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は じ め に

　山形市では、平成19年３月に「山形市障がい者基本計画（第２次）」を策定し、

それに基づいて、障がい者の自立及び社会参加を支援し、障がい者の方々への様々

な施策を推進してまいりました。

　この間、国においては「障害者虐待防止法」、「障害者総合支援法」、「障害者優

先調達推進法」の施行や、「障害者差別解消法」の制定、「障害者雇用促進法」の

改正、「障害者権利条約」の締結が行われ、障がい者を取り巻く環境は大きく変

化してきております。

　こうした中、これらの変化に的確に対応していくため、山形市の障がい者施策

に関する基本的な方針を定めた「山形市第３次障がい者基本計画」を策定いたし

ました。

　本計画では、市民・事業者・行政が連携し、障がいの有無に関わらず、人格と

個性を尊重し合い共生する安全・安心な社会の実現に向け、障がい者が、生活に

必要な支援や生活を補完するサービスを受けるとともに、様々な活動に積極的に

参加し、地域のなかで、社会の一員として自立できるまちを目指すことを基本理

念とし、その実現に向けて、様々な施策に取組んでいくこととしております。

　今後とも、市民、事業者の皆様をはじめ、障がい者団体、医療機関及び福祉サー

ビス事業者等の関係各位におかれましては、一層のご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

　平成27年３月

山形市長　市　川　昭　男
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１　計画策定の趣旨

山形市では、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」として、平成９年度に第

１次計画を策定しました。この計画では、ライフステージの全ての段階における全人

間的復権を目指す「リハビリテーション」と、障がいのある人が障がいのない人と同

等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」を基本理念として障が

い者施策を推進しました。平成19年度からの第２次計画においても、この基本理念

を継承しながら、引き続き様々な障がい者施策に取組んできたところです。

その後、法制度面では、「障害者基本法」の改正（平成23年８月）、「障害者虐待防

止法」の施行（平成24年10月）、「障害者総合支援法」及び「障害者優先調達推進

法」の施行（平成25年４月）、「障害者差別解消法」の制定（平成25年６月）、「障害

者雇用促進法」の改正（平成25年６月）があり、障がい者への支援の充実が図られ

る中、平成25年９月に、国の障害者基本計画（第３次）が策定され、さらに、平成

26年１月には、わが国の「障害者権利条約」批准が国連より承認されました。

このような法制度の改正への対応のほか、今後とも増加が見込まれる障がい福祉

サービス利用者への支援体制や、難病患者など様々な障がいのある方々への支援の充

実が課題となっています。

こうしたことに加え、本市の障がい者福祉に関する現状と課題を踏まえながら、第

２期経営計画における、障がい者福祉の充実のなかの将来都市像の具体化を目指すも

のとして、「山形市第３次障がい者基本計画」を策定します。

山形市第３次障がい者基本計画の
策定にあたって第1章
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２　計画の位置づけ

本計画は、障害者基本法第11条第３項に基づき、山形市が定める障がい者のため

の施策に関する基本的な計画です。計画の策定に当たっては、同条第１項に基づき国

が定める「障害者基本計画」及び同条第２項に基づき都道府県が定める「都道府県障

害者計画」を基本にすることとされています。

また、山形市の目指す将来都市像を定めた「山形市基本構想」や、その将来都市像

を実現するための市政経営の方針を示す「山形市第２期経営計画」を踏まえるととも

に、山形市の地域福祉を総合的に推進するための「山形市地域福祉計画」、「山形市高

齢者保健福祉計画」等の関連計画とも整合性を図っていくこととします。

国
　
障
害
者
基
本
計
画
（
第
３
次
）

県
　
第
４
次
山
形
県
障
が
い
者
計
画

山形市障がい福祉計画※

山形市高齢者保健福祉計画
山形市子ども・子育て支援事業計画
山形市健康づくり21
山形市地域防災計画　　など

山形市基本構想

山形市第２期経営計画

山形市第３次
障がい者基本計画

山形市地域福祉計画

※障害者総合支援法第88条に基づく、
　３年ごとの障がい福祉サービス見込量等に関する計画。
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３　計画の期間

本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５か年とします。

年
度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

市

国

県

４　計画の範囲

本計画では、障害者基本法に基づき、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達

障がい含む）、そのほか、難病をはじめ、心身の機能の障がいがある者であって、障

がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状

態にある方々を障がい者として計画の対象とし、家族や地域社会を含めて施策の推進

を図っていきます。

山形市障害
者基本計画
Ｈ９～Ｈ18

山形市障がい者基本計画（第２次）
Ｈ19～Ｈ26

山形市第３次障がい者
基本計画
Ｈ27～Ｈ31

第１期障害
福祉計画
Ｈ18～Ｈ20

第２期障がい
福祉計画
Ｈ21～Ｈ23

第３期障がい
福祉計画
Ｈ24～Ｈ26

第４期障がい
福祉計画
Ｈ27～Ｈ29

障害者基本計画
Ｈ15～Ｈ24

障害者基本計画
（第３次）
Ｈ25～Ｈ29

第３次山形県障がい者計画
Ｈ15～Ｈ25

第４次山形県
障がい者計画
Ｈ26～Ｈ30
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１　身体障がい者について

⑴　身体障がい者手帳所持者数について

本市の身体障がい者手帳所持者数は増加傾向にあり、平成25年度は、10,925

人で、総人口に占める割合は、4.4％となっています。

等級別では、障がいが最も重い等級である１級が3,350人と最も多く、次いで

４級が2,961人となっています。平成22年度と比較すると、１級では192人、

４級では465人の増加となっています。

⑵　身体障がい者手帳所持者の年齢について

　…平成25年度の身体障がい者手帳所持者数

を年齢別にみると、65歳以上が71.9％と最

も多く、次いで20歳以上65歳未満が26.1％、

20歳未満が2.0％となっています。

障がい者の現状第2章

身体障がい者手帳所持者数の推移

0

4,000

8,000

12,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
3.2

3.7

4.2

4.7
（人） （％）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 総人口に占める割合

9,965
510
870
2,496

3.97
4.02

4.15
4.36

1,598

1,333

3,158

10,101
511
915
2,606

1,624

1,300

3,145

10,393
529
954

2,763

1,678

1,277

3,192

10,925
538
1,000

2,961

1,771

1,305

3,350

身体障がい者手帳年齢別内訳（H25）

2,851人
26.1％

215人  2.0％

7,859人
71.9％

20歳未満　　20歳以上65歳未満　　65歳以上

手帳所持者数：各年度末現在
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２　知的障がい者について

⑴　療育手帳所持者数について

本市の療育手帳所持者数は増加傾向にあり、平成25年度は1,368人で、総人

口に占める割合は、0.6％となっております。

等級別では、Ａ（重度）が451人、Ｂ（中軽度）が917人となっています。平

成22年度と比較すると、Ａ（重度）では37人、Ｂ（中軽度）では96人の増加と

なっています。

⑵　療育手帳所持者の年齢について

平成25年度の療育手帳所持者数を年齢

別にみると、20歳以上65歳未満が65.1％

と最も多く、次いで20歳未満が26.1％、

65歳以上が8.8％となっています。

療育手帳所持者数の推移

0

500

1,000

1,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
0.42

0.47

0.52

0.57
（人） （％）

A（重度） B（中軽度） 総人口に占める割合

1,235

0.49

0.51 0.53

821

414

1,284

852

432

1,316

880

436

1,368

0.55

917

451

手帳所持者数：各年度末現在

療育手帳年齢別内訳（H25）

357人
26.1％

120人  8.8％

891人
65.1％

20歳未満　　20歳以上65歳未満　　65歳以上
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３　精神障がい者について

⑴　精神障がい者保健福祉手帳所持者数について

本市の精神障がい者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあり、平成25年度は、

1,065人で、総人口に占める割合は、0.4％となっております。

等級別では、２級が458人と最も多く、平成22年度と比較すると、112人の

増加となっています。（１級が最も重い障がいの方）

⑵　�精神障がい者保健福祉手帳所持者の年齢について

　…平成25年度の精神障がい者保健福祉手

帳所持者数を年齢別にみると、20歳以上

65歳未満が78.6％と最も多く、次いで、

65歳以上が19.8％、20歳未満が1.6％と

なっています。

手帳所持者数：各年度末現在

精神障がい者保健福祉手帳年齢別内訳（H25）

20歳未満　　20歳以上65歳未満　　65歳以上

837人
78.6％

17人  1.6％

211人
19.8％

精神障がい者保健福祉手帳所持者数の推移

0

500

1,000

1,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
0.30

0.35

0.40

0.45
（人） （％）

１級 ２級 ３級 総人口に占める割合

851

0.34
0.37

0.41

346

387

918

397

379

1,015

437

379

1,065
0.43

458

118 142 199 242

365
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⑶　自立支援医療（精神通院）制度利用者数について

自立支援医療（精神通院）制度利用者数は、増加傾向にあります。平成25年

度は、2,191人となっており、平成22年度と比較すると340人の増加となって

います。

４　平成23年度山形市障がい福祉アンケート調査の実施

本市における障がい者の実態や、障がい者施策に関する希望等を把握するため、平

成23年度に障がい者及び市民の方を対象にアンケート調査を実施しました。

⑴　調査対象者数及び回収状況

全　体　　1,000人 回収数（人） 回収率（％）

内
　
訳

身体障がい者手帳所持者 650人 434 66.8
療育手帳所持者 170人 113 66.5
精神障がい者保健福祉手帳所持者 100人 69 69.0
その他の市民 80人 37 46.3

⑵　調査実施年月　平成23年８月

⑶　調査方法　郵送による配布・回収。

⑷　調査結果　主な調査項目への回答は資料編（36ページ）に掲載。

利用者数：各年度末現在

自立支援医療（精神通院）制度利用者の推移

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

（人）

1,851
1,946

2,081
2,191
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１　計画の基本理念

本計画は、山形市の総合計画である「山形市基本構想」における将来都市像の『み

んなで創る「山形らしさ」が輝くまち』のもと、市民・事業者・行政が連携し、障が

いの有無にかかわらず、人格と個性を尊重しあい共生する安全・安心な社会の実現に

向け、障がい者が、生活に必要な支援や生活を補完するサービスを受けるとともに、

様々な活動に積極的に参加し、地域のなかで、社会の一員として自立して生活できる

まちを目指します。

こうした共生社会実現のために、山形市としては、「障害者基本法」に示される

「地域社会における共生等（社会参加の確保、生活の選択の確保、意思疎通の手段の

確保）」、及び「障がいを理由とする差別の禁止」の基本原則に則り、この基本計画を

推進していきます。

２　施策の体系

山形市第２期経営計画では、重点政策「高齢者や障がい者を支える福祉の充実」の

施策として「障がい者福祉の充実」が掲げられており、今後の取組みとして、①地域

及び在宅生活の支援の充実、②社会参加の機会の確保、③市民の意識啓発の３項目を

挙げております。

本計画では、この３つの今後の取組みの内容を踏まえて、基本施策を設定し、その

なかで具体的な施策内容を踏まえて、施策の体系を構築していくこととします。

基本的な考え方第3章
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基本施策 施策の内容

１　自立に向けたサービスの充実と
　　環境の整備

⑴　生活支援の充実

⑵　相談・情報提供体制の充実

⑶　経済的自立に向けた支援の充実

⑷　差別の解消と権利擁護の推進

⑸　保健・医療サービスとの連携

⑹　教育・療育の充実

⑺　働く場の確保

⑻　バリアフリー化の推進

⑼　防災・防犯対策の推進

２　社会参加の機会の確保
⑴　社会参加のための手段の確保

⑵　社会参加の機会の拡大

３　地域で支え合う仕組みの構築
⑴　啓発・広報活動の推進

⑵　ボランティア活動の支援
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基本施策１　自立に向けたサービスの充実と環境の整備

⑴　生活支援の充実

　《現況、課題等》

平成18年度に施行された「障害者自立支援法」に基づき、訪問系サービス

をはじめとする障がい福祉サービスを実施してきました。

これらのサービスの利用者は年々増加しており、また、平成25年４月に施

行された「障害者総合支援法」により、難病患者の方も障がい福祉サービスを

利用できるようになり、今後も需要が高まるものと見込まれます。

さらに、入所施設や精神科病院から地域生活へ移行するための支援を行う地

域移行支援、１人暮らしの方などに対する相談支援を行う地域定着支援サービ

スが平成24年４月から開始されるなど、障がい者の地域移行に向けた支援の

拡充が図られているほか、障がい者の保護者の高齢化が進む中、地域における

居住の場としてグループホームの整備も求められています。

〈参　考〉主要な障がい福祉サービスの利用者数� （単位：人）

年度
サービス 23 24 25 26

居宅介護・重度訪問介護・同行援護 180 228 231 269
生活介護・就労継続支援（A・B） 742 840 882 944

… ※各年度２月末日現在

施策の展開第4章
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　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　訪問によるサービス提
供体制の充実

障がい者の安定した在宅生活の支援に向け、必要な方が必
要な量の支援を受けられるよう、居宅介護、重度訪問介護、
同行援護などのサービス提供体制の充実を図ります。

②　日中活動に関するサー
ビス提供体制の充実

障がい者が地域で自立した日常生活、社会生活を送ること
ができるよう、生活介護や就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業な
どの就労継続支援事業を中心に、サービスの充実を促進し
ます。

③　居住の場に関するサー
ビス提供体制の充実

自立した生活を希望する方の地域生活への移行に対応する
ため、地域における居住の場として、グループホームの整
備等、サービス提供体制の充実を図ります。

④　施設や病院から地域へ
の移行に関するサービ
スの周知と利用促進

平成24年４月から、入所施設や精神科病院から地域生活
に移行するための地域移行支援・地域定着支援が創設され
たことから、このサービスの周知及び利用の促進を図りま
す。

⑤　補装具・日常生活用具
等の給付の充実

障がい者の日常生活を支援するため、給付品目の充実や制
度の周知を図ります。

⑵　相談・情報提供体制の充実

　《現況、課題等》

障がい者やその家族のための身近な相談窓口として、福祉サービスに関する

様々な相談に対応できる総合的な相談窓口として「相談支援センター」を市内

６ヶ所に設置しているほか、民生委員・児童委員、身体障がい者相談員、知的

障がい者相談員、福祉協力員、地区社会福祉協議会などが身近な相談窓口とし

て活動を行っています。さらに、山形市社会福祉協議会や保健所などの各機関

においては、それぞれの機能に応じた相談、情報提供を実施しています。

また、山形市では、保健・医療、教育、就労、福祉、などの専門分野の

関係機関と当事者・家族で構成する山形市障がい者自立支援協議会を設置
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し、本市の障がい福祉に係る課題解決に向けた協議の場を設けています。

アンケート調査では、今後山形市の障がい福祉を充実させるために必要なこ

ととして、相談体制の充実が多く求められています。

障がい者の抱える課題を解決し、その自立した生活を支援していくため、身

近なところで気軽に相談できる体制づくりが必要です。

また、障がい者に的確に福祉に関する情報が伝達されるよう、「広報やまが

た」や「やまがた市議会報」などの、点字、音声コード、カセットテープ版で

の配布をはじめ、それぞれの情報提供手段における対応が求められています。

〈参　考〉相談支援センターにおける相談支援・連絡調整件数� （単位：件）

年度 22 23 24 25
相談件数 9,622 9,866 15,315 21,316

※各年度３月末日現在

　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①…　相談支援セン
ターの充実

障がい者や家族からの様々な相談に対する、総合的な相談窓口で
ある「相談支援センター」について、地域における身近な相談支
援の場として、周知、充実を図ります。

②　山形市障がい
者自立支援協
議会の充実

保健・医療、教育、就労、福祉などの関係機関が、障がい者への
支援について協議する、山形市障がい者自立支援協議会の運営を
通して、事業者、障がい者団体及び行政との連携強化を図ります。

③　地域での相談
窓口の充実

身体障がい者相談員、知的障がい者相談員については、地域にお
けるピアカウンセリングの担い手として、その育成を図ります。
また、民生委員・児童委員、福祉協力員、地区社会福祉協議会が
実施する研修会等に対して、講師派遣や情報提供を行い、障がい
者からの相談への対応力育成や関係機関との連携強化を図ります。
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具体的施策 施策の内容

④　…福祉情報提供
体制の充実

・「福祉制度利用のしおり」や山形市ホームページ及び「広報や
まがた」等により、障がい者に対する情報提供を図ります。また、
福祉制度についての説明会を定期的に開催するとともに、関係団
体との情報交換の機会の確保を図ります。
・視覚障がい者への情報提供に際しては、「広報やまがた」、「やま
がた市議会報」における点字、音声コード及びカセットテープに
よる配布や、音声読み上げソフトに配慮したホームページの作成、
「広報やまがた」などでのユニバーサルデザインフォントの使用
を進めます。また、選挙時には、音声コード付の「選挙啓発チラシ」
発行や、市議会議員選挙・市長選挙における、音声コード付拡大
文字版による「選挙のお知らせ版」を発行するなどの対応を図り
ます。

⑶　経済的自立に向けた支援の充実

　《現況、課題等》

障がい者が地域で自立した生活を送るためには、生活基盤が安定することが

必要であることから、経済的自立に向けた支援を行うことは重要です。

アンケート調査においても、経済的な支援を求める回答が多いことや、生活

していくうえで不安なことや困っていることとして収入が少ないことが挙げら

れています。

障がい者の方々が各種手当、給付の制度を有効に活用することができるよう

引き続き制度の周知を図っていく必要があります。

　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①…　各種手当、給付等の
制度の周知と利用促
進

障がい者が自立した生活を送ることができるよう、「障がい基
礎年金」の制度や「特別障がい者手当」等の法に基づく手当及
び、「ごみ袋支給事業」等のサービスの適切な利用を促進する
ため、「広報やまがた」や「福祉制度利用のしおり」等により
周知を図ります。
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〈参　考〉主な手当、給付等

　•障がい基礎年金　　•特別障がい者手当　　•障がい児福祉手当

　•重度心身障がい児（者）福祉手当　　•特別児童扶養手当　　

　•在宅酸素療法者支援助成金　　•人工透析患者通院交通費助成金　など

⑷　差別の解消と権利擁護の推進

　《現況、課題等》

国では、平成23年８月の「障害者基本法」の改正により、障がいを理由と

する差別の禁止が明示され、平成25年６月には、全ての国民が、障がいの有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現を目的とする「障害者差別解消法」が制定され、平成28年

４月に施行されることとなりました。

アンケート調査では、障がい者が日常生活において、障がいに対する差別・

偏見や疎外感を感じてしまう現状にあることや、障がい者と市民の地域での交

流の機会を増やしてほしいという意見も寄せられています。山形市において

も、障がいの有無にかかわらず皆が共生できる社会を目指して、障がいを理由

とする不利益な取扱いを受けることのないよう取組みを進めていく必要があり

ます。

また、「障害者虐待防止法」が平成24年10月から施行されました。山形市

でも、障がい者虐待に関する相談・通報の窓口を設け、制度の周知に努めてい

ますが、今後とも、関係機関等との連携を強化し、虐待を防止するための体制

の充実を図る必要があります。

さらに、障がい者の権利擁護や財産管理の支援については、成年後見制度利

用支援事業や、山形市社会福祉協議会への委託により山形市成年後見センター

の運営を行っており、また、山形市社会福祉協議会により福祉サービス利用援

助事業が実施されています。

今後もこれらの事業の着実な実施に努めるとともに、制度の普及啓発を図る

必要があります。
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〈参　考〉障がい者虐待の状況　　　　　　　　� （単位：件）

年　　度 24 25 26

通報・相談等 10 13 12

虐待と判定 3 4 5
　※⎛H24：H24.10月～H25.3月　⎝H26：H27.2月末現在……　　

　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　差別の解消に向け
た取組みの推進

障がいを理由とする差別の解消を図るため「障害者差別解消
法」が平成25年６月に公布され、平成28年４月から施行され
ることとなりました。法施行に向けて、国の基本方針を踏ま
え、山形市としての対応要領に向けた検討や、障がい者から
の相談を受ける体制の整備、解決に向けた関係機関の連携の
仕組みづくり、市民への普及啓発などの対応を進めながら、
市独自の条例制定の検討を含め、障がいを理由とする差別の
解消に向けた取組みの推進を図ります。

②　障がい者虐待の防
止に係る支援体制
の充実

「障害者虐待防止法」に基づき、障がい者虐待に関する周知・
啓発を図るとともに、相談や通報を受付け、児童虐待防止、
高齢者虐待防止、配偶者暴力防止の各関係機関と連携しなが
ら、虐待の防止に努めます。

③　成年後見制度の利
用促進

判断能力が十分でなく、後見人等の選任申立てを行う親族が
居ない知的障がい者、精神障がい者について、市長が家庭裁
判所に申立てを行います。また、「山形市成年後見センター」
の運営により、障がい者の成年後見制度の利用に向けた支援
を図ります。



第４章　施策の展開

19

⑸　保健・医療サービスとの連携

　《現況、課題等》

人生を豊かにいきいきと生活するための基本は健康であり、健康づくり、疾

病予防、治療、リハビリテーション、在宅ケアといった保健・医療サービスを

ライフステージに応じて提供していく必要があります。

また、障がいの予防、早期発見を図るため、各種健診後の相談体制の充実や

医療機関との連携強化を図る必要があります。　

現在、山形市では、母子保健事業として、乳幼児健診体制の充実と、保健、

医療、福祉の各関係機関の連携強化を図りながら、発達障がい等の早期発見と

早期療育に努めています。

また、成人保健事業では、生活習慣病（脳血管疾患や心疾患など）を原因と

する障がいの発生を予防するため、健診体制を整備し、早期発見と早期治療に

努めているほか、生活習慣の改善が必要な方に対しては、医療機関と連携を図

りながら、健康相談・教育、訪問指導などの保健指導を実施しています。

障がい者は、医療機関へ通院、入院する必要がある場合が多いため、医療費

が大きな負担となっています。そのため、自立支援医療、重度心身障がい

（児）者医療等の制度で、医療費の負担軽減を図っています。

さらに、平成25年４月からは、「障害者総合支援法」の改正により、難病の

患者の方も障がい福祉サービスの対象となっており、制度の一層の周知と啓発

が必要となっています。
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　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①…　予防・早期発見体
制の充実

・障がいの原因になる疾病や障がいの早期発見のため、妊婦・
乳幼児健康診査の充実を図ります。健診後の相談や保健指導
においては、山形県立総合療育訓練センター等の関係機関と
の連携強化を進めます。また、発達障がいや小児精神科等の
専門医療機関の充実を国、県に働きかけていきます。
・乳幼児で発達の経過観察や療育が必要な場合は、保健、医
療、福祉の関係機関の連携を密にしながら、支援の充実を図
ります。また、保護者に対して、障がいの早期発見、早期療
育への理解と正しい知識の普及を図ります。
・乳幼児がいる家庭への訪問相談（未熟児訪問・こんにちは
赤ちゃん訪問・育児支援家庭訪問）などを充実し、育児に関
する悩みなどに早期に対応できる体制づくりを行います。
・特定健診・特定保健指導の実施にあたり、医療機関と連携
を図りながら、健診受診率の向上、効果的な保健指導を実施
し、障がいの原因になる疾病や障がいの早期発見・予防に努
めます。

②　医療費の負担軽減
更生医療、育成医療及び精神通院医療の自立支援医療制度、
重度心身障がい(児)者医療等の各医療制度について、制度の周
知と適切な利用の促進を図ります。

③…　様々な障がいへの
支援の充実

・障がいに対する理解を深め、対応等を学びあうため、医療
機関や事業者等の関係機関と連携しながら、精神障がい者家
族教室の定期開催を継続します。
・発達障がいや高次脳機能障がい等の様々な障がいのある方
への支援体制の整備を図っていくとともに、難病の患者の方々
について、それぞれのニーズに応じて、障がい福祉サービス
の利用促進を図っていきます。
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⑹　教育・療育の充実

　《現況、課題等》

障がい児一人ひとりがその可能性を伸ばしていくためには、早期の発見と

個々の障がいに応じた適切な支援が重要です。

現在、就学前の障がい児のための施設として、児童発達支援事業の通所施設

があります。また、市内の認可保育所では、障がい児の受入れを行い、一緒に

集団生活を行っております。さらに、保育所からの要望に応じて、発達の気に

なる児童に係る保育方法の指導・助言及び必要な情報提供を行っています。

学校教育においては、障がい児一人ひとりのニーズに応じた適切な指導と支

援を行う「特別支援教育」に取組んでおり、総合学習センターにおいては、

「発達相談」や「幼児ことばの教室」を実施しています。　

また、放課後や休業日においては、「放課後児童クラブ」などで障がい児の

受入れを行っているほか、事業所ごとに特色ある指導訓練事業が行われている

放課後等デイサービスの利用者が増加しています。

そのほか、市民団体が家庭や学校を離れた活動として、心身障がい児を対象

とした機能訓練教室やスポーツ教室等の活動を開催しており、そうした活動へ

の支援も行っています。

アンケート調査では、教育の機会の面で差別、偏見または疎外感を無くすた

めに力を入れていく必要があるものとして、「子どものときから、障がい児と

のふれあいの機会を増やす」との回答が多く、小・中学校における福祉教育の

充実が求められています。

就学前、就学後、そして学校卒業後の進路にわたり、支援を必要とする方が、

サービスを受けやすい環境を整備するため、やまがたサポートファイルの活用

等を含め、保健、医療、教育、福祉等の関係機関が一層連携しながら、支えて

いく体制を整備していくことが重要です。
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　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　障がい児保育等の
支援

発達の遅れや障がいの疑われる児童が、認可保育所において、
適切な保育のもとで育つことができるよう、専門職の訪問等
による保育士への支援等を継続して実施します。

②…　教育の充実

障がい児一人ひとりの教育的ニーズに基づいて、自立や社会
参加に必要な力を培うために、「山形市特別支援教育推進計
画」を継続するなど、適切な指導及び支援を行うことができ
る体制づくりを進めます。

③　福祉教育の推進

障がい者への理解を深めるため、小・中学校における総合的
な学習の時間等を通じ、福祉学習を実施するとともに、山形
市社会福祉協議会と連携しながら、福祉教育指定校事業を推
進します。

④　障がい児通所支援
等の充実

・障がい児に対する指導訓練等の支援を行う児童発達支援を
はじめとする「障がい児通所支援」について、サービス提供
体制の充実を図ります。
・放課後等デイサービス等により、放課後や夏休み期間中な
どの日中活動の場を確保します。

⑤　放課後・長期休業
中の支援の充実

放課後児童クラブにおける障がい児の受け入れ促進のため
に、クラブに対する支援の充実を図ります。

⑥　機能訓練教室等の
支援

障がい児の活動範囲を広げ、生活を豊かなものとしていくた
めに、機能訓練教室等の市民団体の活動を支援します。
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⑺　働く場の確保

　《現況、課題等》

障がい者の一般就労に向けた雇用対策は、「障害者雇用促進法」に基づき推

進が図られていますが、雇用先の確保は依然として厳しい状況にあります。ハ

ローワークをはじめとする労働関係機関が、障がい者の雇用促進に向け、障が

い者と雇用先双方の相談に対応していますが、山形市としては、様々な支援制

度の周知を図ることにより、雇用、就労を促進していく必要があります。

また、一般企業への就労が難しい方のために、福祉的就労の場が必要であり、

その整備が図られてきています。福祉的就労の場等として、就労移行支援や就

労継続支援のサービスがあり、一般就労に必要な知識や能力の向上のための訓

練や、一般就労までに至らない方に対する、生産活動と訓練の場の提供を行っ

ています。

アンケート調査では、就労の状況について、現在働いていない人の割合が大

きいなかで、創作的活動ができる施設や自立に向けた訓練ができる施設の利用

を求めている方が多い状況にあります。

働く場の確保は、社会への参加、生きがいを与えてくれるものであり、それ

ぞれの能力に応じた、一般就労や福祉的就労の場の確保に引き続き取組んでい

く必要があります。
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　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　一般就労に向けた
支援

・さまざまな機会を通じ、障がい者の雇用促進に向け、企業
に対する情報提供や情報交換を進めます。
・ハローワークをはじめ、障害者就業・生活支援センター等
と連携しながら、専門的な支援機関の利用促進を図ります。
・一般企業などへの就労を希望する障がい者を対象として、
就労移行支援事業の利用を促進します。

②　福祉的就労事業の
充実

・就労継続支援事業の実施により、障がい者の福祉的就労の
場の確保を図ります。
・「障害者優先調達推進法」に基づき、山形市として具体的
な調達方針や実績を公表し、障がい者就労施設等からの物品
等の調達に取組みます。
・各事業所ごとの製品や提供可能なサービスのデータをとり
まとめ、山形市ホームページで公表するなどにより、そのＰＲ
を促進するなど、利用者の工賃向上に向けた取組みを進めます。

③　地域活動支援セン
ターの運営

障がい者の、創作的活動や生産的活動、社会との交流促進等
の場として、継続して地域活動支援センターを運営します。

④　障がい者雇用の推
進

「障害者雇用促進法」に基づき、民間事業所等における法定
雇用率達成を推進するため、ハローワークなどの関係機関と
連携し、障がい者雇用に関する支援制度の周知を図りながら、
障がい者の雇用促進を図ります。

⑻　バリアフリー化の推進

　《現況、課題等》

障がい者が、身近な地域で安心して生活していくためには、建築物、道路、

情報等のバリアフリー化の促進による、住みよい生活環境づくりが重要です。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「山形県みん

なにやさしいまちづくり条例」等に基づき、障がい者、高齢者が快適に暮らせ

るまちづくりに向けた、公共施設等のバリアフリー化が進められています。

また、山形市福祉のまちづくり活動委員会が主体となり、市街地の公共
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的な施設におけるバリアフリー情報をまとめた「バリアフリーガイドマップ」

の作成に取組み、委員会のホームページ上で公表しています。

情報の障壁を無くすための施策としては、日常生活用具給付等事業として視

覚障がい者・聴覚障がい者に対する各種情報機器の給付を行っているほか、手

話通訳者・要約筆記者の派遣事業を実施しています。

アンケート調査では、道路や公共施設などにおける段差のない施設整備や既

存建物等の段差解消が多く求められています。

　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　公共施設等のバリ
アフリー化の推進

・「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」等に基づき、
多くの市民が利用する施設のバリアフリー化を推進するとと
もに、バリアフリー化に係る周知啓発を図ります。
・歩道において、放置自転車等が障がい者を含めた歩行者の
妨げにならないように、その管理に努めるとともに、自転車
利用者のマナー向上に向け周知・啓発を図ります。
・公職選挙が実施される場合、投票所において、出入口のス
ロープや低床の記載台を配置するなど、バリアフリー化に向
けた対応を図ります。

②　バリアフリー化さ
れた施設の周知

バリアフリー化された市内の公共的施設について、バリアフ
リーガイドマップによりインターネットを通じて広く紹介す
る事業を支援することにより、利用者の便宜を図ると共に民
間施設のバリアフリー化を促進します。

③　情報のバリアフ
リー化の推進

・日常生活用具給付等事業において、視覚障がい者・聴覚障
がい者に対する各種情報通信機器の給付を継続して実施しま
す。
・意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者の派
遣を継続して実施します。

④　住まいのバリアフ
リー化の推進

日常生活用具給付等事業において、居宅におけるバリアフリー
のための住宅改修に係る給付を継続して実施します。
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⑼　防災・防犯対策の推進

　《現況、課題等》

障がい者が地域で安心して社会生活を営むためには、安全な暮らしを支える

環境づくりが重要です。

防災対策としては、障がい者や高齢者などに対する避難誘導、コミュニケー

ションの確保などの様々な課題に対応していくために、行政、町内会等の自治

組織、自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉団体等が連携し、地域におけ

る支援体制を整備していくことが必要です。そのため、山形市では、「山形市

避難行動支援制度」により、災害時における障がい者などの避難支援の仕組み

づくりに取組んでいます。そのほか、緊急通報システム事業や、ファクシミリ

等による消防への通報体制の充実を図っています。また、冬期間における豪雪

対策として、雪下ろし補助などの支援を行っています。

さらに、防犯対策としては、防犯関係団体や警察との連携のもと、啓発活動

を行っておりますが、「障害者基本法」の改正により、新たに「消費者として

の障がい者の保護」の規定が加えられたことや、消費者教育の推進に関する法

律により、消費者教育は、年齢、障がいの有無その他の消費者の特性に配慮し

た適切な方法で行わなければならないこととされ、これまで以上に、障がい者

の消費生活への支援と啓発を図っていく必要があります。

アンケート調査では、災害時に一人で避難することが「できない」とする回

答や、災害時において近所に助けてくれる方が「いない」とする回答が多く、

障がい者に対する災害時の避難支援体制の整備が求められています。
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　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　災害等における支
援体制の整備

・障がい者の災害時における安全を確保するため、避難行動支
援制度について、福祉関係団体等の協力を得ながら障がい者へ
制度周知を図るとともに、個別計画の普及を推進します。
・雪下ろし補助事業などにより、克雪支援を進めていきます。
また、地域ボランティアの協力による除排雪の支援についても
検討していきます。

②　福祉避難所の設置
災害等の緊急時における支援体制の拠点として障がい者の避難
に対応した福祉避難所の設置を進めます。

③　防災意識の高揚
市の担当窓口や「広報やまがた」、障がい福祉サービス事業所、
障がい者団体等を通じて、防災についての情報提供、及び防災
意識の高揚を図ります。

④　緊急通報システム
事業の普及

身体に重度の障がいがあり、日常生活において注意が必要な一
人暮らしの方に対して、緊急通報システム事業の普及を促進し
ます。

⑤　消費者トラブルの
防止と防犯意識の
啓発

消費生活に係る身近な相談窓口として、消費生活センターの周
知と機能充実を図るとともに、消費者被害防止ネットワークの
運用など、関係機関との連携を図ります。また、障がい者が犯
罪にあわないような安全なまちづくりに向け、関係機関と連携
しながら、防犯意識の啓発を図っていきます。
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基本施策２　社会参加の機会の確保

⑴　社会参加のための手段の確保

　《現況、課題等》

障がい者にとって、移動やコミュニケーションの手段を確保することは、日常

生活の行動範囲を広げ、積極的な社会参加を進めるうえで重要なことです。

移動手段の確保として、ヘルパー等による外出の手助けを行っているほか、交

通手段に応じた移動の支援事業として、タクシー運賃の助成、自家用自動車への

給油代金の助成、自動車改造費の助成、自動車運転免許取得費用の助成等を実施

しています。タクシーや鉄道運賃に関しては、障がい者割引制度があるものの、

障がいの種別により、適用状況に違いがあることが課題となっています。また、

市内の路線バス空白地域や交通不便地域においては、コミュニティバスの運行な

どにより、日常生活における交通手段の確保を図っています。

さらに、ＮＰＯ法人等による福祉有償運送事業については、山形地区福祉有償

運送運営協議会を設置し、その運営について協議を行っています。

一方、コミュニケーション手段の確保として、山形市では、聴覚障がい者に手

話通訳者、要約筆記者を派遣しているほか、市庁舎の障がい福祉課窓口に手話通

訳者を配置し、テレビ電話を設置するなど、相談時の意思疎通の確保を図ってい

ます。

アンケート調査では、普段の生活の中で困っていることに「外出」を挙げてい

る方が多く、今後利用したいサービスとして、「福祉タクシー券・給油券の交

付」との回答が多く見られます。
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〈参　考〉タクシー運賃の助成、自家用自動車給油代金の助成の利用状況

年度
利用延件数（件）

普通タクシー リフト付タクシー 給油代金助成
23 60,314 1,660 10,817
24 60,409 1,716 12,857
25 60,266 1,750 15,033

　… ※各年度３月末日現在

《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　移動支援対策の充
実

・一人で外出が困難な障がい者の移動支援事業を継続して実施
します。また、タクシー運賃の助成、自家用自動車への給油代
金の助成を行い、社会参加の促進を図ります。
・バス事業者に対する赤字路線への支援、バス空白地域及び交
通不便地域におけるコミュニティバスの運行、障がい者の割引
運賃の設定などにより、日常生活における移動手段の確保を図
ります。また、こうした事業に係る車両のバリアフリー化を図
ります。
・身体障がい者に対する自動車改造費助成及び運転免許取得費
助成を継続して実施します。

②　意思疎通支援の充
実

聴覚障がい者が公的機関や医療機関等に出かける必要がある場
合、円滑な意思疎通を図ることができるよう手話通訳者・要約
筆記者の派遣事業を継続して実施します。また、手話ボランティ
ア養成講座等の開催により、手話通訳者の養成を図ります。

⑵　社会参加の機会の拡大

　《現況、課題等》

障がい者が、スポーツ・レクリエーションや文化活動に参加することは、自立

や社会参加を促進するとともに、生きがいのある生活を送る上でも大きな効果が

期待されます。

山形市内では、障がい者を対象としたスポーツ大会、水泳競技大会、スポーツ

教室等が定期的に開催されており、また、「障がい者の施設使用料等を

無料とする条例」に基づき、本市の体育施設・文化施設の普通使用料
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等を無料としています。さらに、障がい者団体が行うスポーツ・レクリエーショ

ン教室の運営を支援するなど、障がい者のスポーツ・レクリエーション活動を促

進しています。

このほか、山形市身体障がい者福祉センター「希望の家」においては、社会参

加の促進を図るための様々な事業を企画・実施しています。

《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　スポーツ、文化活
動等の振興

・障がい者が参加する各種スポーツ大会、レクリエーション
教室、芸術・文化講座、作品展を支援するなど、スポーツ・
文化活動等の普及を図ります。
・身体障がい者福祉センター「希望の家」において軽スポー
ツ教室、野外散策教室などのスポーツ・文化活動に関する事
業を継続して実施します。
・全国の障がい者スポーツ大会へ県から派遣される方へ激励
金を支給し、障がい者のスポーツ活動の振興を図ります。

②　市有の体育施設・
文化施設の使用料
等の無料化

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の
所持者については、条例により市の体育施設・文化施設等の
普通使用料等を無料としており、障がい者のスポーツ・文化
活動を継続して支援します。
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基本施策３　地域で支え合う仕組みの構築

⑴　啓発・広報活動の推進

　《現況、課題等》

障がい者が地域で生活していくためには、市民一人ひとりが、障がいや障がい

者に対する理解を深めていくことが重要です。

山形市においては、毎年「障害者週間（12月３日～９日）」に障がい者やサー

ビス事業所の方を中心に、「まちかどコンサート」が開催されており、また、障

がい者の通所事業所で生産された物品等を展示、即売する「ほんわかバザー」の

開催場所として、定期的に市庁舎のスペースを提供するなど、障がい者の理解に

向けた啓発活動への支援を行ってきました。

さらに、地域では、「ふれあいいきいきサロン」が開催され、一人暮らしの高

齢者、子育て家庭、障がい者などの仲間づくりが行われています。

アンケート調査では、日常生活において、障がいに対する差別・偏見や疎外感

を感じてしまう現状にあることや、障がい者と市民の地域での交流の機会を増や

してほしいとの意見も出されています。

障がい者が安心して地域生活を営んでいくためには、社会全体が障がいと障が

い者への理解を深めることが不可欠であり、広く啓発を図っていく必要がありま

す。
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　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　啓発・広報活動の
充実

障がい及び障がい者に対する理解を深めるために、障害者週
間におけるイベントをはじめ、様々な機会を通して、啓発・
広報活動の充実を図ります。

②　障がい者団体活動
の支援

「まちかどコンサート」など、障がい者団体等による啓発活
動を支援するとともに、障がい者が製作したものの展示即売
を行う「ほんわかバザー」などの実施に際し、活動場所を提
供するなどの支援を図ります。

③　地域における福祉
活動の促進

「ふれあいいきいきサロン」や「見守り活動」など、山形市
社会福祉協議会等が、地域で実施する活動を支援します。ま
た、障がいと障がい者への理解を深めるために、イベント開
催やパネル展示、各種講座等への支援を図ります。

⑵　ボランティア活動の支援

　《現況、課題等》

ボランティア活動は、社会的な役割の自覚に基づき、地域課題の解決に向けた

取組みを自主的に行うことによって、豊かな市民生活の創出を目指すものとして、

アンケート調査でも、多くの方が関心を持っています。

特に、障がい者が地域で安心して生活していくためには、行政による施策だけ

ではなく、地域における様々な形でのボランティアや市民活動による支援が重要

で、市内には、手話、点訳等の専門的なボランティア団体をはじめ、様々な市民

活動団体、ＮＰＯ法人等が自主的に活動を展開しています。

山形市では、山形市社会福祉協議会に設置されているボランティアセンターに

おいて、福祉ボランティア活動の振興に努めているほか、山形市市民活動支援セ

ンターにおいては、ボランティア活動や市民活動に関する相談・情報提供、ネッ

トワークづくりを支援しています。
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〈参　考〉ボランティアセンターの主な運営内容（平成25年度実施分）

項　　目 実　績

相談件数（年間合計） 1,913件

登録ボランティア数（平成25年度末現在） 174人

活動者派遣（年間合計） 657件

活動先紹介（年間合計） 671件

講座の開催（年間合計）
ボランティアスクール 12回

手話ボランティア養成講座 23回

　《具体的施策》

具体的施策 施策の内容

①　ボランティア活動
支援体制の充実

・ボランティア活動に関する相談、情報提供等の充実や、福
祉ボランティアの養成、活動の促進に向け、山形市社会福祉
協議会ボランティアセンターや山形市市民活動支援センター
の機能充実を図るとともに、関係機関における連携体制の更
なる充実を促進します。
・ボランティア団体等が行う機能訓練教室に対して、活動の
支援を行っていきます。

②　企業等のボラン
ティア活動の促進

企業等への周知啓発や情報提供を行い、ボランティア活動へ
の参加を促進します。また、学校においては、特別活動や総
合的な学習の時間等を通し、ボランティア意識の高揚を図り
ます。
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本計画では、平成23年度に実施したアンケート調査等を踏まえ、計画最終年度の

前年の平成30年度における目標値を次のとおり設定します。

【指標　１】　

障がい者の地域生活への移行等に伴う地域での居住の場となる「グループホー

ム」の利用者数（自立した地域生活への移行の促進を図る。）

現状値（h27.1月末） 目標値※

平成26年度　139人 平成29年度見込み　149人
※山形市障がい福祉計画（第４期計画　H27～29）による見込量を採用しており、次期計画策定にあわせ、平
成30～32年度の目標値を設定します。

【指標　２】　

「山形市避難行動支援制度を知っていますか。」という質問に対し、本人又は

介護者が「知っている。」という回答の割合（様々な機会をとらえ制度周知を図

る。）

年　　度
割　　　合

身　体 知　的 精　神

平成23年度　　 12.4％ 11.5％ 8.6％

平成30年度目標 100.0％ 100.0％ 100.0％

【指標　３】　

「あなたの外出頻度はどの位ですか。」という質問に対し、「週３～４回」及び

「ほぼ毎日」という回答の割合（積極的な社会参加促進を図る。）

年　　度
割　　　合

身　体 知　的 精　神

平成23年度　　 59.4％ 60.1％ 59.4％

平成30年度目標 80.0％ 80.0％ 80.0％

目標とする指標第5章
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１　計画の推進に向けた体制

障がい者福祉に係る諸施策は、行政の関係各部門の連携はもちろん、市民、事業所

や、障がい者の団体、民生委員・児童委員、地域の自治会、社会福祉団体、ボラン

ティア団体、保健、医療をはじめ教育、雇用などの関係機関が力を合わせて、共に推

進していく必要があります。

さらに、国や県の制度に係る障がい福祉施策については、国や県との連携を図りな

がら進めていく必要があります。

そのため、計画の推進にあたっては、行政や障がい者福祉関係事業所、教育、保

健・医療、高齢者福祉、就労、権利擁護、当事者・家族の各分野から選出された委員

で構成する山形市障がい者自立支援協議会において、その実施状況を把握し、課題の

解決に向けた取組みを検討していきます。

２　計画の進行管理

本計画の進行管理にあたっては、山形市障がい者自立支援協議会において、障がい

者福祉に係る施策の実施状況を把握しながら、必要に応じて、解決すべき課題に対す

る具体的な対応について協議していきます。

また、本計画において設定した目標値の達成を検証するため、平成30年度に、障

がいをお持ちの方やそのほかの市民の方を対象としたアンケート調査を実施していき

ます。

計画の推進に向けて　第6章
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資　料　編

【１　アンケート調査結果（平成23年８月実施）】

平成23年８月に実施したアンケート調査の主な項目について、その結果概要は以

下のとおりです。なお、各項目の説明の中で、「身体」は身体障がい者手帳所持者を、

「知的」は療育手帳所持者を、「精神」は精神障がい者保健福祉手帳所持者をそれぞ

れ表しています。
①　日常生活を送る上で困っていることはどんなことですか。

○「健　　康」…・・・・・・・・・ 身体44.2％、精神62.3％

○「人とのコミュニケーション」…・ 知的37.2％、精神50.7％

○「収　　入」…・・・・・・・・・ 身体25.1％、精神40.6％

○「身の回りのこと」…・・・・・・ 身体20.5％、知的26.5％

○「外　　出」…・・・・・・・・・ 身体20.0％、知的23.0％、精神27.5％

②　今後利用したいサービスは何ですか。

○身体・・・「福祉タクシー券・給油券の交付」… ・・・・11.3％

　　　　　　「ＮＨＫ受信料の減免」… ・・・・・・・・・10.8％

　　　　　　「税金の障がい者控除」… ・・・・・・・・・10.4％

○知的・・・「短期入所（ショートステイ）」…・・・・・・25.7％

　　　　　　「サービス利用援助事業」… ・・・・・・・・21.2％

　　　　　　「成年後見制度」… ・・・・・・・・・・・・20.4％

○精神・・・「福祉タクシー券・給油券の交付」… ・・・・14.5％

　　　　　　「自立支援医療（精神通院）の給付」… ・・・10.1％

③　福祉サービスの利用について相談する相手は誰ですか。

○「家　　族」…・・・・・・・・・ 身体55.8％、精神58.0％

○「病院の医師・看護師・ソーシャルワーカー」

　　　　　　　… ・・・・ 身体27.0％、精神46.4％

○「市の福祉関係課の窓口」…身体31.6％、精神31.9％
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④　ふだんの悩み事を相談する相手は誰ですか。（知的対象）

○「家　　族」…・・・・・・・・・ 67.3％

○「福祉サービス事業所の職員」…・ 23.0％

○「友人・知人」…・・・・・・・・ 14.2％

⑤　福祉サービスの内容について、どのようなもので知ることが多いですか。

○「市の広報・資料」…・・・・・・ 身体55.5％、知的26.5％、精神44.9％

○「医療機関」…・・・・・・・・・ 身体22.6％、精神43.5％

○「家族や仲間の話」…・・・・・・ 身体19.6％、知的27.4％、精神24.6％

⑥　悪質商法などの被害にあったことがありますか。

○「あ　　る」…・・・・・・・・・ 身体8.5％、知的12.4％、精神17.4％

⑥－１　その時、誰、どこへ相談しましたか。

○「家　　族」…・・・・・・・・・ 身体27.0％、知的71.4％、精神25.0％

○「山形市消費生活センター」…・・ 身体18.9％、知的28.6％、精神25.0％

○「警察の相談窓口」…・・・・・・ 身体21.6％、知的21.4％、精神25.0％

○「身体障がい者相談員・知的障がい者相談員」・・・知的21.4％

○「相談しなかった」…・・・・・・ 身体40.5％、精神8.3％

⑦　現在働いていますか。

○「働いていない」…・・・・・・・ 身体64.7％、精神82.6％

⑦－１　その理由は何ですか。

○「高齢のため」…・・・・・・・・・・・・・身体30.2％

○「病気のため（入院中を含む）」・・・・・・身体14.9％、精神49.1％

○「重度の障がいのため」…・・・・・・・・・身体21.0％、精神36.8％

○「障がいや病気にあった仕事がない」…・・・身体9.3％、精神36.8％
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⑧　外出するうえで困ることは何ですか。

○身体・・・「階段の上り下りが難しい」…・・・・・・・31.6％

　　　　　　「道路・建物の段差が多い」…・・・・・・・26.7％

　　　　　　「利用できるトイレが少ない」…・・・・・・19.4％

○知的・・・「コミュニケーションが難しい」…・・・・・27.4％

　　　　　　「電車・バスなどへの乗車が難しい」…・・・17.7％

　　　　　　「人目が気になる」…・・・・・・・・・・・15.9％

⑨　バリアフリー化の推進で、特に力を入れていく必要があるものは何ですか。
　　（身体対象）

○「建物・乗り物・道路などの出入り口の段差解消」…・・44.2％

○「障がい者用駐車スペースの確保」…・・・・・・・・・27.4％

○「誰もが利用しやすい多機能トイレの設置」…・・・・・27.2％

⑩　日常生活や地域で、差別・偏見や疎外感を感じることはありますか。

○「あ　る」・・・身体30.0％、知的50.4％、精神37.7％

⑪　差別・偏見や疎外感をなくすために、制度や意識の面で、特に力を入れていく必要があ
ると思うのは何ですか。

○「子どものときから、学校などで障がい児とのふれあいや

　助け合いの機会を増やす」…・・・ 身体39.2％、知的53.1％、精神17.4％

○「障がいや病気への正しい理解の啓発」

　　　・・・・・・・・・・・・・ 身体40.8％、知的33.6％、精神55.1％

○「道路や歩道を整備し、障がい者が外出しやすくする」・・身体32.5％

○「福祉イベントなど、障がい者と市民の交流の機会を増やす」・・知的31.0％

○「地域に気軽に相談できるサポートセンター」・・・精神31.9％
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⑫　火事や地震などの災害時に自宅にいる場合、一人で避難できますか。

○「できない」…・・・・・・・・・ 身体36.6％、知的69.9％、精神30.4％

⑬　山形市災害時要援護者避難支援制度（現「山形市避難行動支援制度」）を知っていますか。

○「知っている」…・・・・・・・・ 身体12.4％、知的11.5％、精神8.6％

⑭　山形市の障がい福祉を充実させるために、どのようなことに力を入れていく必要があり
ますか。

○「経済面での支援が受けられる」… 身体30.9％、知的28.3％、精神42.0％

○「在宅生活において、介助がいつでも受けられる」

　　　・・・・・・・・・・・・・ 身体32.7％、知的23.0％、精神23.2％

○「障がいや病気について周囲の人の理解」

　　　・・・・・・・・・・・・・ 身体21.0％、知的19.5％、精神29.0％

○「相談体制」…・・・・・・・・・ 身体13.4％、知的11.5％、精神18.8％

○「災害時の避難支援」…・・・・・ 身体18.0％、知的12.4％

○「安心して住めるところがある」

　　　・・・・・・・・・・・・・ 知的24.8％、精神24.6％

○「通所施設の整備」…・・・・・・ 知的22.1％、精神10.1％

⑮　地域行事に障がいのある方が参加しようとした場合、何かお手伝いしてもいいと考えま
すか。（市民対象）

○「手伝ってもいい」…・・・・・・ 54.1％

○「お手伝いできそうにない」…・・ 18.9％

○「わからない」…・・・・・・・・ 27.0％

⑯　障がいのある方に対しての「ボランティア」に関心がありますか。（市民対象）

○「非常に関心がある」…・・・・・ 5.4％

○「ある程度関心がある」…・・・・ 67.6％
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【２　策定経過】

本計画の策定経過は以下のとおりです。

年　月　日 事　　　項

平成26年９月30日 山形市障がい者自立支援協議会平成26年度第１回定例協議会
•「山形市障がい者基本計画・骨子案」について協議

平成26年11月14日
15日 関係団体・サービス事業所への説明会開催

平成26年11月25日 山形市福祉審議会へ策定状況を報告

平成26年12月８日 議会厚生委員会へ報告

平成27年１月11日
～２月10日

山形市障がい者基本計画・骨子案に対するパブリックコメント
の実施

平成27年２月17日 山形市障がい者自立支援協議会平成26年度第２回定例協議会
•「山形市障がい者基本計画の策定」について協議

平成27年３月19日 山形市福祉審議会へ策定状況を報告

平成27年３月23日 山形市第３次障がい者基本計画策定
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【３　用語の解説】

あ　行

・育成医療　　　　
身体に障がい、又は治療しないと将来障がいが残ると認められる疾患がある児
童（18歳未満）を対象に、心身の状態の軽減や機能を回復するために行われる
医療給付制度。　⇒自立支援医療

・音声読み上げソフト　　　
使用するパソコンの画面に示される文字が、音声で読み上げられるようにする
ソフト。

か　行

・居宅介護　　　
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービス。

・緊急通報システム事業　　　
高齢者や一人暮らしの重度の身体障がい者が、急病等の緊急事態に通報するこ
とで、協力員により救助される態勢を確保する事業。

・グループホーム（共同生活援助）　　　
共同生活を営む住居において、夜間や休日に相談や日常生活上の援助等を行う
サービス。平成26年度より、共同生活介護（ケアホーム）と事業が一元化され、
介護を要する方への入浴、排せつ、食事の介護等も行うことが可能となった。

・ケアホーム（共同生活介護）　　
共同生活を営む住居において介護を要する方に、夜間や休日に入浴、排せつ、
食事の介護等を行うサービス。（平成26年度より、共同生活援助（グループホー
ム）に事業が一元化された）

・高次脳機能障がい　　　
事故による頭部外傷や脳血管障がいなどの脳の疾病、感染症や薬物・アルコー
ルによる中毒など、様々な原因によって脳が損傷を受け、言語・思
考・記憶・行為などの認知機能に生じる障がい。
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・更生医療　　　　　
身体障がい者（18歳以上）を対象に、その障がいの軽減や機能を回復するた
めに行われる医療給付制度。　⇒自立支援医療

・ごみ袋支給事業　　　
高齢者、障がい者及び一人親等の世帯（所得要件あり）、生活保護及び中国残
留邦人世帯に対して、ごみ袋を支給する事業。

さ　行

・在宅酸素療法者支援助成金　　　
医師の処方による在宅酸素療法として酸素濃縮器を使用している呼吸器機能に
障がいのある方に対して支給する助成金。

・児童発達支援事業　　　
⇒「障がい児通所給付」をご覧ください。

・重度心身障がい(児)者医療制度　　　
重度の障がいのある方が医療機関を受診する際の保険対象医療費の自己負担額
を軽減する制度。

・重度心身障がい(児)者福祉手当　　　
公的年金等を受給していない20歳以上の重度心身障がい者を扶養している方、
及び20歳未満の在宅の重度の障がい児を養育している方に対して支給する手当。

・重度訪問介護　　　
重度の肢体不自由、重度の行動障がいなど常に介護を必要とする方に対し、自
宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを行うサービス。

・就労移行支援　　　
一般企業等への就労を希望する方に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練を行うサービス。
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・就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）　　　
一般企業等での就労が困難な方に対し、働く場を提供するとともに、知識及び
能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。（Ａ型は雇用型、Ｂ型は非雇用
型）

・障がい基礎年金　　　
国民年金に加入している方が、病気やけがにより一定の障がいの状態になった
ときに支給を受けることができる年金。

・障がい児通所支援　　　
心身の障がいなどにより療育が必要とされる児童を対象に、通所等による専門
的な指導や訓練などの支援を行うサービス。

名　　称 内　　容

児 童 発 達 支 援
未就学の児童に対し、施設において日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。

医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、医療機
関で児童発達支援に係るサービスの内容にあわせて治療を行う。

放 課 後 等
デ イ サ ー ビ ス

就学している児童に対し、授業の終了後又は休業日に、施設に
おいて生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促
進等を行う。

保育所等訪問支援
保育所等に通う児童に対し、その保育所等に訪問し、その保育
所等における他の児童との集団生活への適応のための専門的な
支援等を行う。

・障がい児福祉手当　　　
重度の心身の障がいにより、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障が
い児に対して支給する手当。

・障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）　　　
平成18年に国連総会が採択した条約で、障がい者の人権及び基本的自由の享
有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障がい
者の権利の実現のための措置等について定める条約。日本は、平成26年１月に
批准し、国内効力が発生している。



山形市第３次障がい者基本計画

44

・障害者週間　　　
障害者基本法により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を
深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極
的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」（12月９
日）に代わるものとして設定された。（12月３日から12月９日までの１週間）

・障害者就業・生活支援センター　　　
障がい者の職業生活における自立を図るための就業支援や、就業に伴う日常生
活、社会生活上の支援を行うための機関。就労を希望する障がい者に対して、仕
事を探すための相談から、就労後のフォローアップまで様々な支援を行う。

・消費者被害防止ネットワーク　　　
山形市が、高齢者及び障がい者の消費者被害防止のため、消費生活部門、福祉
部門及び防犯部門の関係機関・団体が連携し、高齢者及び障がい者に対する消費
生活に関する情報の提供及び消費者教育・啓発活動の推進を図ることを目的に、
平成18年に設置。

・自立支援医療制度　　　
心身の障がいの状態の軽減を図るために必要な特定の医療を受けるのに要した
費用について給付する制度。（育成医療、更生医療、精神通院医療の３種類）

・人工透析患者通院交通費助成金　　　
人工透析療法を受けている障がい者に対して、医療機関への通院に要した交通
費の一部を助成する事業。

・生活介護　　　
日中、施設において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活
動又は生産活動の機会を提供するサービス。

・精神障がい者家族教室　　　
山形市が、精神に障がいのある方及びその家族を対象として、家族間の交流、
講座の開催などを行う事業。



資　料　編

45

・精神通院医療　　　
精神科の医療機関に通院する方を対象に、精神疾患の治療、軽減、回復のため
に行われる医療給付制度。　⇒自立支援医療制度

た　行

・同行援護　　　
視覚障がいにより、移動が著しく困難な方に対し、外出時に同行して、必要な
情報の提供、移動の援護等を行うサービス。

・特別児童扶養手当　　　
心身に障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方に対して支給する手当。

・特別障がい者手当　　　
心身に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必
要とする20歳以上の在宅の障がい者に対して支給する手当。

な　行

・日常生活用具（給付等事業）　　　
重度の障がい者及び難病患者等に対し、日常生活を送るために必要な支援用具
等の給付又は貸与を行う事業。（居宅内での移動を円滑にするために必要な住宅
改修が伴うものを含む。）

は　行

・発達障がい　　　
自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥
多動性障がいなど、脳機能の障がい。

・ピアカウンセリング　　　
心身に同じ障がいなどを抱える人同士が対等な立場で話を聴き合い、共感し合
い、仲間（ピア）同士で支え合うこと。
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・福祉教育指定校事業　　　
福祉への関心や理解を広め、ボランティア活動の普及を図るため、指定を受け
た小学校、中学校、高等学校の児童・生徒が、それぞれの学校ごとに福祉の心を
育てるための体験や交流活動を行う事業。

・福祉サービス利用援助事業　　　
判断能力が十分ではない方に対して、福祉サービスを利用する際の援助や利用
料の支払い、日常的な金銭管理の援助を行う事業。

・福祉避難所　　　
災害発生時において、高齢者や障がい者など、一般の避難所における生活が困
難であり、何らかの特別な配慮を必要とする方が避難する施設。

・福祉有償運送事業　　　
ＮＰＯ法人等が、障がい者や要介護者などの移動が困難な方に対し、営利とは
認められない料金で行う個別輸送サービス。

・放課後児童クラブ　　　
日中、保護者が家庭に居ない小学校児童に対し、放課後等に適切な遊び及び生
活の場を与えて、児童の健全な育成を図る事業。

・法定雇用率　　　
障害者雇用促進法に基づき、国や地方自治体、民間企業等が、障がい者を雇用
しなければならない割合のこと。

・補装具　　　
身体障がい及び難病により失われた身体機能を補うための用具。（義肢、義眼、
補聴器、車椅子など）
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ま　行

・まちかどコンサート　　　
山形市福祉のまちづくり活動委員会が、障害者週間を記念し、障がい者への理
解を広め、市民と障がい者との交流を目的として開催するイベント。

や　行

・やまがたサポートファイル　　
発達障がい等の子どもの個性や配慮が必要なこと等に関する情報を記録・保管
していくことにより、保護者又は本人が、各種の相談・支援を受けるときに、支
援者の十分な理解を得られやすくするよう山形県が作成したファイル。

・山形市特別支援教育推進計画　　　
通常学級に在籍する発達障がいのある児童生徒への指導の充実に関する平成
24年度から平成28年度までの計画。

・山形市避難行動支援制度　　　
一人暮らしの高齢者や障がい者が、災害が起きた時、地域の中で避難支援が受
けられるように、本人、地域の方と市が協働しながら体制づくりを進める制度。

・ユニバーサルデザインフォント　　　
年齢や障がいの有無に関係なく、できるだけ多くの方が利用可能であるような
デザインである「ユニバーサルデザイン」に基づき、誰でも見やすく、読みやす
く工夫された文字の形。

ら　行

・療　育　　　
障がいをもつ児童が社会的に自立することを目的として行われる医療と保育。



山形市第３次障がい者基本計画
平成27年３月

編集・発行　山形市福祉推進部障がい福祉課
　　　　　　電話…023（641）1212㈹　　

　　　印刷　中央印刷株式会社
　　　　　　電話…023（631）5533


