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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開     

◆基本目標の達成に向けて，現状と課題の整理を行い，基本方針と施策の方向を定めます。 

◆基本方針と施策の方向に基づいて個別事業を実施し，施策の展開を図ります。 

 

第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    

基本目標 施策の方向 個別事業 
１ 助け合いのある 

まちづくり 

① 地域福祉の充実 １土浦市ふれあいネットワークの充実 
２土浦市地域自立支援協議会の活用 
３土浦市社会福祉協議会との連携 

② 福祉教育の充実 ４福祉の心を育てる教育の充実 
５地域交流活動事業等の充実 
６青少年赤十字（JRC）活動の推進 
７福祉体験講座及び職員等による出前講座の充実 

③ ボランティア活動の振興 ８ボランティアセンターの運営 
９ボランティア派遣事業の充実 

１０友愛サービス事業の充実 
１１福祉協力校の指定 
１２防災ボランティア意識啓発事業の充実 

④ 広報啓発活動の推進 １３市民の意識啓発・広報活動の充実 
１４土浦市社会福祉協議会の広報活動の推進 
１５事業者に対する広報啓発活動 
１６精神障害者についての社会的な誤解や偏見の解消 
１７障害者の手作り品展示即売会事業の充実 
１８市職員研修の充実 

２ 安全で快適な 

生活環境の整備 

① バリアフリーの 

まちづくりの推進 

１９「人にやさしいまちづくり計画」の推進 
２０都市公園の整備及び改修 
２１民間施設のバリアフリー化等の促進 
２２音響装置付信号機の設置及び点字誘導ブロックの敷設
２３人にやさしい公共交通の導入の促進 
２４バリアフリーの促進 
２５福祉マップの作成・配布 
２６公共施設等における補助犬受入体制の整備 

② 居住環境の整備 ２７重度障害者（児）住宅リフォーム費用の助成 
２８障害者住宅整備資金の貸付 
２９障害者住宅改造アドバイザー制度の実施の検討 
３０市営住宅の整備・充実 
３１公営住宅の入居条件の緩和継続 

③ 行動範囲の拡大 ３２自動車税，軽自動車税，自動車取得税の減免制度の周知 
３３自動車運転免許取得費用の助成 
３４自動車改造費用の助成 
３５重度障害者福祉タクシー利用料金の助成 
３６リフトタクシー運行費の補助 
３７福祉バスの運行 
３８障害者外出支援の充実 

④ 緊急時救援体制の整備 ３９自主防災組織の育成等 
４０防災マニュアル等の作成 
４１災害時要援護者支援体制の整備 
４２緊急通報システム事業の充実 
４３緊急時・災害時の情報獲得・発信手段の確保 

３ 総合的な障害福祉 

サービスの提供 

① 障害福祉サービス等の充実 ４４自立支援給付の推進 
４５地域生活支援事業の充実 
４６相談体制の充実 
４７つくしの家，療育支援センター，障害者自立支援センターの運営 
４８地域活動支援センター事業，生活支援事業の実施 

② サービス提供の基盤整備 ４９保健福祉総合システムの整備 
５０地域での自立した生活の支援体制の整備 
５１介護保険サービスとの調整 
５２計画策定への参画促進 
５３日常生活自立支援事業の実施 
５４成年後見制度の利用支援 
５５郵便等投票制度の啓発 
５６ライフステージに応じた支援を実施するための支援ファイルの活用  

 

個別事業個別事業個別事業個別事業のののの体系体系体系体系    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    

基本目標 施策の方向 個別事業 
  ③ 在宅障害者の支援 ５７在宅生活支援配食サービスの実施 

５８会食型食事サービスの実施 
５９ボランティア宅配型食事サービスの実施 
６０車いすの貸出 
６１訪問理美容サービス事業の実施 
６２補助犬（盲導犬，聴導犬，介助犬）の利用促進 
６３精神障害者デイケア事業の促進 
６４福祉電話の貸与 

④ 情報提供の充実 ６５手話・点訳・音訳サービスの実施 
６６広報の充実 
６７広報のバリアフリー化の推進 
６８利用に配慮した情報の提供 
６９障害者関連の総合的情報提供の充実 
７０高度情報化の推進に係る障害者等への配慮 
７１手話通訳者による窓口対応 

⑤ 生活安定のための 

施策推進 

７２障害基礎年金等の支給 
７３心身障害者扶養共済事業の充実 
７４各種手当の充実 
７５生活福祉資金の貸付 
７６障害者手帳申請用診断書料助成事業の実施 
７７医療福祉制度による保険給付自己負担分の助成 

⑥ 人材の育成・確保 ７８ガイドボランティアの養成・派遣 
７９地域介護ヘルパー養成講座の開催 
８０人材の確保 

４ 保健・療育体制 

の充実 

① 母子保健の充実 ８１乳幼児健康診査の充実 
８２健康教室の開催 
８３相談指導事業の充実 
８４家庭訪問指導事業の強化 

② 療育体制の充実 ８５各種乳幼児健診後の指導・フォロー体制の充実 
８６療育支援相談業務の充実 
８７早期療育支援体制の充実 
８８つくし療育ホーム事業の充実 
８９幼児ことばの教室事業の充実 
９０つちうらつくし学園における療育指導の充実 
９１おもちゃライブラリーの運営 
９２学校保健事業の充実 

③ 健康づくりの充実 ９３健康診査・各種検診事業の充実 
９４健康まつりの開催 
９５機能訓練事業の充実 
９６「こころの相談」事業の充実 
９７はり，きゅう，マッサージ施術費の補助 
９８自立支援医療費の給付等 

５ 個性を生かす 

教育・育成の推進 

① 就学前障害児の育成支援 ９９障害児保育の充実 
１００公立幼稚園における障害児の受入体制の充実 
１０１一時預り事業の充実 
１０２就学相談の実施 

② 障害児教育の充実 １０３特別支援教育コーディネーターの配置 
１０４教職員等の障害児研修の充実 
１０５障害児教育の充実 
１０６特別支援教育のための安定的な支援の推進 

③ 教育環境の整備 １０７学校施設のバリアフリー化の推進 
１０８就学障害児の放課後支援対策の充実 

６ 就労支援と働く 

場づくり 

① 一般就労の支援 １０９障害者就業・生活支援センター等の活用 
１１０土浦公共職業安定所等関連機関との連携の強化 
１１１障害者の就労に向けた支援策の強化 

② 福祉的就労の場の提供 １１２つくしの家における就労継続支援の実施 
１１３「福祉の店」の活用 

７ 生きがいのある 

生活支援 

① スポーツ・レクリエーショ

ン活動の支援 

１１４障害者（児）スポーツ大会の開催 
１１５かすみがうらマラソンにおける障害者レースの充実 
１１６レクリエーション等の開催 
１１７公共スポーツ施設の使用料の減免 

② 生涯学習活動の支援 １１８公共文化施設の入場料の減免等 
１１９図書館等利用における利便性の向上 
１２０生涯学習関連施設の整備 
１２１障害者が参加できる生涯学習講座の開催 

③ 社会参加の促進 １２２地域活動の促進 
１２３障害者（児）福祉団体活動の支援 
１２４総合福祉会館の運営 
１２５ふれあい・いきいきサロンの実施 
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    助助助助けけけけ合合合合いのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくり     

    

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

市民向けアンケート調査によると，障害者福祉を社会的な問題，自分自身の身近な問

題として捉え，災害時における障害者からの支援依頼に関しては，７割強が理解を示し

ています。その一方，市民の半数以上が「ノーマライゼーション」を「知らない」，「障

害者の日」については市民・事業者の約７割が「知らない」となっており，各々の接す

る機会等により理解度が違い，今後の課題となっています。 

障害者が地域において自立して生活し，障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と

個性を尊重し，支え合う共生社会の理念の普及を図るとともに，障害及び障害者に関す

る理解を深め，障害者への配慮等についての協力を得るため，幅広く市民に向けた啓

発・広報活動を推進していく必要があります。 

このような課題に取り組むため，次のように基本方針を示し，施策の展開を図ります。 

 

 

２２２２    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと個別個別個別個別事業事業事業事業    

 

        

● 保健・医療・福祉・教育・就労・防災が連携した総合的な地域ケアシステム

を整備するとともに，お互いが理解し合う「こころ」を養う福祉教育を推進

し，ボランティア活動を促進します。 

● 「助け合いのあるまち」実現のため，地域福祉の充実，福祉教育の充実，ボ

ランティア活動の振興，広報啓発活動を推進します。 

● 障害者が地域で安心して生活できる環境づくりのために，「土浦市ふれあい

ネットワーク」や「土浦市地域自立支援協議会」の活用を図ります。 

①①①①    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの充実充実充実充実    

②②②②    福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育のののの充実充実充実充実    

③③③③    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの振興振興振興振興    

④④④④    広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動のののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    助助助助けけけけ合合合合いのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくり    

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    助助助助けけけけ合合合合いのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくり    

    

地域福祉の充実のためには市民の理解・協力が不可欠です。「土浦市ふれあいネット

ワーク」や「土浦市地域自立支援協議会」などの活用，「土浦市社会福祉協議会」との

協力により地域との連携を図ります。 

 

１１１１    土浦市土浦市土浦市土浦市ふれあいネットワークのふれあいネットワークのふれあいネットワークのふれあいネットワークの充実充実充実充実    

   
  障害者や高齢者などの支援を必要とする人が，家庭や地域の中で安心して暮らせるよ

うにするため，土浦市ふれあいネットワークの充実を図るとともに，「土浦市地域自立

支援協議会」等関係機関との連携を深め，円滑なサービス提供に努めます。 

 

   

  
社会福祉課，障害福祉課，こども福祉課，高齢福祉課，健康増進課，社会

福祉協議会（連携） 
 

 

２２２２    土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会のののの活用活用活用活用    

   
  土浦市地域自立支援協議会は，サービス供給の確保並びに社会資源の開発及び改善を

推進するため，地域住民や行政機関・相談支援事業者・障害福祉サービス事業者等の関

連機関の連携により，障害者を地域住民との協働により支援する体制づくりを進めま

す。また，これらの支援を通じて把握した地域や障害者のニーズ，課題を市全体の障害

者施策に反映します。 

 

   
  障害福祉課  

 

３３３３    土浦市社会福祉協議会土浦市社会福祉協議会土浦市社会福祉協議会土浦市社会福祉協議会とのとのとのとの連携連携連携連携    

   
  土浦市社会福祉協議会は，地域福祉推進の中心的な機関です。同協議会は，ボランテ

ィア活動や福祉教育の推進をはじめとする地域福祉事業を積極的に展開しており，中で

も「土浦市ふれあいネットワーク」は地域福祉を進めていく上で重要な役割を担ってい

ます。市が地域福祉を推進していく上で，同協議会との連携は不可欠であり，情報を共

有しながら事業を推進していきます。 

 

   
  障害福祉課，社会福祉協議会（連携）  

 

①①①①    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの充実充実充実充実 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    助助助助けけけけ合合合合いのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくり     

 

土浦市ふれあいネットワークは，身体障害者，知的障害者，精神障害者，難病患者，

援助を必要とする子ども，ねたきりの高齢者，ひとり暮らしの虚弱な高齢者等，援助を

必要とする全ての人を対象とし，誰もが安心して住み慣れた地域で暮らせるために，地

域全体で支えていくシステムです。 

中学校区を「福祉コミュニティ圏」と捉え，８中学校地区コミュニティセンター（地

区公民館）に地域ケアコーディネーターを配置し，支援を必要とする人やその家族をサ

ポートするために，保健・医療・福祉の専門スタッフや地域住民の連携で「ふれあいネ

ットワーク事業」を実施し，さまざまな相談に応じながら，サービスや見守り等につい

て話し合うために，スクラムネットやふれあい調整会議を開催しています。 

   

 

    土浦市土浦市土浦市土浦市ふれあいネットワークふれあいネットワークふれあいネットワークふれあいネットワーク        

【【【【地域地域地域地域ケアコーディネーターケアコーディネーターケアコーディネーターケアコーディネーター】】】】    

いろいろな生活問題を抱えている方々の相談に応じ，地域で安心して生活してい

けるように，各関係機関と連絡を取り合い，適切なサービスを提供できるようにす

る連絡調整役です。 

【【【【ふれあいふれあいふれあいふれあい調整会議調整会議調整会議調整会議】】】】    

地域ケアコーディネーターに寄せられた相談に対し，中学校区ごとに，医師・保

健師・看護師・民生委員児童委員・相談員・地域包括支援センター・在宅介護支援

センター・ボランティア・行政職員などが，専門的な立場から支援の方向性を検討

する会議です。 

【【【【スクラムネットスクラムネットスクラムネットスクラムネット】】】】    

要支援者に対する支援について検討するため，社会福祉課・障害福祉課・こども

福祉課・高齢福祉課・健康増進課・地域包括支援センター・在宅介護支援センター・

社会福祉協議会などの実務者レベルの職員により「スクラムネット」を開催してい

ます。 

スクラムネットスクラムネットスクラムネットスクラムネット 



 

 24
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土浦市地域自立支援協議会は，障害者が安心して暮らすことができるよう，支援を必

要とする人が持つニーズを実現するため，地域住民と共に，サービス供給の確保や社会

資源の開発・改善を推進することを目的として設置しています。 

全体会議等６つの組織で構成され，土浦市地域ケアシステム「ふれあいネットワーク」

を活用しながら，地域の関係機関によるネットワーク構築，地域住民との情報の共有化，

困難事例への対応など要支援者のニーズの実現に必要なことについて協議・検討してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

学校教育の中で福祉の心を育てるために，地域での交流活動や福祉の体験講座，職員

等による出前講座などを通して，子どもたちの福祉教育に取り組みます。 

 

４４４４    福祉福祉福祉福祉のののの心心心心をををを育育育育てるてるてるてる教育教育教育教育のののの充実充実充実充実    

   
  教育活動を通して福祉の心を育成するために，各学校において，総合的な学習の時間

（福祉体験学習，職場体験学習など）の福祉分野の学習でバリアフリーについて学習を

し，道徳教育で人への優しさ，社会のために尽くすことの大切さなど，豊かな心の育成

を図っています。今後は，障害者への理解を深めるため，アイマスクや車いすなどの模

擬体験，ボランティア体験等による体験を重視した教育を実施していきます。 

 

   
  指導課  

②②②②    福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育のののの充実充実充実充実    

担当担当担当担当    

土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会 

全体会議 
課題や施策提案等について、地域会議や専門部会から報告を受け、その対応を

検討します。また，必要に応じて，関係機関等に意見書を提出します。 

地域会議 
要支援者に対する具体的支援策について協議し，要支援者の地域における生活

を支援できるよう，地域住民及び関係行政機関との連絡調整を行います。 

運営会議 
個別支援会議，行政，相談事業者等からの情報分析や課題整理を行うとともに，

その取扱いについて具体的な手法を検討します。 

個別支援会議 
要支援者個人ごとに設置し，要支援者の要望を把握し，関係機関が支援を行う

上での課題の整理及び確認を行います。 

事務局会議 
個別支援会議で確認された課題の具体的取扱いについて協議するとともに，地

域会議，運営会議及び全体会議の運営について必要な調整や提案を行います。 

専門部会 各種の地域課題について専門的に調査研究します。 

 

土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会をををを構成構成構成構成するするするする組織組織組織組織    
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５５５５    地域交流活動事業等地域交流活動事業等地域交流活動事業等地域交流活動事業等のののの充実充実充実充実    

   
  総合的な学習の時間を活用して，福祉施設・特別支援学校等，地域の施設を訪問する

ことによる障害者との触れ合いを通じ，互いに助け合って共に生きる社会を知る地域交

流活動事業を実施するなど，特別支援学校や地域の障害者福祉施設との連携を図り，共

同及び交流学習の「学校間交流」を進め，障害のない児童・生徒と障害のある児童・生

徒との相互理解の機会創出を図っていきます。 

 

   
  指導課  

 

６６６６    青少年赤十字青少年赤十字青少年赤十字青少年赤十字（（（（JRCJRCJRCJRC））））活動活動活動活動のののの推進推進推進推進    

   
  青少年赤十字（JRC）の目的である人の生命と尊厳を大切にする「人道的な精神」の

育成や「気づき，考え，実行する」態度を養う教育のために，地域の特性に応じて，募

金活動，清掃活動，古切手の収集など青少年赤十字の実践活動を推進します。 

 

   
  小・中学校  

 

７７７７    福祉体験講座及福祉体験講座及福祉体験講座及福祉体験講座及びびびび職員等職員等職員等職員等によるによるによるによる出前講座出前講座出前講座出前講座のののの充実充実充実充実    

   
  障害者への理解を深め，福祉の心を育成するため，市内各小中学校の総合的な学習の

時間やＰＴＡの集まりにおいて，車いす体験，アイマスク体験，手話体験，点字体験，

視覚障害者や聴覚障害者の講話，盲導犬の学習等を行うとともに，地域と連携を図りな

がら，公民館，町内会，職場など学校以外の場でも障害模擬体験講座を開催し，ニーズ

の変化や障害者福祉制度の変更などに対応した内容の充実を図ります。 

 

   
  社会福祉協議会，社会福祉課，障害福祉課  

 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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福祉の協力校の指定やボランティアの養成・派遣，防災意識の啓発などを推進し，ボ

ランティア活動を振興します。 

 

８８８８    ボランティアセンターのボランティアセンターのボランティアセンターのボランティアセンターの運営運営運営運営    

   
  ボランティアを必要とする障害者への情報の提供，ボランティア活動に関する相談，

活動場所のあっせんを行うとともに，個人ボランティア・ボランティア団体への支援，

情報発信などを行うため，ボランティアセンターを運営しています。また，「音訳」「点

字・点訳」「手話（入門・基礎）」「要約筆記」「ガイド（視覚障害者の外出支援）」等の

障害者に関連する各種ボランティア養成講座を開催しています。今後は，養成講座修了

後の活動場所を増やし，ボランティアが活動できる環境整備を図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

９９９９    ボランティアボランティアボランティアボランティア派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業のののの充実充実充実充実    

   
  各福祉団体の会合やスポーツ大会，障害者運動会，交流キャンプ，おもちゃライブラ

リーなど障害者団体の事業等へのボランティアや視覚障害者の外出を支援する「ガイド

ボランティア」を要請に応じて派遣します。また，ボランティア団体に対し，多様な障

害者に対する理解を深める機会や研修を設けることにより，新たな担い手を養成しま

す。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

１０１０１０１０    友愛友愛友愛友愛サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

   
  家事，話し相手，見守りなどの援助を必要とする在宅の障害者や高齢者等の利用会員

に対して，地域住民である協力会員が住民参加型在宅福祉サービス活動を行っていま

す。今後は事業の周知を行うことにより会員数の増加を図るとともに，多様化するニー

ズに対応できるよう，協力会員の研修の充実や既存の地域資源の活用等，コーディネー

ト機能の充実を図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

③③③③    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの振興振興振興振興 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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１１１１１１１１    福祉協力校福祉協力校福祉協力校福祉協力校のののの指定指定指定指定    

   
  ボランティア活動の協力校を指定して，児童・生徒の福祉への理解と参加を促進して

いきます。今後は，各協力校において，児童・生徒の自発的なボランティア活動への取

り組みを促し，福祉の関心を高めるために総合的な学習の時間を活用した福祉施設等へ

の訪問，環境美化活動など様々な事業を実施します。また，各協力校担当教諭との連絡

会・事例発表会を開催し，市内各校の連携と事業効果の向上を図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

１２１２１２１２    防災防災防災防災ボランティアボランティアボランティアボランティア意識啓発事業意識啓発事業意識啓発事業意識啓発事業のののの充実充実充実充実    

   
  「防災ボランティア養成講座」の開催，講座修了生の組織化，既存の防災ボランティ

アを活用した障害者への防災対策支援，災害ボランティア講演会の開催による市民への

意識啓発を行うとともに，災害ボランティアセンター設置準備委員会の組織化による災

害時支援に関する諸問題の協議，センター運営マニュアル作成を実施します。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

 

 

 

 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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土浦市では，様々なボランティアサークルが対象者の状況に合わせて，地域に密着し

た活動を行っています。 

障害者を対象とした活動は，手話・点字・朗読などがあり，サークルごとにニーズに

合わせた活動を行い，市民の立場から障害者福祉を推進しています。 

 

 

 

 

   

 

 

  

土浦市土浦市土浦市土浦市のボランティアのボランティアのボランティアのボランティア活動活動活動活動 

土浦市土浦市土浦市土浦市ボランティアサークルボランティアサークルボランティアサークルボランティアサークル連絡協議会加入連絡協議会加入連絡協議会加入連絡協議会加入サークルサークルサークルサークル一覧一覧一覧一覧    平成２１年８月現在 

サークル名 活動内容 活動日時 活動場所 

1 七草の会 
市内のひとり暮らし高齢者に対する会食型

食事サービス時のお弁当作り，交流等。 

会食型食事 

サービス実施日 

土浦市総合福祉会館７階土浦

市老人福祉センターうらら 

2 六好会 
六中地区の高齢者との交流活動，送迎活動，
高齢者に対する食事サービス活動等。 

第２火 
9:00～13:00 

六中地区公民館いきいきサロ
ン「いこい」 

3 こもれびの会 
老人福祉施設でのボランティア活動，行事参
加，高齢者の話し相手等。 

随時 
9:00～15:00 

市内老人福祉施設 

4 やまびこの会 
ひとり暮らしの高齢者などに対する電話訪
問活動，交流会の実施等。 

第１～４火 
第２・４月火午前 

土浦市総合福祉会館４階土浦
市新治総合福祉センター 

5 たまき会 
一中地区のひとり暮らしの高齢者や，高齢世

帯等に対する手作り食事の宅配活動等。 

第２・４水 

9:00～13:30 
一中地区公民館 

6 ふたば会 
二中地区のひとり暮らしの高齢者や，高齢世
帯等に対する手作り食事の宅配活動等。 

第１金・第３土 
9:00～13:30 

二中地区公民館 

7 コスモスの会 
三中地区のひとり暮らしの高齢者や，高齢世
帯等に対する手作り食事の宅配活動等。 

第１・３木 
9:00～13:30 

三中地区公民館 

8 さくら会 
四中地区のひとり暮らしの高齢者や，高齢世
帯等に対する手作り食事の宅配活動等。 

第２・４金 
9:00～13:30 

四中地区公民館 

9 かすみ会 
五中地区のひとり暮らしの高齢者や，高齢世

帯等に対する手作り食事の宅配活動等。 

第２水・第４火 

9:00～13:30 
上大津公民館 

10 むつみの会 
六中地区のひとり暮らしの高齢者や，高齢世
帯等に対する手作り食事の宅配活動等。 

第１・３金 
9:00～13:30 

六中地区公民館 

11 よつわの会 
都和中地区のひとり暮らしの高齢者や，高齢
世帯等に対する手作り食事の宅配活動等。 

第２・４水 
9:00～13:30 

都和公民館 

12 紫峰会 
ひとり暮らし高齢者への給食・配達ボランテ
ィア活動，小地域交流活動への協力等。 

随時 新治地区 

13 
新治ふれあい 

ボランティア 

給食・配達ボランティア活動，小地域交流活

動への協力等。 
随時 新治地区 

14 大畑そば愛好会 
施設・学校等を訪問し手打ちそば作りを実
演・指導，小地域交流活動への協力等。 

依頼時 茨城県内 

15 下坂田そば愛好会 
施設・学校等を訪問し手打ちそば作りを実
演・指導，小地域交流活動への協力等。 

依頼時 茨城県内 

16 土浦朗読の会 
朗読の学習会、点字図書館の録音図書制作、
声の広報つちうら・声の社協だより制作、リ

ッチボイス制作、視覚障害者との交流等。 

第１金・第４木 
10:00～12:00 
第３土 
13:30～16:30 

土浦市総合福祉会館６階 

17 土浦手話の会 
手話の学習、手話のボランティア、聴覚障害

者との交流等。 

第１～４水  
10:00～12:00 
第１～４木  
19:00～21:00 

土浦市総合福祉会館６階 

一中地区公民館 

18 ひまわりの会 
市の広報紙点訳，図書点訳，おたより葉書の
実施，視覚障害者との交流会等。 

第２・４金 
10:00～12:00 

土浦市総合福祉会館６階 

19 土浦市更生保護女性会 
非行や犯罪に陥った人たちへの支援活動，青
少年の健全育成を目的とするミニ集会の開

催，子育て支援事業等。 

随時（「わらべ」
は，日・祭日お休

み） 

更生保護施設，各地区公民館 
青少年センター(第 1･3 木) 

子育て交流サロン｢わらべ｣ 

20 小町の会 新治地区内における各種ボランティア活動。 随時 新治地区 

21 たんぽぽの会 
国立病院機構霞ヶ浦医療センターの受付や

外来患者の車いす介助，おしぼり作り等。 

月～金 

8:50～12:00 

国立病院機構 

霞ヶ浦医療センター 

22 土浦美容ボランティア 
老人福祉施設等の入所者に対する理美容活
動，在宅高齢者の理髪等。 

２～３回/月 老人福祉施設等 

23 土浦おはなしポケット 
子どもの情操を豊かにし，想像力や考える力
を育てるための読み聞かせ，パネルシアタ

ー，素話，人形による活動等。 

第 4 火 
10:00～12:00 

その他随時 

三中地区公民館，市立図書館
（第４日），さくらんぼ（第２

月），市内幼稚園・保育所等 

24 
土浦市いきいきヘルス 
体操指導士の会 

「かたつむりの会」 

介護予防・健康づくり体操「いきいきヘルス
体操」の普及活動及び指導。 

随時 コミュニティセンター等 

25 美々（みみ）の会 
市内特別養護老人ホーム，グループホーム等
の入所者に対する傾聴ボランティア活動。 

月１～４回（施設
ごとに異なる） 

特養滝の園，もりの家，なごみ，
老健シルバーケア土浦等 

 



 

 29

第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    助助助助けけけけ合合合合いのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくり     

     

市民への意識啓発や広報活動の充実，事業者に対する広報啓発活動の推進等により障

害者への理解を深めるとともに，障害者の手作り品の展示販売事業などの障害者活動を

通して，理解促進を図ります。 

 

１３１３１３１３    市民市民市民市民のののの意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発・・・・広報活動広報活動広報活動広報活動のののの充実充実充実充実    

   
  障害に対する市民の理解を深めるために，市の広報紙・ホームページ・ポスター・タ

ウン誌・ケーブルテレビ等多様なメディアの活用，各地区市民委員会をはじめ，障害者

団体やボランティア団体との協働によるイベント等の開催，学校の授業などを通して，

啓発活動を推進します。市ホームページについては，随時更新し，最新の情報提供を行

っていきます。また，「土浦市地域自立支援協議会」を活用した広報活動の充実に努め

ます。 

 

   
  障害福祉課  

 

１４１４１４１４    土浦市社会福祉協議会土浦市社会福祉協議会土浦市社会福祉協議会土浦市社会福祉協議会のののの広報活動広報活動広報活動広報活動のののの推進推進推進推進    

   
  広報紙「社協だより」を年４回発行し，全戸に配布することにより障害者の理解を深

める活動及びボランティア活動への参加を促進します。また，視覚障害者には，リッチ

ボイスを発行・送付しています。今後は，より多くの地域住民に「社協だより」への関

心を持ってもらうため，紙面の工夫や内容の充実を図り，地域住民の全てに親しみの持

てる広報紙を作成することにより，障害者やボランティア活動への理解を深めていきま

す。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

１５１５１５１５    事業者事業者事業者事業者にににに対対対対するするするする広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動    

   
  商業施設・交通機関をはじめ，各種事業関係者の障害者に対する理解を深めるために，

商業施設や交通機関等のバリアフリー化や補助犬の受け入れ，障害者の雇用の場の確保

等について広報啓発活動を行うとともに，事業者に対し，障害者の一般就労促進に向け

た障害者雇用への意識啓発に努めます。 

 

   
  障害福祉課  

④④④④    広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動のののの推進推進推進推進 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    助助助助けけけけ合合合合いのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくりいのあるまちづくり    

 

１６１６１６１６    精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者についてのについてのについてのについての社会的社会的社会的社会的なななな誤解誤解誤解誤解やややや偏見偏見偏見偏見のののの解消解消解消解消    

   
  精神障害者の地域での生活を促進し，地域住民の理解を深めるため，パンフレットの

配布の他，広報や健康まつりなどの機会を利用して，啓発活動を充実し，精神障害者に

対する誤解や偏見の解消を図ります。また，精神障害についての正しい知識の普及のた

め，研修会や会議へ積極的に参加することにより職員の能力向上を図るとともに，精神

保健福祉センターや保健所等と連携して，地域住民に対する講演会などを開催します。 

 

   
  障害福祉課  

 

１７１７１７１７    障害者障害者障害者障害者のののの手作手作手作手作りりりり品展示即売会事業品展示即売会事業品展示即売会事業品展示即売会事業のののの充実充実充実充実    

   
  障害者の能力向上と生きがいを高めるために，産業祭，キララまつり，健康まつり等

の市の行事の際に障害者の手作り品等を展示即売する事業を実施し，市民との交流を行

い，障害者理解を促進します。今後は，地元に関連した作品等の開発について検討する

とともに，販売手段の拡大に努めます。 

 

   
  障害福祉課  

 

１８１８１８１８    市職員研修市職員研修市職員研修市職員研修のののの充実充実充実充実    

   
  障害者や高齢者について市職員の理解を深め，市の役割を認識させるとともに，障害

者や高齢者への対応の改善・向上を図るため，市内の福祉施設体験学習を継続します。

また，接遇研修や教養講座等の職員研修について，対象範囲や機会の拡大を図りながら

推進します。 

 

   
  人事課  

    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備     

    

１１１１    基本方基本方基本方基本方針針針針    

市民向けアンケート調査によると，障害者にとっての本市の住みやすさについて，「ふ

つう」が約４割を占める一方，「住みやすい」より「住みにくい」との評価が多く，人

にやさしいまちづくりのためには，歩道の段差解消等のバリアフリー化，移動交通手段

の確保や整備を優先して取り組むべき課題と考えています。また，人にやさしいまちづ

くり等の推進に半数が「賛成」で，「内容によっては賛成」も加えると９割近くの市民

が賛成とし，障害者からの災害時における支援依頼について，７割以上の市民が「承諾

する」と答えており，障害者にとっての「安全で快適な生活環境の整備」に対する意識

の高さが感じられます。 

このように，多くの市民が，快適で生活しやすい障害者等に配慮した生活環境の整備

を促進する必要があると考えており，障害者が安心して快適に生活することができるよ

うにしていくためには，住宅環境のバリアフリー化及び道路や交通，公園等の環境整備

を着実に推進していくとともに，安全で安心な生活に向けて，地域の防災体制づくりな

ど緊急時における体制の構築などに努めていく必要があります。 

このような課題に取り組むため，次のように基本方針を示し，施策の展開を図ります。 

 
 

    

● ユニバーサルデザインや交通バリアフリーの視点も加えたバリアフリーの

まちづくりを推進します。また，快適な居住環境の整備と行動範囲の拡大支

援を推進します。 

● 障害者の安全な生活環境の整備を進めるため，地域における防災対策等の緊

急時救援体制の整備を強化します。 

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

２２２２    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと個別個別個別個別事業事業事業事業        

    

    

障害者が健常者と同じように安心して暮らせるよう市内各施設のバリアフリー化を

計画的に進めるほか，公共交通や民間施設のバリアフリー化を促進することにより，人

にやさしいまちづくりを推進します。 

 

１９１９１９１９    「「「「人人人人にやさしいまちづくりにやさしいまちづくりにやさしいまちづくりにやさしいまちづくり計画計画計画計画」」」」のののの推進推進推進推進    

   
  市関連施設において，「人にやさしいまちづくり計画」に基づく改修を推進し，ユニ

バーサルデザインの導入を検討しつつ，施設毎の計画的な対応方針を検討します。 

 

   
  社会福祉課  

 

２０２０２０２０    都市公園都市公園都市公園都市公園のののの整備及整備及整備及整備及びびびび改修改修改修改修    

   
  「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」等に基づき，開発行為による公園整備の指

導を進めます。市事業による新設公園の整備・既設公園の改修等に際しては，トイレ・

水飲み器などの改修，車いすで通行可能な園路の整備などを実施しています。今後も多

目的トイレの設置など公園等のユニバーサルデザイン化を推進します。 

 

   
  公園街路課  

 

２１２１２１２１    民間施設民間施設民間施設民間施設のバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリー化等化等化等化等のののの促進促進促進促進    

   
  バリアフリー新法の内容をホームページ等によって周知し，特に特別特定建築物（2，

000 ㎡以上）については，高齢者，障害者の社会参加が促進され，すべての利用者に

利用しやすい施設の実現を図ります。 

 

   
  建築指導課  

①①①①    バリアフリーのまちづくりのバリアフリーのまちづくりのバリアフリーのまちづくりのバリアフリーのまちづくりの推進推進推進推進 

①①①①    バリアフリーのまちづくりのバリアフリーのまちづくりのバリアフリーのまちづくりのバリアフリーのまちづくりの推進推進推進推進    

②②②②    居住環境居住環境居住環境居住環境のののの整備整備整備整備    

③③③③    行動範囲行動範囲行動範囲行動範囲のののの拡大拡大拡大拡大    

④④④④    緊急時救援体制緊急時救援体制緊急時救援体制緊急時救援体制のののの整備整備整備整備    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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２２２２２２２２    音響音響音響音響装装装装置付置付置付置付信号機信号機信号機信号機のののの設置及設置及設置及設置及びびびび点字誘導点字誘導点字誘導点字誘導ブロックのブロックのブロックのブロックの敷設敷設敷設敷設    

   
  音響装置付信号機の設置や点字誘導ブロックの敷設について，土浦警察署と道路管理

者へ要望し，整備を進めるとともに，既存施設の変更，新設を含めて計画的な整備に努

めます。 

 

   
  生活安全課  

 

２３２３２３２３    人人人人にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい公共交通公共交通公共交通公共交通のののの導入導入導入導入のののの促進促進促進促進    

   
  障害者や高齢者が安心して快適に外出できるようにし，社会参加を促進するため，低

床バスの導入台数増加や，運行時間の固定化，公共施設等へアクセスしやすい運行ルー

トの検討等，公共交通機関の利便性の向上を促進します。 

 

   
  都市計画課  

 

２４２４２４２４    バリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーの促進促進促進促進    

   
  土浦市バリアフリー基本構想に基づき，重点整備地区（土浦駅，荒川沖駅，神立駅の

周辺地区）を中心に，連続的な移動等の円滑化を図るために必要な事業を利用者の声を

聞きながら推進します。 

 

   
  都市計画課  

 

２５２５２５２５    福祉福祉福祉福祉マップのマップのマップのマップの作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布    

   
  障害者が安心して外出し，施設を有効に利用でき，災害時においては，避難マップと

するために，公共施設・民間施設のバリアフリー化や環境整備の状況を掲載した福祉マ

ップを作成します。また，福祉マップを市ホームページ等に掲載し，幅広い活用の促進

を図るとともに，定期的に作成・配布することで障害者の安心・安全な外出を促すとと

もに，災害に対する意識の高揚を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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２６２６２６２６    公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等におけるにおけるにおけるにおける補助犬受入体制補助犬受入体制補助犬受入体制補助犬受入体制のののの整備整備整備整備    

   
  市の施設において，身体障害者が同伴する補助犬（盲導犬，聴導犬，介助犬）の受入

体制の整備・充実を図ります。また，身体障害者補助犬法に基づき，公共交通機関やホ

テル，レストラン，デパート等の不特定多数が利用する民間施設の管理者等についても，

受入体制の整備を図るよう周知します。 

 

   
  障害福祉課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当担当担当担当    



 

 35

第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備     

 

「土浦市バリアフリー基本構想」は，バリアフリー新法に基づき，土浦市の総合的な

バリアフリーの推進について，全市的な理念，考え方を提示するものです。 

 

        

 

 

 

 

 

 

土浦市土浦市土浦市土浦市バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー基本構想基本構想基本構想基本構想 

【【【【バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー新法新法新法新法（（（（高齢者高齢者高齢者高齢者，，，，障害者等障害者等障害者等障害者等のののの移動等移動等移動等移動等のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律）】）】）】）】    

高齢者，障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合

的に推進するため，市町村が定める重点整備地区において，高齢者，障害者等の計画段階から

の参加を得て，旅客施設，建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措

置等を定める法律です。 

策定の目的 

本市における総合的なバリアフリー化の推進を図るため，市民，関係団

体，公共交通事業者，施設管理者等との協働により，バリアフリー新法に

基づく基本構想を策定することを目的としています。 

対象地域 

土浦市全域 

※ 重点的かつ一体的に整備を図る地区（重点整備地区）に土浦駅・荒川

沖駅・神立駅の各駅周辺地区を設定しています。 

土浦市の 

バリアフリー理念 

駅舎や道路等の公共空間のバリアフリー化を図るとともに，利便性・快

適性など利用者の視点を活かしたソフト的取組を実施し，まちづくりへの

バリアフリーの視点の導入，多様な主体の参画などにより，質の高い総合

的なユニバーサルデザインのまちの実現を目指します。 

 

＜重点整備地区及び特定事業等＞ 

土浦駅周辺地区  

○重点整備地区の面積 

○主な生活関連施設 

○主な特定事業等 

約９６ha 

ウララ（総合福祉会館等），亀城プラザ，一中地区公民館 他 

（東西自由通路）西口エレベーターの設置 

（乗合バス）ノンステップバスの導入の推進 

（県道土浦停車場線）視覚障害者誘導用ブロックの補修 

（まちかど蔵前道路）歩道の路面の凹凸の改善 他５５事業 

荒川沖駅周辺地区  

○重点整備地区の面積 

○主な生活関連施設 

○主な特定事業等 

約４６ha 

土浦市役所南支所 他 

（生活関連経路）道路標識，道路標示の高輝度化の推進 

（荒川沖駅東西自由通路）案内標識の充実 他５２事業 

神立駅周辺地区  

○重点整備地区の面積 

○主な生活関連施設 

 

○主な特定事業等 

約６３ha 

土浦市役所神立出張所，神立地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ，図書館神立分館 他 

（神立駅）駅舎改築  

（神立停車場線）都市計画道路の整備 

（生活関連経路）駐輪，看板・商品等の歩行空間の障害物の排除  

他 33 事業 

重点整備地区共通 その他の事業 

○ソフト施策 ・市民のバリアフリーに対する理解と協力の推進 

・自転車利用に関するマナー向上の推進 他 
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

     

住宅リフォーム費用の助成，公営住宅の入居条件の緩和などを行うことにより，障害

者が快適に生活するための居住環境整備を進めます。 

 

２７２７２７２７    重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者（（（（児児児児））））住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム費用費用費用費用のののの助成助成助成助成    

   
  重度の身体障害者（児）の居室での生活を送りやすくするため，住宅内の段差解消や

トイレの改造などの費用の一部を助成します。また，助成額の範囲内で最大の効果が得

られるよう，申請者及び工事業者等との連絡調整を十分に図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

２８２８２８２８    障害者住宅整備資金障害者住宅整備資金障害者住宅整備資金障害者住宅整備資金のののの貸付貸付貸付貸付    

   
  障害者又は障害者と同居する世帯に対し，障害者の居室などの増改築又は改造に必要

な資金を貸付け，自宅での生活を支援します。 

 

   
  障害福祉課  

 

２９２９２９２９    障害者住宅改造障害者住宅改造障害者住宅改造障害者住宅改造アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー制度制度制度制度のののの実施実施実施実施のののの検討検討検討検討    

   
  障害者（児）が住宅改造に当たって円滑かつ効果的な工事ができるように，施工の前

後等において専門家の助言を受けられる体制を整備します。 

 

   
  障害福祉課  

 

３０３０３０３０    市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

   
  障害者や高齢者が自立した社会生活を営むことができるよう，快適で暮らしやすい居

住環境を提供するために，市営住宅の整備・充実を図り，公営住宅等のトイレや浴室の

手摺り設置や中層住宅のエレベーター設備の設置などを促進します。 

 

   
  住宅営繕課  

 

②②②②    居住環境居住環境居住環境居住環境のののの整備整備整備整備 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備     

 

３１３１３１３１    公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅のののの入居条件入居条件入居条件入居条件のののの緩和継続緩和継続緩和継続緩和継続    

   
  公営住宅に入居する際，本人又は家族が身体障害者等である場合，入居条件となる所

得基準を緩和するとともに，身体障害者専用住宅の新規入居者募集にあたっては，優先

的に身体障害者を対象とした募集を行います。また，既存の公営住宅等についても，改

修・改善等を促進し，高齢者や身体障害者が安全で安心して生活できる居住環境の整備

を図ります。 

 

   
  住宅営繕課  

 

 

障害者の社会参加を支援するため，移動手段である自動車の改造費用の助成，運転免

許取得費用の助成や福祉バスの運行など行動範囲の拡大を進める事業の充実を図りま

す。 

 

３２３２３２３２    自動車税自動車税自動車税自動車税，，，，軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税，，，，自動車取得税自動車取得税自動車取得税自動車取得税のののの減免制度減免制度減免制度減免制度のののの周知周知周知周知    

  障害者や家族等が運転する場合に，障害種別や程度に応じて，自動車税，軽自動車税，

自動車取得税が減免されます。障害者手帳発行時等に該当者に対して周知し，制度の普

及啓発に努め，障害者とその介護者等の経済的負担の軽減，障害者の行動範囲の拡大を

図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

３３３３３３３３    自動車運転免許取得費用自動車運転免許取得費用自動車運転免許取得費用自動車運転免許取得費用のののの助成助成助成助成    

   
  身体障害者の就労や社会参加のため，自動車運転免許取得費用の一部を助成し，障害

者の行動範囲の拡大と経済的負担の軽減を図ります。（地域生活支援事業－自動車運転

免許取得助成事業） 

 

   
  障害福祉課  

 

③③③③    行動範囲行動範囲行動範囲行動範囲のののの拡大拡大拡大拡大    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

 

３４３４３４３４    自動車改造費用自動車改造費用自動車改造費用自動車改造費用のののの助成助成助成助成    

   
  標準装備の自動車では運転が困難な重度の身体障害者に対して，自動車を改造する費

用の一部を助成し，経済的負担の軽減，社会参加促進を図ります。（地域生活支援事業

－自動車改造助成事業） 

 

   
  障害福祉課  

 

３５３５３５３５    重度障害者福祉重度障害者福祉重度障害者福祉重度障害者福祉タクシータクシータクシータクシー利用料金利用料金利用料金利用料金のののの助成助成助成助成    

   
  重度障害者の外出支援及び社会参加促進の一環として，医療機関等への往復に要する

タクシー料金の初乗り運賃相当額を助成し，在宅での生活を支援します。 

 

   
  障害福祉課  

 

３６３６３６３６    リフトタクシーリフトタクシーリフトタクシーリフトタクシー運行費運行費運行費運行費のののの補助補助補助補助    

   
  車いす使用者など外出が困難な状況にある身体障害者の通院等における負担軽減や

積極的な社会参加の促進を図るため，リフト付車両を運行する民間タクシー会社に対

し，運行費の一部を補助することにより交通手段を確保します。 

 

   
  障害福祉課  

 

３７３７３７３７    福祉福祉福祉福祉バスのバスのバスのバスの運行運行運行運行    

   
  福祉バスを提供することにより，各種イベント・大会等へ参加の便宜を図るなど障害

者の社会活動を支援します。 

 

   
  社会福祉課，社会福祉協議会（連携）  

 

３８３８３８３８    障害者外出支援障害者外出支援障害者外出支援障害者外出支援のののの充実充実充実充実    

   
  移動が困難な障害者等に対する外出支援の充実を図るため，デマンドタクシーなど公

共交通機関をはじめ，障害者の外出手段の利便性の向上について，更に検討します。 

 

   
  障害福祉課，高齢福祉課，都市計画課  

    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    



 

 39
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緊急時・災害時における情報の取得や発信手段を確保するとともに，災害時要援護者

制度の整備や防災マニュアル等の作成を進め，災害時の障害者支援体制を充実します。 

 

３９３９３９３９    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成等育成等育成等育成等    

   
  地域の障害者や高齢者が災害時に安全に避難できるようにするために，住民による自

主防災組織の結成を促進するとともに，効果的な訓練の実施を推進し，自主防災組織の

充実・強化を図ります。 

 

   
  総務課  

 

４０４０４０４０    防災防災防災防災マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等のののの作成作成作成作成    

   
  障害者の防災に対する知識の普及のために，障害者向け防災マニュアル「防災の手引

き」の周知や市の広報紙の活用による防災だよりの発行，ホームページやケーブルテレ

ビの活用等を行います。今後は，大規模な地震などの災害発生に備え，災害時要援護者

のための避難所の確保や避難経路の周知等に努めるとともに，避難マップや災害時要援

護者の支援者向けのマニュアル等の作成についても検討します。 

 

   
  障害福祉課  

 

４１４１４１４１    災害時要援護者支援体制災害時要援護者支援体制災害時要援護者支援体制災害時要援護者支援体制のののの整備整備整備整備    

   
  災害時に自力での避難が困難な障害者等の円滑で迅速な避難を支援する土浦市災害

時要援護者支援制度について，地域説明会等を通じて制度の周知を図るなど，地域にお

ける支援体制の構築に努めます。 

 

   
  総務課，社会福祉課，障害福祉課，高齢福祉課  

 

４２４２４２４２    緊急通報緊急通報緊急通報緊急通報システムシステムシステムシステム事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

   
  ひとり暮らし重度身体障害者の居宅における緊急時の迅速かつ適切な対応による安

全確保のために，緊急通報システムを整備し，緊急時の対応だけでなく，緊急時の備え

があることによる平常時における不安の解消を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

④④④④    緊急時救援体制緊急時救援体制緊急時救援体制緊急時救援体制のののの整備整備整備整備 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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４３４３４３４３    緊急時緊急時緊急時緊急時・・・・災害時災害時災害時災害時のののの情報獲得情報獲得情報獲得情報獲得・・・・発信手段発信手段発信手段発信手段のののの確保確保確保確保    

   
  関係機関と連携しながら，聴覚障害者を対象とした緊急通報システム，消防本部のフ

ァックス１１９番の実施や茨城県警のファックス１１０番・メール１１０番の周知を図

ります。また，聴覚障害者や視覚障害者，言語障害者など，情報獲得や情報発信が困難

な障害者が，災害・緊急時に安全に避難できるよう，情報技術等の活用を含め，障害種

別に応じた適切な情報発信・獲得手段を整備します。 

 

   
  障害福祉課  

    

    

    

    

    

    

    

担当担当担当担当    
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１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

障害者アンケート調査によると，障害者が今後利用したいサービスは「居宅介護」，

「短期入所」が多く，在宅におけるサービスを望んでおり，「福祉サービスについて知

りたいこと」については，「サービスの内容」や「利用方法」が多くなっています。ま

た，市民向けアンケート調査によると，市民が障害者福祉に望む施策について，「在宅

福祉サービスの充実」，「住みやすい住宅の確保や整備」，「就労の推進」と多岐にわたっ

ています。 

障害者が安心して生活を送ることができるよう，福祉サービスの充実を図るためには，

障害の特性や状況に応じた多様できめ細かな福祉サービスを提供していくとともに，利

用者本位の考え方に立って，個人の多様なニーズに対応する生活支援体制の整備やサー

ビス基盤の量的・質的な充実を計画的に推進し，障害の有無にかかわらず安心して暮ら

せる地域社会の実現に向けた体制の確立が求められています。また，障害者の自立・社

会参加の支援を進めていくためには，情報提供の充実，生活安定施策の推進を図ってい

く必要があります。 

このような課題に取り組むため，次のように基本方針を示し，施策の展開を図ります。 

    

    

● 障害者計画及び障害福祉計画に基づき，総合的なサービス提供の基盤整備を

進めるとともに，ケアマネジメント体制を整備して相談支援を強化します。 

● きめ細かい自立支援給付の提供と地域生活支援事業の実施により，利用者本

位の質の高い総合的なサービスの充実を図り，地域での自立生活を支援する

とともに，情報提供やコミュニケーション支援体制を充実します。 

● 「総合的な障害福祉サービスの提供」のため，生活安定のための施策や障害

者福祉に関わる人材の育成・確保を進めます。 

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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２２２２    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと個別個別個別個別事業事業事業事業    

    

    

 

障害者に対して，共通の制度のもとで，一元的に障害福祉サービスを提供できる体制

を構築し，一人ひとりが障害の状態やニーズに応じて，適切な支援が受けられるよう，

障害福祉サービスの充実に努めるとともに，障害福祉サービスや地域生活支援事業等の

適切な利用を支えるため，相談支援の充実を図ります。 

 

４４４４４４４４    自立支援給付自立支援給付自立支援給付自立支援給付のののの推進推進推進推進    

  
  障害者及び障害児が，希望するサービスを適切に利用することができるよう，自立支援

給付の適正な支給に努め，生活を支援します。障害福祉サービスについては，「土浦市障

害福祉計画」に基づき，サービス提供体制の充実と整備に努めます。 

ⅰ 障害福祉サービスの提供（介護給付費，訓練等給付費等の支給） 

ⅱ 機能を補完・代替する補装具の交付・修理（補装具費の支給） 

ⅲ 障害に係る医療支援（自立支援医療費等の支給） 

ⅳ その他の支援（サービス利用計画作成費，高額障害福祉サービス費，特定障害者特別

給付費等の支給） 

  
  障害福祉課 

 

①①①①    障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス等等等等のののの充実充実充実充実 

担当担当担当担当    

①①①①    障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスなどのサービスなどのサービスなどのサービスなどの充実充実充実充実    

    ②②②②    サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備    

    ③③③③    在宅障害者在宅障害者在宅障害者在宅障害者のののの支援支援支援支援    

    ④④④④    情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実    

    ⑤⑤⑤⑤    生活安定生活安定生活安定生活安定のためののためののためののための施策推進施策推進施策推進施策推進    

⑥⑥⑥⑥    人材人材人材人材のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    
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「自立支援給付」は，利用者への個別給付で，介護給付費，訓練等給付費，自立支援

医療費，補装具費などが支給されます。 

 

自立支援給付自立支援給付自立支援給付自立支援給付のののの体系体系体系体系    

 事業名 事業の内容 

介
護
給
付 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で，入浴，排せつ，食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に，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

総合的に行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに，危険を

回避するために必要な支援，外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に，居宅介護等複数のサービス

を包括的に行います。 

児童デイサービス 
障害児に，日常生活における基本的な動作の指導，集団生活

への適応訓練等を行います。 

短期入所（ショートステイ） 
自宅で介護する人が病気の場合などに，短期間，夜間も含め

施設で，入浴，排せつ，食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に，医療機関で機能訓練，療

養上の管理，看護，介護及び日常生活の世話を行います。 

生活介護 

常に介護を必要とする人に，昼間，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

します。 

施設入所支援 
施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排せつ，食事の介

護等を行います。 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

夜間や休日，共同生活を行う住居で，入浴，排せつ，食事の

介護等を行います。 

訓
練
等
給
付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう，一定期間，身

体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に，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います。 

就労継続支援Ａ型（雇用型） 

就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に，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います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談や日常生活上の援

助を行います。 

補
装
具 

補装具費を支給します。 

【補装具】障害者等の身体機能を補完し，又は代替し，かつ，長期間にわたり継続して使用

されるもの等。義肢，装具，車いす等 

自
立
支
援
医
療 

心身の障害を除去・軽減するための医療について，医療費の自己負担額を軽減する公費負担

医療制度です。 

【対象者】 

＜精神通院医療＞ 

統合失調症などの精神疾患を有する者で，通院による精神医療を継続的に要する者 

＜更生医療＞ 

身体障害者手帳の交付を受けた者で，その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に

効果が期待できる者（１８歳以上） 

＜育成医療＞ 

身体に障害を有する児童で，その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期

待できる者（１８歳未満） 
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 「地域生活支援事業」は，障害者が，その有する能力や適正に応じ，自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう，市町村を中心として実施するものです。 

土浦市では，以下の事業を実施しています。 

 

４５４５４５４５    地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業のののの充実充実充実充実    

   
 障害者が地域の中で安心して暮らせるように，地域の実情に応じたサービスを提供

し，障害者（児）の自立した日常生活又は社会生活を支援します。提供にあたっては，

土浦市障害福祉計画に基づき，適正な提供に努めるとともに，新たなニーズに対応する

ため，障害者や関係機関等との情報交換を行い，サービス提供体制の充実と整備を図り

ます。 

 

   
  障害福祉課  

 

 

担当担当担当担当    

土浦市土浦市土浦市土浦市がががが実施実施実施実施するするするする地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業    

事業名 事業の内容 

相談支援事業 

障害者等からの相談に応じ，必要な情報の提供，障害福祉サービスの利用支援，

権利擁護のために必要な援助を行い，自立した日常生活又は社会生活を支援し

ます。 

コミュニケーション支援事業 

意思疎通に支障のある障害者等に対し，手話通訳者・要約筆記者の派遣や手話

通訳者の窓口等への設置により，意思疎通の円滑化を図ります。 

（手話通訳者派遣事業，要約筆記者派遣事業，手話通訳者設置事業） 

日常生活用具給付事業 
障害を補い，障害者の日常生活がより円滑に送れるように，障害の種類及び程

度に応じて，日常生活に欠くことができない用具を給付します。 

移動支援事業 
社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出が円滑にで

きるよう，移動を支援します。 

地域活動支援センター事業 

＜基礎的事業＞ 

基本事業として，創作的活動または生産活動の機会の提供，社会との交流促進

等の支援を行うものです。 

＜機能強化事業＞ 

基礎的事業に加え，センターの機能や体制を充実強化する事業を実施し，地域

生活支援の促進を図ります。この事業形態として，機能強化の内容により３つ

の類型（Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型）を設けます。 

生活支援事業 
日常生活上必要な訓練・指導等の支援を行い，生活の質的向上と社会復帰の促

進を行います。 

訪問入浴サービス事業 
身体障害者の生活を支援するため，自宅への訪問によって入浴サービスを提供

します。 

更生訓練費給付事業 
就労移行支援又は自立訓練を利用している方や，施設に入所している身体障害

者に更生訓練費を支給します。 

日中一時支援事業（複数型） 日中において障害者を施設で一時的に預かることにより，その家族や介護者の

就労や休息などを支援します。障害の程度等を考慮した介護体制をとります。 障害者(児)一時介護事業（単独型） 

スポーツ・レクリエーショ

ン教室開催等事業 

スポーツ・レクリエーションを通じて，障害者の体力増強，交流，余暇等のた

め，各種教室や障害者スポーツ大会を開催します。 

点字・声の広報等発行事業 
文字による情報入手が困難な障害者のために，点訳，音訳等の方法により，広

報，障害者関係事業の紹介，生活情報などを定期的に提供します。 

手話奉仕員等養成研修事業 
聴覚障害者等との交流活動の促進，市の広報活動などの支援者として期待され

る手話奉仕員，要約筆記奉仕員等を養成研修します。 

自動車運転免許取得・改造助成事業 自動車の運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 
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４６４６４６４６    相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実    

   
  市に専門的な知識・技術を持った相談員を配置するとともに，社会福祉士や精神保健

福祉士等が在籍する事業所に相談支援事業を委託することにより，障害者（児），その

介護者・保護者等からの相談に応じ，必要な情報の提供や助言，適切な支援計画の作成

などを実施します。 

 

   
  障害福祉課  

 

４７４７４７４７    つくしのつくしのつくしのつくしの家家家家，，，，療育支援療育支援療育支援療育支援センターセンターセンターセンター，，，，障害者自立支援障害者自立支援障害者自立支援障害者自立支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営    

   
 （つくしの家） 

  知的障害者の多機能型施設として，自立訓練（生活訓練）・生活介護・就労移行支

援・就労継続支援Ｂ型の４つのサービスを提供し，障害の程度やライフステージに応

じた支援を実施します。また，職業訓練や社会訓練の場として，市内事業所等の協力

を得ながら，施設外訓練を実施します。 

（療育支援センター） 

  早期療育支援の拠点施設として，障害の状況に応じて，児童の単独通園及び保護者

との同伴通園による療育指導を実施し，自立に向け発達を支援します。指導にあたっ

ては，集団指導と個別指導により，児童に最も適した療育を提供します。また，児童

や保護者のニーズに応じることができるよう，専門的な技術・知識を持った療育相談

員や指導員を配置します。 

（障害者自立支援センター） 

  身体障害者を対象に，生活介護及び自立訓練（機能訓練）を実施する多機能型施設

として運営し，運営にあたっては，指定管理制度の活用により，充実したサービスの

提供を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

４８４８４８４８    地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業，，，，生活支援事業生活支援事業生活支援事業生活支援事業のののの実施実施実施実施    

   
  障害者の創作活動や生産活動を支援し，日中の居場所づくりや生活リズムづくりのた

めに，地域活動支援センターⅠ型を「ほびき園」，Ⅱ型を「地域活動支援センターにい

はり」，Ⅲ型を「あけぼの」として，地域活動支援センター事業を実施するとともに，

生活支援事業「ほびき園サテライト」を開設し，精神障害者の日中活動支援や相談の場

を設けています。地域活動支援センター事業及び生活支援事業は，いずれも地域生活支

援事業のひとつで，気軽に利用できるサービスであることから，内容の充実を図り，利

用者の増加を図っていきます。 

 

   
  障害福祉課  担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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障害者の自立支援の観点から，地域生活への移行など様々な課題に対応したサービス

提供体制を整えるとともに，障害者の生活を地域で支えるシステムを実現するため，地

域の社会資源を最大限に活用します。 

    

４９４９４９４９    保健福祉総合保健福祉総合保健福祉総合保健福祉総合システムのシステムのシステムのシステムの整備整備整備整備    

   
  障害者相談業務は，こども福祉課や高齢福祉課など福祉各部門との連携も重要となる

ため，保健福祉情報のシステム化を推進し，情報の共有化を図ることで，市民サービス

の向上に努めるとともに，情報セキュリティを確保しながら，必要な情報の共有化など

により，組織間の連携と窓口相談の充実を図ります。 

 

   
  障害福祉課，こども福祉課，高齢福祉課  

 

５０５０５０５０    地域地域地域地域でのでのでのでの自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活のののの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの整備整備整備整備    

   
  障害者のライフステージに対応した適正な支援ができるよう，土浦市地域自立支援協

議会や相談支援事業所を活用し，保健・医療分野やボランティア団体等の社会資源との

ネットワークを構築し，障害者を地域で支援する体制の整備を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

５１５１５１５１    介護保険介護保険介護保険介護保険サービスとのサービスとのサービスとのサービスとの調整調整調整調整    

   
  介護保険制度と障害福祉サービス等をはじめとする障害者福祉施策との調整を図り

ながら，サービス利用者に適切なサービスを提供できるよう両制度の柔軟な活用と円滑

な運営に努めます。 

 

   
  障害福祉課，高齢福祉課  

 

５２５２５２５２    計画策定計画策定計画策定計画策定へのへのへのへの参画促進参画促進参画促進参画促進    

   
  障害者に大きく関わる計画の策定等にあたっては，積極的に障害者の参画を図り，計

画等に係るアンケート・ヒアリング等においては，多くの障害者から意見を聴取し，計

画へ反映します。 

 

   
  障害福祉課  

 

②②②②    サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供     

 

５３５３５３５３    日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業のののの実施実施実施実施    

   
  自己決定能力が低下した人や障害者に対して，福祉サービスに関する情報提供・助

言・手続き等，生活支援員による援助などの福祉サービス利用支援と障害者自らが金銭

管理の方法や金銭感覚を身につけていけるよう，金銭管理支援を一体的に行い，自立支

援を図っていきます。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

５４５４５４５４    成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度のののの利用支援利用支援利用支援利用支援    

   
  「認知症」・「知的障害」・「精神障害」などによって判断能力の不十分な障害者や高齢

者等の，財産管理や契約等の法律行為を保護し支援する成年後見制度の普及啓発を図る

とともに，身寄りがないなど法定後見開始の申立てをする人がいない障害者や高齢者等

に代わって，市長が審判開始の申立て等の支援を行い，生活を守ります。 

 

   
  障害福祉課，高齢福祉課  

 

５５５５５５５５    郵便等投票制度郵便等投票制度郵便等投票制度郵便等投票制度のののの啓発啓発啓発啓発    

   
  郵便等投票を行うことができる重度身体障害者などの選挙人に対して，身体障害者手

帳等を交付する機会や広報紙，ホームページの利用などにより郵便投票制度等の普及・

啓発に努め，対象者の選挙権行使の拡大を図ります。 

 

   
  選挙管理委員会，障害福祉課  

 

５６５６５６５６    ライフステーライフステーライフステーライフステージにジにジにジに応応応応じたじたじたじた支援支援支援支援をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための支援支援支援支援ファイルのファイルのファイルのファイルの活用活用活用活用    

   
  発達に特別な支援を要する児童が成長していく過程で，小・中学校はもちろんのこと，

多くの機関が支援に携わっていく中で，ライフステージに応じた適切な支援を実施して

いくためには，情報の共有化を図る必要があるため，保護者や教育委員会との連携のも

と支援ファイルを作成し，活用できる環境を整備していきます。 

 

   
  障害福祉課  

    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

    

障害者の在宅生活を支える支援を充実するため，サービスの利用に対して，適切な支

援内容とサービスの必要量を確保します。また，サービス提供の担い手となる事業者等

に対し，情報提供や支援を行うことで，十分なサービス量の確保，サービスの質の向上

を図ります。 

 

５７５７５７５７    在宅生活支援配食在宅生活支援配食在宅生活支援配食在宅生活支援配食サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施    

   
  昼食・夕食の宅配及び安否の確認を行うことにより高齢者や障害者の食生活の安定と

健康維持を図るとともに，サービス対象者の心身の状況，環境及び家族の希望などにつ

いて民生委員・ケアマネジャー等と情報交換し，ヘルパー対応や配食以外のサービスも

提案していきます。 

 

   
  高齢福祉課  

 

５８５８５８５８    会食型食事会食型食事会食型食事会食型食事サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施    

   
  ひとり暮らし高齢者交流会事業など会食型食事サービスを実施します。今後は，地域

福祉の理念を踏まえ，地域の方々の協力を得て，各地域での開催とし，支部委員会（地

域）が実施主体となった会食事業を開催するなど地域の実情に合った内容にします。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

５９５９５９５９    ボボボボランティアランティアランティアランティア宅配型食事宅配型食事宅配型食事宅配型食事サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施    

   
  土浦市社会福祉協議会の支部（各地区公民館内の８支部）事業として，高齢者・障害

者等に対し，地域との交流を図りながら，ボランティアの手作りの食事（昼食）を月２

回宅配により提供することで，見守り，ふれあいを図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

６０６０６０６０    車車車車いすのいすのいすのいすの貸出貸出貸出貸出    

   
  土浦市社会福祉協議会本部や各支部（各地区公民館内の８支部），市役所において，

障害者や高齢者等に通院等の外出に利用するための車いすの貸出を行い，在宅福祉サー

ビスの向上を図ります。 

 

   
  障害福祉課，社会福祉協議会  

③③③③    在宅障害者在宅障害者在宅障害者在宅障害者のののの支援支援支援支援    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供     

 

６１６１６１６１    訪問理美容訪問理美容訪問理美容訪問理美容サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業のののの実施実施実施実施    

   
  移動及び外出が困難な在宅の重度身体障害者に対して，訪問理美容サービスに利用で

きる助成券を交付します。今後も，事業の周知を行うとともに，対象者範囲の拡大を検

討します。 

 

   
  障害福祉課  

 

６２６２６２６２    補助犬補助犬補助犬補助犬（（（（盲導犬盲導犬盲導犬盲導犬，，，，聴導犬聴導犬聴導犬聴導犬，，，，介助犬介助犬介助犬介助犬））））のののの利用促進利用促進利用促進利用促進    

   
  身体障害者の社会参加と自立更生の促進のため，茨城県の補助犬給付制度への協力や

補助犬の登録手数料等免除を行うとともに，様々な広報手段を活用して制度の周知を図

り，補助犬の利用を促進します。 

 

   
  障害福祉課，環境衛生課  

 

６３６３６３６３    精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者デイケアデイケアデイケアデイケア事業事業事業事業のののの促進促進促進促進    

   
  精神障害者に対して，日常生活の訓練の場として，調理や習字・スポーツなどのデイ

ケア事業を実施し，社会参加の促進を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

６４６４６４６４    福祉電話福祉電話福祉電話福祉電話のののの貸与貸与貸与貸与    

   
  外出することが困難な独居の重度身体障害者に，生活相談・安否確認を行うことがで

きるよう，無償による福祉電話の貸与，基本料金の一部助成を行い，連絡体制を整備し

ます。 

 

   
  障害福祉課  

    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

 

手話点字音訳サービス，広報のバリアフリー化など障害者に対する総合的な情報提供

体制を整備するとともに，障害者への配慮をしながら高度情報化を推進し，情報提供の

充実を図ります。 

 

６５６５６５６５    手話手話手話手話・・・・点訳点訳点訳点訳・・・・音訳音訳音訳音訳サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施    

   
  視覚障害者や聴覚障害者の情報コミュニケーションの支援などのために，ボランティ

ア等を活用して，手話，点訳，音訳のサービスを希望する障害者や団体等に提供すると

ともに，それぞれのサークル活動を支援し，ボランティア活動が活発化する環境整備を

図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

６６６６６６６６    広報広報広報広報のののの充実充実充実充実    

   
  障害者に対する情報提供のために，市の広報紙において，点字広報と声の広報を月２

回発行するとともに，毎週テレフォンサービスによる行事案内を行っています。今後も

情報内容や情報提供の方法などについて，障害者の意見を反映させながら充実を図りま

す。 

 

   
  広報広聴課  

 

６７６７６７６７    広報広報広報広報のバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリー化化化化のののの推進推進推進推進    

   
  ケーブルテレビ「マイシティつちうら」による内容を週ごとに更改した毎日の放送や

市の公式ホームページで市の情報の提供を行っています。 

「マイシティつちうら」では，市民アナウンサーを募集し，市民との協働を図り，市民

目線の番組づくりに努めています。また，市ホームページのバリアフリー化を推進する

ため，音声機能・文字拡大等を実施しています。 

 

   
  広報広聴課  

 

④④④④    情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供     

 

６８６８６８６８    利用利用利用利用にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    

   
  障害者に対する情報提供の充実に向け，情報通信がより円滑に利用可能となるように

情報アクセスの改善を図り，手話通訳者の設置，SP コードの付記，点字版，音声テー

プ版の作成など情報バリアフリー社会の実現に向けて様々な支援を行います。 

 

   
  障害福祉課  

 

６９６９６９６９    障害者関連障害者関連障害者関連障害者関連のののの総合的情報提供総合的情報提供総合的情報提供総合的情報提供のののの充実充実充実充実    

   
  障害者福祉関連情報等の提供については，障害福祉サービス案内の配付のほか，市ホ

ームページ等を一層充実させ，必要なときに必要な最新情報を見ることができる利用者

本位の情報提供体制の充実を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

７０７０７０７０    高度情報化高度情報化高度情報化高度情報化のののの推進推進推進推進にににに係係係係るるるる障害者等障害者等障害者等障害者等へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

   
  電子自治体の推進のための高度情報化に係る計画や整備にあたっては，障害者のＩＴ

利用や迅速な情報提供に配慮するとともに，音声や印刷物による情報伝達手段の充実を

図ります。 

 

   
  行政経営課  

 

７１７１７１７１    手話通訳者手話通訳者手話通訳者手話通訳者によるによるによるによる窓口対応窓口対応窓口対応窓口対応    

   
  聴覚障害者が，市の窓口で手続きを行う際に，的確かつ円滑に手続きが行えるように，

週に２日，障害福祉課に手話通訳者を配置します。 

 

   
  障害福祉課  

    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

 

障害基礎年金，心身障害者扶養共済事業，各種手当の充実，生活福祉資金の貸付や医

療福祉制度による保険給付自己負担金の助成等の実施により生活安定のための施策を

推進します。 

 

７２７２７２７２    障害基礎年金等障害基礎年金等障害基礎年金等障害基礎年金等のののの支給支給支給支給    

   
  国民年金の加入期間中に病気や事故等により障害者となった人に対して障害基礎年

金を支給します。なお，保険料未納などの理由により受給できないケースが多数あるた

め，ホームページや広報により周知し，課題の解消を図ります。 

 

   
  国保年金課  

 

７３７３７３７３    心身障害者扶養共済事業心身障害者扶養共済事業心身障害者扶養共済事業心身障害者扶養共済事業のののの充実充実充実充実    

   
  心身障害者の生涯にわたる生活の安定と将来に対する保護者の不安の軽減のため，心

身障害者扶養共済制度への加入促進を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

７４７４７４７４    各種手当各種手当各種手当各種手当のののの充実充実充実充実    

   
  障害をもつ人やその家族等を対象として，各種手当の支給や国・県の制度の受付を行

います。また，対象者に確実な支給ができるように制度の周知，適正な運用を図り，障

害者の経済的な安定への支援を行います。 

（市の手当）心身障害児及び心身障害者福祉手当，難病患者福祉手当 

（県の手当）重度心身障害者手当 

（国の手当）特別障害者手当，障害児福祉手当，経過的福祉手当，児童扶養手当， 

特別児童扶養手当 

 

   
  障害福祉課  

 

⑤⑤⑤⑤    生活安定生活安定生活安定生活安定のためののためののためののための施策推進施策推進施策推進施策推進    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供     

 

７５７５７５７５    生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金のののの貸付貸付貸付貸付    

   
  障害者，低所得者，高齢者等に対し，総合支援資金・福祉資金・教育支援資金等の貸

付と援助指導を行うことにより，経済的自立や社会参加の促進を図ります。また，生活

福祉資金の貸付申込者に対する相談支援，償還指導，生活課題の解決，関係機関との連

携等，相談体制の強化を図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

７６７６７６７６    障害者手帳申請用診断書料助成事業障害者手帳申請用診断書料助成事業障害者手帳申請用診断書料助成事業障害者手帳申請用診断書料助成事業のののの実施実施実施実施    

   
  身体障害者手帳及び精神障害者手帳の交付申請時に提出が必要となる診断書を受け

た方に対し，診断書料の一部を助成し，経済的負担の軽減を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

７７７７７７７７    医療福祉制度医療福祉制度医療福祉制度医療福祉制度によるによるによるによる保険給付自己負担分保険給付自己負担分保険給付自己負担分保険給付自己負担分のののの助成助成助成助成    

   
  乳幼児（未就学児）・妊産婦・ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）・重度心身障害者

等が，必要とする医療を容易に受けられるよう，医療保険での自己負担分の費用を公費

で助成するマル福助成制度について，広報紙・ホームページ等により周知に努め，医療

環境の充実を図ります。 

 

   
  国保年金課  

    

 

ガイドボランティアや地域介護ヘルパーの養成等により，専門的人材の育成と確保に

努め，障害者が地域へ移行するための体制を整備します。 

 

７８７８７８７８    ガイドボランティアのガイドボランティアのガイドボランティアのガイドボランティアの養成養成養成養成・・・・派遣派遣派遣派遣    

   
  視覚障害者の外出・移動を支援するガイドボランティアの養成及び派遣を実施しま

す。また，ガイドボランティア養成講座の内容を充実させると共に，障害者の余暇活動

や行事等をサポートするための養成講座を開催し，障害者のニーズに対応できる登録ボ

ランティアの増加を図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

⑥⑥⑥⑥    人材人材人材人材のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    総合的総合的総合的総合的なななな障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

 

７９７９７９７９    地域介護地域介護地域介護地域介護ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー養成講座養成講座養成講座養成講座のののの開催開催開催開催    

   
  助け合い，支え合う地域社会づくりを進める地域のボランティアの養成のため，地域

介護ヘルパー養成講座を開催し，講習後のボランティア活動に結び付けるため，ボラン

ティア活動場所の紹介，障害者や高齢者と接する機会の創出，修了後のボランティアと

しての活用を進めます。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

８０８０８０８０    人材人材人材人材のののの確保確保確保確保    

   
  関係各課と協議し，障害者のライフステージに応じたきめ細かいサービスを提供する

ために，社会福祉士・精神保健福祉士・理学療法士・作業療法士・臨床心理士・言語聴

覚士などの人材確保に努めます。 

 

   
  人事課  

    

    

    

    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実     

    

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

障害者アンケート調査によると，過去１年間に健康診断を受けていないとの回答が最

も多い一方，通院状況については，定期的に通院しているとの回答が６割を超えていま

す。また，医療・福祉関係者は，医療を受けるための介護者の確保や医療費の負担軽減，

機能回復訓練等の充実を必要としています。 

障害者が，地域において良好な生活を送るためには，健康が重要です。障害者に対す

る医療，医学的リハビリテーション等の充実により障害者の生活の質を高め，障害の内

容や状況に応じた健康指導を行うとともに，生活習慣病の予防等についても情報提供し

ていく必要があります。 

また，障害の早期発見や予防・軽減を図るため，各種の健康診査事業の実施に加え，

関係機関との連携を図り，適切な療育が受けられる体制の整備に努める必要があります。 

このような課題に取り組むため，次のように基本方針を示し，施策の展開を図ります。 

 
  

２２２２    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと個別個別個別個別事業事業事業事業    

    

    

● 障害の予防と早期発見に対する支援，リハビリテーション体制の充実を図り

ます。 

● 地域における精神医療体制と連携した心のケア支援体制の整備を推進します。 

● 「保健・療育体制の充実」に向け，母子保健の充実，医療体制の充実，健康

づくりの充実を推進します。 

● 療育指導や療育相談体制を充実し，発達に特別な支援を必要とする児童やそ

の保護者等に対する支援体制を強化します。 

①①①①    母子保健母子保健母子保健母子保健のののの充実充実充実充実    

②②②②    療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実    

③③③③    健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの充実充実充実充実    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向 

基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実    

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実    

 

疾病・障害の早期発見，早期治療，早期療育のため，乳幼児期における健康診査を実

施し，また，保護者の育児不安解消のため，各種の相談事業，家庭訪問指導事業等によ

り，母子保健の充実を図ります。 

 

８１８１８１８１    乳幼児健康診査乳幼児健康診査乳幼児健康診査乳幼児健康診査のののの充実充実充実充実    

   
  乳幼児の健全な育成のため，乳幼児期における疾病・障害の早期発見，早期治療・療

育を目的に，毎月「４か月児健康診査｣，｢１歳６か月児健康診査」，｢３歳児健康診査」

を実施します。今後は，未受診者の状況把握に努め，受診率の向上のための対策強化を

図ります。 

 

   
  健康増進課  

 

８２８２８２８２    健康教室健康教室健康教室健康教室のののの開催開催開催開催    

   
  妊婦等に対して妊娠・出産・育児に関する知識の普及を図るため，｢マタニティ教室｣・

「離乳食教室」の講義や実習を実施し，ホームページや母子健康手帳に案内のパンフレ

ットを折り込むなど周知に努めるとともに，参加者同士の交流を促進します。 

 

   
  健康増進課  

 

８３８３８３８３    相談指導事業相談指導事業相談指導事業相談指導事業のののの充実充実充実充実    

   
  乳幼児の発達や育児等に対する保護者の不安の解消を図るために，「１０か月児育児

相談｣，「赤ちゃん身体計測」等の相談事業を実施します。今後は，保護者の育児不安の

解消等を目的とし，母親に対する健康相談と情報提供を行うための支援体制の整備を推

進します。 

 

   
  健康増進課  

 

８４８４８４８４    家庭訪問指導事業家庭訪問指導事業家庭訪問指導事業家庭訪問指導事業のののの強化強化強化強化    

   
  母子の心身の健康維持のため，保健師の家庭訪問による相談指導を行い，育児不安を

訴える事例や虐待の疑いのある事例等については，その家庭の状況を十分に把握するた

めに，定期的な家庭訪問による指導を実施するなど母子保健の充実を図ります。 

 

   
  健康増進課  

①①①①    母子保健母子保健母子保健母子保健のののの充実充実充実充実    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実     

 

療育支援相談や学校の保健事業，各種の乳幼児健診後の指導など，早期療育体制の充

実を図ります。また，発達に特別な支援を必要とする幼児等に対して，成長の段階にお

ける一人ひとりの発達状況に応じた適正な療育指導を行うために，療育機関や教育機関

をはじめ，保健・医療・福祉・教育・労働・その他の多様な分野との連携強化を図り，

療育支援体制の充実に取り組みます。 

 

８５８５８５８５    各種乳幼児健診後各種乳幼児健診後各種乳幼児健診後各種乳幼児健診後のののの指導指導指導指導・フォロー・フォロー・フォロー・フォロー体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

   
  発達に特別な支援を必要とする幼児に対して，親子どんぐり教室やすこやか健診等に

よる健診後のフォロー体制の充実に努め，他の療育関係機関との連携を強化し，保護者

への周知や相談指導体制を充実します。 

 

   
  健康増進課  

 

８６８６８６８６    療育支援相談業務療育支援相談業務療育支援相談業務療育支援相談業務のののの充実充実充実充実    

   
  療育相談員を配置し，来所による相談，電話相談，保健センターにおける健診時の相

談，フォローアップ教室及び市内療育機関に対しての助言・指導，公立保育所巡回指導，

幼稚園・学校への訪問指導を行います。また，一人ひとりの発達状況に応じた療育，一

貫した助言・指導が行われるよう，療育相談員同士における共通理解を図る時間を設け，

教育委員会等との連携を密にし，適正な療育及び教育が行われるよう努めます。 

 

   
  障害福祉課  

 

８７８７８７８７    早期療育支援体制早期療育支援体制早期療育支援体制早期療育支援体制のののの充実充実充実充実    

   
  発達に特別な支援を必要とする児童及びその保護者に対する支援体制を強化するた

め，臨床心理士，言語聴覚士，理学療法士，作業療法士など様々な専門領域の相談員・

指導員の配置に努めるとともに，療育支援センターを早期療育の拠点として早期療育事

業を推進します。 

 

   
  障害福祉課  

 

②②②②    療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実    

 

８８８８８８８８    つくしつくしつくしつくし療育療育療育療育ホームホームホームホーム事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

   
  発達の状況に応じて個別支援計画を作成し，機能の回復や集団生活への適応に向けた

訓練などの指導を行います。また，保護者においても児童と共に通園することにより，

日常生活の中での対応について指導し，療育の効果を高めます。 

 

   
  障害福祉課  

 

８９８９８９８９    幼児幼児幼児幼児ことばのことばのことばのことばの教室事業教室事業教室事業教室事業のののの充実充実充実充実    

   
  ことばの遅れなど，コミュニケーション等の発達に特別な支援を必要とする幼児に対

して，療育指導を実施します。今後は，最新の療育指導を実施するため，大学等との提

携を検討します。 

 

   
  障害福祉課  

 

９０９０９０９０    つちうらつくしつちうらつくしつちうらつくしつちうらつくし学園学園学園学園におけるにおけるにおけるにおける療育指導療育指導療育指導療育指導のののの充実充実充実充実    

   
  知的障害児に対して，基本的な生活習慣や社会性を身につけることを目的に，個別支

援計画のもと，一人ひとりの状態に合わせた指導を行います。 

 

   
  障害福祉課  

 

９１９１９１９１    おもちゃライブラリーのおもちゃライブラリーのおもちゃライブラリーのおもちゃライブラリーの運営運営運営運営    

   
  障害児用のおもちゃの製作と貸出しを行うことにより，障害児の発達促進を図りま

す。また，おもちゃライブラリー事業の周知のために，市内小中学校の特別支援学級等

におもちゃの貸出し用カタログを配付します。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

９２９２９２９２    学校保健事業学校保健事業学校保健事業学校保健事業のののの充実充実充実充実    

   
  小・中学校における健康診断の充実を図り，児童・生徒等の障害の早期発見，早期対

応等に努めます。また，児童・生徒が健康な学校生活を送れるよう，将来の生活習慣病

予防の面からも未受診者に対し，受診勧奨を図ります。 

 

   
  教育総務課  

    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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機能訓練事業や，はり，きゅう，マッサージ施術費の補助等の実施により障害者の健

康保持と心身の安定を図るとともに，障害の原因ともなる生活習慣病の予防早期発見の

ための各種検診事業の実施や健康まつりの開催などを通して，市民の心身の健康保持と

意識の向上を図ります。 

 

９３９３９３９３    健康診査健康診査健康診査健康診査・・・・各種検診事業各種検診事業各種検診事業各種検診事業のののの充実充実充実充実    

   
  障害の発生の予防ともなる生活習慣病の予防・早期発見・早期治療のために，健康診

査及びがん検診など各種検診事業を実施し，受診率向上のため，広報紙やホームページ

等を通して健康診査やがん検診の周知に努めます。 

 

   
  健康増進課  

 

９４９４９４９４    健康健康健康健康まつりのまつりのまつりのまつりの開催開催開催開催    

   
  市民に対する心身の健康保持の意識の普及を図るとともに，各種保健事業への理解と

認識を深めるために，健康まつりを開催し，講演会，各種相談コーナーや展示コーナー

等の設置などを実施します。また，医療制度改革に基づく生活習慣病予防対策等により

健康への関心が高まっているため，保健や健康づくりに対する新しい情報提供の一層の

充実を図ります。 

 

   
  健康増進課  

 

９５９５９５９５    機能訓練事業機能訓練事業機能訓練事業機能訓練事業のののの充実充実充実充実    

   
  疾病，事故等により，在宅で療養している 40 歳から 64 歳までの治療終了後訓練又

は日常生活のための訓練を必要とする人に対して，心身機能の維持・回復を図り日常生

活の自立を助けることを目的に，「ふれあい教室」を実施します。今後は，医療機関な

どの関係機関との連携を図るとともに，広報紙による周知などを行い，機能訓練参加者

の増加を図ります。 

 

   
  健康増進課  

 

③③③③    健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの充実充実充実充実    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    保健保健保健保健・・・・療育体制療育体制療育体制療育体制のののの充実充実充実充実    

 

９６９６９６９６    「「「「こころのこころのこころのこころの相談相談相談相談」」」」事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

   
  精神障害者等の地域での生活を支援するために，精神障害者やその家族を対象に保健

センターで精神科医師による「こころの相談」事業を実施するとともに，保健所・精神

保健福祉センター等との連携を強化し，相談体制の充実を図りながら，ホームページや

広報紙により，精神障害者等及びその家族等に対して事業を周知します。 

 

   
  障害福祉課  

 

９７９７９７９７    はりはりはりはり，，，，きゅうきゅうきゅうきゅう，，，，マッサージマッサージマッサージマッサージ施術費施術費施術費施術費のののの補助補助補助補助    

   
  ７０歳以上の高齢者，６５歳以上の身体障害者，ねたきり・認知症の症状を有する人，

及びその介護者を対象として，はり，きゅう，マッサージ施術費の一部補助を行うこと

で，利用を促進し，健康保持や心身の安定を図ります。 

 

   
  高齢福祉課  

 

９８９８９８９８    自立支援医療費自立支援医療費自立支援医療費自立支援医療費のののの給付等給付等給付等給付等    

   
  １８歳以上の身体障害者が障害を取り除いたり，軽減して日常生活を容易にするため

に，角膜手術，関節形成手術等の自立支援医療（更生医療）費の給付を行います。また，

県で行っている１８歳未満の身体障害児に対する角膜手術，関節形成手術等の自立支援

医療（育成医療）費の給付及び通院により精神疾患の治療を受けている方の医療費を保

険と公費で負担する自立支援医療（精神通院）の周知に努めます。 

 

   
  障害福祉課  

 

 

 

 

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５    個性個性個性個性をををを生生生生かすかすかすかす教育教育教育教育・・・・育成育成育成育成のののの推進推進推進推進     

    

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

障害者アンケート調査によると，幼稚園や保育所，学校などに通っている知的障害者

のうち，約５３％は特別支援学校に通学し，約２３％は小中学校の特別支援学級に在籍

しています。 

「個性を生かす教育・育成の推進」に向けて，今後は，就学前障害児の育成支援，障

害児教育，障害児の教育環境の更なる充実を図ることが必要であるとともに，障害児の

将来における自立と社会参加を促進するため，本人の適性や障害の特性に応じた教育・

指導を充実していく必要があります。 

このような課題に取り組むため，次のように基本方針を示し，施策の展開を図ります。 

    

    

２２２２    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと個別個別個別個別事業事業事業事業    

    

    

● 発達に特別な支援を必要とする児童への療育指導体制の強化と教育機関，保

健機関等との連携による支援体制（早期発見，早期療育支援）の充実を図り

ます。 

● 「個性を活かす教育・育成の推進」を実現するため，就学前障害児の育成支

援や障害児教育の充実を図るとともに，教育環境の整備を推進します。 

● 障害のある子ども一人ひとりの障害の種別や程度に応じて，乳幼児期から学

校卒業時まで一貫したきめ細かな支援を継続的・計画的に実施し，障害児の

個性に応じた保育・教育体制と将来にわたる支援を行います。 

①①①①    就学前障害児就学前障害児就学前障害児就学前障害児のののの育成支援育成支援育成支援育成支援    

②②②②    障害児教育障害児教育障害児教育障害児教育のののの充実充実充実充実    

③③③③    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５    個性個性個性個性をををを生生生生かすかすかすかす教育教育教育教育・・・・育成育成育成育成のののの推進推進推進推進    

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５    個性個性個性個性をををを生生生生かすかすかすかす教育教育教育教育・・・・育成育成育成育成のののの推進推進推進推進    

 

障害児保育の充実，障害児受入体制の整備に努め，就学前障害児の育成支援を強化す

るとともに，就学相談や巡回指導を実施し，各関係機関と連携を図りながら，乳幼児期

から学校卒業時までの各ライフステージに応じた支援体制の整備を推進します。 

 

９９９９９９９９    障害児保育障害児保育障害児保育障害児保育のののの充実充実充実充実    

   
  障害児保育のニーズの高まりに対応するため，保育士の障害児保育研修等による個々

のスキル・アップを図り，巡回指導を参考にしながら，障害の状況に応じたきめ細かい

保育を実施し，障害児保育の質の向上及び受入体制の充実に努めます。 

 

   
  こども福祉課  

 

１００１００１００１００    公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園におけるにおけるにおけるにおける障害児障害児障害児障害児のののの受入体制受入体制受入体制受入体制のののの充実充実充実充実    

   
  障害児の公立幼稚園での受け入れを行うために，援助を必要とする障害児に対し，特

別支援教育支援員を配置し，受入体制の充実を図ります。 

 

   
  学務課  

 

１０１１０１１０１１０１    一時預一時預一時預一時預りりりり事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

   
  障害児を含めた児童の保護者等の緊急時における対応として，保育所の一時預り保育

を実施し，事業の周知及び受入体制の充実に努めます。 

 

   
  こども福祉課  

 

１０２１０２１０２１０２    就学相談就学相談就学相談就学相談のののの実施実施実施実施    

   
  障害児就学指導委員会を開催するとともに，就学児の保護者が気軽に就学や進路につ

いて相談できる電話相談を行い，就学相談を実施しています。重要な相談については，

障害児就学指導委員会を中心に各機関が連携して，継続的な相談・指導を行います。さ

らに，障害児就学指導委員会を中心に各機関との連携を強化し，継続的な相談・指導体

制の充実を図るとともに，実務に精通した委員を選任し，委員会の活性化を図ります。 

 

   
  学務課，指導課  

    

①①①①    就学前障害児就学前障害児就学前障害児就学前障害児のののの育成支援育成支援育成支援育成支援    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５    個性個性個性個性をををを生生生生かすかすかすかす教育教育教育教育・・・・育成育成育成育成のののの推進推進推進推進     

 

障害児の個別指導計画を作成するなど障害の種別や程度に応じた適正な指導に努め

るとともに，きめ細かな教育を推進するため，各種の研修を実施し，教職員等の専門性

の向上を図ります。 

 

１０３１０３１０３１０３    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターのコーディネーターのコーディネーターのコーディネーターの配置配置配置配置    

   
  各小中学校，幼稚園に特別支援教育コーディネーターを配置し，校内における特別支

援教育の体制整備を推進するために，保護者や学級担任の相談窓口になるとともに，事

例の検討や研修会のために地域の関係機関との連携や調整を行って，特別支援教育コー

ディネーターを中心とした地域におけるネットワークづくりを構築し，幼稚園・学校・

家庭・地域・関係機関が一体となった体制づくりを進めます。 

 

   
  指導課  

 

１０４１０４１０４１０４    教職員等教職員等教職員等教職員等のののの障害児研修障害児研修障害児研修障害児研修のののの充実充実充実充実    

   
  市内の公立・私立幼稚園・学校・保育所・療育機関等で障害児に関わる職員の専門性

の向上と障害児への指導の充実を図るため，特別支援学級担任だけでなく，通常の学級

を担任している教員や，保育士，幼稚園教諭を対象として，障害児教育研修を行うとと

もに，相談支援ファイルの活用，巡回相談についての共通理解を深めます。 

 

   
  指導課  

 

１１１１０５０５０５０５    障害児教育障害児教育障害児教育障害児教育のののの充実充実充実充実    

   
  障害児教育に関する講演会，合同研修会，小中学校特別支援学級合同校外学習等を通

して，発達障害のある幼児・児童・生徒の支援など，特別支援教育の充実に努め，児童

生徒の障害の種別や程度に応じた個別の指導計画作成，個別の教育支援計画策定をしま

す。また，障害児の障害の種別や程度に応じた適切な教育を行うため，早期療育支援事

業との連携，特別支援学校のセンター的機能を活用したネットワークづくりをし，地域

の巡回相談を実施します。 

 

   
  指導課  

 

②②②②    障害児教育障害児教育障害児教育障害児教育のののの充実充実充実充実    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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１０６１０６１０６１０６    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のためののためののためののための安定的安定的安定的安定的なななな支援支援支援支援のののの推進推進推進推進    

   
  障害児就学指導委員会において，普通学級への入級が可能であると判定された援助を

必要とする障害のある児童・生徒に特別支援教育支援員を配置し，また，介助員による

移動支援については，土浦市社会福祉協議会の友愛サービス（有償ボランティア）等で

対応することで安定的な支援の推進を図ります。 

 

   
  学務課  

    

 

障害児がそれぞれの障害に応じて学ぶことができるように，障害に配慮した学校施設

の整備，バリアフリー化を進めるとともに，放課後の障害児の受入体制を整備するなど，

教育環境の整備を促進します。 

 

１０７１０７１０７１０７    学校施設学校施設学校施設学校施設のバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリー化化化化のののの推進推進推進推進    

   
  障害児が支障なく学校生活を送れるように，人にやさしいまちづくり計画に基づき，

スロープ，多目的トイレ，身体障害者用駐車スペース等の設置，校舎昇降口動線のバリ

アフリー化を行い，学校施設のバリアフリー化を推進し，障害児を学校に受け入れるた

めの施設整備を図ります。 

 

   
  学務課  

 

１０８１０８１０８１０８    就学障害児就学障害児就学障害児就学障害児のののの放課後支援対策放課後支援対策放課後支援対策放課後支援対策のののの充実充実充実充実    

   
  普通小学校等で実施されている放課後児童クラブにおいて，障害児の受け入れをする

とともに，介護者の就労等で，放課後に介護困難な障害児については，地域生活支援事

業の障害者（児）一時介護事業及び日中一時支援事業において対応します。今後は，特

別支援学校の空き教室利用を県へ働きかけるとともに，保護者などボランティアの人員

を確保しながら，療育支援センターなど，市の施設における日中一時支援事業を検討し

ます。 

 

   
  障害福祉課，青少年課  

③③③③    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６    就労支援就労支援就労支援就労支援とととと働働働働くくくく場場場場づくりづくりづくりづくり     

    

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

市民向け，医療・福祉関係者向けアンケート調査によると，障害者の地域や社会への

参加に理解が高いと同時に，障害者に対して就労の機会を増やすことを求めています。

また，事業者向けアンケート調査によると，事業者が障害者を雇用する上での課題とし

ては，業務の選定と設備の改善が挙げられ，障害者の職務能力の適正な把握や職業指

導・カウンセリングの充実を重視し，すでに障害者を雇用している事業者においては，

「障害者を雇用して困ったことはない」という回答が多数を占めています。 

障害者の自立生活において，就労は，経済的生活基盤の確保とともに，規則正しい生

活リズムの構築，生きがいづくりなど非常に重要な役割をもっています。 

働きたいという意欲がある障害者に対して，その能力と適性に応じた働く場が確保さ

れるよう支援していくとともに，障害の程度や種類によって，一般就労が困難である障

害者については，福祉的就労の場の提供など多様な就労の場を確保する必要があります。 

その一方で，障害者の一般雇用の伸び悩みや，就労後の早期離職，福祉的就労の場で

の工賃水準の低迷など様々な課題があり，福祉と雇用の関係機関等が連携した障害者の

就労支援の更なる充実，福祉的就労の場での工賃水準の引上げに向けた体制づくりなど

が必要となっています。 

このような課題に取り組むため，次のように基本方針を示し，施策の展開を図ります。 

 

    

● 職業安定所や障害者就労支援センターなど関係機関との連携を強化し，一般

就労への移行や福祉的就労を含めて，就労移行支援事業や就労継続支援事業

を充実します。 

● 障害の状況に応じた多様な作業訓練，職業訓練等の日中活動の場，地域生活

支援の場を確保し，社会参加を促進します。 

● 「土浦市地域自立支援協議会」，「土浦市ふれあいネットワーク」などを活用

して，就労と保健・医療・福祉・教育の関係機関等との連携を推進します。 

基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６    就労支援就労支援就労支援就労支援とととと働働働働くくくく場場場場づくりづくりづくりづくり    

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６    就労支援就労支援就労支援就労支援とととと働働働働くくくく場場場場づくりづくりづくりづくり    

２２２２    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと個別個別個別個別事業事業事業事業    

    

    

 

障害者就業・生活支援センターや土浦公共職業安定所（ハローワーク）等の関連機関

と連携を図りながら，就労を支援する各事業等の推進により，障害者の一般就労への移

行を進めるとともに，職業訓練や職場体験など一般就労への契機となる場や機会の提供

を図り，障害者の就労促進を図ります。 

 

１０９１０９１０９１０９    障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター等等等等のののの活用活用活用活用    

   
  一般就労を希望する障害者のために，障害者就業・生活支援センターかすみ等障害者

就労支援事業所との連携の下で，障害者雇用機会創出事業に基づくトライアル雇用や職

場適応援助者（ジョブコーチ）制度等の活用による障害者の職場の開拓や雇用後の職場

定着を図っています。今後は，市施設と各関連機関との交流や情報の交換等による連携

の強化と，障害者の利用促進を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

１１０１１０１１０１１０    土浦公共職業安定所等関連機関土浦公共職業安定所等関連機関土浦公共職業安定所等関連機関土浦公共職業安定所等関連機関とのとのとのとの連携連携連携連携のののの強化強化強化強化    

   
  障害者の一般就労を促進するために，土浦公共職業安定所等関連機関と連携を図りな

がら，障害者の雇用促進に向けて，関係機関で情報を共有化し，各関係機関における諸

機能の活用と関連事業の周知に努めます。 

 

   
  障害福祉課  

 

①①①①    一般就労一般就労一般就労一般就労のののの支援支援支援支援    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

①①①①    一般就労一般就労一般就労一般就労のののの支援支援支援支援    

②②②②    福祉的就労福祉的就労福祉的就労福祉的就労のののの場場場場のののの提供提供提供提供    
施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６    就労支援就労支援就労支援就労支援とととと働働働働くくくく場場場場づくりづくりづくりづくり     

 

１１１１１１１１１１１１    障害者障害者障害者障害者のののの就労就労就労就労にににに向向向向けたけたけたけた支援策支援策支援策支援策のののの強化強化強化強化    

   
  土浦市地域自立支援協議会を中心に，障害者の就労や社会参加に向け，事業所等の協

力による就労訓練や職場体験，イベント時の障害者によるボランティア活動などを実施

しています。今後は，就労訓練や職場体験の場を拡大するとともに，障害者の社会参加

活動を一層充実させ，障害に対する理解促進，障害者雇用の増大を図ります。 

 

   
  障害福祉課  

 

 

「つくしの家」における就労継続支援の実施や「福祉の店」の活用など福祉的な就労

の場の提供を行い，福祉的就労の支援を強化します。 

 

１１２１１２１１２１１２    つくしのつくしのつくしのつくしの家家家家におけるにおけるにおけるにおける就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援のののの実施実施実施実施    

   
  一般就労経験者や就労移行支援終了者を対象に，福祉的就労を希望する知的障害者が

働く場として，つくしの家において，就労継続支援Ｂ型の障害福祉サービスを実施しま

す。 

 

   
  障害福祉課  

 

１１３１１３１１３１１３    「「「「福祉福祉福祉福祉のののの店店店店」」」」のののの活用活用活用活用    

   
  土浦市社会福祉協議会が運営する「福祉の店」において，障害者の手作り品（工芸品，

パンや菓子など）を展示販売することにより，障害及び障害者について，市民の理解を

深め，障害者の能力向上と生きがいづくりに努め，各種イベント等への出店の際には，

障害者が販売を行うなど，就労体験を行う場として活用します。 

 

   
  社会福祉協議会  

②②②②    福祉的就労福祉的就労福祉的就労福祉的就労のののの場場場場のののの提供提供提供提供    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

市民向けアンケート調査によると，障害者が地域や社会で参加するためには，子ども

のころから学校などで障害者とのふれあいや助け合いの機会を増やすことが大切であ

り，また，障害者が外出しやすい環境づくりが必要であると感じています。 

障害者が文化活動，スポーツ・レクリエーション活動に参加することは，生活にうる

おいを与え，自立と社会参加を促進する上で非常に重要で意義のあることです。障害者

が，体力や年齢，目的や障害の状況などに応じて，積極的に様々な活動に参加すること

ができるよう，文化・スポーツ等の振興を図り，各種事業を充実する必要があります。 

このような課題に取り組むため，次のように基本方針を示し，施策の展開を図ります。 

 

 

２２２２    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと個別個別個別個別事業事業事業事業    

    

①①①①    スポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーション活動活動活動活動のののの支援支援支援支援    

②②②②    生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動のののの支援支援支援支援    

③③③③    社会参加社会参加社会参加社会参加のののの促進促進促進促進    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向 

    

● 障害者の社会参加促進のため，スポーツや生涯学習，文化活動等への多面的

な支援を行います。 

● 「生きがいのある生活支援」に向け，スポーツ・レクリエーション活動の支

援，生涯学習活動の支援，社会参加の促進を図るとともに，各事業について，

周知方法や参加者の募集方法，競技内容等を工夫するなどして事業の充実，

参加者の増加に取り組みます。 

基本目標基本目標基本目標基本目標７７７７    生生生生きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある生活支援生活支援生活支援生活支援    

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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かすみがうらマラソンにおける国際盲人マラソン大会及び車いすフルマラソン，障害

者（児）スポーツ大会の開催など，障害者が参加し，楽しめるスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を振興するとともに，ボランティアの確保などにより，障害者のスポーツ活動

やレクリエーションなどの大会や行事の実施を支援します。 

 

１１４１１４１１４１１４    障害者障害者障害者障害者（（（（児児児児））））スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会のののの開催開催開催開催    

   
  障害者（児）が「完全参加と平等」のもと，スポーツを通じて体力の維持向上を図る

とともに，障害者（児）と地域社会との交流を促進し，市民に対する障害者（児）への

理解と関心を高めるため，障害者（児）スポーツ大会を年１回開催しています。今後は，

より多くの参加者及びボランティアの協力を得るため，大会の運営方法等について検討

していきます。 

 

   
  障害福祉課  

 

１１５１１５１１５１１５    かすみがうらマラソンにおけるかすみがうらマラソンにおけるかすみがうらマラソンにおけるかすみがうらマラソンにおける障害者障害者障害者障害者レースのレースのレースのレースの充実充実充実充実    

   
  大会テーマの一つである「体験する福祉・ノーマライゼーションの実践」の更なる充

実を図るため，視覚障害者（伴走ボランティアを含む）が参加する「国際盲人マラソン

かすみがうら大会」に加え，第 20 回大会より「車いすフルマラソン」の部を開催しま

す。今後も，障害者の社会参加と市民の理解を深めるため，多くのランナーが参加でき

るよう努め，安全な走路の確保や種目間の調整を行い，安全で円滑な大会運営を図りま

す。 

 

   
  スポーツ振興課  

 

１１６１１６１１６１１６    レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション等等等等のののの開催開催開催開催    

   
  土浦市社会福祉協議会や障害者福祉団体等が開催する交流キャンプ，映画鑑賞会など

の開催を支援するとともに，各種行事における内容の充実，ボランティアが参加しやす

い環境整備に努め，ボランティアの協力を得ながら，各種スポーツ・レクリエーション

等事業の充実に努めます。 

 

   
  障害福祉課  

①①①①    スポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーション活動活動活動活動のののの支援支援支援支援    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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１１７１１７１１７１１７    公共公共公共公共スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの使用料使用料使用料使用料のののの減免減免減免減免    

   
  霞ケ浦文化体育施設使用料の減免を行うとともに，その他の公共スポーツ施設につい

ても，使用料等減免の拡充を図ります。 

 

   
  スポーツ振興課  

    

 

障害者の学習機会の創出のため，公共文化施設の入場料の減免や関連施設の整備を推

進するとともに，障害者が参加できる生涯学習講座を開催し，障害者の学習活動を支援

します。 

 

１１８１１８１１８１１８    公共文化施設公共文化施設公共文化施設公共文化施設のののの入場料入場料入場料入場料のののの減免等減免等減免等減免等    

   
  市立博物館・上高津貝塚考古資料館において，障害者が入館する際の入館料全額免除

や館内用車いすの貸出しを行っています。今後とも障害者のための設備拡充や表示・案

内などの充実に努め，バリアフリー化を推進します。 

 

   
  文化課  

 

１１９１１９１１９１１９    図書館等利用図書館等利用図書館等利用図書館等利用におけるにおけるにおけるにおける利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上    

   
  障害者への図書の郵送サービスにおいて，「点字資料」「広報点字版」「声の広報」を

作成し，郵送貸出の体制を整えるなど図書館等の視聴覚資料や備品の充実を図っていま

す。今後も，図書館での各種障害者サービスを早期に実施することで，生涯学習活動の

支援と図書館の利便性の向上を図ります。 

 

   
  生涯学習課  

 

１２０１２０１２０１２０    生涯学習関連施設生涯学習関連施設生涯学習関連施設生涯学習関連施設のののの整備整備整備整備    

   
  障害者の生涯学習活動を支援するため，「土浦市人にやさしいまちづくり計画」に基

づき，公民館入口扉の自動ドアへの改修，点字誘導ブロックの敷設，障害者用トイレの

改修など生涯学習関連施設のバリアフリー化を図ります。 

 

   
  生涯学習課  

 

②②②②    生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動のののの支援支援支援支援    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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１２１１２１１２１１２１    障害者障害者障害者障害者がががが参加参加参加参加できるできるできるできる生涯学習講座生涯学習講座生涯学習講座生涯学習講座のののの開催開催開催開催    

   
  市で開催する生涯学習講座に障害者も参加できるよう，手話通訳者や車いす介助者等

の派遣体制を整備します。今後も障害者が参加できる生涯学習講座を開催し，障害者の

自立支援のための環境づくり及び学習機会の提供，障害者に対する情報格差の解消に努

めます。 

 

   
  生涯学習課  

    

 

障害者団体など地域の福祉団体の活動支援や障害者に関わる地域活動の支援により，

障害者の社会参加，相互交流を促進します。 

 

１２２１２２１２２１２２    地域活動地域活動地域活動地域活動のののの促進促進促進促進    

   
  市内の障害者団体等による「障害児（者）を励ます新年の集い」，県内の障害者団体

による「水（山）の集い」「銀輪の集い」などの障害者間の相互交流活動を支援します。

また，障害者等の各種行事への参加促進を図るとともに，土浦市地域自立支援協議会に

おいては，障害者の地域行事への参加やボランティア活動に対する支援策をさらに検討

します。 

 

   
  障害福祉課  

 

１２３１２３１２３１２３    障害者障害者障害者障害者（（（（児児児児））））福祉団体活動福祉団体活動福祉団体活動福祉団体活動のののの支援支援支援支援    

   
  障害者，家族，支援者などで構成される市内の障害者団体に対して，土浦市社会福祉

協議会から補助金を交付し，活動を支援しています。今後も，障害者団体の主体性を尊

重しながら，各団体の組織の強化や，団体間のネットワークづくりを支援します。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

１２４１２４１２４１２４    総合福祉会総合福祉会総合福祉会総合福祉会館館館館のののの運営運営運営運営    

   
  地域福祉活動の拠点として整備された総合福祉会館について，引き続き施設の活用と

機能の充実を図ります。 

 

   
  社会福祉課，社会福祉協議会（連携）  

③③③③    社会参加社会参加社会参加社会参加のののの促進促進促進促進    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    

担当担当担当担当    
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第第第第３３３３章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    基本目標基本目標基本目標基本目標７７７７    生生生生きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある生活支援生活支援生活支援生活支援    

 

１２５１２５１２５１２５    ふれあい・いきいきサロンのふれあい・いきいきサロンのふれあい・いきいきサロンのふれあい・いきいきサロンの実施実施実施実施    

   
  住み慣れた地域で仲間づくり及び交流を通して，地域における福祉コミュニティの推

進を図るため，市内の集会所，公民館等の身近な建物を利用して，障害者等が集まり，

情報の交換や交流を行う「ふれあい・いきいきサロン」の設置を支援します。今後は，

各社協支部との連携を図り，サロンについて周知を図ります。 

 

   
  社会福祉協議会  

 

 

 

 

 

担担担担当当当当    
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第第第第４４４４章章章章    計画計画計画計画のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて     

 

 

本計画を着実に推進するためには，計画の達成状況を評価し，必要に応じて計画の見

直しを行うことが必要です。 

このため，本計画に位置づけられた事業等の達成状況を点検・評価するとともに，本

計画策定後の法改正や制度改革への対応について適宜協議をし，計画の見直しの際に次

期計画へ反映します。 

 

    

    

計画を推進していくためには，障害者，市民，地域等との協働体制づくりが必要です。 

障害者やその家族，障害者団体等との協議･意見交換とともに，市民の意見・提言等

も積極的に取り入れ，計画の策定･見直しに反映させていきます。 

    

    

関係部署の連携を図り，本計画に位置づけた各施策の進捗状況の把握及び評価等を定

期的に行うとともに，全庁的に各種施策を展開することにより，障害者施策の総合的か

つ効果的な推進に努めます。 

また，国，県及び市町村といった行政機関，保健・医療・福祉・教育・労働など各方

面の専門機関，サービスの提供や支援を行う事業者，ＮＰＯ法人，地域活動団体，ボラ

ンティア等との連携を進め，障害者の地域生活支援の強化を図ります。 

    

    

国・県からの情報収集，近隣市町村との情報交換促進などにより，障害者やその家族

等に向けた情報提供の充実を図ります。また，事業者に対して広く情報提供を行い，サ

ービスの質の向上，技術・知識の向上を支援するとともに，多様な事業者の参入を促進

します。 

①①①①    障害者障害者障害者障害者，，，，市民市民市民市民のののの意見意見意見意見のののの反映反映反映反映 

②②②②    庁内連携庁内連携庁内連携庁内連携とととと関係機関連携関係機関連携関係機関連携関係機関連携のののの強化強化強化強化 

③③③③    情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実 

１１１１    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進 

第第第第４４４４章章章章    計画計画計画計画のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて 

２２２２    推進推進推進推進体制体制体制体制 
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第第第第４４４４章章章章    計画計画計画計画のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて 

    

「土浦市地域自立支援協議会」を定期的に開催し，障害者団体，学識経験者，障害福

祉サービス事業所やボランティア団体など多様な社会資源のネットワーク化を図ると

ともに，保健・医療・福祉・教育・労働・その他の多様な分野において情報の共有化を

図り，連携体制の構築を進めます。 

    

    

本計画を確実に推進していくためには，必要な財源を確保する必要があります。 

国及び県に対して，障害者のニーズに応えられるだけの十分な負担金や補助金による

財政的支援を要望するとともに，市においては，この計画に位置づけた事業に対する予

算の確保に努めます。

 

 

 

 

 

 

④④④④    土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会土浦市地域自立支援協議会のののの運営運営運営運営とネットワークのとネットワークのとネットワークのとネットワークの活用活用活用活用 

⑤⑤⑤⑤    必要財源必要財源必要財源必要財源のののの確保確保確保確保 
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