋炎 1 75 クッシング病 1

17 多系統萎縮症 30 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 10

18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 52 78 下垂体前葉機能低下症 27

19 ライソゾーム病 1 83 アジソン病 1

21 ミトコンドリア病 6 84 サルコイドーシス 25

22 もやもや病 23 85 特発性間質性肺炎 14

23 プリオン病 1 86 肺動脈性肺高血圧症 4

28 全身性アミロイドーシス 5 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 3

34 神経線維腫症 7 90 網膜色素変性症 42

35 天疱瘡 9 93 原発性胆汁性肝硬変 46

36 表皮水疱症 1 95 自己免疫性肝炎 2

37 膿疱性乾癬（汎発型） 6 96 クローン病 104

40 高安動脈炎 16 97 潰瘍性大腸炎 357

42 結節性多発動脈炎 4 113 筋ジストロフィー 2

43 顕微鏡的多発血管炎 17 127 前頭側頭葉変性症 1

44 多発血管炎性肉芽腫症 3 153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 1

45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 1 158 結節性硬化症 2

46 悪性関節リウマチ 3 167 マルファン症候群 1

47 バージャー病 6 191 ウェルナー症候群 2

49 全身性エリテマトーデス 145 208 修正大血管転位症 1

50 皮膚筋炎／多発性筋炎 35 215 ファロー四徴症 1

51 全身性強皮症 31 220 急速進行性糸球体腎炎 1

52 混合性結合組織病 11 222 一次性ネフローゼ症候群 15

53 シェーグレン症候群 4 224 紫斑病性腎炎 1

54 成人スチル病 3 266 家族性地中海熱 1

55 再発性多発軟骨炎 1 271 強直性脊椎炎 1

56 ベーチェット病 33 283 後天性赤芽球癆 1

57 特発性拡張型心筋症 29 289 クロンカイト・カナダ症候群 1

58 肥大型心筋症 4 300 ＩｇＧ４関連疾患 2

60 再生不良性貧血 15 302 レーベル遺伝性視神経症 1

62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 1 306 好酸球性副鼻腔炎 4

63 特発性血小板減少性紫斑病 30  合  計 1,688

一般特定疾患医療受給者 

番号 疾患名 人数  

32 重症急性膵炎 1   

注１）2017年３月31日現在。 

注２）受給がある疾患のみ記載。指定難病特定医療の対象疾患は，2017年３月31日現在 306疾患。 

（資料：茨城県水戸保健所）
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〈参考資料〉 

 

■ 小児慢性特定疾患医療受給者  疾患別の状況 
（単位：人） 

疾患名 人数 疾患名 人数

1 悪性新生物 42 8 先天性代謝異常 5

2 慢性腎疾患 10 9 血友病等血液・免疫疾患 8

3 慢性呼吸器疾患 3 10 免疫疾患 4

4 慢性心疾患 30 11 神経・筋疾患 18

5 内分泌疾患 49 12 慢性消化器疾患 5

6 膠原病 4 13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 3

7 糖尿病 15 14 皮膚疾患 -

   合  計 196

注）2017年３月31日現在。 

（資料：茨城県水戸保健所） 
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 ２  障害児等の現況 

 

（１）保育所（園）・幼稚園・特別支援学級等の状況 

  就学前の児童については，2017年度現在，保育所（園）に通っている障害児は25人，幼稚園

に通っている障害児は17人となっています。 

  また，療育センターは，2017年度から子ども発達支援センターとなりました。通所による療

育指導を行っており，53人が通っています。 

  幼稚園で行われている「幼児のことば・こころの教室」では，ことばや情緒面での障害があ

ると思われる４・５歳児 155人の幼児が通い，集団生活を行う上での必要な態度や生活習慣，

知識などを養い，調和のとれた発達を促す指導を受けています。 

  市内の小・中学校に設置されている特別支援学級では，2017年度には，小学校で72学級354

人，中学校で33学級146人が在籍しています。2013年度と比べると，学級数，人数ともに増え

ています。 

  小・中学校に設置されている通級指導教室では，小学校７教室で93人，中学校２教室で５人

が通級による指導を受けています。 

 

 

■ 保育所（園）･幼稚園等における障害児等の数 

年度 
区分 

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

保育所（園） 
か所数 20 24 12 19 19

人数 75 80 17 24 25

幼稚園 
か所数 12 11 5 5 11

人数 16 17 7 6 17

認定こども園 
か所数 4 2 5

人数 4 2 6

地域型保育事業所 
か所数 - 2 -

人数 - 2 -

注１）保育所（園）及び幼稚園については，2015年度から子ども・子育て支援制度が開始されたため，把握方法

が異なる。 

注２）2017年度は11月現在。 

（資料：水戸市幼児教育課） 
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■ 子ども発達支援センター及び幼児のことば・こころの教室に通所する障害児等の数 

年度 
区分 

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

子ども発達支援センター 

（療育センター） 
人数 32 38 50 42 53

ことば・こころの教室 

（幼稚園） 

教室数 3 3 3 3 3

人数 115 109 133 137 155

注１）各年度５月１日現在。 

注２）2016年度までは療育センター，2017年度からは子ども発達支援センター 

（資料：水戸市障害福祉課，水戸市総合教育研究所） 

 

 

■ 特別支援学級等における障害児等の数 

年度 
区分 

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

特別支援学級 

小学校 
学級数 54 61 63 67 72

人数 208 245 281 313 354

中学校 
学級数 31 31 31 32 33

人数 129 114 122 129 146

通級指導教室 

小学校 
教室数 5 6 7 7 7

人数 70 65 82 90 93

中学校 
教室数 - - - - 2

人数 - - - - 5

注）各年度５月１日現在。 

（資料：水戸市総合教育研究所） 
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（２）特別支援学校の状況 

  特別支援学校の市内在住者の在籍者数は，2017年度は，幼稚部に 1人，小学部に 173人，

中学部に 89人，高等部に137人で，合計 399人となっています。2012年度以降の在籍者数を

みると，年々増加しています。 

  特別支援学校高等部卒業生の進路は，2016年度の卒業生39人のうち 7人が就職しています。

また，就労移行支援施設の利用は11人と多くなっています。 

  今後，特別支援学校高等部を卒業する人は，40人～50人程度が見込まれます。 

 

 

■ 特別支援学校在籍者数  
（単位：人） 

年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 

幼稚部 5 2 4 3 3 1 

小学部 124 132 138 154 155 173 

中学部 80 75 91 106 112 89 

高等部 130 155 144 123 124 137 

合計 334 362 373 383 391 399 

注１）各年度５月１日現在。 

注２）調査対象は，盲学校，水戸聾学校，水戸特別支援学校，水戸飯富特別支援学校，水戸高等特別支援学校，

友部特別支援学校，友部東特別支援学校，内原特別支援学校，勝田特別支援学校，茨城大学教育学部附属

特別支援学校 

（資料：水戸市障害福祉課） 
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■ 特別支援学校高等部卒業生の進路 
（単位：人） 

                    年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

進学 - 3 - 3 2 

就職 10 11 15 11 7 

職業訓練施設 - - - - - 

施設入所支援＋療養介護 - - - - - 

施設入所支援＋生活介護 - 1 3 4 1 

施設入所支援＋その他 1 2 - - - 

日

中

活

動

系 

療養介護 - 1 - - - 

生活介護 6 10 11 14 9 

自立訓練（機能訓練） 1 - - - - 

自立訓練（生活訓練） 1 4 3 2 3 

就労移行支援 7 12 9 16 11 

就労継続支援Ａ型（雇用型） - 2 3 3 1 

就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 3 2 - 2 3 

在宅 2 2 - 1 2 

その他 2 - 1 2 - 

合計 33 50 45 58 39 

注）調査対象は，盲学校，水戸聾学校，水戸特別支援学校，水戸飯富特別支援学校，水戸高等特別支援学校，友

部特別支援学校，友部東特別支援学校，勝田特別支援学校，茨城大学教育学部附属特別支援学校 

（資料：水戸市障害福祉課） 

 

 

■ 特別支援学校高等部卒業生の今後の推移（各年度３月卒業見込） 
（単位：人） 

区  分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

特別支援（知的） 38 37 38 24 

特別支援（身体） 7 6 12 17 

特別支援（病弱） - - - - 

盲 2 - - 1 

ろう - 1 2 1 

合計 47 44 52 43 

注）調査対象は，盲学校，水戸聾学校，水戸特別支援学校，水戸飯富特別支援学校，水戸高等特別支援学校，友

部特別支援学校，友部東特別支援学校，勝田特別支援学校，茨城大学教育学部附属特別支援学校 

（資料：水戸市障害福祉課） 
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 ３  障害者雇用の現況 

 

（１）障害者の求職・就職状況 

  障害者への職業紹介により，福祉施設等の利用から一般就労へ移行するケースがある一方で，

一般就労から福祉施設等の利用に移行するケースもあります。2016年度では11人が一般就労に

進みましたが，一般就労は依然として厳しい環境にあるとみられます。また，ジョブコーチ※

については，2015年度は18人の利用がありましたが，2016年度は６人となっています。 

  障害者の求職・就職状況は，2016年度の水戸公共職業安定所への新規登録者数が 127人，

就職件数が 139件となっています。2015年度から比較すると，新規登録者数，就職件数とも

に減少しています。 

  水戸公共職業安定所における障害者の登録者数は1,271人で，そのうちの63.3％である805人

が就業中です。また登録者数は，身体障害者が509人で最も多くなっています。 

 

■ 障害者の職業紹介状況（水戸市） 
（単位：人） 

年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

福祉施設等から一般就労に移行した人 17 12 6 10 11 

一般就労から福祉施設等に移行した人 9 14 6 5 2 

ジョブコーチ利用者数 10 9 9 18 6 

（資料：水戸地区障害者就業・生活支援センター） 

 

■ 障害者の求職・就職状況（水戸市） 

年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

新規登録者数（人） 192 182 170 173 127 

就職件数（件） 140 148 163 181 139 

（資料：水戸公共職業安定所） 

 
■ 障害者の登録状況（水戸市） 

（単位：人） 

項目 

区分 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他 合計 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

登録者数（合計） 509  326 413 23  1,271

 うち有効中の者 160 31.4% 66 20.2% 185 44.8% 9 39.1% 420 33.0%

 うち就業中の者 340 66.8% 249 76.4% 202 48.9% 14 60.9% 805 63.3%

 うち保留中の者 9 1.8% 11 3.4% 26 6.3% - 0.0% 46 3.6%

注）2017年９月５日現在。                                                 （資料：水戸公共職業安定所）

                            

※  ジョブコーチ：職場適応援助者。実際に働く職場において，障害のある人や事業主，又は家族に対して，職場定着に

向けた助言や配慮を行う者又はその制度。 
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（２）民間企業の障害者雇用の状況 

 2017年度の民間企業における雇用状況をみると，法定雇用率※（ 2.0％）が適用されている

企業は 239社で， 991人の障害者が雇用されています。しかし，法定雇用率を満たしていない

企業が127社あります。 

  2013年度以降の推移をみると，年々，未達成企業数が減少するとともに，その割合も減少し

ています。2015年度は雇用されている障害者数が大きく増加しました。しかし，2017年度の

水戸市全体の雇用率は1.82％で，近年上昇傾向にはありますが，県平均及び全国平均の1.97％

を下回る状況となっています。 

 

 

■ 民間企業の障害者雇用状況（水戸市） 

年度 

区分 
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

企業数（企業） 226 232 224 228 239 

 算定基礎労働者数（人） 50,476.0 51,845.0 51,914.0 52,773.0 54530.0 

 障害者数（人） 616 694 904 946 991 

 雇用不足数（人） 259.0 232.5 191.5 178.0 197.5 

 未達成企業数（企業） 143 136 120 120 127 

 未達成企業割合（％） 63.3 58.6 53.6 52.6 53.1 

雇用率（％） 水戸市 1.50 1.60 1.74 1.90 1.82 

 茨城県 1.66 1.75 1.83 1.90 1.97 

 全国 1.76 1.82 1.88 1.92 1.97 

注１）各年度６月１日現在。 

注２）算定基礎労働者数は，短時間労働者１人を0.5人としてカウント。 

注３）障害者数については，重度障害者は１人の雇用をもって２人を雇用としているものとみなされる。 

ただし，短時間労働の重度障害者は１人としてカウント。 

注４）民間企業の法定雇用率：2.0％。2018年４月より2.2％。 

（資料：水戸公共職業安定所） 

  

                            

※  法定雇用率：障害者雇用促進法に基づき，民間企業，国，地方公共団体は，法定雇用率に相当する数以上の障害者を

雇用しなければならない。2018年度からは，民間企業 2.2％（2017年度までは2.0％），国及び地方公共団

体等 2.5％，都道府県等の教育委員会 2.4％。 



－ 22 － 

 

 ４  各種相談の現況 

 

（１）水戸地区障害者就業・生活支援センター 

 

  「水戸地区障害者就業・生活支援センター」では，雇用安定等事業・生活支援等事業を行っ

ており，障害者の就業相談や生活相談に応じています。 

  障害者からの相談件数は増加傾向にあり，2016年度は13,000件を超えました。相談方法とし

ては，毎年電話による相談が最も多くなっていますが，2016年度は職場訪問による相談も多く

ありました。 

  相談内容としては，2016年度は「職場定着に係る相談」が最も多く，相談件数の半分を占め

ています。また，知的障害者の相談件数が増加し，2016年度は10,000件を超えました。 

  事業主からの相談件数も増加しており，2016年度は5,445件の相談がありました。 

 

 

 

■ 相談件数 
（単位：件） 

                    年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

来所 1,762 1,338 1,321 1,391 2,430 

電話 4,206 3,939 3,979 6,499 5,022 

家庭・入所施設訪問 171 105 275 309 257 

職場訪問 2,789 2,684 3,552 3,616 4,615 

他の支援機関 755 688 648 1,105 872 

合計 9,683 8,754 9,775 12,920 13,196 

(資料：水戸地区障害者就業・生活支援センター) 
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■ 内容及び障害別相談件数 
（単位：件） 

区分 身体障害 知的障害 精神障害 その他 合計 

2012 

年度 

就職に関する相談 90 715 286 18 1,109 

職場定着に係る相談 210 2,093 443 43 2,789 

生活に係る相談 389 3,239 920 59 4,607 

就職と生活の両方にわたる相談 102 907 143 26 1,178 

合計 791 6,954 1,792 146 9,683 

2013 

年度 

就職に関する相談 45 758 174 4 981 

職場定着に係る相談 147 2,094 424 19 2,684 

生活に係る相談 332 2,711 1,068 20 4,131 

就職と生活の両方にわたる相談 52 721 174 11 958 

合計 576 6,284 1,840 54 8,754 

2014 

年度 

就職に関する相談 96 1,176 443 20 1,735 

職場定着に係る相談 247 2,814 468 23 3,552 

生活に係る相談 324 2,340 1,362 13 4,039 

就職と生活の両方にわたる相談 12 375 61 1 449 

合計 679 6,705 2,334 57 9,775 

2015 

年度 

就職に関する相談 138 1,386 450 12 1,986 

職場定着に係る相談 249 2,918 439 10 3,616 

生活に係る相談 186 1,890 1,158 5 3,239 

就職と生活の両方にわたる相談 224 3,338 510 7 4,079 

合計 797 9,532 2,557 34 12,920 

2016 

年度 

就職に関する相談 82 1,235 357 16 1,690 

職場定着に係る相談 362 5,450 868 12 6,692 

生活に係る相談 96 2,863 410 97 3,466 

就職と生活の両方にわたる相談 60 1,101 168 19 1,348 

合計 600 10,649 1,803 144 13,196 

(資料：水戸地区障害者就業・生活支援センター) 

 

 

■ 事業主からの相談件数 
（単位：件） 

                    年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

来所 27 25 40 26 30 

電話 636 691 471 793 783 

企業訪問 2,789 2,684 3,552 3,616 4,615 

その他 74 140 39 77 17 

合計 3,526 3,540 4,102 4,512 5,445 

(資料：水戸地区障害者就業・生活支援センター) 

  



－ 24 － 

 

 

（２）水戸市精神障害者地域生活支援センター「かさはら」の相談状況 

  水戸市精神障害者地域生活支援センター「かさはら」における精神障害に関する相談件数は，

2016年度は22,932件で増加傾向にあります。相談は，電話によるものが多くなっています。 

  相談内容については，生活福祉に関するものが最も多くなっています。また，件数は多くな

いものの増加傾向が目立つものとしては利用相談で，2012年度と比較すると，約10倍を超えて

います。 

 

 

■ 相談件数 
（単位：件） 

                    年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

電話 8,995 8,059 7,420 8,892 9,669 

来所 1,160 1,159 918 977 1,381 

訪問 1,973 2,005 1,609 2,145 3,675 

その他 3,707 4,020 6,359 6,416 8,207 

合計 15,835 15,243 16,306 18,430 22,932 

（資料：水戸市精神障害者地域生活支援センター「かさはら」） 

 

■ 内容別相談件数 
（単位：件） 

年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

利用相談 35 71 301 339 459 

心理 2,031 2,532 2,912 3,295 4,128 

治療服薬 2,022 2,259 2,004 2,277 2,753 

対人関係 210 104 281 317 458 

就労 135 65 249 285 229 

経済 507 894 876 990 1,146 

その他生活福祉 7,207 6,362 6,472 7,298 9,173 

その他 3,636 2,956 3,211 3,629 4,586 

合計 15,783 15,243 16,306 18,430 22,932 

（資料：水戸市精神障害者地域生活支援センター「かさはら」） 
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 ５  障害支援区分認定と障害福祉サービス利用者の現況 

  障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」を利用する際には，市の支給決定を受ける

必要があります。市は，支給申請を受けた場合には，障害支援区分の認定調査を行い，障害者

の福祉サービスの必要性を総合的に判定します。特に，介護給付のサービスを希望する場合に

は必ず障害支援区分認定が必要です。一方，訓練等給付のみを利用する場合や障害児の場合は，

障害支援区分の認定の必要はなく，サービスを利用することができます。 

  障害福祉サービスを利用している人は，2017年度で2,332人となっており，年々増加してい

ます。 

 

 

■ 障害支援区分ごとの障害福祉サービス利用者数の推移 
（単位：人） 

年度 

区分 
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 

児童 200 263 314 360 467 518 

区分なし 394 429 451 494 543 598 

区分１ 16 23 24 24 21 18 

区分２ 69 78 102 115 105 110 

区分３ 203 193 207 207 216 221 

区分４ 229 242 248 239 257 255 

区分５ 204 205 212 246 253 266 

区分６ 285 296 302 315 331 346 

合計 1,600 1,729 1,860 2,000 2,193 2,332 

注１）各年度10月末現在。 

注２）2012年度は，障害者自立支援法に基づく「障害程度区分」の数。 

（資料：水戸市障害福祉課） 
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 ６  障害者数の推計 

 

（１）推計方法 

  本計画においては，2020年度までの各種サービスの支給量を見込む前提として，2018年度

以降の総人口を推計しています。人口推計については，コーホート法※を用いて算出し，社会

的増減については，新たな開発等の要素を含まないものとしています。 

  また，障害者数の推計にあたっては，各障害者手帳所持者数を基礎として，総人口に対する

割合を障害別及び程度別に算出し，その年間の平均伸び率及び総人口の推計値に基づき，推計

しています。 

 

 

（２）推計結果 

  本計画の最終年度である2020年度には，身体障害者が9,762人，知的障害者が2,426人，精神

障害者が2,482人になるものと推計しました。総人口に対する割合は，身体障害者が3.62％，知

的障害者が0.90％，精神障害者が0.92％になるものと見込まれます。 

 

 

■ 障害者数の推計 
（単位：人） 

年度 

 

区分 

実績値 推計値 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

総人口 270,876 270,783 271,047 270,775 270,527 270,075 269,656

身体障害者数 9,119 9,250 9,199 9,343 9,487 9,622 9,762

知的障害者数 1,984 2,066 2,146 2,217 2,289 2,358 2,426

精神障害者数 1,543 1,837 1,929 2,068 2,208 2,345 2,482

障害者数合計 12,646 13,153 13,274 13,628 13,984 14,325 14,670

注１）総人口は，2014年度，2016年度，2017年度は各年度10月１日現在の常住人口による。2015年度は国勢調

査による。 

注２）障害者数は，2016年度までは各年度３月31日現在の手帳所持者の実績値。 

 

  

                            

※  コーホート法：同年に出生した集団ごとの過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め，それに基づき将来人

口を推計する方法。 
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《身体障害者数の推計》 

 

■ 身体障害者手帳所持者数の推計（障害種別） 
（単位：人） 

区分 
実績値 推計値 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

視覚 650 664 658 662 665 668 672

割合 0.24％ 0.25％ 0.24％ 0.24％ 0.25％ 0.25％ 0.25％

聴覚 732 744 683 680 677 673 670

割合 0.27％ 0.27％ 0.25％ 0.25％ 0.25％ 0.25％ 0.25％

言語 85 78 72 70 68 65 63

割合 0.03％ 0.03％ 0.03％ 0.03％ 0.03％ 0.02％ 0.02％

肢体 4,653 4,656 4,625 4,670 4,716 4,758 4,801

割合 1.72％ 1.72％ 1.71％ 1.72％ 1.74％ 1.76％ 1.78％

内部 2,999 3,108 3,161 3,261 3,361 3,458 3,556

割合 1.11％ 1.15％ 1.17％ 1.20％ 1.24％ 1.28％ 1.32％

総数 9,119 9,250 9,199 9,343 9,487 9,622 9,762

割合 3.37％ 3.42％ 3.39％ 3.45％ 3.51％ 3.56％ 3.62％

 

 

《知的障害者数の推計》 

 

■ 療育手帳所持者数の推計（年齢区分別） 
（単位：人） 

区分 
実績値 推計値 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

18歳未満 515 540 556 571 587 602 616

割合 0.19％ 0.20％ 0.21％ 0.21％ 0.22％ 0.22％ 0.23％

18歳以上 1,469 1,526 1,590 1,646 1,702 1,756 1,810

割合 0.54％ 0.56％ 0.59％ 0.61％ 0.63％ 0.65％ 0.67％

総数 1,984 2,066 2,146 2,217 2,289 2,358 2,426

割合 0.73％ 0.76％ 0.79％ 0.82％ 0.85％ 0.87％ 0.90％

 

  



－ 28 － 

 

 

 

■ 療育手帳所持者数の推計（障害程度別） 
（単位：人） 

区分 
実績値 推計値 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

○Ａ  

割合 

436 447 466 480 494 507 521

0.16％ 0.17％ 0.17％ 0.18％ 0.18％ 0.19％ 0.19％

Ａ 528 534 543 552 562 571 579

割合 0.19％ 0.20％ 0.20％ 0.20％ 0.21％ 0.21％ 0.21％

Ｂ 493 507 519 536 553 569 585

割合 0.18％ 0.19％ 0.19％ 0.20％ 0.20％ 0.21％ 0.22％

Ｃ 527 578 618 649 680 711 741

割合 0.19％ 0.21％ 0.23％ 0.24％ 0.25％ 0.26％ 0.27％

総数 1,984 2,066 2,146 2,217 2,289 2,358 2,426

割合 0.73％ 0.76％ 0.79％ 0.82％ 0.85％ 0.87％ 0.90％

 

 

 

《精神障害者数の推計》 

 

■ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推計（障害程度別） 
（単位：人） 

区分 
実績値 推計値 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

１級 159 178 178 179 180 181 182

割合 0.06％ 0.07％ 0.07％ 0.07％ 0.07％ 0.07％ 0.07％

２級 906 1,051 1,101 1,177 1,253 1,328 1,402

割合 0.33％ 0.39％ 0.41％ 0.43％ 0.46％ 0.49％ 0.52％

３級 478 608 650 712 775 836 898

割合 0.18％ 0.22％ 0.24％ 0.26％ 0.29％ 0.31％ 0.33％

総数 1,543 1,837 1,929 2,068 2,208 2,345 2,482

割合 0.57％ 0.68％ 0.71％ 0.76％ 0.82％ 0.87％ 0.92％
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第３章  計画の基本的方向 
 

 

 １  目指す姿 

 

 

  障害者総合支援法の趣旨及び国の「基本指針」に示された基本的理念を踏まえ，「水戸市障

害者福祉計画（第３次）」における本市の目指す姿『障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・

水戸』の実現に向け，障害者に対する福祉サービスの充実を図ります。 

 

 

【目指す姿】 

～ 障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸～ 
 

 

 

 

 

 ２  基本方針及び重点施策 

 

基本方針１ 地域で安心して暮らすためのサービスの充実 

  障害者の地域生活に必要な支援については，障害の種類・程度に応じた柔軟な福祉サービ

スの提供が必要です。訪問系サービスや日中活動系サービス，居住系サービスの障害福祉サー

ビスの充実を図るとともに，その支給量を適切に見込み，持続的な提供体制の確保を図りま

す。また，障害者がサービスの利用について安心して相談でき，必要なサービスが受けられ

るよう，相談支援の提供体制の充実を図ります。 
 

◆重点施策◆ 

○障害の種類や程度，利用者の希望に応じた障害福祉サービスを安心して利用できるよう，

障害福祉サービスの提供体制の充実を図ります。 

○就労移行支援事業等を推進し，福祉施設における福祉的就労の拡大を図るとともに，福祉

施設から一般就労への移行を進めます。 

○地域自立支援協議会の運営等を推進し，必要な情報を提供するとともに，サービス利用等

に関する相談やコーディネート機能の充実を図ります。 

〇地域生活支援拠点の整備を図ります。 
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基本方針２ 発達段階に応じた障害児通所支援等の充実 

  障害児の支援については，発達段階に応じた福祉サービスの提供が重要です。児童発達支

援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援サービスや障害児相談支援のほか，医療的

ケアを必要とする児童への支援，発達障害に対する支援などを推進し，安心して生活できる

環境の充実を図ります。 
 

◆重点施策◆ 

○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

訪問支援等）の充実を図ります。 

○障害や発達段階に応じた支援が受けられるよう，障害児相談支援の充実を図ります。 

 

 

 

基本方針３ 地域生活を支えるきめ細かい支援の充実 

  障害者が地域社会の一員として暮らしていくためには，地域の実情に応じたきめ細かい支

援が重要です。日常で生活しやすくする支援の充実に努めるとともに，障害者が相談しやす

い体制づくりを進めます。また，障害者に対する理解の促進，虐待防止や差別解消への取組，

判断能力が低下した方を支援する成年後見制度の活用など，障害者の権利が守られる環境づ

くりを進めます。 
 

◆重点施策◆ 

○日常での生活をしやすくするため，自発的活動支援事業，意思疎通支援事業，日常生活用

具給付等事業，移動支援事業，地域活動支援センター機能強化事業，日中一時支援事業等

の充実を図ります。 

〇障害者の権利が守られる環境づくりを進めるため，理解促進研修・啓発事業，相談支援事

業，成年後見制度利用支援事業，虐待防止対策支援事業等の充実を図ります。 
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 ３  施策の体系 

 

 

 

基本方針   基本施策 具体的施策  
       

 

  (1)訪問系サービスの
充実 

①居宅介護サービス【介護給付】 
    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 

 

   

    

     

    
   (2)日中系サービスの

充実 

①施設での日中介護サービス【介護給付】
    療養介護 
    生活介護 
    短期入所（ショートステイ） 
②自立訓練【訓練等給付】 
    自立訓練（機能訓練） 
    自立訓練（生活訓練） 

 

    

     

    

   (3)就労系サービスの
充実 

①就労支援【訓練等給付】 
    就労移行支援 
    就労継続支援Ａ型（雇用型） 
    就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 
    就労定着支援 

 

    

     

    

   (4)居住系サービスの
充実 

①共同生活援助・自立生活援助【訓練等給付】
    共同生活援助（グループホーム） 
    自立生活援助 
②施設入所支援【介護給付】 
    施設入所支援 

 

    

     

    
   (5)指定相談支援の充

実 
 計画相談支援 
 地域移行支援 
 地域定着支援 

 

    

     
       

 

  (1)障害児通所支援等
の充実 

①障害児通所支援 
    児童発達支援 
    医療型児童発達支援 
    居宅訪問型児童発達支援 
    放課後等デイサービス 
    保育所等訪問支援 
②障害児相談支援 

 

   

    

     

       

 

  (1)地域生活支援事業
の充実 

 相談支援事業 
 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 
 日常生活用具給付等事業 
 障害者虐待防止対策支援事業 等 

 

   

    

  

【目指す姿】 

～ 障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸 ～ 

基本方針１ 

地域で安心して暮らす

ためのサービスの充実

基本方針２ 

発達段階に応じた障害児

通所支援等の充実 

基本方針３ 

地域生活を支えるきめ

細かい支援の充実 
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第４章  計画の内容 
 

 

 基本方針１  地域で安心して暮らすためのサービスの充実 

 

（１）訪問系サービスの充実 

①居宅介護サービス【介護給付】 

 

    現状と課題 

 

〇居宅介護，同行援護，行動援護については，2015年度以降の利用者数は，横ばい傾向です。

また，重度訪問介護については，利用時間数が増加しています。 

〇2017年９月現在，市内には，県の指定を受けて居宅介護サービスを提供する事業者が34か所，

重度訪問介護の事業者が32か所，同行援護の事業者が15か所，行動援護の事業者は10か所あ

ります。介護保険事業と併せて事業展開している事業所が多くなっています。重度障害者等

包括支援については，現在，市内及び近隣地域においても提供する事業所はありません。 

〇ノーマライゼーションの理念の定着，障害者の自立意識の高揚，共生社会の実現を目指す施

策の推進等によって，地域で生活することを希望する障害者も増えると見込まれます。今後

も，サービス需要量への適切な対応が必要となります。 

 

 

    施策の方向性 

 

１  障害者が入所施設や病院を退所・退院し，地域で生活することに伴い利用の増加が予想さ

れる，居宅介護サービスの適正な供給に向け，事業者の新規参入を促進します。また，ヘル

パー養成・研修事業等の充実を図り，人材確保及びより質の高いサービス提供に努めます。 

 

２  障害者支援施設等を退所して地域で生活する重度障害者には，障害支援区分等を勘案しな

がら，自立するために必要な支給決定基準を作成するとともに，よりきめ細かなケアマネジ

メントによるサービス利用計画に基づき適正な供給に努めます。 
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    事業の概要 
 

事業名 内  容 

居宅介護   居宅において，入浴，排せつ，食事の介護等のサービスを提供します。

重度訪問介護 

  重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により，行

動上著しい困難を有する人で，常時介護を要する方に対し，居宅におけ

る入浴，排せつ，食事の介護等のサービス及び外出時における移動中の

介護を総合的に提供します。 

同行援護 

 視覚障害により，移動に著しい困難を有する方に対し，外出時におい

て，当該障害者等に同行し，移動に必要な情報を提供するとともに，移

動の援護，排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際

に必要な援助を行います。 

行動援護 

  知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し，常時介護を必

要とする方に対し，行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な

援護や，外出時における移動中の介護等のサービスを提供します。 

重度障害者等 

包括支援 

  常時介護を要する方で，介護の必要の程度が著しく高い方に対し，居

宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり利用者数） 
単位：人 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

訪問系サービス利用者数 367 366 367 379 391 404

 居宅介護 269 268 268 277 286 295

 重度訪問介護 9 11 12 12 13 13

 同行援護 52 50 51 53 54 56

 行動援護 37 37 36 37 38 40

 重度障害者等包括支援 - - - - - -

注）各年度10月分の利用実績値による。 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり利用時間数） 
単位：時間 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

訪問系サービス利用時間数 9,566 10,750 10,593 11,167 11,604 11,826

 居宅介護 5,197 5,410 5,275 5,465 5,641 5,822

 重度訪問介護 3,333 4,066 4,125 4,474 4,696 4,696

 同行援護 595 869 776 801 827 853

 行動援護 441 405 417 427 440 455

 重度障害者等包括支援 - - - - - -

注）各年度10月分の利用実績値による。  
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（２）日中系サービスの充実 

①施設での日中介護サービス【介護給付】 

 

    現状と課題 

 

〇療養介護，生活介護，短期入所の利用は増加傾向で，特に短期入所の増加は大きくなってい

ます。 

〇療養介護は，医療型障害児入所施設利用者が18歳に到達し，療養介護サービスに移った方，

疾病等により新たに重症心身障害者となり療養介護利用者となった方が数件増加となってい

ます。 

〇2017年９月現在，市内には，療養介護の事業所は２か所，生活介護の事業所は32か所，短期

入所の事業所は14か所あります。療養介護の利用事業所は県内だけでなく，県外にも分散し

ています。 

〇生活介護事業所は，主に重度障害者の日中活動の場となっています。施設入所支援の利用者

のほとんどが日中活動に生活介護を利用するほか，地域で生活する重度障害者の多くが，日

中は生活介護事業所を利用しています。 

〇短期入所サービスは，介護者の精神的負担の軽減や社会的な活動，休息等を目的とした利用

のほか，障害者の疾病後の療養休息や自立訓練等にも利用されています。 

〇入所施設や病院を退所・退院し，地域で生活することに伴い，日中活動系サービスの提供体

制の確保は重要となります。民間事業所等の協力を得ながら障害者の生活を支える体制づく

りが必要です。 

 

 

    施策の方向性 

 

１ 療養介護については，主に医療型障害児入所施設利用者の18歳到達に伴い，療養介護へ移

行する方が利用の中心になると見込まれます。児童相談所や医療機関，関係事業所等と連携

を図りながら，必要な供給量の確保に努めます。また，必要な設備等を備えた施設等の協力

を得ながら，身近な地域でサービス提供ができる体制の整備を図ります。 

 

２ 生活介護は，引き続き需要の増加が見込まれます。供給体制を確保するため，今後も，障

害者支援施設等に協力を求めるほか，事業所の新規参入を促進します。 

 

３  短期入所（ショートステイ）については，入所施設や病院を退所・退院し，地域で生活す

ることに伴い需要の増加が見込まれるほか，緊急時利用に対応できるよう，必要な設備等を

備えた施設等の協力を得ながら供給体制の確保に努めます。また，新規参入も促進します。 
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    事業の概要 
 

事業名 内  容 

療養介護 

  医療を要する障害者で常時介護を要する方に対し，主に昼間におい

て，病院等で行われる機能訓練，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サービスを提供します。 

生活介護 

  常時介護を必要とする方に，主に昼間において，障害者支援施設等で

行われる入浴，排せつ，食事の介護，創作活動又は生産活動の機会の提

供などのサービスを提供します。 

短期入所 

（ショートステイ） 

  介護者が病気などの理由により，短期間の入所が必要な方に，入浴，

排せつ，食事の介護等へのサービスを提供します。障害者支援施設等を

利用する福祉型と，医療機関等を利用する医療型があります。 

 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり） 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

療養介護 
人（実利用者数） 43 44 46 46 48 49

人日（延べ利用者数） 1,327 1,364 1,425 1,437 1,484 1,531

生活介護 

人（実利用者数） 639 660 681 692 714 737

人日（延べ利用者数） 12,763 12,758 13,196 13,538 13,973 14,423

短期入所 

（福祉型 

・医療型） 

人（実利用者数） 99 109 116   

人日（延べ利用者数） 526 621 735   

短期入所 

（福祉型） 

人（実利用者数） 110 114 118

人日（延べ利用者数） 716 739 763

短期入所 

（医療型） 

人（実利用者数） 12 13 13

人日（延べ利用者数） 52 54 56

注）各年度10月分の利用実績値による。 
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②自立訓練【訓練等給付】 

 

    現状と課題 

 

○自立訓練（機能訓練）の実利用者数は横ばい傾向，自立訓練（生活訓練）の利用は2016年度

に増加しています。 

○機能訓練については，市内に該当事業者はなく，笠間市にある茨城県立リハビリテーション

センターの利用が中心となります。通所利用が困難であり，入所による訓練となることやサー

ビスの標準利用期間が設定されていることから，利用は概ね一定数で推移しています。 

○生活訓練は，2017年９月現在，市内には７か所の事業所があります。 

○今後とも身体障害者の増加に伴い，機能訓練には一定の需要が見込まれます。また，生活訓

練については，入所施設や病院を退所・退院し，地域で生活することに伴いさらに必要性が

高くなると考えられます。 

○自立訓練の充実に向け，関係機関との連携強化や情報提供体制の充実，通所施設等における

供給体制の確保が必要となります。 

 

 

    施策の方向性 

 

１  特別支援学校高等部卒業生等をはじめ，身体能力・生活能力等の維持向上，技能習得等を

目指す障害者の機能訓練のニーズに対応するため，茨城県福祉相談センターや医療機関，公

共職業安定所などの関係機関と連携し，訓練目的に応じた情報提供に努めるとともに，供給

体制の確保を図ります。 

 

２  障害者が入所施設や病院を退所・退院し，地域で生活することに伴い，生活訓練の利用量

の増加が見込まれます。通所施設等を実施する各事業所に協力を求め，供給体制の確保に努

めます。 
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    事業の概要 
 

事業名 内  容 

自立訓練 

（機能訓練） 

  身体機能・生活能力の維持・向上等の支援の必要な身体障害者に対し，

身体機能のリハビリテーション，歩行訓練，コミュニケーションや家事

等の訓練，日常生活上の相談支援，就労移行支援事業所等の関係サービ

ス機関との連絡調整等の支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

  生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障害者・精神障害者に対

し，食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援，日常生活上の

相談支援，就労移行支援事業所との連絡調整等を行います。 

 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり） 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

自立訓練 

（機能訓練） 

人（実利用者数） 1 2 1 1 1 1

人日（延べ利用者数） 21 30 14 23 24 24

自立訓練 

（生活訓練） 

人（実利用者数） 31 42 44 44 46 47

人日（延べ利用者数） 515 804 790 795 820 847

注）各年度10月分の利用実績値による。 
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（３）就労系サービスの充実 

①就労支援【訓練等給付】 

 

    現状と課題 

 

○就労移行支援，就労継続支援Ａ型（雇用型），就労継続支援Ｂ型（非雇用型）の利用は，実利

用者数及び延べ利用者数ともに増加傾向にあります。 

○2017年９月現在，市内には，就労移行支援を行っている事業者が39か所，就労継続支援Ａ型

（雇用型）は７か所，就労継続支援Ｂ型（非雇用型）は50か所あります。 

○就労移行支援は，特別支援学校高等部の卒業生や就労継続支援事業利用者の中から就労を希

望する方が利用しており，利用者数は増加し，これに併せて事業所数も増えています。しか

し，訓練終了後，一般就労に結びつく例は少なく，就労継続支援Ｂ型へ移る方がほとんどで

す。 

○就労継続支援Ａ型（雇用型）は事業所の増加に伴い，利用者も大きく増加しています。 

○就労継続支援Ｂ型（非雇用型）は事業所数が大きく増加していますが，それに比べると実利

用者数の伸びは緩やかです。これまでの利用者に加え，就労移行支援事業の利用期間終了者

及び一般就労から移行した方が利用しています。 

○今後，障害者の経済的自立へ向けて，より一層障害者の就労移行促進を図るため，新しいサー

ビスである就労定着支援を活用するなど，就労移行支援事業利用者を中心に一般就労移行へ

向けた効果的な支援が必要となります。また，一般就労が困難な障害者については，就労継

続支援Ｂ型利用者等の工賃水準向上のための取組が必要です。 

 

 

    施策の方向性 
 

１  一般就労のニーズに対応するため，就労移行支援サービスの供給の充実に向け，各就労移

行支援事業所等への協力要請に努めます。また，水戸地区障害者就業・生活支援センターに

おける相談支援の充実を図るとともに，ハローワークをはじめとする関係機関との連携を強

化しながら，雇用に関する情報を提供するなど障害者雇用の促進に努めます。 
 

２  一般就労が困難な障害者の就労機会の充実に向け，新規参入を検討している法人等にも広

く情報提供を行い，就労継続支援Ａ型（雇用型）事業の促進を図ります。 
 

３  就労継続支援Ｂ型（非雇用型）については，工賃向上に向け，企業と障害福祉サービス事

業所等の受発注をコーディネートする水戸市障害者共同受発注センターの活用促進を図りま

す。また，授産製品の開発や販路拡大を図るなど，障害者の収入拡大に向けた取組を推進し

ます。 
 

４ サービス提供事業者に対しても，利用者のニーズに的確に対応したサービスが実施できる

よう指導・助言を行うとともに，必要な情報提供を行います。  
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    事業の概要 
 

事業名 内  容 

就労移行支援 

  一般就労を希望する対象者に，定められた期間，生活活動その他活動

の機会を通して，一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練等を提供します。 

就労継続支援Ａ型 

（雇用型） 

  一般就労が困難な方に対して，雇用契約に基づく就労の機会を提供し

ます。また，一般就労に必要な知識及び能力の向上を図る支援を行いま

す。 

就労継続支援Ｂ型 

（非雇用型） 

  一般就労が困難な方や一定年齢に達している方に対して，就労や生産

活動等の機会を提供し，知識・能力の向上・維持を図る支援を行います。

【新規】 

就労定着支援 

就労移行支援等を利用して一般就労へ移行し，環境変化により生活面

の課題が生じている方に対し，相談，企業や関係機関等との連絡調整，

指導・助言等の支援を行います。 

 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり） 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

就労移行支援 
人（実利用者数） 149 151 167 180 193 205

人日（延べ利用者数） 2,437 2,415 2,608 2,878 3,086 3,278

就労継続支援 

Ａ型（雇用型） 

人（実利用者数） 55 88 122 126 130 134

人日（延べ利用者数） 1,124 1,761 2,469 2,547 2,629 2,714

就労継続支援 

Ｂ型（非雇用型） 

人（実利用者数） 426 450 478 493 509 526

人日（延べ利用者数） 7,391 7,749 8,335 8,553 8,829 9,113

就労定着支援 
人（実利用者数） 27 30 32

人日（延べ利用者数） 540 600 640

注）各年度10月分の利用実績値による。 
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（４）居住系サービスの充実 

①共同生活援助・自立生活援助【訓練等給付】 

 

    現状と課題 

 

○共同生活援助（グループホーム）の利用は，年々増加しています。 

○2017年９月現在，市内にはグループホームが113か所あり，引き続き増加傾向にあります。 

○入所施設や病院を退所・退院しても，地域で安心して生活が送れるよう，グループホームの

設置促進，相談機能の充実など地域生活支援体制づくりが必要です。 

 

 

    施策の方向性 
 

１  共生社会の実現を目指す施策の推進等により，利用者増が見込まれるため，事業の新規参

入を検討している法人等にも広く情報提供を行い，グループホームの設置を促進します。 

 

２  退所して一人暮らしをする障害者が安心して生活できるよう，新しいサービスである自立

生活援助の供給体制の確保に努めます。 

 

３  障害者が，グループホームを利用しながら，または一人暮らしをしながら，地域で安心し

て生活ができるよう，相談機能の充実など，地域生活支援体制づくりを進めます。  

 

 

    事業の概要 
 

事業名 内  容 

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いま

す。また，入浴，排せつ，食事の介護等の必要性が認定されている方に

はサービス提供を行います。 

【新規】 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から退所して一人暮らしをする

方に，一定期間定期的に居宅を訪問し，日常生活状況や体調，地域住民

との関係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

整を行います。利用者からの相談等に，訪問，電話，メール等による対

応も行います。 
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■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり） 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

共同生活援助 人（実利用者数） 241 257 276 285 294 303

自立生活援助 人（実利用者数） 8 17 26

注）各年度10月分の利用実績値による。 
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②施設入所支援【介護給付】 

 

    現状と課題 

 

〇施設入所支援の利用は，横ばい状況にあります。 

○施設入所支援を提供する施設は，2017年９月現在，市内には５か所ありますが，利用施設は

県内全域に渡ります。 

○入所施設を退所し，地域で生活するケースもありますが，将来的な入所を見据えて入所施設

に待機する方も約91名おり，施設入所を希望する方が依然として多いのが現状です。県内に

新たな入所施設が整備されると，他の施設への待機者が入所する等により利用者が増加して

います。 

〇現在は施設に入所しているものの，地域での生活を望む障害者が安心して退所できる体制の

整備を図るとともに，地域で暮らしている障害者が地域生活を続けられるような支援の充実

が必要となっています。 

 

 

    施策の方向性 

 

１  現在，施設に入所しているものの，地域での生活を望む障害者に対しては，施設や関係機

関との連携を図りながら，居住支援の充実等を通じて地域での生活を促進します。 

 

２  障害の状態により，地域生活が困難な障害者については，施設入所支援により対応し，そ

の充実を進めます。 

 

 

    事業の概要 
 

事業名 内  容 

施設入所支援   夜間や休日において，入浴，排せつ，食事の介護等を提供します。 

 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり） 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

施設入所支援 人（実利用者数） 279 282 275 275 275 274

注）各年度10月分の利用実績値による。 
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（５）指定相談支援の充実 

 

    現状と課題 

 

〇計画相談支援は，障害福祉サービス利用者の増加に伴い，利用実績は増加しています。 

〇地域移行支援及び地域定着支援の利用は，大きくは増加していません。 

〇2017年９月現在，市内には22か所の指定相談支援事業所があり，今後も相談支援事業所の増

加が見込まれます。 

○サービス利用計画の作成については周知が図られ，計画相談支援事業の利用が進んでいます。

地域移行支援や地域定着支援については，退院する精神障害者の利用が中心となっています。 

〇今後も障害者の生活上の課題やニーズを的確に把握し，適切な支援が求められるとともに，

引き続き障害福祉サービスの利用者の増加が見込まれることから，それらに対応した相談支

援体制の整備を図る必要があります。 

 

 

    施策の方向性 

 

１ 相談支援実務経験者等に対する相談支援従事者研修への積極的な参加を呼びかけるととも

に，障害福祉サービスを提供する事業所等に広く情報提供を行い，相談支援事業者の質の確

保と，提供体制の拡大を図ります。 

 

２ 障害者の自立と社会参加の促進に向け，水戸市障害者生活支援センターの運営の充実を図

るとともに，新たなセンターの整備の検討を進め，相談・支援体制の充実に努めます。 

 

３ 水戸市地域自立支援協議会の活動の充実に努め，地域における障害者への支援体制に関す

る課題を共有し，関係機関の連携の強化を図ることで，地域で生活する障害者の支援体制の

整備に役立てます。 

 

４ 障害者が地域で安心して生活できる場の確保をはじめ，サービスの利用相談，情報の提供，

利用あっせん・調整などの支援体制の充実を図ります。 
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    事業の概要 
 

事業名 内  容 

計画相談支援 

  障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害者に対

し，サービス利用の調整やモニタリングを行うとともにサービス等利用

計画を作成します。 

地域移行支援 

  障害者支援施設に入所している障害者や精神科に入院している精神

障害者に対し，住居の確保やその他の地域生活のための活動に関する相

談・障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。 

地域定着支援 

  単身者あるいは家庭の状況により同居している家族に支援を受けら

れない障害者に対し，常時の連絡体制を確保し，障害の特性に起因して

生じた緊急の事態等に相談，緊急訪問，緊急対応等を行います。 

 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり） 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

計画相談支援 人（実利用者数） 1,721 1,847 1,891 1,933 1,975 2,019

地域移行支援 人（実利用者数） 1 2 2 2 2 2

地域定着支援 人（実利用者数） 17 19 18 18 19 19

注）各年度10月分の利用実績値による。 
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 基本方針２  発達段階に応じた障害児通所支援等の充実 

 

（１）障害児通所支援等の充実 

①障害児通所支援 

 

    現状と課題 

 

〇放課後等デイサービスの利用は，年々大きく増加しています。 

〇保育所等訪問支援の利用状況は増減があり，安定した利用状況とはなっていません。 

〇2017年９月現在，市内には児童発達支援を提供する事業所が20か所，放課後等デイサービス

の事業所が41か所，保育所等訪問支援の事業所が５か所あります。医療型児童発達支援を提

供する事業所は，現在，市内及び近隣地域においても提供する事業所はありません。 

○放課後等デイサービスの需要は高く，利用が伸びていることから，利用増に対応していく必

要があります。また，事業所も増加しており，事業内容や質の確保策等が必要となっていま

す。 

○学習障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ），自閉症等についての理解が進み，障害

と診断されるケースも増えています。精神障害者保健福祉手帳を取得するケースも増えてい

ることから，今後も障害児へのサービス需要は増加していくものと考えられます。 

 

 

    施策の方向性 

 

１  今後も障害児のサービス需要は増加していくものと想定されることから，必要なサービス

が提供できるよう，事業所における提供拡大や新規参入等を促進します。 

 

２ 「水戸市子ども発達支援センター  すくすく・みと」の体制の充実に努めるとともに，福

祉サービスに関する情報提供や相談支援体制の整備に努めます。 
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    事業の概要 
 

事業名 内  容 

児童発達支援 

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害

児に対し，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

練などの支援を行います。 

医療型児童発達支援 
肢体不自由があり，理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援

が必要である障害児に対し，児童発達支援及び治療を行います。 

【新規】 

居宅訪問型児童発達

支援 

通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重度の障害児

等に対し，居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導，知識

技能の付与等の支援を行います。 

放課後等デイサービ

ス 

学校通学中の障害児に対して，放課後や夏休み等の長期休業中におい

て，生活能力の向上のために必要な訓練，社会との交流の促進などの支

援を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所や幼稚園を利用中の障害児，今後利用する予定の障害児に対し

て，訪問により，集団生活適応のための専門的な支援等を行います。 

 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり利用者数） 
単位：人 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

障害児通所支援利用者数 360 467 519 526 573 624

 児童発達支援 81 113 110 110 120 131

 医療型児童発達支援 - - - - - -

 居宅訪問型児童発達支援 30 30 30

 放課後等デイサービス 277 354 408 415 452 492

 保育所等訪問支援 2 0 1 1 1 1

注）各年度10月分の利用実績値による。 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり延べ利用者数） 
単位：人日 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

障害児通所支援延べ利用者数 4,843 6,276 7,006 7,159 7,796 8,489

 児童発達支援 1,279 1,541 1,500 1,584 1,725 1,878

 医療型児童発達支援 - - - - - -

 居宅訪問型児童発達支援 60 60 60

 放課後等デイサービス 3,561 4,735 5,504 5,573 6,069 6,608

 保育所等訪問支援 3 0 2 2 2 3

注）各年度10月分の利用実績値による。  
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②障害児相談支援 

 

    現状と課題 

 

〇2017年９月現在，市内には15か所の指定障害児相談支援事業所があり，今後も増加が見込ま

れます。 

〇障害児支援利用計画の作成について周知が図られ，障害児相談支援事業の利用が進んでいま

す。障害児通所支援の利用増加に伴い，障害児相談支援の利用も増加が見込まれることから

今後の増加に対応し，相談体制の確保に努める必要があります。 

○医療を要する状態にある障害児や重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している重症心

身障害児など，医療的ケアが必要な障害児の支援体制の充実に努める必要があります。 

 

 

    施策の方向性 

 

１ 相談支援実務経験者等に対する相談支援従事者研修への積極的な参加を呼びかけるととも

に，障害福祉サービスを提供する事業所等に広く情報提供を行い，相談支援事業者の質の確

保と，提供体制の拡大を図ります。 

 

２  医療的ケア児に対する総合的な支援体制を進めるため，保健，医療，障害福祉，保育，教

育等の関連機関等との連携や支援を調整するコーディネーターの養成を進め，配置に努めま

す。 
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    事業の概要 
 

事業名 内  容 

障害児相談支援 

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に，障害児支援利用計画案を

作成し，支給決定後に，サービス事業者等との連絡調整等を行うととも

に，障害児支援利用計画の作成を行います。また，支給決定されたサー

ビス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い，サービス事業者等と

の連絡調整などを行います。 

【新規】 

医療的ケア児コー

ディネーター 

専門的な知識と経験に基づいて，人工呼吸器など日常生活を営むため

に医療を要する状態にある障害児や重度の知的障害と重度の肢体不自

由が重複している重症心身障害児など，医療的ケアが必要な障害児の支

援に関わる関係機関との連携（多職種連携）や支援を調整するコーディ

ネーターを配置します。 

 

 

■ サービスの実績値と計画値（１か月あたり） 

サービスの種類 
第４期計画（実績値） 第５期計画（計画値） 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

障害児相談支援 人（実利用者数） 352 460 485 515 560 610

医療的ケア児の

支援を調整する

コ ー デ ィ ネ ー

ター 

人（配置人数） 2020年度までに 1人配置 

注）各年度10月分の利用実績値による。 
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 基本方針３  地域生活を支えるきめ細かい支援の充実 

 

（１）地域生活支援事業の充実 

 

    現状と課題 

 

○地域生活支援事業は，障害者が地域においてできるだけ自立した日常生活や社会生活を送る

ことができるようにするため，都道府県及び市町村が地域の特性や利用者の状況に応じ，柔

軟な形態により実施する事業です。市町村地域生活支援事業には，必ず実施しなければなら

ない必須事業と，市町村の実情に応じて実施する任意事業があります。 

○障害者の自立した日常生活や社会生活を支える上で重要なサービスが位置付けられているこ

とから，地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を計画的に実施する必要があります。 

○障害者が地域で生活するためには，サービスの提供体制だけでなく，障害者に対する地域の

理解促進を一層進めることが重要です。 

○障害者の相談にきめ細かく応じるとともに，成年後見制度等，障害者の権利と生活を守るし

くみを利用しやすいような環境づくりが求められています。 

 

①必須事業 

 

    事業の概要と施策の方向性 
 

事業名 内  容 施策の方向性 

理 解 促進 研

修・啓発事業 

  家族会の協力を得て「こころの健康講座」

や「精神障害者家族教室」を開催し，精神障

害者に対する理解と社会参加への支援を求

めます。 

  障害者団体が実施する「ふれあいのひろ

ば」の開催に対する補助を行い，障害のある

方もない方も共に集い，交流の場を通じて相

互に理解を深め合う機会の充実を図ります。

  引き続き実施し，障害のある方

が日常生活及び社会生活をする

うえで生じる「社会的障壁」をな

くすよう努めます。 

自発的活動支

援事業 

  障害者団体が実施する「機能回復訓練」等

の活動に対し補助を行い，自発的な社会活動

を支援します。 

  引き続き実施し，自発的活動を

支援します。 
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事業名 内  容 施策の方向性 

相談支援事業 

  障害のある方，その保護者，介護者などか

らの相談に応じ，必要な情報の提供や権利擁

護のための援助を行い，自立生活ができるよ

う支援します。 

①障害者相談支援事業 

  市内４か所の事業所に委託して実施し

ているほか，地域自立支援協議会を設置

し，相談支援をはじめとする地域の障害福

祉に関するシステムづくりについての協

議の場としています。 

②市町村相談支援機能強化事業 

 水戸市障害者生活支援センターに社会

福祉士等の専門職を配置し，困難事例等の

対応にあたり，地域の相談機関の連携強化

の取組を行います。 

③住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

 水戸市障害者生活支援センターにおい

て障害者の住宅の確保に関する相談に応

じます。 

  引き続き実施し，相談体制の充

実に努めるとともに，基幹相談支

援センターの設置に向けて検討

を進めます。 

  また，新たな障害者生活支援セ

ンターの整備の検討を進め，相

談・支援体制の充実を図ります。

 

成年後見制度 

利用支援事業 

  障害福祉サービスを利用し又は利用しよ

うとする知的障害者又は精神障害者で，後見

人等の報酬等，必要となる経費の一部につい

て，助成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方に対し，成年後

見制度の申立てに要する経費(登記手数料，

鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は

一部を助成します。 

 引き続き実施し，障害者の権利

擁護の充実を図ります。 

成年後見制度 

法人後見支援

事業 

  成年後見制度における法人後見活動を支

援するために，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。 

  2017年度から定住自立圏の枠

組みで実施している事業であり，

今後も引き続き実施します。 

意思疎通支援

事業 

  聴覚障害等により，意思疎通を図ることに

支障がある方のために，手話通訳者の派遣等

を行い意思疎通の支援を行います。 

①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

 聴覚障害者等からの依頼により，手話通

訳者又は要約筆記者を派遣します。 

②手話通訳者設置事業 

 市役所に来庁する聴覚障害者等のため

に窓口に手話通訳者を設置します。 

  引き続き実施し，聴覚障害者等

の意思疎通の円滑化を図ります。
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事業名 内  容 施策の方向性 

日常生活用具

給付等事業 

  障害者の日常生活の利便性を確保するた

め，障害の種類や程度にあわせた日常生活用

具の給付を行います。 

  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 

  ⑤排泄管理支援用具 

  ⑥居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 

  利用が増加していることから，

今後とも充実に努めます。 

手話奉仕員養

成研修事業 

  日常会話を行うのに必要な手話の表現技

術の習得を目指して，手話の入門課程，基礎

課程の講座を開催します。 

 引き続き実施し，事業の充実に

努めます。 

移動支援事業 

  屋外での移動が困難な障害のある方に対

して，外出のための支援を行います。 

  個別支援型は社会生活上必要不可欠な外

出や余暇活動等の社会参加のための外出の

際に移動支援員を派遣する事業として実施

します。 

  グループ支援型は，障害者団体やボラン

ティアグループなどとの協働により実施し

ており，同一目的地や同一イベント等に複数

人の障害者が同時参加する際に奉仕員を派

遣する事業として実施します。 

  個別支援型，グループ支援型と

も，利用が増加していることか

ら，引き続き実施し，事業の充実

に努めます。 

地域活動支援

センター機能

強化事業 

  障害のある方に対し，創作的活動または生

産活動の機会の提供，社会参加の促進等を行

います。 

 在宅障害者の創作活動または

生産活動の機会の提供，地域社会

との交流促進を図る場として，引

き続き地域活動支援センターの

活動の充実を図ります。 
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■ 必須事業の実績値と計画値 

年度

 

 

種類 

第４期計画 第５期計画 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

実績 実績 見込み 見込み 見込み 見込み 

（１）理解促進研修・啓発事業 有 有 有 有 有 有

（２）自発的活動支援事業 有 有 有 有 有 有

（３）相談支援事業   

 ①障害者相談支援事業 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所 5か所

  基幹相談支援センター 無 無 無 無 無 有

 ②市町村相談支援機能強化事業 有 有 有 有 有 有

 
③住宅入居等支援事業 

  （居住サポート事業） 
有 有 有 有 有 有

（４）成年後見制度利用支援事業 3人 5人 8人 12人 12人 12人

（５）成年後見制度法人後見支援事業 無 無 有 有 有 有

（６）意思疎通支援事業   

 ①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 496人 369人 372人 430人 440人 450人

 ②手話通訳者設置事業 1人 1人 1人 1人 1人 1人
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年度

 

 

種類 

第４期計画 第５期計画 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

実績 実績 見込み 見込み 見込み 見込み 

（７）日常生活用具給付等事業   

 ①介護・訓練支援用具 16件 17件 7件 20件 20件 20件

 ②自立生活支援用具 29件 35件 46件 46件 46件 46件

 ③在宅療養等支援用具 27件 32件 25件 59件 59件 59件

 ④情報・意思疎通支援用具 58件 57件 70件 65件 65件 65件

 ⑤排泄管理支援用具 5,201件 5,304件 5,800件 5,800件 5,800件 5,800件

 
⑥居宅生活動作補助用具 

  （住宅改修費） 
5件 5件 3件 5件 5件 5件

（８）手話奉仕員養成研修事業 28人 22人 30人 30人 30人 30人

（９）移動支援事業   

 
①個別支援型 

110人 197人 200人 205人 210人 215人

 6,807.5時間 6,563.5時間 6,942時間 6,969時間 7,186時間 7,404時間

 ②グループ支援型 122件 136件 140件 140件 140件 140件

（10）地域活動支援センター   

 
地域活動支援センターⅠ型（市内分）

3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所

 190人 190人 190人 230人 230人 230人

 
地域活動支援センターⅡ型（市外分）

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

 3人 3人 3人 3人 3人 3人

 
地域活動支援センターⅢ型（市内分）

2か所 2か所 1か所 1か所 - -

 23人 24人 13人 13人 - -

注）各年度３月現在。2017年度の数値は予測値。 
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②任意事業 

 

    事業の概要と施策の方向性 

 

事業名 内  容 施策の方向性 

訪問入浴サービ

ス事業 

  家庭や通所支援等による入浴が困難な

重度の障害者に対して，訪問入浴サービス

の利用を促進します。 

  継続的な利用があることから，

引き続き実施し，事業の充実に努

めます。 

生活訓練等事業 

 障害者等に対して，日常生活上必要な訓

練・指導等を行います。 

障害者生活訓練事業 

  知的障害者等を対象とし，休日を利用

して，日常生活・社会生活上必要な礼儀

作法，生活技術，コミュニケーション技

術等の訓練指導や，娯楽，スポーツ・レ

クリエーション等の余暇活動を実施す

ることにより，自立と社会参加の促進を

図ります。 

 実施方法について検討を進め

ながら，今後も利用促進に努めま

す。 

  精神障害者生活訓練事業につ

いては，2016年度に制度が廃止さ

れました。 

 

日中一時支援事

業 

  障害者の家族の就労支援や休息等のた

め，通所施設等で障害者を日中に一時預か

ることによって，障害者の地域生活を支援

します。 

 利用は増加しており，提供体制

の充実に努めます。 

巡回支援専門員

整備事業 

軽度の発達の遅れを含む就学前の障害

児の家族や保育等の従事者から，育児や保

育等の相談に応じるとともに，巡回訪問や

移行支援等を行う巡回支援専門員を，2017

年度から水戸市子ども発達支援センター

に配置しています。 

 巡回支援専門員による巡回訪

問や移行支援を充実し，障害児等

への早期からの一貫した発達の

支援に努めます。 
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事業名 内  容 施策の方向性 

レクリエーショ

ン活動等支援事

業 

  障害者の体力向上，交流，余暇等に資す

るため，スポーツ・レクリエーション教室

等を開催します。 

①障害者スポーツ教室 

 障害児（者）水泳教室や，障害者ジョ

ギング教室を実施します。 

②障害者レクリエーション教室 

 障害の有無を問わずだれもが楽しめ

るレクリエーションを通して，障害者の

自立と社会参加の促進を図ります。 

③水戸市身体障害者スポーツ・レクリエー

ション大会 

 身体障害者の機能回復，体力の維持向

上を図り，交流を通して社会参加を促進

することを目的として開催します。 

 引き続き実施し，スポーツ・レ

クリエーションの場の提供に努

めます。 

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，点訳及び音声訳により，地域で生活

するうえで必要な情報を提供します。 

  点字版「広報みと」，「声の広

報」，「声の議会報」を発行して

おり，引き続き実施してまいりま

す。 

奉仕員養成研修

事業 

①要約筆記奉仕員養成講座 

  要約筆記技術を習得した要約筆記奉

仕員の養成を行います。 

②点訳奉仕員養成講座 

  点訳技術を習得した点訳奉仕員の養

成を行います。 

③障害者グループ外出支援奉仕員養成講

座 

  障害者のグループでの移動を支援す

るグループ外出支援奉仕員を養成しま

す。 

  引き続き講座を開催し，障害者

の社会参加支援を行う奉仕員の

養成を行います。 

障害者虐待防止

対策支援事業 

 障害者虐待防止センターにおいて，虐待

の未然防止や早期発見，迅速な対応，その

後の適切な支援を行います。 

 引き続き実施し，適切な支援に

努めます。 
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■ 任意事業の実績値と計画値 

年度

 

 

種類 

第４期計画 第５期計画 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

実績 実績 見込み 見込み 見込み 見込み 

訪問入浴サービス事業（実利用者数） 11人 11人 11人 12人 12人 12人

生活訓練事業 
  

 障害者生活訓練事業（延利用者数） 389人 425人 416人 500人 500人 500人

日中一時支援事業 
  

 実施事業所数 30か所 34か所 40か所 43か所 45か所 47か所

 実利用者数 364人 363人 380人 458人 479人 500人

 延利用者数 12,401人 14,549人 16,000人 17,758人 18,584人 19,410人

巡回支援専門員整備事業 2人 2人 2人 2人

レクリエーション活動等支援事業 
  

 障害児水泳教室（延利用者数） 735人 870人 870人 900人 900人 900人

 障害者ジョギング教室（延利用者数） 309人 344人 360人 360人 360人 360人

 レクリエーション教室（延利用者数） 157人 186人 180人 180人 180人 180人

 
水戸市身体障害者スポーツ・レクリ

エーション大会 
1回 1回 1回 1回 1回 1回

点字・声の広報等発行事業 
  

 点字版「広報みと」 24回 24回 24回 24回 24回 24回

 声の広報 24回 24回 24回 24回 24回 24回

 声の議会報 4回 4回 4回 4回 4回 4回
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年度

 

 

種類 

第４期計画 第５期計画 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

実績 実績 見込み 見込み 見込み 見込み 

奉仕員養成事業   

 要約筆記奉仕員（受講者数） 3人 5人 5人 15人 15人 15人

 点訳奉仕員（受講者数） 6.1人 9.5人 9.5人 15人 15人 15人

 グループ外出支援奉仕員（受講者数） 10人 7人 8人 10人 10人 10人

虐待防止対策支援事業 有 有 有 有 有 有
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第５章  成果目標と実現に向けた取組 
 

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき，障害者や障害児の地域生活の選択の支援や就労

支援といった新たな課題に対応するため，サービス提供体制の確保が計画的に図れるよう，国

が「基本指針」を策定しています。「基本指針」では，計画の実施により達成すべき目標（成

果目標）が示されています。2020年度を目標年度として，これまでの取組をさらに推進するも

のとなるよう求めており，本計画においては，これまでの実績を踏まえて，地域生活を選択す

る支援や就労支援をより一層推進する数値目標を設定します。 

 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への支援 

 

■ ［参考］国の基本指針（2020年度までの目標） ■ 

○2016年度末時点の施設入所者数の９％以上を地域生活へ移行する。 

 

  2016年度末時点の施設入所者のうち，今後，施設を退所して地域生活を希望する者の中で，

自立訓練事業等を利用して，グループホームや一般住宅等で生活する数を見込み，その上で

2020年度末における施設入所者数を見込みます。 

 

 

    成 果 目 標 
 

項  目 数値等 備  考 

施設入所者数（Ａ） 280人 2016年度末時点の入所者数 

【目標】 

地域生活移行数（Ｂ） 
26人 

（Ａ）のうち2020年度末までに地域生活へ移行する

者の目標数 

地域生活移行率 9.3％ 
（Ｂ／Ａ） 

国の目標は2016年度末時点の入所者数の９％以上 

新たな施設入所支援利用者（Ｃ） 20人 
2020年度末までに新たに施設入所支援が必要な利

用人員見込み 

2020年度末の入所者数の見込み（Ｄ） 274人 （Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

＊「2016年度末時点の施設入所者数（Ａ）」は，施設入所支援利用者数 
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    今後の方向性 

 

○施設を退所して地域で生活するには住まいの確保が必要なことから，グループホームなどの

生活基盤整備については必要な量の確保に努めます。 

○住まいの確保に加えて，在宅での生活を継続するためには，訪問系サービスや日中活動の場

の確保，身近な相談窓口や情報提供など，様々なサポートが必要となります。利用者に対す

る相談支援によるケアマネジメントを進め，地域での生活を支える各種サービスの提供に努

めます。 

○グループホーム等の設置・運営においては，障害の特性や障害者に対する近隣住民の理解が

重要となるため，様々な機会を捉えてノーマライゼーションの理念の啓発に努めます。 

 

 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

■ ［参考］国の基本指針（2020年度までの目標） ■ 

○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築をめざすため，2020年度末までに協議会や専

門部会など保健，医療，福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。複数市町村によ

る共同設置であっても差し支えない。 

 

  2020年度末までに協議会や専門部会など，保健，医療，福祉関係者による協議の場を設置し

ます。 

 

 

    成 果 目 標 
 

項  目 数値等 備  考 

【目標】 

保健，医療，福祉関係者による協議の

場の設置 

設置 2020年度まで 

 

 

    今後の方向性 

 

○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう，精神障

害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に努めます。 

〇保健，医療，福祉関係者による協議の場の設置に努めます。また，医療関係者として，病院，

診療所，訪問看護ステーション等精神科医療に携わる関係者の参加促進に努めます。 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

 

■ ［参考］国の基本指針（2020年度までの目標） ■ 

○2020年度末までに少なくとも１か所を整備する。 

 

  地域生活支援拠点等の整備に関する目標を設定します。 

 

 

    成 果 目 標 
 

項  目 数値等 備  考 

【目標】 

地域生活支援拠点等の整備数 

少なく

とも 

１か所 

2020年度まで 

 

 

    今後の方向性 

 

○障害者の高齢化・障害の重度化，「親亡き後」に備え，障害者の地域生活支援を進めるため，

地域生活支援拠点等の整備を進めます。 

○相談や緊急時の受け入れ，体験の機会や場の提供，専門的人材の確保や養成，地域の支援体

制づくりなど，地域生活支援拠点等の役割や機能についての研究を進め，本市の状況に対応

した整備を進めます。 
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（４）福祉施設から一般就労への促進等 

 

■ ［参考］国の基本指針（2020年度までの目標） ■ 

○一般就労への移行者数を2016年度の1.5倍以上とする。 

○就労移行支援事業の利用者数を，2016年度末の利用者数から２割以上増加する。 

 

 福祉施設の利用者のうち，就労移行支援事業等を通じて，2020年度中に一般就労する者の目

標値を設定します。 

 

 

    成 果 目 標 
 

項  目 数値等 備  考 

年間一般就労移行者数（実績） 22人 
2016年度において福祉施設を退所し，一般就労をし

た人の数 

【目標】 

年間一般就労移行者数 
45人 

2020年度において福祉施設を退所し，一般就労をし

た人の数 

一般就労移行者の増加割合 205％ 
国の目標は2016年度の一般就労移行者数の1.5倍以

上 

 

項  目 数値等 備  考 

就労移行支援事業利用者数（実績） 171人 2016年度末の利用者数 

【目標】 

就労移行支援事業利用者数 
205人 2020年度末時点の利用者の目標数 

就労移行支援事業利用者の増加割合 20％ 
国の目標は2016年度の就労移行支援事業利用者数

の２割以上の増加 

 

 

    今後の方向性 

 

○就労支援事業者を確保できるよう，関係機関と連携を図りながら情報収集・提供を行い，広

く事業者の新規参入の促進に努めます。 

○公共団体等においては，短時間雇用や臨時職員としての採用など，就労意向を持つ障害者の

能力や適性に応じた多様な就労形態について検討するとともに，新規の仕事内容の開拓を行

い，就労先の拡大に努めます。 

○水戸地区障害者就業・生活支援センターにおける相談・支援体制の強化を図るとともに，ジョ

ブコーチ等の活用により，職場定着・就労継続支援に努めます。 

○本人や企業側の努力だけでなく，職場の仲間など周囲の方々の見守りや支え合いが重要であ

ることから，障害の特性や障害者についての啓発や理解促進に努めます。 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

 

■ ［参考］国の基本指針（2020年度までの目標） ■ 

○2020年度までに，児童発達支援センターを１か所以上設置する。圏域での設置であっても差し支

えない。 

○2020年度までに，保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

○2020年度末までに，主に重症心身障害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１か所以上設置する。圏域での設置であっても差し支えない。 

○医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう，2018年度末までに，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ける。 

 

  障害児支援の提供体制の整備を図るため，児童発達支援センターの設置のほか，保育所等訪

問支援の体制の構築，重症心身障害児を支援する事業所の設置，医療的ケア児の適切な支援の

ための関係機関の協議の場の設置について，目標を設定します。 

 

 

    成 果 目 標 
 

項  目 数値等 備  考 

【目標】 

児童発達支援センターの設置数 
1か所 

2017年度現在 １か所設置済み 

国の目標は１か所以上 

【目標】 

保育所等訪問支援の体制の構築 
有 国の目標は2020年度までに構築 

【目標】 

重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所数 

3か所 
2017年度現在 ２か所設置済み 

国の目標値は１か所以上 

【目標】 

重症心身障害児を支援する放課後等デ

イサービス事業所数 

3か所 
2017年度現在 ２か所設置済み 

国の目標値は１か所以上 

【目標】 

医療的ケア児が適切な支援を受けられ

るための関係機関の協議の場の設置 

設置 国の目標は2018年度までに設置 

 

 

    今後の方向性 
 

○児童発達支援センターについて，引き続き充実に努めます。 

○障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため，児童発達支援セン

ターにおける保育所等訪問支援の提供体制の充実に努めます。 

○重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるよう，重症心身障害児を支援する児童発達

支援事業所の整備充実に努めます。 

○医療的ケア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

機関等が連携を図るための協議の場の設置に努めます。  
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（６）工賃向上の取組 

  障害者が地域で自立した生活を送るためには，生きがいを持って働き，社会的，経済的自立

を図っていく必要があり，市でも様々な取組を行ってきました。しかし，依然として障害者の

工賃（賃金）は低い状況にあることから，障害者年金等と合算して障害福祉サービスを利用し

ながら，グループホームで生活できる水準を目指して，工賃向上への取組が重要となっていま

す。そこで市では，国が示す成果目標に加えて，福祉的就労における工賃向上の取組に関する

目標を掲げます。 

 

 

    成 果 目 標 
 

項  目 数値等 備  考 

市内の就労継続支援Ｂ型事業所の平均

工賃月額（実績） 
15,241円 

2016年度 

参考：茨城県平均 12,501円 

      水戸市共同受発注センター平均 16,569円 

【目標】 

市内の就労継続支援Ｂ型事業所の平均

工賃月額 

18,000円 2020年度  

 

 

    今後の方向性 

 

○工賃引き上げのため，収入拡大に向けた取組を進めます。 

〇企業と障害福祉サービス事業所等の受発注をコーディネートする共同受発注センターの充実

を図ります。 

〇授産製品の開発や販路拡大を図るなど，障害者の収入拡大に向けた取組を推進します。 

〇「障害者優先調達推進法」に基づき，障害者就労支援施設等からの物品の調達等を推進しま

す。 
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第６章  各サービス等の円滑な実施を確保するために必要な事項 
 

（１）障害者等に対する虐待の防止 

  「障害者虐待防止法」を踏まえ，障害福祉サービス等を提供する事業者は，利用者の人権擁

護，虐待の防止等のため，必要な体制を整備することとされています。市では，市障害者虐待

防止センターを中心として，関係機関等から成るネットワークの活用により虐待の未然防止や

早期発見，対応等に努めます。 

  また，虐待事案の迅速な対応に努めるとともに，地域生活支援拠点等を活用した一時保護に

必要な居室の確保など，虐待を受けた障害者等の保護や自立支援を図る体制づくりを進めます。 

  さらに，必要な障害者が成年後見制度を利用しやすいよう，制度の周知を含めた利用の促進

活動を図るとともに，後見業務を適正に行うことができる人材の育成・活用をするなど，権利

擁護に努めます。 

 

（２）障害者等の芸術文化・スポーツ活動支援による社会参加等の促進 

  障害者等の芸術文化・スポーツ活動の振興を図ることにより，障害者等の社会参加や理解を

促進します。活動に対する相談支援やサポート人材の育成，参加や発表の機会の充実等，芸術

文化・スポーツ活動の幅広い支援に努めます。 

 

（３）障害を理由とする差別の解消の推進 

  共生社会を実現するためには，日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し，社会

への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要です。「障害者差別解消法」では，

障害者等に対する不当な差別的取扱いや，配慮の負担が重過ぎない合理的配慮が提供されない

ことを，差別にあたると規定しています。差別解消のための啓発活動が必要であるとともに，

福祉分野の事業者においては国の対応指針を踏まえた配慮が求められていることから，場面や

状況に応じた柔軟な対応についての理解を促進します。また，障害者生活支援センターなど，

障害に関する差別についての相談窓口の充実に努めます。 

 

（４）サービス利用者の安全確保 

  サービス提供事業所においては，地域に開かれた施設という方向性を保ち，日ごろから地域

住民や関係機関との緊密な関係性を通じて，利用者の安全確保に努めることが求められており，

これを支援することが重要です。また，サービス提供事業所は，福祉避難所として地域の安全

提供の拠点となることも踏まえ，防災対策を考慮していくことが必要です。 

  さらに，サービス利用者が安心して生活できるよう，サービス提供事業所職員への権利擁護

の視点を含めた研修の充実とともに，職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくこ

とが重要となっています。 
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第７章  推進体制と進行管理 
 

 

 １  推進体制 

  本計画を推進するにあたっては，市関係各課や市社会福祉協議会はもとより，民間事業者，

市民活動団体，関係機関等の関係者が相互に連携を図りながら，効果的に施策や事業を推進す

ることとします。特に本市では，2020年４月に都市としての事務権限が強化される中核市への

移行を目指しています。中核市では，障害福祉サービス事業者の許認可・指導・監督といった

事務が市に移譲されるなど，障害福祉に関する市の業務も広がることから，事業者との連携を

一層強化し，障害福祉の充実に努めていきます。 

  また，「水戸市障害者施策推進協議会」においては，障害者等の相談支援，就労支援，社会

参加，子どもの発達支援など重要なテーマごとに最新の社会情勢や地域の動向を踏まえ，適切

な施策や事業のあり方について検討していくこととします。 

 

 

（１）水戸市社会福祉協議会との連携 

 市社会福祉協議会は，地域福祉の担い手として住民参加の福祉活動において重要な役割を果

たしてきました。直接的な福祉サービスについては，ＮＰＯや一般企業などからの新規参入が

進んできたため，福祉サービス提供主体としての役割ばかりでなく，地域の資源や人材を活用

したネットワークづくりにも大きな役割が期待されています。 

  また，水戸市社会福祉事業団との合併により，民間事業者では取り組みにくい障害福祉サー

ビスを実施することとなりました。障害福祉に関する専門的なスキルを持った人材が豊富であ

ることから，今後の障害者のケアマネジメントや医療・保健・福祉を始めとした様々な社会資

源の連携を推進する上で重要な役割を担うものと期待されます。 

 今後とも，市社会福祉協議会との連携を強化し，障害者の相談支援機能や権利擁護事業，ボ

ランティアの育成をはじめとして地域資源を活用するためにネットワーク体制の充実を図り

ます。 

 

 

（２）民間事業者との連携 

 今後も障害者の増加が見込まれるとともに，施設や病院を退所・退院して在宅で過ごす障害

者が増えていくことが見込まれます。福祉サービスの向上，生活介護や就労支援等の日中活動

の場の確保，グループホーム等の設置，相談支援の充実等について，民間事業者との連携強化

に努めます。また，本市の障害福祉サービス等が一層充実したものになるよう，事業者間の連

携を促進します。 
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（３）市民活動団体との連携 

 ボランティアはこれまでも福祉活動の重要な担い手となってきました。また，障害福祉サー

ビス事業所の運営主体について規制緩和が進み，ＮＰＯによる参入も相次いでいます。 

  障害者が地域で暮らしていくためには，様々な支援が必要となります。新しい公共の担い手

となるボランティア・ＮＰＯ等の市民活動団体と行政が連携し，それぞれの専門性を生かしな

がら協働により，障害者の地域生活支援の充実を図ります。 

 

 

（４）関係機関等との連携 

 地域での生活を希望する障害者が安心して生活していくためには，様々な社会資源を有効に

活用することが重要です。そのために，県，医療機関，企業団体，教育機関など関係機関が情

報を交換し，意思疎通を図る必要があります。 

  本市では水戸市地域自立支援協議会を設立し，相談支援事業者間における共通理解の促進に

努めています。今後とも様々な困難を抱えた障害者を支援するために，課題に応じて専門家の

参加・協力や相談員同士の協議や研究の機会を提供しながら連携を図ってまいります。 
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 ２  進行管理 

  本計画の推進に当たっては，Plan（計画の策定・見直し），Do（施策の実施・運用），Check

（施策の評価），Action（検討・改善）によるＰＤＣＡサイクルの手法に基づき進行管理を行い

ます。 

  計画の点検・評価に当たっては，保健，医療，福祉，雇用の関係機関や専門家，学識経験者

で構成する「水戸市障害者施策推進協議会」の積極的な活用を図り，本計画の進捗状況の確認

を行うものとします。 

 

 

■ 計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクルのイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ（計画） 

○「基本指針」に即して目標を設

定し，その目標を達成するため

の障害福祉サービスの見込量

の設定やその他確保方策等を

定める。 ＤＯ（実行） 

○計画の内容を踏まえ，

事業を実施する。 ＣＨＥＣＫ（評価） 

○実績を把握して，評価，分析を

行い，計画とのかい離等を確認

する。 

○必要に応じて，協議会等からの

意見聴取等を行う。 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

○目標達成度や実績等

を踏まえ，必要に応じ

て施策，予算または計

画を見直す。 

【国の基本指針】 

障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき目標，サービス提供

体制に関する見込量の見込み方の提示 

  

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 属 資 料 
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 １  策定の経過 

 

年月日 内 容 

2017年４月21日 水戸市障害福祉計画庁内検討委員会設置 

2017年５月16日 

第１回水戸市障害福祉計画庁内検討委員会開催 

・水戸市第５期障害福祉計画及び水戸市第１期障害児福祉計画策定

基本方針（案）について検討 

2017年５月23日 

政策会議開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画策定基

本方針（案）について審議 

2017年７月27日 

平成29年度第１回水戸市障害者施策推進協議会開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画策定基

本方針について協議 

2017年９月27日 
第２回水戸市障害福祉計画庁内検討委員会開催 

・水戸市第４期障害福祉計画の実績について検討 

2017年10月20日 障害者団体ヒアリングの実施 

2017年10月30日 

第３回水戸市障害福祉計画庁内検討委員会開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

について検討 

2017年11月２日 

平成29年度第２回水戸市障害者施策推進協議会開催 

・水戸市第４期障害福祉計画の実績について 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

について協議 

2017年11月24日 

第４回水戸市障害福祉計画庁内検討委員会開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

について検討 

2017年11月29日 

平成29年度第３回水戸市障害者施策推進協議会開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

について協議 

2017年12月12日 

第５回水戸市障害福祉計画庁内検討委員会開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

について検討 

2017年12月26日 

政策会議開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

について審議 
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年月日 内 容 

2018年１月17日 

平成29年度第４回水戸市障害者施策推進協議会開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

について検討 

2018年 

  １月23日～２月21日 

水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（素案）

の公表（計１人の方から意見を受理） 

2018年３月27日 

庁議開催 

・水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画（案）

について審議 

2018年３月27日 水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画策定 
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 ２  水戸市障害者施策推進協議会条例 

平成４年９月22日 

水戸市条例第44号 

改正 平成６年６月28日条例第23号 

（題名改称） 

平成９年３月24日条例第11号 

平成13年３月27日条例第18号 

平成16年９月27日条例第39号 

平成22年３月24日条例第14号 

平成23年８月５日条例第28号 

平成24年３月28日条例第６号 

 

水戸市心身障害者対策協議会条例（昭和50年水戸市条例第32号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号。以下「法」という。）第36条第４項の規定に基づき，

水戸市障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（平６条例23・平13条例18・平16条例39・平23条例28・平24条例６・一部改正） 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 障害者計画に関し，法第11条第６項（同条第９項において準用する場合を含む。）に規定す

る事項を処理すること。 

(2) 障害者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し，及び障害者施策の

実施状況を監視すること。 

(3) 障害者施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議す

ること。 

(4) その他必要と認める事項に関すること。 

（平９条例11・全改，平16条例39・平24条例６・一部改正） 

（組織） 

第３条 協議会は，関係機関，団体の役職員及び学識経験者のうちから，市長が委嘱又は任命する

20人以内の委員をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱又は任命された委員の任期は，前任

者の残任期間とする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 協議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，協議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 協議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 協議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

（専門部会） 

第７条 協議会に，第２条に規定する所掌事項について調査及び研究（以下「調査等」という。）を

するため，専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会の委員は，第３条に規定する委員のうちから，会長が指名する。 

３ 部会に，部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長及び副部会長は，部会の委員の互選により選出し，部会の運営については，前条の規定

を準用する。 

５ 部会において調査等を行った場合は，当該調査等の結果を協議会に報告するものとする。 

（平22条例14・追加） 

（関係者の出席） 

第８条 協議会及び部会は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，説明又は意見を聴

くことができる。 

（平22条例14・追加） 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は，保健福祉部において行う。 

（平22条例14・旧第７条繰下） 

（補則） 

第10条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

（平22条例14・旧第８条繰下） 

付 則 

この条例は，平成４年10月１日から施行する。 

付 則（平成６年６月28日条例第23号） 

この条例は，公布の日から施行し，平成６年６月１日から適用する。 
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付 則（平成９年３月24日条例第11号） 

この条例は，平成９年４月１日から施行する。 

付 則（平成13年３月27日条例第18号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

付 則（平成16年９月27日条例第39号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は規則で定める日から施行する。 

（平成17年規則48号で平成17年４月18日から施行） 

付 則（平成22年３月24日条例第14号） 

この条例は，平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年８月５日条例第28号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

付 則（平成24年３月28日条例第６号） 

この条例は，公布の日又は障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）附則第１

条第１号に定める日のいずれか遅い日から施行する。 
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 ３  水戸市障害者施策推進協議会委員名簿 

委員長：原 毅 

   副委員長：小林  恒子       （敬称略 順不同） 

区分 所属機関及び団体 役 職 名 氏  名 備  考 

関 

係 

機 

関 

水戸公共職業安定所 就職促進指導官 鈴 木 良 浩  

茨城県福祉相談センター 
相談援助課長 後 藤 幸 夫 平成29年６月31日まで 

判定指導課長 澤 田 敦 志 平成29年７月１日から 

茨城県精神保健福祉セン
ター 

次長兼相談援助
課長 

酒 寄 求 幸  

茨城県水戸保健所 
地域保健調整監
兼保健指導課長

根  本 愛  子 平成29年６月31日まで 

松 本 敦 子 平成29年７月１日から 

茨城県立水戸高等特別支
援学校 

教頭 中 村 千 秋 
 

 

水戸市社会福祉協議会 常務理事 
菊  池     晃 平成29年６月31日まで 

秋 葉 欣 二 平成29年７月１日から 

団 

体 

の 

役 

職 

員 

水戸市障害者（児）福祉
団体連合会 

会長 大  野 光  一  

水戸市障害者（児）福祉
団体連合会 

理事 
大  貫 由美子 

平成29年６月８日まで 

監事 平成29年６月９日から 

自立支援センター・ライ
フサポート水戸 

代表理事 
杉  田 桂  子 

平成29年６月17日まで 

副代表理事 平成29年６月18日から 

水戸市ボランティア連絡
協議会 

副会長 小  林 恒  子  

水戸市民生委員児童委員
連合協議会 

副会長 矢田部 秀  夫  

水戸市住みよいまちづく
り推進協議会 

副会長 
飛 田 邦 夫 平成29年６月31日まで 

矢田部 秀 夫 平成29年７月１日から 

茨城県社会福祉事業団  
茨城県立あすなろの郷 

参事兼地域生活
移行推進室長 

谷 津 典 男  

水戸市社会福祉事業団  
水戸市身体障害者就労支
援施設「のぞみ」 

施設長 大  内     勲  

学 

識 

経 

験 

者 

水戸市医師会 会長 原         毅  

茨城県建築士会県央支部 支部長 市  毛 純  一  

茨城大学 名誉教授 松  村 多美惠  

茨城県社会福祉士会 会員 武  田 登美枝  

水戸市議会 

文教福祉委員会
委員 木 本 信太郎 

平成29年６月８日まで 

副議長 平成29年６月９日から 

水戸市議会 
文教福祉委員会
委員 

小 室 正 己 平成29年６月11日まで 

小 泉 康 二 平成29年６月12日から 

   任期 平成29年７月１日から平成31年６月30日  
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 ４  水戸市障害福祉計画庁内検討委員会設置要項 

 

（設置） 

第１条 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88条第１項に規定する市

町村障害福祉計画（以下「計画」という。）の策定を総合的かつ効果的に推進するため，水戸市障

害福祉計画庁内検討委員会（以下「庁内検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 庁内検討委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する 

 (1) 計画の策定に係る調査及び検討に関すること。 

 (2) その他必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 庁内検討委員会は，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，保健福祉部長をもって充てる。 

３ 副委員長には，障害福祉課長をもって充てる。 

４ 委員には，次に掲げる者をもって充てる。 

   政策企画課長，行政改革課長，財政課長，福祉総務課長，生活福祉課長， 

高齢福祉課長，子ども課長，国保年金課長，介護保険課長，保健センター所長，学校教育課長，

幼児教育課長，総合教育研究所副所長 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は，必要に応じて庁内検討委員会を招集し，庁内検討委員会の事務を掌理し，会議

の議長となる。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（関係者の出席） 

第５条 庁内検討委員会は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，説明又は意見を聴

くことができる。 

（庶務） 

第６条 庁内検討委員会の庶務は，保健福祉部障害福祉課において行う。 

（補則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要項は，平成29年４月21日から施行する。 

（失効） 

２ この要項は，計画が策定された日の翌日に，その効力を失う。 
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 ５  水戸市障害福祉計画庁内検討委員会委員名簿 

 

区  分 役  職  名 氏  名 備  考 

委員長 保健福祉部長 大曽根 明 子  

副委員長 障害福祉課長 平 澤 健 一  

委員 政策企画課長 長谷川 昌 人  

 財政課長 梅 澤 正 樹  

 福祉総務課長 小 山   忠  

 生活福祉課長 斉 藤 博 之  

 高齢福祉課長 谷 津 好 行  

 子ども課長 柴 﨑 佳 子  

 国保年金課長 川 津 英 臣  

 介護保険課長 荻 沼   学  

 保健センター所長 小 林 かおり  

 学校教育課長 鈴 木 秀 樹  

 幼児教育課長 鈴 木   功  

 総合教育研究所副所長 小 川 佐栄子  
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 ６  障害者団体ヒアリング結果概要 

 

（１）実施日及び実施場所 

実 施 日 2017年10月20日 

実 施 場 所 水戸市役所三の丸庁舎会議室 

 

 

（２）参加団体 

○水戸市肢体不自由児（者）父母の会 

○水戸重症心身障害児（者）を守る会 

○水戸地区精神保健福祉会 

○水戸市自閉症児（者）親の会 

○清香会知的障害者親の会 

○水戸市肢体障害者福祉協会 

○水戸市視覚障害者協会 

○水戸市聴覚障害者協会 

○水戸手をつなぐ育成会 

○水戸市障害者（児）福祉団体連合会 

○水戸市総合福祉作業施設家族福祉会 

○水戸市手をつなぐ親の会連絡協議会 

 

 

（３）ヒアリングのまとめ 

 

障害に対する理解促進，福祉教育，交流，福祉活動・ボランティアなど 
 

○バリアフリーを進めてほしいです。また，心のバリアフリーも大切です。障害のある人もな

い人もバリアはあります。一つひとつ積み重ねていくことがいいことで，今やっていること

が心のバリアフリーにつながると思います。 

○障害によって状況，支援方法など様々，自閉症，知的障害者はそれが顕著なので，理解を得

られる教育・交流を期待します。 

○重症心身障害児は一人一人違います。重度なので働くことはできませんが，いてくれるだけ

でいいという気持ちです。 

○テレビ放送に字幕放送がありますが，生番組では字幕が遅れます。健聴者と同じように反応

することができません。字幕の遅れをなくすユニバーサル放送が普及してほしいです。 

○旅行に行ったときなどは，周囲からじろじろ見られます。障害に対する理解は浸透している

ようで，まだ浸透していないと思います。 
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○聴覚障害にも聞こえ方はさまざまです。まずはそれを理解してほしいです。聞こえない＝話

せないではない，聞こえない＝手話ができるでもないのです。手話，要約筆記，書いて伝え

る，身振りで伝える。小さなことでも大事です。大声で話すのはプライバシーの問題もあり，

言語道断です。小学生のときからこのようなことを学ぶ科目があれば，身につくのではない

かと思います。英語より，手話や点字のような科目があるといいと思います。手話を言語と

して理解してほしいと思います。 

○精神障害は，自分たちや家族などが隠すようにしていて，自分たちで差別しているところも

あるのではないかと感じています。それをやめようと思います。 

○４月２日は自閉症啓発デーです。市内商業施設で啓発のためのイベントを行っています。自

閉症は見た目ではわかりにくい障害です。日々のことは少しずつ学習しますし，家の中で暮

らすことではできることも少しずつ増えていきます。しかし，障害が理解されないために２

次障害を受けている子どももいます。同じ自閉症でも一人一人違うということをわかってほ

しいです。そういうことをわかっている人がたくさんいることが支援に繋がるのだと思いま

す。 

○毎年実施している水戸市の「千波湖スポーツフェスティバル」と市障連による「ふれあいの

ひろば」において，一般市民と障がい者が交流することによって，障がいに対する理解を深

めることができるものと考えます。さらには，市と協力して「知的障がい者スポーツ・レク

リエーション大会」を開催することによって，知的障がい者（児）の持っている身体的な能

力を理解するきっかけにできないでしょうか。 

○今までは，「ふれあいのひろば」開催日と市社協の「ボランティア祭」と同日開催となって

しまっているので，水戸市，社協，市障連において同日開催にならないように日程調整すべ

きです。 

○市民センターを利用して，外出のままならない人たちに対して送迎を行い，心のふれあいの

場をつくってはいかがでしょうか。 

○障がい者理解を促進するためには，幼稚園や小学校低学年時から机上だけの理解促進のみで

はなく，障がい者施設や事業所訪問などをしながら，障がい者自身と直接触れ合う機会（交

流）を増やすカリキュラムを組んでみてはどうでしょうか。 

○学校教育の中に，精神障害，特に「統合失調症」や「うつ病」についての具体的な学習の場

を設けてほしいです。団体として「心の健康講座」をやっていますが，学校教育の中にはな

かなか入り込めません。行政から教育委員会に働きかけをしていただきたいです。 

○ＰＴＡ役員・保護者へ精神保健に関する学習会を実施するなど，“子どもの様子が変なので

精神科受診を”と学校から打診されたときに受け入れられる環境づくりを推進してください。

早期発見・早期治療を呼びかけています。 

○自閉症に対する周囲の理解が足りないと思います。まちを歩いていると子どもたちに笑われ

ることがあります。障害を知らないということが差別につながります。学校教育の中で一貫

してやっていかないといけないと思います。自閉症は閉ざしているという人と思われがちで

すが，そういうことではありません。 

○交流が可能になるためには，障害者がまちに出かけやすい環境を整備する（バリアフリー化）

が不可欠です。公共施設での多目的トイレの整備はまだまだ不足しているように感じます。

新しい施設はバリアフリー化され，設備も充実してきましたが，それでも多目的トイレなど

は，障害者団体が利用するには数が少ないと感じます。 
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○地域広報誌を活用して，市・地区別広報誌に福祉・障害（発達障害も含む）の理解啓発のた

めのページを位置付けてください。 

○パラリンピックとの関連を視野に入れた，障害者スポーツ交流会を進めてください。 

○聴覚障害の高齢者は特にコミュニケーションがとりにくい状況にあります。昔は手話は禁止，

口話で育ってきたからです。いろんな人に会って，その人に合わせてコミュニケーションを

とることが大切です。 

○中学校や高等学校の長期休みを利用して，障がい者福祉施設でのボランティア活動を義務付

け（敢えて，社会貢献活動ではなく），その時間数に応じた「…券」を発行するなどして，

それを「ボランティア銀行」に貯蓄しておいて「内申書」や「直接，成績に影響する評価点」

にできないでしょうか。 

○市社協で開催している「ボランティア養成講座」では，身体障がいに関連する講座だけでは

なく，知的障がいに関する講座も開催すべきです。 

○学生ボランティアを募集していますが，全く集まりません。 

 

 

情報提供体制，相談支援体制，障害者生活支援センター，子ども発達支援センター，成年後

見制度，虐待防止など 
 

○行政の窓口をまとめてほしいです。そこに行けば全て情報が得られ，相談も受けられ，手続

きもできるようにしてほしいと思います。 

○ホームページを含めていろいろな媒体を活用して情報の提供をしていますが，さらにＳＮＳ

を活用して，まずは希望者から無記名登録により情報提供をしてはどうでしょうか。 

○ホームページ等から，福祉教育・活動等のカテゴリーごとのリソースが得られるようにする

など，ＩＴを活用してください。 

○高齢の聴覚障害者では，文書が難しくて内容が理解できない，書くことができない人が多く

います。そういった人は，目の前で手話で説明してもらえれば理解できる人もいます。 

○情報提供センターは聴覚障害の場合は県の聴覚障害者センター「やすらぎ」のみです。市町

村としての情報提供場所があるといいです。県単位でもいいが，聴覚障害だけでなく，すべ

ての情報提供がそろっている施設があるといいと思います。 

○「障害福祉のしおり」は最近は新しいものが郵送されてきません。また，しおりが細かいの

で，それを見て自分の障害を探すのは大変です。 

○情報は発信してもらわないとわかりません。できる範囲があると思いますが，相談はまずは

受けてほしいです。 

○手帳をもらうときに制度の説明をしてほしいと思いますし，水戸市の制度を説明する会が定

期的にあるといいと思います。団体として市に来てもらってサービス等の説明をしてもらっ

たこともありました。団体としても努力して働きかけしていかなければいけないと思います。 

○行政から支援の手が届くようにしておかないといけないと思います。そうすれば親は不安な

く死んでいけると思います。 

 

  



－ 80 － 

 

 

○障害者生活支援センターの活動内容が障がい者団体や市民にわかってもらっていないように

感じるので，センターにおける支援の種類や内容を知的障がい者にも理解できるような内容

で周知すべきです。 

○こども発達支援センターができて18歳までが対象になったのは心強いです。特別支援学校に

行っても，成人になっても個別の支援が必要と感じている人はいます。一貫した支援施設で，

成人になっても同じところに相談できるところがあるといいと思います。 

○相談支援は重要な位置づけであり，市内にある相談支援センターを取りまとめる（孤立しや

すい相談員の連絡協議会的な機関も含めて）基幹相談支援センターの設置が必要です。 

○自閉症は成人になってから診断される人もいます。生涯一貫した支援施設，相談窓口があれ

ば，いつでも安心して相談することができます。 

○自閉症の人たちも他の人と同じように日常を過ごしたいと思っているし，その権利もありま

す。それを大前提として情報提供，相談支援，窓口対応をしてほしいです。 

○早期相談の充実，相談スタッフの研修ならびに資質の向上に努めてください。 

○開所したこども発達支援センターですが，センターで待つのではなく，把握した家庭に訪問

して情報の提供や相談，または手続きの支援をするなど居宅訪問サービスをすべきです。 

○成年後見制度については，まだまだ理解不足が見受けられます。わかりやすい説明会をより

多く，身近なところで設定してほしいと感じています。 

○成年後見制度については，少しずつ考えているような状況にあります。難しい制度で，これ

からいろいろ勉強しようというところです。行政の方から周知をしてほしいです。 

○成年後見制度に強い関心を持っています。将来に不安を感じています。既に成年後見を利用

している人もいます。ただし，後見制度の利用料が高いと感じます。成年後見制度の利用料

の助成制度があるのに知りませんでした。制度があっても知らなければ意味がないと思いま

した。 

○水戸市が中心（または水戸市社協へ委託）となり，知的障がい者に限らず法人成年後見人と

なるべく機関を育成していく必要があります。 

○成年後見制度があまり理解されていないと思います。制約が多く，家族後見をしている人は

将来が不安です。利用料の見直しと障害者の財産の悪用防止のシステムづくりを望みます。 

○水戸市社協の成年後見制度を，誰でも利用できるようにしてほしいです。 

○親なき後のことは，成年後見制度の枠組みで考えて，市としてやれることがないでしょうか。

切れ目のない支援が必要です。 

○聴覚障害があっても，例えば自分の親の後見人になることはできるのか心配です。 

○入院やアパート入居の際の連帯保証人制度を水戸市社協で取り扱ってほしいです。 

○各施設での虐待防止システムがあるといいと思います。 

○通所事業者や入所施設において，身体的や性的虐待事件が頻発していますが，障害者虐待防

止法という規制の強い法律があるにもかかわらず，なぜ頻発するのでしょうか，何が足りな

いのでしょうか。水戸市障害者虐待防止センターが中心となり，いろいろな立場の人たちが

一堂に集まる協議会で何らかの方策を検討すべきではないでしょうか。 
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○虐待は，自分から言葉にして言えない人がやられていると思います。事件が起きてからでは

なく，その前から行政が監査等をしてほしいです。昔，市内施設で虐待があり，そういうこ

とをなくそうと署名活動したのを思い出します。言うことをきかないと殴られる，今も変わ

らないところがあるのだと思います。自分から言えない人，声をあげられない人への支援が

必要だと思います。 

○障害者差別解消法については，あまりわかりません。情報がありません。行政の方からもっ

と流してほしいです。 

○障害者差別解消法が施行されているいま，早急に制度上の差別の解消をお願いします。①精

神障害者保健福祉手帳をマル福の対象にすること ②水戸市福祉手当を精神障害者にも支給

すること ③ＪＲ運賃，タクシー料金，有料道路利用料，航空運賃等の割引制度を精神障害者

にも適用すること 

○現在飽和状態にある放課後等デイサービス事業所における専門性の確保と質の向上を図る必

要があります。利用者（保護者）は選択し，そのサービスを利用すればいいというのみでは

なく，利用することによってその事業所を育てるという考えも必要です。そのようなことは

障がい者団体も協同して保護者の理解を深めることが必要です。 

○福祉会館がもっと明るさがあるといいと思います。利用しやすい施設に。 

 

 

各種福祉サービス，保健・医療，スポーツ・レクリエーション，文化活動など 
 

○間もなく迎えようとしている障がい者の高齢化や親亡き後を考えた居住支援のための面的整

備型の地域生活支援拠点の整備が必要です。市として１か所ではなく，できれば老人福祉セ

ンターの数くらいは必要だと思います。 

○緊急時に預けられる（宿泊）場所を増やしてほしいです。 

○重度心身障害者を対象とする短期入所の施設が水戸市の施設としてはありません。民間の施

設や県の施設（あすなろの郷）に頼っている状況です。特に動くことができる移動可能な重

症者を受け入れる施設はほとんどない状況です。県の施設にも利用を断られたということも

あります。水戸市の施設として動ける重症児者が短期入所できる施設の設置を検討してほし

いと思います。 

○年齢が上がるにしたがって通所が難しくなってきているということもあります。短期入所を

利用しつつ，入所に向けていく人が増えています。グループホームより，専門性の高い入所

施設を希望する人が多いようです。短期入所が利用できる施設も少ないと思います。親なき

後のことが心配です。 

○長期入院患者はたくさんいます。長期入院の精神障害者を地域社会で受け入れていくために，

日常の居場所やグループホームの増設と障害者施設スタッフの確保のための支援策を実施し

てほしいです。 

○精神障害者の福祉施設はまだまだ不十分です。既設の施設は定員満杯の状態にあるので，さ

らに日常活動を支援できる施設の増設を望みます。 

○公的入所施設の設置をしてください。特に行動異常の知的障害者には必要です。 
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○発達障害児の幼児対応と家族支援，発達障害者の青年期以降の福祉施設，発達障害者の特性

に即した基礎的環境整備を充実してください。 

○生活訓練は評判がいいので，回数を月２回にしてもらいたいです。 

○行動援護の利用内容（理由）の変更を望みます。（通学や通勤も可能にしてほしい） 

○障害者グループホームへの助成金を増額してください。グループホームは入居費が月６万５

千円～７万５千円くらいかかります。 

○親の高齢化が課題です。重度の知的障害があるとグループホームに入れません。入所施設も

いっぱいで入れません。多動の障害者が入れるグループホームがほしいです。 

○外出時に利用する福祉タクシー券についてですが，一回に複数枚，２枚以上使えるように統

一していただ期待と思います。 

○視覚障害者は外出が一番大変です。ガイドをつけることがありますが，利用時間が足りませ

ん。また，新年会などの大きい行事だと，ガイドさんの飲食代も負担するなど気を遣う部分

もあります。 

○「障害者グループ外出支援奉仕員」制度は，自閉症者によっては使いにくいサービスです。

障害特性も幅が広く，理解，支援には時間が必要です。研修を受けた人なら誰でもよいとい

うのは，合理的配慮からも疑問があります。 

○親が高齢になり，事業所等の利用についても送迎が難しくなっています。送迎ができなくなっ

たら通えなくなると感じています。バスにしても，車にしても経費はかかっています。たと

え有料でもいいから送迎をお願いしたいという気持ちがあります。 

○自閉症者が病院入院治療が必要なとき，自閉症者に治する支援をどのように行うのでしょう

か。合理的配慮を含めて，水戸市内の病院が提示し，障害者が病院を選べるようになっていっ

てもらいたいです。 

○受給者証の更新を使用していなくても確認してほしいです。 

○各行事は日曜日を中心に考えてほしいです。 

○県の障害者スポーツ大会の参加者に，水戸市のスポーツ・レクリエーション大会の参加案内

を送ってほしいです。参加者を広げたいと思います。 

○スポーツやレクリエーションをすることで，運動が不得意な知的障がい者であっても身体的

な機能を強化する，健常者よりも早く高齢化すると言われているので，高齢者が利用してい

る「介護予防」の趣旨に沿って，障がい者の福祉サービスにおいても創設してもよいのでは

ないでしょうか。 

○知的障がい者や自閉症の人たちが制作した絵画や陶芸などの作品を一般の方々に見てもらう

機会を増やしていくことが必要です。それには，現在では自主的に取り組んでいる事業所や

家庭・個人への支援が必要です。滋賀県で実施しているアール・ブリュットのような取り組

みが必要です。そのときには作品の著作権についても検討が必要です。 

○参加者が少ないので，障害者スポーツ・レクリエーションの見直しをしてもらいたい。でき

ればこれに代わって，外出等（ハイキング等含め）を増やしていただきたい。開催日時は日

曜日等の参加しやすい曜日にお願いします。 

○自閉症者の余暇活動の場が広がりません。行政が行うのが難しいのであれば，活動団体やグ

ループに補助や場を提供してほしいです。 
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○聴覚障害者が健聴者と一緒にサークル等の活動がしやすい環境がほしいです。参加したいが，

聞こえないからということで参加を躊躇してしまいます。そのようなことがないように，きっ

かけを作ってほしいです。活動しやすい環境があるといいです。フラダンスなど体が動かせ

るサークルには，音が聞こえないので入りたくても入れません。サポートがほしいと思いま

す。 

○市営プールで，障害者割引が利用できるようにしてほしいと思います。付き添いも割引が利

用できるようにしてもらいたいです。 

○電動車いすのスポーツ活動をサンアビリティでやっていますが，他の施設では床を傷つける

ということで使用させてもらえませんでした。 

○イベントのとき，雨でぬかるんでいると身体障害の人は歩きにくく大変だと思います。 

 

 

早期発見・支援，療育体制，就学前の障害児保育・教育，学校教育，放課後活動など 
 

○遠くの昔から早期発見・早期療育と言われていますが，１歳児・３歳児健診での医療的ケア

や療育を必要とする子どもたちの早期発見ができるような体制と連携が必要です。 

○新生児の聴力検査を行ってください。難聴の幼児の早期教育，療育が重要だと思います。 

○リハビリ等を必要とする子どもたちへの支援（または療育そして教育）を保健・医療・福祉・

教育の専門分野の人たちが共通の理解のもと協力しながら総合的な支援体制を作る必要があ

ります。 

○自閉症児に対する就学前までの療育は手厚くなってきていますが，自閉症は各自症状が違う

ので，療育を成人期まで広げてほしいです。学齢期であっても個別の療育は必要だと思いま

す。 

○こども発達支援センターでの療育相談は，市外居住者も対象とするとのことですが，その後

のリハビリ等は市内居住者のみとのことです。しかし，リハビリ等は元吉田町にある愛正会

茨城福祉医療センターやあゆみ園（酒門町），さらに県と連携しながら，優先順位を市内居

住者としながらも水戸市がリーダー的存在を発揮して発達障がいのある子どもたちの療育支

援をしてみてはどうでしょうか。 

○障害の早期発見・支援は充実してきていますが，子どもの障害に対する受容ができなかった

り，どうすればよいかわからない保護者に対しアプローチすることはできないでしょうか。 

○小・中学校の支援級へ，自閉症に関する経験を積んだ専門の知識のある先生の配置をお願い

します。通常学級や同学年の先生方との連携の充実が必要です。 

○聞こえない子どもが健聴の子どもと一緒に勉強するのは大変です。先生の理解ももっとほし

いです。 

○学校に依頼されて手話講習会を年４回やっています。先生方にも，手話が言語であることを

知ってもらいたいです。 

○手話や点字が学べる科目があるといいです。 

○学校では授業参観がありますが，障害によっては，たくさん人が来ると落ち着かないという

こともあると思います。 
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○特別支援学校では，送迎が普通となっています。施設では通勤の練習をしていますが，学校

でも通勤の練習をしてほしいと思います。通勤ができないために，就労が難しくなっている

ケースがあります。 

○放課後等デイサービスは事業所が増えていますが，複数の事業所を使う場合，事業所ごとの

日数が決まっていて使いにくいことがあります。活動によって選ぶので，自由に使えるよう

にしてほしいです。 

○放課後子ども教室など放課後活動の支援のため，障害児支援の補助員制度の導入を図ってく

ださい。障害のある子どもが活動に入れずにいるような姿を見かけることがあります。 

○発達障害児の幼児対応と家族支援，発達障害者の青年期以降の福祉施設を充実してください。 

 

 

福祉的就労，工賃向上，一般就労，職場定着など 
 

○少しでも働ける人は働けるように，短時間なら働ける障害者はたくさんいると思います。 

○障害によって，一般就労は現実的にレベルが高いと感じることもあります。 

○発達障害者支援のための就労施設を整備してください。 

○特別支援学校卒業時は福祉的就労を含めて就労率100％を誇っていましたが，卒業時の就労

率ではなく，いかに自分にあった職場に長く勤めるかが重要だと思います。 

○就労移行，就労の準備等の施設の拡充と充実を図ってほしいです。 

○重度心身障害者の場合，就労の機会はゼロに近い状況です。 

○特別支援学校では，就労等で２週間体験学習をしています。障害者は本当に働けるのかと受

け入れ側は思うものです。同じように就労体験について，市で２週間の体験の補助をしてい

ただけたらと思います。 

○職場体験等，就労体験活動に一定期間企業への補助制度の導入を行うことを提案します。 

○工賃額の向上に対する取り組み（共同受注や販路拡大）をしていますが，工賃額は少しずつ

しか増えていません。このままの取り組みでは微増のままの状態が続くだけだと思いますの

で，他府県の取り組みを参考にしながら，下請け作業や内職，パン・クッキーなど以外の絵

画や陶芸などの「芸術（著作権の位置付け）」や和太鼓や楽器演奏などの「芸能」など，従

来の枠にとらわれることのないような取り組みが必要です。 

○工賃の引き上げ（現在 県平均 １か月 12,800円→20,000円）を進めてください。 

○視覚障害者が就労する針・きゅう・マッサージ業以外でも，希望する仕事があれば市でもあっ

せん等の支援をしてほしいです。 

○聴覚障害者として雇用されても，サポートや理解がないと続けられません。 

○聴覚障害者には，聞こえないというだけで，ほかは健聴者に負けることがないほどの実力が

ある人も必ずいます。聞こえないからということだけでその人の能力を決めつけないでほし

いです。設備関係の仕事だと，ろう者は聞こえないから危ないということでできないとされ

てしまいます。音ではなくランプで知らせるなどの対処でできることもあります。 

○水戸市としても「ジョブコーチ」の育成や派遣の取り組みを積極的に実施する必要がありま

す。 
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○法定雇用率が更に引き上げられますので，様々な取り組みも含めてハローワークなどと連携

して更なる働きかけが必要です。 

○一般就労の現場の理解促進に，企業側の意欲が乏しいと思います。 

○障害者雇用の企業側の自閉症に対する理解不足が気になります。雇用義務だけが感じられま

す。 

○一般職場内では，障害者に対する理解が低いです。事業主に理解があっても，現場の人まで

理解が届いていません。啓発をお願いします。 

○事業所では，障がい者と直接的にかかわる従業員だけではなく，その他の従業員も含めて事

業者全体が障がい者雇用に理解と協力ができる体制を「労働組合」と協同して取り組む必要

があります。場合によっては，大企業の産別労働組合にこの取り組みを委託してもいいよう

に思います。そのことにより従業員全体が障がい者雇用について理解や協力体制ができてく

るように感じます。 

○就労率を競うよりも就労した事業所で定着できるような環境の整備が必要です。障がい者雇

用に理解と協力ができる体制を労働組合との協同などと同時進行で進めることも必要だと思

います。 

○市が自閉症者の雇用に取り組み，ハード面を整備すれば雇用できる他の障害との違いを理解

し，そのための人材育成をしてほしいです。そして企業への自閉症雇用啓発の手本となって

ほしいです。 

○水戸市への職員募集対象は全障害者としてください（身体障害者のみを対象とすることは差

別にあたると思います）。人事採用担当部署に伝えてほしいです。 

○賃金格差，差別化の解消を進めてください。 

○職場定着，工賃向上のために具体的に何をしているのか知りたいです。 

 

 

障害者にやさしいまちづくり，バリアフリー，外出支援，住まいの場，防犯・防災など 
 

○水戸市バリアフリー環境整備推進協議会との連携により，歩道等の整備や表示・標識等の統

一化を進めてください。 

○点字ブロック，音声信号等を充実，増加してほしいです。 

○歩道のない道路に白線を引いていただくと，弱視の人は歩きやすいです。踏切の端にも白線

などで見やすくしてほしいです。裏道など細かいところをチェックして配慮をお願いします。 

○水戸市は段差が多く，歩きにくいように感じます。段差のないまちづくりをお願いします。

障害者や高齢者に優しいまちづくりを推進してほしい。 

○重症児者でも安心して行動できるまちづくりはまだまだです。バリアフリー化の一層の推進

をお願いしたいと思います。具体的には，多目的トイレの増設，段差の解消，エレベーター

の増設，通路幅の確保，外出支援・通院支援などの充実などを図っていただきたいです。 

○車いす移動のための路側帯等の安全性の確保と，車いす用のスロープ（入口）の急勾配の解

消を進めてください。 
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○スロープが急だと歩きにくいです。車いすの方だけでなく，視覚障害者にとってもゆるやか

なほうが歩きやすいです。 

○外出支援については，どんな障害を持っていても支援するといった積極的な制度を望みます。 

○コミュニティバスというものがありますが，水戸市にもあるといいと思います。市役所庁舎

が完成したら，そのようなバスがあると助かります。 

○ひたちなか海浜公園に，有料でいいので，電動車いすを置いてほしいです。ディズニーラン

ドには電動車いすが何台もありました。 

○「子どもを守る110番の家」の対象者を拡大し，障害者や高齢者が外で困っている時に声を

かけてもらったり，助けを求められるとよいと思います。 

○震災の影響による歩道の凹凸について，解消のための早期整備が必要です（特に駅南の歩道）。 

○コミュニティバスの運行があるといいと思います。 

○水戸市庁舎及び関連の建物の表示・標識（特にトイレ）等の統一化をしてください。 

○心のバリアフリーを進めてほしい。 

○地域生活支援拠点とともに住まいの支援も大切だと思います。 

○グループホームの整備（事業所への助成金交付も含めて）は，地域移行及び在宅障がい者の

地域生活支援においても喫緊の課題です。 

○自閉症者は支援があっても一人暮らしは難しい方が多数いると思われますので，グループ

ホームの拡充を望みます。高齢になった時にスムーズに移行できる暮らしの場の整備が必要

です。 

○従来実施していたグループホーム利用者への利用料補助の復活を強く望みます。現在は国か

ら１万円の補助が出ています。以前は市から助成金がありましたので，それを復活させてい

ただきたい。年金だけで生活するのは難しいです。 

○ろう者も高齢化しています。生活に不安を抱えていても，老人ホームになかなか入れません。

孤独になり，周囲から相手にされません。理想としては，ろう者の老人ホームがあるといい

と思います。 

○親亡き後の障害者が増えています。一人で生きていけるようにセーフティネットを整備すべ

きです。親亡き後どうしているのか心配です。調査していただけたらと思います。 

○保護者の高齢化により，入所している子どもの帰省時の対応が難しくなってきています。 

○水戸市は防災無線もない状況であるので，障害者等の個人に対して，いち早い情報伝達手段

の整備をしてほしいです。 

○避難の方法ですが，避難所から福祉避難所に行くということですが，移動することが難しい

のではないかと不安です。 

○福祉避難所の設置促進と在宅障がい者や家族への周知と一般市民への周知と理解促進が必要

です。（課題として，10月15日付けの茨城新聞クロスアイにて配信されています。） 

○要支援者（要援護者または要配慮者）名簿への登録後の状況と活用方法の周知が必要ですし，

先行した取り組みの水戸市地域安全課と共同した取り組みが必要です。 

○災害時の要支援者名簿に，２年くらい前に登録しましたが，最近になって民生委員が訪問し

てきました。登録したあと，どのように活用されるのかを知りたいと思います。 
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○災害時の要支援者の登録は，家族に健常者がいると登録できないようなしくみになっていま

す。必ず家族が在宅しているわけではないので，登録ができると安心です。 

○聴覚障害者は，火事などがあっても聞こえないので，音で知ることができないため，夜中だ

と困ります。 

○緊急の場合，聴覚障害者は電話をかけることができません。最近はＦＡＸで救急通報できる

ようになっているようですが。 

○避難所のマップがありますが，点字でも作る必要があると思います。上手に活用しないと意

味がないと思います。 

○防災について，居住地域で平常時に様々な話し合いができる場所と時間の企画提供を望みま

す。 

○警察や消防の方々への自閉症の理解・啓発を進めたいです。緊急時，災害時の対応は，普段

から知っていないと難しい。防災訓練も必要だが，市障連の機能回復訓練会やふれあいのひ

ろばなどに参加し，共に過ごしてみてほしいです。 

○地域の避難訓練に，障害者も参加する必要があると思います。 

○一人暮らしの障害者には，近所の人や民生委員さんと日ごろから親しくするように促してい

ます。 

 

 

 

○障害者団体の現実として，高齢化が課題となっています。 

○団体の会員になれば外出できるということを期待して会員になる人もいます。しかし，足が

上がらず，バスに乗れないという人もいて，行きたいけど行けない人もいます。車いすが載

せられるリフト付きバスは県内に２台しかありません。今後ニーズは増えると思いますので，

リフト付きバスが使えるようになるといいと思います。 

○視覚障害者の団体も高齢化しています。若い人が入ってきません。盲学校の生徒数も激減し

てます。会員は増えません。 

○育成会に関心を持ち，必要な情報を得てほしいです。 

○障害福祉事業所間の交流が全くないので，行政が仲介してほしいと思います。 

○グループホームのヨコのつながり，世話人の協議会的なものがあってもいいのではないで

しょうか。千葉県ではそのような協議会組織があるとのことです。 

○障害福祉事業所の送迎費補助をアップしてほしいです。現在，月10万円を30万円に。最近は

ほとんどの利用者が送迎希望であり，人件費，車両代，保険代と負担が大きいです。 

○就労継続支援Ａ型の事業所は，障がい者が働きながら技能を身に付ける障がい福祉サービス

のひとつです。株式会社などの法人が障がい福祉サービス事業所を立ち上げることは法的に

可能ですが，岡山県倉敷市にある法人のようなことも今後出てくる可能性もありますので，

社会福祉事業以外の事業に資金投入することを明確に禁止する法的な規制が必要です。 

○福祉サービス（外出支援）利用時の報酬単価をアップしてください。利用施設が存続してい

かなければ，次の福祉サービスを利用することができません。 
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○放課後等デイサービス事業所についても，保護者などが求める専門性や質の向上を図らなけ

れば，事業所は次から利用されず，そうなれば必然的に事業所は閉鎖しなければならなくな

るので，水戸市として何らかの方策を考えなければならないのではないでしょうか。 

○65歳を迎えた障がい者は障がい福祉サービスから介護保険サービスに移行すると聞いてい

ますが，知的障がい者は「利用する場」や「利用する内容」，そして「利用する周囲の人た

ち」が変わることで混乱をするので，少なくともサービスを利用する障がい者が混乱するこ

となくサービスを選択できるようにはならないのでしょうか。 

○支援が必要な人の中には，福祉サービスの利用の仕方がわからず，日中どこにも行く場がな

い人もいます。生活の立て直しの指導ができないだろうかと思います。 

○どんな制度を作っても，自閉症者本人や家族が水戸市に住んでいてよかったと思えるような

ものでなくては意味がないと感じます。それには自閉症者の特性にもっと配慮したものでな

くてはならないと思います。 

○自閉症者は知的障害がある人もない人もいます。脳の発達の仕方の違いから，「他人の気持

ちや感情を理解すること」「言葉を適切に使うこと」「一般的な常識を身につけること」な

どが苦手です。感覚が過敏な人もあり，理解できない行動をしてしまうこともありますが，

周りの人の偏見や誤解のない接し方で成長していくことができると思います。自閉症者がい

きいきと暮らしていける社会の実現を願っています。 

○障害支援区分認定の事務処理の短縮をお願いします。 

○障害基礎年金を軽度障害者が受給できるようになるといいと思います。 

○公共機関の各種サービス（医療も含む）を受ける際の「長い待ち時間」を解消してください。

発達障害児は長時間待つことが困難です。 

○公共の建物の中には，障害者が気軽に利用できるスペースを確保してほしいです。ハード面

のバリアフリーだけでなく，ソフト面（人材）が充実したバリアフリーを作ってください。 

○ボランティア会館の利用は，障害者も１年前から予約可能にしてほしいです。 

○行政機関が行う制度上で，障害の種別等によって生じている差別を早急に解消することを望

みます。 

○各学校における特別支援教育に予算を拡充してください。 

○障害者支援の各種ＮＰＯ法人等への資金補助事業を拡充してください。 

○仕事をやめて引きこもりになり，その後，事業所にやってくる人がいます。そのような人に

ついて，市は把握しているのかと思います。 

○障害の「害」という字を使うことに疑問を感じます。外国からきた言葉をそのまま漢字にし

たためこのような字が使用されているとも聞いたことがあります。「害」ではなく「該」と

いう字がいいように思います。 

○親なき後の問題は，現実のこととなってきています。親がなくなったあと，残った子どもを

サポートするところがありません。 
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