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第４章 基本計画の施策の展開 

１ 人権を尊ぶまちづくり                    

⑴ 人権意識の高揚と権利擁護の推進 

ア 施策の方針 

障害や障害のある人への理解を深めるとともに、障害のある人の人権を尊重

し、地域で共に助け合い、支え合う関係を築いていくため、人権や相互理解の

ための啓発活動を推進します。 

また、判断能力が不十分な障害のある人に対し、成年後見制度に関する相談

や情報提供、申立てへの支援等を行い、日常生活の支援を行います。 

 

イ 具体的な取組    

事 業 名 実施内容 所 管 

人権に関する 

教育・啓発活動 

障害のある人の人権に関する知識と認識を

深めるための啓発活動を行います。 

 人権教育啓発資料『ゆきちゃんからのメッ

セージ』、広報『にしわき』（心のスケッチ）

や「人権文化をすすめる市民運動」月間講演

会、町・自治会別研修会等において、継続し

て教育・啓発活動を推進します。 

人権教育室 

相互理解のための 

啓発事業 

障害や障害のある人への理解を深めるた

め、様々な機会を通じて、相互理解のための

啓発活動を推進します。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

成年後見人の育成 

今後、高齢化に伴う成年後見制度の利用の

増加が想定されるため、制度の知識や技術を

習得するための研修等を実施し、市民後見人

等の養成に努めます。 

社会福祉課 

長寿福祉課 

成年後見制度利用支援

事業（地域生活支援事

業） 

高齢者・障害のある人が福祉サービスの利

用等における契約締結などの法律行為が困難

な場合、成年後見制度を円滑に利用できるよ

う、審判申立請求の支援、申立て費用の支援

及び後見人等の報酬等に対する支援を行いま

す。 

社会福祉課 

長寿福祉課 
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⑵ 差別解消と合理的配慮の促進 

ア 施策の方針 

障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、行政はもちろん企業や市民にも広く周知

し、社会全体で障害のある人への差別解消と合理的配慮の提供の取組が実施さ

れるように努めます。 

特に、福祉や教育、保健、医療分野等障害のある人と接点の多い事業所等に 

おいて、障害の特性を理解できるような研修や参加者の経験に応じた研修の実施

への呼びかけ等に努めます。 

また、市職員には、「西脇市障害者差別解消の推進に関する職員対応要領」に

基づき、定期的な職員研修を行うことにより、資質の向上に努めます。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

≪新規≫ 

障害者差別解消に 

向けた啓発活動 

 「西脇市障害者差別解消の推進に関する取組

方針」に基づき、障害に対する知識や理解を深

めるために、市民向け講演会等を実施します。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

「西脇市障害者差別解

消の推進に関する職員

対応要領」の推進 

 「西脇市障害者差別解消の推進に関する職員

対応要領」に基づき、定期的な職員研修を実施

し、職員の資質の向上に努めます。また、障害

のある人への対応に問題があった場合は、職員

対応要領相談フローチャートにより適切に対

応します。 

総務課 

選挙時の点字投票・代理

投票・不在者投票制度 

 障害のある人の選挙権行使を保障するため、

各種の制度を継続して実施します。 

選挙管理 

委員会 

 

⑶ 障害のある人への虐待防止 

ア 施策の方針 

障害のある人への虐待を防止するため、市民や事業所等を対象とする啓発を 

推進します。また、虐待事例が発生した場合は、社会福祉課と障害者相談支援

事業所と連携し、適切に対応します。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

≪新規≫ 

虐待防止に関する 

啓発活動 

障害者差別解消法の周知と合わせて、虐待

防止に関する啓発活動を推進します。 
社会福祉課 

虐待相談事業 

虐待に対する援助を行う相談支援体制の

充実を図るとともに、虐待事例発生時には、

虐待対応フローチャートに基づき、相談支援

事業所と連携し、適切に対応します。 

 

社会福祉課 

長寿福祉課 

こども福祉課 

 



第４章 基本計画 

79 

２ 成長と学びを支えるつながりづくり              

⑴ 健診・相談支援の充実 

ア 施策の方針 

出生時や乳幼児期において、障害を早期に発見し、早期の療育につなげてい

くよう、健診や相談事業の充実を図ります。 

また、学齢期には、障害のある子どもが、将来、本市において自立して暮ら

していけるイメージが持てるよう、世代間交流や情報の提供に努めます。 

合わせて、保護者の様々な不安や相談に適切に対応できるよう、相談事業を

充実します。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

３か月児 

健診 

 身体発育、神経学的発達の確認及び小児科の健康

診査（股関節の検診含む）を行い、疾病の早期発見

や早期治療につなげます。合わせて、保健相談や栄

養相談を行い、保護者が子どもの発達に応じた関わ

りができるように支援します。 

健康課 

１歳６か月児・３

歳児健診 

 

 

 身体発育、運動発達、精神発達の確認、小児科・

歯科の健康診査を行い、疾病の早期発見と早期治療

につなげます。合わせて、保健相談や栄養相談、保

育相談、心理相談を実施します。 

 また、しつけや発達が気になる保護者等に向けて、

保健相談や心理相談による育児支援を行い、遊びの

教室や発達相談につなげます。育児不安の解消に取

り組み、育児支援の強化を推進します。 

健康課 

遊びの教室 

育児や発達に不安をもつ人を対象に、小集団での

関わりを経験し、不安を解消する場として実施して

います。親の持っている不安や家庭環境にも目を向

けながら、具体的に障害のある子どもへの関わり方

を学べるように、毎月実施していきます。 

健康課 

乳幼児 

発達相談 

 乳幼児健診や乳児相談、家庭訪問等で支援が必要

と判断された発達上の問題を有する又は障害を招来

する恐れのある乳幼児に対し、こころとからだの総

合的な発達相談（乳児発達相談、心理相談、医師相

談、言語相談）を実施します。また、相談により療

育が必要となる場合は、なかよし親子教室への参加

及び医療機関の受診等へつなげます。 

健康課 

乳児相談 

 発達の節目となる 10 か月児を対象とし、発育発

達の確認を行い、必要な支援ができるように努めま

す。また、母親の育児不安の軽減や心配事の解決を

図るとともに、母親同士の交流の機会として実施し

ます。合わせて、保健相談や栄養相談、歯科相談等

を実施し、必要に応じて関係機関を紹介します。 

健康課 
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事 業 名 実施内容 所 管 

訪問指導 

対象児（未熟児・障害児・慢性疾患児）の状況及

び家庭環境を考慮した育児等の相談を行うととも

に、活用できる必要なサービスを紹介し、保健・医

療・福祉の連携を図ります。 

 親の養育力の個人差に配慮しながら、今後も関係

機関との連携を密にしながら支援を継続します。 

健康課 

認定こども園等

巡回相談 

臨床心理士等が認定こども園等に訪問し、発達の

課題を抱える子どもの早期発見や関わり方について

の相談や助言を行います。 

こども 

福祉課 

家庭児童 

相談事業 

 複雑・多様化する児童問題の相談に対応するため、

各関係機関と連携を蜜にしながら、適正な児童教育、

家庭児童福祉の向上を図ります。 

 保護者の育児不安を軽減し、子どもの障害や問題

を受容できるよう、支援を継続していきます。 

こども 

福祉課 

教育相談事業 

 教育相談、巡回相談等を実施し、就学前心身障害

時等の就学指導並びに保護者との意思疎通を図りま

す。 

学校教育課 

教育支援 

 家庭相談員を中心として小学校等関係機関と連携

し、就学前の障害のある子どもを持つ保護者への適

正な就学指導を行います。 

 よりよい成長のために適正な就学指導が重要であ

ることから、今後も継続して実施します。 

学校教育課 

≪新規≫ 

就学に向けた

４～５歳児 

子育て相談事業 

４～５歳児（４歳児クラス）の保護者に対し子育

てアンケートを実施し、子育てや子どもの発達につ

いて振り返る機会とします。合わせて、アンケート

結果等から発達相談等につなぐことで、就学に向け

て持てる力を伸ばせるよう支援するとともに、保護

者の子育てや就学に向けての不安についての相談に

応じます。 

健康課 

≪新規≫ 

発達支援セン

ター設置に向

けた検討 

発達障害児等へのライフステージに合わせた一貫

した支援ができるように、相談支援の拠点となる発

達支援センターの設置に向けた検討を進めていきま

す。 

こども 

福祉課 

≪新規≫ 

情報提供の充実 

 障害のある子どもやその保護者が、将来の生活の

イメージが描けるよう、世代間交流、制度の説明当

の情報提供を充実します。 

社会福祉課 
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⑵ 療育・保育・教育の充実 

ア 施策の方針 

 障害のある子どもの発達を促し、個性と能力を発揮できるよう、療育、保育及

び学校教育を充実します。 

また、保護者と関係機関が子どもの情報を共有し、乳幼児時から成人期までの

ライフステージで途切れることなく一貫して支援を受けることを目的に作成し

たサポートファイルの有効活用を図ります。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

≪新規≫ 

 サポートファ

イルの活用 

支援や配慮の必要な子どもが、乳幼児期から成人

期までのライフステージで途切れることなく一貫し

て支援を受けることができるよう、サポートファイ

ルの活用について、推進します。 

社会福祉課 

こども福祉課 

幼保連携課 

学校教育課 

健康課 

療育教室 

 発達支援が必要と認められた児童に対して、遊び

を通して、児童一人ひとりの状態に応じた関わり方

や育児方法を臨床心理士等がアドバイスすること

で、保護者の心理面の支援を行い、子どもの健全な

成長発達を促すため、充実した取組を継続します。 

こども 

福祉課 

障害児保育 

事業 

保育にかける心身に障害を有する及び発達の遅滞

がある児童を受け入れ、健常児とともに集団保育を

行います。また、障害児を受入する市内の認定こど

も園に対し、加配保育士に要する経費の補助を行う

など、受入体制を整備します。 

幼保連携課 

健康診断事業 

 学校における児童生徒の健康の保持増進を図るた

め、毎年、内科、眼科、耳鼻科、歯科の健康診断を

実施します。また、就学時における児童についても、

内科及び歯科の健康診断を実施します。 

学校教育課 

心身障害児教育 

推進事業 

 心身に障害のある児童・生徒が在籍する小・中学

校に介助員を配置することで、児童・生徒並びに保

護者が安心して、その能力と個性を十分に発揮でき

る学習の場を保障します。 

 また、特別な支援を必要とする児童・生徒に対し

て、県と連携し、効果的な介助員の配置に努めます。 

学校教育課 

障害児放課後 

児童クラブ 

事業 

 保育に欠ける心身に障害を有する児童及び発達の

遅滞がある児童を放課後児童クラブで受け入れ、健

常児と共に集団保育を行います。 

 障害児の放課後児童クラブの利用実態を把握し、

指導員の加配により障害児の受入体制を整備しま

す。 

学校教育課 

障害児学童 

保育事業 

 保護者の就労等によって、放課後等に家庭で保護

が受けられない特別支援学校に通学する児童の集団

保育を行います。 

 社会福祉課 
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事 業 名 実施内容 所 管 

教育支援委員会 
心身に障害を有する幼児、児童及び生徒の適正な

教育の支援を行います。 
学校教育課 

特別支援教育の

推進 

各学校園に「校内委員会」の設置及び「特別支援

コーディネーター」を位置付け、障害のある児童・

生徒一人ひとりのニーズに応じた支援・指導を「個

別の指導計画」に基づき、推進します。 

「特別支援教育コーディネーター」を委員とする

部会を設置し、特別支援教育の推進に係る諸課題へ

の対応を図ります。 

学校教育課 

特別支援教育 

研修 

（幼保交流研修） 

 市内の私立認定こども園の保育教諭と市立幼稚園

の幼稚園教諭等を対象に、学識経験者や医師、臨床

心理士等による研修会を実施します。 

 また、就学前児童に対する特別支援教育・保育の

充実に向けて、サポートファイルに関するグループ

ワークを行う等の取組を実施します。 

幼保連携課 

教職員に対する

研修 

 教職員に対して、県教育委員会及び障害児教育セ

ンター実施の講座、教育研究室が主催する特別支援

教育に係る研修への参加を勧奨することで、教職員

の資質の向上を図ります。 

学校教育課 

障害児通所 

給付事業 

日常生活における基本的な動作の指導や知識技能

の付与、集団生活への適応訓練など、専門的な支援

を行います。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

医療的ケアが必

要な児への支援 

 呼吸器等を使用している医療的ケアの必要な障害

のある子どもが、必要な量のサービス等を利用がで

きるように体制整備に努めます。 

 また、医療型児童発達支援及び重度障害児を対象

とした放課後等デイサービスの事業所の確保につい

て、検討します。 

社会福祉課 

障害児ふれあい

交流事業 

長期休暇時に、市内に住む小中学校の障害児学級

と高等部に在籍する障害のある子どもや保護者と地

域の人たちの交流活動を開催し、人とのつながりを

支援します。 

また、障害や障害のある人に対する理解を深める

ため、事業内容の充実を図ります。 

社会福祉課 
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⑶ 医療・生活安定にむけた支援 

ア 施策の方針 

障害のある子どもの生活を支援するために、医療費等により経済的な支援の

充実を図ります。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

≪新規≫ 

こども医療費 

（助成） 

小学４年生から中学３年生までの子どもの

疾病又は負傷について、医療保険による給付が

行われた場合において、その自己負担相当額を

助成します。※所得制限あり 

保険医療課 

未熟児養育医療費（給

付） 

 病院に入院し養育医療を受ける必要のある

未熟児に対して、指定医療機関での入院医療費

（医療保険適用範囲内）及び入院時食事療養費

の自己負担相当額を給付します。 

保険医療課 

乳幼児等医療 

（助成） 

 小学３年生までの乳幼児等の疾病又は負傷

について、医療保険による給付が行われた場合

において、その自己負担相当額を助成します。 

※所得制限あり 

保険医療課 

他公費医療自己 

負担額（助成） 

 乳幼児等又はこども医療費助成制度の受給

者に対して、国の公費医療制度による給付が行

われた場合において、その自己負担相当額を助

成します。 

保険医療課 

≪新規≫ 

母子家庭等医療費 

（助成） 

18 歳に達した年度の末日までの児童若しくは

20 歳未満の高等学校在籍中の児童を監護する

母又は父等及びその児童、遺児の疾病又は負傷

について、医療保険による給付が行われた場

合、その自己負担相当額から一部負担額を控除

した額を助成します。※所得制限あり 

保険医療課 

自立支援医療 

（育成医療） 

障害の軽減又は機能回復を図るため、指定の

医療機関で必要な医療を受けた身体障害児に

対し、育成医療費を支給します。 

社会福祉課 

特別児童扶養手当 

（支給） 

 在宅心身障害児の福祉の向上を図るため、精

神又は身体に中程度以上の障害のある 20歳未

満の児童に対して特別児童扶養手当を支給し

ます。 

こども 

福祉課 

保育料 

（軽減） 

 徴収額表２、３、４階層世帯で在宅障害児

（者）のいる世帯について保育料を軽減しま

す。 

幼保連携課 
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３ 住み慣れた地域での安全安心な暮らしづくり          

⑴ 相談支援体制の充実 

ア 施策の方針 

障害のある人が障害の特性や状況に応じた切れ目のない相談支援を受けるこ

とができるよう、基幹型相談支援センターの設置を検討するなど、支援体制の

充実を図ります。 

また、様々な障害者支援機関が、地域自立支援協議会等のネットワークを活

用しながら、一人ひとりのライフステージにおける課題等を共有することで、

総合的な支援を推進します。 

さらに、相談機能の一層の向上に向け、保健・医療、教育、福祉等の関係機

関、サービス提供事業者やＮＰＯ、民生委員・児童委員等と連携を図り、相談

支援のネットワークの構築に努めます。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

≪新規≫ 

基幹相談支援 

センターの設置 

 相談支援事業の充実を図るために、障害のあ

る人等の地域生活を総合的に支援する基幹型相

談支援センターの設置について検討します。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

相談支援ネット 

ワークの構築 

 保健・医療、教育、福祉等の関係機関、サー

ビス提供事業者やＮＰＯ、民生委員・児童委員

等と連携を図り、相談支援のネットワークの構

築に努めます。 

社会福祉課 

相談支援事業 

（地域生活支援事業） 

 障害のある人やその保護者等の様々な相談に

応じ、必要な情報の提供や助言を行います。 

また、関係機関との連絡調整、権利擁護のた

めの必要な支援を行います。 

社会福祉課 

相談事業 

（身体障害者） 

（知的障害者） 

（精神障害者） 

 

各相談員を設置することにより、障害のある

人や保護者等からの更生援護の相談に応じ、必

要な指導を行います。 

 

社会福祉課 

西脇市障害者 

地域支援協議会 

（地域生活支援事業） 

 市内の保健・医療・福祉及び教育等の関係機

関などにより構成される西脇市障害者地域支援

協議会は、障害者に関する総合的な施策の推進

等について調査審議します。 

社会福祉課 

北播磨障がい福祉 

ネットワーク会議 

 北播磨地域（５市１町）の共同設置により、

地域の関係機関によるネットワークを活用し、

北播磨全域の障害者福祉施策を推進します。 

社会福祉課 
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事 業 名 実施内容 所 管 

地域移行・定着支援 

 退院可能な精神に障害のある人が、地域での

生活へ移行し、定着できるように、病院関係者

と連携し、日常生活移行への支援を行います。   

また、精神障害者退院支援施設や地域移行型ホ

ーム等の住環境の整備を検討します。 

そして地域での障害のある人への理解を促進

し、良好な人間関係が保てるように支援します。 

社会福祉課 

 

⑵ 暮らしの場の確保 

ア 施策の方針 

在宅の障害のある人や施設等から地域への移行を図る障害のある人が、地域

で安心して暮らしていけるよう、グループホームをはじめとする住まいの確保

を図るとともに、相談機能や緊急時受入、生活体験の場を備えた地域生活の拠

点となる施設の整備を検討します。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

≪新規≫ 

地域生活 

拠点の整備 

地域で安心して生活するために、相談機能、緊

急時の受入、1 人暮らしの体験の場所等になる拠

点を整備していきます。 

また、高齢者やこどもの居場所など地域の中で

の交流の拠点としての機能を含めて検討してい

きます。 

社会福祉課 

長寿福祉課 

幼保連携課 

こども福祉課 

≪新規≫ 

自立生活援助（障

害福祉 

サービス） 

障害者支援施設やグループホーム等の利用者

が、1 人暮らしに移行する場合、定期的に居宅を

訪問などの相談支援を行います。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

福祉ホーム運営

補助事業 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく福祉ホームに入居し

たときには、その事業者に対して運営費の補助を 

行います。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

グループホーム

事業所の整備 

近隣市町の事業所や市内の事業所（介護保険事

業所を含む）にグループホームの整備について働

きかけます。 

社会福祉課 

障害福祉 

サービス 

共同生活援助（グループホーム） 

施設入所支援 
社会福祉課 



86 

事 業 名 実施内容 所 管 

高齢者等住宅 

改造助成事業 

 

居住環境の改善を目的として、介助を必要とする

65 歳以上の高齢者や重度の身体に障害のある人

を対象に、住宅改造に要する費用を助成します。

また、住まいの改良相談員を設置し、相談・助言

を行います。 

長寿福祉課 

社会福祉課 

住宅入居等支援

事業 

（居住サポート）  

（地域生活支援事

業） 

 賃貸契約による公営住宅及び民間の賃貸住宅

への入居が困難な障害のある人に対して、入居に

必要な調整等について支援します。 

 また、賃貸等の契約による一般住宅への入居を

希望している精神に障害のある人に対して、入居

に必要な調整等のサポート体制を検討します。 

社会福祉課 

 

⑶ 生活支援の充実 

ア 施策の方針 

障害のある人や子どもが、住み慣れた地域において、必要な支援を受けなが

ら安心して在宅生活を送ることができるよう、日常生活を支援する様々なサー

ビスを提供します。また、市内の障害福祉サービス等事業者の第三者評価の実

施を推進し、サービスの質の向上に努めます。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

障害福祉サービス 

居宅介護・重度訪問介護・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・自立訓練（生活訓練・機能訓練） 

社会福祉課 

補装具費の支給 

（自立支援給付） 

義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具の

購入費及び修理費を支給します。 
社会福祉課 

地域生活支援事業 
日常生活用具給付等事業・訪問入浴サービス

事業・日中一時支援事業 
社会福祉課 

安心コールセンター 

サービス事業 

 おおむね 65歳以上のひとり暮らし高齢者

等の日常生活の安全を確保するため、緊急通

報装置を貸与します。 

長寿福祉課 

生活管理指導 

短期宿泊事業 

 心身の状態が低下により、在宅生活が一時

的に困難になったひとり暮らし高齢者等に

対して、短期の宿泊により日常生活に適用す

るための指導・支援を行います。 

 また、地域包括支援センターや民生委員等

の関係機関と連携を図り、適正な利用を図り

ます。 

長寿福祉課 

家族介護用品 

支給事業 

 家族介護者の身体的・精神的・経済的な負

担の軽減を図るため、重度（要介護４以上に
長寿福祉課 
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事 業 名 実施内容 所 管 

相当）の在宅要介護者を対象として、紙おむ

つや介護用手袋等の宅配により、介護者の負

担の軽減を図ります。 

福祉電話設置事業 

 緊急連絡の手段の確保するため、電話を保

有しない在宅の重度身体障害者やひとり暮

らし高齢者に福祉電話を貸与します。 

 

長寿福祉課 

高齢者日常生活用具 

給付事業 

 心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必

要なひとり暮らし高齢者等に対して、日常生

活の安全を確保するために、火災警報器、電

磁調理器を給付します。 

長寿福祉課 

知的障害者自立 

生活訓練 

施設補助事業 

 在宅の知的障害者を対象として、一定期間

保護者から独立させ、宿泊による生活訓練事

業を実施する知的障害者自立生活訓練ホー

ムに対し、運営補助を行います。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

あんしんはーとねっと 

事業（はいかい SOS 事

前登録） 

 事業協力者が、日常業務の中で高齢者を見

守るネットワークで、はいかい SOS 利用事

前登録者の捜索活動に可能な範囲で協力し

ます。 

長寿福祉課 

≪新規≫ 

高齢者見守りサポート 

事業 

事業希望者（福祉票提出）に対して、月１回

見守りを兼ねた宅配事業者による配達を実

施しています。配達時の状況から、必要に応

じて、支援につなげています。 

長寿福祉課 

はいかい高齢者等 

家族支援サービス事業 

 はいかい行動のある認知症高齢者等を介

護する家族に対して、位置情報検索システム

機器を貸与し、高齢者等がはいかいしたとき

に早期発見及び事故の防止に役立て、家族の

介護負担の軽減を図ります。 

長寿福祉課 

福祉サービス第三者 

評価事業 

 第３者の目から見た評価結果を幅広く利

用者や事業者に公表することにより、利用者

に情報提供を行うとともに、サービスの質の

向上に向けた事業者の取組を促します。 

社会福祉課 

 

⑷ 生活安定に向けた支援 

ア 施策の方針 

障害のある人の生活安定に向け、各種の手当の支給を行うとともに、利用促

進に努めます。また、公共料金等の減免制度や税の控除等の情報については、

「障害者福祉のしおり」やホームページで周知を行います。 

合わせて、障害のある生活に困窮する人に対する生活支援や就労支援を行いま

す。 
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イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

特別障害者手当 

 著しく重度の心身障害のため、日常生活に

常時特別の介護を要する在宅の障害のある人

（20 歳以上）に対して、特別障害者手当を支

給します。 

社会福祉課 

福祉手当 

（経過措置） 

従前の福祉手当受給者（20 歳以上）で、特

別障害者手当又は障害基本年金不受給の人に

対して、福祉手当を支給します。 

社会福祉課 

重度心身障害者 

（児）介護手当 

 日常生活において常時介護を要する 65 歳

未満の重度心身障害者（児）で、過去１年間

障害福祉サービス等を未利用の介護者に対し

て重度心身障害者（児）手当を支給します。 

社会福祉課 

西脇市福祉年金 

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保

健福祉手帳を所持し、市内に引き続き１年以

上居住している人に対して、福祉年金を支給

します。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

 障害のある生活困窮 

者への支援 

 障害のる生活困窮者に対して、関係機関等

と連携しながら、生活や就労に対して支援を

行います。 

社会福祉課 

在宅老人 

介護手当 

 

 寝たきり又は認知症の状態にある 65 歳以

上の人で、要介護４以上に相当し、過去１年

間介護保険サービスを未利用の介護者に対し

て、在宅老人介護手当を支給します。 

長寿福祉課 

各種の 

減免制度 

公共料金の減免、税の控除・減免、交通機関

の割引 など 
社会福祉課 

 

⑸ 保健・医療の充実 

ア 施策の方針 

生活習慣病や認知症、寝たきり等による要介護状態を予防することにより、障

害の発生の防止に努めます。また、日常生活における健康増進や健康管理を勧め、

疾病の早期発見・早期対応・早期治療へとつげていきます。 

また、医療的ケアが必要な障害のある人が必要なサービスを受けるための支

援や障害者が適切な医療を受けることができるよう、医療機関の理解を促進し

ます。 

イ 具体的な取組   

事 業 名 実施内容 所 管 

健康教育事業 

 健康寿命の延伸のために、生活習慣病や健

康増進等の正しい知識の普及を図り、自ら健

康づくりに取り組む市民の意識を高めます。 

 個人の行動変容に結びつくよう健康教育の

充実を図ります。 

健康課 
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事 業 名 実施内容 所 管 

健康相談事業 

 健康に関する個別の相談に応じて必要な指

導及び助言を行い、生活習慣の改善を図りま

す。また、健診の結果に基づく保健指導の充

実を図ります。 

健康課 

健康診査事業 

 がんの早期発見と、生活習慣病の予防対策

として、健康診査を行います。また、健康診

査の結果に応じて、受診勧奨や保健指導を行

います。合わせて、受診率の向上に向けた勧

奨を推進します。 

健康課 

訪問指導事業 
健康診査等の結果の基づいた訪問を実施

し、保健指導を行います。 
健康課 

介護予防事業 

介護予防の普及啓発のために運動、栄養、

口腔等の介護予防教室を開催します。また、

介護予防いきいきサロンやおりひめ体操自主

グループ等の住民主体の通いの場の活動を支

援します。 

健康課 

≪新規≫ 

医療的ケアが必要な 

障害のある人への支援 

呼吸器等を使用している医療的ケアの必要

な人が、必要な量のサービスを利用できる支

援体制の整備に努めます。 

重度障害者が、市内で生活介護を受けられ

るように市内の事業者（介護保険の事業者も

含め）働きかけます。 

社会福祉課 

自立支援医療費の支給 

（更生医療費の支給） 

 （自立支援給付） 

 障害の軽減又は機能回復を図るため、指定

の医療機関で必要な医療を受けた身体障害者

に対し、更生医療費を支給します。 

社会福祉課 

重度心身障害者 

医療費（助成） 

 重度の障害のある人（児童含む。）の疾病又

は負傷について、医療保険による給付が行わ

れた場合において、その自己負担相当額から

一部負担金相当額を控除した額を助成しま

す。※所得制限あり 

保険医療課 

高齢重度障害者 

医療費（助成） 

 高齢に加えて重度の障害のある人に対し

て、医療の給付が行われた場合において、医

療の給付が行われた場合において、その自己

負担相当額から一部負担相当額を控除した額

を助成します。※所得制限あり 

保険医療課 

高齢期移行医療費 

（助成） 

 65 歳から 69 歳までの高齢者の疾病又は

負傷について、医療保険による給付が行われ

た場合において、その自己負担額から一部負

担金相当額を控除した額を助成します。 

※所得制限あり 

保険医療課 

重度心身障害者 

訪問看護ステーション

利用（助成） 

 市内の訪問看護ステーションが実施する健

康保険法に規定する訪問看護事業を利用した

重度の心身障害者に対して、利用料の一部を

助成します。 

社会福祉課 
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⑹ 暮らしの安全安心の確保 

ア 施策の方針 

障害のある人が巻き込まれる悪質商法被害や交通事故等から守るため、障害

のある人等を対象とした消費生活被害防止に関する啓発や交通安全教育等を実

施します。また、災害時に速やかに対応できるよう地域防災力の向上に努めま

す。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

消費生活被害防止に 

関する啓発 

 高齢者や判断能力が十分でない人を狙った

悪質商法や詐欺等の被害を防止するため、本

人や関係者が注意すべきことについての啓発

を図ります。 

 また、障害者団体や民生委員・児童委員に

対して、相談窓口や被害事例等の周知を図り

ます。 

防災安全課 

障害者等に対する 

交通安全・防犯教育 

障害のある人の交通事故や犯罪被害を抑止

し、安全な暮らしを守るため、障害のある人

それぞれの状況に応じた指導や教育を行いま

す。 

防災安全課 

地域防災計画の推進 

 市防災計画を随時見直し、市民への周知徹

底を図るとともに、住民相互の助け合いを基

調とした協力体制の構築を図ります。 

防災安全課 

≪新規≫ 

防災意識の向上 

 事業所等と連携し、障害のある人やその家

族に災害時の避難場所や準備についての情

報、支援体制についての情報発信を図ります。 

社会福祉課 

防災安全課 

≪新規≫ 

災害時個別支援計画の

策定 

災害時要援護者の避難誘導等について、個

別の計画策定に向けて、関係各課や地域との

調整を図ります。 

社会福祉課 

長寿福祉課 

防災安全課 

≪新規≫ 

避難所での情報発信 

 避難所での情報発信については、音声発信

だけでなく、ホワイトボードなどによる情報

発信にも努めます。 

防災安全課 

災害時要支援者の把握 
 関係部局との連携により、平時からの災害

時要援護者の把握に努めます。 

社会福祉課 

防災安全課 

自主防災組織等の 

育成 

 近隣の住民同士が協力して地域の安全を、

自主防災組織の活性化を図ります。 

 組織化率 99％を目指すとともに、自主防

災会を中心に災害時において各町が対策本部

を設置し、要援護者の避難誘導、本部との連

携体制や救出・救護など、行政機関の活動と

連携し、地域防災力の強化を図ります。 

防災安全課 

緊急時の情報  災害時の市民への情報伝達手段確保のた 防災安全課 
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事 業 名 実施内容 所 管 

伝達手段の整備 め、防災行政無線を整備し、避難準備情報や

避難勧告・指示等住民への速やかな伝達を図

ります。 

にしわき安心ボトルの 

配布 

救急活動に必要な情報を的確に伝えられる 

にしわき安心ボトルを配布します。 
社会福祉課 

 

 

 

 

⑺ 情報提供の充実 

ア 施策の方針 

障害のある人にとって必要な障害者福祉の制度やサービス等の情報について、

的確に入手できるように情報提供の充実を図ります。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

「障害者福祉の 

しおり」発行 

 各種手帳交付時に「障害者福祉のしおり」を

配布し、障害福祉制度・サービスに関する内容

をわかりやすく周知するよう努めます。また、

サービス事業所等の情報については、随時更新

を行います。 

社会福祉課 

声の広報 

 配布を希望する視覚に障害のある人に、広報

にしわきの内容を録音したカセットテープを

送付します。 

社会福祉課 

福祉情報の提供 

 市のホームページを通じて、「広報にしわき」

や「障害福祉のしおり」に掲載した情報をはじ

め、各種の福祉情報の提供に努めます。 

社会福祉課 

わかりやすい行政情

報の提供 

ホームページを見やすくするための背景色

の変更や文字の拡大、手話の表示、必要に応じ

たルビの表記などについて関係各課に働きか

けます。 

社会福祉課 
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４ 社会参加と生きがいづくり                  

⑴ 就労支援の充実 

ア 施策の方針 

障害者の就労に向けた訓練の支援を行うとともに、関係機関等との連携によ

り障害者の雇用を促進します。 

一般就労された方には、職場での定着が図れるよう支援します。 

また、企業に対しては、障害者への理解を深め、雇用を促進していただくよ

う啓発を進めます。市においては、法定雇用の達成とともに、障害者就労支援

施設や在宅の障害者に対し、優先的にサービスや物品の調達を推進します。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

障害福祉サービス 

就労移行支援 

就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

社会福祉課 

≪新規≫ 

職場定着支援 

 北播磨就業・生活支援センターでは、障害

のある人が職場に定着しやすいよう、企業と

の調整や本人への支援を実施しています。市

のおいても協力支援ができるように努めてい

きます。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

障害福祉サービス 

就労定着支援 

環境の変化により生活面に課題がある一般

就労に移行した障害のある人に対して、企業

等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向け

た支援をします。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

優先調達の推進 

 障害者優先調達法に基づき、障害福祉サー

ビス事業所等の提供する物品・サービスの優

先購入（調達）を推進します。 

 また、障害福祉サービス事業所で製作され

た製品の販売を促進するため、地域のイベン

トへの出品等の販路拡大に有効な支援策につ

いて検討します。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

農福連携の推進 

障害のある人が、農業の担い手としての就

労機会の拡大を目指し、農業と福祉の連携を

図ります。 

実施希望のあった市内の就労支援事業所と

農家等が契約し、利用者の施設外実習として

実施します。 

社会福祉課 

障害者雇用促進 

啓発活動の推進 

 事業主の障害者雇用に関する理解と認識を

深めるため、公共職業安定所と連携し、「障害

者の雇用の促進等に関する法律」の周知をは

じめ、「障害者雇用支援月間」や「障害者雇用

促進セミナー」の広報・啓発活動を行います。 

  

社会福祉課 
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事 業 名 実施内容 所 管 

商工関係団体との連携

による障害者雇用事業

所の開拓 

 障害の種別・程度・特性に応じて、障害の

ある人が就労訓練の成果や持てる能力を発揮

しつつ一般就労ができるよう、市と西脇商工

会議所等商工業者関係団体との連携し、雇用

事業所の開拓や障害者雇用に関する理解と認

識を深める啓発を行います。 

社会福祉課 

 

⑵ 居場所・生きがいづくりへの支援の充実 

ア 施策の方針 

障害のある人の芸術文化・スポーツ等における活動を支援するとともに、障

害のある人が主体的にグループ活動の場を運営できるような支援を行います。 

 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

障害者スポーツ大会 

参加支援 

 障害のある人が安全に楽しみながらスポー

ツ活動等に参加できるように、障害者スポー

ツ大会等への参加を支援します。 

社会福祉課 

身体障害者社会学級 

青い鳥学級 

 視覚に障害のある人が多くの人との交流を

通じて、相互理解を深め、共に生きる喜びを

創造する機会として「青い鳥学級」を実施し

ます。 

中央公民館 

障害者水泳教室 

にこにこスイミング 

 障害者の身体機能の維持向上を図るため、

個人指導による障害者水泳教室を実施しま

す。（天神池スポーツセンター温水プール） 

生涯学習課 

音楽体験教室 

 障害者とその保護者が、音楽やゲームを楽

しみながら表現力を豊かにし、多くの人との

交流・ふれあいの場となることを目的に開催

します。 

中央公民館 

≪新規≫ 

障害のある人の 

居場所づくり 

 障害のある人が利用できる居場所について

検討します。 
社会福祉課 

地域活動支援事業 
障害者小規模通所援護事業 

地域活動支援センター事業 
社会福祉課 
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⑶ コミュニケーション支援の充実 

ア 施策の方針 

障害のある人が自らの意思で外出し、様々な形での社会参加を果たす場面に

おいて、相互のコミュニケ―ションを行うための支援を充実します。 

 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

「西脇市手話言語 

条例」の推進 

 「西脇市手話言語条例」について市民に周

知し、「西脇市手話施策推進方針」に基づき、

手話という言語の普及及び障害のある人とな

い人のコミュニケーションの拡大を図りま

す。 

社会福祉課 

手話通訳者派遣事業（地

域生活支援事業） 

 聴覚に障害のある人等の外出時に、コミュ

ニケーションの手段として、手話通訳者を派

遣します。 

 また、北播磨圏域で手話通訳者者養成講座

を実施など、人材確保のための計画的な養成

に努め、派遣体制の充実を図ります。 

社会福祉課 

要約筆記奉仕員派遣事

業（地域生活支援事業） 

 聴覚に障害のある人の社会参加の促進を図

るため、要約筆記者を派遣します。 

 また、北播磨圏域で要約筆記者養成講座を

実施など、人材確保のための計画的な養成に

努め、派遣体制の充実を図ります。 

社会福祉課 

コミュニケーション 

環境の改善 

 手話ができる職員の見分けのつく表示や窓

口カウンターに筆記ボードを設置するなど、

コミュニケーションがとりやすい環境整備に

努めます。 

社会福祉課 

窓口対応の充実 

 各種相談やサービス利用に当たって、利用

者の視点に立って、記入用紙等において、わ

かりやすい用語の使用等に努めます。 

社会福祉課 

窓口担当課 
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⑷ 移動支援の整備 

ア 施策の方針 

障害者が自らの意思で外出し、様々な形での社会参加を果たすことができるよ

う、移動中の介助や介護とともに、車両での移動を検討します。 

 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

≪新規≫ 

車両移送型移動支援 

 車両による移動支援の実施について検討し

ます。 
社会福祉課 

重度身体障害者自動車

改造助成事業 

 

重度身体障害者運転免

許取得事業 

 重度の上肢・下肢又は体幹機能障害のある身

体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場

合に、当該自動車の改造に要する経費の一部を

助成します。 

また、重度身体障害者運転免許取得費助成事

業は、身体障害者が就労等のために運転免許を

取得するために要した費用の一部を助成しま

す。 

社会福祉課 

福祉タクシー事業 

（助成） 

 重度身体障害者及び 80 歳以上の高齢者等

が日常生活に必要な外出や社会活動等に対し

て、タクシー利用料金の一部を助成します。 

長寿福祉課 

社会福祉課 

障害福祉サービス  同行援護 社会福祉課 

地域生活支援事業  障害者移動支援事業 社会福祉課 

ゆずりあい駐車場の利

用証交付事業 

兵庫県が実施している「ゆずりあい駐車場の

利用証を交付し、駐車場を優先して利用できる

ように支援します。 

社会福祉課 
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５ 共に暮らせる地域づくり                   

⑴ 福祉のまちづくりの推進 

ア 施策の方針 

障害のあるなしに関わらず、誰もが利用しやすい社会環境が整備されるよう

に、バリアフリーやユニバーサルデザインの普及に努めます。 

 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

歩行空間の整備 

障害のある人等が安心して移動できる歩行空

間を確保するために、主要道路については、幅

の広い歩道を整備します。 

土木課 

公園等の整備 

 公園トイレの水洗化に併せて、さらなる安全

性が向上するように、バリアフリーやユニバー

サルデザインの視点を取り入れた整備に努めま

す。 

都市住宅課 

障害者等に配慮した 

公営住宅の整備 

 「兵庫県福祉のまちづくり条例」及び県の公

営住宅整備基準に基づき、バリアフリーに配慮

した公営住宅の整備について検討します。 

都市住宅課 

交通バリアフリーの 

推進 

 ノーマライゼーションの理念に基づき、障害

のある人が自らの意思により外出することで、

日常生活・社会生活の自立を果たすことができ

るようにするため、市内の公共交通網の改善を

図るとともに、駅等のバリアフリーの推進、バ

スの段差の解消など、交通機関におけるバリア

フリー化を各事業者と連携しながら計画的に推

進します。 

総合企画課 
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⑵ 共に支え合う地域福祉の推進 

ア 施策の方針 

障害のある人等の見守る地域、地域福祉を担う民生委員・児童委員及び社会

福祉協議会等の関係機関と連携し、障害のある人が安心して生活するための活

動の場、また地域住民と交流できる集いの場を創出するなどの地域社会づくり

の推進に努めます。 

また、ボランティア活動が活発になるよう、ボランティアセンターと連携し 

   て、障害福祉に関する情報発信やボランティア活動への支援等を推進します。 

 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

第２次西脇市地域 

福祉計画の推進 

「ええまち・西脇～みんなの心が響きあう 

安心・共生のまちづくり～」の基本理念に基

づき、西脇市社会福祉協議会との連携の下、

障害のあるなしに関わらず、すべての人の人

権が尊重され、いきいきと健やかな生活を送

ることができる西脇市の実現を目指します。 

社会福祉課 

障害者団体の育成 

及び活動支援 

障害者団体の活動を支援し、地域福祉活動

の推進を図ります。 
社会福祉課 

ボランティアセンター

への支援 

 ボランティア活動が活発になるように、ボ

ランティア活動への支援及びボランティアの

発掘・育成等について、市社会福祉協議会と

連携して支援します。 

社会福祉課 
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⑶ 人材の育成・研修の充実 

ア 施策の方針 

障害のあるなしに関わらず、共に暮らせる地域づくりを支える市職員をはじ

め保健・医療・福祉分野の従事者、教職員、市民ボランティア、意思疎通支援

者など、障害のある人にとって身近な人材の資質の向上を図る取組を推進しま

す。 

イ 具体的な取組 

事 業 名 実施内容 所 管 

市職員に対する研修 

 保健・医療・福祉に係る市担当課の職員だけ

でなく、全ての市職員が障害者に対する理解と

認識を深めることで、職員一人ひとりが障害の

ある市民に対して適切な対応ができるように

するとともに、各窓口対応全体が障害者に対し

て配慮されたものとなるよう研修を行います。 

  

総務課 

教職員に対する研修 

（再掲） 

 教職員に対して、県教育委員会及び障害児教

育センター実施の講座、教育研究室が主催する

特別支援教育に係る研修への参加を勧奨する

ことで、教職員の資質の向上を図ります。 

 平成 18 年度に設置した、教育研究室の特別

支援教育部会において、特別支援教育推進に係

る調査研究を行うとともに、教職員の資質の向

上を図ります。 

学校教育課 

≪新規≫ 

市民ボランティアの 

育成 

西脇市社会福祉協議会との連携の下、障害に

ついての理解を深め、障害のある人への支援が

できるボランティアの育成に努めます。 

社会福祉課 

≪新規≫ 

意思疎通支援者の育成 

手話奉仕員養成講座、要約筆記養成講座、手話

通訳者養成講座などを開催し、意思疎通支援者

の育成に努めます。 

社会福祉課 
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