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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    
本市では，「第７次土浦市総合計画」をまちづくりの柱とし，

「つちうら障害者プラン」や「土浦市障害福祉計画」に沿って，

障害者の能力や適性に応じた支援を行うとともに，地域資源の

活用や開発を図るなど，総合的な障害者施策を推進していると

ころです。 

国の障害者福祉施策においては，障害者のニーズや社会情勢など障害者を取り巻く環境が

大きく変化する中，「障害者自立支援法」による障害者福祉施策など，度重なる制度改変を

経て，今また新たな制度の構築が検討されております。 

また，国際的な合意として，２００６年に国連で採択された「障害者権利条約」への署名

を行い，現在，その批准に向けた法制度等の整備が進められております。 

このような変革の時代にあって，ノーマライゼーションの理念の下，障害者本位の施策を

切れ目なく，総合的かつ計画的に推進していくために，市では，第２期目となる「土浦市障

害者計画」を策定いたしました。 

本計画は，前計画である「つちうら障害者プラン」の｢ともに生きる うるおいのある ま

ちをめざして｣を基本理念として継承し，「地域との協働」，「総合的な福祉サービスの提供」

及び「自立生活の支援」をキーワードに，障害福祉施策を推進していく上での指針を定める

ものです。 

今後は，本計画に沿って，障害のある人も障害のない人も地域社会の中でともに生活し，

活動できる｢ともに生きるまち｣，誰もが安心して，楽しく，いきいきと生活できる｢うるお

いのあるまち｣の実現を目指してまいりますので，より一層の御理解と御支援をお願い申し

上げます。 

最後に，本計画の策定に当たり，検討・協議に御尽力いただきました土浦市障害者計画策

定委員会委員の皆様をはじめ，アンケート調査やパブリック・コメントに御協力いただきま

した市民の皆様並びに関係各位には，心より厚く御礼申し上げます。 

 

平成２２年３月 

土浦市長  中 川  清    
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第第第第１１１１章章章章    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって     

    

    

平成５年（１９９３年）に障害者の自立及び社会参加に向けた支援等のための施策に

ついて基本事項を定める「障害者基本法」が成立し，障害者施策の総合的・計画的な推

進が法的に位置づけられました。平成７年（１９９５年）には「精神保健法」が「精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改正され，精神に障害を持つ人への自立と社

会参加への支援が打ち出されました。さらに，平成１２年（２０００年）には介護保険

制度が施行され，サービス利用の仕組みが利用者本人により選択する時代に移行してい

ます。 

本市においては，平成１２年（２０００年）に障害者基本法に基づき「ともに生きる 

うるおいのある まちをめざして」を基本理念とした「つちうら障害者プラン」を策定

し，本市の障害者福祉施策を総合的・計画的に推進してきました。 

同プランの策定以後には，平成１４年（２００２年）に「障害の有無にかかわらず，

国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会」の実現を目指した「新障害者

基本計画」が策定され，平成１５年（２００３年）に「支援費制度」が制定された後，

平成１８年（２００６年）には，「障害者自立支援法」が施行されました。 

以上のように，障害者を取り巻く社会情勢は刻々と変化し，今後もこのような傾向は

続くものと予想されます。 

土浦市では，平成２０年（２００８年）３月に策定した「第７次土浦市総合計画」に

掲げる「自立と社会参加を促進する障害者福祉の充実」の実現のため，様々な状況変化

に柔軟に対応し，一貫した障害者施策の展開を推進していく計画の策定が必要となって

います。 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景 

第第第第１１１１章章章章    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたっにあたっにあたっにあたってててて 



 

 ２ 

第第第第１１１１章章章章    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって     

（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））計計計計計計計計画画画画画画画画のののののののの目目目目目目目目的的的的的的的的        

土浦市障害者計画は，障害者福祉や社会経済情勢の変化を踏まえ，ノーマライゼーシ

ョンの理念の下，障害のある人も障害のない人と同じように，いきいきと暮らせる社会

の構築を目指し，本市の障害者施策を総合的かつ計画的に推進していくための計画です。 

本市では，平成１２年度に「つちうら障害者プラン（前期計画）」を策定した後，平

成１６年度に前期計画を改定した「つちうら障害者プラン（後期計画）」を策定し，同

計画の推進により障害者施策の充実を図ってきましたが，平成２１年度に計画期間が終

了することに伴い，障害者福祉制度の変革や障害者の新たなニーズに対応するために，

この計画を策定しました。 

 

（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））計計計計計計計計画画画画画画画画のののののののの位位位位位位位位置置置置置置置置づづづづづづづづけけけけけけけけ        

この計画は，障害者基本法第９条第３項の規定により策定する市の障害者計画で，障

害者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。 

策定に当たっては，本市の「第７次土浦市総合計画」を基本とし，国や県の「障害者

基本計画」に則したものとするとともに，「土浦市地域福祉計画」など，本市の各計画

等との整合を図ります。 

 

            ◆◆◆◆    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

２２２２    計画計画計画計画のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

障害者基本法障害者基本法障害者基本法障害者基本法    第第第第９９９９条第条第条第条第３３３３項項項項    

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自

治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第四項の基本構想に即し、かつ、当該市

町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関

する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

【【【【土浦市土浦市土浦市土浦市】】】】    
【【【【国国国国】】】】    

障害者基本計画 

重点施策実施５か年計画 

【【【【茨城県茨城県茨城県茨城県】】】】    

いばらき障害者いきいきプラン 

第７次土浦市総合計画 

土浦市地域福祉計画 

障
害
者
基
本
法 

土浦市障害者計画土浦市障害者計画土浦市障害者計画土浦市障害者計画    
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第第第第１１１１章章章章    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって     

（（（（（（（（３３３３３３３３））））））））計計計計計計計計画画画画画画画画のののののののの期期期期期期期期間間間間間間間間        

本計画の計画期間は，平成２２年度から平成３２年度までの１１年間とします。 

障害者を取り巻く社会情勢や関連する法律・制度などの変化に対応し，切れ目のない

総合的・計画的な障害者福祉を充実させていくために必要に応じて見直しを行います。 

◆◆◆◆    計画期間計画期間計画期間計画期間    

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

 

   

 

          

土浦市障害福祉計画

（第１期） 

土浦市障害福祉計画 

（第２期） 

土浦市障害福祉計画 

（第３期） 

土浦市障害福祉計画 

（第４期）<予定> 

土浦市障害福祉計画 

（第５期）<予定> 

    

（（（（（（（（４４４４４４４４））））））））計計計計計計計計画画画画画画画画策策策策策策策策定定定定定定定定のののののののの体体体体体体体体制制制制制制制制とととととととと過過過過過過過過程程程程程程程程        

本計画の策定に当たっては，各組織における計画内容などについての検討・協議，土

浦市障害者計画（つちうら障害者プラン）の内容について分析・評価を行うとともに，

各施策等の実績，国の制度改革や社会経済情勢の変化，障害者のニーズ等を総合的に把

握し反映しています。 

 

    

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕土浦市障害者計画策定委員会土浦市障害者計画策定委員会土浦市障害者計画策定委員会土浦市障害者計画策定委員会    

学識経験者，市議会議員，民生委員，障害者団体及び関係機関等の役職員，公募市

民により構成する「土浦市障害者計画策定委員会」において，計画内容などについて

調査，審議，検討を行い，策定しました。 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕土浦市障害者計画研究会土浦市障害者計画研究会土浦市障害者計画研究会土浦市障害者計画研究会    

庁内組織として，関係部局から選出した委員により構成する「土浦市障害者計画研

究会」を設置し，障害者計画に係る諸課題についての調査・研究，具体的施策等の検

討や関係部局間の調整などを行いました。 

①①①①    計画計画計画計画のののの策定体制策定体制策定体制策定体制 

つちうら障害者プラン 

（後期計画） 

計画期間： 

平成 17 年度～21 年度 

土浦市障害者計画土浦市障害者計画土浦市障害者計画土浦市障害者計画    
計画期間計画期間計画期間計画期間：：：：平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度～～～～３２３２３２３２年度年度年度年度    



 

 ４ 

第第第第１１１１章章章章    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって     

        

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕障害者障害者障害者障害者アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査    

障害者の日頃の生活状況や将来の希望，あるいは様々なサービスの利用，市の障害

者施策に対する意見などを把握し，計画策定の基礎資料として活用するために，「障

害者アンケート調査」を実施しました。 

    

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕障害者団体障害者団体障害者団体障害者団体ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング調査調査調査調査    

障害者団体（１１団体）の障害者福祉に対する意見や現状・課題などを把握し，計

画策定の基礎資料として活用するために，活動の内容，活動する上での課題・問題点

や障害者支援のあり方などについて「障害者団体ヒアリング調査」を実施しました。 

    

〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕市民市民市民市民，，，，医療医療医療医療・・・・福祉関係者福祉関係者福祉関係者福祉関係者，，，，事業者事業者事業者事業者アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの実施実施実施実施    

計画策定に際し，本市在住の市民，市内医療・福祉関係者，市内事業者の障害者に

対する意識等を把握することで，計画策定において基礎資料とするため，「土浦市障

害者福祉に関するアンケート調査」を実施しました。 

    

〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕パブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメントによるによるによるによる市民意見市民意見市民意見市民意見のののの反映反映反映反映    

市ホームページ等により本計画原案を公表し，パブリック・コメントを実施するこ

とで，広く意見を聴取し，そこで寄せられた意見を計画に反映しました。 

 

◆◆◆◆    計画計画計画計画のののの策定体制策定体制策定体制策定体制    

 

 

 

 

 

 

 

 

②②②②    アンケートアンケートアンケートアンケート調査等調査等調査等調査等によるによるによるによる意見意見意見意見のののの反映反映反映反映 

 

・学識経験者，関係団体，関係機関，

民生委員，公募市民等 

 

・障害者アンケート 

・障害者団体ヒアリング 

・市民，医療・福祉関係者，事業者 

アンケート 

・パブリック・コメント 

審議審議審議審議    

提案提案提案提案    

意見意見意見意見    

調査調査調査調査    

 

土浦市障害者計画研究会 

・関係部局担当者等 

関係部局 

事務局 

調
整
調
整
調
整
調
整    

提
案
提
案
提
案
提
案    

研
究
研
究
研
究
研
究    

土浦市障害者計画策定委員会土浦市障害者計画策定委員会土浦市障害者計画策定委員会土浦市障害者計画策定委員会    土浦市土浦市土浦市土浦市    

障害者障害者障害者障害者・・・・市民等市民等市民等市民等    
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（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））土土土土土土土土浦浦浦浦浦浦浦浦市市市市市市市市のののののののの障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者のののののののの状状状状状状状状況況況況況況況況        

本市の障害者数は，平成２１年４月１日現在，５，０５９人（手帳重複あり）で，市

の総人口１４３，９５８人（平成２１年４月１日現在，市内常住人口）に占める障害者

の割合は３．５％となっています。 

 

障害者数                       （単位：人） 

区分 総数 １８歳以上 １８歳未満 総人口比 

身体障害者 3,988 3,881 107 2.8% 

知的障害者 680 475 205 0.5% 

精神障害者 391 391 0 0.3% 

合計 5,059 4,747 312 3.5% 

＊ 精神障害者数は，精神障害者保健福祉手帳の所持者数（平成２１年４月１日現在） 

 

    

身体障害者（身体障害者手帳所持者）数は，平成２１年４月１日現在で３，９８８

人となっていて，平成１６年度の３，１００人と比較し，約１．２９倍に増えていま

す。 

障害の種類別では，肢体不自由が２，１７５人と最も多く，次に内部障害が１，１

８９人となっています｡また，等級別にみると，１・２級の重度障害者が２，１７４

人と全体の半数を超える５４．５％を占めています。 

 

①①①①    身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者のののの状況状況状況状況 

１１１１    現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

第第第第２２２２章章章章    計画計画計画計画のののの考考考考ええええ方方方方 

表表表表１１１１    
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身体障害者手帳所持者数の推移（等級別）        （単位：人） 

年 
等級 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

１級 1,152 1,217 1,357 1,403 1,401 1,462 

２級 638 655 700 706 718 712 

３級 435 486 536 560 573 607 

４級 536 595 673 731 722 772 

５級 210 222 257 249 249 244 

６級 129 145 171 178 181 191 

合計 3,100 3,320 3,694 3,827 3,844 3,988 

 （各年度４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者数（種類・等級別）        （単位：人） 

    等級 
種類 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

視 覚 障 害 117 89 27 8 33 25 299 

聴 覚 障 害 4 86 40 64 1 96 291 

音声言語障害 1 2 21 10 0 0 34 

肢 体 不 自 由 574 518 368 435 210 70 2,175 

内 部 障 害 766 17 151 255 0 0 1,189 

合計 1,462 712 607 772 244 191 3,988 

（平成２１年４月１日現在） 

表表表表２２２２    

表表表表３３３３    

身体障害者手帳所持者数の推移

1,152 1,217 1,357 1,403 1,401 1,462

638 655
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536 560 573 607536
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療育手帳所持者数の推移

112 113 132 147 149 158

143 138 151 146 170 177

147 140
172 173

184 17586 91

126 128
147 170

0
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重度（Ａ）

最重度( Ａ )

    

知的障害者（療育手帳所持者）数は，平成２１年４月１日現在で６８０人となって

いて，平成１６年度の４８８人と比較し，約１．３９倍に増えています。 

障害の程度別では，最重度（○Ａ ）が１５８人となっており，全体の２３．２％と

なっています。 

 

療育手帳所持者数の推移（年齢別）           （単位：人） 

年 
区分 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

１８歳未満 144 130 182 186 202 205 

１８歳以上 344 352 399 408 448 475 

合計 488 482 581 594 650 680 

（各年度４月１日現在） 

 

療育手帳所持者数の推移（程度別）           （単位：人） 

年 
程度 

平成 16年度 平成17年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

最重度（○Ａ ） 112 113 132 147 149 158 

 重度（Ａ） 143 138 151 146 170 177 

 中度（Ｂ） 147 140 172 173 184 175 

 軽度（Ｃ） 86 91 126 128 147 170 

合計 488 482 581 594 650 680 

 （各年度４月１日現在） 

 

    

②②②②    知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者のののの状況状況状況状況 

表表表表４４４４    

表表表表５５５５    
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精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）数は，平成２１年４月１日現在で３

９１人となっていて，平成１６年度の２１６人と比較し，約１．８１倍に増加してい

ます。等級別にみると，１級の重度障害者が８４人と全体の２１．５％となっていま

す。 

また，自立支援医療（精神通院）受給者（平成 18 年度までは「精神障害者通院医

療費公費受給者」）は，平成２１年４月１日現在で１，０３０人が受給し，平成１６

年度の８１２人と比較し，約１．２７倍に増加しています。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別）   （単位：人） 

年 
等級 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

１級 73 70 79 85 87 84 

２級 107 140 178 204 221 210 

３級 36 53 66 79 94 97 

合計 216 263 323 368 402 391 

（各年度４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自立支援医療(精神通院)受給者数の推移        （単位：人） 

年 
 
平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

受給者数 812 963 1,113 1,090 1,031 1,030 

 （各年度４月１日現在） 

③③③③    精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者のののの状況状況状況状況 

表表表表６６６６    

表７ 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移
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（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））アアアアアアアアンンンンンンンンケケケケケケケケーーーーーーーートトトトトトトト調調調調調調調調査査査査査査査査かかかかかかかかららららららららみみみみみみみみるるるるるるるる現現現現現現現現状状状状状状状状とととととととと課課課課課課課課題題題題題題題題    

障害者の数は，年々増加する傾向にありますが，障害者の高齢化，障害の重度化，重

複化の傾向も顕著となっています。また，障害者の社会的自立志向の高まりから，生活

環境や福祉サービスへのニーズが多様化してきています。 

このような状況の中で，本計画の策定にあたり，現在の障害者・市民・関係者等の意

向や現状と課題を把握するため，障害者障害者障害者障害者アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査及び市民向市民向市民向市民向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，

医療医療医療医療・・・・福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，事業者向事業者向事業者向事業者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査を実施しました。 

    

    

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりについてについてについてについて    

● 障害者アンケートの「日中の過ごし方」について，「自宅で過ごしている」と回答

した人が最も多く，半数以上を占めています。また，「日中活動の満足度」について，

「日中活動に不満がある」と回答した場合の理由は，「障害に対する周囲の理解不足」

が多く回答されています。 

● 障害者の地域での安心で安定した暮らしに向け，「スクラムネット」，「ふれあい調

整会議」において，様々な個別ケースを検討してきましたが，地域における障害者福

祉の増進のためには，土浦市地域自立支援協議会を中心とした地域のネットワークの

拡大と充実をさらに図ることが必要となっています。 

● 「障害者計画」及び「障害福祉計画」を指針とした地域福祉の充実に向け，ボラン

ティア活動の振興や障害に対する理解を深めていく必要があります。 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕生活環境生活環境生活環境生活環境についてについてについてについて    

● 障害者アンケートの「外出頻度」について，身体障害者は，「ほぼ毎日」，「週に３

～４回」を合わせても４８．１％と半数に達しておらず，また，「外出時の困難」に

ついては，「交通機関が不便」，「駐車場が不備，少ない」，「歩道に問題が多い」等が

挙げられています。 

● これまでも，バリアフリーのまちづくりのため，「土浦市人にやさしいまちづくり

計画」を推進し，公共施設をはじめとした施設等のバリアフリー化を実現してきまし

たが，障害者が地域で快適に生活していくためには，まちのバリアフリー化をさらに

促進することが重要課題となっており，総合的に施策を推進する必要があります。 

①①①①    障害者障害者障害者障害者アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査からみるからみるからみるからみる現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 
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〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕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などについてなどについてなどについてなどについて    

● 自宅で生活するために必要な福祉サービスについては，配食サービスや短期入所，

外出支援等の要望が多く，地域生活を支援する福祉サービスの更なる充実が課題とな

っています。 

● 障害者アンケートの「情報の入手先」で「広報等」，「市役所」と回答する方が最も

多く，また，「福祉サービスについて知りたいこと」では，「サービスの内容や利用方

法」が最も多くなっています。 

● 障害者の種別，程度に関わらず，地域の一員として社会と関わりながら地域の中で

自立した生活が行えるよう，情報提供や相談支援を充実していくことが必要です。 

 

〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕保険保険保険保険・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実についてについてについてについて    

● 障害者アンケートの「自宅で生活できる条件」については，半数以上が「介護を頼

める人がいること」を，４割以上が「主治医や医療機関が近くにあること」を回答し

ており，障害者が適切な医療を受けることや健康管理を行うことが容易にできる医療

体制，介護体制の充実が求められています。 

    

〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕障害者障害者障害者障害者教育教育教育教育についてについてについてについて    

● 「今後利用したい市のサービス」では，「相談支援事業」が最も多くなっています。 

● 発達に特別な支援を要する児童に対して，早期に適切な療育支援が行われるよう相

談支援体制を充実するとともに，教育機関等との連携を強化する必要があります。 

    

〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕雇用雇用雇用雇用やややや就労就労就労就労についてについてについてについて    

● 障害者が，自由に社会活動や経済活動に参加するためには，就労支援をはじめとす

る各種支援の必要があります。 

● 「つちうら障害者プラン」では，一般就労の促進について，重点施策として促進を

図り，障害者のニーズに対応してきましたが，障害者アンケートの「就労希望」で知

的障害者と精神障害者の約４０％が「働きたい」と回答する一方，「就労状況」で「働

いていない」と回答する方が，いずれの障害においても７０％以上となっています。 

● 長引く不況により雇用情勢が厳しい中で，障害者の雇用・就労においては，さらに

厳しい状況となっており，就労対策の充実は，障害者の自立を支援する上で，今後も

重要な課題となっています。 
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〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕生活生活生活生活やややや日中活動日中活動日中活動日中活動についてについてについてについて    

● 「日中活動の満足度」については，身体障害者，知的障害者，手帳未所持者におい

て，「ほぼ満足」と「どちらかと言えば満足」を合わせた割合が半数を超えています。 

● その一方で，「日中活動に不満がある」と回答した場合の理由は，身体障害者，精

神障害者，手帳未所持者では「障害や病気などで思うようにできない」が最も多く，

特に精神障害者では７０．３％と非常に高い割合となっています。 

● 障害者にとって生きがいのある生活のために，日中活動や社会参加を促進する支援

の充実が必要となっています。 

 

    

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕まちづくりについてまちづくりについてまちづくりについてまちづくりについて 

● 市民は，災害時の障害者からの支援依頼について，７割以上が理解を示すなど障害

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ています。 

● 障害者と接する機会がある医療・福祉関係者は，「時々ある」も含めると約９割に

達していますが，市民は約４割が「接する機会はない」と回答しており，地域と障害

者が接する機会の増加について検討する必要があります。 

● 障害者との交流機会について，周知はされていますが，「参加のきっかけが無い」

と答えている方も多く，この対応が求められています。 

● 障害者福祉に関連する事業や事柄に対する市民の認知度は低い割合に留まってお

り，障害者への理解促進のために，周知方法の検討が必要です。 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕生活環境生活環境生活環境生活環境についてについてについてについて    

● 市民は，本市を障害者にとって「住みやすい」よりも「住みにくい」と評価し，「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

むべきであると考えています。 

● 人にやさしいまちづくり等の推進には，市民の半数が「賛成」で，「内容によって

は賛成」も加えると９割近くが賛成としており，理解が深いと考えられます。    

②②②②    市市市市民向民向民向民向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，医療医療医療医療・・・・福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向福祉関係者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査，，，，
事業者向事業者向事業者向事業者向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート調査調査調査調査からみるからみるからみるからみる現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉サービスなどについてサービスなどについてサービスなどについてサービスなどについて    

● 市民が障害者福祉において望む施策としては，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。 

● 医療・福祉関係者は，行政が優先して取り組むべき施策として，就労の推進，住み

やすい住宅の確保や整備を挙げています。 

● 市民の多くは，障害者のための施設やサービス拠点の設置に賛成しています。 

    

〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕保険保険保険保険・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実についてについてについてについて    

● 医療・福祉関係者は，障害者にとって，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が必要であるとしています。  

    

〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕障害者教育障害者教育障害者教育障害者教育についてについてについてについて    

● 事業者は，障害者を雇用する上での課題として，「障害者に適した業務がない事」，

「担当業務の選定」を挙げています。障害者の自立と社会参加を促進し，将来におけ

る就労を目指すためにも，本人の適性や障害の特性に応じた教育・指導を充実する必

要があります。 

 

〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕雇用雇用雇用雇用やややや就労就労就労就労についてについてについてについて    

● 医療・福祉関係者は，障害者の地域や社会への参加のために，就労の機会，子ども

の時からのふれあいの機会，障害者が外に出られる機会を増やすことを求めています。 

● 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，雇用者側は，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

を重視しています。 

● 障害者を雇用している事業者の多くは，障害者を雇用していて困ったことはないと

答えており，雇用の方法に関しては，ハローワークとの連携を重視しています。 

    

〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕生活生活生活生活やややや日中活動日中活動日中活動日中活動についてについてについてについて    

● 市民は，障害者が参加できる地域や社会とするためには，地域において，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や障害者が

外出しやすい環境づくりが必要であると考えています。 
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（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））国国国国国国国国のののののののの障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉施施施施施施施施策策策策策策策策のののののののの動動動動動動動動向向向向向向向向        

国の障害者福祉施策の動向については，障害者基本計画における新たな「重点施策実

施５か年計画」（平成１９年１２月）が策定され，平成２０年度から平成２４年度まで

の後期５年間に重点的に取り組むべき課題について，１２０の施策項目と５７の数値目

標，その達成期間を定めています。 

この計画では，現行「重点施策実施５か年計画」期間において行われた法制度の改正

の施行状況等を踏まえ，自立と共生の理念の下に，共生社会の実現に真に寄与するため，

以下に重点を置き，施策展開を図ることとしています。 

 

① 地域での自立生活を基本に，身体障害，知的障害，精神障害，発達障害等の障害の

特性に応じ，障害者のライフサイクル全段階を通じた切れ目のない総合的な利用者

本位の支援を行うこと。 

② 障害者の地域における自立や社会参加に係る障壁を除くため，誰もが快適で利用し

やすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備等を推進するとともに，Ｉ

Ｔ（情報通信技術）の活用等により障害者への情報提供の充実等を図ること。 

③ 障害者自立支援法の抜本的な見直しの検討を進め，その結果を踏まえ必要に応じ本

計画の見直しを行うこと。 

④ 障害者の権利及び尊厳を保護し，及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約

である障害者権利条約の可能な限り早期の締結を目指して必要な国内法令の整備

を図ること。  

 

（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））国国国国国国国国のののののののの制制制制制制制制度度度度度度度度改改改改改改改改革革革革革革革革とととととととと本本本本本本本本市市市市市市市市のののののののの対対対対対対対対応応応応応応応応        

障害者を取り巻く保健福祉制度は，近年，大きく変化しています。それまで「措置制

度」として提供されてきた障害福祉サービスが，平成１５年度に導入された「支援費制

度」では，障害者自身が自分で選び，事業者と契約して利用する「契約制度」に変わり，

障害者の生活も大きく変化しました。その一方で，サービス利用者が急激に増え，国な

どの予算を上回る費用が発生したこと，また，精神障害者がサービスの対象外であるこ

となど，制度としての課題も明らかになりました。このような課題や，その他のさまざ

まな障害者福祉の課題を解決するため，「障害者自立支援法」が成立し，平成１８年４

月から施行されました。 

２２２２    障害障害障害障害者者者者福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策のののの動向動向動向動向とととと対応対応対応対応    



 

 １４

第第第第２２２２章章章章    計画計画計画計画のののの考考考考ええええ方方方方 

本市においては，つちうら障害者プランにより，平成１２年度から１０年間にわたり

「ともに生きる うるおいのある まちをめざして」を基本理念に，各分野にわたる事

業を計画し，推進してきましたが，これらの障害者を取り巻く社会状況の変化に合わせ

て，今後とも計画期間中の各種事業の実施状況を点検するとともに，障害者のニーズや

障害者福祉に係る諸事業の効果を勘案しながら，各種の施策や事業の改善を図り，総合

的に施策を進めていきます。 

また，この「障害者自立支援法」では，各自治体が障害者のニーズなどを踏まえなが

ら必要なサービスを計画的に確保していくために，「市町村障害福祉計画」を策定する

ことが義務付けられています。本市では，平成１８年度に「土浦市障害福祉計画（第１

期）」，平成２０年度に「土浦市障害福祉計画（第２期）」を策定し，「土浦市障害者計画

（つちうら障害者プラン）」の実施計画として位置づけ，障害福祉サービス及び地域生

活支援事業の提供におけるサービスの種類ごとの見込量とその確保のための方策等及

び数値目標を明らかにしました。 

本計画においても，引き続き「土浦市障害福祉計画」を実施計画として位置づけ，す

べての障害者が安心して自立した生活を送れるよう，支援施策を推進していきます。 
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本計画の基本理念を次のように掲げます。 

    

 

  

「ともに生きるまち」とは，「ノーマライゼーションの理念」の下，障害のある人

も障害のない人もともに生活し，活動できる地域社会のことです。制度や意識の改革

を進めて，まちや社会のバリアを取り除き，社会が障害者を自然に受け入れられる環

境を整備していきます。 

また，障害のある人と障害のない人が「ともに生きる」には，障害者が自立をめざ

すとともに，積極的に社会に参画し，その能力を最大限発揮できなくてはなりません。

そのために，保健，医療，福祉，教育や就労など，各分野において障害者への支援策

を充実していきます。 

 

    

  「うるおいのあるまち」とは，障害のある人も障害のない人も楽しく，いきいきと

生活できるまちのことです。 

  障害者のニーズに応じた，日常生活上の質の高い十分な支援や緊急時の対策等を図

ることにより，生活の安定・安心を支援するとともに，スポーツ・文化等の余暇活動

や団体活動等の交流活動を支援して，障害のある人にとっても，障害のない人にとっ

ても「うるおいのあるまち」の実現を目指していきます。 

（（（（２２２２））））うるおいのあるまちづくりうるおいのあるまちづくりうるおいのあるまちづくりうるおいのあるまちづくり    

３３３３    基本理念基本理念基本理念基本理念    

（（（（１１１１））））ともにともにともにともに生生生生きるまちづくりきるまちづくりきるまちづくりきるまちづくり 
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本計画の基本理念を実現するため，社会経済情勢の変化や障害者のニーズを考慮して，

次の３つの基本的視点に基づき，施策を体系化します。 

 

    

障害者の多くが住み慣れたところで，地域の人々とともに安心して暮らしていきた

いと思っています。そのためには，保健，医療，福祉をはじめ，教育や就労など様々

な分野の専門的なサポートが必要であるとともに，地域の人々の協力が不可欠です。 

障害者の地域での安心・安全な生活を実現するため，「土浦市ふれあいネットワー

ク」，「土浦市地域自立支援協議会」などの組織を活用しながら，地域の人々と共に，

協働体制によって一人ひとりの障害者を支援することにより，障害者が社会に積極的

に参加し，住み慣れた地域で快適に暮らしていけるようにします。 

 

    

福祉サービスについては，本計画に位置づける各事業の充実と総合的な調整により，

本人の状況や障害の内容と程度に合った質の高い多様なサービスの提供を図ります。 

また，各種の支援内容についての情報の提供・相談体制の充実などを図り，障害者

が必要とするサービスを適正に受けられるようにします。 

 

    

保健，医療，福祉，教育や就労の関係機関等との連携と，それぞれの部門の支援対

策の充実を図り，乳幼児期から学齢期，成年期，高齢期に至るまでライフステージの

全段階を通して，ニーズに応じた適切な支援をすることにより，障害者が生涯を通し

て，その人らしく自立した生活を送れるようにします。 

（（（（３３３３））））自立生活自立生活自立生活自立生活のののの支援支援支援支援    

（（（（２２２２））））総合的総合的総合的総合的なななな福祉福祉福祉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    

（（（（１１１１））））地域地域地域地域とのとのとのとの協働協働協働協働    

４４４４    基本的視点基本的視点基本的視点基本的視点    
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（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））基基基基基基基基本本本本本本本本目目目目目目目目標標標標標標標標        

基本理念及び基本的視点に基づき，本計画では，次の７つの基本目標を掲げます。 

        

                

    

    

    

    

    

    

    

（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））施施施施施施施施策策策策策策策策のののののののの方方方方方方方方向向向向向向向向とととととととと個個個個個個個個別別別別別別別別事事事事事事事事業業業業業業業業のののののののの実実実実実実実実施施施施施施施施        

 ○ 基本目標の達成を目指して，施策の方向を定めます。 

○ 施策の方向に基づいて，各種の事業を実施します。 

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 

基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５ 個個個個性性性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いのいのいのあるあるあるあるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり 

５５５５    基本目標基本目標基本目標基本目標とととと施策施策施策施策 
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【【【【基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】    

ともにともにともにともに生生生生きるきるきるきる    うるおいのあるうるおいのあるうるおいのあるうるおいのある    まちをめざしてまちをめざしてまちをめざしてまちをめざして    
    

①　地域福祉の充実

②　福祉教育の充実

③　ボランティア活動の振興

④　広報啓発活動の推進

①　バリアフリーのまちづくりの推進

②　居住環境の整備

③　行動範囲の拡大

④　緊急時救援体制の整備

③　教育環境の整備

②　サービス提供の基盤整備

③　在宅障害者の支援

④　情報提供の充実

⑥　人材の育成・確保

③　健康づくりの充実

①　就学前障害児の育成支援

②　障害児教育の充実

①　スポーツ・レクリエーション活動の支援

②　生涯学習活動の支援

③　社会参加の促進

①　一般就労の支援

②　福祉的就労の場の提供

①　障害福祉サービス等の充実

⑤　生活安定のための施策推進

①　母子保健の充実

②　療育体制の充実

（（（（（（（（３３３３３３３３））））））））施施施施施施施施策策策策策策策策のののののののの体体体体体体体体系系系系系系系系        

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域との協働 

●総合的な福祉サービスの提供 

●自立生活の支援 
基本的視点基本的視点基本的視点基本的視点    

 

基本目標基本目標基本目標基本目標    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    
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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 
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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    

(1) 

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 
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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     

     

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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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     

 

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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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    

 

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    
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「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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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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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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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    
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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    



 

 58

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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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     

 

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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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    

 

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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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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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    

基基基基本方針本方針本方針本方針 
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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    



 

 71

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     

 

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  

 

 

 

 

 

担当担当担当担当    
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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 



資料編資料編資料編資料編    





 

 77

資料編資料編資料編資料編     

（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者アアアアアアアアンンンンンンンンケケケケケケケケーーーーーーーートトトトトトトト調調調調調調調調査査査査査査査査                

    

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕調査調査調査調査目的目的目的目的    

  障害のある方々の日頃の生活状況や将来の希望，様々なサービスの利用，市の障害

者施策等に対するご意見などを把握するために実施し，平成２１年度を初年度とする

土浦市障害福祉計画（第２期）及び平成２２年度を初年度とする土浦市障害者計画を

策定するための基礎資料としました。 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕調査調査調査調査対象対象対象対象者者者者    

対象者 配布数 備考 

身体障害者手帳所持者 ３,６７９人  

療育手帳所持者 ５８６人 身体障害者手帳所持者を除く 

精神障害者保健福祉手帳所持者 ３７５人 他障害手帳所持者を除く 

自立支援医療受給者 ６５２人 障害者手帳所持者を除く 

合計 ５,２９２人  

    

〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕調査票調査票調査票調査票    

調査票 設問数 

障害者福祉に関するアンケート調査 計３２問 

    

〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕調査方法調査方法調査方法調査方法    

郵送法（郵送による調査票の配布・回収） 

    

〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕調査調査調査調査基準日基準日基準日基準日    

  平成２０年９月１日 

①①①①    調査概要調査概要調査概要調査概要 

１１１１    アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果    
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〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕調査調査調査調査期間期間期間期間    

  平成２０年８月２０日から平成２０年９月８日まで 

 

〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕回収結果回収結果回収結果回収結果 

配布数 回収数 回収率 

５,２９２人 ２,７７７人 ５２．５％ 

    

〔〔〔〔８８８８〕〕〕〕分析分析分析分析・・・・表示表示表示表示    

ア．比率については小数点以下第２位を四捨五入しているため，比率計が 100％

とならないこともあります。 

イ．複数回答の項目については，原則として，その項目に対して有効な回答数を基

数として比率算出を行っているので，比率計は 100％を超えています。 

ウ．文章やグラフにおいて，設問や選択肢の一部を省略して記載している場合があ

ります。 

エ．図表中の「無回答」は，回答が記入されていない又は判別が著しく困難なもの

です。 
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〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕まちづくりについてまちづくりについてまちづくりについてまちづくりについて    

● 日中の過ごし方 

日中の過ごし方では，身体障害者，精神障害者，手帳未所持者では「自宅で過ごし

ている」と回答した人が最も多く，身体障害者，手帳未所持者ではともに半数以上を，

また，精神障害者でも半数近くを占めています。一方，知的障害者では，調査対象者

の年齢が低いこともあり「幼稚園や保育所，学校などに通っている」が２６.１％で最

も多く，次いで「施設や病院などで訓練や介護を受けている」(２４.７％)となってい

ます。 

平日の昼間，だいたいどのように過ごしていますか。(単数回答) 

4.4 14.5

13.9

19.7

50.3

56.4

13.0

45.8

53.7

7.9

6.9

13.0

6.9

4.0

4.0

2.0

4.2

4.8

1.9

0.5

26.1

3.7

20.7

12.5

6.9

17.2

24.7

9.6

10.8

9.7

8.2

7.4

3.7

6.8

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(計：2,777)

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)

幼稚園や保育所、学校などに通っている
働いている
施設や病院などで訓練や介護を受けている
自宅で過ごしている（就学や就労はしていない）
医療機関や福祉施設などに入院・入所している
その他
無回答

 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕生活環境生活環境生活環境生活環境についてについてについてについて    

● 外出頻度 

外出頻度では，３障害，手帳未所持者いずれも「ほぼ毎日」が最も多く，知的障害

者では半数以上を占めています。一方「年に数回」や「外出はしない」などの回答も

各障害いずれも１割程度見受けられます。 

②②②②    調査結果調査結果調査結果調査結果のまとめのまとめのまとめのまとめ 
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あなたは日頃どのくらい外出していますか。通勤・通学・通所を含む。(単数回答) 

29.7

25.8

57.2

30.7

39.4

20.5

22.3

9.4

7.5

8.1

2.3

6.3

8.519.1

9.4

23.4

15.6

17.1

6.0

17.7

14.4 8.5

10.4

10.7

10.5

10.3

2.1

4.2

5.6

5.3

8.0

7.3

5.0

10.6

11.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(計：2,777)

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)

ほぼ毎日 週に３～４回 週に１～２回 月に２～３回

年に数回 外出はしない 無回答

 

 

● 外出時の困難 

外出時に困ることでは，身体障害者では「自家用車を利用するのに駐車場が不備，

または少ない」，知的障害者では「電車などの交通機関の利用が不便」，精神障害者，

手帳未所持者では「外出にお金がかかりすぎる」が最も多くなっています。 

外出のとき，不便に感じることや困ることは何ですか。(複数回答) 

 

14.4

12.7

13.7

15.1

7.3

8.3

4.7

11.5

21.9

3.1

30.7

12.8

6.9

9.6

5.3

12.2

14.9

1.6

3.2

39.9

9.8

5.6

21.9

26.0

3.7

15.9

15.4

19.2

14.3

13.6

16.1

5.0

29.8

20.4

11.7

7.4

21.4

14.1

6.8

20.2

0 10 20 30 40 50

電車などの交通機関の利用が不便

自家用車を利用するのに駐車場が不備、または少ない

歩道に問題が多い

建物内の設備が利用しにくい

身近な公園や歩道のベンチなど、休憩できる場所が少ない

外出にお金がかかりすぎる

介助者がいない

その他

特にない

無回答

%

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)



 

 81

資料編資料編資料編資料編     

〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕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などについてなどについてなどについてなどについて    

● 福祉に関する情報の入手先 

福祉に関する情報などの入手先としては，全体的に「県や市の広報やガイドブック」

や「市役所」，「家族・知人・友人」などの割合が高くなっていますが，知的障害者で

は「市役所」，「利用している施設やヘルパーの事業所」，精神障害者，手帳未所持者

では「病院などの医療機関」が多くなっています。 

あなたは福祉に関する情報をどこから得ていますか。(複数回答) 

20.0

4.1

1.5

6.6

13.4

4.5

2.7

39.2

6.5

19.0

17.5

1.0

9.4

14.8

3.3

19.3

29.5

3.7

0 10 20 30 40 50

県や市の広報やガイドブック

県や市のホームページ

新聞・雑誌

テレビ・ラジオ

インターネット

市役所

保健所

児童相談所

社会福祉協議会

利用している施設やヘルパーの事業所

学校・職場

病院などの医療機関

福祉団体など

家族・知人・友人

相談支援事業所・地域活動支援センター

その他

どこからも得ていない

無回答

%全体(計：2,777)

 

 

20.9

1.1

3.4

19.9

3.2

1.2

6.3

13.0

5.0

10.0

6.0

2.7

4.7

1.6

3.1

21.4

12.0

2.1

7.8

5.3

16.0

6.9

14.9

2.7

1.1

3.2

5.3

2.1

39.9

1.6

3.7

2.7

9.6

9.6

19.3

3.2

13.9

7.1

30.8

4.5

17.6

43.7

0.2

10.5

28.1

9.0

8.4

15.4

34.1

39.1

5.4

2.0

8.7

6.4

32.1

7.0

13.0

29.2

10.9

1.0

2.6

8.9

11.5

15.6

28.1

7.3

35.9

4.2

9.9

26.6

18.1

16.5

0 10 20 30 40 50

県や市の広報やガイドブック

県や市のホームページ

新聞・雑誌

テレビ・ラジオ

インターネット

市役所

保健所

児童相談所

社会福祉協議会

利用している施設やヘルパーの事業所

学校・職場

病院などの医療機関

福祉団体など

家族・知人・友人

相談支援事業所・地域活動支援センター

その他

どこからも得ていない

無回答

%

身体(計：2,011)

知的(計：299)
精神(計：192)

手帳なし(計：188)
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〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕保険保険保険保険・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実についてについてについてについて    

● 自宅で生活できる条件 

施設入所者に，自宅で生活するための条件についてたずねたところ，身体障害者，

知的障害者では「昼間の介護を頼める人がいること」，「夜間の介護を頼める人がいる

こと」など，介護に関することをあげる人が多くなっています。また精神障害者では

「主治医や医療機関が近くにあること」，「生活するのに十分な収入があること」など

医療や経済面をあげている人が多く，手帳未所持者では「食事の心配をしなくていい

こと」，「主治医や医療機関が近くにあること」など生活面でのサービスや医療に関す

ることをあげている人が多くなっています。 

どのような条件が整えば，自宅や地域で生活できると思いますか。(複数回答) 

 56.9

52.6

43.1

35.8

9.5

32.8

35.8

37.2

23.4

10.2

24.1

3.6

13.1

51.5

41.2

42.6

42.6

50.0

16.2

39.7

1.5

7.4

5.9

44.4

33.3

33.3

33.3

22.2

33.3

33.3

55.6

33.3

33.3

33.3

11.1

11.1

11.1

55.6

55.6

66.7

11.1

22.2

44.4

66.7

22.2

11.1

0.0

0.0

0.0

38.0

14.6

48.5

61.8

48.5

38.2

48.5
55.6
55.6

44.4

44.4

0 20 40 60 80

昼間の介護を頼める人がいること

夜間の介護を頼める人がいること

食事の心配をしなくていいこと（配食サービスがあること）

掃除や洗濯などの家事の手伝いを頼める人がいること

日中に介護や軽作業等ができる場所に通えること

ショートステイなど緊急時に宿泊できるところがあること

外出時の付添いやリフト付自動車などの外出支援サービスがあること

主治医や医療機関が近くにあること

生活するのに十分な収入があること

家族と同居できること

グループホームなどの仲間と共同生活ができる場があること

地域で何でも相談できる相談員や相談窓口があること

その他

特にない

無回答

%

身体(計：137)

知的(計：68)

精神(計：9)

手帳なし(計：9)
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〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕障害者教育障害者教育障害者教育障害者教育についてについてについてについて    

● 相談先 

相談先としては，３障害，手帳未所持者ともに「同居の家族」が最も多くなってお

り，身近な人への相談が多いことを示しています。また，知的障害者では「施設の職

員」，精神障害者，手帳未所持者では「医師・看護師・医療関係者」の割合も高くな

っています。 

あなたが主に相談にのってもらっている人や機関をお答えください。(複数回答)  

 

5.7

20.2

1.0

2.7

2.1

3.2

14.3

54.2

13.4

1.7

1.3

0.0

0.7

0.7

3.3

4.7

2.0

2.7

8.4

11.0

18.1

6.0

6.0

1.0

8.4

3.1

5.7

16.7

13.5

4.2

1.6

2.6

1.0

4.7

1.0

8.3

40.6

2.6

3.6

4.2

4.2

7.8

0.5

2.1

5.3

4.3

0.5

3.7

2.1

0.0

2.7

1.1

1.6

6.9

36.7

1.1

0.5

9.0

5.3

8.0

0.6

8.7

3.9

3.8

0.0

2.1

13.4

1.1

0.9

20.3

56.1

1.7

12.1
18.4

38.8

15.1

52.6

16.1
17.6

58.5

0 10 20 30 40 50 60 70

同居の家族

その他の親族（同居以外）

相談支援事業所

保健所

市役所

施設の職員

ホームヘルパー

ケアマネジャー

民生委員・児童委員

児童相談所

地域活動支援センター職員

社会福祉協議会

身体障害者・知的障害者相談員

ボランティア・知人・友人

医師・看護師・医療関係者

学校の先生（保育所・幼稚園含む）

障害者団体の人

その他

相談相手がいない

無回答

%

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)
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● 情報提供で改善すべきこと 

情報提供で改善すべきこととしては，３障害ともに「障害のある人とその家族の相

談に，総合的に対応できる窓口を充実する」が最も多くなっており，特に知的障害者

ではその割合が高く４６.８％に達しています。また，精神障害者，手帳未所持者では

「電話で相談や情報を得ることができるようにする」が最も多くなっています。 

日常生活上での相談や福祉サービスの情報提供などについて，どのようなことを改善

していく必要があると思いますか。(複数回答) 

22.7

14.4

15.7

14.0

46.8

12.4

17.4

16.1

22.9

29.7

26.6

21.4

32.3

7.3

13.0

2.6

16.1

20.2

26.6

22.9

19.7

21.3

15.4

13.3

1.6

13.8

8.7

17.0

20.4

1.1

14.2

13.9

12.6

19.6

15.0

21.5

24.0

2.3

16.7

18.7

19.3

8.9

25.5

17.0

0 10 20 30 40 50

障害のある人が集い、情報交換などができる場を設ける

電話で相談や情報を得ることができるようにする

夜間や日曜にも相談を受け付けたり、情報を得られたりできるようにする

相談員が家庭訪問をして相談にのってくれるようにする

障害のある人とその家族の相談に、総合的に対応できる窓口を充実する

インターネットや電子メールを使った情報提供や相談体制を整える

広報やパンフレットの内容を充実する

障害の特性（視覚障害、聴覚障害など）に応じた情報の提供方法に配慮する

その他

特にない

無回答

%

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)
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● 今後利用したいサービス 

市が実施しているサービスで今後利用したいものは，身体障害者では「補装具費給

付」や「相談支援事業」，知的障害者では「相談支援事業」や「日中一時支援事業・

レスパイト事業」，精神障害者，手帳未所持者では「生活支援事業」，「相談支援事業」

などがそれぞれ上位にあげられています。 

障害者自立支援法にもとづく次のサービスのうち，今後利用したいと思うものを選

んでください。現在利用していて，続けて利用したい場合にも選んでください。 

(複数回答) 

21.9

10.1

25.4

3.0

11.7

9.4

8.0

21.3

31.9

29.6

4.2

20.3

3.9

6.4

19.3

16.9

25.4

13.0

4.0
2.0

9.7

36.8

21.7

24.4

13.0

16.7

14.0

40.1

4.7

9.7

25.0

17.7

10.9

2.6

14.6

2.6

2.1

5.2

35.4

37.5

15.1

1.6

25.0

7.4

9.0

18.6

4.3

6.4

3.2

9.0

3.7

5.9

0 10 20 30 40 50

相談支援事業

コミュニケーション支援事業

日常生活用具給付事業

補装具費給付

移動支援事業

地域活動支援センター事業

生活支援事業

訪問入浴サービス事業

更生訓練費給付事業

日中一時支援事業・レスパイト事業

自動車運転免許取得・改造助成事業

利用したいものはない

無回答

%

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)
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〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕雇用雇用雇用雇用やややや就労就労就労就労についてについてについてについて    

● 就労希望 

現在働いていない人の就労希望は，身体障害者では「重度の障害や高齢のため働け

ない」が４０.５％で最も多く就労を希望している人は少なくなっていますが，知的障

害者，精神障害者，手帳未所持者では「ぜひ働きたい」や「できれば働きたい」など

の就労を希望する人の割合が，それぞれ３９.２％，４３.８％，４４.８％と比較的高

くなっています。 

これから働きたいと思いますか。(単数回答)  

7.3

3.9

20.3

13.7

20.9

13.1

9.6

25.0

8.6

6.3

17.0

19.0

4.5 14.923.9

18.9

30.1

2.9

2.6

0.9

7.2

2.2 14.2

10.5

5.2

16.8

15.0

7.5

13.7

40.5

34.6

11.9

1.3

1.9

2.6

2.6

4.6

10.8

17.7

15.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(計：2,123)

身体(計：1,585)

知的(計：212)

精神(計：153)

手帳なし(計：134)

ぜひ働きたい
できれば働きたい
できれば働きたくない
働きたくない
重度の障害や高齢のため働けない
わからない
その他
無回答

 

 

● 就業状況 

就業状況では，身体障害者で１６.６％，知的障害者で２５.８％，精神障害者で１

７.７％，手帳未所持者で２６.６％が「働いている」と回答しています。 

あなたは今働いていますか。(単数回答) 

18.0

16.6

17.7

76.4

78.8

79.7

71.326.6

25.8 70.9

5.5

4.6

3.3

2.6

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(計：2,777)

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)

働いている 働いていない 無回答
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〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕生活生活生活生活やややや日中活動日中活動日中活動日中活動についてについてについてについて    

● 日中活動の満足度 

日中活動の満足度は，身体障害者，知的障害者，手帳未所持者いずれも「ほぼ満足」

と「どちらかと言えば満足」を合わせた割合が過半数を超えていて，特に知的障害者

は７４.５％と高くなっています。しかし精神障害者では４４.８％と低くなっていま

す。 

あなたは現在の昼間の活動に満足していますか。(単数回答) 

34.8

36.4

19.8

29.2

30.5

25.0

20.7

6.6

16.7

14.4

13.4

13.8

13.0

15.1

10.6

7.3

6.2

6.8

5.9

40.1

33.0

34.4

15.4

16.7

4.7

7.8

8.7

3.7

5.3

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(計：2,777)

身体(計：2,011)

知的(計：299)

精神(計：192)

手帳なし(計：188)

ほぼ満足 どちらかと言えば満足
どちらかと言えば不満 不満
どちらとも言えない 無回答
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● 日中活動に不満な理由 

日中活動に不満があると回答した人にその理由をたずねたところ，身体障害者，精

神障害者，手帳未所持者では「障害や病気などで思うようにできない」が最も多く，

特に精神障害者では７０.３％と飛びぬけて高い割合となっています。一方，知的障害

者では「障害に対する周囲の理解不足」が最も多く４８.０％と半数近くの人があげて

います。 

どちらかと言えば不満がある」または「不満がある」と答えた方におたずねします。

どういった点が不満ですか。(複数回答) 

3.1

2.7

9.9

3.1

5.7

10.3

1.1

3.1

13.4

61.1

5.7

0.0

0.0

4.0

4.0

32.0

4.0

4.7

4.7

4.7

4.7

12.5

9.4

17.2

70.3

10.9

0.0

3.6

0.0

1.8

19.6

3.6

19.6

21.4

19.6

0.0

9.2

28.6

6.1

24.0

32.0

28.0

16.0

16.0

16.0

16.0

48.0

18.8

35.9

6.3

37.5

46.4

7.1

7.1

5.4

5.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校や職場、活動場所までの距離が遠い

授業や仕事、訓練内容が自分に合わない

建物内の設備が不十分

先生や指導者の指導が自分に合わない

障害に対する周囲の理解不足

休みたいときに休めない

介護や補助してくれる人がいない

給与・賃金が低い

学費や利用料が高い

どこへ通ったらいいのかわからない

何をしたらいいのかわからない

障害や病気などで思うようにできない

その他

無回答

%

身体(計：262)

知的(計：25)

精神(計：64)

手帳なし(計：56)
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（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））市市市市市市市市民民民民民民民民向向向向向向向向けけけけけけけけアアアアアアアアンンンンンンンンケケケケケケケケーーーーーーーートトトトトトトト調調調調調調調調査査査査査査査査，，，，，，，，医医医医医医医医療療療療療療療療・・・・・・・・福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉関関関関関関関関係係係係係係係係者者者者者者者者向向向向向向向向けけけけけけけけアアアアアアアアンンンンンンンンケケケケケケケケーーーーーーーートトトトトトトト調調調調調調調調査査査査査査査査，，，，，，，，        

事事事事事事事事業業業業業業業業者者者者者者者者向向向向向向向向けけけけけけけけアアアアアアアアンンンンンンンンケケケケケケケケーーーーーーーートトトトトトトト調調調調調調調調査査査査査査査査        

    

〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕調査調査調査調査目的目的目的目的    

    本市在住の市民の方々，市内の医療・福祉関係者の方々，市内の事業者の方々の

障害者に対する意識等を把握するためにアンケート調査を実施し，平成２２年度を

初年度とする土浦市障害者計画を策定するための基礎資料とすることを目的として

います。 

 

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕調査対象者調査対象者調査対象者調査対象者    

対象者 配布数 備考 

市民 １，４９６人 ２０歳以上の市民から無作為抽出 

医療・福祉関係者 ２８２人 市内の医療機関，施設等 

事業者 ２０２人 市内の事業者等 

合計 １，９８０人  

 

〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕調査票調査票調査票調査票    

対象者 調査票 設問数 

市民 市民向けアンケート調査票 計２６問 

医療・福祉関係者 医療・福祉関係者向けアンケート調査票 計１５問 

事業者 事業者向けアンケート調査票 計１２問 

    

〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕調査方法調査方法調査方法調査方法    

郵送法（郵送による調査票の配布・回収） 

 

〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕調査基準日調査基準日調査基準日調査基準日    

平成２１年６月１日 

 

①①①①    調査概要調査概要調査概要調査概要 



 

 90

資料編資料編資料編資料編 

〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕調査期間調査期間調査期間調査期間    

平成２１年６月２３日から平成２１年７月１３日まで 

 

〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕回収結果回収結果回収結果回収結果 

対象者 配布数 回収数 回収率 

市民 １，４９６人 ５８６人 ３９．１％ 

医療・福祉関係者 ２８２人 １７１人 ６０．６％ 

事業者 ２０２人 １２３人 ６０．９％ 

合計 １，９８０人 ８８０人 ４４．４％ 

 

〔〔〔〔８８８８〕〕〕〕分析分析分析分析・・・・表示表示表示表示 

ア．比率については小数点以下第２位を四捨五入しているため，比率計が 100％

とならないこともあります。 

イ．複数回答の項目については，原則として，その項目に対して有効な回答数を基

数として比率算出を行っているので，比率計は 100％を超えています。 

ウ．文章やグラフにおいて，設問や選択肢の一部を省略して記載している場合があ

ります。 

エ．図表中の「無回答」は，回答が記入されていない又は判別が著しく困難なもの

です。 

オ．文末の（市民）は市民向けアンケート調査，（関係者）は医療・福祉関係者向

けアンケート調査，（事業者）は事業者向けアンケート調査からの分析である

ことを示します。 
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〔〔〔〔１１１１〕〕〕〕まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりについてについてについてについて    

市民は，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，災害時の障

害者からの依頼について７割強が理解を示しています。 

● 市民は，「障害者福祉」について，「社会的な問題として関心がある」が約５割を占

め，「自分自身の身近な問題として関心がある」が約３割，「どちらともいえない」が

約２割弱と，社会的な問題及び自分自身の身近な問題を加えると約８割に達しており，

関心の高さがうかがえます。（市民） 

● 災害時の障害者からの依頼については，「承諾する」が７２．５％と７割を超え，

理解の深さが読み取れます。 

 

 

 

②②②②    調査結果調査結果調査結果調査結果のまとめのまとめのまとめのまとめ 

あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉」」」」にににに関心関心関心関心をおをおをおをお持持持持ちですかちですかちですかちですか

どちらともいえ
ない, 18.1%

自分自身の身近
な問題というよ
りも、社会的な
問題として関心
がある, 49.5%

関心がない,
2.4%

無回答, 1.0%

自分自身の身近
な問題として関
心がある, 29.0%

もしもしもしもし、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方からからからから、、、、災害時災害時災害時災害時におけるできるにおけるできるにおけるできるにおけるできる範囲範囲範囲範囲のののの支支支支
援援援援をををを依頼依頼依頼依頼されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは承諾承諾承諾承諾されますかされますかされますかされますか

承諾する, 72.5%

無回答, 6.3%

承諾しない,
6.3%

その他, 14.8%
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障害のある方と接する機会は「時々ある」も含めると約９割にのぼっています。 

● 障害のある方と接する機会は「頻繁にある」が６２．６％，次いで「時々ある」２

６．９％となっています。（関係者） 

● 種別は，「身体障害者（１８歳以上）」が６９．３％と最も多く，次いで「知的障害

者（１８歳以上）」４７．１％，「精神障害者」４２．５％となっています。（関係者） 

   

 

次次次次のどののどののどののどの障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方とのかかわりがありますかとのかかわりがありますかとのかかわりがありますかとのかかわりがありますか

69.3%

47.1%

42.5%

28.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

身体障害者（18歳以上）

知的障害者（18歳以上）

精神障害者

身体・知的障害児（18歳未満）

無回答

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方とととと接接接接するするするする機会機会機会機会がありますかがありますかがありますかがありますか

頻繁にある,
62.6%

時々ある, 26.9%

ほとんどない,
9.9%

ない, 0.0%

その他, 0.0%

無回答, 0.6%
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障害者の自立と社会参加を支援し，ノーマライゼーションの実現を目指していくた

めには，社会基盤づくりが重要ですが，市の障害者施策については周知活動が不足し

ていることが伺えます。今後も，障害の有無に関わらず，共に支え合って生きる安心

のまちづくりのためには，住民への啓発活動等が課題となっています。 

 

    

■■■■    「「「「ノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーション」」」」というというというという考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて    

「ノーマライゼーション」という考え方について，市民は「知らない」が半数を超

え，関係者は「知っている」が７１．９％，事業者は「知らない」が３９％，「聞いた

ことがある」が３５％と，立場により大きく変わっています。 

 

■■■■    「「「「障害者障害者障害者障害者のののの日日日日」」」」についてについてについてについて    

「障害者の日」については，「知らない」が市民は７４．２％，関係者は４０．９％，

事業者は６６．７％となっている一方，「知っている」は市民と事業者が１割以下，関

係者は２５．１％と低い周知率にとどまっています。 

    

■■■■    「「「「障害者専用駐車場障害者専用駐車場障害者専用駐車場障害者専用駐車場」」」」についてについてについてについて    

「障害者専用駐車場」については，市民・関係者・事業者とも「知っている」が９

割前後と周知が進んでいることがうかがえます。 

 

■■■■    「「「「つちうらつちうらつちうらつちうら障害者障害者障害者障害者プランプランプランプラン」」」」「「「「土浦市障害福祉計画土浦市障害福祉計画土浦市障害福祉計画土浦市障害福祉計画（（（（第第第第２２２２期期期期）」，「）」，「）」，「）」，「防災防災防災防災のののの手引手引手引手引きききき」」」」についてについてについてについて    

市民は約８割，関係者は約６割，事業者は約８割と「知らない」が多く，市民以外

の関係者・事業者にも馴染みのないことから，今後も周知が必要となっています。 

 

■■■■    障害者障害者障害者障害者とのとのとのとの交流交流交流交流についてについてについてについて    

「障害のある方を含めた市民の交流や理解を深めるための行事」について，「知らな

い」が市民と事業者が約５割，関係者が約３割となっています。また，「知っているが

参加したことはない」が，市民で３６．５％，関係者で４８％，事業者で４１．５％

と，知っていても参加していないという結果も出ており，周知と参加のきっかけが必

要となっています。 

共通質問共通質問共通質問共通質問のまとめのまとめのまとめのまとめ 
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【【【【共通質問共通質問共通質問共通質問のののの集計結果集計結果集計結果集計結果】】】】    
■■■■    あなたはあなたはあなたはあなたは，「，「，「，「ノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーション」」」」というというというという考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

 
市民 関係者 事業者 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 
1 知っている 94 16.0% 123 71.9% 30 24.4% 
2 聞いたことはある 172 29.4% 31 18.1% 43 35.0% 
3 知らない 310 52.9% 16 9.4% 48 39.0% 
4 無回答 10 1.7% 1 0.6% 2 1.6% 
  計 586 100.0% 171 100.0% 123 100.0% 

        
■■■■    あなたはあなたはあなたはあなたは，「，「，「，「障害者障害者障害者障害者のののの日日日日」」」」についてについてについてについて知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

 
市民 関係者 事業者 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 
1 知っている 37 6.3% 43 25.1% 11 8.9% 
2 聞いたことはある 102 17.4% 57 33.3% 28 22.8% 
3 知らない 435 74.2% 70 40.9% 82 66.7% 
4 無回答 12 2.0% 1 0.6% 2 1.6% 
  計 586 100.0% 171 100.0% 123 100.0% 

        
■■■■    あなたはあなたはあなたはあなたは，「，「，「，「障害者専用駐車場障害者専用駐車場障害者専用駐車場障害者専用駐車場」」」」についてについてについてについて知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

 
市民 関係者 事業者 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 
1 知っている 527 89.9% 165 96.5% 111 90.2% 
2 聞いたことはある 26 4.4% 4 2.3% 8 6.5% 
3 知らない 25 4.3% 1 0.6% 2 1.6% 
4 無回答 8 1.4% 1 0.6% 2 1.6% 
  計 586 100.0% 171 100.0% 123 100.0% 

        
■■■■    本市本市本市本市ではではではでは，「，「，「，「つちうらつちうらつちうらつちうら障害者障害者障害者障害者プランプランプランプラン」」」」をををを平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年３３３３月月月月にににに策定策定策定策定しましたしましたしましたしました。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，このこのこのこの計画計画計画計画をををを知知知知っっっっ
ていますかていますかていますかていますか。。。。    

 
市民 関係者 事業者 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 
1 知っている 35 6.0% 32 18.7% 4 3.3% 
2 聞いたことはある 67 11.4% 40 23.4% 24 19.5% 
3 知らない 477 81.4% 98 57.3% 93 75.6% 
4 無回答 7 1.2% 1 0.6% 2 1.6% 
  計 586 100.0% 171 100.0% 123 100.0% 

        
■■■■    本市本市本市本市ではではではでは，「，「，「，「土浦市障害福祉計画土浦市障害福祉計画土浦市障害福祉計画土浦市障害福祉計画（（（（第第第第２２２２期期期期）」）」）」）」をををを平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月にににに策定策定策定策定しましたしましたしましたしました。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，このこのこのこの計計計計
画画画画をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

  
市民 関係者 事業者 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 
1 知っている 19 3.2% 28 16.4% 4 3.3% 
2 聞いたことはある 64 10.9% 35 20.5% 19 15.4% 
3 知らない 484 82.6% 106 62.0% 98 79.7% 
4 無回答 19 3.2% 2 1.2% 2 1.6% 
  計 586 100.0% 171 100.0% 123 100.0% 

        
■■■■    本市本市本市本市ではではではでは，，，，障害者向障害者向障害者向障害者向けけけけ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「「「「防災防災防災防災のののの手引手引手引手引きききき」」」」をををを平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月にににに作成作成作成作成しましたしましたしましたしました。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，
このマニュアルをこのマニュアルをこのマニュアルをこのマニュアルを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

  
市民 関係者 事業者 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 
1 知っている 36 6.1% 38 22.2% 4 3.3% 
2 聞いたことはある 55 9.4% 25 14.6% 13 10.6% 
3 知らない 473 80.7% 105 61.4% 104 84.6% 
4 無回答 22 3.8% 3 1.8% 2 1.6% 
  計 586 100.0% 171 100.0% 123 100.0% 

    
■■■■    本市本市本市本市ではではではでは，，，，障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方をををを含含含含めためためためた市民市民市民市民のののの交流交流交流交流やややや理解理解理解理解をををを深深深深めるためめるためめるためめるため，，，，さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな行事行事行事行事をををを催催催催していますしていますしていますしています。。。。
あなたはそのようなあなたはそのようなあなたはそのようなあなたはそのような行事行事行事行事をごをごをごをご存存存存じですかじですかじですかじですか。。。。またまたまたまた，，，，参加参加参加参加やややや観覧観覧観覧観覧したことがありますしたことがありますしたことがありますしたことがありますかかかか。。。。    

  
市民 関係者 事業者 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 
1 参加・観覧したことがある 47 8.0% 38 22.2% 9 7.3% 
2 知っているが，参加したことはない 214 36.5% 82 48.0% 51 41.5% 
3 知らない 304 51.9% 51 29.8% 61 49.6% 
4 無回答 21 3.6% 0 0.0% 2 1.6% 
  計 586 100.0% 171 100.0% 123 100.0% 
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〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕生活環境生活環境生活環境生活環境についてについてについてについて    

障害者にとって本市は「住みやすい」より「住みにくい」が高くなっています。 

● 高齢者・障害者・子どもにとって本市は「住みやすいまちだと思うか」の設問に，

「ふつう」が約４０％を占めますが，「住みにくい」（２２．４％）が「住みやすい」

（４．６％）を大きく上回っています。（市民） 

 

人にやさしいまちづくり等の推進に，半数が賛成と理解が深くなっています。 

● 本市がノーマライゼーションの推進や「ひとにやさしいまちづくり」を進めること

については，「賛成である」が５３．９％と半数を超え，次いで「内容によっては賛

成」が３１．４％と理解が深くなっています。（市民） 

 

 

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、本市本市本市本市はははは高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障害者障害者障害者障害者・・・・子子子子どもにとってどもにとってどもにとってどもにとって住住住住みやすいまみやすいまみやすいまみやすいま
ちだとちだとちだとちだと思思思思いますかいますかいますかいますか

住みにくい,
22.4%

ふつう, 39.9%
わからない,

17.2%

無回答, 15.9%

住みやすい,
4.6%

今後今後今後今後、、、、土浦市土浦市土浦市土浦市がノーマライゼーションのがノーマライゼーションのがノーマライゼーションのがノーマライゼーションの推進推進推進推進やややや「「「「ひとにやさしいひとにやさしいひとにやさしいひとにやさしい
まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり」」」」をををを進進進進めることについてめることについてめることについてめることについて、、、、あなたはどうあなたはどうあなたはどうあなたはどう思思思思いますかいますかいますかいますか

無回答, 4.8%

賛成である,
53.9%

その他, 0.5%わからない,
6.1%

賛成できない,
0.2%

内容によっては
賛成である,

31.4%

賛成も反対もし
ない, 3.1%
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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

べきと考えています。 

● 「優先して取り組む必要があると思うこと」については，「歩道の段差の解消，点

字ブロック，音響信号装置などの整備を推進する」が５４．１％と最も多く，歩道の

段差解消等のバリアフリー化を優先して取り組むべきと半数以上の人が考えており，

次いで「バス・電車など移動のための交通手段の確保・整備を促進する」が４３．９％

となっています。（市民） 

  
あなたがあなたがあなたがあなたが「「「「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」」」」のためにのためにのためにのために、、、、優先優先優先優先してしてしてして取取取取りりりり組組組組
むむむむ必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うことはうことはうことはうことは何何何何ですかですかですかですか

54.1%

31.7%

34.3%

28.7%

31.1%

43.9%

13.0%

6.1%

12.5%

29.4%

3.8%

5.1%

15.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

歩道の段差の解消、点字ブロック、音響信
号装置などの整備を推進する

交流の場と成る公園の整備や、道路脇にベ
ンチ、公衆トイレなどの整備を推進する

道路への自動販売機・商品のはみ出し、駐
輪等をなくし歩行空間を確保する

官公庁施設や学校などの公共施設のスロー
プ、エレベーターの設置、トイレの改善な

どを推進する
商店・飲食店・銀行、駅舎内などにスロー
プ・エレベーターなどの設置を促進する

バス・電車など移動のための交通手段の確
保・整備を促進する

視覚障害者のための誘導チャイムの設置を
推進する

難聴者用公衆電話や講習ファックスの設置
を促進する

車イス専用駐車場の設置を促進する

車イスでもショッピングが楽しめるような
売り場の通路、商品の展示等を促進する

その他

わからない

無回答
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〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕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などについなどについなどについなどについてててて    

障害者福祉に関して，行政に望むことは多岐にわたっています。 

● 障害者福祉に望む施策については，「ホームヘルパーなど在宅福祉サービスの充実」

が３７．７％，次いで「障害のある方が住みやすい住宅の確保や整備の推進」３７．

２％，「障害のある方の就労の推進」３３．４％と多岐にわたっています。（市民） 

 
現在現在現在現在のののの活動活動活動活動やややや関心関心関心関心があるがあるがあるがある活動活動活動活動はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか

37.2%

37.7%

23.2%

14.3%

29.4%

8.9%

26.8%

22.2%

21.7%

10.9%

27.3%

33.4%

27.3%

12.3%

12.1%

7.0%

16.6%

7.0%

1.2%

7.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

障害のある方が住みやすい住宅の確保や整
備の推進

ホームヘルパーなど在宅福祉サービスの充
実

入所施設の建設の促進や施設運営の改善

通所施設の建設の促進や施設運営の改善

障害のある児童への早期療育・育成の充実

福祉機器・治療薬の研究開発

医療機関やリハビリ施設の充実

訪問医療（往診）や訪問看護の充実

夜間・休日の救急医療体制の充実

福祉に関するお知らせ・情報の提供や相談
窓口の充実

建物や交通危機感、道路など障害のある方
に配慮したまちづくりの推進

障害のある方の就労の推進

年金や手当など所得保障の充実

市民の相互理解や交流の促進を図る福祉教
育やボランティアの育成

非常時の避難誘導や緊急通報システムなど
の支援体制の充実

親や家族のかわりの保証人や財産管理の支
援制度の充実（成年後見制度等）

病院や福祉施設、行政サービスなどへの苦
情を聞いて対応してくれる体制づくり

障害者関係団体への支援・協調体制の充実

その他

無回答

障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉にににに関関関関してしてしてして，，，，あなたがあなたがあなたがあなたが国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市にににに望望望望むむむむ施策施策施策施策はははは何何何何ですかですかですかですか    
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● 医療・福祉関係者は，国・県・市が取り組むべき障害者施策において，特に重視す

べきことについては，「障害のある方の就労の推進」が５０．３％，次いで「障害の

ある方が住みやすい住宅の確保や整備の推進」が４５％と高くなっており，就労・住

宅の確保に対する行政の支援が重要と考えています。（関係者） 

    
障害者障害者障害者障害者のののの保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉についてについてについてについて、、、、国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市がががが取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき施策施策施策施策
でででで、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは特特特特にににに何何何何をををを重視重視重視重視すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると思思思思いますかいますかいますかいますか

45.0%

39.8%

38.6%

32.7%

33.3%

7.0%

25.7%

19.3%

8.2%

17.0%

40.4%

50.3%

26.3%

21.6%

9.9%

15.8%

13.5%

5.8%

2.3%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

障害のある方が住みやすい住宅の確保や整備の
推進

ホームヘルパーなど在宅福祉サービスの充実

入所施設の建設の促進や施設運営の改善

通所施設の建設の促進や施設運営の改善

障害のある児童への早期療育・育成の充実

福祉機器・治療薬の研究開発

医療機関やリハビリ施設の充実

訪問医療（往診）や訪問看護の充実

夜間・休日の救急医療体制の充実

福祉に関するお知らせ・情報の提供や相談窓口
の充実

建物や交通危機感、道路など障害のある方に配
慮したまちづくりの推進

障害のある方の就労の推進

年金や手当など所得保障の充実

市民の相互理解や交流の促進を図る福祉教育や
ボランティアの育成

非常時の避難誘導や緊急通報システムなどの支
援体制の充実

親や家族のかわりの保証人や財産管理の支援制
度の充実（成年後見制度等）

病院や福祉施設、行政サービスなどへの苦情を
聞いて対応してくれる体制づくり

障害者関係団体への支援・協調体制の充実

その他

無回答
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〔〔〔〔４４４４〕〕〕〕保険保険保険保険・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実についてについてについてについて    

障害者関連施設の設置についての理解が深くなっています。 

● 障害のある方などのための施設やサービス拠点を設置する計画については，「施設

やサービスの内容により賛成する」が４９％と半数近く，次いで「積極的に賛成する」

が２９％となっています。（市民） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 障害のある方の健康や医療の現状についての問題・課題は，「医療を受けるための

介護者の確保」が６７．３％，「医療費の負担軽減」が４８％，「機能回復訓練等の充

実」が４６．２％となっています。（関係者） 

   
障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方のののの健康健康健康健康やややや医療医療医療医療のののの現状現状現状現状についてについてについてについて、、、、あなたはどのようなあなたはどのようなあなたはどのようなあなたはどのような
ことがことがことがことが特特特特にににに問題問題問題問題やややや課題課題課題課題であるとであるとであるとであると思思思思いますかいますかいますかいますか

29.8%

19.3%

48.0%

67.3%

19.9%

38.6%

24.0%

46.2%

9.9%

20.5%

32.2%

24.0%

15.2%

2.9%

2.3%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

障害の重度化、重複化

生活習慣病対策

医療費の負担軽減

医療を受けるための介助者の確保

治療に関する医師の十分な説明

通院のための交通費等の負担の軽減

夜間・休日の救急医療の充実

機能回復訓練等の充実

歯科の受診の確保

往診の充実

障害に理解のある医師の確保

治療の継続

服薬管理の方法の周知

その他

わからない

無回答

もしもしもしもし、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの町内町内町内町内やややや近隣近隣近隣近隣にににに、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方などのためのなどのためのなどのためのなどのための施設施設施設施設やややや
サービスサービスサービスサービス拠点拠点拠点拠点をををを設置設置設置設置するするするする計画計画計画計画があるがあるがあるがある場合場合場合場合、、、、あなたはどうあなたはどうあなたはどうあなたはどう思思思思いますいますいますいます
かかかか

賛成も反対もし
ない, 8.5%

施設やサービス
の内容により賛
成する, 49.0%

反対する, 0.0%

わからない,
8.7%

その他, 0.3%

積極的に賛成す
る, 29.0%

無回答, 4.4%
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〔〔〔〔５５５５〕〕〕〕障害者教育障害者教育障害者教育障害者教育についてについてについてについて 

障害者を雇用していない事業者においては，障害者に適した業務がない事などが障害

者を雇用する上で課題となっています。    

● 障害者を雇用していない理由は，「障害者に適した業務がない」が５８.９％と半数

を超え，次いで「障害者を雇用する余裕がない」が４９.３％となっています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者を雇用する上で，業務内容が雇用する側の課題となっています。 

 ● 障害者を雇用する上での課題については，「担当業務の選定」が７５.６％と最も多

く，次いで「職場設備の改善」５０.４％となっています。 

  障害者 障害者 障害者 障害者をををを雇用雇用雇用雇用するするするする上上上上でででで何何何何がががが課題課題課題課題となっていますかとなっていますかとなっていますかとなっていますか

75.6%

25.2%

50.4%

28.5%

15.4%

11.4%

15.4%

25.2%

8.1%

12.2%

2.4%

4.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

担当業務の選定

周囲とのコミュニケーション

職場設備の改善

処遇

評価方法

相談員の配置について

労働時間

通勤手段

研修内容

雇用後の相談先

その他

無回答

 雇用 雇用 雇用 雇用していないしていないしていないしていない理由理由理由理由をををを教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい

58.9%

11.0%

8.2%

49.3%

8.2%

12.3%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

障害者に適した業務がない

障害者に仕事を教える者がいない

障害者を雇用する機会がない

障害者を雇用する余裕がない

障害者を雇用する考えはない

その他

無回答
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〔〔〔〔６６６６〕〕〕〕雇用雇用雇用雇用やややや就労就労就労就労についてについてについてについて 

障害のある方の地域や社会への参加に理解が高く，就労・住宅の確保に行政の支援が

必要となっています。 

● 地域や社会に積極的に参加するために大切なことは，「障害者が働ける場を増やす」

が７３．７％と多く，次いで「子どもの時から，学校などで障害児とのふれあいや助

け合いの機会を増やす」が６７．３％，「電車やバスなどの移動手段や歩道等を整備

し，障害者が外出しやすい環境にする」が６３．７％となっています。（関係者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方がががが地域地域地域地域やややや社会社会社会社会にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加するためするためするためするため、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは特特特特
にににに何何何何がががが大切大切大切大切であるとであるとであるとであると思思思思いますかいますかいますかいますか

67.3%

36.8%

33.3%

73.7%

53.8%

43.3%

63.7%

8.2%

37.4%

0.0%

4.7%

1.2%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

子どもの時から、学校などで
障害児とのふれあいや助け合いの機会を増やす

福祉イベントなど、障害者とその他の市民の
交流の機会を増やす

広報や生涯学習などで、
障害者への理解を深める

障害者が働ける場を増やす

障害者が様々な活動に参加できるよう、
支援ボランティアの育成を図る

障害者が使いやすいよう、
公共施設や商店などの改善・整備を進める

電車やバスなどの移動手段や歩道等を整備し、
障害者が外出しやすい環境にする

障害者の団体や組織が
積極的な取り組みを進める

障害者自身やその家族が社
会参加に対して積極性を持つ

現状で特に問題はない

その他

わからない

無回答
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障害者を雇用しているのは，事業者中３５．８％で，業務は一般事務や製造が多く，

正社員・正職員が半数以上を占めています。 

● 障害者の雇用については，「雇用していない」が５９．３％で，「雇用している」は

３５．８％となっています。雇用している障害者は，「身体障害者」が７７．３％と

８割近くに上り，「知的障害者」が１５．９％，「精神障害者」が４．５％の順となっ

ています。（事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「正社員・正職員」が５６．８％，次いで「臨時・アルバイト・パート」が３１．

８％です。雇用方法は「障害がある前から雇用していた」が３１.８％で，次いで「ハ

ローワークからの紹介」が２５％となっています。（事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在現在現在現在、、、、障害者障害者障害者障害者をををを雇用雇用雇用雇用していますかしていますかしていますかしていますか

雇用している,
35.8%

雇用を検討して
いる, 1.6%

雇用していない,
59.3%

その他, 2.4%
無回答, 0.8%

障害障害障害障害のののの種別種別種別種別をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください

77.3%

15.9%

4.5%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

身体障害者

知的障害者

精神障害者

無回答

障害者障害者障害者障害者をどのようなをどのようなをどのようなをどのような身分身分身分身分でででで採用採用採用採用していますかしていますかしていますかしていますか

正社員・正職員,
56.8%

臨時・アルバイ
ト・パート,

31.8%

人材派遣, 0.0%

無回答, 0.0%その他, 4.5%

契約社員, 6.8%

どのようなどのようなどのようなどのような方法方法方法方法によりによりによりにより障害者障害者障害者障害者をををを雇用雇用雇用雇用しましたかしましたかしましたかしましたか

障害がある前か
ら雇用していた,

31.8%

ハローワークか
らの紹介, 25.0%

無回答, 0.0%

その他, 4.5%

家族や知人から
の紹介, 6.8%

直接本人からの
応募, 13.6%

障害者就職説明
会等, 4.5%

学校や施設から
の紹介, 13.6%
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● 障害者の就業業務は，「一般事務」が４７．７％と半数近く，次いで「製造」が２

９．５％を占めています。（事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 必要なサポートについては，「障害者の職務能力の適正な把握」が６６．７％と，

最も雇用者側は重視しています。（事業者） 

 

現在現在現在現在、、、、雇用雇用雇用雇用しているしているしているしている障害者障害者障害者障害者のののの就業業務就業業務就業業務就業業務はははは何何何何ですかですかですかですか

47.7%

29.5%

18.2%

6.8%

4.5%

18.2%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一般事務

製造

技能（清掃等）

営業

販売

その他

無回答

 障害者 障害者 障害者 障害者のののの雇用雇用雇用雇用をををを拡大拡大拡大拡大していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、どのようなサポートがどのようなサポートがどのようなサポートがどのようなサポートが必必必必
要要要要だとだとだとだと思思思思われますかわれますかわれますかわれますか

66.7%

37.4%

40.7%

39.0%

18.7%

13.8%

2.4%

6.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

障害者の職務能力の適正な把握

障害者の職業訓練の充実

各種補助金・助成金の拡大

障害者への職業指導、
カウンセリングの充実

入社後の教育研修の代行

相談窓口の拡充

その他

無回答
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障害者を雇用している事業者の７割は困ったことはなく，連携している関係機関につ

いては，ハローワークが主となっています。雇用していない理由は適した「業務がない」

となっています。 

● 障害者を雇用していて困ったことは，「特に困っていることはない」が７０．５％

に上り，次いで「職場での人間関係」が約１４％となっています。（事業者） 

● 障害者の雇用において連携している関係機関は，「ハローワーク」が約４１％と最

も多くなっています。（事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 障害者を雇用していない理由は，「障害者に適した業務がない」が５８．９％と半

数を超え，次いで「障害者を雇用する余裕がない」が４９．３％と高くなっています。 

（事業者） 

    

現在現在現在現在、、、、障害者障害者障害者障害者をををを雇用雇用雇用雇用していてしていてしていてしていて困困困困っていることはありますかっていることはありますかっていることはありますかっていることはありますか

9.1%

13.6%

0.0%

70.5%

11.4%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

遅刻、休みが多い

職場での人間関係

職場の行事や同僚との
付き合いに参加しない

特に困っていることはない

その他

無回答

雇用雇用雇用雇用しているしているしているしている障害者障害者障害者障害者へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連連連連
携携携携していますかしていますかしていますかしていますか

40.9%

6.8%

0.0%

9.1%

9.1%

4.5%

29.5%

18.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ハローワーク

市（障害福祉課等）

県（障害福祉課、保健所等）

障害者雇用支援センター

福祉施設

病院

その他

無回答

 雇用 雇用 雇用 雇用していないしていないしていないしていない理由理由理由理由をををを教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい

58.9%

11.0%

8.2%

49.3%

8.2%

12.3%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

障害者に適した業務がない

障害者に仕事を教える者がいない

障害者を雇用する機会がない

障害者を雇用する余裕がない

障害者を雇用する考えはない

その他

無回答
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〔〔〔〔７７７７〕〕〕〕生活支援生活支援生活支援生活支援生活生活生活生活やややや日中活動日中活動日中活動日中活動についてについてについてについて    

障害がある方が地域や社会で参加するためには，子供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との意見が多くなっています。 

● 「障害のある方が地域や社会に積極的に参加するために大切なこと」は，「子ども

の時から，学校などで障害児とのふれあいや助け合いの機会を増やす」が５４．９％

と最も多く，次いで「電車やバスなどの移動手段や歩道等を整備し，障害者が外出し

やすい環境にする」が４９．７％となっています。（市民） 

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方がががが地域地域地域地域やややや社会社会社会社会にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加するためするためするためするため、、、、
特特特特にににに何何何何がががが大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか

54.9%

26.8%

25.6%

47.6%

29.9%

28.8%

49.7%

8.9%

22.5%

1.0%

1.7%

4.3%

16.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

子どもの時から、学校などで障害児とのふ
れあいや助け合いの機会を増やす

福祉イベントなど、障害者とその他の市民
の交流の機会を増やす

広報や生涯学習などで、障害者への理解を
深める

障害者が働ける場を増やす

障害者が様々な活動に参加できるよう、支
援ボランティアの育成を図る

障害者が使いやすいよう、公共施設や商店
などの改善・整備を進める

電車やバスなどの移動手段や歩道等を整備
し、障害者が外出しやすい環境にする

障害者の団体や組織が積極的な取り組みを
進める

障害者自身やその家族が社会参加に対して
積極性を持つ

現状で特に問題はない

その他

わからない

無回答
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（（（（（（（（１１１１１１１１））））））））障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者施施施施施施施施策策策策策策策策のののののののの主主主主主主主主なななななななな動動動動動動動動きききききききき        

        

昭和５７年 ３月 「障害者対策に関する長期計画」策定 

平成 ５年 ３月 「障害者対策に関する新長期計画」策定 

平成 ５年１２月 「障害者基本法」成立 

平成 ６年 ９月 「高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の

促進に関する法律（ハートビル法）」施行 

平成 ７年 ５月 「精神保健法」が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

へ改正 

平成 ７年１２月 「障害者プラン～ノーマライゼーション７ヵ年戦略～」策定 

平成 ９年１２月 「介護保険法」が制定（平成１２年４月１日から実施） 

平成１１年 ６月 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」等の一部改正 

平成１２年 ５月 「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化

の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」制定 

平成１４年１２月 「障害者基本計画」策定 

計画期間：平成１５年度～平成２４年度 

平成１４年１２月 「重点施策実施５か年計画」策定 

計画期間：平成１５年度～平成１９年度 

平成１５年 ４月 「支援費制度」施行 

平成１８年 ４月 「障害者自立支援法」施行 

平成１８年１２月 「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリ

アフリー新法）」施行 

平成１９年１２月 「重点施策実施５か年計画」策定 

計画期間：平成２０年度～平成２５年度 

 

①①①①    国国国国のののの動動動動きききき 

２２２２    策定関係資料策定関係資料策定関係資料策定関係資料    
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平成 ６年 ３月 「障害者福祉に関する長期行動計画」策定 

計画期間：平成５年度～平成１４年度 

平成 ９年 ３月 「重点施策実施計画」策定 

計画期間：平成８年度～平成１４年度 

平成１５年 ３月 「いばらき障害者いきいきプラン」策定 

計画期間：平成１５年度～平成２４年度 

平成１９年 ３月 「茨城県障害福祉計画（第１期）」策定 

計画期間：平成１８年度～平成２０年度 

平成２０年 ３月 「茨城県障害者福祉的就労支援計画－障害者工賃倍増５か年計画－」策定 

計画期間：平成１９年度～平成２３年度 

平成２１年 ３月 「茨城県障害福祉計画（第２期）」策定 

計画期間：平成２１年度～平成２３年度 

 

        

平成１２年 ３月 「土浦市人にやさしいまちづくり計画」策定 

計画期間：（短期）平成１２年度～平成１６年度 
（中期）平成１７年度～平成２１年度 
（長期）平成２２年度～平成３１年度 

平成１２年 ３月 「つちうら障害者プラン（前期計画）」策定 

計画期間：平成１２年度～平成２１年度  

平成１７年 ３月 「つちうら障害者プラン（後期計画）」改定 

計画期間：平成１７年度～平成２１年度 

平成１９年 ３月 「土浦市障害福祉計画（第１期）」策定 

計画期間：平成１８年度～平成２０年度 

平成２０年 ３月 「土浦市地域福祉計画」策定 

計画期間：平成２０年度～平成２４年度 

平成２１年 ３月 「土浦市障害者向け防災マニュアル」作成 

平成２１年 ３月 「土浦市障害福祉計画（第２期）」策定 

計画期間：平成２１年度～平成２３年度 

③③③③    土浦市土浦市土浦市土浦市のののの動動動動きききき 

②②②②    茨城県茨城県茨城県茨城県のののの動動動動きききき 
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（（（（（（（（２２２２２２２２））））））））土土土土土土土土浦浦浦浦浦浦浦浦市市市市市市市市障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者計計計計計計計計画画画画画画画画策策策策策策策策定定定定定定定定委委委委委委委委員員員員員員員員会会会会会会会会設設設設設設設設置置置置置置置置要要要要要要要要綱綱綱綱綱綱綱綱        

平成１０年６月８日 

告示第５９号 

（設置及び所掌事務） 

第１条 本市における障害者施策の総合的かつ計画的な推進に資するため，障害者基本法（昭和

４５年法律第８４号）第９条第３項に定める市町村障害者計画及び障害者自立支援法（平成１

７年法律第１２３号）第８８条に定める市町村障害福祉計画（以下「計画」と総称する。）に

ついて調査審議し，計画の立案を行う土浦市障害者計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（組織） 

第２条 委員会は，委員２５人以内をもって組織する。 

（委員） 

第３条 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。 

（１）学識経験者 

（２）市議会の議員 

（３）関係機関及び団体の役職員 

（４）副市長 

（５）市民 

（６）前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者 

２ 委員の任期は，計画の立案が終了したときまでとする。 

３ 第１項第２号から第４号までに規定する者のうちから委嘱され，又は任命された委員は，委

嘱又は任命当時の職を退いたときは，その資格を失うものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は，会務を総理し，委員会の会議（以下「会議」という。）の議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は，必要に応じ，委員長が召集する。 

２ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。 

３ 委員会は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その説明又は意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は，保健福祉部障害福祉課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮

って定める。 
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（（（（（（（（３３３３３３３３））））））））土土土土土土土土浦浦浦浦浦浦浦浦市市市市市市市市障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者計計計計計計計計画画画画画画画画策策策策策策策策定定定定定定定定委委委委委委委委員員員員員員員員会会会会会会会会委委委委委委委委員員員員員員員員名名名名名名名名簿簿簿簿簿簿簿簿        

任期：平成２１年５月１４日～平成２２年３月３１日 

 氏  名 所属等・役職等 備  考 

１ 飯野 惠城 つくば国際大学産業社会学部教授 委 員 長 

２ 住田 福祉 社会福祉法人尚恵学園理事長 副 委 員 長 

３ 塚田 篤郎 社団法人土浦市医師会理事  

４ 塚原 直人 社団法人土浦市医師会  

５ 吉田 千鶴子 土浦市議会文教厚生委員会委員長  

６ 臼井 壽子 土浦市民生委員・児童委員協議会連合会理事  

７ 村山 一人 土浦市障害者（児）福祉団体連合会会長   

８ 舘 二千雄 土浦市障害者（児）福祉団体連合会副会長  

９ 太田 恵一 土浦市障害者（児）福祉団体連合会副会長  

１０ 尾崎 征生 土浦市障害者（児）福祉団体連合会事務局長  

１１ 吉澤 馨 土浦市障害者（児）福祉団体連合会   

１２ 内田 芳昭 社会福祉法人青洲会さくら苑施設長  

１３ 海崎 真知子 社会福祉法人明清会ほびき園サービス管理責任者  

１４ 加藤 千恵子 土浦市ボランティアサークル連絡協議会理事  

１５ 

大徳 正 土浦公共職業安定所統括職業指導官 H21.5.31 まで 

石崎 好章 土浦公共職業安定所統括職業指導官 H21.6. 1 から 

１６ 落合 みどり 
茨城県立土浦養護学校 
特別支援教育地域相談センタ－事務部長 

 

１７ 仲根 よし子 茨城県土浦保健所保健指導課長  

１８ 久松 正明 土浦市社会福祉協議会常務理事  

１９ 伊藤 宏 一般公募  

２０ 水野 直樹 一般公募  
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（（（（（（（（４４４４４４４４））））））））土土土土土土土土浦浦浦浦浦浦浦浦市市市市市市市市障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者計計計計計計計計画画画画画画画画研研研研研研研研究究究究究究究究会会会会会会会会設設設設設設設設置置置置置置置置要要要要要要要要綱綱綱綱綱綱綱綱        

平成１０年７月２４日 

土浦市訓令第７号 

（設置） 

第１条 本市における障害者施策の総合的かつ計画的な推進の指針となる障害者計画（以下｢計

画｣という。）に係る諸課題に関し調査研究するため，土浦市障害者計画研究会（以下｢研究会｣

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 研究会は，次に揚げる事項を所掌する。 

（１）障害者の現況及び課題の把握に関すること。 

（２）障害者のニーズを把握するための実態調査の実施に関すること。 

（３）障害者施策の推進方法の検討に関すること。 

（４）障害者施策に係る関係部課間の連絡調整に関すること。 

（５）前各号に揚げるもののほか，計画に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 研究会は，委員２０人以内をもって組織し，会長，副会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は保健福祉部長を，副会長は障害福祉課長をもって充てる。 

３ 委員は，次の課に属する者のうちから市長が任命する。 

  政策企画課，広報広聴課，総務課，管財課，市民活動課，生活安全課，社会福祉課，こども

福祉課，高齢福祉課，国保年金課，健康増進課，商工観光課，道路課，住宅営繕課，都市計画

課，建築指導課，教育委員会学務課，教育委員会生涯学習課，教育委員会指導課，消防本部総

務課 

（会議） 

第４条 研究会の会議（以下｢会議｣という。）は，必要に応じて会長が招集する。 

２ 会長は，会務を総理し，会議の議長となる。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代

理する。 

４ 会長は，必要があると認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見

を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 研究会の庶務は，保健福祉部障害福祉課において処理する。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，研究会の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 
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（（（（（（（（５５５５５５５５））））））））土土土土土土土土浦浦浦浦浦浦浦浦市市市市市市市市障障障障障障障障害害害害害害害害者者者者者者者者計計計計計計計計画画画画画画画画研研研研研研研研究究究究究究究究会会会会会会会会委委委委委委委委員員員員員員員員名名名名名名名名簿簿簿簿簿簿簿簿        

任期：平成２０年１２月１９日～平成２２年３月３１日 

 所 属 部 等 所 属 課 
平成２１年度 平成２０年度 

備 考 
職 名 氏 名 職 名 氏 名 

１ 保健福祉部   部 長 小貫 俊男 部 長 小貫 俊男 会 長 

２ 保健福祉部 障 害 福 祉 課 課 長 湯原 洋一 課 長 湯原 洋一 副会長 

３ 市 長 公 室 政 策 企 画 課 主任政策員 瀬尾 洋一 主任政策員 瀬尾 洋一  

４ 総 務 部 総 務 課 室 長 下村 浩 主 査 下村 浩  

５ 

市民生活部 

市 民 活 動 課 主 査 細野 賢司 係 長 細野 賢司  

６ 生 活 安 全 課 副 参 事 栗原 純彦 課 長 補 佐 市川 俊一  

７ 

保健福祉部 

社 会 福 祉 課 主 査 川村 正明 副 参 事 前原 秀昭  

８ こども福祉課 副 参 事 加藤 重雄 副 参 事 加藤 重雄  

９ 高 齢 福 祉 課 主 幹 小澤 麻里子 主 幹 小澤 麻里子  

１０ 国 保 年 金 課 主 査 吉沼 良幸 係 長 上野 不美世  

１１ 健 康 増 進 課 係 長 三浦 奈美子 係 長 三浦 奈美子  

１２ 産 業 部 商 工 観 光 課 主 査 塚本 隆行 主 査 塚本 隆行  

１３ 建 設 部 道 路 課 係 長 三浦 誠 係 長 三浦 誠  

１４ 

都市整備部 

都 市 計 画 課 課 長 補 佐 岡野 亨 副 参 事 石井 信之  

１５ 建 築 指 導 課 副 参 事 田嶋 正 課 長 補 佐 吉村 茂重知  

１６ 

教育委員会 

学 務 課 課 長 補 佐 平塚 政男 副 参 事 高崎 浩  

１７ 生 涯 学 習 課 主 査 来栖 信吉 主 査 今野 修  

１８ 指 導 課 課 長 補 佐 橋爪 正文 課 長 補 佐 矢口 孝夫  

１９ 消 防 本 部 総 務 課 課 長 補 佐 塩ノ谷 秀雄 課 長 補 佐 檜山 保明  

２０ 社会福祉協議会   係 長 赤根 陽 係 長 赤根 陽 ※ 

※ 社会福祉協議会については，説明や意見を聴くため，実務担当者の出席を求めた。（研究会設置要綱第４条第４項） 
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（（（（（（（（６６６６６６６６））））））））計計計計計計計計画画画画画画画画策策策策策策策策定定定定定定定定経経経経経経経経過過過過過過過過状状状状状状状状況況況況況況況況        

日程 会議等 内容 

平成２１年 

１月２９日 

第第第第１１１１回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会    ・障害者計画の概要 

・障害者計画策定スケジュール 

３月１９日 第第第第２２２２回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会    ・現行計画の評価，進捗状況の調査 

・アンケート調査の概要 

５月２８日 第第第第１１１１回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会    ・現行計画の評価，進捗状況の報告 

・アンケート調査実施の承認 

６月～７月 アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの実施実施実施実施    ・市民向けアンケート調査 

・医療・福祉関係者向けアンケート調査 

・事業者向けアンケート調査 

８月２１日 第第第第３３３３回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会    ・アンケート調査結果報告 

・総論，各論，個別事業の検討 

８月２７日 第第第第２２２２回土浦市障害者計回土浦市障害者計回土浦市障害者計回土浦市障害者計画策定委員会画策定委員会画策定委員会画策定委員会    ・アンケート調査結果報告 

・総論，各論，個別事業の検討 

１１月１１日 第第第第４４４４回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会    ・計画素案の検討 

・パブリック・コメントの説明 

１１月１９日 第第第第３３３３回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会    ・計画素案の検討 

・パブリック・コメント実施の承認 

１２月１０日

～１月１５日 

パブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメントのののの実施実施実施実施    ・広報紙，市ホームページへの掲載 

平成２２年 

１月２８日 

第第第第５５５５回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会回土浦市障害者計画研究会    ・パブリック・コメント結果の報告 

・計画へのパブリック・コメントの反映 

・計画最終案の検討 

２月 ４日 第第第第４４４４回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会回土浦市障害者計画策定委員会    ・パブリック・コメント結果の報告 

・計画へのパブリック・コメントの反映 

・計画最終案の承認 
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（（（（（（（（７７７７７７７７））））））））用用用用用用用用語語語語語語語語解解解解解解解解説説説説説説説説        

【【【【ああああ行行行行】】】】    

『『『『SPSPSPSP（（（（エスピーエスピーエスピーエスピー））））コードコードコードコード』』』』    

紙に掲載された情報をデジタルに変える二次元シンボル。簡単に大量の情報を紙に

記録・掲載できるため，ビジネスや日常生活など様々な活用ができる。専用の SP コ

ード読取機を使って，音声・点字・テキストで出力することができる。  

 

【【【【ささささ行行行行】】】】    

『『『『支援費制度支援費制度支援費制度支援費制度』』』』    

行政が「行政処分」として障害者サービスを決定してきた「措置制度」を改め，障

害者がサービスを選択し，サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者とが

対等の関係に立って，契約に基づきサービスを利用するという制度。障害者の自己決

定が尊重されるとともに，利用者と施設・事業者が直接かつ対等の関係に立つことに

より，利用者本位のサービスが提供されるようになった。平成１８年度から「障害者

自立支援法」に基づくサービス等に変更。 

 

『『『『重点施策実施重点施策実施重点施策実施重点施策実施５５５５かかかか年計画年計画年計画年計画』』』』    

政府が障害者施策の基本的方向等を規定するため，平成 14 年に策定した「障害

者基本計画」（計画期間：平成１５～２４年度）と併せ，障害者基本計画に沿って，

同基本計画の重点的に実施する施策及びその達成目標並びに計画の推進方策を定め

るため策定した計画。前期５年間の「重点施策実施５か年計画」後，後期５年間の現

行「重点施策実施５か年計画」を策定。 

 

『『『『障害者基本計画障害者基本計画障害者基本計画障害者基本計画』』』』    

「障害者基本法」を根拠法とし，障害者施策全般に関わる理念や基本方針などを定

める計画。 

 

『『『『障害者基本法障害者基本法障害者基本法障害者基本法』』』』    

平成５年に「心身障害者対策基本法」が改正され，制定された法律。従来の身体障

害者，知的障害者に加え，精神障害者も「障害者」の対象とされた。 
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『『『『障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画』』』』    

「障害者自立支援法」を根拠法とし，障害福祉サービス及び地域生活支援事業の提

供体制の確保に関する計画で，必要なサービスの種類ごとの見込量とその確保のため

の方策等について定め，数値目標を明らかにすることにより，具体的施策の展開を図

るための指針を設けるもの。土浦市では，平成 19 年３月に「土浦市障害福祉計画（第

１期）」，平成２１年３月に「土浦市障害福祉計画（第２期）」を策定し，つちうら障

害者プランの実施計画と位置づけた。 

 

『『『『障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法』』』』    

障害者の地域生活と就労を進め，それまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提

供されてきた福祉サービス，公費負担医療等について，共通の制度の下で一元的に提

供する仕組みを創設した法律。平成１８年 10 月に全面施行された。 

 

『『『『障害者障害者障害者障害者のののの日日日日』』』』    

毎年 12 月 9 日。国際障害者年（1981 年）を記念して，障害者問題について考

え，障害者福祉の増進を図ることを目的として制定された。1975 年 12 月 9 日に

障害者の基本的人権と障害者問題に関する指針として「障害者の権利宣言」が，国際

連合総会で採択されたことから決められた。 

 

『『『『障害者向障害者向障害者向障害者向けけけけ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「「「「防災防災防災防災のののの手引手引手引手引きききき」』」』」』」』    

大規模地震や台風などの災害が発生した場合に，障害者やその介護者等がどのよう

に対応したら良いのか，事前にどのような準備が必要かなどを記載し，防災に対する

意識を高めることを目的として，土浦市障害者(児)福祉団体連合会・つくば国際大

学・土浦市の三者が協働で作成したマニュアル。平成２０年度作成。 

 

『『『『生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病』』』』    

糖尿病，高血圧，がん，脳卒中，心臓病など生活習慣が発症や進行に深く関わって

いると考えられている疾患の総称。かつては「成人病」と呼ばれていたが，生活習慣

の改善に重点を置いた対策を推進するために，この名称が使われるようになった。 

 

『『『『精神保健及精神保健及精神保健及精神保健及びびびび精神障害者福祉精神障害者福祉精神障害者福祉精神障害者福祉にににに関関関関するするするする法律法律法律法律』』』』    

精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とし，精神保

健と精神障害者福祉について規定した法律。昭和 25 年に制定され，平成７年５月に

現在の名称に改められた。 
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【【【【たたたた行行行行】】】】    

『『『『第第第第７７７７次土浦市総合計画次土浦市総合計画次土浦市総合計画次土浦市総合計画』』』』    

長期的展望のもと，土浦市の目指すべき将来の姿とそれを実現するための施策の方

向を明らかにし，総合的かつ計画的な市政運営のための指針とするものであり，各施

策や事業を展開する上での基本とするもの。「基本構想」，「基本計画」，「実施計画」

で構成され，計画期間は平成 20 年度から平成 29 年度。 

 

『『『『土浦市災害時要援護者支援制度土浦市災害時要援護者支援制度土浦市災害時要援護者支援制度土浦市災害時要援護者支援制度』』』』    

高齢者や障害者など災害発生時に支援を必要とする「災害時要援護者」の個人情報

を同意により要援護者台帳に登録し，情報を地域で共有するために台帳を地域の地区

長・民生委員児童委員・自主防災組織などの支援者に提供することにより，要援護者

が災害時等に地域の中で支援を受けられるようにする制度。 

 

『『『『土浦市地域福祉計画土浦市地域福祉計画土浦市地域福祉計画土浦市地域福祉計画』』』』    

土浦市の「地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項」「地域に

おける社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項」「地域に関する活動へ

の住民参加の促進に関する事項」を一体的に定める計画で，高齢者，障害者，児童等

を対象とした様々な個別の福祉計画のうち地域福祉に関するものを横断的に結び，市

民・地域・行政等が協働しながら取り組むための基本的な方向を示すもの。平成１９

年度策定。 

 

『『『『土浦市人土浦市人土浦市人土浦市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』』』』    

高齢者および障害者を含むすべての市民が，あらゆる施設を円滑に利用でき，容易

に社会参加できるまちづくりを，総合的かつ計画的に推進するための計画。平成１２

年３月策定。 

 

『『『『デマンドタクシーデマンドタクシーデマンドタクシーデマンドタクシー』』』』    

利用者からの事前予約に応じて，路線を定めずに乗り合い車両を運行するサービス。

土浦市では「のりあいタクシー土浦」を市内全域で運行しており，６５歳以上の土浦

市在住の会員登録者が利用できる。 
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【【【【なななな行行行行】】】】    

『『『『ノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーション』』』』    

障害者を特別視するのではなく，健常者と一緒に助け合いながら暮らしていくのが

ノーマルな社会であるとする考え方。 

 

【【【【はははは行行行行】】】】    

『『『『発達障害発達障害発達障害発達障害』』』』    

自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性

障害その他これに類する脳機能の障害で，その症状が通常低年齢で発現する障害のこ

と。発達障害のために日常生活や社会生活に制限を受ける人のことを発達障害者，そ

のうち 18 歳未満の児童を発達障害児という。 

 

『『『『パブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメント』』』』    

市の基本的な計画等を立案する過程において，その立案に係る計画等の趣旨，内容

等の必要な事項を市民等に公表し，これらに対して提出された市民等の意見。 

 

『『『『バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー』』』』    

社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で，もと

もと段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが，より広く障害者の社会参加を困

難にしている社会的，制度的，心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられ

る。 

 

『『『『補助犬補助犬補助犬補助犬』』』』    

視覚障害者の歩行をサポートする「盲導犬」，肢体不自由者の日常生活のサポート

をする「介助犬」，聴覚障害者に音を知らせる「聴導犬」の３つの総称。 

 

【【【【やややや行行行行】】】】    

『『『『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』』』』    

土浦市社会福祉協議会において実施する市民同士の助け合いによる家事援助のサ

ービスを行う制度。原則として６５歳以上の支援が必要な高齢者や心身障害者（児）

の世帯が，食事の支度・衣類の洗濯・部屋の清掃・日用品の買い物・話し相手・通院・

外出の介助などを有料で利用できる。 
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『『『『ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン』』』』    

文化・年齢の差異，障害・能力の如何を問わずに，できるだけ多くの人が利用可能

であるようなデザイン。 

 

『『『『要約筆記要約筆記要約筆記要約筆記』』』』    

聴覚障害者等（中途失聴者など）への 情報保障手段の一つで，話している内容を

要約し，文字として伝えること。「要約し，通訳する」事で，速記とは内容が異なる。

筆談要約筆記（※１），OHP 要約筆記（※２），OHC 要約筆記（※３），パソコン要

約筆記（※４）など情報保障を必要とする人々の条件や，場所や器材上の条件により，

最善の実施形態が採用される。 

※１ 筆談要約筆記 

ノートや小型のホワイトボード等を用いて，筆談により行う要約筆記。 

※２ ＯＨＰ要約筆記 

台座に置かれた透明なシートを光によりスクリーンに映写するオーバヘ

ッドプロジェクタ（ＯＨＰ)を用いて行う要約筆記。 

※３ ＯＨＣ要約筆記 

台座に置かれた被写体を上部カメラにより撮影し、スクリーンやモニター

に映写するオーバーヘッドカメラ（ＯＨＣ) を用いて行う要約筆記。 

※４ パソコン要約筆記 

パソコンをプロジェクタに接続し、音声情報をパソコンに文字入力し、そ

れをスクリーン等に映写することで行う要約筆記。 

 

【【【【らららら行行行行】】】】    

『『『『ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル』』』』    

人生の周期。生活周期。人間の一生をいくつかの過程に分けたものを周期的にとら

える考え方。精神分析家のエリクソンは，ライフサイクルにもとづく発達論を提唱し，

人生を 8 つの段階（乳児期，幼児期，幼児期初期，学童期，青年期，成人期初期，

成人期後期，老年期）に分け，それぞれで解決すべき課題（発達課題）があるとした。 

 

『『『『ライフステージライフステージライフステージライフステージ』』』』    

人間の一生における乳幼児期，学齢期，成人期，高齢期などのそれぞれの段階。生

涯における重要な節目で区分される生活上の局面（ステージ）のこと。 
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『『『『リッチボイスリッチボイスリッチボイスリッチボイス』』』』    

土浦市ボランティアグループ「土浦朗読の会」が発行しているテープマガジン。身

近な情報や料理コーナー，スポーツ・音楽の情報，文芸など幅広い内容をカセットテ

ープに吹き込んでいる。 

 

『『『『リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション』』』』    

身体に障害のある人などが、再び社会生活に復帰するための、総合的な治療的訓練。

身体機能の回復をめざす「機能訓練」という意味だけではなく，ライフステージのす

べての段階において全人間的復権に寄与し，自立と参加をめざすとの考え方。医学的

リハビリテーション，教育的リハビリテーション，職業的リハビリテーション，社会

的リハビリテーションを一体的，連続的なものとして総合的に推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

表紙絵・挿絵作者：太田
おおた

 頼
より

孝
たか

 さん 

土浦市在住。太田さんの動物などを描いた暖かなイラストは，様々

な紙面を飾り，とても人気があります。 

表紙絵の場所：上高津貝塚ふるさと歴史の広場（土浦市上高津） 

関東地方を代表する大規模貝塚と考古資料館から成る面積約５万㎡

の史跡博物館。縄文人の生活のあとが確認されており，自然に囲ま

れた貝塚の広場には竪穴住居が復元されています。 

土浦市障害者計画 
 

発 行 ： 平成２２年３月 

発行者 ： 茨城県土浦市 

編 集 ： 土浦市保健福祉部障害福祉課 

〒300-8686 土浦市下高津一丁目２０番３５号 

電  話 ０２９－８２６－１１１１（内線２３３９） 

Ｆ Ａ Ｘ ０２９－８２６－７１１８（共用） 

Ｅメール shougai@city.tsuchiura.lg.jp 
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