
  
                   

第Ⅱ部 西尾市障害者計画  
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基本目標１：地域が一体となって共に理解する“まち” 
 

現状と課題 
‧ 内閣府が平成 24 年に実施した障害に関するアンケート結果によると、障害のある・な

しにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、支え合って暮らすことを目

指す「共生社会」という考え方を知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた

方の割合が 40.9％、「言葉だけは聞いたことがある」と答えた方の割合が 24.2％でした。

前回調査（平成 19 年）と比べ「共生社会」の認知については徐々に高まってきていま

すが、さらなる継続的な啓発活動並びに広報活動が必要な結果といえます。 

‧ 啓発活動には、障害者とその家族へ向けた取り組みが必要です。例えば、就学前から特

別支援教育の内容について理解できるような啓発活動や、障害に応じて提供されている

障害福祉サービスを知ってもらうための工夫が必要です。 

‧ 情報保障に向けた活動については、手話通訳者をはじめとした専門家による対応を行っ

ていますが、新たな人材育成とともに、情報通信技術の進化に対応した新たなコミュニ

ケーションのあり方の検討が求められています。 

‧ 障害者の相談支援については、利用者の増加により事業所や支援員の不足が大きな課題

です。ニーズの多様化に加え問題が複雑化してきており、総合的な支援がワンストップ

で可能となる基幹相談支援センターの設立または相談支援の機能強化が課題です。 

 

目指す方向性 
▶啓発活動や広報活動並びに情報提供をこれまで以上に充実させ、障害者理解の促進と障害

者の情報保障に努めます。 

▶多様な障害者のニーズに対応し、総合的な相談支援ができるように体制の充実を図ります。 

 

施策 
①地域住民への啓発活動の推進 
 障害者理解の促進に向け、市内で活躍する福祉団体、ボランティアグループが共に
参加する機会を設け、交流と福祉意識の高揚を図り障害者理解の促進を図ります。

特別支援学級、特別支援学校の児童・生徒が参加する「ふれあいにこにこまつり」

を開催し、交流を深めます。 

 障害や特別支援教育の理解啓発の推進に向けて、特別支援教育実践冊子「ともに学
び、ともに生きる道」を作成するほか、特別支援教育の理解を深めるため研修会、

講演会を開催し啓発に努めます。特別支援教育コーディネーターの研修会、発達障

害講演会を実施します。講師の選定について、教育現場の現状にあわせて、よりニ

ーズの多い内容で実施できるようにします。 

 耳マークや身体障害者補助犬マーク等、各種シンボルマークについて、啓発を促進
します。 
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②広報活動の充実による障害者向けサービスの理解促進 
 障害者向けの福祉サービス、手当並びに医療費の助成等、税の減免、サービス利用
の相談や健康関連のプログラムが実施されている場所等について、総合的に記載し

たパンフレット『西尾市の障害者福祉』を引き続き作成します。作成にあたっては、

障害者の意見を取り入れ、見やすさ・わかりやすさに配慮します。障害者手帳交付

時に配布・説明を行うとともに、特に制度改正に関連する内容については、広報紙

やホームページ、パンフレット等により、随時周知します。 

 障害年金については、保険料未納により受給資格を喪失する場合もあるため、納付
促進や免除制度の案内・周知を続けます。 

 

③情報提供の仕組みづくりと情報保障の支援 
 障害者の情報保障については、聴覚障害者を対象に、福祉課窓口で開庁日には毎日
手話通訳者を設置しており、また市主催の講演会等にも手話通訳者を設置していま

す。地域生活支援事業のコミュニケーション事業として、無料の手話通訳者や要約

筆記者を派遣しており、県外への派遣にも応じています。また、市外の派遣につい

ては、愛知県聴覚障害者協会と契約し要請に応えています。視覚障害者には、音訳

による『広報にしお』の作成を、ボランティア団体の協力を得て行います。 

 不審者をはじめとした子どもたちの安全確保に関して緊急性があると判断した情報
については、迅速に各園・校に伝達すると同時に、「きずなネット」により保護者に

配信するほか、ホームページにも掲載し、子どもたちの安全確保に努めていきます。 

 

④相談体制の機能強化 
 身体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれについて相談支援事業所にてニーズ
の把握と相談支援を行います。 

 地域で住民主体の見守り・生活支援体制を構築するため生活支援体制協議体を全小
学校区に設置し、地域の実情に応じた関係機関との連携を推進・強化します。 
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主な事業・取り組み 
施策名 事業・取り組み 担当課 

①地域住民への啓発活

動の推進 障害者理解の促進 福祉課 
各種シンボルマークを利用した啓発 福祉課 
障害や特別支援教育の理解促進の推進 福祉課 

学校教育課 
「にしお福祉まつり」の開催 福祉課 
各種親子参加行事 子ども課 

②広報活動の充実による

障害者向けサービスの

理解促進 障害者福祉制度の周知 福祉課 
障害者の健康づくり情報・プログラムの提供 健康課 
障害年金の理解促進 保険年金課 

③情報提供の仕組みづく

りと情報保障の支援 電子メールによる情報配信 子ども課 
学校教育課 

手話通訳による行政窓口対応 福祉課 
「広報にしお」の音訳 福祉課 
講演会等市主催事業の情報保障 福祉課 

④相談体制の機能強化 相談支援事業の充実 福祉課 
中途障害者の支援を行うための相談機能の強
化 福祉課 

長寿課 
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基本目標２：共に助けあい支えあう“まち” 
 

現状と課題 
‧ 保護者の相談に対して適切な助言ができていないというケースがあります。また、相談

支援事業所との連携強化も必要です。 

‧ 市主催の講演会等には、聴覚障害者からの依頼の有無を問わず手話通訳者や要約筆記者

を設置し、聴覚障害者の情報保障に努めていますが、学校行事等同日に通訳依頼が重な

るなどして、調整が難しくなる恐れがあるため、手話通訳ができる人を養成し登録者を

増やしていく必要があります。 

‧ 障害者対応住宅を必要とする戸数の把握、住宅入居要件を満たさなくなった際の対応に

ついて検討する必要があります。 

‧ 障害者の数が年々増加しており、手当の対象者が増加しています。対象者の新規利用が

少なく、福祉センターの利用者が固定化する傾向にあります。グループホーム入居者に

ついても固定化や高齢化が課題です。 

 

目指す方向性 
▶各種支援制度の周知に努め、適切な福祉サービスが利用できる地域づくりを進めます。 

▶障害の特性に配慮した安心・安全な住まいの確保のために、関係機関との連携を図ります。 

 

施策 
①障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービスの推進 
 障害者総合支援法に基づき障害福祉サービスを実施します。（訪問系サービス、日中
活動系サービス、居住系サービス、相談支援） 

 地域生活支援事業を実施します。  
②地域での生活拠点の確保と暮らしの支援 
 公営住宅建替時等の障害者対応住宅設置について検討するとともに、障害者等の優
先入居に努めます。毎年、家賃の決定通知時期に家賃減免制度の周知を継続して行

います。 

 社会福祉法人等によるグループホーム等の設置について、補助金の活用等について
案内します。また、相談支援事業のなかで、一般住宅に入居が困難な障害者に対し

て、相談・助言を実施します。 

 ゴミ出し等の援助と支援の一環として、にこやか収集、粗大ごみ戸別無料収集、し
尿くみ取り手数料減免等を行います。 

 家族介護支援事業の推進として介護用品の支給等を行います。 
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③生活基盤の整備 
 総合福祉センターを今後も地域福祉の拠点として活用し、障害者福祉の充実を図り
ます。 

 県の関係課と連携し、障害福祉サービス事業所の支援に努めます。 

 障害福祉サービス事業者に対し、事業運営や人材育成にかかる情報を提供します。 

 地域活動支援センターは施設が市街地に移転したことで利用者の利便性が高まり、
利用者が年々増加しています。活動内容の充実に向け常に見直しを行います。相談

支援機能のほか、創作活動や生産活動、社会適応訓練機能の充実を図ります。 

 地域生活支援拠点の整備については、圏域・市単独による整備のメリット・デメリ
ットを検討したうえで、意見交換会等を通じて方向性を確認し、方針を決定します。 

 

④各種手当の支給 
 障害者に対して、特別障害者手当等を支給し、経済的支援を行います。 

 障害児の保護者に対して、特別児童扶養手当等を支給し経済的支援を行います。 

 手当の申請もれを防ぐため、広報等による周知及び福祉課との連係を密にし、障害
者手帳等の交付・異動状況の把握に努めつつ、制度の案内の充実を図ります。 

 指定難病の医療費助成については、保健所との連携を図ります。 
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主な事業・取り組み 
施策名 事業・取り組み 担当課 

①障害者総合支援法等

に基づく障害福祉サー

ビスの推進 障害福祉サービスの推進 福祉課 
子育て支援課 

地域生活支援事業の推進 福祉課 
②地域での生活拠点の

確保と暮らしの支援 市営住宅優先入居の推進と減免の周知 建築課 
障害者への居住支援（グループホームの設置
支援等） 福祉課 
ゴミ出し等の援助と支援 ごみ減量課 
家族介護支援事業の推進 長寿課 

③生活基盤の整備 身体障害者福祉センター（Ｂ型）の充実 福祉課 
総合福祉センターの充実 福祉課 
障害福祉サービス事業所の支援 福祉課 
地域活動支援センターの充実 福祉課 
地域生活支援拠点事業による施設整備 福祉課 

④各種手当の支給 特別障害者手当・在宅重度障害者手当・障害
者扶助料の支給 福祉課 
特別児童扶養手当 子育て支援課 
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基本目標３：地域の社会活動に参加できる“まち” 
 

現状と課題 
‧ 生涯学習において、障害者理解を深めるための講座が必要です。 

‧ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害者スポーツへの注目が高まっています。 

‧ スポーツ推進計画における障害者スポーツの位置づけを本計画にも反映します。 

‧ 市内には各種文化イベントが長年実施されているが、近年参加者が減少しているものが

あります。 

‧ 保護者団体の会員数減少、活動内容のマンネリ化が、継続した課題です。地域支援協働

課とも連携し、ボランティア活動の啓発や活動支援を行っていく必要があります。 

 

目指す方向性 
▶障害者へ地域の情報を周知し、催しやまちづくりへの参加を促進します。 

▶生涯にわたる学びや文化・スポーツ活動の場を確保し、主体的な人間形成を支援します。 

 

施策 
①生涯学習等の場の確保 
 生涯学習の講座は「いつでも、どこでも、だれでも、どんなことでも」学ぶことが
できる環境づくりを推進し、自主的な学習活動を支援します。障害者の申込・参加

者が増えるよう講座内容を検討します。 

 図書館資料郵送貸出サービスを行います。 

 図書館蔵書として障害者用の図書を購入します。 

 

②スポーツ活動への参加促進 
 障害者のスポーツ推進に向けて、場の提供をするとともに、情報の提供・充実を図
ります。 

 障害者に配慮した施設の整備として、バリアフリー化をはじめトイレ、更衣室、エ
レベーター、案内板等設備の充実を計画的に図ります。 

 

③文化芸術活動への参加促進 
 障害者が文化芸術活動に関われるよう、イベントの実施を支援します。 

 県の「障害者芸術活動参加促進事業」の関連イベントである障害者アート展「あい
ちアール・ブリュット展 」の周知を行います。  
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④障害者並びに支援団体等が取り組む地域活動の推進 
 市民が社会参加できるまちを目指し、ボランティアをはじめとする市民活動や各種
サークル活動への参加を奨励します。視覚障害者の外出支援及び視覚障害者と点

訳・音訳・ガイドヘルプボランティアの意見交換をする集いの場づくりを検討しま

す。  
主な事業・取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①生涯学習等の場の確

保 自主的な生きがい・学習活動の支援 長寿課 
生涯学習課 

図書館資料郵送貸出事業 図書館 
障害者用図書購入事業 図書館 

②スポーツ活動への参

加促進 障害者のスポーツ推進 スポーツ課 
障害者に配慮した施設の整備 スポーツ課 

③文化芸術活動への参

加促進 障害者の文化芸術活動の推進 福祉課 
④障害者並びに支援団

体等が取り組む地域

活動の推進 障害者当事者・保護者の団体の活動支援 福祉課 
地域のまちづくり活動や施設整備への障害者の
参画 福祉課 
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基本目標４：住み慣れた地域で健やかに暮らせる“まち” 
 

現状と課題 
‧ 障害の早期発見の機会としては４か月児、１歳６か月児、３歳児健康診査があります。

各健康診査の受診率は平均して 98％であり、未受診者へは、家庭訪問等を実施し子ど

もの状況把握に努めています。 

‧ 健康維持と疾病の早期発見を目的に一般健診、人間ドック、各種がん検診や歯科健診を

実施しています。さらに健康相談、健康教育を実施し、生活習慣病を予防しています。

成人向けの各種健診・検診の受診率は、少しずつ上昇していますが、目標に達していな

い状況です。 

‧ 障害者への助成制度として、一定の受給要件を満たすと保険診療の自己負担となる医療

費を本人に代わって支払いする制度がありますが、精神障害者の増加に伴い、医療費が

年々増加しています。 

‧ いのちの教育指導の手引きを参考にし、学年の発達段階に応じた実践を展開しています。 

 

目指す方向性 
▶障害の早期発見や早期予防に対応するため、乳幼児健康診査及び中途障害を予防する観点

から生活習慣病等の各種健康診査において医療機関との連携の強化を進めます。 

▶心身の健康について理解を深め、問題を早期発見して適切な支援が受けられるよう、精神保

健福祉の充実を図ります。 

 

施策 
①障害の早期発見と予防 
 ４か月児、１歳６か月児、３歳児健康診査を継続実施し、障害の早期発見や育児支
援に努めます。また、未受診者に対しては、引き続き地区担当の保健師がフォロー

できる体制を強化していきます。 

 障害及び発達に遅れのある子どもの家庭に保健師が訪問し、子どもの発達に合わせ
た適切な対応ができるように保育者とともに考え、保育者に寄り添いながら支援を

します。必要に応じて関係機関との調整をしながら適切で横断的な支援に努めます。 

 保健センターでの臨床心理士等専門家の相談対応により、保護者の不安を軽減する
とともに、早期療育や専門的な医療機関への受診勧奨に努めます。 

 

②心身の健康づくり 
 生活習慣病予防のため、今後も引き続き、健診が受けやすい体制づくりを整備し、
受診率の向上を目指します。また、高血圧症、糖尿病の重症化予防に努めていきま

す。 

 



39 

 

 西尾市の健康増進計画である「健康にしお２１計画」の指標にのっとりながら、関
係機関と連携を図り、適切な時期に保健教育ができるように努めます。 

 いのちの教育の推進についての講演や意見交流を取り入れた研修会についても実施
します。現場での取り組み状況に偏りが生じないようにするため、定期的に報告会

や意見交流を実施します。 

 

③医療サービスとの連携促進 
 障害者医療費・精神障害者医療費を助成します。 

 障害者歯科診療所の開設に向けた準備を行います。 

 

④自死（自殺）対策 
 毎年３月の自殺対策強化月間にあわせ、自殺予防に向けた啓発を行います。  

主な事業・取り組み 
施策名 事業・取り組み 担当課 

①障害の早期発見と予

防 乳幼児健康診査 健康課 
訪問指導 健康課 
障害の早期発見体制の強化 健康課 

②心身の健康づくり 生活習慣病の予防 健康課 
介護予防・日常生活支援総合事業の実施 長寿課 
学校保健、思春期保健の充実 健康課 

学校教育課 
③医療サービスとの連携

促進 障害者医療費・精神障害者医療費の助成 保険年金課 
後期高齢者福祉医療費の助成 保険年金課 
障害者歯科診療所の開設 健康課 

④自死（自殺）対策 自殺予防に向けた啓発 健康課 
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基本目標５：地域の協力で育つ“まち” 
 

現状と課題 
‧ 子ども一人ひとりの保育・教育のニーズを把握し、その時点で最も適切な対応をするこ

とができる多様で柔軟な仕組みや学びの場を整備し、切れ目のない連続性のある支援体

制を構築することが求められています。 

‧ 不安を抱える保護者が多く、地域や周囲の正しい理解に基づく支援が必要です。 

‧ 保護者の身体的及び精神的負担軽減のため、短期入所や日中一時支援事業等の福祉サー

ビスを提供しています。障害児を対象とした短期入所事業所や相談支援事業所等の事業

所や支援者の不足が課題です。 

‧ 乳幼児健診で心身に発達の遅れのあると思われる子どもとその親に対し、必要な療育指

導を行い、あわせて療育グループを育成することによる、子どもの発達の促進と親同士

の交流が必要です。 

‧ 特別支援学級に在籍する児童・生徒一人ひとりの特性を捉え、きめ細やかな指導支援を

進めるため、保護者との連携をより密にする必要があります。 

‧ 平成 28年度、56名の特別支援教育補助者を配置しました。より実践的な研修とするた

め、内容を工夫したり、研修機会の拡大等を図る必要があります。 

‧ 障害者の学びについては、生涯学習の基本理念である「いつでも、どこでも、だれでも、

どんなことでも」学ぶことができる環境づくりの推進が求められています。 

‧ 職員のなかには、障害に対する専門的な知識や経験が決して十分でなく、適切な支援が

できていないケースもあります。 

 

目指す方向性 
▶多様化する障害の状況等に対応するため、学校生活上の介助や学習活動上の支援など、体

制の強化を図ります。 

▶子ども・子育て支援計画と連携し、支援が必要な子どもたち一人ひとりに寄り添いながら支援を

図るために、支援体制の充実並びに人材・指導者の育成に取り組みます。  
施策 
①子育ての支援と障害児保育の充実 
 障害のある子どもの保護者の支援として、不安軽減やレスパイト（気分転換）サー
ビス等を行います。 

 保育園では障害児担当保育士の配置と研修の充実により、よりきめ細やかな保育に
取り組みます。 

 保育園と連携を図り、臨床心理士による巡回相談によって、発達に特徴がある子ど
もの保育指導を行います。 
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②療育体制の充実 
 乳幼児健診等で心身の発達に遅れがあると思われる子どもの療育指導を行います。
療育グループの育成や療育相談・講話等を行い、発達障害児等の子育て不安の解消

に努め、発達にあわせた子育てを支援します。 

 保護者に対する支援については、療育センターにおいて、保護者に対する臨床心理
士等による講話や、小児科医や作業療法士等が巡回して、専門的な検査、指導、相

談を行い、発達の正しい認識や受容を促し、適切な対応を支援します。 

 公共施設再配置に伴い子育て支援センターいっしきが移転した後の建物等は、改修
し新たに療育センターとして運営します。 

 療育センターにおいて、発達の遅れがあると思われる未就園児に必要な療育を行っ
たり、保育園・幼稚園入園時に子どもや保護者の不安を軽減できるよう、保護者の

了解を得たうえで情報交換をします。白ばら園においても子どもの障害の状況に応

じたクラス編成、療育を行っており、今後も家庭との連携を図り、臨床心理士によ

る保護者相談を行います。 

 療育事業「ポッポ教室」の退所時支援については、関係機関と連携をとり、進路先
への情報提供や保育園訪問による療育内容の引き継ぎなどを行い、新たな環境への

スムーズな移行を図ります。 

 

③児童・生徒への特別支援教育の充実 
 特別支援学級に在籍する児童・生徒一人ひとりの特性を捉え、きめ細やかな指導支
援を進めます。そのために、保護者との連携をより密にします。 

 発達障害のある児童・生徒への教育支援体制の整備強化を図ります。 

 教職員の専門性向上と指導の充実、発達障害に対する理解を深めるため、発達障害
に関する研修会のさらなる充実を図ります。 

 教職員の経験に応じた研修の充実を図り、教職員の資質能力の向上を図ります。 

 就学者の状況に応じた学校の施設改善を行います。障害のある児童・生徒が支障な
く学校生活を送れるよう、必要に応じてバリアフリー化を図ります。 

 重度の身体障害児を対象とした、食事介助と排泄介助を行う学校生活介助員を派遣
します。 
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④交流機会の拡大 
 白ばら園と室場保育園の複合的施設「室場なかよし園」において、子どもの状態に
あわせて保育園との 1日交流、短時間の交流等を行います。また職員の交流も行い、

理解を深めていきます。 

 特別支援学級在籍の児童・生徒が、中学校区毎にゲームやスポーツ等を行う、「ふれ
あい交流会」を実施し、児童・生徒の交流を深めます。交流会会場の学校への移動

手段について、現状を踏まえ柔軟に検討を行います。 

 市内に設立が予定されている特別支援学校のセンター的機能を活用し、早期からの
支援体制及び卒業後の就労支援体制を充実させます。 

 障害児を含む子ども会員に各種研修会を行うとともに、子ども会活動を支えるため
活動費を助成します。 

 

⑤切れ目のない支援体制の充実 
 幼稚園、保育園から小学校への円滑な移行を図り、特別な配慮が必要な児童の支援
を行います。小学校特別支援教育コーディネーターや保護者と連携をとり、小学校

への円滑な移行ができるよう支援します。 

 西尾市児童発達支援センター白ばら園で、児童発達支援と地域の児童を支援する障
害児相談支援を行います。障害児一人ひとりにあった支援計画の作成やモニタリン

グを実施します。 

 早期教育相談及び特別支援学校体験入学について、広報等による情報提供を行いま
す。また、対象者の状況や保護者の意向を考慮した適切な就学を支援するための就

学支援委員会を開催します。 

 地域自立支援協議会の就労支援部会や子ども部会との連携を行います。将来の就労
するための基盤づくりとして、学齢期に安定した生活基盤を整えられるよう必要な

支援を検討します。 
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主な事業・取り組み 
施策名 事業・取り組み 担当課 

①子育ての支援と障害

児保育の充実 障害のある子どもの保護者の支援 福祉課 
子ども課 

障害児を養育する保護者の不安軽減、レスパイ
トサービスの支援 福祉課 
障害や発達程度にあわせた障害児保育の推進 子ども課 
障害児学童保育の充実 子育て支援課 

②療育体制の充実 障害や発達程度にあわせた療育指導 家庭児童支援課 
療育事業「ポッポ教室」の退所時支援 家庭児童支援課 
発達障害に対する保護者の理解促進 健康課 

家庭児童支援課 
③児童・生徒への特別支

援教育の充実 特別支援学級の充実 学校教育課 
発達障害研究推進事業 学校教育課 
特別支援教育における環境整備 教育庶務課 
教職員の資質向上 学校教育課 

④交流機会の拡大 保育園との交流保育 子ども課 
特別支援学級児童・生徒の校区交流会の実施 学校教育課 
小中学校と特別支援学校の交流及び連携 学校教育課 
障害児の子ども会活動など地域活動への参加
促進、居場所づくり 生涯学習課 
障害のある児童とない児童が共に参加できる講
座や教室等の開催 生涯学習課 

⑤切れ目のない支援体

制の充実 保育園、幼稚園、小学校間の円滑な移行を確
保するための個別支援体制の充実 子ども課 

学校教育課 
進路指導・キャリア教育の推進 福祉課 

学校教育課 
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基本目標６：一人ひとりが生き生きと活躍する“まち” 
 

現状と課題 
‧ 障害者の法定雇用率は、地方行政機関では 2.3％です。本市では平成 28 年度の採用試

験から障害者区分を身体障害者に限定せず、精神障害者及び知的障害者の受験を可能と

しました。 

‧ 地域の就労に関しては、地域自立支援協議会就労支援部会で協議されています。関係機

関が多岐にわたるため、今後も計画的な推進が必要です。 

‧ 就労支援事業所の授産物品の販売を支援しています。市内のすべての機関がそろって推

進に努める体制づくりが必要です。 

‧ 「西尾市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づき、地域自立支援協議会就

労支援部会において、実績の分析・検討を行っています。 

 

目指す方向性 
▶障害者を積極的に採用するとともに、障害者の特性についての情報を、市内及び近隣企業等

関連機関に提供し、障害者の就業機会の拡大に努めます。 

 

施策 
①障害者雇用の促進 
 障害者の法定雇用率を上回るよう、積極的に障害者の採用に努めます。 

 

②就労支援の推進と障害者優先調達の推進 
 地域自立支援協議会の就労支援部会を活用し、障害者の就労支援について関係者で
推進します。 

 障害者の就労支援のため、就労支援事業所の授産物品の販売を支援します。 

 障害者優先調達の理念に基づき、全庁をあげての推進に取り組みます。 
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主な事業・取り組み 
施策名 事業・取り組み 担当課 

①障害者雇用の促進 市における障害者の積極的な採用 人事課 
②就労支援の推進と障

害者優先調達の推進  地域自立支援協議会（就労支援部会）の運営 福祉課 
就労支援に関する各機関との連携 福祉課 
就労支援事業所の授産物品の販売支援 福祉課 
障害者職場体験実習の拡大 福祉課 
障害者多数雇用企業等への物品等及び役務
の優先発注を各機関へ協力依頼 福祉課 
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基本目標７：安心安全ですべての人にやさしい“まち”  
 

現状と課題 
‧ 高齢者、障害者等交通弱者の移動の足を確保し、生活の利便性の向上を図り、社会参加

の促進につなげ、地域を活性化させていく必要があります。公共交通空白地の解消を図

るとともに、事業者と連携した地域の生活行動にあった交通体系の見直しが課題です。 

‧ 平成 25年度策定の西尾市都市計画マスタープランのなかで、「道路・交通」分野におい

てユニバーサルデザイン導入の検討が位置づけられています。公園に関してはバリアフ

リー新法施行以前に供用開始された都市公園が多く、特に多目的トイレ未設置が多い状

況です。また、建替計画のある公営住宅については、設計段階からバリアフリー化を取

り入れますが、既存公営住宅については改修の必要があります。 

‧ 西尾市社会福祉大会でボランティア活動功労者を表彰しており、活動の活性化とモチベ

ーションのアップに寄与しています。 

‧ ボランティア相談業務は、相談員を配置して５年を経過し、浸透してきています。 

‧ 障害者の立場に立った行政サービスを提供するためには、職員が障害及び障害者につい

て、更に理解を深める必要があります。 

‧ 災害対策基本法の改正により避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられ、市は名簿を

作成しました。名簿を作成した趣旨についての啓発と理解促進が今後必要です。 

‧ 平成 28 年４月施行の「障害者差別解消法」により、一人ひとりの困りごとにあわせた

「合理的配慮」の提供が行政・事業者に義務化されました。 

‧ 障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え

あうための一つのあり方として、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成 28 年

５月に施行されました。 

‧ 障害者への虐待を未然に防ぐために、相談支援事業所と連携し、相談支援の充実や関係

機関との連携を図りながら障害者やその家族、事業所の支援を行っていきます。しかし、

短期入所施設が足りないなど、家族がレスパイトできるサービスが不足している現状が

あります。 

 

目指す方向性 
▶障害者が地域で自立して生活をしていくため、社会参加のための移動手段の確保施策の充実

に努めます。 

▶避難行動要支援者名簿の有効的な活用に努め、災害等緊急時における障害者の安全確保を

図ります。 

▶公共施設及び公共交通機関や道路等のバリアフリー化を関係機関と連携し推進します。 

▶障害者が地域で暮らしていくために、ボランティアの育成など必要な住民サポート力の強化に

努めます。 
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施策 
①社会参加のための移動手段の確保 
 交通弱者の移動手段の確保を検討し、生活の利便性向上、地域の活性化等を図りま
す。 

 電車、バス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者に福祉タクシーチケッ
トを交付します。制度内容について、申請者及びタクシー業者へ周知を徹底し、制

度の適性運用に努めます。 

 デマンド型乗合タクシーにより、引き続き公共交通空白地の解消を図ります。 

 西尾市社会福祉協議会においても、移動が困難な障害者や高齢者及び傷病等により
歩行困難な方へ福祉車両を貸し出しています。 

 

②公共施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進 
 道路の新設・改良工事の施工時には、視覚障害者が安全に歩行できるよう点字誘導
ブロックを設置するなど、福祉的な観点での合理的配慮に基づき整備を行います。 

 障害のある児童・生徒が支障なく学校生活を送れるよう、必要に応じてバリアフリ
ー化を図ります。 

 公共施設や公園施設等のバリアフリー化を計画的に取り組みます。平成 29年度に策

定予定の公園施設長寿命化計画にあわせてトイレ等のバリアフリー化を推進します。 

 住み慣れた住宅に住み続けられるよう、既存住宅のバリアフリー化の推進を継続し
ます。 

 

③地域での支えあい活動の推進 
 ボランティア活動を啓発するため、西尾市社会福祉大会でボランティア活動功労者
の表彰を引き続き行い、ボランティア活動の育成を図ります。 

 西尾市社会福祉協議会が運営するボランティアセンターと、にしお市民活動センタ
ー（アクティにしお）との情報共有を密にし、連携強化を図ります。また、誰もが

気軽に相談でき、利用しやすい施設となるよう、センターの設置目的や他団体の活

動内容などを積極的に情報発信します。 

 

④職員研修の実施 
 職員研修のなかで、障害者との交流などを通じて障害の特性を知る機会を持ち、障
害及び障害者についての理解を深めます。 
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⑤災害・防災対策と安心・安全のまちづくり 
 ひとり暮らしの高齢者や障害者が住宅内で急病等の緊急事態に陥った時に、迅速な
対応ができるよう、緊急通報装置を設置します。 

 家具の転倒による被害防止のために、転倒防止金具の取付けを行います。 

 火災を未然に防止するため、「老人防火・救急教室」を開催します。平成 23 年から

住宅に設置が義務づけられている火災警報器設置の補助を行います。 

 避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられ、市は名簿を作成しました。地域の自
主防災会に対して、防災訓練等のなかに要支援者の参加を促し、地域のコミュニテ

ィのなかで支援と支援者の確保を要請します。自主防災会の防災訓練のなかで、避

難行動要支援者の避難訓練を取り入れるよう指導し、各機関が連携して活動するよ

うに指導、啓発を実施します。 

 聴覚障害者が避難所でも情報の確保ができるよう、各避難所に筆談用のスケッチブ
ックを整備し、必要に応じて要約筆記・手話通訳者の派遣を検討します。 

 地域の安全は地域で守るという考え方を基本として、地域や町内会における防犯意
識の維持・高揚を図ります。年４回の安全なまちづくり運動期間にあわせ防犯ボラ

ンティア、警察との合同広報啓発を行います。また、町内会が行う防犯灯の新設、

ＬＥＤ化及び防犯カメラの設置費に対し、補助金を交付し、犯罪の起きない環境づ

くりを推進します。 

 災害時に福祉避難所が機能できる仕組みづくりの整備を進めます。 

 

⑥差別の解消と権利擁護の推進 
 関係者の研修による資質向上や連携強化を図り、虐待への適切な対応や成年後見制
度の活用、消費者保護制度の周知などに努めます。障害福祉サービスの利用の観点

から、成年後見制度を利用することが有用であると思われる障害者に対して、相談

支援事業所とともに周知及び個別相談を実施します。また、申立てに要する経費及

び後見人等の報酬等について、該当者には助成します。 

 広報誌等で障害者の関係者のみでなく一般市民にも障害者差別解消法についての周
知を図ります。 

 地域自立支援協議会権利擁護部会との連携を図ります。 

 

⑦虐待の防止 
 福祉課内に設置した西尾市障害者虐待防止センターを中心に、虐待の防止に努めま
す。 

 関係機関と連携を密にし、広報やリーフレット等により、虐待の現状、相談体制、
防止施策等の知識を普及し、地域における早期発見や予防など協力を要請します。

また、乳幼児健康診査や「こんにちは赤ちゃん訪問事業」において虐待の早期発見

に努めます。 

 いじめを見逃さず許さない雰囲気を、児童・生徒含め学校全体で育んでいくととも
に、いじめの早期発見・未然防止の取り組みをより一層強化していきます。 
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主な事業・取り組み 
施策名 事業・取り組み 担当課 

①社会参加のための移

動手段の確保 コミュニティバス（六万石くるりんバス、いこまい

かー）の運行 地域支援協働課 
福祉タクシーチケット制度 福祉課 

②公共施設等のバリアフ

リー・ユニバーサルデ

ザイン化の推進 視覚障害者用誘導用ブロック設置の推進 土木課 
都市計画課 

小中学校・高校のバリアフリー化の推進 教育庶務課 
公共施設のバリアフリー化の推進 土木課 

都市計画課 
公園緑地課 
建築課 

市営住宅のバリアフリー化の推進 建築課 
③地域での支えあい活動

の推進  ボランティアの表彰制度 福祉課 
企業内ボランティアについての理解促進・連携・

協働 地域支援協働課 
ボランティア相談員の設置 地域支援協働課 
にしお市民活動センターの運営 地域支援協働課 

④職員研修の実施 市職員福祉研修 人事課 
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施策名 事業・取り組み 担当課 
⑤災害・防災対策と安

心・安全のまちづくり 緊急通報システムの設置 福祉課 
長寿課 

火災警報器の設置 福祉課 
家具転倒防止事業 福祉課 

長寿課 
老人防火・救急教室 消防予防課 
避難行動要支援者名簿の管理 福祉課 

長寿課 
災害時の障害者の誘導体制の整備 危機管理課 
避難所での要約筆記・手話通訳 危機管理課 

福祉課 
福祉避難所の設置 福祉課 

長寿課 
防犯対策の強化 危機管理課 

⑥差別の解消と権利擁

護の推進 権利擁護の推進と制度の周知 福祉課 
長寿課 

障害者差別解消法等の周知 福祉課 
⑦虐待の防止  障害者の虐待防止体制の整備 福祉課 

子どもと家族の相談体制の充実 子ども課 
家庭児童支援課 

健康課 
児童虐待防止と対応の強化 健康課 

家庭児童支援課 
いじめの予防 学校教育課 

 


