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第 章    施策の展開 

 
 

１ 安心して安全に暮らせるまちづくりに向けて 

（１）福祉サービスの充実および生活支援   

障がいの程度や生活の状況に応じたサービスを自らが適切に選択し、利用

できるよう相談や支援を行い、障がいのある人に寄り添ったケアマネジメン

ト＊を推進します。  

また、身近な生活の相談から障がい福祉サービスに至るまで、関係機関と

の連携を図り、障がいのある人本人を中心とした相談や情報提供などの支援

を推進します。各種障がい福祉サービスの周知を図り、適切な利用を促進し

ます。 

また、年金、医療費助成、各種手当による経済的支援を実施します。 

 
 

【 主な取組み 】 

事業名 事業概要 

相談支援体制の充実・
強化 

身近な相談窓口で地域に密着した適切な在宅支援を行うため、多様
な相談に適切に対応できるよう町職員の資質の向上と相談体制の整
備を図ります。 

保健福祉センター内にある地域包括支援センターや地域自立支援協
議会を中心とした関連機関等との連携の強化に努めます。 

地域自立支援協議会の機能向上を図り、医療機関をはじめ多様な機
関とのネットワークの構築、調整、および困難事例の解決方策の研
究を推進します。 

障がい福祉サービス等
の充実 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に基づき、適切なサー
ビス量を見込みつつ町民の障がい福祉ニーズに応えます。 

経済的支援 
各種年金、手当等の制度の周知徹底を図ります。また、それらの制
度が活用できるよう相談体制を充実します。 

情報アクセシビリティ
＊の向上及び意思疎通
支援の充実 

各種のサービス情報や施設情報、イベント情報など、保健、医療、
福祉に関連する様々な情報について、誰もが手軽に入手できるよ
う、広報誌等の発行、町ホームページにおける音声読み上げや拡大
文字等を活用した情報提供の更なる充実など、行政情報へのアクセ
シビリティ＊の向上に努めます。 

日常生活用具給付事業において、障がい者用パソコン周辺機器やソ
フト、点字ディスプレイ等を給付し、各種情報機器の利用を促進し
ます。 

手話通訳者＊や要約筆記者＊の養成に努め、意思疎通支援の体制を充
実していきます。 
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（２）人にやさしいまちづくり  

公共施設、大規模施設等においてバリアフリー化およびユニバーサルデザ

イン＊の考え方を取り入れるとともに、障がいのある人に優しい住まいの整備

や生活支援拠点等、快適な生活環境を整え、障がいのある人が地域社会の中

で自立した日常生活を営めるまちづくりを推進します。 

障がいがある人が必要な支援を受けながら、地域で自立した生活を送るた

めの生活基盤として、併設型入所施設＊、共同生活援助施設（グループホーム

＊）の整備や運営の支援を行います。 

また、障がいのある人が地域で安心、安全に生活できるよう災害や感染症

などに対する取組みを進めます。 

 

【 主な取組み 】 

事業名 事業概要 

生活環境の整備 

不特定多数が利用する公共的施設へのアクセスについて、障がい者
が安全かつ快適に利用できるよう整備に努めます。 

車歩道の分離や歩道の段差解消、点字ブロックの設置、分かりやす
い標識の整備等、障がい者の外出支援を推進します。 

災害時の避難誘導等のため、本人等の了承を前提に要援護者の現況
把握を行い、災害時に要援護者情報を関係機関等が共有し、速やか
な情報伝達、安否確認等を行います。 

障がいのある人の高齢化・重度化や親亡き後を見据えて、地域生活
支援拠点に集約される機能を地域における複数の機関が連携して担
う面的な体制として整備し、その機能の充実を図ります。 

県と連携して、相談支援専門員をはじめ、専門的な支援を担う職員
の育成に努めます。また、福祉教育活動に取組むほか、地域交流、
ボランティア活動等を促進し、多様な人材育成に務めます。 

住まいの場の整備 

障がい者の生活に適応した住宅改修等に対して、助成制度を活用し
た住宅環境の整備促進に努めます。 

地域で暮らす事を希望する障がい者が、地域で受け入れられるよ
う、相談の機会等を通じ、適切なサービスの案内や関係者への障が
いに対する理解を深める機会を設けるなどの支援を行います。 

共同生活援助（グループホーム）等の運営費及び家賃助成を行いま
す。 

防災及び感染症対策の
推進 

防災訓練の実施や、自主防災組織の拡充、避難行動要支援者の登録
制度の更なる周知、障がいのある人に対する適切な避難支援やその
後の安否確認を行える体制整備をはじめとした防災対策を充実しま
す。 

感染拡大防止策の周知啓発や感染症に対する情報提供を行い、平時
からの事前準備に努めるとともに、感染症発生時においても迅速に
状況を把握、取りまとめを行い、関係機関と情報共有を図りながら
サービス事業所がサービスを継続・再開することができるよう支援
を行います。 
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２ 共に暮らす地域社会の実現に向けて 

（１）障がいや障がい者に対する理解   

障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる社会をつくっていく

ために、すべての町民に対して、障がいに対する理解を深めるための情報や

福祉サービス等について広報・啓発するとともに、障がい者団体との連携等

の活動のさらなる充実を図ります。障がいのある当事者の自己決定を尊重す

る観点から、成年後見制度等の利用を促進するために令和３年４月に「多古

町成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。 

関係部署や協力団体、事業者等の連携をさらに強化するとともに、ボラン

ティアの育成や地域活動・社会活動への情報提供等の支援を推進します。 

また、近年社会的問題にもなっている障がい者虐待の防止および早期発見

のための体制を整えます。 

 

【 主な取組み 】 

事業名 事業概要 

啓発、広報活動の推進 

広報紙「広報たこ」等を利用して障がいに関する情報の掲載と啓発
を行います。 

小・中学校における福祉教育が充実するよう支援します。 

同じ地域に暮らす仲間としての相互理解や親睦を深められるよう、
イベントへの参加を通して楽しみながら自然な形での啓発を目指し
ます。 

町の事務事業を行うに当たって、障がいのある人への合理的配慮が
提供されるよう周知啓発を図ります。 

ボランティア活動の推
進 

住民の思いやりの心を育み、家庭や地域社会においてボランティア
活動が促進されるよう、ボランティアの育成や活動支援の充実を図
ります。 

ボランティア活動を推進するため、ボランティアの育成、相談等の
事業を行う社会福祉協議会の活動を支援します。 

ボランティア活動の一翼を担う老人クラブや日赤奉仕団などの団体
の育成・支援および、地域での福祉活動の担い手である民生委員児
童委員がその役割を果たせるよう各種研修会等を通して、育成・強
化に努めます。 

障がい者の権利擁護 

保健福祉センター内に設置している「多古町障害者虐待防止センタ
ー」が、虐待通報への迅速な対応や一時保護等の適切な支援を行い
ます。 

町役場などの公的機関や教育・福祉の場、就労の場、医療機関、交
通機関などにおいて合理的配慮の行き届いた町となるよう、必要に
応じてマニュアルの作成や研修の実施、広報などによる啓発に努め
ます。 

障がいを理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るた
めの啓発活動を行います。 
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事業名 事業概要 

障がい者の権利擁護 

成年後見制度や虐待防止の啓発や情報提供に努め、障がい者の権利
擁護に努めます。 

司法手続の当事者等となった場合、権利を円滑に行使できるよう、
個々の障がい者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮
するとともに、関係職員に対する研修等必要な施策を行います。 

千葉県の障がい者の権利に関する条例「障害のある人もない人も共
に暮らしやすい千葉県づくり条例」の普及啓発に努めます。 

 

 

（２）社会参加への支援  

働く意欲のある障がいのある人がその適性に応じて能力を十分に発揮する

ことができるよう、一般就労へ向けた支援や就労定着のための支援を推進す

るとともに、一般就労が困難である人には福祉的就労の充実を図り、総合的

な支援を推進します。 

また、様々な生涯学習講座やスポーツ大会、文化活動等の取組みや障がい

のある人のニーズの多様化に対応した取組みを行い、社会的活動への参加促

進を図ります。 

 

【 主な取組み 】 

事業名 事業概要 

就労への支援 

公共職業安定所＊など労働行政機関や、障害者就業・生活支援センタ
ー＊等と連携しながら、一般就労（雇用就労）を希望する障がい者へ
の支援や事業主への理解促進を図ります。 

雇用されることが困難な障がい者の自立と社会参加を支援するた
め、就労移行支援、就労継続支援などの障がい福祉サービスの利用
促進、地域活動支援センター＊など広域的な福祉的就労の場の確保に
努めます。 

障害者優先調達推進法＊に基づき、障害者就労施設等＊が供給する物
品等に対する需要の増進を図るとともに工賃向上に努めます。 

障がいのある人の就労の定着に向け、ジョブコーチ＊支援制度活用の
促進、就職後の相談対応、従業者同士の円滑な関係づくりへのアド
バイスなど、事業者向けの情報提供や相談支援等を行っていきま
す。 

スポーツ、レクリエー
ションおよび生涯学習
活動の促進 

障がい者の生活をより豊かにするため、スポーツ・文化活動への参
加を支援します。 

障がい者が、生きがいをもって生活できるよう日中活動の支援や交
流の場の確保を図ります。 

障がい者が利用しやすいよう、スポーツ施設、文化施設のバリアフ
リー化に努めます。 
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事業名 事業概要 

移動手段の確保 

社会福祉協議会等の福祉有償運送の強化に努めます。 

福祉タクシーの助成を図ります。 

自動車改造費の助成を図ります。 

同行援護や行動援護、移動支援などのサービスと合わせ、それぞれ
の状況に応じた移動手段の確保に努めます。 

情報提供体制の確保 

障がい者の社会参加に役立つ各種情報の提供に努めます。 

視覚障がい者・聴覚障がい者への情報提供の充実のため、県等が主
催する点訳ボランティアや音訳ボランティア研修への参加を促しま
す。 

防災や障がい福祉サービスの利用に関する資料等の作成に際して、
情報を受け取る方の障がい特性に配慮した情報提供に努めます。 

 
 

（３）特性に応じた教育・保育支援 

障がいのある子どもと障がいのない子どもがともに遊び、学ぶ機会を拡充

し、双方の豊かな人格形成を目指した保育・教育の推進を図るとともに、障

がいのある子どもが早期から療育や教育相談等の指導を受けることができる

よう、関係機関と連携し、連続的な障がい児福祉サービスによる支援体制の

充実を図ります。 

 

【 主な取組み 】 

事業名 事業概要 

障がいのある幼児の保
育体制の充実 

障がいのある幼児のこども園での受け入れ体制の整備に努めます。 

幼児期における心身の障がいの早期発見および障がい児の就学前の
療育については、家庭が果たす役割が大きいことから、保護者等関
係者に対して療育の重要性について、啓発に努めます。 

障がいのある子どもの
教育の推進 

障がいのある児童生徒の社会性、自立心の育成と、障がいに対する
正しい理解と認識を深めるため、特別支援学級と普通学級との交流
の機会を拡充します。 

ライフサポートファイル＊については就学前の全児へ配布を行い、フ
ァイルの周知・活用・記入の促進につながる広報を行います。ま
た、児童生徒の能力や可能性を最大限引き出すため、関係機関との
連携を密にし、一人ひとりの障がいの状態、発達段階に応じたきめ
細かな指導に努めます。 

義務教育終了後の進路について、個々の障がいの程度、能力、適性
等に応じて、多様な進路選択ができるよう労働、福祉の分野と連携
をとりながら、進路指導の充実に努めます。 

障がいのある・なしによって分け隔てられることなく、同じ場で共
に学ぶことができるようインクルーシブ教育の構築を進めます。 
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３ 障がいの発生・二次的障がいの予防に向けて 

（１）健康で安心できる保健・医療施策   

障がいのある人が身近な地域において、保健・医療サービス、リハビリテ

ーション＊等を受けることができる提供体制の充実を図り、自立生活に向けた

支援体制を構築します。 

障がいの要因となる疾病等を予防するため、医療機関などと連携し、疾病

や障がいなどの早期発見及び治療、早期療育を推進します。 

また、こころの健康についての普及・啓発と併せて精神障がいに対する理

解を促進します。 

 

【 主な取組み 】 

事業名 事業概要 

障がいの早期発見、療
育体制の充実 

「児童発達支援センター」の設置について検討します。 

今後も、乳幼児の健診を充実させ、障がいの早期発見に努めるとと
もに医療、保健、福祉、教育関係機関との連携を図ります。 

障がいのある幼児を対象に、通園の方法、日常生活動作、集団生活
適応訓練など、それぞれの障がいの種別や程度に応じた適切な指導
を行う療育事業を推進していきます。 

子どもの発達に関する相談体制を充実させるとともに、アセスメン
ト、経過観察を通じて適切な支援のコーディネートを行います。 

障がい者の健康づくり 

乳幼児期から青壮年期および老年期にいたる各ライフステージ＊の段
階において、各種の健康診査や保健指導、機能訓練など、保健医療
体制のより一層の充実に努め、住民の健康づくりを推進します。 

少子化の進行や女性の社会参加の増大など、女性や子どもを取り巻
く環境の変化に対応し、母子の健康保持・増進を推進していきま
す。 

こころの健康施策の充
実 

精神障がいについて正しく理解してもらうために精神保健福祉に関
する講座等への参加を促進し、ボランティアの育成を進め、共に生
きる地域づくりを進めていきます。また、町主催の講演会、研修会
等の開催も検討します。 

精神障がい者については、社会復帰の促進と精神障がいに対する地
域住民への正しい知識の普及啓発および相談指導の推進を図るた
め、医療機関、香取健康福祉センター等との連携を強化します。 

精神障がい者を抱える家庭が、精神障がいに関する学習、意見交換
および情報等を提供し合い親睦を図ることができるよう支援に努め
ます。 

地域の関係機関との連携や普及啓発、支援者養成を行い、アルコー
ル・薬物・ギャンブル等の依存症者及びその家族を対象とした依存
症対策の推進を図ります。 
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事業名 事業概要 

医療・リハビリテーシ
ョンの充実 

専門性の高いリハビリや医療サービスが受けられるよう、量的・
質的な充実を図るとともに、各医療機関の情報や連携強化を図り
ます。 

医療的ケア児や重症心身障がい児の支援体制の充実を図ります。 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野
の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門
員等の配置を促進します。 

 
 
  


