
平成３０年度 
 第１回豊田市社会福祉審議会障がい者専門分科会 次第 

                   日時 平成３０年７月１７日（火） 
                      午後 2時 ４時
                   場所 市役所東庁舎 東５１会議室 

１ 開 会 

２ 福祉部長あいさつ 

３ 専門分科会長あいさつ 

４ 委員自己紹介 

５ 副分科会長の選任 

６ 議題 

報告事項１ 「健康と福祉の相談窓口」猿投地区の開設について（資料１） 
【福祉部福祉総合相談課】 

報告事項２ 豊田市在宅医療・福祉連携推進計画について（資料２） 
【福祉部地域包括ケア企画課】 

報告事項３ 障がい者ライフサポートプラン２０１５の進捗報告について（資料３） 
【福祉部障がい福祉課】 

協議事項１ 豊田市特定疾患患者見舞金の見直しについて（資料４） 
【福祉部障がい福祉課】 



№ 法８条に 
よる区分

役職 氏 名 フリガナ 所属・出身団体等 

1 学識経験者 会長 西原 香保里 ニシハラ カオリ 愛知みずほ短期大学 

2   田中 和彦 タナカ カズヒコ 日本福祉大学 

3   菅沼 正司 スガヌマ マサシ 豊田加茂医師会 

4   谷川 博伸 タニカワ ヒロノブ 豊田加茂歯科医師会 

5   浦野 滋行 ウラノ シゲユキ 豊田加茂薬剤師会 

6 社会福祉事業 鷲津 さとみ ワシズ サトミ 
医療法人研精会地域活動支援センター  
サン・クラブ

7 
従事者  

中田 繁美 ナカダ シゲミ 豊田市社会福祉協議会 

8   髙橋 政人 タカハシ マサト 
社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会 
サンホーム豊田

9   川合 信吾 カワイ シンゴ 
特定非営利活動法人コスモスとよた  
みどりがおかコスモス

10  成瀬 正剛 ナルセ セイゴウ 豊田市民生委員児童委員協議会 

11 その他保健 梅田 幸重 ウメダ ユキシゲ 一般社団法人 豊田市身障協会 

12 福祉関係 田中 裕美 タナカ ヒロミ 豊田特別支援学校   

13   田端 稔 タバタ ミノル 豊田商工会議所 

14   山田 法子 ヤマダ ノリコ 豊田地域精神障害者家族会 あけぼの会 

15   大谷 忠幸 オオタニ タダユキ 市民公募 

社会福祉審議会障がい者専門分科会委員名簿

（順不同・敬称略）



「健康と福祉の相談窓口」について（情報提供） 

  日頃は地域福祉行政に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。 

  より住民に身近な福祉や健康の相談窓口として、また地域との顔の見える関係づくりを

目指して設置している「健康と福祉の相談窓口」について、情報提供します。 

記 

１ 「健康と福祉の相談窓口」（高岡）の状況 ※平成２９年７月 高岡コミュニティセンター内に開設 

（１）「個別の相談・支援」について 

相談窓口の機能
① どこに相談してよいかわからない内容の相談先
② 専門機関単独では解決が難しい家庭全体の 
課題に対し、必要な支援をコーディネート

＜具体的な事例＞
「高齢の父親」＋「引きこもりの息子」の世帯で、父親が入院することになり、息子の生活を不安に感じた民生委
員から相談あり。 
⇒本人からの相談はなく、今までは地域に埋もれていた可能性のあるケース。 民生委員さんが窓口に相談して
くれたため、窓口が障がい者相談支援事業所などと連携して支援にあたった。

◎ 支援が必要な人の掘り起こしができてきた
 民生委員など地域支援者と相談しやすい関係性
ができ、支援に結びついていない住民を窓口につなげ
る動きが出てきた。

◎ 複雑な課題への対応が可能に
 縦割りの支援ではなく、関係機関を集めたり、民生
委員など地域支援者の協力も得ることで、家庭全体
へのアプローチが可能になった。

高岡以外の地区に比べて 
相談が 約42％増

◎ 地域の窓口は「身近」「気軽」 な印象
 民生委員への聞き取りでは、「便利が良くなり
気軽に相談できる」との声が多数あった。

※地域包括支援センターの役割 
高齢者の介護や福祉に関する各種相談、介護
保険の代行申請など。 
→高齢者単独の困りごとは地域包括でOK 

資料１ 



（２）「支え合いの地域づくり」について 

２ 「健康と福祉の相談窓口」（猿投）の開設 

（１）開 設 日  平成３０年８月６日（月） 

（２）設置概要  

・場  所  猿投コミュニティセンター１階 （四郷町東畑７０―１） 

・開設時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

   ・休 館 日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

   ・配置職員  豊田市役所 福祉部 福祉総合相談課 ２人 

〃   保健部 地域保健課   ５人 

          豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 ２人 

   ・電話番号  健康に関すること （０５６５）４１－３０８１ ※８月６日以降 

福祉に関すること （０５６５）４１－３０８２ ※８月６日以降 

「相談窓口」ができたことにより、「相談窓口」を経由して「専門機関」と「地域」とが結びつき、顔の見える支え
合いの協力体制が生まれた。 

＜具体的な声＞
［地域包括支援センター］認知症サポーター研修を子ども向けに展開したいと考えていた中で、相談窓口が
小学校と調整してくれたので、実施することができた。 

［障がい者相談支援事業所］身体＋知的の重複障がいの方がゴミ出しで困っていた。ふれあい収集などを利
用して継続的にゴミ出しできるように、相談窓口が自治区や民生委員と調整してくれた。

社協のノウハウを活用し「相談窓口」が支援することで、地域で住民活動が立ち上がった。

＜地域・住民＞
○ やりたいことや構想は思いつく 
× 具体的な動きまでつなげられない 

＜専門機関＞
○ 地域課題の提示・問題提起 
× 地域活動を創り出すノウハウがない 

◎ 専門機関のインフォーマルな部分を強化させ、福祉の「地域力」が向上
 専門機関は、他の福祉分野とはある程度つながりがあるが、地域との結びつきは不十分である。地域との
関係性が強い社協 CSW(コミュニティソーシャルワーカー)がいる「相談窓口」が専門機関と地域をつなげるこ
とで、地域全体が結びついた支援体制が整ってきた。 

◎ 地域の主体性を尊重しながら住民活動を支援することで、地域の「福祉力」が向上
 地域や専門機関が苦手な部分に対し、社協CSWのいる相談窓口がアドバイスすることで、お助け隊など
の住民活動が実際に立ち上がった。 



電話 (0565) 41-3081
＜Eメール＞chiikihoken-hokubu@city.toyota.aichi.jp

電話 (0565) 41-3082
＜Eメール＞fukushi-sanage@city.toyota.aichi.jp

8月6日(月)
開設！

豊田市では、「健康や福祉に関する困りごと」を誰に相談したらよいかわからない、
いくつも抱えていて困っている場合に、身近な地域で相談できる窓口を設置しています。

けんこう ふくし かん こま とき

そうだん

けんこう

ふくし

かん

かん



担当地区 センター名 所在地 電話

井郷 豊田福寿園
地域包括支援センター

高町東山７－４６
（特別養護老人ホーム豊田福寿園内） 45-5357

石野 石野の里
地域包括支援センター

東広瀬町神田２６－１
（特別養護老人ホーム石野の里内） 78-6711

猿投 地域包括支援センター
猿投の楽園

加納町向井山９－１
（特別養護老人ホーム猿投の楽園内） 45-3717

猿投台 こささの里
地域包括支援センター

越戸町上西小笹１１６
（特別養護老人ホームこささの里内） 46-9677

保見 地域包括支援センター
保見の里

保見町南山１０９－１
（特別養護老人ホーム保見の里内） 48-3004

事業所名 所在地 電話
豊田市障がい者相談支援事業所
むもん生活支援センター

高町東山７－４３
（障がい者支援施設 むもん 内） 45-7883

豊田市障がい者相談支援事業所
福祉センター

錦町１－１－１
（豊田市福祉センター内） 32-4341

施設名 所在地 電話
伊保子育て支援センター 保見町権堂坊２８（伊保こども園内） 43-1291
越戸子育て支援センター 越戸町松葉５２－２（越戸こども園内） 45-3106
家庭児童相談室 西町３－６０（市役所子ども家庭課内） 35-1152

≪問合せ≫

※市外局番【0565】

※市外局番【0565】

※市外局番【0565】

＜電 話＞ 41-3082 ＜F A X＞ 41-３083 

＜Ｅメール＞ fukushi-sanage@city.toyota.aichi.jp
＜住 所＞ 豊田市四郷町東畑７０番地１ 猿投コミュニティセンター１階



１ 計画の策定趣旨

【報告事項２】豊田市在宅医療・福祉連携推進計画 概要版

団塊の世代が75歳以上となるいわゆる2025年問題に対応するため、市区町村においては、在宅医療・介護連携推進事業を平成30年4月までに取り組むこととされています。さらに対象者を高齢者に限定しない地域
共生社会の構築も市区町村で進められているところです。
豊田市では、第8次豊田市総合計画に「超高齢社会への適応」を重点事業として位置付けるとともに、平成28年度より設置された豊田市在宅医療・介護連携推進事業検討委員会を中心として、豊田市の在宅療養の目

指す姿や方針、事業を関係機関で共有し、「豊田市在宅医療・福祉連携推進計画」を策定しました。

①急速な高齢化と在宅療養需要の増加
2015年と比較して、2025年に高齢者数は1.8倍、後期高齢
者数は1.6倍に増加します。高齢化率は2015年の20.8%から
25.3％に増加します。2025年度の訪問診療を必要とする人数
は約2,200人と、2016年度の実績数約800名から2.8倍に増加
します。

②在宅療養を支える人材の確保と育成環境の不足
専門職の人材確保、資質向上のための育成環境は不十分です。
さらに、多職種連携も重要であるため、連携の強化が必要です。
また、専門職が効率的にサービス提供ができるよう負担軽減
策も充実させることが求められています。

③在宅療養の普及啓発の不足
在宅療養に対する普及啓発が十分ではなかったことから、市
民の在宅療養に対する認知度は約50％という状況であり、一
層の普及啓発が求められています。

2016年度 2025年度

訪問診療を必要とする患者数の推計

（人/日）

2025年の状況に対応するためには、
◆訪問診療のニーズに対応できる医師の確保
・2025年のニーズに応えるためには、計
画的な人材確保と負担軽減が必須

◆訪問診療を支える「訪問看護師」の確保
・2025年のニーズに応えるためには、計
画的な人材確保・育成が必須

◆専門職のレベルアップ
・ニーズが多様化する現状を踏まえると、
専門職の更なるレベルアップが必須

◆負担軽減の推進
・限られた人材でニーズに応えるためには、
専門職の負担軽減策が必須

2016年度 実績値(在宅医療サポートセンター及
び豊田地域医療センター調査より)、2025年度 
愛知県提供データ、第7期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画より作成

２ 豊田市の現状認識とニーズ

＜専門職の現状認識・ニーズ＞
○市民が望む在宅療養を提供するために、人材確保・育成が必要だが、それらを進める環境が整っていない。
○在宅療養において重要となる終末期・看取りに関する知識やスキルの向上が必要。
○増加するニーズに対応するための負担軽減が必要。

＜市民の現状認識・ニーズ＞
○在宅医療・訪問看護がイメージできない。情報が正しく伝わっていない。
○在宅療養は家族・親族などへの負担が大きいと感じている市民が多い。
○在宅療養を選択するにあたっては、24時間・365日対応を望む。さらに、定期的な訪問診療・訪問看護を
望む。

３ 豊田市の2025年の状況と課題

①人材確保・育成

②負担軽減

③拠点整備

①普及啓発の強化

②多職種連携の強化

＜方針Ⅰ＞
在宅医療・
福祉基盤の強化

＜方針Ⅱ＞
在宅療養資源の
効率的な活用の実現

• 必要な人材の戦略的確保
• 安全・安心で質の高いサービスを提供するための計
画的な人材育成

• 24時間365日、安定したサービスを提供するための
専門職の負担軽減策の推進

• 専門職の負担軽減のための、先端技術の活用可能性
の検討・実証

• 市民が在宅療養を知ることができる、積極的かつ多
様な手法による普及啓発の実施

• 専門職が相互理解し、質を高めることができる、多
様な手法による普及啓発の実施

• 多職種がチームとして機能できるための、更なる多
職種連携の強化

• 在宅療養を安定的に提供するための拠点の整備

目指す姿 育て・つながり・安心して療養生活を全うできるまち

５ 推進計画の実現に向けた体制

事業評価 ＜中間評価＞
状態指標評価
成果指標評価
事業評価
事業見直し

計画・事業
評価

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

＜最終評価＞
状態指標評価
成果指標評価
事業評価
次期計画作成

事業評価 事業評価 事業評価
推進会議 ○年２回程度推進会議を開催し、「進捗確認」、「今後の検討事項」等を議論

重点事業

各事業

2024年度

○
次
期
計
画
の
推
進

○
各
指
標
の
整
理

前期 後期
６ 推進計画のスケジュール等

４ 計画の方向性

豊田市在宅医療・福祉連携推進会議(イ)

＜関係機関＞
○各事業を実施・検討
○連携が必要な関係機関との調整
○事業の進捗報告 等

＜ワーキンググループ＞
○関係機関が連携して実施・検討
が必要な事業について、ワー
キンググループを設置し、事
業を推進

事務局 豊田市 みよし市連携
（ク）

在宅医療
サポート
センター

豊田みよし
ケアネット

業務
委託

システム
管理

(ア) (ク)は、在宅医療・介護連携推進事業の8項目を指す

約2,200

約800

第8次豊田市総合計画より

豊田市の人口動態

2015年 2020年 2025年 2030年 2040年2035年
年少人口生産年齢人口65 74歳75歳以上

○ワーキンググループにて議論
を重ね、関係機関で事業実施

○中間評価を踏まえて、既存事業の見直し
○新たな事業の位置付け 等

○各事業計画に沿って事業を実施 ○各事業は、１年毎に事業評価

需要
2.8倍

（千人）
428 430 430 427422 424
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0

資料２



豊田市在宅医療・福祉連携推進計画 概要版

＜重点事業の視点＞
視点① 豊田地域医療センターの在宅医療の機能を高め、基盤を強化する
視点② 在宅医療サポートセンター事業を継続し、在宅療養の充実を図る
視点③ 積極的かつ多様な普及啓発を推進し、在宅療養に対する理解を深める

方針

・多職種連携合同研修会・多職種ブロック研修会 拡
・在宅医療介護の相談窓口の充実 継
・退院支援ガイドブックの運用 継
・模擬退院前カンファレンス 継
・医療資源の把握 継
・多職種連携のための訪問看護同行研修 (*)
・豊田みよしケアネットの普及・活用の推進 継
・基幹・地域包括支援センターの強化 (*)

医師会・医セ・市
サポC
サポC
サポC
サポC・市
訪看部会
協議会
市

・多職種連携ポイント集の普及・活用 継
・在宅医療・介護・福祉の懇話会 継
・在宅療養・多職種連携強化に関するシンポジウム 継
・ホームページを活用した普及啓発(医師会ＨＰ等)      継

市
医師会
市・医セ
市 他

◆重点 在宅療養ガイドブックの普及・出前講座の実施 新
◆重点 多様な手法(広報等)による在宅療養の普及 新

・エンディングノートの活用・普及 拡
・訪問看護の普及啓発 (*)
・在宅療養ガイドブック(障がい児・者版)の普及・

出前講座の実施 (*)

市
市
成後・市
訪看部会
相談支援

◆重点 豊田地域医療センターの再整備 新
・豊田地域医療センタ―西棟の活用 新
・終末期・難病等に対応可能な薬局のあり方の検討 (*)

市
市
薬剤師

◆重点 遠隔診療のモデル実証 新
◆重点 AI(ケアプラン等)・IoT(見守り等)に関する研究 新
◆重点 在宅療養に係るロボット等先端技術の活用の実証 新

医セ・市
市
大学・医セ・市
他

◆重点 機能強化型在宅療養支援診療所の連携支援・支援病院
(連携型)の連携支援 新
・主治医・副主治医制度の運用 継
・コンサルト医制度の運用 継
・後方支援病院の確保 継
・訪問診療医決定支援 拡
・訪問歯科診療・口腔ケアに必要な機材のバックアップ(*)
・相談支援専門員のサポート機能の構築 (*)

サポC

サポC
サポC
サポC
サポC
歯科医師会
相談支援

◆重点 在宅医療スキルアップ研修会 拡
◆重点 医療・福祉人材確保・育成の体系化 新

・訪問歯科診療・口腔ケア人材育成・スキルアップ研修 新
・在宅療養における薬剤師スキルアップ研修 新
・訪問看護師スキルアップサポート (*)
・豊田市介護サービス機関連絡協議会の体制強化 (*)
・訪問看護部会の組織強化 (*)
・ケアマネ部会の組織強化 (*)
・相談支援専門員の育成 (*)

サポC
市
歯科医師会
薬剤師会
訪看部会
介サ協
訪看部会
ケア部会・市
相談支援

◆重点 豊田市・藤田保健衛生大学連携地域医療学寄附講座 継
◆重点 総合診療医育成プログラム(中山間地医療支援含む) 新
◆重点 (仮)訪問看護師人材育成センター 新

・薬学生のための在宅医療導入研修会 継
・豊田地域看護専門学校での訪問看護師育成 (*)
・訪問看護ステーションでのインターンシップの受入 (*)
・就職フェア等での訪問看護師の確保 (*)
・介護福祉業界の人材確保・イメージアップ (*)

大学・医セ・市
医セ
医セ・市
薬剤師
医セ・市
訪看部会
訪看部会
介サ協

施策の柱 施策 事業(＊は前期３か年度中に事業開始できるよう検討中のもの) 実施主体 成果指標

注釈新 新規事業 拡 拡充事業 継 継続事業 大学 藤田保健衛生大学 相談支援 豊田市障がい者相談支援事業所 ケア部会 ケアマネ部会 成後 成年後見支援センター 介サ協 豊田市介護サービス機関連絡協議会
協議会 豊田市みよし在宅医療・介護・福祉総合ネットワーク協議会 （ア） (ク)は在宅医療・介護連携推進事業の8項目を指す

＜目指す姿 ２０２５年＞
育て・つながり・安心して療養生活を全うできるまち

７ 計画の全体像

①人材確保・育成

②負担軽減

③拠点整備

①普及啓発の強化

②多職種連携の強化

＜方針Ⅰ＞
在宅医療・
福祉基盤の強化

＜方針Ⅱ＞
在宅療養資源の
効率的な活用の実現

□必要な人材を戦略的に確保
します

□安全・安心で質の高いサー
ビスを提供できるよう、計
画的に人材を育成します

□２４時間３６５日、安定し
たサービスを提供できるよ
う専門職の負担軽減を進め
ます

□専門職の負担軽減を進める
ため、先端技術の活用可能
性を研究します

□在宅療養を安定的に提供で
きるよう拠点を整備します

□市民の誰もが在宅療養を知
れるよう積極的かつ多様な
普及啓発を実施します

□専門職が質を高く相互理解
をするため、多様な普及啓
発を実施します

□多職種がチームとして機能
できるよう、更なる多職種
連携の強化を進めます

医介連携
ウ
ウ
ウ・カ
ウ・カ
ウ
ウ・カ
ウ
ウ

ウ・カ
ウ・カ
ウ・カ
ウ・カ
ウ・カ
ウ・カ
ウ・カ
ウ・カ
ウ・カ
ウ

ウ
ウ
ウ
ウ
ウ
ウ
ウ
ウ
ウ

ウ
ウ
ウ
キ
キ
キ
キ
キ

エ
カ
カ
エ

カ・ク
オ
エ
カ
ア
カ
エ・ク
カ

○往診対応可能な医療機関
○訪問歯科診療可能な歯科診療所
○訪問服薬指導可能な薬局
○訪問看護師育成数
○ケアマネの各種研修会の参加率

○豊田地域医療センターの新棟完成

○出前講座の実施回数

○多職種連携の各種研修会参加者数
○豊田みよしケアネット加入率

＜計画の状態指標＞
・在宅看取り率 ・在宅療養に関する市民認知度
・在宅医療サポートセンターが在宅医療を担う医師に
つなぐことが出来た割合



障がい者ライフサポートプラン2015の概要               

１ はじめに 

 障がい者ライフサポートプラン 2015 は、障がい者基本法第11条第 3項に規定する『障
がい者のための施策に関する基本的な計画』である『市町村障がい者計画』として、2015
年 3月に策定しました。また、計画の中間見直しを 2018年 3月に実施しています。本計画
では、障がい者施策を推進するための基本理念と取組の方向性を明らかにし、豊田市の障が
い福祉に関わる６年間（2015年度 2020 年度）の指針を示してあります。 

２ 計画の構成 

 本計画は、『市民一人ひとりが、障がいのある人もない人も分け隔てなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら地域社会で共生する「ノーマライゼーション社会」の創造』を基本
理念に掲げ、７つの施策分野から構成されています。 
 なお、計画期間は、2015 年度から 2020 年度までの 6年間とし、計画期間の前期3年間
は第 4 期豊田市障がい福祉計画、後期 3 年間は第 5 期豊田市障がい福祉計画と一致してい
ます。 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

豊田市総合計画 

障がい者ライフサポートプラン 

障がい福祉計画 

【国】障がい者基本計画 

【県】愛知県障がい者計画  

７次総合計画 ８次総合計画（ 2024）

前期計画期間

第４期 第５期

後期計画期間

第３次 第４次（ 2022）

あいち健康福祉ビジョン 2020

施策分野別の具体的な取組内容を掲載

市民一人ひとりが、障がいのある人もない人も分け隔て
なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら地域社会
で共生する『ノーマライゼーション社会』の創造
※国・県が策定した計画の理念と合致しています 

障がい者ライフサポートプラン 

７つの施策分野から構成 
 ①障がい者理解、②生活支援、③生活環境、 
④教育・育成、⑤雇用・就労、⑥保健・医療、 
⑦差別の解消・権利擁護

基本理念

施策分野

各種事業 

資料３



H27 H28 H29

企画
実施
準備

作成 【重点】心のバリアフリーの推進

○ ○ ○

・作成したPR映像を活用して小中学校、企業、地域、 住民などに
 対して講座を実施
・多様な主体と連携した啓発活動や出前講座を実施
・交通事業者、商工会議所、ホテル旅館組合などの業界団体を中心
 に講座の実施を展開

検討
実施
準備

新たな体制に
よる相談実施

【重点】相談支援体制の再整備

○ △ △

・各障がい者相談支援事業所に複数名の相談員を配置し、後継者づ
 くりと一人職場の解消を実施
・相談支援事業所の質の向上を目的に、評価システムを試行的導入
・相談支援ブロック会議を核としたネットワークづくりの実施
・相談窓口の名称を豊田市障がい者相談支援事業所に統一

検討
実施
準備

実施 【重点】発達障がい者への支援

○ ○ ○

・発達障がい支援者養成研修の実施
・発達障がい支援ネットワーク会議の設置
・発達障がい児者及び家族等支援事業の検討
  ○ペアレントメンターやピアサポートなどの養成
  ○ペアレントプログラムやペアレントトレーニングの実施

検討
実施
準備

見直し
実施

○ △ －

－ 調査 検討 【重点】移動サービス体制の検討

－ ○ ○

・移動サービス体制の抜本的見直しに向けた検討【継続】
  ○社会福祉協議会所有の福祉車両の活用
  ○中山間地域のタクシー車両の活用

・市単独手当等の受給者と障がいサービス利用者の状況調査と他市の状
 況を確認【H27実施】
・市福祉手当の用途調査結果から、手当の引き下げは生活へ影響を及ぼ
 すことが想定されるため実施困難と判断【H28判断】
・社会情勢や法改正を見据えて適宜見直しを実施【H29以降】

・移動サービス体制の実態調査を実施【H28実施】
・実態調査結果の分析と移動サービス体制再編の検討【H29開始】
  ○移送サービスの予約方法を変更し特定利用者の偏りを是正

公共交通機関の利用が困難な障がい者
に対する移動の支援の在り方について
検討を実施します。

移動サービス体制の
検討

・委託相談支援事業で「エリア担当」を導入【H28実施】
・各地域における身近な相談窓口の在り方を検討【H29検討】
  ○地域における相談支援事業者の人材育成を強化
  ○地域における相談支援事業者への専門的な助言や連携強化
  ○将来を見据えた後継者づくり
  ○CSWと連携した地域づくり

・発達障がい支援マップを作成【H27完成】
・自立支援協議会に「発達障がい支援プロジェクトチーム」を設置し、
 関係機関との連携体制を構築【H29開始】
・発達障がいの知識向上に向けた研修会を４回開催【H29実施】
・豊田市における課題整理と対応策を検討【H29検討】
  ○適切な知識を持った支援者養成研修の継続実施
  ○支援機関のネットワークづくり

相談支援体制の再整
備に向けた検討

障がい者や家族が、身近な地域で相談
できるとともに、相談を受ける支援者
も関係機関と連携し、質の高い相談支
援が行えるように、豊田市における望
ましい相談支援の体制整備に向けた検
討を実施します。

発達障がい者への支
援の検討

発達障がい者からの相談に対応できる
窓口の設置や、対人コミュニケーショ
ンなどの困りごとを解決するための支
援の仕組みを作っていくための検討を
実施します。

手当・助成の見直し

社会状況の変化に対応し、障がい者に
とって必要なサービス提供を実施する
ために、市独自の手当等の制度の見直
し検討を実施します。

障がい者ライフサポートプラン２０１５（重点事業）の前期総括について

※計画期間内においては検討しない

地域啓発用プロモー
ションビデオ作成事
業

障がいについての理解促進を図るた
め、分かりやすく「見える化（可視
化）」された映像の作成を行います。

・障がい当事者の協力を得て、日常生活を通じて障がいへの「知らな
 い」「わからない」を解消する長編映像（身体・知的・精神の３種
 類）を作成【H29完了】
・長編映像を編集し、CM感覚で使える短編映像を作成【H29完了】
・当事者の講話と作成した映像を組み合わせた「心のバリアフリー推進
 講座」プログラムを立案【H29完了】

●進捗評価 「☆」完了、「◎」進んでいる、「○」予定通り、「△」遅れている

今後の取組予定（上段 事業名／下段 内容）事業名 事業概要
【進捗評価】上段 予定／下段 実績

H29年度末までの成果

資料３－１



H27 H28 H29
今後の取組予定（上段 事業名／下段 内容）事業名 事業概要

【進捗評価】上段 予定／下段 実績
H29年度末までの成果

調査 検討
実施
準備

【最重点】居住の場の確保支援

○ ○ ◎

・重症心身障がい者等のグループホーム受入促進補助金の創設
  ○充実した支援体制確保のための補助
  ○訪問看護ステーションを活用した定期巡回の補助
・「強度行動障がい者」の受入に向けた対象の拡大を検討

【最重点】日中活動場所確保計画に沿った事業所整備支援

・中山間地域における日中活動場所の在り方を検討
  ○ニーズ把握と不足している社会資源の整理
・中山間地域に居住する障がい者や大型車いす利用者の送迎体制の
 検討
・強度行動障がいや医療的ケアが必要な方を受入できる人材育成
・（仮）南部１次救急診療所及び県営手呂住宅跡地を活用した日中
 活動場所の整備

調査 調査 検討 【重点】精神障がい者の日中活動場所整備の検討

○ ◎ ◎

・日中活動場所の検討
  ○家族会が運営主体となり相談対応と居場所の設置
  ○ピアサポーターによる個別相談の実施
  ○精神科病院による地域活動支援センターの設置準備

医療機関
協議

【最重点】介護者負担軽減策の実施

△ △ ○

・重症心身障がい児者等の家族介護者負担軽減事業費補助金の創設
・重症心身障がい者等の包括的支援体制の構築に向けたコーディネ
   ーターの設置
  ○医療型短期入所や福祉サービスの利用調整
  ○重症心身障がい者等のニーズ把握
  ○病院や福祉サービス事業所への後方支援
・医療的ケアガイドブックの作成に向けた情報収集
・難病患者への拡大検討

検討
実施
準備

実施

△ △ △

※日中活動場所確保計画に基づく整備
  H29末整備状況
   計画320人 実績362人

実施

・医療機関ヒアリングと先進地視察【H27実施】
・レスパイト事業も視野に入れつつ医療機関と協議を行い実現に向けた
 諸課題について整理【H28実施】
・当事者や医療機関と詳細を詰め、障がい児者の保護者（介護者）ニー
 ズに合致した支援策を具現化【H29制度設計】

・重症心身障がい児の現状把握と見守り支援策を検討するうえでの課題
 整理【H28実施】
・小児科病棟のある医療機関でのレスパイト事業の実施に向けた支援策
 の具現化【H29制度設計】

グループホームのサテライト型住居制
度の活用など、国の新制度に関する研
究をし、障がい者の居住の場の整備促
進に向けた制度活用策を検討します。

居住の場整備の検討

・新制度の情報収集と事業所ヒアリングの実施【H27実施】
・サテライト型グループホームを見学し、制度普及に向けた手段を検討
 【H28実施】
・サテライト型グループホームの普及よりも重症心身障がい者等のグ
 ループホーム受入支援策の検討を優先【H29判断】
  ○サテライト型グループホームの実績 3室
  ○重症心身障がい者等のグループホーム受入促進補助金の制度設計

・事業所への支援策として、事業用建物の賃借費に対する補助制度を創
 設【H28制度設計、H29運用開始】
  ○H29実績 1件
・地域共生型社会システム構築に向けて、障がい者のみでなく高齢者も
 含めた共生型サービスの在り方を検討【H29検討開始】
  ○先進地である富山型デイサービスの研修会を開催

・デイサービス型地域活動支援事業「畦道」の稼働【H29開所】
・5名のピアサポーターに対しフォローアップ研修を実施。また、ピア
 サポーターの活動の場として、24回の交流会と市役所職員向けにリカ
 バリーストーリを発表。【H29実施】

重症心身障がい児見
守り支援試行事業

医療型短期入所実施
支援事業

重症心身障がい児の在宅での見守り支
援実施のためにヘルパー派遣や当事者
団体会員相互の支え合いの仕組みの検
討を実施します。

医療行為が必要な重症心身障がい者の
利用できる短期入所事業所を確保する
ため、病院の空きベッドを活用した短
期入所の実施に向けた支援を行いま
す。

精神障がい者の日中活動の場の整備を
し、安定した地域生活が送れるための
方策について、当事者相互によるピア
サポート事業も含め検討を実施しま
す。

精神障がい者日中活
動場所整備の検討

日中活動場所確保計
画に沿った事業所整
備支援

特別支援学校卒業後の地域での受皿を
確保し、日中活動系サービスを利用で
きるようにするため、豊田市日中活動
場所確保計画に沿った障がい福祉サー
ビス事業所の整備を支援します。

※「居住の場の確保支援」及び「介護者負担軽減策の実施」と統合



H27 H28 H29
今後の取組予定（上段 事業名／下段 内容）事業名 事業概要

【進捗評価】上段 予定／下段 実績
H29年度末までの成果

調査
検討

実施
準備

実施

◎ ◎ ○

作成 － －

☆ － －

調査 検討
実施
準備

【最重点】避難所模擬体験の実施

○ ○ ◎

・障がい当事者による避難所見学会の開催
・HUG（Hinanzyo Unei Game）の実施
・避難所運営マニュアルに基づく避難所模擬体験の実施
・福祉避難所の在り方検討

－
調査
検討

実施
準備

【重点】福祉事業所版ＢＣＰ計画策定の支援

－ ○ ○
・事業者向けの研修会開催
・BCP策定に向けた手引書の作成
  ○BCP策定に向けたモデルの提示

調査 検討
実施
準備

【重点】成年後見制度の利用促進

○ ◎ ◎

・相談実績が当初見込みを大きく上回ったことを踏まえセンターの
 体制強化を実施
・成年後見利用促進法に基づく市町村計画の策定
・市民後見人の育成

・関係機関との意見交換、先進地視察の実施【H28実施】
・成年後見支援センター設立に向けた集中審議【H29実施】
・成年後見支援センターの設立【H29.7開設】
  ○新規相談実績 296件
  ○成年後見・法福連携推進協議会の設置

・福祉就職フェアの開催【H27開始】
・基準該当障がい福祉サービスの実施に向けて、事業所登録に関する要
 綱策定【H28実施】
・基準該当障がい福祉サービスの事業所の指定【H29開始】
  ○H29実績 2事業所

・全ての指定避難所115か所、地区対策本部27か所に設置
 【H27完了】
・災害対策本部説明会、民生委員会長連絡会、自主防災会連絡協議会を
 通じて使用方法を説明【H27実施】

・先進的（豊橋市）に実施されている避難所模擬体験に運営スタッフと
 して参加し、運営方法を把握【H28実施】
・避難所模擬体験の実施に向けた福祉避難所マニュアルの作成
 【H29検討開始】
・HUG（Hinanzyo Unei Game）の実施【H29】

・事業者に対してアンケート調査実施【H28実施】
・事業者向けの研修会や講習会の企画を検討【H29実施】

人材確保・育成の検
討

成年後見制度の普及に向けて、法人後
見制度に関する先進取組の調査等を行
い、障がい者の権利擁護のための支援
体制を検討します。

成年後見制度普及に
向けた検討

福祉事業所版ＢＣＰ
計画策定支援事業

災害発生時に、できる限り早期に本来
の業務である障がい者への福祉サービ
ス支援の提供を復旧させるための計画
作りを支援します。

障がい当事者参加のもと、避難所の模
擬体験を実施し、現在、想定している
避難所運営の課題把握を行います。

避難所模擬体験事業

災害用コミュニケー
ションボード作成事
業

災害発生時において、知的障がいや発
達障がいなどの目には見えにくい障が
いに対し気配りや支援を受けやすくす
るために、周囲の人がコミュニケー
ションを取るための手助けとなる道具
を作成します。※市民共働提案事業

福祉サービス事業所で働く人材を始
め、ボランティアや地域住民協力者な
どの多様な人材確保の仕組みを作って
いくための検討を実施します。

※基礎事業へ位置付け

※事業完了



H27 H28 H29
今後の取組予定（上段 事業名／下段 内容）事業名 事業概要

【進捗評価】上段 予定／下段 実績
H29年度末までの成果

－
体制の
見直し

－ 【重点】障がい者優先調達推進法に基づく物品等の購入

－ ○ －

・出店機会の確保や受注拡大に向けた営業の強化
  ○庁内への営業強化（バザーへの出店など）
・木製名札の普及
・単価の高い内職の斡旋
・ウェブショップの開設

検討
実施
準備

実施

◎ ◎ ○

調査 検討 作成

◎ ☆ －

・共同受注窓口を活用した販路の拡大【H27実施】
・共同受注窓口の現状分析と課題整理【H28実施】
・アンテナショップきらりの機能整理を実施【H29実施】
・アンテナショップきらりについて、登録方式から協議会方式に向けた
 検討【H29検討】
  ○事業所ヒアリングの結果、協議会方式は断念
  ○優先調達実績 84件（88,928千円）

・障がい者歯科訪問予防指導事業施行的実施（3施設）【28年実施】
・指導技術向上に向けたマニュアルの作成【H29作成】
・障がい者歯科訪問予防指導事業本実施（6施設）【H29実施】
・歯科医師会、歯科衛生士会、こども発達センターと共働で障がい者
 歯科研修実施【H29実施】

・豊田市職員障がい者差別解消対応規程の施行【H28施行】
・合理的配慮サポートブックの作成【H28作成】
・ユニバーサル市役所とよたガイドラインの策定【H28策定】
・ユニバーサル市役所とよたガイドラインの策定【H29一部改訂】

行政サービスのバリアフリー化を推進
するために、障がいに関する差別解消
のための合理的配慮の基本指針や、窓
口対応、情報発信時におけるガイドラ
インを作成します。

障がい者差別解消法
に基づく合理的配慮
対応要領の作成事業

歯科口腔関係従事者
による訪問予防指導

障がい者の通所施設へ歯科口腔関係従
事者が訪問し、施設職員に対し、歯科
口腔衛生に関する助言・指導を実施す
ることにより、施設利用者の虫歯や歯
周病等の予防を図ります。

市役所を始めとする公共施設におい
て、福祉施設で作られた物品の購入
や、清掃などの業務委託を計画的に増
やしていきます。

障がい者優先調達推
進法に基づく物品等
の購入

※事業完了

※基礎事業へ位置付け



連番 分野
基本的
方向

事業名 事業概要
担当課
担当者

指標
平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

前年度実績と比較して大きな変化があった場合のみ
その理由を記載してください。(目安 3割程度増減)

備考

1 1 ① 福祉施設ふれあい活動推進事業
地域住民の福祉施設及び障がい者への理解促進のため、社会
福祉施設等の地域開放や交流事業への支援を行います。

総務監査課 件数 3件 4件 3件

2 1 ① 障がい者作品展
障がい者の社会参加を促進するとともに、市民の障がい者に
対する理解を深めてもらうため、障がい者自らが制作した絵
画や書道等の作品を公募し、障がい者作品展を開催します。

障がい福祉課 来場者数 1,409人 1,464人 2,060人
平成29年度は開催をＰＲするチラシを新たに作成
し、小中学校・交流館・イベント等で配布したため。

3 1 ① 障がい者理解促進事業
世界自閉症デーや世界ダウン症の日などに合わせ、市民への
啓発を実施します。

障がい福祉課 回数 2回 2回 ４回
啓発事業を行う市民活動団体との関係構築により、共
働で事業が行えるようになったため。

関係団体 発達障がい児支援くらっ
ぷ、ダウン症とその他の染色体しょ
うがい児・者 親の会「エンジェ
ル」

4 1 ①
民間障がい者施設の地域情報発信・啓発支
援事業

民間障がい者施設等運営費補助金を交付し、福祉サービス事
業者による地域への情報発信・啓発活動を支援します。

障がい福祉課 件数 1件 1件 2件

5 1 ①
広報誌、ホームページ、テレビ、ラジオに
よる啓発

広報とよたを始めとする情報媒体を活用し、市民に障がい者
の暮らしの様子を伝えたり、各種関連イベント情報等を発信
していきます。

障がい福祉課 件数 ４件 6件 7件

6 1 ① 精神保健福祉普及啓発講演会
地域住民等を対象に、精神障がいに関する知識普及や理解を
深めるための講演会を実施します。

障がい福祉課 参加者数 407人 416人 163人

7 1 ① 認知症に関する講演会
地域住民が認知症を理解し、認知症の人やその家族が安心し
て生活をするため、又は、認知症の予防について知る機会と
なるよう、講演会を開催します。

高齢福祉課 参加者数 323人 435人 実績なし
平成29年度から産業フェスタ等既存のイベントを利
用した啓発に変更したため。

8 1 ② 教育の場における障がい児との交流事業

①学校間交流
望ましい人間関係の育成、協調性の育成、障がい児に対する
理解推進を目標に、小学校・中学校・高等学校と交流及び共
同学習を実施します。
②居住地交流
特別支援学校に通う児童生徒から希望がある場合は、居住地
校交流を実施します。

学校教育課
①実施校数
②児童生徒数

①4校
②47人

①４校
②49人

①4校
②45人

9 1 ② 障がい者理解のための実践教室
児童・生徒に講義や体験を通して障がいを理解してもらい、
福祉の心を養う機会作りを目的として実施します。

社会福祉協議会
開催校数
開催回数

51校
103回

50校
110回

52校
96回

10 1 ③ 企業の社会貢献事業の支援事業
企業の障がい者支援活動の支援やボランティア募集の協力な
どを実施します。

社会福祉協議会 件数 10件 18件 16件

11 1 ③ 図書館ボランティア講座

障がい者の読書権を保障し、利用者に安定したサービスを提
供するため、音訳資料等の製作協力者であるボランティアの
養成及びスキルアップのための講座を実施します。
①ボランティア養成講座
②フォローアップ講座
③レベルアップ講座

図書館管理課
受講者延べ人
数

①172人
②18人
③73人

①0人
②19人
③50人

①０人
②０人
③49人

平成28年度の養成講座の受講者がいないため、フォ
ローアップ講座未開催となったため。

12 2 ② 日常生活自立支援事業

判断能力が十分ではなく、日常生活に不安を抱えている知的
障がい者、精神障がい者等（いずれも事業の契約を結ぶ能力
が必要）を対象に、福祉サービスの利用援助・日常的金銭管
理・預貯金通帳等の重要書類の預かりを行います。

社会福祉協議会
利用者数
支援件数

94人
8,028件

91人
7,532件

95人
7,020件

障がい者ライフサポートプラン２０１５（基礎事業）の前期総括について
資料３－２



連番 分野
基本的
方向

事業名 事業概要
担当課
担当者

指標
平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

前年度実績と比較して大きな変化があった場合のみ
その理由を記載してください。(目安 3割程度増減)

備考

13 2 ② 生活支援員派遣事業

判断能力はあるが日常生活に必要な各種手続き及び日常的な
金銭管理等が困難かつ親族等の支援が期待できない身体障が
い者、身体の不自由な高齢者、豊田市生活困窮者自立支援事
業の支援決定者を対象に日常的金銭管理、預貯金通帳等の重
要書類の預かりを行います。

社会福祉協議会 利用者数 13人 18人 26人
福祉総合相談課、生活福祉課経由の相談が増加し、同
制度に結びつく事案が増えたため。

利用者内訳
①身体障がい者 3名
②身体の不自由な高齢者 5名
③生活困窮者自立支援事業の支援決
定者 18名

14 2 ② 地域生活体験事業助成

将来、グループホームへの入居を希望する施設に入所してい
る障がい者や在宅で暮らしている障がい者が、市内にある生
活体験室での宿泊体験を実施する場合の費用の一部を補助し
ます。

障がい福祉課
利用者数
延べ宿泊数

21人
21泊

0人
0泊

ー 平成28年度末で事業廃止

15 2 ② グループホームの設置促進支援事業助成
社会福祉法人等が行う、グループホームの建設費用の一部を
補助します。

障がい福祉課 補助件数 1件 0件 ０件

16 2 ② 障がい者社会参加事業助成
障がい者団体がスポーツ、レクリエーション活動や芸術活動
など、障がい者が社会参加するための事業を実施する際の費
用の一部を補助します。

障がい福祉課 補助件数 15件 15件 13件

17 2 ② 福祉車両による移送サービス
車いすを利用しているため、公共交通機関等の利用が困難な
方の移動手段を確保するために、車いす用リフト付き車両に
よる移送を実施します。

障がい福祉課 移送回数 1,464回 1,094回 1,174回

18 2 ② 障がい福祉サービス事業所への指導

福祉サービス事業所における人員・設備・運営基準に適合し
ていることの確認をし、必要な改善を行うことでサービスの
質の向上が図られるよう、サービス提供事業者に対する指導
を計画的に実施します。
①福祉サービス事業所を集めて行う集団指導
②実地による個別指導

障がい福祉課
総務監査課

実施回数
実施個所数

１回
20か所

１回
11か所

1回
24か所

指導監査体制の強化を目的とした専門部署体制の確立
により、実地指導を集中的・効率的に行うことが可能
となったため。

19 2 ③ デイサービス型地域活動支援センター事業
NPO法人等による日中活動系事業への新規参入を促進するた
めに、定員規模や職員配置要件を国の示す基準よりも緩和し
た市独自のデイサービス事業を実施します。

障がい福祉課
箇所数
利用契約者数

３か所
31人

3か所
30人

３か所
47人

20 2 ③ 民間障がい者施設の看護師配置支援助成
民間障がい者施設等運営費補助金を交付し、日中活動系事業
における重度障がい者の受入れの促進を図るため、事業所に
配置する看護師の人件費の一部を助成します。

障がい福祉課 件数 2件 4件 4件

21 2 ③ 地域活動支援センターⅢ型
地域活動支援センターにおいて生活訓練の場を提供する事
で、障がい者の自立を支援します。

障がい福祉課 利用延べ人数 3,462人 2,958人 3,220人

22 2 ④
重症心身障がい児・者短期入所利用支援事
業費補助事業

重症心身障がい者等の保護者が、短期入所事業を利用しやす
くするため、事業所の人員配置体制を最低基準よりも手厚く
するために必要な経費の一部を助成します。

障がい福祉課
施設数
延べ日数

4施設
603日

5施設
430日

４施設
421日

23 2 ④ 高次脳機能障がいのある人の家族の教室
脳外傷等による高次脳機能障がい者とその家族を対象に、障
がいに関する知識普及や家族同士の情報交換の場として教室
を開催します。

障がい福祉課
開催回数
延べ参加者数

8回
103人

7回
79人

５回
37人

開催回数を減らし、別に家族が自主的に交流できる場
を２回設けたため。

24 2 ④ アディクション（依存症）家族教室
アルコール依存症などのアディクション問題を抱える人の家
族を対象に、家族が疾病を正しく理解し、本人にどう対応し
ていったらよいのかを学ぶ場として教室を開催します。

障がい福祉課
開催回数
延べ参加者数

8回
25人

8回
34人

8回
21人

平成28年度からアルコール依存に
ついての家族教室としている

25 2 ④ パーキンソン病患者家族教室

パーキンソン病患者やその家族同士が情報交換を図り、疾病
に関する理解を深めるとともに、日常生活の工夫や運動療法
を学ぶことにより積極的な療養生活が送られるようにするた
めに家族教室を開催します。

障がい福祉課
開催回数
延べ参加者数

４回
94人

パーキンソン病
4回 111人
脊髄小脳変性症
1回 12人

パーキンソン病
２回 45人
脊髄小脳変性症
２回 12人

パーキンソン病患者家族教室を縮小し、他の難病家族
会を2回立ち上げたため。

平成28年度から脊髄小脳変性症患
者家族教室を新規開催

26 2 ⑤ ヘルパーフォローアップ講座
ホームヘルパー等の資格を有しているが、現在、就業してい
ない潜在的人材の再活動支援等のために、知識・技術を習
得、向上させるための講座を実施します。

障がい福祉課 受講者数 15人 20人 ９人

27 2 ⑤ 精神障がい者ヘルパーフォローアップ研修
精神障がい者に対するホームヘルプ事業を実施している事業
者を対象に、精神疾患の理解と支援のポイント等を学び、支
援の質の向上を図るための講座を実施します。

障がい福祉課 受講者数 74人 46人 163人
精神保健福祉普及啓発講演会として大規模に開催した
ため。

平成27年度からヘルパー以外の福
祉医療関係に拡大
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28 3 ①
グループホームの整備支援事業助成（再
掲）

社会福祉法人等が行う、グループホームの建設費用の一部を
補助します。

障がい福祉課 補助件数 1件 0件 ０件

29 3 ② 小中学校のバリアフリー化
肢体の不自由な児童や来校者が安心して利用できる施設の整
備をすすめるため、各学校にエレベーター、多目的トイレ、
スロープの設置、段差の解消などを行います。

学校づくり推進課 整備実施校数 1校 1校 3校

30 3 ②
愛知県人にやさしい街づくりの推進に関す
る条例に沿った整備指導

誰もが利用しやすい建築物の整備を図るため、「愛知県人に
やさしい街づくりの推進に関する条例」に基づく民間建築物
整備の指導を実施します。

建築相談課 届出件数 151件 144件 155件

31 3 ②
とよた福祉ガイドブックによるバリアフ
リーの情報発信

豊田市ホームページにおいて、市内の公共施設を始め、医療
機関や金融機関等のバリアフリー情報を発信します。

障がい福祉課 新規調査数 144か所 120か所 115か所

32 3 ② 福祉車両による移送サービス（再掲）
車いすを利用しているため、公共交通機関等の利用が困難な
方の移動手段を確保するために、車いす用リフト付き車両に
よる移送を実施します。

障がい福祉課 移送件数 1,464回 1,094回 1,174回

33 3 ③ 避難行動要支援者名簿の整備

避難行動要支援者（災害が発生し、又は災害が発生するおそ
れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その
円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者）
の名簿を市が作成し、保管します。また、名簿に記載された
方のうち、避難支援等関係者への情報提供に同意をいただい
た方を整理し一覧を作成し、平常時から避難支援等関係者へ
渡し、災害発生時の地域における支援体制の確立又は強化を
図ります。

福祉総合相談課
障がい福祉課

登録者数
対象者7,198人
同意者5,792人

対象者7,490人
同意者6,148人

対象者7,670人
同意者6,243人

34 3 ④ 犯罪情報提供ネットワーク登録制度

注意喚起及び防犯意識を高めるために、市内又は近隣で発生
した市民に身近な犯罪や不審者情報について、その発生した
日時、場所、内容等を、障がい者などの犯罪弱者を含めた市
民（登録者）に対しメールで情報提供します。

交通安全防犯課 登録件数 24,794件 29,580件 31,292件

35 3 ④ 成年後見制度利用支援事業

知的障がい者や精神障がい者で判断能力が不十分なため、成
年後見制度の利用が有用であると認める場合に、身寄りのな
い障がい者や、制度利用のための費用を支払うことが困難な
障がい者に対し支援を実施します。
①市長申立てによる後見開始審判請求支援
②申立費用・後見人報酬等費用の助成

福祉総合相談課 支援件数
①１件
②０件

①０件
②３件

①１件
②３件

36 4 ① 特別支援教育連携協議会の開催
医療、福祉、労働、療育、教育等に関わる関係機関が連携
し、支援情報の共有化や支援策の協議とともに、豊田市にお
ける特別支援教育のあり方の検討をします。

学校教育課 開催回数 ２回 ２回 ２回

37 4 ① 母子保健医療福祉ネットワーク会議の開催

妊娠・出産から育児のスタート時期において、子育てに不安
のある親や、体調に不安のある母親及び子どもに対して、医
療・保健・福祉等の関係機関が連携し、早期から関わること
で、病院から家庭・地域における切れ目のない子育て支援を
実施します。

子ども家庭課 開催回数 1回 1回 ２回

38 4 ① 早期療育推進委員会の開催

障がいの早期発見、早期療育を進めるため、関係機関が課題
事項及び地域療育支援の在り方について協議と必要な支援を
行い、保育・教育を実施する機関職員及び保護者の療育意識
を高め、障がいの軽減と二次障がい発生の防止を図ります。

福祉事業団
開催回数
（定例会）

３回 3回 3回

39 4 ② 放課後児童クラブにおける加配支援員配置
支援を要する児童に対し、積極的に受入態勢を推進し、必要
に応じて加配支援員を配置します。

次世代育成課 配置数 109人 105人 91人

40 4 ②
放課後児童クラブへの巡回専門員による訪
問指導

現場に専門家が巡回し、支援員に助言する体制を整えること
で、障がい理解の促進を図り、支援員の力量を高めていきま
す。

次世代育成課 専門員数 １人(123回） 1人（42回） 1人（43回）
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41 4 ②
こども発達センターによる障がい児通所支
援

こども発達センターにおいて、日常生活における基礎的動作
の指導や自活に必要な知識や技能、集団生活への適応のため
の支援を行います。
①ひまわり（知的障がい児、発達障がい児クラス）
②たんぽぽ（肢体不自由児クラス）
③なのはな（難聴乳幼児、発達障がい児クラス）

福祉事業団
利用契約児数
利用延人数

①50人
②40人
③38人
難聴18人
発達20人
①9,393人
②4,393人
③4,245人
難聴808人
発達3,437人

①50人
②40人
③41人
難聴19人
発達22人
①9,175人
②4,076人
③4,550人
難聴859人
発達3,691人

①50人
②36人
③43人
難聴23人
発達20人
①8,996人
②3,584人
③4,198人
難聴909人
発達3,289人

42 4 ② 保育所等訪問支援事業

こども園等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児
童との集団生活への適応のための支援を行います。
①ひまわり（知的障がい児、発達障がい児クラス）
②たんぽぽ（肢体不自由児クラス）
③なのはな（難聴乳幼児、発達障がい児クラス）

福祉事業団
利用児数
支援件数

①0人
②0人
③7人
難聴7人
発達0人
①0件
②0件
③15件
難聴15件
発達0件

①1人
②1人
③30人
難聴9人
発達0人
①6件
②2件
③9件
難聴9件
発達0件

①1人
②2人
③12人
難聴12人
発達0人
①6件
②6件
③11件
難聴11件
発達0件

43 4 ② 在宅支援外来療育等指導事業

言葉の発達が遅い、かんしゃくが強い、友達と遊べないなど
の未就園の子どもとその親が、遊びを通じて親子の絆を深
め、生活習慣や社会性を身に付けることを目的としたグルー
プ活動を実施します。

福祉事業団
登録者数
利用延人数

802名
23,743名

918名
26,418名

852名
25,844名

44 4 ② 在宅支援訪問療育等指導事業
心理士や保育士などの専門職が、発達に心配のある子どもの
いる家庭を訪問し、親からの相談に応じるとともに、必要な
助言等を行います。

福祉事業団 実施件数 80回 207回 91回
平成28年度は豊田特別支援学校からの依頼件数が多
かったが、平成29年度は依頼件数が減少したため。

45 4 ② 施設支援一般指導事業（巡回療育相談）
保育士や心理士などの専門職で構成された相談チームがこど
も園や学校を巡回訪問し、各園児、児童生徒に応じた相談や
支援を実施します。

福祉事業団 実施件数 330回 339回 436回

46 4 ② 保育者研修
障がいのある園児に対し、専門的見地から指導にあたること
のできる保育士を育成するため、障がいの理解や指導方法の
研修をこども発達センターと連携し実施します。

保育課
福祉事業団

開催園数
受講者

７園
103名

６園
111名

6園
113名

47 4 ②
こども園、私立幼稚園における加配保育士
の配置

支援の必要な園児に加配保育士を配置し、処遇の向上を図り
ます。

保育課 配置数 156名 163名 216名

48 4 ③
教育の場における障がい児との交流事業
（再掲）

①学校間交流
望ましい人間関係の育成、協調性の育成、障がい児に対する
理解推進を目標に、小学校・中学校・高等学校と交流及び共
同学習を実施します。
②居住地交流
特別支援学校に通う児童生徒より希望がある場合は、居住地
校交流を実施します。

学校教育課
①実施校数
②児童生徒数

①4校
②47人

①４校
②49人

①4校
②45人

49 4 ③ 特別支援学級教員研修

①特別支援学級担任等研修会
事例研究を基にして、発達センターの 臨床心理士や言語聴覚
士等の専門家、特別支援学校の先生の指導を受け、指導法や
障がい理解を深めるための研修を実施します。
②特別支援学級担当初心者研修会
個別の教育支援計画の立て方、特別支援学校での1日体験、
事例研究、専門家からの障がい理解及び指導法の講演などを
通して、障がいのある児童生徒の指導者としての基本を学ぶ
ための研修を実施します。

学校教育課 受講者
①87人
②54人

①88人
②55人

①87人
②72人
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50 4 ③ 特別支援教育コーディネーター研修会

障がい児童生徒の教育の充実に向けて、コーディネーターと
しての役割、障がい特性の理解の仕方などを、発達センター
の医師や臨床心理士から専門的な立場から話していただき、
特別支援教育の充実に向けての力量向上に役立てるための研
修を実施します。

学校教育課 受講者 103人 104人 104人

51 4 ③
スクールソーシャルワーカー・指導主事に
よる学校支援

特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して適切な対応
を進めることができるように、スクールソーシャルワーカー
と特別支援教育担当主事が学校に訪問し、担任や特別支援教
育コーディネーター等への支援を実施し、校内支援体制の構
築を図ります。

学校教育課 支援校数 16校 14校 47校

特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対しての相
談支援は、指導主事が単独で行うことが多かったが、
特別な教育的支援が必要な児童生徒に関する相談が増
えたことにともない、スクールソーシャルワーカーと
一緒に学校へ訪問し相談支援をすることが増えたた
め。

52 4 ③
学級運営補助指導員・教育介護ボランティ
アの配置

①学級運営補助指導員の配置
通常学級及び特別支援学級における障がいのある児童生徒と
学級運営に対して支援を行う学級運営補助指導員を配置しま
す。
②教育介護ボランティアの配置
学校行事や校外学習において、障がいのある児童生徒の介護
のためのボランティアを派遣し、安全を確保するとともに、
学習活動の充実を図るため、教育介護ボランティアを配置し
ます。

学校教育課 配置数
①177人
②33人

①136人
②34人

①142人
②30人

53 4 ③ 特別支援学校における看護職員の配置
豊田特別支援学校に看護師を配置し、医療ケアを必要とする
児童・生徒に対し必要な支援を実施します。

学校教育課 配置数 ８人 9人 10人

54 4 ③ 就学相談会の実施
障がいのある子ども一人ひとりに応じた就学支援を進めるた
めに、就学前の障がいのある子どもと保護者を対象とした就
学相談会を実施します。

学校教育課
開催回数
相談者数

2回
155人

2回
155人

２回
169人

55 4 ③ 小中学校のバリアフリー化（再掲）
肢体の不自由な児童・生徒や来校者が安心して利用できる施
設の整備をすすめるため、各学校にエレベーター、多目的ト
イレ、スロープの設置、段差の解消などを行います。

学校づくり推進課 整備実施校数 1校 1校 3校

56 5 ① 就労定着支援事業助成

福祉施設での就労訓練を経て企業等へ一般就労した障がい者
が、職場へ安心して通い続けられるよう、福祉サービス事業
所が実施する定着支援の費用の一部を一般就労した際、1年
間継続雇用された際、2年間継続雇用された際ごとに助成し
ます。

障がい福祉課
就労件数
1年定着件数
2年定着件数

9件
10件
10件

13件
11件
8件

定着補助339件
23件
10件

平成29年度から補助要綱を改正し、就労補助から定
着補助に変更したため。
定着支援を行った回数に応じて補助対象とした。

57 5 ①
障がい者就労・生活支援センターによる就
労支援

障がい者からの就労に関する相談を始め、職場開拓や障がい
者を取り巻く環境改善や企業等における雇用促進に向けた啓
発事業などを通じ、障がい者の就労支援を実施します。

福祉事業団
相談件数
就労者数

4,068件
50人

2,647件
54人

3,330件
69人

①豊田高等特別支援学校及び春日台職業訓練校の卒業
生が前年度より多かったため。
②障がい者雇用率が2.0％から2.2％に引き上げら
れ、雇用を検討した企業が増えたため。

58 5 ②
障がい者就労・生活支援センターによる企
業等へのジョブコーチ派遣

障がい者を雇用している企業等からの相談に応じ、職場定着
を図るためにジョブコーチを派遣します。

福祉事業団 支援回数 720回 553回 718回

59 5 ②
障がい者就労・生活支援センターによる職
場開拓員による企業訪問

職場開拓員が企業を訪問し、障がい者雇用の場の拡大のを図
ります。

福祉事業団 訪問件数 388件 587件 473件
企業からの質問などが前年度より多く、訪問時の説明
に充てる時間が延びたため、一件あたりの対応時間が
増加したため。

60 5 ③ 共同受注及びアンテナショップ運営事業

市内の福祉施設で、どのような雑貨や食品等が作られている
のかを市民に紹介するとともに、各施設の商品を取りそろえ
る販売窓口として設置した「アンテナショップきらり」を通
じて、売上向上を図っていきます。

障がい福祉課 売上額 8,328,953円 9,629,231円 11,108,570円

61 5 ③ 公共施設における職場体験事業

市役所や交流館等において、障がい者が公共施設における仕
事の体験を通じ就労意欲の向上を図るとともに、一緒に働く
ことで受入先の職員の障がい理解を深めるために職場体験事
業を実施します。

障がい福祉課 体験者数 32人 36人 22人
募集対象者を従来の就労移行支援利用者・就労継続利
用者から就労移行支援利用者のみに限定したため。
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備考

62 6 ①
生活習慣病予防対策事業（健康づくり豊田
２１関連事業）

生活習慣病予防対策として市民向け教室を開催し、知識等の
普及啓発を図ります。
①生活習慣病予防教室
② 受動喫煙防止対策実施認定事業

（保）総務課
①延べ受講者
②認定数

①458人
②4施設

①578人
②０施設

①524人
②1施設

63 6 ① 薬物乱用防止運動（街頭活動、講習会）

薬物についての正しい知識の普及を図るための啓発活動を実
施します。
①街頭活動
②薬物乱用防止講習会

（保）総務課
①開催回数
②開催回数
②参加者数

①2回
②30回
②3,402人

①2回
②24回
②2,631人

①2回
②26回
②2,466人

64 6 ① はつらつクラブ事業
心身の機能に低下が見られる高齢者に対し、生活機能向上に
向けた体操や講話を教室で取り組み、自宅でも取り組めるよ
う支援します。

高齢福祉課 参加者実人数
1,147人
 通所型1,125人
 訪問型22人

1,235人
 通所型1216人
 訪問型19人

ー
平成29年度から総合事業に移行し
たため。

65 6 ② 乳幼児健康診査

親の子育て力を高める親教育の充実や親同士の交流を図ると
ともに、相談しやすい雰囲気づくりに努め、ゆとりある健康
診査の実施と併せて、発育・発達を促す指導や育児負担感を
軽減するための個別相談を実施します。
①３、４か月児
②１歳６か月児
③３歳児

子ども家庭課
受診者数
受診率

①3,971人
②3,772人
③3,804人
①96.9％
②96.6％
③95.2％

①3,784人
②3,910人
③3,785人
①97.0%
②96.4%
③96.4%

①3,655 人
②3,724人
③3,735人
①96.1%
②96.6 %
③96.8%

66 6 ②
にこにこ広場、おやこ教室、こども相談の
開催

健康診査の受診結果等により、発達状況により支援の必要な
子どもや育児不安・負担感等があると思われる養育者に対し
支援を実施します。
①にこにこ広場（３，４か月児健康診査事後フォロー教室）
②おやこ教室（１歳６か月児健康診査事後フォロー教室）
③子ども相談（心理士との個別発達相談）

子ども家庭課 延べ参加組数
①131組
②393組
③18組

①160組
②471組
③20組

①188組
②482組
③27組

67 6 ②
高次脳機能障がいのある人の家族の教室
（再掲）

脳外傷等による高次脳機能障がい者とその家族を対象に、障
がいに関する知識普及や家族同士の情報交換の場として教室
を開催します。

障がい福祉課
開催回数
延べ参加者数

8回
103人

7回
79人

５回
37人

開催回数を減らし、別に家族が自主的に交流できる場
を２回設けたため。

68 6 ②
アディクション（依存症）家族教室（再
掲）

アルコール依存症などのアディクション問題を抱える人の家
族を対象に、家族が疾病を正しく理解し、本人にどう対応し
ていったらよいのかを学ぶ場として教室を開催します。

障がい福祉課
開催回数
延べ参加者数

8回
25人

8回
34人

8回
21人

平成28年度からアルコール依存に
ついての家族教室としている。

69 6 ② パーキンソン病患者家族教室（再掲）

パーキンソン病患者やその家族同士が情報交換を図り、疾病
に関する理解を深めるとともに、日常生活の工夫や運動療法
を学ぶことにより積極的な療養生活が送られるようにするた
めに家族教室を開催します。

障がい福祉課
開催回数
延べ参加者数

4回
94人

パーキンソン病
4回 111人
脊髄小脳変性症
1回 12人

パーキンソン病
２回 45人
脊髄小脳変性症
２回 12人

パーキンソン病患者家族教室を縮小し、他の難病家族
会を2回立ち上げたため。

平成28年度から脊髄小脳変性症患
者家族教室を新規開催

70 6 ② 精神保健福祉相談

心の悩みを抱える人やその家族からの相談に応じ、問題への
対応についての助言やアドバイスを行い、相談者の抱える問
題の整理につなげる支援を実施します。
①精神科医師による相談
②保健師、精神保健福祉士による相談

障がい福祉課 延べ相談者数
①44人
②1,078人

①43人
②1,784人

①42人
②2,208人

精神障がい者の増加（精神保健福祉手帳約200人増、
自立支援医療580人増）や、警察や関係者からの情報
提供が増えたため。

71 6 ② 心理職員によるこころの相談
ひきこもり等の悩みを抱えている人や家族からの相談に応
じ、相談者の抱える問題の整理につなげる支援を実施しま
す。

障がい福祉課 延べ相談者数 8人 7人 8人

72 6 ② 難病講演会
難病に関する正しい理解と、その対応及び療養生活上の保健
指導や治療に関する情報の提供を行うため、専門医による講
演会を実施します。

障がい福祉課
開催回数
延べ参加者数

4回
322人

4回
140人

4回
290人

『関節リウマチ講演会』を大規模会場で実施し、参加
人数が増加したため.

73 6 ② 難病患者地域ケア推進事業
難病患者の家庭を保健師が訪問し、患者や家族からの相談に
応じるとともに、療養生活上の保健指導等を実施します。

障がい福祉課 延べ訪問人数 75人 35人 115人 総合病院からの紹介が増加したため。
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事業名 事業概要
担当課
担当者

指標
平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

前年度実績と比較して大きな変化があった場合のみ
その理由を記載してください。(目安 3割程度増減)

備考

74 6 ② 早期療育推進委員会の開催（再掲）

障がいの早期発見、早期療育を進めるため、関係機関が課題
事項及び地域療育支援の在り方について協議と、保育・教育
を実施する機関職員及び保護者への必要な支援行い、障がい
の軽減と二次障がい発生の防止を図ります。

福祉事業団 開催回数 ３回 3回 3回

75 6 ② 在宅支援外来療育等指導事業（再掲）

言葉の発達が遅い、かんしゃくが強い、友達と遊べないなど
の未就園の子どもとその親が、遊びを通じて親子の絆を深
め、生活習慣や社会性を身に付けることを目的としたグルー
プ活動を実施します。

福祉事業団
登録者数
利用延人数

802名
23,743名

918名
26,418名

852名
25,844名

76 6 ② 在宅支援訪問療育等指導事業（再掲）
心理士や保育士などの専門職が、発達に心配のある子どもの
いる家庭を訪問し、親からの相談に応じるとともに、必要な
助言等を行います。

福祉事業団 実施件数 80回 207回 91回
平成28年度は豊田特別支援学校からの依頼件数が多
かったが、平成29年度は依頼件数が減少したため。

77 6 ② 保健師療育実習
心身障がい児の早期発見、早期療育の推進、各種健康診査や
教室、家庭訪問、相談業務に携わる職員の資質向上を図るた
め、こども発達センターと連携し実習を実施します。

子ども家庭課
福祉事業団

開催回数
参加者数

5回
39 名

４回
17名

4回
33名

関係職員の中で、療育実習未経験者が増加したため。

78 6 ②
施設支援一般指導事業（巡回療育相談）
（再掲）

保育士や心理士などの専門職で構成された相談チームがこど
も園や学校を巡回訪問し、各園児、児童生徒に応じた相談や
支援を実施します。

保育課
福祉事業団

実施件数 330回 339回 436回

79 6 ③ 心身障がい者医療助成

身体障がい者1 ３級、腎臓機能障がい者４級、進行性筋萎
縮症者４ ６級、療育手帳Ａ・Ｂ判定（ＩＱ５０以下の
人）、自閉症状群と診断された人に対し、医療保険による自
己負担額を助成します。

福祉医療課
受給者数
（月平均）

4,257人 4,305人 4,603人

80 6 ③ 精神障がい者医療助成

①精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級の人に対し、医療
保険による自己負担額を助成します。
②精神保健指定医により精神病と診断された入院中の人に対
し、医療保険による自己負担額の半額を助成します。また、
①以外の自立支援医療（精神通院）受給者に対し、自立支援
医療の自己負担額を助成します。

福祉医療課
受給者数
（月平均）

1,471人 4,507人 4,991人

81 6 ③
こども発達センターのぞみ診療所による医
療サービスの提供

こども発達センターや地域の施設と協力しながら、発達に心
配のある子どもたちの医療的な支援を実施します。

福祉事業団
初診件数
再診件数

571件
3,405件

525件
3,480件

511件
2,842件

前年度から引き続き大規模空調工事により、診療所の
診察室の使用制限が発生したため。

82 7 ① 手話通訳・要約筆記派遣事業
聴覚障がい者が必要な情報を収集し、意思疎通のための支援
として、学校の入学式等の公的行事や医療機関への受診の際
に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

障がい福祉課 派遣件数 817件 824件 762件

83 7 ① 手話講習会
手話奉仕員を要請するために市民向け手話講習会を実施しま
す。

障がい福祉課 延べ受講者数 61人 65件 70人

84 7 ① 図書館ボランティア講座（再掲）

障がい者の読書権を補償し、利用者に安定したサービスを提
供するため、音訳資料等の製作協力者であるボランティアの
養成及びスキルアップのための講座を実施します。
①ボランティア養成講座
②フォローアップ講座
③レベルアップ講座

図書館管理課 受講延べ人数
①172人
②18人
③73人

①0人
②19人
③50人

①０人
②０人
③49人

平成28年度の養成講座の受講者がいないため、フォ
ローアップ講座未開催となったため。

85 7 ③ 障がい理解促進のための市職員研修
行政職員の障がいに対する理解を促進し、行政サービスの向
上を図るための研修会を実施します。

障がい福祉課 実施回数 0回 83回 72回

86 7 ④ 成年後見制度利用支援事業（再掲）

知的障がい者や精神障がい者で判断能力が不十分なため、成
年後見制度の利用が有用であると認める場合に、身寄りのな
い障がい者や、制度利用のための費用を支払うことが困難な
障がい者に対し支援を実施します。
①市長申立てによる後見開始審判請求支援
②申立費用・後見人報酬等費用の助成

福祉総合相談課 支援件数
①１件
②０件

①０件
②３件

①１件
②３件


