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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇７－就労支援 

 

１ 雇用機会の拡大 
 

【施策の展開】  ① 職親会の活用 

                     職親会を中心に職場への定着性を高め雇用の促進を図ります。 

                  ② 事業所との連携強化 

                    障がい者の雇用を促進するため、地域の特性を活かしながら、事業所との連携体制の整備 

と強化を図ります。 

                  ③ 職業相談・情報提供の充実 

                    障がい者の職業生活における自立を支援するため、国の制度を見据えながら、室蘭公共職

業安定所との連携による就労相談や情報提供の充実を図ります。 

                  ④ ジョブコーチによる支援及びトライアル雇用事業の充実 

                    障がい者への就労支援として、ジョブコーチによる支援を充実するとともに、トライアル

雇用事業などの障がい者雇用に対する支援の推進を図ります。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 

１．職親会の活用 ○西胆振心身障がい者職親会が中心となり、知的障がい者の雇用促進と職場に 

       おける定着性を高めています。 

・正会員：65事業所 特別会員：６事業所 

・支援している知的障がい者の一般就労者数 118名 

上記就労者の雇用先事業所数      33事業所 

                  （社会福祉課） 

 

 

２．事業所との連 ○障がい者雇用に関する制度等について、胆振日高障がい者就業・生活支援セ 

携強化     ンター「すて～じ」やハローワークからの情報及び提供資料を活用し、関係 

事業所への周知を行っています。 

                                    （社会福祉課・商工観光課） 

         ○伊達市職員採用試験 

          障がい者雇用を促進するため、伊達市職員採用試験に障がい者枠を設けること

を検討しています。 

 

 

３．職業相談・情 ○胆振日高障がい者就業・生活支援センター「すて～じ」、室蘭公共職業安定 

報提供の充実  所伊達分室と連携し、就労相談や求人情報の情報提供を行いました。 

    

                  （社会福祉課） 

 

 

４．ジョブコーチ ○障がい者の雇用に関する各種支援制度（トライアル雇用及びジョブコーチ） 

  による支援及   について、ホームページに掲載し、市民への情報提供を行いました。 

びトライアル                               

  雇用事業の充                               （社会福祉課） 

  実 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇７－就労支援 

 

２ 福祉的就労の場の確保 
 

【施策の展開】    ① 一般就労に向けた訓練・相談機能の強化 

                    福祉的就労は、障がいのある人の働く場、また、日中活動の場として大きな役割を担 

っていることから、就労継続支援の場を確保し、利用者の能力に応じ一般就労に向けた 

訓練や相談機能の充実が図られるよう、就労支援施設、伊達市障がい者総合相談支援セ 

ンター「あい」及び胆振日高障がい者就業・生活支援センターステ～ジとの連携を強化 

します。 

                  ② 地域活動支援センターへの支援 

                    障がい者の地域での自立した生活を支援するため、地域活動支援センターの施設運営 

等を支援します。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 

１．一般就労に向  ○一般就労に向けた障害福祉サービスである訓練等給付については、申請者の 

けた訓練・相   希望に沿った形で支給決定しています。また、相談機能の強化については、 

談機能の強化   各事業所において一般就労に向けた取組を実施していただいている状況であ 

り、新規の相談については伊達市障がい者総合相談支援センター「相談室あ 

い」や障がい者就業・生活支援支援センター「すて～じ」からの情報提供を 

受けて、必要な支給決定を行っています。 

                  （社会福祉課） 

 

 

２．地域活動支援  ○地域活動支援センター（地域活動センターあゆみ、特定非営利活動法人（かし 

センターへの   わ会）の施設運営について支援しました。 

支援       なお、「地域活動支援センターあゆみ」は、平成24年３月31日で事業を終了

し、生活介護事業所へ移行しました。 

                                           （社会福祉課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇８－教育・育成 

 

１ 障がい児保育・療育の充実 
 

【施策の展開】     ① 保育士の資質向上 

                    保育士などの障がい児保育・教育従事者に対して研修を実施し、資質の向上を図りま 

                   す。 

                  ② 親などへの相談・指導体制の整備 

                     障がい児保育に関する相談に的確に対応できるよう、家庭相談員の配置や子育て支援 

                   センター、各保育所での相談指導体制の整備を図ります。 

                    また、子どもの育成や教育に関しての様々な悩みのある親、保護者に対しての相談や 

                   指導体制を整備します。 

                  ③ 親同士のネットワーク支援 

                    互いの子育ての経験や情報交換を通し、それぞれの悩みの解決や、協力して子育てを 

                   支えあうなど、障がい児の親同士の交流やネットワークづくりを支援します。 

                  ④ 療育を必要とする幼児などへの支援の充実 

                    児童デイサービスセンター（児童発達支援事業）において、心身に発達の遅れや障が 

いのある在宅の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適 

応訓練などの早期療育を支援します。 

                    また、保育所や幼稚園などからの療育に関する相談や指導について支援します。 

                  ⑤ 関係機関との連携強化 

                    医療・指導機関等との連携を強化し、療育事業の充実を図ります。 

                  ⑥ 放課後児童クラブへの支援 

                    市内９か所に設置している学童保育の充実（障害児に対する支援員加配検討等）を図 

ります。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 

１．保育士の資質  ○障がい児教育の実践にあたり、専門的な知識と技術を養い、保育環境のあり 

  向上           方について理解を深めるため、北海道社会福祉協議会主催の「障がい児保育 

担当保育士研修会」に保育士１名が参加しました。 

○子ども発達支援事業として北海道社会福祉事業団太陽の園の発達支援専門員 

が、全保育所を訪問し、一人ひとりの障がい児にあわせた保育方法の指導を 

行っています。 

                  （児童家庭課） 

 

２．親などへの相  ○家庭相談員を配置し、子どもの心配ごとに関する様々な問題について、電話 

  談・指導体制   や窓口等で相談を受け、助言や指導を実施しました。さらに、市内３カ所の 

の整備     子育て支援センターにおいて、育児相談を実施しました。 

（家庭相談員による相談状況） 
 

種別 養護相談 保健相談 心身障がい 非行相談 健全育成 その他 計 

件数 27 0 33 0 10 16 86 

（子育て支援センターによる育児相談状況） 

相談場所 えがお つどいの広場 おひさま 計 

件数 533 14 26 573 

※「おひさま」は平成25年1月開所                （児童家庭課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇８－教育・育成 
 

○「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

                  （学校教育課） 

○「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

                                                （学校教育課） 

３．親同士のネッ  ○児童デイサービスセンターにおいて親同士の交流の場、情報交換の場として 

トワーク支援  「就学に向けての話」等をテーマに保護者教室を実施しました。 

                   実施回数：１回、参加者：17名 

                  （児童家庭課） 

 

 

４．療育を必要と  ○児童デイサービスセンターにおいて心身に発達の遅れや心配のある子どもに 

  する幼児など  療育訓練を行い、その発達を促すことを目的に実施しました。 

  への支援の充   通所児童数：56人（平成25年3月31日現在） 

  実             保育所や幼稚園等への発達支援回数：35回 

                  （児童家庭課） 

 

 

５．関係機関との  ○毎月１回、室蘭児童相談所の専門職員による、しつけや発達の遅れ及び心身 

  連携強化       の障がい等で子どもの心配ごとに関する、より専門的な相談を実施しました。 

                  受相人数：37人 

                  （児童家庭課） 

 

 

６．放課後児童ク ○共働き家庭など昼間に保護者のいない小学校低学年児童の放課後に、保護者 

  ラブへの支援  が帰宅するまでの長い生活時間における安全な居場所を確保し、父母たちが 

安心して働けるよう、また、共同生活や遊びを通して子どもたちの健全育成 

を図っています。 

                   入所児童数（平成24年度平均） 

                    やまびこ児童クラブ：67人   うめのこ児童クラブ：68人 

                    ほしのこ児童クラブ：53人   ながわ児童クラブ ：28人 

                    まれふ児童クラブ ： 6人   うす児童クラブ  ： 4人 

おおたき児童クラブ： 6人            計232人 

                  （児童家庭課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇８－教育・育成 

 

２ 学校教育の充実 
 

【施策の展開】    ① 福祉教育による福祉意識の啓発 

                    福祉に関する体験的な学習の積極的な推進を図り、障がいのある人に対する理解を深 

                   められるよう啓発に努めます。 

                  ② 学校施設のバリアフリー化 

                    障がいのある児童生徒の利用を前提とした、学校施設整備のバリアフリー化を検討し 

                   ます。 

                  ③ 交流教育の充実 

                    障がいのある子どもとない子どもの交流及び共同学習を積極的に行うとともに、福祉 

                   施設等との交流を行い、障がい児理解の推進を図ります。 

                  ④ 教職員研修の充実 

                    特別支援学級担当教職員の資質と専門性を高めるとともに、通常の学級の教職員に対 

                   しても障がいについての理解を深めるための研修を充実します。 

                  ⑤ 特別支援教育学校コーディネーターの資質向上 

                    障がいのあるすべての児童生徒の教育的ニーズに応えるため、特別支援教育学校コー 

                   ディネーターの資質向上に努めます。 

                  ⑥ 親などへの相談・指導体制の整備（再掲） 

                    障がい児保育に関する相談に的確に対応できるよう、家庭相談員の配置や子育て支援 

センター、各保育所での相談指導体制の整備を図ります。また、子どもの育成や教育に 

関しての様々な悩みをもつ親、保護者等に対しての相談や指導体制を整備します。 

                  ⑦ 指導内容・方法の改善 

                    個別の教育支援計画及び指導計画を作成し、効果的な支援に努めるとともに、評価を 

                   踏まえ見直しや改善を行うなど、一人ひとりの障がいに応じた継続的な指導の充実に努 

                   めます。 

                  ⑧ 通級指導教室の実施 

                    障がいのある児童生徒の学習を支援するため、言語指導等を行う「ことばの教室」な 

                   どの充実に努めます。 

                  ⑨ 進路指導の充実 

                    障がいのある児童生徒が適切な進路を選択できるよう、進路に関する相談、支援等を 

充実します。 

                  ⑩ 教育相談の充実（再掲） 

                    障がいのある児童生徒一人ひとりの状態に応じた相談に的確に対応できるよう、就学 

                   前の発達相談や学校における教育相談の充実を図ります。 

                  ⑪ 就学に向けた支援体制の充実 

                    就学先を選択するために十分な情報提供が受けられるよう、児童生徒の就学に向けた 

                   早期相談支援を充実します。 

                  ⑫ 特別支援教育推進委員会の充実 

                    学校関係者のほか、医療や相談機関の関係者を委員に加えた特別支援教育推進委員会 

                   における専門的な支援の充実を図ります。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆        
 

１．福祉教育によ  ○「総合的な学習の時間」を中心として、福祉施設訪問や交流等の体験学習に 

  る福祉意識の   より福祉に関する理解を図りました。 

  啓発                                        （学校教育課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇８－教育・育成 
 

２．学校施設のバ  （参考：平成24年度末の整備状況） 

リアフリー化 ○スロープの設置：小学校５校 中学校３校 

○多目的トイレの設置：小学校７校 中学校２校 

○エレベーターの設置：小学校１校 

○自動ドアの設置：小学校１校 

○階段の手摺の設置：小学校９校 中学校３校 

                  （学校教育課） 

 

 

３．交流教育の充  ○市内小・中学校特別支援学級合合同バス遠足 

  実            （目的）近隣の特別支援学級児童生徒との交流を通し、社会性を養い、集団行 

                   動のできる力を育てる等の目的で実施します。 

                 （対象）特別支援学級児童生徒 

                 （概要）平成23年度  小学校２回（春・冬）実施 

                                     中学校２回（春・冬）実施 

 

○日常の学校生活や各種行事などを活用した取組の実施 

・日常の遊び、各種行事などの中で、活動内容に応じた交流活動を実施しま 

                   した。 

・日常生活で、協力学級との共同学習、朝の会・帰りの会・給食を一緒に実 

施する中で、通常学級の児童と交流を持ち、ノーマライゼーションの推進 

を図りました。 

・障がいのある子どもとない子どもの交流が日常的に行われるよう、教育課 

程編成時に配慮しました。 

・特別支援学級の子どものニーズに合わせ、各種行事・教科指導・朝や帰り 

の会等、協力学級で交流学習を実施しました。 

・特別支援学級の児童が対応できる学習・行事は、通常学級で行いました。 

・室蘭養護学校との「居住地交流」を実施しました。 

                  （学校教育課） 

 

 

４．教職員研修の ○伊達市特別支援教育研修会の開催 

充実（目的）   幼稚園・保育所・小中学校との連携、地域・保護者への啓蒙、保健・福祉 

・医療との連携等について、一層の理解を深めるとともに関係者の資質向上 

                    を図ります。 

（対象）保育所・幼稚園・小中学校・保健センター・療育等関係施設・特別支 

援教育推進委員・専門家チーム・近隣市町関係者・保護者 

（概要）・伊達市特別支援教育推進委員会合同研修会 

・伊達市特別支援教育研修会 

・伊達市特別支援教育コーディネーター研修会  

                  （学校教育課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇８－教育・育成 
 

５．特別支援教育  ○伊達市コーディネーターによる学習会の開催 

学校コーディ  （目的）伊達市コーディネーター（高等養護学校職員等）が講師となり、専門 

ネーターの資   性向上を目指し実施します。 

質向上    （対象）幼・小・中学校教職員・保護者等 

（概要）幼稚園・各小中学校で開催 

 

○校内研修の実施 

・特別支援教育校内委員会での情報の共有と適切指導の在り方についての研 

修を行いました。 

・コーディネーター研修会を実施しました。 

・特別支援教育に係わって伊達市コーディネーターや外部講師を招聘し、教 

職員の資質と専門性を高めることを目指した研修会を実施しました。 

・全教職員で、特別支援教育の専門家を招き、学習会を開催しました。 

・Ｑ－Ｕを活用した学級経営について研修を実施しました。 

・通常の学級の教職員に対して、障がいについての理解を深めるための研修 

を充実します。 

 

                                               （学校教育課） 

 

 

６．親などへの相  「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

談・指導体制                                （学校教育課） 

の整備（再掲） 

         「８－１－②、親などへの相談・指導体制の整備」に記載のとおりです。 

                                        （児童家庭課） 

 

７．指導内容・方  ○特別支援学級への介護員（市臨時職員）配置 

法の改善   （目的）特別支援学級に在籍する障がいのある児童生徒に対し、学校生活上の 

介助を行うため、介護員を配置します。 

（概要）配置校 小学校５校 中学校３校 人員：18名 

 

○学校への特別支援教育支援員（市臨時職員）の配置 

（目的）小・中学校において様々な障がいのある児童生徒に対する、学校生活 

上の介助、学習活動上の支援（ＴＴ指導）を行うため、特別支援教育支援 

員を配置します。 

（概要）配置校 小学校８校 中学校２校 人員：14名 

 

○個別の教育支援計画及び指導計画の作成等 

・「個別の指導計画の作成」 

＊個別の指導計画を作成し、短期目標・長期目標を明確にすることにより 

一人ひとりの障がいに応じた継続的な指導の充実に努めています。 

＊学期ごとに評価・見直し・改善を行い、一人ひとりの障がいに応じた（ 

ニーズに応えた）継続的な指導の充実に努めています。 

＊個別指導計画を作成し、子どもの状況や困り感をとらえながら指導に生 

かすことを目指します。 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇８－教育・育成 
 

＊学期毎に評価しながら見直しや改善に努めます。 

・指導計画に沿った体育活動の実施 

＊目標の設定、実施→見直し 

・個別の教育支援計画及び指導計画を作成し、効果的な支援に努めるととも 

に、評価を踏まえ見直しや改善を行うなど、一人ひとりの障がいに応じた 

継続的な指導の充実に努めます。 

・授業での十分なサポートをするために特別支援教育支援員を配置し、児童 

生徒個々のニーズへの対応するよう努めます。 

                  （学校教育課） 

 

 

８．通級指導教室  ○通級指導教室「ことばの教室」との連携 

等の実施    ・定期的に市教育委員会との情報交換を実施しています。    

・各種行事（参観日、運動会、学芸会など）の際に「ことばの教室」の担任に 

案内を出し、参観してもらいました。 

・「ことばの教室」の行事の際に学級担任が参観しました。 

・「ことばの教室」の担任と学級担任の懇談を実施しました。 

                  （学校教育課） 

 

 

９．進路指導の充  「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

実                                   （学校教育課） 

 

10．教育相談の充  「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

実（再掲）                                （学校教育課） 

 

11．就学に向けた  「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

支援体制の充                              （学校教育課） 

  実 

 

 

12．特別支援教育  ○伊達市特別支援教育推進委員会等の開催 

推進委員会の  （目的）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 

充実            育的ニーズに対応した適切な教育的支援を行う特別支援教育の推進を図る 

ため、伊達市特別支援教育推進委員会を設置し、毎年会議を開催していま 

す。 

（構成）小中学校、聾学校、養護学校、医療機関、福祉施設、幼稚園、保育所 

及びその他関係行政機関等の職員 

（会議）・特別支援推進委員会 年３回開催 

・特別支援推進委員会支援部会 年５回開催 

・専門家チーム会議 年５回開催 

（学校教育課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇９－社会参加 

 

１ 本人活動、余暇活動の充実 
 

【施策の展開】    ① 各種講座の充実と参加の促進 

                    障がい者のニーズに応じた講座の開催や、障がいがあっても参加できる講座の企画な 

                   ど、講座の充実と障がい者の参加を促進します。 

                  ② 障がいがあっても参加できる事業の推進 

                    障がいがあっても参加できる文化活動事業・スポーツ振興事業を関係団体とともに推 

                   進します。 

                  ③ 障がい者のスポーツ交流の促進 

                    障がい者がスポーツを通して交流が図られるよう大会等への参加促進を図ります。 

                  ④ バリアフリーの推進 

                    バリアフリーに関する意識の啓発を図り、市内の公共施設ですべての人が安全かつ快 

適に利用できるよう整備を進めていくよう働きかけます。今後も「ともに支え合い助け 

合う人にやさしいまち」、「心のバリアフリー」を目指すまちづくりを推進します。 

                    また、障がい者の投票を促進するため、投票所の段差の解消や一部投票所においては、 

マット等を敷いて土足対応し、投票しやすい環境づくりを推進します。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．各種講座の充  ○成人教育事業 

実と参加の促  ・だて市民カレッジ、市民講座：障がいの有無に関わらず、各種講座学習会 

進        に参加できる体制にあります。 

・マイプラン・マイスタディ事業：福祉ボランティアの育成のための研修会 

等に財政支援しています。 

※だて市民カレッジ     年間５講座 245人参加 

市民講座         年間12講座  78人参加 

マイプラン・マイスタディ事業 ２事業  81人参加 

                   

                  （生涯学習推進課） 

２．障がいがあっ ○文化活動事業 

ても加できる  大きな音や人混みの苦手な児童生徒用が鑑賞できるよう会場外にモニターテレ 

事業の推進   ビとイスを設け、鑑賞環境を整えました。 

・巡回小劇場事業 

小学生向け児童劇 オペラ「ヘンゼルとグレーテル」  1,927人参加 

中学生向け音楽  ピアノ弾き語り「ゴスペルシンガーｋｉｋｉのコンサ 

ート1,002人参加 

 

車いすで鑑賞できるよう会場設営等に配慮しまました。 

・市民総合文化祭開催   44団体参加 

・市民サークルまつり開催 13団体参加 212人出展 763人入場 

 

○スポーツ振興事業 

スポーツの種類や障がいの程度にもよりますが、参加できる体制にあります。 

・水中ウォーキング教室・水泳教室の開催 年間64回実施 132人参加 

・第４回障がい者パークゴルフ交流会の開催 47名参加 

                  （生涯学習推進課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 

◇９－社会参加 
 

３．障がい者のス ○身体・知的・精神の３障がいの各団体が交流する伊達市障がい者スポーツ交 

ポーツ交流の   流会に対して支援しました。 

促進      ・第３回障がい者パークゴルフ交流会 38名参加        

・第２回障がい者スポーツ交流会 111名参加（同伴者、協力者含む） 

 

                                             （社会福祉課） 

 

 

４．バリアフリー ○各投票所においてスロープの設置による段差解消や投票事務従事者による介 

の推進     助を行い、投票しやすい環境づくりを行っています。 

 

                  （選挙管理委員会） 

 

 


