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第５章 資 料 編 
 

１ 計画策定の経過 

 

年 月 日 内     容 

平成 23 年７月 27 日 第２期伊達市障がい者計画策定委員会（第１回） 

    ９月 ６日 第２期伊達市障がい者計画策定に係る庁内調整 

    ９月 14 日 

意見交換会（伊達身体障がい者福祉協会 伊達身体

障がい者福祉協会視覚部会 伊達聴力障害者協会 

伊達手話の会 さわやかともの会）   

９月 16 日 第２期伊達市障がい者計画に係る施策取りまとめ 

９月 27 日 意見交換会（伊達肢体不自由児者父母の会） 

    ９月 28 日 第２期伊達市障がい者計画策定委員会（第２回） 

    10 月 20 日 意見交換会（伊達地方腎友会） 

    10 月 24 日 
意見交換会（特定非営利活動法人かしわ会  

ハッピーサークル） 

    10 月 26 日 第２期伊達市障がい者計画策定委員会（第３回） 

    11 月 ７日 
意見交換会（特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ

育成会 わかば会）  

    11 月 26 日 意見交換会（ミネルバ病院家族の会） 

    12 月 13 日 第２期伊達市障がい者計画策定委員会（第４回） 

平成 24 年１月 27 日 

～２月 27 日 
市民意見の公募（パブリックコメント） 

     ２月 29 日 第２期伊達市障がい者計画策定委員会（第５回） 
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２ 第２期伊達市障がい者計画策定委員会 

 

   第２期伊達市障がい者計画策定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条  第２期伊達市障がい者計画の策定にあたり、市民が主体となった障が

い者の福祉を推進する計画を策定するため、伊達市障がい者計画策定委員会

（以下「委員会」という｡)を設置する。 

 （所掌事項）  

第２条  委員会は、「伊達市障がい者計画」の原案について検討を行うものと

する。 

 （組織） 

第３条  委員会は、15 名以内の委員で構成する。 

２ 委員は、医療、教育、福祉等の事業に従事する専門家、学識経験者、障が

い者団体の代表者及び公募による者のうちから市長が委嘱する。 

 （任期） 

第４条  委員の任期は委嘱の日から平成 24 年３月 31 日までとする。 

２ 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選によりこれを

定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第６条  委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができ

ない。 

 （庶務） 

第７条  委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。 

 （その他） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に

定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成 23 年６月１日から施行する。 
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第２期伊達市障がい者計画策定委員会 委員名簿 

（五十音順） 

 

氏  名 所 属 名 

石 川 鐵 雄 伊達身体障がい者福祉協会 

岩 本 浩 吉 
社会福祉法人ビバランド 

大滝学園 

○ 菊 池 禮 子 
社会福祉法人北海道社会福祉事業団

だて地域生活支援センター 

◎ 木 嶋 隆 志 社会福祉法人伊達市社会福祉協議会 

工 藤 とし子 伊達市民生委員児童委員協議会 

小 熊 正 人 社団法人胆振西部医師会 

佐々木 博 充 北海道伊達高等養護学校 

島 川 弘 美 公募  

田 中 春 雄 特定非営利活動法人かしわ会 

平 岡 理 恵 
社会福祉法人わらしべ会 

大滝わらしべ園 

松 倉 一 男 伊達市ボランティア連絡会 

和 田 恒 雄 室蘭公共職業安定所伊達分室 

                （◎委員長、○副委員長） 
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３ 障がい者団体等との意見交換会 

 

 意見交換会を開催した際に寄せられた主な意見は次のとお

りでした。 

 

平成 23 年９月 14 日（水）15 人参加 

参加団体 伊達身体障がい者福祉協会（視覚部会含む｡）  

      伊達聴力障害者協会 

      伊達手話の会 

      さわやかともの会 

 

○ 駅前の再開発の計画について、バリアフリーについて検

討してほしい。また、駅前の公営住宅について、障がい者

が優先して入居できないか検討してほしい。 

○ 毎年、障がい者計画の点検・評価を行っているが、達成

できていないものを達成できるよう検証して取り組んでほ

しい。 

○ 今後は、障がい者というよりも、高齢者対策の計画が主

になってくると思う。 

○ 手話は言語であるという大切なことが決まったことはう

れしい。 

○ 市民を対象とした手話講習会を実施して、市の手話通訳

者の後継者を育てていく必要がある。また、要約筆記者の

養成事業を展開してほしい。難聴者以外の高齢者にも必要

なサービスだと思う。 

○ 視覚障がい者も高齢になってきており、ひとり暮らしの

人が多くなり、持ち家を処分して公営住宅や施設に入ろう

としても、なかなか入れないのが最大の悩みになっている。 

○ 携帯電話をうまく活用してサポート等を行える方法を考

えてほしい。 

○ 災害の発生時の対策で弱者をしっかり把握できる、そし

てサポートしていく支援体制作りを進めてほしい。  
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平成 23 年９月 27 日（火）６人参加 

参加団体 伊達肢体不自由児者父母の会  

      

○ 障がい児・者が地域生活をするにあたり、よりきめの細

かな、柔軟なサービスが必要になってくる。重複障がい者

のケアホームができ、地域での生活が実現してきているが、

医療的ケアのある場合や、学齢・幼児期の場合、利用でき

るサービスや事業所が限られているのが現状である。特に

幼児・学齢期に地域で暮らせないということは大きな問題

である。 

○ 移動支援事業において、通学・通所・通勤に利用したい。

また、学校から学童保育所・日中一時支援事業所までの往

来にも利用できるようにしてほしい。家庭において生活を

成り立たせるために母親の就業は避けられない現状があ

る。利用年齢を含めた、利用範囲の拡大が必要である。 

○ 日中一時支援事業において、特に児童（15 歳未満）の入

浴・送迎に対応してくれる事業がない。また、医療的ケア

のある場合も考慮し、長期休業中の利用、放課後の利用に

おいても合わせて対応していただきたい。 

○ 障がい児の学童保育について、６年生まで利用拡大をし

てほしい。 

○ 15 歳未満の障がい児の入浴については、本人の身体状況

や成長により、自宅で保護者やヘルパーによる安全な入浴

が難しくなってくる。居宅でなくても、その利用者がいる

場にヘルパーを派遣してくれる現実的なサービスと考えて

いただきたい。 

○ 短期入所事業において、伊達市内では肢体不自由がある

場合は受け入れる事業所がない。室蘭市・苫小牧市・札幌

市まで行かなければならない。医療的ケアがある場合は更

に予約状況などで利用先が限られる。保護者が急病のとき、

誰が子どもをケアしてくれるのかという不安を常に抱いて

いる。市内で安心して預けられる短期入所事業をお願いし

たい。  
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平成 23 年 10 月 20 日（木）３人参加 

参加団体 伊達地方腎友会 

      

○ 伊達地方腎友会として現在の会員数は 56 名となってお

り、洞爺協会病院と市内の伊達赤十字病院、いぶり腎泌尿

器科クリニックの３施設で血液透析を行っている。伊達地

方腎友会の会員には、伊達市、室蘭市、西胆振の近隣３町、

留寿都町、真狩町、長万部町の方もいる。 

○ 腎友会として、行事などを行っても、十数年血液透析を

受けている方や、高齢化が進んでおり 70 代、80 代になって

いて、参加する方が減っている。若い方はそういった活動

に興味がないようだ。 

○ 今は医療にしても制度がすごく充実しているので、今の

ところは心配していないが、腎友会は今後どうなるのか不

安なところがある。血液透析を 30 年やっているという方も

だんだん増えてきてそれだけ医療が進んできていると実感

している。 

○ 伊達地方腎友会として臓器提供意志表示カードを配布し

ている。医療と福祉を後退させないための署名活動も行っ

ている。協力いただきたい。 

○ 血液透析を行っている患者は増えてきているが腎友会に

入る方は少ない。今は恵まれているから、別に腎友会に入

る必要がないと考えているようだ。 

○ 福祉の部分でも充実してきているので、最低でも今の状

態・質で維持してもらいたい。 

○ 糖尿病の方が増えてきているようだが、透析予備軍に対

しての予防や透析患者を増やさないために、啓発活動を腎

友会としても取り組んでいる。市としても御協力をお願い

したい。 
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平成 23 年 10 月 24 日（月）４人参加 

参加団体 特定非営利活動法人かしわ会 

  

○ かしわ会は、精神障がい者のみの施設で、ここの会員は

医師と薬は切り離せない絶対条件がある。施設を離れて地

域で暮らすよう進めているが、やはり施設がなければなら

ないし、病院に直結した施設がなければならない。その中

で、リハビリテーション・日常生活を送るための訓練を行

うということは、精神障がい者には必要不可欠なこと。 

○ このかしわ会は 40 数年の歴史があるが、かしわ会の中に

入ってくる新規の人が少ない。体験入所者は多いが、いろ

いろ説明していくとなかなか新規入所とはならない。精神

障がい者は家に閉じこもりがちで、家族が背中を押してあ

げないと、そのうち一人の生活になっていくケースがある。

その日の体調によって労働ができない。無理が利かない。 

○ かしわ会は会員にとって、とても大切なところとなって

いる。ここはなくしたくない。市の広報の中で、かしわ会

があるということを知り、医師にも相談しここに来ること

になった。かしわ会に来るようになって、だんだん回復し

てきた。 

○ 精神障がいは、ほかの障がいとは違い、非常にわかりづ

らい。孤立することが多く孤独な人が多い。精神障がいは

誰でもなる可能性はある。 

○ 就労は現在クリーニング業に行っているが、社会復帰の

ために市の簡単な業務や下請けのような仕事がないもの

か。働く喜びを知ると病状が良くなることがある。 

○ 市には障がい者が気軽に集える場所の提供をお願いした

い。親の悩みは、当事者の閉じこもりをいかにして外に出

してやるかを考えている。継続して施設に通うには、家族

や周りの人がバックアップしないと本人だけだと長続きし

ない。また閉じこもってしまう。 

○ 生活のリズム、仲間とのコミュニケーションや情報交換

などで安心感が得られる。 

○ 親亡き後の生活では、やはり生活資金をどうするかとい

う問題になる。 
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平成 23 年 10 月 24 日（月）３人参加 

参加団体 回復者クラブ ハッピーサークル 

  

○ ハッピーサークルは現在９人で月２回の活動をしてい

る。今は大町にあるサロンで活動していて、会員は年々少

しずつ増えている。会に入るのも辞めるのも自由で、貴重

な集まる場となっている。ボランティアの方が２人来てい

る。会員は 30 代から 70 代の方で、40～50 代の方が多い。 

○ 会員の中でも、なかなか活動に出て来られない方がおり、

サポートが必要な方がいて心配している。精神的な障がい

を知られたら恥ずかしいという気持ちがある。精神障がい

者が増加している今の時代、ハッピーサークルのような会

は、なくしてはならない大切な場だと考えている。 

○ 将来、家族が亡くなり自分１人で生活することを考える

と不安になる。 

○ 生きがいを見つけることが大切だと思う。生きている喜

びを知ることが大事。たくさんの人と出会って一緒の時間

を楽しく過ごすこと、自立していく上で必要なことだと思

う。 

○ ハッピーサークルの活動は現状うまくいっている。会の

活動を継続していくことが大切だと感じている。 

 

 

平成 23 年 11 月７日（月）８人参加 

参加団体 特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 

     わかば会 

  

○ 市として法定雇用率を守ることをお願いしたい。また、

雇用支援を障がい者計画にしっかり載せてもらいたい。北

海道障がい者条例の中にもあるが、就労支援は市町村の協

力がなければうまくいかない。アクション 2011 にもあるが

スター制度の導入を伊達市として取り入れてほしい。入札

制度も障がい者の支援というところにまで延ばしてほし

い。身体障がい者ばかりではなく知的障がい者についても

雇用の促進を考えてほしい。 
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○ 今回の震災を踏まえて、福祉避難所の設置についてぜひ

検討してほしい。 

○ グループホームケアホームについて、車いすに対応した

バリアフリーの施設を作ってほしい。公営住宅をグループ

ホームに開放するため、公営住宅を建設する際は設計の中

でグループホームに使えるような間取りにできないか検討

してほしい。また、公営住宅の障がい者の優先入居の制度

がないので、なんとか検討してほしい。 

○ 障がい者計画について、知的障がい者はルビがないと読

めないので、今回の計画にはルビを振ってほしい。また、

市役所の仕事の表示がわからないので、役所内の表示板に

はルビを付けてほしい。 

○ 療育手帳のカード化を北海道に市として要望してほし

い。各種割引サービスに利用できるカードの導入をお願い

したい。当事者の要望が強い。 

○ 配食サービスについて、市内で何箇所か行っているが、

今後の高齢化社会の中では障がい者にとっても重要なサー

ビスになると思う。割と単価が高い。現在グループホーム

に入居していて、その後そこから障がい者が単身で生活す

るときに必要なサービスとなる。 

○ 知的障がい者を市役所で雇用することについて、市の業

務の見直し等により検討してもらえないだろうか。 

   

 

平成 23 年 11 月 26 日（土）12 人参加 

参加団体 ミネルバ病院家族の会 

      

○ 今の経済情勢では、なかなか民間の企業に就職すること

は困難なので、市で就労の場の確保をお願いしたい。 

○ 一般就労に繋げる際のネットワーク強化をお願いしたい。 

○ 精神障がいがあり、判断能力が不十分な状態で親も高齢

化してきており、今後、将来のことを考え成年後見制度な

どの活用を考えている。 

○ 市で就労の場として、農業等の活用を検討してほしい。  

○ 福祉タクシー助成の助成対象範囲の拡大をお願いしたい。 
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４ 用語解説 

 

【あ行】 

 

ＮＰＯ 

継続的、自発的に社会貢献活動を行う非営利の民間組織

（団体）の総称。Non Profit Organization の略。平成10年

に活動を支援するため、簡易な手続で法人格の取得ができ

る特定非営利活動促進法（NPO法）が施行された。 

 

【か行】 

 

学習障がい（LD：Learning Disorder） 

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話

す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特定

のものの習得と使用に著しい困難を示す状態を指すもの。 

 

学童保育（放課後児童クラブ） 

親が働いていて放課後の保育が十分保障されない小学校

低学年児童に対し、家庭に代わる保育を行う施設・事業 

 

基準該当（基準該当福祉サービス） 

  指定障害福祉サービスとしての基準は満たしていないも

のの、介護保険事業所等の基準を満たす事業所であり、市

町村が認めたものにおいては、当該事業者が障がい者を受

け入れた場合、基準該当障害福祉サービスとして特例介護

給付費・特例訓練等給付費が支給されることとなっている。 

 

緊急通報システム 

ひとり暮らしの身体障がいのある人などが、家庭内で病

気などの緊急事態に陥ったときに、ボタンを押すだけで消

防等関係機関に通報され、救助をしてもらうことができる

ようシステム化されたもの。 
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グループホーム 

地域の住宅（アパート、マンション、一戸建て等）にお

いて、病気や障がいなどで生活に困難を抱えた人たちが一

定の経済的負担を負って共同で生活する形態であり、世話

人により食事の世話、服薬管理等の日常的援助が行われる

もの。 

 

ケアホーム 

共同生活を行う住居に入居している障がい者につき、主

として夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護や、調

理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、

その他の必要な日常生活上の支援や介護を受けることがで

きるサービス 

 

ケアマネジメント 

対象者の社会生活上での複数のニーズを充足させるため、

適切な社会資源と結びつける手続の総体をいい、総合的か

つ継続的なサービスの供給を確保し、さらには社会資源の

改善及び開発を推進する援助方法である。 

 

更生医療 

18歳以上の身体障がい者に対して、医療を給付すること

によりその障がいを軽減し、それによって、日常生活能力

又は職業能力を回復し獲得させることを目的として行われ

る医療。知事の定める指定医療機関において給付される。 

 

コーディネーター 

  物事の調整をする人やまとめ役 

 

国際障害者年 

身体障がい、知的障がい、精神障がいの全ての障がい者

を対象に、「完全参加と平等」をテーマに、障がい者が社会

生活に完全参加し、障がいのない人と同等の生活を享受す

る権利の実現をめざすため、国連が 1981 年(昭和56年)をそ

の年として決議した。 

 



６６ 

 

高次脳機能障がい 

交通事故や頭部のけが、脳卒中などで脳が部分的に損傷

を受けたため、言語や記憶などの機能に障がいが起きた状

態をいう。注意力や集中力の低下、比較的古い記憶は保た

れているのに新しいことは覚えられない、感情や行動の抑

制がきかなくなるなどの精神・心理的症状が現れ、周囲の

状況にあった適切な行動が選べなくなり、生活に支障をき

たすようになる。 

また、この障がいはその人の行動に現れるが、外見上で

は分かりにくく自覚症状も薄いため、隠れた障がいと言わ

れ周囲の理解が得られにくいと言われている。 

 

【さ行】 

 

支援費制度 

利用者本位のサービス提供を基本として、障がい者等が

事業者と対等な立場でサービスを選択し、契約によりサー

ビスを利用する制度。平成15年４月から施行されたが、平

成18年４月より障害者自立支援法に基づく福祉サービスに

改正された。 

 

障害者基本法 

障がい者の自立及び社会参加支援等のため、基本的理念、

国・地方公共団体等の責務、施策の基本的事項を定めると

ともに、施策を総合かつ計画的に推進し、障がい者の福祉

を増進することを目的とする法律。 

平成５年、心身障害者対策基本法を改正し制定された。

平成 23 年７月には、障がい者の権利の保護に関する国際的

動向等を踏まえ一部改正が行われた。 

 

障害者週間 

国民の間に広く障がい者の福祉について関心と理解を深

めるとともに、障がい者が社会、経済、文化等あらゆる分

野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、平成16年

６月に障害者基本法において12月３日から12月９日までの

１週間と定められた。 
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障害者自立支援法 

障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ、

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

必要な障がい福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、

障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障が

い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社会の実現に寄与すること

を目的として制定された法律。 

従来の負担能力に応じた応能負担から、使ったサービス

料に応じてかかる応益負担になり、特に重度の障がい者ほ

ど負担が重くなることや利用者負担が重くなったなどの批

判の声を受け、「障害者自立支援法」を廃止して、「制度の

谷間」がなく、サービスの利用者負担を応能負担とする「障

害者総合福祉法（仮称）」を制定することとなっている。 

 

少子高齢化 

  先進諸国共通の現象で、出生率の低下により子供の数が

減ると同時に、平均寿命の伸びが原因で、人口全体に占め

る子供の割合が減り、65歳以上の高齢者の割合が高まるこ

と。 

 

職親会 

雇用主の立場から仕事の場を提供し、障がい者の雇用を

促進するとともに、働きながら暮らす障がい者の地域支援

をする事業者の会 

 

ジョブコーチ 

障がいのある人と一緒に職場に入り、企業や本人の不安

が解消されるにつれて、少しずつ付き添うレベルを少なく

し最終的には一人で仕事ができるよう継続的に就労支援す

る人をいう。また、就職後も職場を定期的に訪問するなど

アフターケアなどもする。 
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自立支援医療 

障がいにかかる公費負担医療制度が各種法律（身体障害

者福祉法、児童福祉法、精神保健福祉法）により異なる制

度であったものを手続きや負担の仕組み等を共通化したも

の。 

 

身体障害者手帳 

身体障害者福祉法に基づき、身体障害者障害程度等級表

に掲げる身体上の障がいのある人に対し、都道府県知事か

ら交付されるもので、最も障がいの程度の重い１級から６

級に区分されている。これを所持することにより、身体障

害者福祉法に基づく各種サービスを受けることができると

ともに、税制や運賃割引等の他法他施策の優遇措置がある。 

 

精神障害者保健福祉手帳 

精神障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的

として、精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長

期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人に対し、

都道府県から交付されるもので、１級から３級に区分され

ている。税制等の他法他施策の優遇措置がある。 

 

精神通院医療 

自立支援医療のひとつで、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律に規定する統合失調症、精神病質その他の精

神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要す

る程度の病状にあるものが、通院医療の際に自己負担が原

則１割で済む制度 
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成年後見制度 

知的障がい、精神障がい、認知症などのために判断能力

が不十分な人が、地域で安心して生活できるよう補助人、

保佐人、後見人を定めて支援する制度。 

各種契約や財産管理などの法律行為を、家庭裁判所など

により選任された後見人等が本人の意思を尊重し、契約な

どの法律行為の同意や代行などを行う。 

判断能力が十分なうちに後見人と契約を結び、判断能力

が衰えたときに備える「任意後見」と、判断能力が衰えた

後に家庭裁判所への申立てをして後見人を選ぶ「法定後見」

がある。 

 

【た行】 

 

短期入所（併設型） 

  障がい者支援施設等の本体施設に短期入所用に定員枠を

設け、利用者を受け入れる場合をいう。 

 

短期入所（空床型） 

  障がい者支援施設等の本体施設の定員に空きがある場合

に、その空き数の範囲内で利用者を受け入れる場合をいう。 

 

注意欠陥／多動性障がい 

（AD/HD：Attention Deficit/Hyperactivity Disorder） 

年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力又は衝動性、多

動性を特徴とする行動の障がいで、社会的な活動や学業の

機能に支障をきたすもの。 

 

特別支援教育 

従来の特殊教育の対象の障がい（視覚障がい、聴覚障が

い、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱等）だけで

なく、学習障がい（LD）、注意欠陥／多動性障がい（AD/HD）、

高機能自閉症を含めて、障がいのある児童生徒の自立や社

会参加に向け、その一人ひとりの教育的ニーズに応じた適

切な教育的支援を行うもの。 

 



７０ 

 

トライアル雇用 

障がい者に関する知識や雇用経験がないことから障がい

者雇用をためらっている事業所に、障がい者を試行雇用の

形で受け入れていただき、本格的な障がい者雇用に取り組

むきっかけづくりを進める事業 

 

【な行】 

 

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

高齢者や障がい者など、判断能力が十分でない方々の日

常生活での困りごとの相談に応じたり、福祉サービスの利

用に対する援助や、日常的な金銭の管理のお手伝いをして、

日常生活の支援をする事業 

 

ノーマライゼーション 

障がいのある人もない人も、お互いが特別に区別される

ことなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本

来の望ましい姿であるとする考え方。また、それに向けた

運動や施策なども含まれる。 

 

ノンステップバス 

車両の一部あるいは全体について、床の高さを下げ、床

面までのステップをなくしたバス。歩道のかさ上げにより、

ほぼ平面移動でバスに乗降可能となる。 

 

【は行】 

 

ハートビル法 

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律」の略称。高齢者や障がい者が

円滑に利用できる建築物の指針を明らかにし、建築物の質

の向上を図り、社会参加を支援する法律。平成６年施行 
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パブリックコメント 

パブリックコメントとは行政機関が行う意見公募手続の

ことをいう。計画や条例など重要な政策などを決める際に、

案の段階でその趣旨や内容などを市民に公表し、意見を求

める方法をいう。  

 

バリアフリー 

バリア（障壁）をなくすこと。建築用語では、建物内の

段差をなくす、出入口や廊下の幅員を広げるなど、障がい

者や高齢者などが生活するのに支障のない構造や仕様にす

ることを意味する。 

障がい者の社会生活をはばむ制度的、心理的な障がいの

除去という意味でも使われる。 

 

福祉避難所  

  地震や豪雨、津波といった大きな災害が起こったときに、

介護の必要な高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児、病人の

うち、特別の配慮を必要とする人たちを一時的に受け入れ

てケアする施設。小学校等、通常の避難所での生活が困難

な人たちのための避難所である。原則的に健常者は避難す

ることができない。専門スタッフを配置した介護施設や学

校を自治体が指定することになっている。施設はバリアフ

リー化されていて援護が必要な人の利用に適している施設

でなければならない。  

 

福祉有償運送 

ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の非営利法人が、高齢者や

障がい者などの公共交通機関を使用して移動することが困

難な人を対象に、通院、通所、レジャー等を目的に有償で

行う車両による移送サービスのこと。 

 

法定雇用率  

  民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進

等に関する法律」に基づき、障がいのある人を雇用しなけ

ればならないとされている比率のこと。  
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補装具 

補装具とは、身体障がい者が装着することにより、失わ

れた身体の一部、あるいは機能を補完するものの総称。具

体的には、義肢（義手・義足）・装具・車いすが有名。杖・

義眼・補聴器もこれにあたる。 

 

北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び

障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例 

略称は「北海道障がい者条例」という。障がいがあって

も安心して地域で暮らすことのできる社会づくりを目指し、

障がいのある人の権利擁護と暮らしやすい地域づくりを推

進することを目的としている。   

 

【や行】 

 

ユニバーサルデザイン 

あらゆる年齢や性別、障がいの有無等にかかわらず、誰

にでも使いやすい製品、都市・生活環境等をデザインする

こと。特定の障壁を解消するというバリアフリーから一歩

進んだ発想をいう。 

 

【ら行】 

 

療育手帳 

知的障がい児・者に一貫した相談・援助を行い、各種の

援護措置を受けやすくするために制度化された手帳で、都

道府県から交付されるもの。交付対象者は児童相談所また

は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された

者である。障がいの程度が重度の「Ａ」と、それ以外の「Ｂ」

に区分されている。 

手帳の所持により福祉サービスが受けられるほか、税制

面など他法他施策の優遇措置がある。 

 

 

 


