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と き 令和２年８月２８日（金） 午後２時～  

ところ 姫路市総合福祉会館 第２会議室 
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令和２年度（2020 年度） 姫路市地域自立支援協議会事業計画（案） 

  

１． 事業方針 

   障害のある人もない人も、充実していきいきとした人生をおくることができる社会（共

生社会）づくりの理念のもと、相談支援の提供体制の確保と障害のある人の暮らしに関

するシステムづくりを目指す。 

 

２． 会議及び検討事項 

（１）全体会 （年２回） 

  全体による意思統一、調整、事業評価に主眼を置いて協議   

＜検討事項＞ 

・ 専門部会及び各会議等の進捗確認と調整 

・ 障害福祉推進計画の評価と意見陳述 

・ 障害福祉施策の全体像の把握と協議 

 

（２）専門部会 （検討テーマに合わせて随時開催） 

  各専門分野において検討テーマに沿って仕組みを検討するプロジェクト   

 

部会名 令和２年度の検討テーマ 

まもる部会 

［権利擁護プロジェクト］ 

 司法関係とのネットワーク 

 障害者差別解消法について 

 障害者が感じる情報のバリアについて 

しごと部会 

［進路・就労プロジェクト］ 

 高校在学中の就労アセスメントについて 

 就労アセスに対する統一的な基準・方針について 

くらし部会 

[地域生活プロジェクト] 
 新型コロナウイルス等に対する対応方法について 

こども部会 

［児童支援プロジェクト] 
 学校と児童系サービス事業所との連携について 

つながる部会 

［相談体制プロジェクト］ 

 相談支援新体制の検証 

 障害福祉サービスと介護保険サービスの利用について 

 

 

 

資料 １ 
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（３）障害福祉推進計画ワーキング部会 （年４回開催） 

  第６期障害福祉推進計画の策定に向け、障害福祉施策の課題等について意見を聴取する   

＜検討事項＞ 

・ 各施策の実績や障害者等実態意向調査を踏まえた現状と課題の分析 

・ 各課題に対する見識者や当事者等の意見の収集 

 

（４）ケアマネジメント会議 （月１回定例会＋ケースに応じて随時開催） 

  個別のケースに主眼を置き、マネジメントを円滑に行えるネットワーク会議   

＜検討事項＞ 

・ 困難ケースのアドバイスや対応のあり方を協議・調整 

・ 紛争差別事例の検証及び意見 

・ 市の支給決定基準とそごの出たサービス等利用計画の評価・判定 

 

 

（５）事業者部会 

  地域の支援体制強化を図るため、事業者間の交流促進と質的向上を目指す取り組み 

  ＜検討事項＞ 

・ 事業者間の情報交換・交流の推進 

・ 研修会等の実施 

 

（６）運営（事務局）会議 

  協議会の運営、事務執行の調整会議 

  ＜検討事項＞ 

・ 全体会の開催や専門部会、事業者部会等の設置、運営 

・ その他、協議会の運営に必要な事項 
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３．姫路市地域自立支援協議会開催スケジュール 

 

 ケアマネジメント会議、運営会議・・・毎月開催 

 

 全体会、専門部会、事業者部会 

 開催会議名 備  考 

８月 全体会（第１回）  

９月 専門部会（こども部会（第１回））  

専門部会（つながる部会（第１回））  

専門部会（くらし部会（第１回））  

１０月 専門部会（まもる部会（第１回））  

専門部会（くらし部会（第２回））  

  

１１月 専門部会（しごと部会（第１回））  

専門部会（こども部会（第２回））  

専門部会（しごと部会（第２回））  

１２月 専門部会（くらし部会（第３回））  

  

１月 専門部会（つながる部会（第２回））  

専門部会（まもる部会（第２回））  

２月 全体会（第２回）  

※全体会及び専門部会の内容・進め方の詳細は、運営会議で協議することとする。 

※新型コロナウイルスの影響で、日程の変更や取りやめになる可能性がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行計画の実績について 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 



 

 

 

【目 次】 

 

          

    １ 生活支援 

   (1) 相談支援の充実 ------------------------------------- ２ 

   (2) 日常生活支援の充実 --------------------------------- ３ 

   (3) 障害福祉サービス提供体制の充実 --------------------- ３ 

   (4) スポーツ・文化芸術活動等の場の充実 ----------------- ４ 

 

    ２ 自立支援 

         (1)   療育支援体制の充実 -------------------------------- ５ 

   （2) インクルーシブな育成支援体制の構築 ----------------- ６ 

   (3) 雇用・就業に向けた支援の充実 ----------------------- ７ 

   (4) 外出支援の充実 ------------------------------------- ８ 

 

    ３ 環境整備 

   (1) 暮らしやすいまちづくりの促進 ----------------------- ８ 

   (2) 安全・安心の確保 --------------------------------- １０ 

   (3) 情報提供の充実 ----------------------------------- １１ 

   (4) 権利擁護の推進 ----------------------------------- １１ 
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 施策の体系 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路市障害福祉推進計画 施策体系図 

    【基本理念】 

    “障害のある人もない人も、共に、自分らしくいきいきとした 

人生を送ることができる社会（共生社会）づくり” 

１ 生活支援 
 

 (1) 相談支援の充実 
 

 (2) 日常生活支援の充実 
 

 (3) 障害福祉サービス提供体制の充実 
 

 (4) スポーツ・文化芸術活動等の場の充実 

３ 環境整備 

 (1) 暮らしやすいまちづくりの促進 
 

 (2) 安全・安心の確保 
 

 (3) 情報提供の充実  
 

 (4) 権利擁護の推進  

２ 自立支援 

  (1)  療育支援体制の充実 
 

  (2) インクルーシブな育成支援体制の構築  
 

 (3) 雇用・就業に向けた支援の充実 
 

 (4) 外出支援の充実 
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1 生活支援  

⑴ 相談支援の充実             （★）…重点施策 

施 策 

・相談支援体制の充実（★） 

・精神障害のある人への相談支援の提供 

・ピアカウンセリング情報の提供 

・総合福祉会館（仮称）の整備 

・関係機関の連携強化（★） 

施策内容・実績（令和元年度）等 

・相談支援専門員を対象とした事例検討会やテーマ別研修を実施することで、相談支援事業所の質の向上

に努めた。（相談支援事業所全体会２回、テーマ別研修４回、事例検討会３回実施） 

・相談支援従事者初任者研修受講者を対象にビギナーズ講座を開催し、経験の浅い相談支援専門員のフォ

ローアップに努めた。（講座受講者 22人） 

 

保健所では、様々な相談や交流会・学習会等を実施している。主なものは以下のとおり。 

・専門医によるこころの健康相談（来所型・訪問型）の実施 （来所型 74件、訪問型 1件） 

・精神保健相談員や保健師によるこころの健康相談（訪問・面接・電話による相談：延 6,976人） 

・断酒会員を交えてのアルコール問題相談 （21件） 

・保健所精神保健福祉相談員・保健師による相談件数 （延 6,976件） 

・専門医によるこころの健康相談（36回：74件） 

・断酒会員を交えてのアルコール問題相談（24回：21件） 

・断酒会（47回：延 779名参加） 

・姫路精神障がい者家族連合会（定例会 10回：延 252人） 

・ひきこもり家族学習会、交流会（家族学習会 16回：延 186名、交流会 5回：38名） 

・支援者研修会（3回 289名参加（うち、1回はピアサポーターによる体験報告を実施）） 

・精神障害者ピアサポーターの活動支援（定例会 6回、活動 5回） 

・難病交流会（12回/年実施。10団体、延 125人参加） 

・疾患別患者交流会（延 17回/年実施。5団体、延 187人参加） 

・難病学習会（1回/年実施。10人参加） 

・難病相談（12回/年実施。相談者数 6人） 

・難病相談会（1回/年実施、相談者延 173人。炎症性腸疾患医療相談会１回実施、230人参加） 

 

平成 31年 4月に姫路市総合福祉会館の供用開始。福祉情報センター機能も併せて以下の事業を開始した。 

・会館の管理運営 

・福祉情報センター機能の充実 

 （1）福祉総合相談窓口における相談支援 

     福祉つながる窓口相談件数 342件 

 （2）専門職の連携による包括的相談支援体制の構築  

   包括的相談支援体制検討会議開催（5回） 
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   地域共生フォーラム開催(1回）       

・福祉に関する情報発信 

・福祉ボランティア活動への活動支援 

・障害者とその支援者の交流の場の提供 

・福祉関係団体への事務所の提供 

・福祉関係者の諸会合のための会議室の提供 

 

 

⑵ 日常生活支援の充実 

施  策 

・医療的ケアが必要な人への支援の充実 

・補装具・日常生活用具等の有効活用 

・各種手当等の支給による経済的負担の軽減 

・幅広い層への支援の充実 

・家庭への支援体制の充実 

 

施策内容・実績（令和元年度）等 

心身に重度の障害のある医療的ケアが必要な人などに対する支援の充実が求められるため、様々な助成制

度や手当を支給している。 

 

・重度障害者（児）医療費の助成件数（96,380件） 

・障害者福祉金、重度障害者（児）介護手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当の支

給 

障害者（児）歯科診療の実施 

・障害により一般の歯科医院では治療が困難な障害者（児）に対し、歯科診療、相談等を毎週水・木曜日 

午後 2時～5時に実施。 

 

・療養介護医療費の支給（延支給件数 1091件） 

 

・高齢重度障害者医療費の助成（助成件数 108,107件） 

 
                   

⑶ 障害福祉サービス提供体制の充実 
 

施策 

・障害福祉サービス事業所等の充実 

・事業所指導等及びサービス従事者研修等の充実 

・姫路市立障害者支援センターの充実 

・共生型サービスの検討 



4 

 

施策内容・実績（令和元年度）等 

実地指導・監査実績は下記のとおり。 

・実地指導（監査）実績（障害者支援施設 8、障害福祉サービス事業 60、障害児通所支援事業 12） 

・従事者への研修は、他業種と合同で、初任職員研修、中堅職員研修・感染症対策・食中毒予防研修に関

する研修を実施し、サービス従事者の質の向上に努めた。 

 

・市ホームページ等による第三者評価情報の提供 

 

・姫路市立障害者支援センターの充実 

（1）自立訓練 

民間事業所では担い手が少ない事業であり、利用者受け入れ増だけではなく、サービス内容充実のた

めに多機能事業所としてのメリットも活かし、就労移行支援事業と連携しながら将来の就職や自立に

つながるよう生活技術と日常生活能力の向上を目指した支援を実施 

（2）就労移行支援 

就労移行支援事業の実施においては、利用者のニーズを尊重しながら、一般就労に向けた能力向上の

ための訓練、求職活動の支援を行うべく実習先事業所を選定、体験的学習から就職を目的とした実習へ

と展開を図った。 

（3）生活介護 

利用者受け入れ増だけではなく、サービスの内容充実のため、高齢化、障害の重度化への対応のほか、

特に強度行動障害者の受け入れを積極的に行うことで公立施設としての責務を果たしている。 

  

⑷ スポーツ・文化芸術活動等の場の充実  

施策 

・健康の増進や活動意欲の高揚 

・様々な活動への参加促進 

・団体・施設等の活動の支援 

施策内容・実績（令和元年度）等 

・障害者体育館について、令和元年度の利用者数は 13,911人（障害者 7,230人 その他 6,681人）であ

った。 

 

・「兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会（平成 31年度大会）」 

車いすの部、水泳の部、卓球の部、ボウリングの部・陸上の部・フライングディスクの部等 16種目 20人

が出場した。 

 

・ジョイフルスポーツフェア 

令和元年 11月 9日に MIYACOCOみなとドームにおいて開催 参加人数 357人（障害者 261人、引率者

96人） 

 

・総合福祉通園センター利用者を含め、スポーツに興味がある市内の障害者を対象に、スポーツ教室を実
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施（スポーツ教室 624人、スポーツのつどい 32名） 

 

・ルネス花北芸術祭の開催 

令和元年 11月 2日～4日で開催。来場者数 815人、展示作品 130作品を展示した。 

 

・障害者料理講習会について、聴覚障害者及び視覚障害者の方に対してそれぞれ年 6回ずつ開催 

（毎回 5～15人参加） 

 

・障害者団体・施設が実施するスポーツ・文化活動に対して後援を実施。（後援件数 15 件） 

 

 

2 自立支援  

⑴ 療育支援体制の充実 

施策 

・地域における療育支援体制の充実（★） 

・児童支援に関する窓口の設置 

・「総合福祉通園センター・ルネス花北」の機能強化 

施策内容・実績（令和元年度）等 

障害児等療育支援事業 

・特に来所前や来所初期の段階の発達が気になる子どもとその家族への支援に重点をおき、子どもに対し

ては発達検査や知能検査を実施して客観的評価、指導を行い、本人や保護者には相談対応を始めとした

様々な支援を行っている。 

 

利用者支援事業 

・個々の相談に丁寧に対応し、相談内容や療育支援等の必要に応じて、ルネス・ぱっそ kids・保健所等の

専門機関との連携を図り、保育所・こども園等の案内を行った。窓口・電話のみならず、市内の子育て施

設、保健所等へ出張相談を展開した。 

 

乳幼児発達支援 

・乳幼児健診・相談等において、受診者全員に個別に相談を実施し、保護者の相談等に対応しその後も継

続して支援をしている。 

・発達クリニック （市内１か所、年６回実施、延相談者 25 人） 

・育児教室 （市内３か所、年 33 回実施、延参加者 233 人） 

・心理相談 （市内３か所、年 38 回、延相談者 275 人） 

・子育て世代包括支援センター相談員による発達に関する相談 （延相談件数 31 件） 

 

総合福祉通園センタールネス花北の機能強化について 

姫路市の子育て支援情報や子育て支援機関からの情報提供等で、子育てに悩む保護者にとって身近な相談
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機関として機能している。 

 

地域子育て支援拠点事業（ぱっそ kids）の実施（来所相談延 972 件、電話相談（新規）118 件、電話相談

（継続）173 件） 

 

保育所等訪問支援事業（訪問件数 白鳥園…49 件、つくし児童園…2 件） 

 

・児童発達支援センターに通園する中で、子どもに対する関わり方のアドバイス、様々な講義や勉強会、

保護者同士の交流などを通じて保護者の主体的な子育てをサポートする取り組みを行った。 

・通常の通園形態以外に、親子通園による週 1 回のグループを 3 グループ運営した。また、障害告知後の

親子に契約外で個別、グループによる保育、相談対応を実施した。一般保育所等に併行通園している子ど

もには、適宜在籍園との情報交換や訪問を行った。 

 実績  つくし児童園  （1 日利用定員 40 人）利用契約者数 44 人 

      白鳥園     （1 日利用定員 30 人）利用契約者数 37 人 

        個別対応   （契約外）  56 人 

        グループ対応 （契約外） 33 人  

 
 

⑵ インクルーシブな育成支援体制の構築  

施策 

・インクルーシブ教育システムの構築（★） 

・保育体制の充実（★） 

・教育体制の充実 

・子どもの活動の充実 

施策内容・実績（令和元年度）等 

特別支援教育コーディネーターを中心とした教育支援体制の充実 

・特別支援教育コーディネーター対象の説明会や研修会を実施し、専門性の向上に繋げた。また、特別支

援推進員会を開催し、事例検討や情報交換を通して、個に応じた継続的な教育的支援に繋げた。 

 

障害者差別解消法の周知・啓発について、令和元年度は以下の事業を実施。 

・啓発用ポケットティッシュを作成し、各所で配布 

・庁内貸出用として使用するための携帯型ヒアリングループ及びデジタル集音器を購入 

・事業者向け啓発パンフレットを作成し、市内の事業所 約 8,000 社に配布（手話言語条例、ヘルプマー

クの内容含む。） 

 

発達サポート訪問の充実 

・訪問要請に速やかに対応し、保育所・こども園の相談内容に対して、支援を要する子どもだけでなく、

保育の質そのものの向上に繋がる助言を行った。（訪問回数 30 回、相談件数 67 人） 

・8 人の保育パートナーを指名し、依頼を受けた施設への「派遣」と特別支援保育事業において要支援児

としてこども保育課に報告を受けた施設への「訪問支援」を実施した。（派遣訪問数 16 回、相談件数 36
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人） 

 

発達支援コーディネーター研修の実施 

・公立保育所・こども園対象、公立・私立保育所・こども園・公立幼稚園対象等公私を超えた年間研修計

画を立てて実施。 

・8月と 1月に公立・私立保育所及びこども園、公立幼稚園対象の研修会を実施 

・8～10月：公立保育所・こども園を対象に 3グループに分かれて現場研修を実施 

 

特別支援教育支援員の配置 

・特別支援教育支援員として、幼稚園 13 園に 11 人、小学校・義務教育学校（前期課程）56 校に 83 人、

中学校・義務教育学校（後期課程）18校 22人、計 116人を配置 

 

特別支援学級担任研修の実施 

・令和元年８月 23日に総合教育センターで実施。（受講者数 83人（小 61人、中 16人、義務６人）） 

  

特別支援教育コーディネーター研修の実施 

・令和元年 11 月 19 日に総合教育センターで実施。（受講者数 131人（幼 32 人、小 64人、中 30 人、義

務３人、特支２人）） 
 

⑶ 雇用・就業に向けた支援の充実  

施策 

・一般就労と職場定着に向けた支援の強化（★） 

・一般就労に向けた訓練の場の充実（★） 

・雇用機会の拡大に向けた情報提供の充実、市役所での障害者雇用 

・授産品の振興に向けた取り組み 

・就労継続支援事業所の適正な事業運営の確保（★） 

施策内容・実績（令和元年度）等 

就業促進・安定化事業の実施 

職業自立センターひめじを中心に、障害者自らが就労意欲と能力に応じて職業生活を設計・選択ができる

よう、個々の利用者に応じた支援プログラムに基づいて各関係機関が連携して総合的な支援を実施。 

計 91人が一般企業への就職に至っている。 

 

採用試験の実施 

計画的な障害者新規採用により、法定雇用率（2.5％）を達した。 

障害者新規採用４人（令和２年４月１日採用） 

障害者雇用率 2.57％（令和元年６月１日時点） 

 

ひめじはーとふる SHOP の継続 

公共施設において、授産品の展示・販売（ひめじはーとふる SHOP）のスペースを提供した。（本庁舎１階

ロビー及びすこやかセンター） 
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⑷ 外出支援の充実  

施策 

・視覚、聴覚及び言語機能等に障害のある人の外出支援 

・身体障害者補助犬の利用促進 

・多様な外出支援の推進 

施策内容・実績（令和元年度）等 

障害者ガイドマップの周知 

市内の施設等へバリアフリーの整備状況についての調査を実施した。また、「車いすガイドマップ」を窓

口へ掲出するとともに、ホームページの情報の更新を行い情報の周知を図った。 

 

身体障害者補助犬健康管理費等支給事業の実施（現在１人が利用） 

 

同行援護事業、移動支援事業及び意思疎通支援事業等の充実を図ることにより、外出の支援を推進してい

る。 

 

障害者バス等優待乗車助成事業、重度身体障害者福祉タクシー料金助成事業、障害者自動車燃料費助成事

業等の実施により、外出を支援している。 

 
 

 

3 環境整備 
 

⑴ 暮らしやすいまちづくりの推進  

施策 

・地域生活を支援するための環境整備（★） 

・関係機関の連携強化による地域移行の推進（★） 

・住宅改造費助成の活用 

・バリアフリー化の推進 

・市営住宅への受け入れの推進 

・手話への理解と普及の促進、環境整備 

施策内容・実績（令和元年度）等 

保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 

・保健センター・保健センター分室で退院後生活支援事業を実施 ：104件 

・保健医療福祉連絡会議を開催：1回 
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交通安全施設等の整備 

・水上 80号線外 1路線で点字ブロック 285ｍを新設 

・幹第 43号線において、無電柱化の完成に向け、事業を推進 

・城北 72号線、幹第 22号線において、歩道等を整備し、歩行者等の安全を確保した。 

・歩道等の整備に向け、高岡 73号線ほか 2路線において、事業を推進した。 

・幹第 39号線外 2路線の歩道改良工事を 598ｍ行い、段差を解消。 

 

学校園等のバリアフリー化の推進 

・令和２年２月に竣工した姫路市立中寺こども園は、段差がないバリアフリー施設とすることができた。

またトイレについても建替え前の施設では和式トイレが５基あったが、建替え後は全て洋式トイレになっ

た。 

・大規模改修工事の際、多目的トイレや手すり、スロープ等を設置している。その他維持修繕工事でも手

すり、スロープ等を設置している。また、平成 29年度よりトイレだけの改修にも取り組み、令和元年度は

10校のトイレ改修が完了した。 

 

放置自転車に対して警告を行った後、撤去を行う事業を実施した。また、市営の無料駐輪場については市

職員が巡回を行い、駐輪場の整理を実施した。 

（令和元年度放置自転車の撤去台数：約 2,300台） 

 

バス事業者がノンステップバス車両等を購入する経費の一部を補助 

 （補助実績 大型バス２台、大型ハイブリッド４台） 

 

市営住宅入居の優遇取扱い 

一般住宅、単身者用住宅、高齢者用住宅に申込みをされた方のうち、一定条件に該当する方については、

抽選における当選確率を２倍とし、市営住宅への入居を促進することができた。 

 

身体障害者車椅子用住宅の提供 

平成 30 年 10 月に姫路市営住宅管理条例施行規則を改正し、車いす用身体障害者用住宅と身体障害者用住

宅を区別した。専用住宅として募集をすることで、車いす用の市営住宅への入居の機会を増やす。 

（募集実績（延べ）車いす用身体障害者用住宅４戸、身体障害者用住宅  ３戸） 

 

身体障害者優先住宅提供における重度障害者の入居の優遇取扱い 

平成 30 年 10 月に姫路市営住宅管理条例施行規則を改正し、車いす用身体障害者用住宅と身体障害者用住

宅を区別した。その上で、既存住宅の１階部分に手すりの設置や段差解消等を施した住戸を新たに整備す

る。また、重度障害者の方については当選確率を２倍とする。 

（ 平成 31年度整備実績  ２戸（保城住宅、北条住宅）） 

 

手話啓発事業 

・子ども向け啓発用品（下敷き）を市内の小学４年生へ配布 

・子ども向け啓発用品（クリアファイル・チラシ）の作成 

・啓発パンフレットを各所へ配布 
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・事業者向け啓発パンフレットの作成及び配布 

 

職員手話研修の実施 

入庁３年目（平成 29年度採用）の事務職採用職員に対し職員手話研修を実施（28名） 

 

市議会での手話通訳（配置日数１２日、配置時間６３時間９分） 

ろうあ相談室の設置（相談件数 11,207 件） 

 
 

⑵ 安全・安心の確保 

施策 

・防災体制の整備 

・防犯体制の充実 

・消費者トラブルの防止 

・夜間等における緊急連絡体制の確保 

・緊急通報への対応力の向上 

施策内容・実績（令和元年度）等 

姫路市防災訓練の実施 

令和元年 11月 10日に総合防災訓練を実施。要援護者を含む住民の避難訓練を実施し、さらにその要援護

者をサブ会場である福祉避難所への搬送する訓練を実施した。 

 

姫路市安全安心市民大会（市民と警察の集い）を開催した。 

 日時：令和元年 11月 19日、参加人数：約 800人 

  

消費生活に関する講座、啓発イベントの開催 

FMゲンキにおいて、消費生活センターの啓発番組を制作・放送した。 

 「消費者トラブル最前線！こちらは姫路市消費生活センターです」 

  ５分番組（毎月４回放送、年４８回、年２４テーマ） 

 

ＮＥＴ１１９緊急通報システムの利用促進 

（令和元年度登録数・・・１９人 全登録数９９人） 

 

ＦＡＸ１１９の実施 

（受信状況・・・緊急受信１件、間違い・テスト等５６件 合計５７件） 
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⑶ 情報提供の充実 

施策 

・情報提供アクセシビリティの充実 

・障害福祉サービス事業所に関する情報提供の充実（★） 

・障害福祉分野の人材確保のための情報提供の充実（★） 

施策内容・実績（令和元年度）等 

点字・声の広報等発行事業の実施 

点字・声の議会報による情報提供により、視覚障害者の社会参加を支援した。（定例会４回と臨時会１回分発行） 

 

令和元年 9 月 24 日に姫路市公式ウェブサイトをリニューアルし、サイトの全てのページにおいてアクセシビリティに

対応した。 

 

障害福祉サービス事業者情報等の公表促進 

紙提供の事業所一覧に二次元コードをいれ、提供月以降もインターネットから最新の情報を入手しやすくした。イン

ターネット環境がある方には、紙媒体によらず最新の情報を入手しやすくする手段の追加、インターネット環境がな

い方には、郵送交付を行うことにより事業所情報の情報公開を充足させている。 

 

 

⑷ 権利擁護の推進 

施策 

・障害に対する理解促進（★） 

・成年後見制度の活用促進（★） 

・虐待防止への対応強化 

・差別解消の推進（★） 

・福祉サービス利用援助事業*の周知、活用 

・選挙等における配慮 

施策内容・実績（令和元年度）等 

障害者差別解消法に関する市政出前講座を 7回実施した。 

 

ルネス花北芸術祭の開催 

令和元年 11月 2日～4日で開催。来場者数 815人、展示作品 130作品を展示した。 

 

ルネス花北公開セミナーの開催 

令和元年 12月 8日に開催し、公開セミナーは延べ 32回目となる。（参加者 317人） 
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ルネス花北夏期講座の開催 

ルネス花北基礎講座に名称変更し、障害者支援 1回、障害児支援 2回の計 3回実施した。 

（1）令和元年 6月 16日（日） 「成人への支援の実際」 参加者 62名 

（2）令和元年 7月 28日（日） 「肢体不自由児への支援の実際」 参加者 68名 

（3）令和元年 8月 18日（日）  「発達障害児への支援の実際」 参加者 181名 

 

 

成年後見支援センター事業の充実 

・成年後見支援センター事業の推進 

  （相談件数・・・知的障害者 168件、精神障害者 62件） 

・権利擁護フォーラムの開催 

・親族後見人向け研修の開催 

・市民後見人等養成研修の開催 

・市民後見人フォローアップ研修の開催 

 

成年後見制度利用支援事業の充実（審判の請求：1人、報酬の助成：2人） 

 

障害者虐待防止センターの設置（通報、届出件数：54件 ※うち虐待が認められた件数：8件） 

 

投票環境の整備 

平成３１年４月に執行の兵庫県議会議員選挙及び姫路市議会議員選挙・姫路市長選挙、令和元年７月に執

行の参議院議員通常選挙において、スロープが必要な投票所に新たにスロープを購入した。 

 

点字投票・郵便等による不在者投票の周知 

広報ひめじ７月号及びホームページに、代理投票・点字投票・郵便による不在者投票制度を掲載した。 

 

音声版の選挙公報の送付 

「音声による選挙のお知らせ」について周知に努め、選挙時に希望者に送付した。 

 

 



見込 実績 見込 実績 見込 実績
時間数 26,553時間/月 26,189時間/月 26,445時間/月 25,001時間/月 26,352時間/月

利用者数 1,092人　 /月 1,060人　 /月 1,085人　 /月 1,030人　 /月 1,079人　 /月
時間数 12,718時間/月 12,773時間/月 12,616時間/月 11,843時間/月 12,514時間/月

利用者数 908人 　/月 878人 　/月 901人 　/月 848人 　/月 894人 　/月
時間数 12,222時間/月 11,015時間/月 12,222時間/月 10,568時間/月 12,222時間/月

利用者数 63人 　/月 57人 　/月 63人 　/月 56人 　/月 63人 　/月
時間数 465時間/月 583時間/月 474時間/月 600時間/月 483時間/月

利用者数 17人 　/月 25人 　/月 18人 　/月 25人 　/月 19人 　/月
時間数 1,148時間/月 1,818時間/月 1,133時間/月 1,990時間/月 1,133時間/月

利用者数 104人 　/月 100人 　/月 103人 　/月 101人 　/月 103人 　/月
時間数 0時間/月 0時間/月 0時間/月 0時間/月 0時間/月

利用者数 0人 　/月 0人 　/月 0人 　/月 0人 　/月 0人 　/月

見込 実績 見込 実績 見込 実績
利用人日数 24,179人日/月 23,885人日/月 24,615人日/月 24,120人日/月 25,051人日/月
利用者数 1,231人　 /月 1,218人　 /月 1,260人　 /月 1,227人　 /月 1,289人　 /月

利用人日数 209人日/月 221人日/月 209人日/月 170人日/月 209人日/月
利用者数 12人 　/月 13人 　/月 12人 　/月 10人 　/月 12人 　/月

利用人日数 316人日/月 262人日/月 344人日/月 189人日/月 372人日/月
利用者数 17人 　/月 15人 　/月 19人 　/月 10人 　/月 20人 　/月

利用人日数 1,746人日/月 1,187人日/月 1,799人日/月 1,302人日/月 1,852人日/月
利用者数 99人 　/月 65人 　/月 102人 　/月 75人 　/月 105人 　/月

利用人日数 3,515人日/月 4,108人日/月 3,230人日/月 4,122人日/月 2,945人日/月
利用者数 185人 　/月 210人 　/月 170人 　/月 208人 　/月 155人 　/月

利用人日数 18,025人日/月 18,049人日/月 18,288人日/月 18,707人日/月 18,375人日/月
利用者数 1,030人 　/月 1,015人 　/月 1,045人 　/月 1,042人 　/月 1,050人 　/月

利用人日数 2,562人日/月 2,485人日/月 2,623人日/月 2,764人日/月 2,684人日/月
利用者数 84人 　/月 83人 　/月 86人 　/月 91人 　/月 88人 　/月

利用人日数 1,287人日/月 1,043人日/月 1,349人日/月 992人日/月 1,410人日/月
利用者数 210人 　/月 197人 　/月 220人 　/月 191人 　/月 230人 　/月

利用人日数 144人日/月 124人日/月 150人日/月 105人日/月 156人日/月
利用者数 36人 　/月 36人 　/月 38人 　/月 25人 　/月 40人 　/月
利用者数 5人 　/月 19人 　/月 20人 　/月 35人 　/月 30人 　/月

（障害福祉サービス等の見込・実績）

○　第5期計画における見込・実績

令和２年度

①居宅介護

平成30年度 令和元年度

②重度訪問介護

（１）訪問系サービス

⑤重度障害者等包括支援

②自立訓練（機能訓練）

④同行援護

合計（①～⑤）

③行動援護

福祉型

③自立訓練（生活訓練）

（２）日中活動系サービス

⑤就労継続支援（A型）

⑥就労継続支援（B型）

⑦療養介護

令和２年度

⑧短期入所
医療型

⑨就労定着支援

令和元年度平成30年度

①生活介護

④就労移行支援

資料２－２
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見込 実績 見込 実績 見込 実績

利用者数 6人/月 0人/月 12人/月 0人/月 18人/月

見込 実績 見込 実績 見込 実績
地域移行支援 2人/月 1人/月 4人/月 1人/月 6人/月
地域定着支援 22人/月 9人/月 24人/月 7人/月 26人/月

見込 実績 見込 実績 見込 実績
利用人日数 1,448人日/月 1,817人日/月 1,430人日/月 2,055人日/月 1,412人日/月
利用者数 160人　 /月 191人　 /月 158人　 /月 217人　 /月 156人　 /月

利用人日数 0人日/月 0人日/月 7人日/月 1人日/月 20人日/月
利用者数 0人　 /月 0人　 /月 7人　 /月 1人　 /月 10人　 /月

利用人日数 5,468人日/月 6,556人日/月 6,373人日/月 7,501人日/月 7,419人日/月
利用者数 736人 　/月 806人 　/月 816人 　/月 906人 　/月 896人 　/月

利用人日数 80人日/月 159人日/月 90人日/月 203人日/月 101人日/月
利用者数 38人 　/月 55人 　/月 43人 　/月 70人 　/月 48人 　/月
利用者数 267人 　/月 228人 　/月 296人 　/月 262人 　/月 325人 　/月

利用者数

利用者数

（５）障害児支援系サービス
平成30年度 令和元年度

⑤障害児相談支援

④保育所等訪問支援

650人/月608人/月

①地域相談支援 利用者数

令和２年度

①児童発達支援

③放課後等デイサービス

令和２年度

265人/月 266人/月

②居宅訪問型児童発達支援

635人/月

587人/月

247人/月

571人/月

（３）居住系サービス

283人/月

565人/月568人/月

①共同生活援助

583人/月

平成30年度 令和元年度

251人/月

令和２年度

平成30年度 令和元年度

②施設入所支援

645人/月 683人/月②計画相談支援 利用者数

③自立生活援助

（４）相談支援系サービス
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見込 実績 見込 実績 見込 実績
実施 実施 実施 実施 実施
実施 実施 実施 実施 実施

（３）相談支援事業 地域自立支援協議会 実施 実施 実施 実施 実施
基幹相談支援センター 設置 設置 設置 設置 設置

実施個所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
障害者相談拠点事業
実施個所 6箇所 5箇所 6箇所 5箇所 6箇所

2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所
5人/年 3人/年 5人/年 3人/年 5人/年

検討 検討 実施 検討 実施
手話通訳者派遣事業
（実利用件数）

1,300件/年 1,281件/年 1,310件/年 1,284件/年 1,320件/年

要約筆記者派遣事業
（実利用件数）

100件/年 106件/年 105件/年 135件/年 110件/年

盲ろう者向け通訳・介
助員派遣事業（実利
用件数）

100件/年 103件/年 100件/年 120件/年 100件/年

設置個所数 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
相談件数 1,500件/年 1,474件/年 1,500件/年 1,314件/年 1,500件/年

63件/年 45件/年 64件/年 53件/年 65件/年
93件/年 95件/年 94件/年 88件/年 95件/年
86件/年 76件/年 87件/年 91件/年 88件/年
93件/年 77件/年 94件/年 64件/年 95件/年

12,304件/年 11,656件/年 13,014件/年 11,872件/年 13,724件/年
19件/年 10件/年 20件/年 9件/年 21件/年

15人/年 14人/年 15人/年 9人/年 15人/年

30人/年 24人/年 30人/年 22人/年 30人/年

10人/年 3人/年 10人/年 7人/年 10人/年

10人/年 11人/年 10人/年 7人/年 10人/年

（地域生活支援事業に関する見込・実績）

（８）意思疎通支援者養
成研修事業

①手話通訳者養成研修事業（実養成
講習修了者数）

②手話奉仕員養成研修事業（実養成講習修了者数）

④盲ろう者向け通訳・介助員養成研
修事業（実養成講習修了者数）

③要約筆記者養成研修事業（実養成講習修了者数）

（７）日常生活用具給付事業

①介護訓練支援用具
②自立生活支援用具
③在宅療養等支援用具
④情報・意思疎通支援用具
⑤排泄管理支援用具
⑥住宅改修費

②基幹相談支援センター等機能強化事業

障害児等療育支援事業

①障害者相談
支援事業

（６）意思疎通支援事業

（１）理解促進研修・啓発事業

（４）成年後見制度利用支援事業

①意思疎通支
援者派遣事業

（２）自発的活動支援事業

②手話通訳設
置事業

（５）成年後見制度法人後見支援事業

平成30年度 令和元年度
地域生活支援事業

令和２年度
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見込 実績 見込 実績 見込 実績
（９）移動支援事業 利用者数 465人/月 367人/月 503人/月 352人/月 540人/月

利用時間数 5,845時間/月 4,723時間/月 6,208時間/月 4,644時間/月 6,571時間/月
（10）地域活動支援センター事業 実施個所 6箇所 6箇所 6箇所 6箇所 6箇所

利用者数 260人/月 238人/月 260人/月 233人/月 260人/月
実施 実施 実施 実施 実施

（12）就業・就労支援事業 実施個所数 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
利用者数 3人/月 3人/月 3人/月 1人/月 3人/月

実施 実施 実施 実施 実施
実施 実施 実施 実施 実施

4箇所 1箇所 4箇所 1箇所 4箇所
15人/月 15人/月 15人/月 14人/月 15人/月

4箇所 4箇所 4箇所 4箇所 4箇所
25人/月 18人/月 25人/月 15人/月 25人/月

3箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

20箇所 7箇所 20箇所 7箇所 20箇所
113人/月 90人/月 120人/月 95人/月 127人/月

5箇所 7箇所 6箇所 7箇所 7箇所
152人/月 151人/月 155人/月 162人/月 158人/月

6箇所 6箇所 6箇所 6箇所 6箇所
11,000件/年 11,562件/年 11,000件/年 11,207件/年 11,000件/年
実施 実施 実施 実施 実施

（14）社会参加支援事業 400人/年 428人/年 400人/年 439人/年 400人/年
100人/年 101人/年 100人/年 98人/年 100人/年
320人/年 172人/年 320人/年 173人/年 320人/年
30件/年 16件/年 30件/年 23件/年 30件/年

3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所
実施 実施 実施 実施 実施

5件/年 4件/年 5件/年 6件/年 5件/年

②就業促進・安定化事業
③就労支援・活力創出事業

④日中一時支援事業

①スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

②文化芸術活動振興事業

④自動車運転免許取得・改造費助成事業

⑤知的障害者・障害社会参加助成事業

⑦リフトバス利用者助成事業
⑥障害者ガイドマップ作成事業

③点字・声の広報等発行事業

令和２年度

①福祉ホーム事業

⑤自立促進等事業

地域生活支援事業
平成30年度

（11）権利擁護支援事業（障害者虐待防止対策支援事業）
①知的障害者
職親委託事業

②訪問入浴サービス事業

（13）日常生活支援事業

③宿泊訓練事業

令和元年度

⑥ろうあ相談室設置事業
⑦小規模通所施設支援事業

日中短期入所事業

タイムケア事業
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成果目標・数値目標等

地域生活支援拠点等の整備
見込 整備済 整備済 整備済

実績 整備済 整備済

83人

実績 74人 74人

福祉施設入所者数 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（地域生活支援拠点等の整備）

（福祉施設から一般就労への移行に関する見込・実績）

（福祉施設入所者の地域生活への移行に関する見込・実績）

平成30年度

65人 63人

58人

令和元年度 令和２年度

57人

就労移行支援事業の利用者数
見込 99人 102人 105人

実績

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度

一般就労移行者数
見込 75人 83人 90人

実績

77人

福祉施設から地域生活への移行者数 平成30年度 令和元年度 令和２年度

地域生活移行者数（年度ごと）
見込 3人 3人 3人

平成30年度

0人 0人

573人

地域生活移行者数（累計）
見込

令和２年度

施設入所者数
見込 571人 568人 565人

実績 583人

福祉施設入所者数

80人

令和元年度
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実績 2箇所 2箇所

（児童発達支援センターの設置）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

児童発達支援センターの設置
見込 2箇所 2箇所 2箇所

精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムに係る協議の場の設置

見込 検討 検討 設置

実績 検討 設置

実績 8割

（圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（就労定着支援利用者の職場定着率）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

就労定着支援利用者の１年後の職場定
着率

見込 8割 8割

就労移行支援事業所ごとの就労移行率
（国の指針:事業所全体の5割以上の事業所が就労移行率3割以上）

7箇所

うち就労移行率3割以上

目標値
9箇所

11箇所

9箇所

10箇所

9箇所

11箇所 11箇所 11箇所

うち就労移行率3割以上 5箇所

事業所数

事業所数
見込

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度
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実績 0人 0人

（医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

医療的ケア児に対する関連分野の支援
を調整するコーディネーターの配置人数

見込 0人 1人 2人

医療的ケア児支援のための関係機関の
協議の場の設置

見込 設置済 設置済 設置済

実績 設置済 設置済

1箇所 1箇所

（医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

実績 1箇所 1箇所

放課後等デイサービス
見込 1箇所 1箇所 1箇所

実績

（主に重症心身障害児を支援する児童通所支援事業所の確保）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

児童発達支援
見込 0箇所 0箇所 1箇所

保育所等訪問支援事業所数
見込 8箇所 9箇所 10箇所

実績 9箇所 9箇所

（保育所等訪問支援のサービス提供体制の構築）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
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実績 設置済 設置済

（障害児の相談窓口の設置）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

障害児の相談窓口の設置
見込 設置済 設置済 設置済

教育と福祉の協議の場の設置
見込 設置済 設置済 設置済

実績 設置済 設置済

（教育と福祉の協議の場の設置）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
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新たな計画の策定に当たって 
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Ⅰ 計画策定の趣旨 
 

 

 

 

計計画画策策定定のの背背景景  

 

◆ 我が国及び世界の動向 

  我が国では、昭和 45 年（1970 年）に「心身障害者対策基本法」が制定され、その

後、昭和 56 年（1981 年）の完全参加と平等をテーマとする「国際障害者年」、昭和

58 年（1983 年）から平成 4 年（1992 年）にかけての「国連障害者の十年」を経て、

国内外で障害者問題への関心の高まりがみられ、障害のある人の権利の確立、自立生

活支援に向けて様々な取り組みが進められるようになりました。 

 

  平成13年（2001年）には、世界保健機関（WHO）において、障害に関する国際的

な分類として「国際生活機能分類（ICF）」が採択され、病気や疾病の帰結である人

のマイナス部分を障害として表現してきた古い定義を改め、社会的環境と個人的要素

が相まったものとして障害を捉え、当たり前の生活をするための環境整備とエンパワ

ーメントが障害者施策の重点課題として挙げられるようになりました。 

 

一方、我が国では、平成5年（1993年）には、「心身障害者対策基本法」が「障害

者基本法」に改められ、平成16年（2004年）の「障害者基本法」改正では、基本的

理念として障害を理由とする差別等の禁止を掲げたほか、都道府県及び市町村が障害

者計画を策定することが義務化され、乳幼児期から成人期までの地域における一貫し

た支援の促進を図ることとされました。そして、それに加えて、同年には、自閉症、

学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害のある人への支援について定めた「発

達障害者支援法」が制定され、障害者施策の対象が大きく広がることとなりました。 

  また、障害福祉サービスについては、社会福祉基礎構造改革の流れを受けて、そ

れまでの措置制度に替わり、平成 15 年（2003 年）に利用契約制度に転換する「支援

費制度*」が、さらに平成 18 年（2006 年）には障害の種別を一元化した「障害者自

立支援法*」が施行され、新たなサービス体系へと大きく再編されてきました。 

 

平成18年（2006年）には、国連総会において、「すべての障害者によるあらゆる

人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有」と「障害者の固有の尊厳の尊重」を目的

として、「障害者権利条約」が採択されました。これに伴い、平成21年（2009年）
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に、「障がい者制度改革推進本部」を設置し、当面5年間で、障害者に係る制度の集中

的な改革を行うこととし、平成22年（2010年）6月に、「障害者自立支援法」を廃止

し「障害者総合福祉法（仮称）」の制定を目指すことを閣議決定しました。 

また、平成23年（2011年）には、「障害者基本法」の一部を改正し、共生社会を実

現するという目的を定め、発達障害を含めるよう障害者の定義を見直し、差別の禁止、

防災や防犯等に関する新たな規定を盛り込むとともに、「障害者虐待の防止、障害者

の養護者に対する支援等に関する法律」（いわゆる「障害者虐待防止法」）を制定し、

公共団体を含む関係機関に、障害者虐待への対応と防止に関する取り組みの推進を義

務付けています。 

 

そして、平成 25 年（2013 年）4 月に、「障害者自立支援法」は、新たに「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（いわゆる「障害者総合支

援法」）となり、「障害者基本法」の基本的な考え方を理念に盛り込むとともに、「制

度の谷間」を埋めるべく、難病等を障害の範囲に加えるなど地域社会における共生の

実現に向けて、総合的な支援が展開されることとなりました。 

また、同年 6 月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（い

わゆる「障害者差別解消法」）が国会において可決・成立し、これにより障害のある

人の権利保障と差別撤廃のための主要な法整備が完了し、平成 26 年（2014 年）1 月

に「障害者権利条約」が批准され、障害のある人の権利の確立に向けた大きな一歩を

踏み出しました。 

  そして、平成 28 年（2016 年）4 月には、「障害者差別解消法」が施行され、全国

的に障害者の権利保護の取り組みが図られています。 

 

◆ 障害のある人を取り巻く環境の変化 

  近年、障害のある人の数は増加しています。加えて、高齢化や障害の重度化、重複

化も進んでおり、将来の暮らしへの不安が高まっています。 

  また、発達障害や高次脳機能障害など、障害種別も多様化しており、さらに、地域

や社会の理解が十分でないため、適切な対応が遅れることによって、例えば発達段階

における不登校、引きこもり、いじめや非行につながるなどの問題が起こっています。 

  障害のある人の家族についても高齢化が進んでおり、また、核家族化をはじめとし

た家族形態の変化に伴って、家庭における介助、支援機能が低下するなど、障害のあ

る人を取り巻く環境は、大きく変化してきています。 
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◆ 障害のある人の福祉ニーズの多様化 

  ノーマライゼーションの理念の浸透とあわせて、障害があってもごく当たり前にノ

ーマルな生活を享受するとともに、生活の質（QOL）の向上を目指すという考え方が

広がり、自己実現や社会参加の重要性が認識されるようになっています。 

  このように、障害のある人の福祉ニーズは、今後ますます多様化するとみられるこ

とから、個々の障害特性やニーズに即した総合的な支援策が必要となっています。 

  とりわけ、障害のある人が自己実現、社会参加を果たそうとする場合に、社会の仕

組みそのものがその願いを妨げるバリアとなっていることが指摘されなければなりま

せん。このため、行政においては、そのような阻害要因の改善、解消に向け、様々な

福祉サービスの充実を含め、都市基盤の整備に向けた取り組みが求められており、住

民相互の理解の促進や障害のある人の権利の擁護も重要です。 

  さらに、障害のある人の経済的自立と社会参加を図るためには、いわゆる福祉的就

労*の質的な改善とともに、福祉的就労から継続的雇用（一般雇用）に向けた移行支

援、一般雇用を促進するための企業、行政の努力とともに、障害のある人が働きやす

い地域基盤の整備などが必要となります。 

  こうした福祉ニーズの多様化に適切に対応していくためには、行政サービスの充実

だけでは足りず、社会全体で取り組むという姿勢が必要です。このためには、公共施

設等のバリアフリー化といった「まち」づくりに加え、ユニバーサルデザイン*の考

え方を取り入れ、「ひと」、「もの」、「情報」、「社会参加」の各分野において、誰もが

相互に支え合い、安心して暮らし、持てる力を発揮して元気に活動できる社会づくり

を目指すことが求められています。 
 

◆ 様々な施策の効果的な運営の必要性 

  従来、障害のある人の施設は、身体、知的、精神といった障害の種類や年齢要件に

加え、障害の程度別などに細分化されて設置、運営されてきました。また、在宅サー

ビスについても同様に、障害の種類ごとに展開されてきました。 

  しかしながら、主として機能障害に着目し、高度、専門的にサービスを提供すると

いう従来の考え方だけでなく、機能障害に起因する活動の制限を補完し、社会参加を

制約している物理的、心理的な環境条件を整えることも重要です。このためには、障

害種別のみにとらわれることなく、個人の特性、可能性に着目し、それぞれの人に何

が必要なのか、どのような支援が求められているのかについて考え、サービスのあり

方を捉え直すことも必要となっています。 

  また、大幅な税収の伸びが見込めない中で、増大する福祉ニーズに対応していくた

めには、様々な施策の連携調整を図り、これを一人ひとりの福祉ニーズに即して最も

効果的に提供していくことを基本的な視点とすることが求められています。 
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◆ 共生社会に向けた地域での総合的な支援の必要性 

  障害のある人が地域で当たり前の生活を送るためには、福祉サービスの充実だけで

は十分ではなく、地域生活において、障害のある人を虐待や差別から守り、合理的配

慮が行われることによって、障害のある人の権利を確立していくことが必要です。 

さらに、多様なニーズに対応するためには、行政サービスのみでは不十分であり、

障害のある人及びその団体などのセルフヘルプ活動やピアカウンセリング活動を充

実させ、地域コミュニティの連携強化を図るなど、エンパワーメントを向上させるた

めの取り組みがより一層求められています。 

  そのためには、行政と当事者及びその地域の社会資源を構成する団体が、お互いの

立場を理解し、各々の特性を生かしつつ、役割を的確に果たすことで、地域における

総合的な支援体制を確立していくことが重要となってきます。 

 

◆ 姫路市の動向 

  姫路市では、「障害者基本法」に基づく市町村障害者計画として、平成 10 年（1998

年）に第 1 期の「姫路市障害者福祉計画」を、また、平成 17 年（2005 年）に第 2

期の計画を策定し、“障害のある人もない人も、共に、充実していきいきとした人生

を送ることができる社会（共生社会）づくり”を目指して、計画に基づく取り組みを

進めてきました。 

  平成 19 年（2007 年）に、「障害者自立支援法」に基づく市町村障害福祉計画とし

て、「姫路市障害福祉計画」を、また平成 21 年（2009 年）には、第 2 期の計画を策

定し、“障害のある人の自立を支援し、安心して暮らせる地域社会の実現”を目指し、

障害福祉サービスの提供を計画的に図っています。 

  平成 21 年（2009 年）には、「姫路市障害者福祉計画」についても、「第 2 期姫路市

障害福祉計画」の策定を受け、必要な見直しを行いました。 

  また、平成 24 年（2012 年）には、これまで別々に策定していた「姫路市障害者福

祉計画」と「姫路市障害福祉計画」を一体的に策定することとし、第 3 期姫路市障害

者福祉計画及び姫路市障害福祉計画を策定しました。 

  さらに、平成 26 年（2014 年）においても、第 3 期姫路市障害者福祉計画及び姫路

市障害福祉計画の期間満了を受けて見直しを行い、第 4 期姫路市障害者福祉計画及び

姫路市障害福祉計画の策定を行いました。 

  平成２９年度（2017 年）には、児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」を

さらに一体的に策定するにあたり、計画名を「姫路市障害福祉推進計画」に改めまし

た。 
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Ⅱ 計画の位置付け 

Ⅲ 計画の期間 

 

 

根根 拠拠 法法 令令  

 

  本計画は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第 3 項の規定に基づく

「市町村障害者計画」と、障害者総合支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 88 条第 1

項に基づく「市町村障害福祉計画」と、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 33

条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定することとします。 

 

他他計計画画ととのの関関係係  

 

  【総合計画】 

   本計画は姫路市総合計画のうち障害児・者福祉領域におけるものです。 
 

  【保健・福祉計画】 

   姫路市地域福祉計画、姫路市障害者福祉計画及び姫路市障害福祉計画、姫路市高

齢者保健福祉計画及び姫路市介護保険事業計画、姫路市子ども・子育て支援事業計

画、ひめじ健康プラン（姫路市保健計画）などと連携し、必要に応じて後方支援を

行うものであり、他計画で一貫して推進すべきあるいは横断的に推進すべき施策を

除いて、障害のある人に関するより専門的、個別的な領域を受け持つものです。 
 

  【教育計画】 

   姫路市教育振興基本計画と相互に連携して、障害のある児童生徒に関する専門的、

個別的な領域を受け持つものです。 
 

 

 

 

本本計計画画のの期期間間  

 

令和３年度（2021年度） ～ 令和５年度（2023年度） 
 

令和５年度(2023 年度)に次期計画の策定を行います。なお、障害者制度改革等によ

り社会情勢に大きな変化が生じた場合には、必要に応じて計画を見直すこととします。 
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Ⅳ 計画の策定体制・進行管理 
 

 

 

計画に即した施策の展開が円滑に行われるよう、その進行を管理していくとともに、

事後の検証を行える体制を整える必要があります。 

  このため、計画策定後は、姫路市として少なくとも年 1 回は計画の分析・中間評価

を実施し、的確に進行管理を行うとともに、姫路市地域自立支援協議会にその状況を

報告し、意見を聴くこととします。 

  また、令和３年度（2021 年度）以降においても、各種制度の周知、市民意識の向

上を図るとともに市民ニーズの把握に努め、当該計画期間中に障害福祉施策に係る新

たな行政需要が生じたときは、本計画において重点方策として設定していない場合も、

できる限り柔軟に対応することとします。 

 

【計画の策定体制・進行管理】 

 

意見提言 

計画の報告 

計画案 
の検討 

現状把握・ 
要望等の 
計画への反映 

・進捗状況報告 
・課題の整理 
・意見提言 

姫路市民 

姫路市議会 

姫路市社会 
福祉審議会 

姫路市地域自立支援協議会 
（全体会、障害福祉推進計画ワーキング部会） 

策定会議 

姫路市 



－7－ 

Ⅴ 計画の策定スケジュールについて 

  

 

 今後の策定会議における審議事項については、下記「今後の策定会議における審議事項

」のとおりの予定とし、計画の策定にあたっての全体的なスケジュールとしては、下記「

計画策定のスケジュール」のとおりの予定としたいと考えております。 

（今後の策定会議における審議事項） 

回数 開催日 審議内容 

第1回 
令和２年 

８月７日 

・現行計画の実績及び実態意向調査の結果について報告 

・新たな計画の策定について審議 

第2回 ９月下旬 
・計画の基本方針について審議 

・重点方策の内容について審議 

第3回 11月中旬 
・障害福祉サービス等の確保等について審議 

・計画の数値目標等について審議 

（パブリック・コメント手続 ： 令和２年12月中旬 ～ 令和３年1月中旬） 

第4回 
令和３年 

2月中旬 
・計画（案）の最終取りまとめについて審議 

 

（計画策定のスケジュール） 

時期 事項 

令和２年 

8月 
【第 1回策定会議】 

自立支援協議会（第１回全体会） 

9月 
自立支援協議会（第 1回ワーキング部会） 

【第 2回策定会議】 

10月 自立支援協議会（第 2回ワーキング部会） 

11月 
自立支援協議会（第 3回ワーキング部会） 

【第 3回策定会議】 

12月 

自立支援協議会（第 4回ワーキング部会） 

厚生委員会へ報告 

パブリック・コメント手続開始 

令和３年 

1月 
自立支援協議会（第 5回ワーキング部会） 

パブリック・コメント手続締切 

2月 
自立支援協議会（第２回全体会） 

【第 4回策定会議】 

3月 

厚生委員会へ報告 

社会福祉審議会へ報告 

計画策定 
 



令和２年１月～７月　姫路市障害者虐待防止センター　通報・相談件数

１　通報・相談件数

平日
（9時～17時）

平日夜間
・休日

計

うち虐待が認め
られたケース

２　類型

３　虐待の種類（複数回答有） ※障害者虐待の３類型（養護者、施設従事者、使用者）についてのみ

４　虐待を受けた人の障害（複数回答有）※障害者虐待の３類型（養護者、施設従事者、使用者）についてのみ

５　年度別通報・相談件数推移

54

8

37

うち虐待が
認められたケース

7 3 3

件数 65 47 52

5

平成27年度 平成28年度 平成29年度

39

うち虐待が
認められたケース

3 5 0 0 0 8

件数 7 18 14 0 0

令和元年度

5
うち虐待が

認められたケース

5

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他の障害 合計

うち虐待が
認められたケース

4 0 0 1 0

件数 21 3 0 11 1 36

身体虐待
ネグレクト
（介護放棄）

性的虐待 心理的虐待 経済的虐待 合計

合計

0 1 1 1 1 1 0

22 10 0 8 6 46

0

件数

5 4 10 8 468

5

養護者 施設従事者 使用者

その他
（虐待防止セン
ター以外の管轄に
なる、虐待が疑わ

れる案件）

虐待以外

平成30年度

5 6 4 4 7 7

4 1 0 0

40

6

5 6

令和２年７月末現在　　　

R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 計

0 0 1 0 3 1

7

1

資料４


