
１　理解と交流の促進

想定される主な関連事業

(1)
あらゆる障害や
障害者について
の理解の促進

－

○福祉教育・福祉体験講座の実施
○やさしさ発見（福祉活動体験）プログラム事業
○人権啓発リーダー養成講座の実施
○市職員への研修
○企業に対する雇用啓発文の送付
○発達障害、高次脳機能障害、難病等の周知
○障害者権利条約の啓発〈新〉

(2)
障害者と地域住
民等との交流の
促進

－
○フラワーフェスティバルでの「ふれあいの広場」の設置・運営
○障害児こどもまつり開催事業補助
○福祉サービス事業所等と地域住民との交流の促進

①
ボランティアの育成とネット
ワーク化の促進

○心身障害者福祉センターにおけるボランティア養成講座の開催
○広島市ボランティア情報センター・区ボランティアセンターの活動支援

②
障害者団体等のノウハウをい
かした障害者支援活動の促
進

○行政と障害者団体等による自主的な取組への支援
○障害者団体やグループ等による自主的な取組への支援

２　生活環境整備の推進

想定される主な関連事業

①
障害者が外出しやすい環境
づくり

○市内施設のバリアフリーマップの情報提供及び充実
○民間事業者が自主的にバリアフリー化に取り組むことを促す仕組み
に
　 ついての検討
○福祉有償運送の促進

②
公共施設の計画的な整備・改
善

○公共施設福祉環境整備事業
○公共施設整備への設計段階からの障害者の参加

③
民間建築物や公共交通機関
等のバリアフリー化に向けた
計画的な整備・改善の誘導

○建築確認申請時の事前審査やバリアフリー新法等による整備誘導
○交通施設バリアフリー化設備整備費補助
○低床路面電車車両購入費補助
○低床低公害バス車両購入費補助

④
安全で快適な歩行空間の確
保と歩行者優先の空間整備

○道路・街路事業、福祉環境整備事業（道路）（歩道の拡幅・段差解消、
　 視覚障害者用誘導ブロックの設置等）
○放置自転車の撤去、駐輪指導等

①
障害の態様に配慮した市営
住宅の整備・改善等

○市営住宅の建替等整備事業におけるバリアフリー課、高齢者等対応
　 改善事業
○市営住宅の入居に関する障害者の優遇措置

② 住宅改善等の支援
○障害者住宅改造費補助
○障害者住宅整備資金貸付

③
民間賃貸住宅等への入居等
の相談支援の充実

○住宅相談事業
○住宅の改造等に関する相談支援（地域リハビリテーション事業）
○地域移行支援、地域定着支援

④
グループホーム等の整備促
進

○グループホーム等の開設等への支援
○市営住宅の空き室のグループホーム等への活用

次期障害者計画骨子（素案）の柱ごとに想定される施策展開・関連事業の整理
（現行計画を基に今後関係部局と連携しながら精査）

施策項目 想定される具体的な施策展開

(3)
市民主体の活動
等の支援

施策項目 想定される具体的な施策展開

(1)
福祉のまちづくり
の推進

(2)
安心して暮らせる
住まいの確保
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①
地域ぐるみの防災・防犯体制
等の整備

○自主防災組織の育成指導
○防災情報メール配信システム
○聴覚障害者用災害避難情報ファックス送信事業
○「減らそう犯罪」推進事業

②
障害の特性に応じた災害時
の支援とメンタルヘルス対策
の充実

○災害ボランティアの円滑な活動のための環境整備
○福祉避難所の拡充
○医療救護班の編成、必要な医薬品等の備蓄
○大規模災害時のメンタルヘルス対策
○障害者基本法改正に対応した取組の検討（防災及び防犯についての
　 施策推進）

３　相談支援の充実

想定される主な関連事業

① 相談支援体制の整備

○障害者総合支援法に基づく協議会等を通じた相談支援事業の充実
　 （相談支援事業所の評価等）
○障害者相談支援体制の強化（基幹相談支援センターの設置等）
○障害児相談支援
○手話専用テレビ電話での相談支援の充実

②
障害者団体等と連携した相
談支援等の充実

○障害者団体やグループ等による自主的な取組への支援

①
障害者の権利を守る取組の
充実

○障害者１１０番運営事業
○福祉サービス利用援助事業（「かけはし」）
○障害者基本法改正に対応した取組の検討（消費者としての利益擁
護、
　 選挙における配慮等）

② 成年後見制度の利用支援
○成年後見制度利用支援事業
○成年後見事業（「こうけん」）

③ 障害者虐待防止体制の整備
○障害者虐待防止事業
○虐待通報等の窓口一元化の検討

④
障害を理由とする差別の解
消に向けた取組〈新〉

○市職員、民間事業者等への研修の実施
○シンポジウムの開催

４　地域生活支援の充実

想定される主な関連事業

①
福祉サービスの基盤整備と
質の向上

○民間障害者（児）福祉施設整備補助事業
○事業者の指定、指導監督
○総合福祉センター整備

②
障害者の総合的な生活支援
の充実と地域生活への参画
促進

○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの提供
○サービス等利用計画の作成対象者拡大に対応した体制整備の支援
○障害者が生活の拠点において自立し、活動の範囲を広げていくため
　 の取組の実施

③
発達障害者、高次脳機能障
害者・難病患者への支援の
充実

○発達障害者支援体制づくり推進プログラムに基づく事業実施
○高次脳機能障害者支援事業
○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの実施（難病患者への
　 対象拡大に対応）

①
疾病予防の推進と早期治療
の充実

○特定健康診査、各種がん検診等の実施
○身体障害者健康診査
○在宅訪問歯科審査・診療事業

② 医療の充実

○かかりつけ医推進事業（広島市連合地区地域保健対策協議会事業
　 補助）
○広島市精神科救急医療システムの運営
○発達障害児早期発見・支援体制整備事業
○こども療育センターの医師等専門スタッフの充実

③
リハビリテーションサービスの
充実

○自立訓練（機能訓練・生活訓練）の充実
○地域リハビリテーション推進事業

想定される具体的な施策展開

(3)
防災・防犯等の
対策と災害時支
援対策の推進

施策項目 想定される具体的な施策展開

(1)
相談支援体制の
整備・充実

(2)
障害者の権利擁
護の推進

施策項目

(1)
福祉サービスの
充実

(2)
保健・医療・リハ
ビリテーションの
充実
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(3)
スポーツ、文化活
動の促進

－

○障害者スポーツ大会の開催
○障害者の健康づくり事業
○Peace Cup車イステニス国際交流大会開催支援
○広響マーガレットコンサートの開催
○公民館での学習会開催、学習グループへの支援

①
障害の特性に配慮した情報
提供サービスの充実

○点字・声の広報
○テレビ広報番組における手話通訳等の活用
○公文書に係る点字文書やＳＰコードの活用

②
障害者のコミュニケーション
支援等の充実

○手話や要約筆記等の専門的な技術を有する人材の養成・確保
○視覚障害者ＩＣＴ利活用支援ボランティア養成・派遣

５　療育と教育の充実

想定される主な関連事業

①
障害児の早期発見体制の充
実

○総合周産期母子医療センターの運営
○妊婦・乳幼児健康診査
○発育支援コーディネーターの養成

② 療育体制の充実

○障害児等療育支援事業
○こども療育センターにおける療育の実施
○障害児保育の推進
○難聴児補聴器購入費助成事業

①
教育指導体制や教育相談体
制等の充実

○特別支援教育の推進
○通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校の運営
○青少年総合相談センター等における就学・教育相談の実施
○ジョブ・サポート・ティーチャーの配置

②
交流活動や放課後活動等の
充実

○放課後等デイサービス事業
○特別支援学校放課後対策事業、障害児いきいき活動事業
○休暇中の障害児地域活動支援事業
○市立特別支援学校児童生徒の地域活動推進事業

６　就労支援の充実と雇用の拡大

想定される主な関連事業

①
一般就労、職場定着、復職の
促進

○就労移行支援の利用促進
○障害者就労支援事業（ジョブ・ライフサポーターの配置）
○障害者雇用の拡大・定着に向けた関係機関の連携の在り方等につ
　 いての検討

②
障害の特性に応じた職業選
択の支援

○知的障害児（者）の就労前職場体験事業補助
○ジョブ・サポート・ティーチャーの配置

③
福祉サービス事業所等での
就労の支援

○福祉サービス事業所等で可能な新たな取組（農業分野での福祉的
　 就労等）の検討等の支援
○障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進

①
障害者雇用拡大・定着に向け
た関係機関とのネットワーク
の構築

○障害者雇用の拡大・定着に向けた関係機関の連携の在り方等につ
　 いての検討

②
企業等による障害者雇用の
促進

○障害者合同面接会の開催
○障害者を多数雇用している企業に対する優遇措置の導入
○「インターンシップ・ガイド」の作成・配布促進

想定される具体的な施策展開

(1) 療育の充実

(2)
障害者雇用の拡
大・定着

施策項目

(4)
情報・コミュニ
ケーション支援の
充実

施策項目

想定される具体的な施策展開

(2)
自立に向けた教
育の充実

(1)
総合的な就労支
援
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