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はじめに 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることは市民共通の願いです。 

市では、平成19年3月に「すべての人が心豊かに安心して暮らせる共生社会の実

現」を基本理念とする、第1期北見市障がい者計画を策定し、障がいのある人の支

援のため、各種の施策の充実に取り組んでまいりました。 

この第1期計画の期間中、障害者基本法の改正をはじめ、制度改正や法整備が相

次いで実施されました。また、平成26年1月には障害者の権利に関する条約の締結

国となり、我が国における障がいのある人を取り巻く環境は大きく変化しました。 

こうした背景の中、国等の制度改正や社会情勢の変化に的確に対応し、北見市に

おける障がい福祉施策を総合的・体系的に推進していくため、8つの基本目標を掲

げた「第2期北見市障がい者計画」を策定しました。 

新たな計画では、前計画の基本理念であります「すべての人が心豊かに安心して

暮らせる共生社会の実現」を継承しつつも、多様化するニーズに応じた支援体制や

防災から命を守る取り組みなどを追加したところであります。 

今後とも、こうした取り組みを進めるため、関係機関と連携し、本計画の着実な

推進を図り「共生社会」の実現をめざしてまいります。 

最後になりますが、計画の策定にあたり、北見市障がい者計画策定委員会におい

て議論を重ねるとともに、アンケートや計画の素案に対する市民の意見募集を行う

など、障がいのある人やそのご家族、関係団体をはじめ、広く市民のみなさまから

ご意見やご提言をいただきましたことに、改めて心から感謝とお礼を申し上げます。 

平成29年3月 

北見市長 辻 直 孝 
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第１章 計画の策定にあたって 

「ミーアキャットの家族 A」 蛯子 陽太
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１．計画策定の背景と趣旨 
本市では、障がいのある人もない人も、誰もが笑顔で暮らせるまちづくりをめざし、「すべての

人が心豊かに安心して暮らせる共生社会の実現」を基本理念として、平成19年3月に「北見市障が

い者計画」を、平成27年3月には「第4期北見市障がい福祉計画」を策定し、障がい者施策を総合

的に推進してきました。 

国では、平成18年に国際連合が採択した「障害者の権利に関する条約」（以下「障害者権利条

約」）の批准に向けた国内法の整備が進められ、平成23年に改正された障害者基本法では、障がい

者の定義が見直されるとともに、障害者権利条約では障がいのある人に対する合理的な配慮の概念

が盛り込まれました。 

また、平成24年6月には従来の障害者自立支援法を「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」（以下「障害者総合支援法」）に改正し、難病患者を障がい者福祉の対象に

含めるなど制度改正を推進しています。 

さらに平成25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」（以下「障害者

差別解消法」）が成立し、平成28年4月から施行されています。 

これら一連の法整備を経て、平成26年1月に国際連合の「障害者権利条約」が正式に国内で批准

され、障がいのある人の権利の実現に向けた国際協力等が一層強化されることが期待されます。 

このように、障がいのある人を取り巻く環境が大きく変化している中で、本市においても、新た

な法律に対応するよう国や道の動向に留意しつつ、障がいのある人の実態やニーズの把握に努め、

在宅福祉サービスや施設サービスの充実、社会参加の促進等、さまざまな施策を推進し、障がい者

福祉の向上を図ってきました。 

近年、社会全体の高齢化や核家族化が進むとともに、障がいのある人の増加と高齢化、障がいの

重度化がみられ、それに伴って障がい者福祉のニーズは多様化している傾向にあります。 

障がいのある人に係る制度が大きく変化する中、自らの意思により地域で安心した生活を送るこ

とができる社会をつくるために、市町村が担う役割はこれまでにも増して重要なものとなってきて

います。 

これらを踏まえ、「北見市障がい者計画」が平成28年度末で計画期間を終了することとなること

から、国による障がい者制度改革の動きを反映し、個別施策の見直しを含めた「第２期北見市障が

い者計画」を策定します。 
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２．本計画の対象とする障がい者とは 
障がい者とは障害者基本法第2条において、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活

又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とされています。 

また、社会的障壁についても「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな

るような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されています。 

本計画の対象とする障がい者は、身体障害者手帳、療育手帳（知的障がいのある人や子ども）、

精神障害者保健福祉手帳所持者ばかりでなく、難病患者、療育の必要な児童、発達障がいのある人、

高次脳機能障がいのある人や自立支援医療（精神通院）制度の適用を受けている人など、日常生活

や社会生活で支援を必要とするすべての人とします。 

３．計画の位置づけ 
（１）策定根拠 

本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づき定められる「市町村障害者計画」にあたり、地

域の障がいのある人の状況を踏まえ、障がい者施策に関する基本的な考え方や方向性を明らかに

する基本的な計画です。 

一方、北見市障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条の規定に基づき定められる「市町村

障害福祉計画」にあたり、障がい福祉サービスの提供体制の確保やその他法律に基づく業務の円

滑な実施に関する計画として定めるものです。 

≪障がい者計画と障がい福祉計画の関係≫ 

 

【障がい者計画と障がい福祉計画の関係】 

 

○障害者基本法に基づく、障がいのある人のための施策に関する基本的な事項を定める計画

○計画期間：10年間を 1期とする（第 2期：平成 29年度から平成 38年度）

○多分野（８つの目標）にわたる計画

北見市障がい者計画 

○障害者総合支援法に基づく、障がい福祉サービスの確保に関する計画

○計画期間：３年間を１期とする（現計画は平成 29年度終了し、平成 30年

度から次期計画）

○各年度におけるサービス種類ごとの必要見込み量（障がい福祉サービス、相

談支援等）及び確保の方策、地域生活支援事業の実施方策等を定める

北見市障がい福祉計画 
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（２）他計画との関係 

本計画は、「北見市総合計画」における障がい者部門の保健福祉計画の役割を担うとともに、

福祉の全体計画である「第３期北見市地域福祉計画」の下、「北見市高齢者保健福祉計画」「北

見市子ども・子育て支援事業計画」など、関連する保健福祉計画と整合性のある計画として策定

します。 

また、平成22年12月に施行された「北見市まちづくり基本条例」の基本理念・基本方針に沿

った計画とします。 

 

≪北見市障がい者計画と他計画との関係≫ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

北見市まちづくり基本条例 

北見市総合計画 

北見市地域福祉計画 

[高齢者] 

北見市高齢者保健福祉計画 

北見市介護保険事業計画 

[障がい者] 

北見市障がい者計画 

[子ども] 

北見市子ども・子育て支援事業計画 

 

北見市健康増進計画 

北見市国民健康保険 

保健事業実施計画 

地域福祉実践計画 

（北見市社会福祉協議会） 

連
携
・
調
整 
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４．計画期間 
本計画の計画期間は、平成29年度～平成38年度の10年とします。 

但し、中間年（平成33年度）に制度変更等の変化に対応した見直しを行うこととします。 

 

≪第２期北見市障がい者計画の計画期間≫ 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

H35 

年度 

H36 

年度 

H37 

年度 

H38 

年度 

            

   

本計画

策定 

北見市 

次期計

画策定 

第４期北見市 

障がい福祉計画 

計画 

見直し 

第２期北見市障がい者計画 

第５期北見市 

障がい福祉計画 

第６期北見市 

障がい福祉計画 

第７期北見市 

障がい福祉計画 
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５．計画策定の体制と方法 
（１）策定体制 

計画策定の中核機関として、学識経験者、障がい者福祉団体、市民の代表等、幅広い市民の参

画を得て組織された「北見市障がい者計画策定委員会」を設置し、計画づくりを担いました。 

また、庁内組織である「保健福祉施策推進委員会」及び「北見市社会福祉審議会」（社会福祉

に関する市長の諮問機関）の意見を聴取し、策定を進めました。 

≪策定体制イメージ図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

社会福祉審議会 市長 市議会 

●庁内連携 ●情報共有 ●所管事項支援 

 

福祉・保健・医療・教育・就労・住宅・ 

まちづくり等の関連部門の担当課長で構成 

【事務局：社会福祉課】 保健福祉施策推進委員会 

（障がい者部会） 意見 

聴取 
報告 

審議 

●計画素案づくりを担う中心機関 

●行政との協働による具体的な作業の企画 
 

≪構成メンバー≫ 

・学識経験者 

・保健、医療機関の代表者 

・学校教育関係機関の代表者 

・商工・労働関係者（障がい者就労） 

・社会福祉施設の代表者 

・障がい者福祉団体等の代表者 

・市民の代表 

障がい者計画策定委員会 連携 調整 

第２期北見市障がい者計画策定 関係団体ヒアリング 
 

・障がいのある人 

・一般市民 

・福祉団体、施設 

 

アンケート調査 
 

・障がいのある人 

・一般市民 

・障がい福祉サービ

ス事業所 

・一般企業 
パブリックコメント 
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（２）策定の方法 

①障がい者施策に関する地域の課題やニーズの把握

障がい者施策に関する現状と課題を把握するとともに、障がいのある人のニーズや要望を把

握するため、障がいのある人・一般市民・障がい福祉サービス事業所・一般企業を対象に「障

がい者施策に関するアンケート調査」を実施したほか、「障がい者施策に関するヒアリング」

を９回開催しました。 

②情報の公開及び市民参画

市民参画の計画づくりを進めるためには、計画策定の基本的な考え方や策定状況を市民と情

報共有することが重要と考え、市ホームページにて策定委員会の会議資料や議事録を随時、公

開しました。 

また、パブリックコメントにて計画素案を公表し、広く市民から意見募集を実施し、多様な

意見等、情報、専門知識を提供していただきました。 
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６．制度改正の概要 
（１）近年の国の動向 

国においては、国連で採択された「障害者権利条約」に署名したことから、その条約締結に向

け、障害者基本法の改正（平成23年8月）、障害者総合支援法の成立（平成24年6月）、障害者

差別解消法の成立及び障害者雇用促進法の改正（平成25年6月）など、障がいのある人のための

さまざまな制度改革が行われました。 

これら国内法の整備の充実がなされたことから、平成26年1月に「障害者権利条約」を批准し、

今後はより具体的に、障がいのある人の権利を保障する取組が進められていく予定です。 

」≪近年の国の動向≫ 

年 月 障がいのある人に関する主な法制度改正、施行など 

平成 18年 4月 ・「障害者自立支援法」施行 

3 障がい（身体・知的・精神）のサービス提供主体が市区町村に一元化さ

れ、サービス支給決定の透明化や明確化のため、障害程度区分を導入する

など、社会全体で障がいのある人を支える仕組みが構築される 

平成 19年 4月 ・障がいのある子どもの教育的支援を行う特別支援教育が学校教育法に位置づ

けられる 

平成 19年 9月 ・「障害者権利条約」に署名 

平成 21年 12月 ・国連「障害者権利条約」の締結に必要な国内法の整備を始めとする日本の障

がい者制度の集中的な改革を行うため「障がい者制度改革推進本部」を内閣

に設置 

平成 23年 8月 ・「障害者基本法」改正 

共生社会の実現、差別禁止、教育・療育支援の充実化など 

平成 24年 6月 ・「障害者総合支援法」成立 

平成 24年 10月 ・「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」施行 

平成 25年 4月 ・「障害者総合支援法」一部施行 

新たに難病を追加 

・「障害者優先調達推進法」施行 

・障がいのある人の法定雇用率の引き上げ 

（民間 1.8％から 2.0％、行政 2.1％から 2.3％） 

平成 25年 6月 ・成年被後見人の選挙権回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律施

行 

・「障害者差別解消法」成立 

・「障害者雇用促進法」改正 

平成 26年 1月 ・国連「障害者権利条約」批准 

平成 26年 4月 ・「精神保健福祉法」改正 

・「障害者総合支援法」施行 

応能負担の明確化と障がい者の定義及び障害程度区分の見直しや、相談支

援の充実、障がい児支援強化など 

平成 27年 1月 ・「難病患者に対する医療等に関する法律（難病法）」施行 

平成 28年 4月 ・「障害者差別解消法」施行 

平成 28年 6月 ・「児童福祉法」改正 

児童福祉法の理念の明確化や市町村及び児童相談所の体制の強化など 

平成 28年 8月 ・「発達障害者支援法」改正施行 
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（２）制度改正の主なポイント 

１）「障害者総合支援法」の施行 

平成24年6月に公布された「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策

を講ずるための関係法律の整備に関する法律」により、従来の障害者自立支援法は、障害者総

合支援法となりました。 

」≪障害者総合支援法のポイント≫ 

①目的・基本理念

目的規定において、「自立」という表現に代わり「基本的人権を享有する個人としての尊厳」と

明記され、障害者総合支援法の目的の実現のため、障がい福祉サービスによる支援に加えて、地域

生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行うこととなります。 

また、基本理念は、平成 23 年の障害者基本法の改正を踏まえ、社会参加の機会の確保及び地域

社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることとされてい

ます。 

②障がいのある人の範囲の見直し

障害者自立支援法では、支援の対象が身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいの

ある人（発達障がいのある人を含む）に限定されていましたが、障害者総合支援法では一定の難病

の患者が対象として加えられています。 

③障害支援区分への名称・定義の改正

「障害程度区分」が知的障がい、発達障がい、精神障がいの状態を適切に反映していないとの指

摘を踏まえ、「障害支援区分」へと改正されました。 

また、知的障がい及び精神障がいについては、一次判定（コンピューター判定）で低く判定され

る傾向があったため、障害者総合支援法では障害支援区分の判定における認定調査項目や判定式の

見直しが行われています。 

④障がいのある人に対する全国共通の支援体系

重度の肢体不自由者に限定されていた重度訪問介護は知的・精神障がいのある人へ拡大しまし

た。また、共同生活介護（ケアホーム）は共同生活援助（グループホーム）に一元化されていま

す。 

⑤サービス基盤の計画的整備

障がい福祉計画に必ず定める事項に「サービス提供体制の確保に係る目標に関する事項」と「地

域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項」を加えるほか、いわゆるＰＤＣＡサイクルに沿っ

て障がい福祉計画を見直すことが規定されました。 

また、自立支援協議会の名称についても、地域の実情に応じて定められるようにするとともに、

障がいのある人や家族の参画が法律上に明記されています。 
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２）「障害者基本法」の改正 

「障害者基本法の一部を改正する法律」が平成23年8月に公布され（一部を除き同日施行）、

すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会を実現するとの目的規定の見直し、障がい者の定義の見直しや差別の

禁止などが規定されました。 

「障害者総合支援法」では、その基本理念に“社会参加の機会の確保及び地域社会における

共生・社会的障壁の除去”が明記されましたが、これは障害者基本法の一部改正に呼応したも

のでもあります。 

３）「障害者差別解消法」の施行 

国連の「障害者権利条約」の批准に必要な国内法として、「障害者差別解消法」が平成25年

6月に成立し、国や自治体など行政機関は、障がいのある人の要望等に応じて日常生活や社会参

加の障壁を取り除く配慮を行うことが義務付けられ、平成28年4月に施行されました。 

４）「難病法」の施行 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の一環として「難病の患者に対する医療等

に関する法律」（難病法）が平成26年５月に成立し、平成27年1月に施行されました。 

指定難病に対して医療費を助成する制度や難病の医療に関する調査及び研究の推進などにつ

いてこの法律で定めています。 

５）「児童福祉法」の改正 

平成24年の改正では、障がいのある児童の定義が見直され、身体及び知的に障がいのある児

童に、精神に障がいのある児童が加えられ、平成25年の改正では、障害者総合支援法の成立に

対応し、障がいのある児童の定義に難病が追加されました。  

また、平成28年6月の改正では、すべての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について

発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確

化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化

などが定められています。 

６）「発達障害者支援法」の改正 

平成17年の施行から約10年が経過し、発達障がいのある人の支援を一層充実させるため、

平成28年8月に改正発達障害者支援法が施行され、目的に「切れ目なく発達障害者の支援を行

う」が明記されたほか、発達障がいのある人の定義の改正、基本理念の新設など、総則に大き

な改正が行われました。また、発達障がいのある人を支援するための施策として、「発達障害

の疑いがある場合の相談体制の整備」や「個別の教育支援計画・個別の指導計画作成の推進」

が明記されるなど、改正は法律全般にわたっています。 





「ひまわり」　清尾 あかり
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１．北見市の現況 
（１）総人口の推移 

本市の総人口は減少傾向にあり、平成18年度に127,599人だった総人口は、平成27年度には

120,314人となり、7,285人（5.7%）の減少となっています。年齢3区分別人口でみると、65

歳以上の高齢者は増加傾向にあり、平成27年度には36,630人で総人口の30.4%を占めていま

す。 

≪年齢３区分別人口の推移≫ 

出典：住民基本台帳（各年度末現在） 

≪年齢３区分別人口割合の推移≫ 

出典：住民基本台帳（各年度末現在） 

16,655 16,154 15,942 15,560 15,313 14,967 14,589 14,369 13,945 13,682

81,841 80,477 79,379 78,632 77,777 76,637 75,335 73,577 71,720 70,002

29,103 29,877 30,656 31,353 31,766 32,687 33,601 34,667 35,638 36,630

127,599 126,508 125,977 125,545 124,856 124,291 123,525 122,613 121,303 120,314

0

50,000

100,000

150,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

13.1 12.8 12.7 12.4 12.3 12.0 11.8 11.7 11.5 11.4

64.1 63.6 63.0 62.6 62.3 61.7 61.0 60.0 59.1 58.2

22.8 23.6 24.3 25.0 25.4 26.3 27.2 28.3 29.4 30.4
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60%

80%

100%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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（２）世帯数の推移 

世帯数は増加傾向にあり、平成27年度には61,243世帯となっています。総人口の減少に伴

い、世帯あたり人員（総人口÷世帯数）は減少が続いており、平成18年度には2.20人だった

世帯あたり人員は、平成27年度には1.96人まで減少しています。 

≪世帯数と世帯あたり人員の推移≫ 

出典：住民基本台帳（各年度末現在） 

２．障がいのある人の現況 
（１）障がいのある人の人数 

障害者手帳所持者数は全体的に増加傾向にあり、平成27年度は8,058人となっています。 

手帳種類別にみると、身体障害者手帳所持者は平成24年度からやや減少がみられる推移とな

っていますが、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者は大きく増加しています。 

≪障害者手帳所持者数の推移≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在） 

127,599 126,508 125,977 125,545 124,856 124,291 123,525 122,613 121,303 120,314

58,099 58,497 59,039 59,679 60,085 60,564 60,809 61,044 61,115 61,243

2.20 2.16 2.13 2.10 2.08 2.05 2.03 2.01 1.98 1.96

0.00

0.80

1.60

2.40

0

50,000

100,000

150,000

平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度

総人口 世帯数 世帯あたり人員

（人、世帯） （世帯あたり人員）

5,591 5,618 5,713 5,816 5,778 5,786 5,829 5,766 5,754 5,710

844 916 987 1,030 1,031 1,108 1,144 1,202 1,209 1,274
564 630 676 725 780 859 875 932 1,033 1,074

6,999 7,164 7,376 7,571 7,589 7,753 7,848 7,900 7,996 8,058

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）
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≪障害者手帳所持者割合の推移≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在） 

（２）総人口に占める障がいのある人の割合 

障害者手帳所持者数を総人口に占める割合でみると、平成27年度まで増加傾向で推移してい

ます。 

中でも、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳所持者は伸びが大きく、療育手帳所持者は平成

18年度の0.66%から平成27年度には1.06%に、精神障害者保健福祉手帳所持者は平成18年

度の0.44%から平成27年度には0.89%にそれぞれ増えています。 

≪総人口に占める障害者手帳所持者割合の推移≫ 

出典：住民基本台帳、北見市社会福祉課（各年度末現在） 

79.8 78.4 77.4 76.8 76.1 74.6 74.3 73.0 72.0 70.9

12.1 12.8 13.4 13.6 13.6 14.3 14.6 15.2 15.1 15.8

8.1 8.8 9.2 9.6 10.3 11.1 11.1 11.8 12.9 13.3
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100%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

127,599 126,508 125,977 125,545 124,856 124,291 123,525 122,613 121,303 120,314

4.38 4.44 4.53 4.63 4.63 4.66 4.72 4.70 4.74 4.75

0.66 0.72 0.78 0.82 0.83 0.89 0.93 0.98 1.00 1.06

0.44 0.50 0.54 0.58 0.62 0.69 0.71 0.76 0.85 0.89

0

50,000

100,000

150,000
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4%
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

総人口 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（総人口/人）（手帳所持者割合）
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（３）身体障がいのある人の状況 

①等級別の推移

平成27年度の身体障害者手帳所持者数を等級別にみると、4級が1,588人で最も多く、次い

で1級が1,435人で続いています。年次推移をみると、重度（１級・2級）が減少傾向にある一

方、中度（3級・4級）が増加傾向にあります。 

≪身体障害者手帳所持者数の推移（等級別）≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在） 

②障がい種類別の推移

身体障害者手帳所持者数を障がい種類別にみると、平成27年度は肢体障がいが3,431人で最

も多く、次いで内部障がいが1,546人で続いています。年次推移をみると、視覚障がい、聴覚

障がい、言語障がいは概ね減少傾向、肢体障がいは概ね横ばい推移となっていますが、内部障

がいは増加傾向がみられます。 

≪身体障害者手帳所持者数の推移（障がい種類別）≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在） 

1,752 1,746 1,757 1,773 1,773 1,759 1,778 1,736 1,752 1,435

1,062 1,055 1,045 1,024 967 947 932 887 875
844

814 796 829 882 900 922 945 972 955
1,099

1,197 1,258 1,314 1,368 1,393 1,402 1,435 1,460 1,469 1,588

471 470 485 492 481 491 475 451 450 486
295 293 283 277 264 265 264 260 253 258

5,591 5,618 5,713 5,816 5,778 5,786 5,829 5,766 5,754 5,710

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（人）

1級 2級 3級 4級 5級 6級

315 308 302 295 290 287 288 291 285 281
464 441 442 438 410 405 402 406 408 404
53 52 53 49 50 50 48 47 47 48

3,340 3,397 3,464 3,558 3,530 3,538 3,563 3,501 3,466 3,431

1,419 1,420 1,452 1,476 1,498 1,506 1,528 1,521 1,548 1,546

5,591 5,618 5,713 5,816 5,778 5,786 5,829 5,766 5,754 5,710

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（人）

視覚障がい 聴覚障がい 言語障がい 肢体障がい 内部障がい
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③年齢階級別の推移

身体障害者手帳所持者数を年齢階級別にみると、18歳以上が9割以上を占めており、平成27

年度は5,637人、18歳未満は73人となっています。 

≪身体障害者手帳所持者数の推移（年齢階級別）≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在）

（４）知的障がいのある人の状況 

①障がい程度別の推移

療育手帳所持者数を障がい程度別にみると、Ａ（重度）はゆるやかな増加傾向で推移してい

ますが、Ｂ（軽度）は顕著な増加がみられ、平成18年度と比べて平成27年度は354人増加し

ています。 

≪療育手帳所持者数の推移（障がい程度別）≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在） 

80 88 77 72 72 67 67 62 69 73

5,511 5,530 5,636 5,744 5,706 5,719 5,762 5,704 5,685 5,637

5,591 5,618 5,713 5,816 5,778 5,786 5,829 5,766 5,754 5,710
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5,000
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（人）

18歳未満 18歳以上

376 395 424 435 433 450 455 462 446 452
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916
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（人）

A（重度） B（軽度）
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②年齢階級別の推移

療育手帳所持者数を年齢階級別にみると、18歳以上が全体の約75%を占めています。平成

27年度は18歳未満が329人、18歳以上が945人でともに増加傾向で推移しています。 

≪療育手帳所持者数の推移（年齢階級別）≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在）

≪療育手帳所持者割合の推移（年齢階級別）≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在）

192 187 223 213 238 251 279 327 284 329

652 729
764 817 793
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1,030 1,031

1,108
1,144

1,202 1,209
1,274

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（人）

18歳未満 18歳以上
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（５）精神障がいのある人の状況 

①精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

精神障害者保健福祉手帳所持者数を等級別にみると、平成27年度は２級が752人で最も多く、

３級が209人、１級が113人となっており、いずれの等級も平成18年度から増加しています。 

≪精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別）≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在）

②自立支援医療（精神通院医療）受給者証所持者数の推移

自立支援医療（精神通院医療）受給者証所持者数は、平成24年度以降は減少傾向でしたが、

平成27年度は増加に転じ、1,796人となっています。 

≪自立支援医療（精神通院医療）受給者証所持者数の推移≫ 

出典：北見市社会福祉課（各年度末現在）
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（６）発達障がいのある人の状況 

発達障がいについては、平成23年8月に改正された障害者基本法の「障害者」の定義において

精神障がい者に含まれることが明記されました。また、発達障がいのある人については、障害者

総合支援法に基づく給付の対象とされています。 

しかし、発達障がいは外見からはわかりにくく、はっきりと診断や判定することが難しいため、

発達障がいのある人の正確な人数は把握できていないのが現状です。 

なお、平成24年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別

な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、知的発達に遅れはないものの学習面又

は行動面で著しい困難を示す※とされた児童・生徒の推定割合は6.5%と報告されています。 

但し、この推定割合は通常学級に通う児童・生徒を対象にしているため、知的障がいのある子

ども（特別支援学校などに通っている発達障がいのある子ども）などはデータから除かれており、

実際の数字は6.5%よりも高い可能性があります。 

※「学習面で著しい困難を示す」とは、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」の1つあ

るいは複数で著しい困難を示す場合を指し、一方、「行動面で著しい困難を示す」とは、「不注意」、「多動

性－衝動性」、あるいは「対人関係やこだわり等」について1つか複数で問題を著しく示す場合を指します。 

（７）難病患者の状況 

難病患者については、平成25年4月から障害者総合支援法に定める障がい者の対象に難病等が

加わり、平成27年7月1日時点では332疾病が障がい福祉サービスの対象となっています。 

また、平成27年1月1日から難病法が施行され、指定難病を対象とした新たな医療費助成制度

が始まり、平成27年7月1日時点での国の対象疾患は306疾病となっています。 

≪指定難病・特定疾患患者数（北見市）≫ 

出典：北見保健所（各年度末現在） 

※指定難病、特定疾患について 

・平成27年1月1日から国の対象疾患が56疾患から110疾患に増え名称も指定難病（（国）生活保護者含む）

と変更となりました。 

・道単独事業（4疾患）については、平成27年1月1日以降も、特定疾患治療研究事業として実施されています。 

・平成27年7月1日から国の対象疾患が110疾患から306疾患に増えています。 
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≪小児慢性特定疾病患者数（北見市）≫ 

出典：北見保健所（各年度末現在） 

※小児慢性特定疾病について 

・平成27年1月1日から名称が小児慢性特定疾患から小児慢性特定疾病へ変更され対象疾病が514疾病から

704疾病に増えました。 
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３．地域の現状と課題 
今回、「第2期北見市障がい者計画」を策定する上で、一般市民・障がいのある人・一般企業・

事業所を対象に「障がい者施策に関するアンケート調査」を実施したほか、「障がい者施策に関す

るヒアリング」を開催し、障がい者施策に関する現状と課題を把握するとともに、障がいのある人

のニーズや要望などを把握しました。 

（１）一般市民向けアンケート調査結果（抜粋） 

①障がい者福祉への関心度 

障がい者福祉への関心度は、「とても関心がある」「ある程度関心がある」の合計が 67.2%、

「どちらともいえない」「あまり関心がない」「まったく関心がない」の合計は 32.4%となって

います。 

障がい者福祉に「関心がない」又は「どちらともいえない」と回答した人の理由は、「障がい

のある人と接する機会がない」が 65.3%で最も多くなっています。 

また、障がい者福祉に関心があると回答した人の理由は、「自分の身内に障がいのある人がい

る（いた）から」（48.1%）、「テレビや雑誌などで障がいのある人に関することを目にしたり

聞いたりするから」（46.2%）が上位回答となっています。 

 

≪障がい者福祉への関心度（全体）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
≪障がい者福祉に関心がない理由（全体／複数回答）≫ ≪障がい者福祉に関心がある理由（全体／複数回答）≫ 

     

65.3

40.0

40.0

34.7

17.3

0% 20% 40% 60% 80%

障がいのある人と

接する機会がない

自分の親族や知人に障が

いのある人がいない

福祉活動やボランティアを

したことがない

自分が何をすればよいか

わからなかったから

自分は健康であるから
(n= 75)

48.1

46.2

35.9

21.2

16.7

0% 20% 40% 60%

自分の身内に障がいのある人が

いる（いた）から

テレビや雑誌などで障がいのあ

る人に関することを目にしたり聞

いたりするから

将来自分も障がいのある人にな

る可能性があるから

保健・福祉・医療・教育に関する

職業についている（いた）から

障がいのある人の福祉に

興味があるから (n= 156)

とても

関心がある

12.9%

ある程度

関心がある

54.3%

どちらとも

いえない

21.6%

あまり

関心がない

8.6%

まったく

関心がない 2.2% 無回答

0.4%

(n= 232)

「とても関心がある」 12.9％ 

「ある程度関心がある」 54.3％ 

「どちらともいえない」 21.6％ 

「あまり関心がない」 8.6％ 

「まったく関心がない」 2.2％ 
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②障がいのある人への理解と差別・偏見の現状

障がいのある人への理解が進んできたと思うかどうかは、「そう思う」と「ある程度そう思う」

の合計が 58.7%でやや半数を上回っている状況です。 

また、市内における障がいのある人への差別・偏見は、「あると思う」と「少しはあると思う」

の合計が 47.0%、「ほとんどないと思う」と「ないと思う」が合計で 16.8%となっています。 

障がいのある人への理解が進んでいないと思う、又は、市内に障がいのある人への差別・偏見が

あると思うと回答した人に、どのような点でそう思うかたずねたところ、「仕事」が 47.2%で他

を引き離して多く、雇用環境や就労環境において障がいのある人への理解を広げていくことが優先

されると考えられます。また「建物の構造」が 37.5%で２番目に続いており、建物のバリアフリ

ー対応の優先度も高いと考えられます。 

≪障がいのある人への理解が進んできたか（全体）≫ ≪市内における障がいのある人への差別・偏見の有無（全体）≫ 

≪障がいのある人への理解がない、差別や偏見があると思うこと（該当者のみ／複数回答）≫ 

そう思う

7.8%

ある程度そう思う

50.9%

あまり

思わない

24.1%

まったく思

わない

0.9%
わから

ない

14.7%

無回答

1.7%

(n= 232)

あると

思う

10.8%

少しはある

と思う

36.2%ほとんどな

いと思う

12.1%

ないと思う

4.7%

わからない

21.1%

無回答

15.1%

(n= 232)

47.2

37.5

34.7

34.0

27.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

仕事

建物の構造

地域の人の接し方や態度

収入

交通機関 (n= 144)

「あまり思わない」 24.1％ 

「まったく思わない」 0.9％ 

「あると思う」 10.8％ 

「少しはあると思う」 36.2％ 
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③障がいのある人の理解促進に向けて必要なこと

障がいのある人への理解を深め、差別や偏見などをなくすために必要なことは、「学校における

福祉教育の充実」が 39.2%で最も多く、次いで「障がいのある人とない人の交流の場の確保」

（36.2%）、「障がいのある人の積極的な社会参加」（34.1%）と続いています。 

≪障がいのある人の理解を深め、差別や偏見をなくすために必要なこと（全体／複数回答）≫ 

④障がいや発達に遅れのある子どもに必要なこと

障がいや発達に遅れのある子どもに必要なことは、「子どもとその家族に対する周囲の理解」が

44.4%で他を引き離して最も多くなっています。次いで「乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期ま

でのライフステージを通じた一貫した支援」が 28.4%で続いています。 

≪障がいや発達に遅れのある子どもに必要なこと（全体／複数回答）≫ 

39.2

36.2

34.1

25.9

23.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学校における福祉教育の充実

障がいのある人とない人の交流の場の確保

障がいのある人の積極的な社会参加

障がいの特性や障がいのある人の理解を深めるための

啓発・広報活動の充実

福祉施設の地域への開放や、地域住民との交流 (n= 232)

44.4

28.4

23.3

22.8

20.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもとその家族に対する周囲の理解

乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期までの

ライフステージを通じた一貫した支援

早い段階における障がいや発達の遅れの発見

障がいの状態や特性に応じた教育の実施

身近な相談先の確保 (n= 232)
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⑤障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なこと

障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なことは、「働く場所の確保」が

41.4%で最も多く、次いで「乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期までのライフステージを通じた

一貫した支援」（31.9%）、「障がいのある子どもや、発達に遅れのある子どもが訓練を受ける場

の確保」（28.0%）と続いています。 

≪障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なこと（全体／複数回答）≫ 

41.4

31.9

28.0

21.6

20.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

働く場所の確保

乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期までの

ライフステージを通じた一貫した支援

障がいのある子どもや、発達に遅れのある子どもが

訓練を受ける場の確保

障がいのある人もない人も共にふれあう場の確保

相談窓口の充実
(n= 232)
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（２）障がいのある人向けアンケート調査結果（抜粋） 

①就労場所を増やすために必要なこと

就労場所を増やすために必要なことは、「障がいのある人に対する市民や企業の理解」が最も多

く、知的障がいのある人、精神障がいのある人でその割合は高くなっています。 

≪就労場所を増やすために必要なこと（障がい別／複数回答）≫ 

26.6

13.0

12.6

12.6

14.7

13.7

10.4

37.8

26.8

24.4

18.7

12.7

5.0

6.7

37.7

15.8

10.9

17.5

16.4

16.9

15.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

障がいのある人に対する市民や企業の理解

一般企業で働くことが困難な人などのための

就労支援事業所の確保

ハローワークや企業と福祉などが連携した就労支援の充実

障がいのある人が就労する企業や事業所への支援

相談窓口の充実

自宅でできる仕事

通院など、休暇取得への理解

身体(n= 699)

知的(n= 299)

精神(n= 183)
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②障がいのある人の相談支援に必要なこと

「適切なアドバイスができる人材の確保」が最も多く、次いで「自分の住んでいる身近な場所で

の相談」が続いており、相談支援における人材の充実や専門性の向上が期待されていると考えられ

ます。 

≪障がいのある人の相談支援に必要なこと（障がい別／複数回答）≫ 

49.2

44.5

23.5

7.7

6.7

4.9

56.9

49.8

26.4

15.7

4.7

3.3

58.5

36.1

31.7

16.4

9.8

9.8
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適切なアドバイスができる人材の確保

自分の住んでいる身近な場所での相談

同じ経験を持つ者による対応

夜間、休日の相談

電話やファックス、電子メールによる相談

その他

身体(n= 699)

知的(n= 299)

精神(n= 183)
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③災害時に必要な支援

災害時に必要な支援は、身体障がいのある人及び知的障がいのある人は「避難場所までの誘導、

移動の支援」、精神障がいのある人は「避難場所における医療的ケア」がそれぞれ最も多くなって

います。 

また、知的障がいのある人は「避難場所における障がい特性に応じたきめ細かな支援と設備」、

精神障がいのある人は「避難場所の周知」の割合も高くなっています。 

≪災害時に必要な支援（障がい別／複数回答）≫ 

32.8

24.2

29.5

24.5

20.9

16.0

47.5

45.2

14.7

24.4

11.7

18.1

21.9

29.0

32.8

14.8

26.2

30.1

0% 20% 40% 60%

避難場所までの誘導、移動の支援

避難場所における障がい特性に応じた

きめ細かな支援と設備

避難場所における医療的ケア

避難時における町内会など身近な人による声かけ

災害情報の周知

避難場所の周知

身体(n= 699)

知的(n= 299)

精神(n= 183)
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④障がいのある人への理解を深め、差別や偏見をなくすために必要なこと

障がいのある人への理解を深め、差別や偏見をなくすために必要なことは、「障がいの特性や障

がいのある人の理解を深めるための啓発・広報活動の充実」が最も多く、障がいや障がいのある人

を知ってもらうための活動が求められていると考えられます。 

また、知的障がいのある人は「学校における福祉教育の充実」の割合も非常に多く、学齢期にお

ける福祉教育のさらなる充実が求められているといえます。 

≪障がいのある人への理解を深め、差別や偏見をなくすために必要なこと（障がい別／複数回答）≫ 

28.9

23.2

20.6

16.5

16.7

19.9

18.0

34.8

30.4

26.4

34.1

19.7

12.4

15.1

33.9

30.1

22.4

12.6

22.4

20.8

10.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

障がいの特性や障がいのある人の

理解を深めるための啓発・広報活動の充実

障がいのある人とない人の交流の場の確保

障がいのある人の積極的な社会参加

学校における福祉教育の充実

障がいへの理解を目的とする市民団体への支援

わからない

福祉施設の地域への開放や、地域住民との交流

身体(n= 699)

知的(n= 299)

精神(n= 183)
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⑤将来不安に感じていること

将来不安に感じていることは、「生活費（収入）」が他を引き離して最も多く、経済的な支援を

求める声が多いことを反映した結果となっています。また、身体障がいのある人と精神障がいのあ

る人は「健康」、知的障がいのある人は「家族の高齢化」「仕事」の割合も多くなっています。 

≪将来不安に感じていること（障がい別／複数回答）≫ 

43.9

19.3

23.3

20.3

3.0

6.0

4.3

36.2

24.1

12.1

15.1

19.6

9.0

5.0

59.6

14.4

20.2

12.5

8.7

16.3

9.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

生活費（収入）

家族の高齢化

健康

身の回りの世話

仕事

孤立化

住居

身体(n= 301)

知的(n= 199)

精神(n= 104)
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⑥障がいや発達に遅れのある子どもに必要なこと

身体障がいのある人及び精神障がいのある人は「子どもとその家族に対する周囲の理解」が最も

多くなっています。知的障がいのある人は「乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期までのライフス

テージを通じた一貫した支援」が 25.8%と最も多くなっている上、「経済的な支援」も 19.7%と

多くなっています。 

≪障がいや発達に遅れのある子どもに必要なこと（障がい別／複数回答）≫ 

23.7

12.4

12.2

11.6

10.0

9.4

8.2

24.1

25.8

19.7

16.1

16.4

16.1

15.1

29.5

11.5

12.6

13.1

9.8

9.3

10.9

0% 10% 20% 30% 40%

子どもとその家族に対する周囲の理解

乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期までの

ライフステージを通じた一貫した支援

経済的な支援

早い段階における障がいや発達の遅れの発見

早い段階からの支援（療育）

障がいの状態や特性に応じた教育の実施

教育・保健・医療・福祉などの関係機関の連携

身体(n= 699)

知的(n= 299)

精神(n= 183)
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⑦北見市の障がいのある人への施策について

障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なことは、身体障がいのある人は「バ

ス、タクシーの料金助成」及び「医療が必要な人への支援」、知的障がいのある人は「乳幼児期か

ら学齢期、就労期、老齢期までのライフステージを通じた一貫した支援」、精神障がいのある人は

「バス、タクシーの料金助成」がそれぞれ最も多くなっており、それぞれの障がいのある人への支

援における課題になっていると考えられます。 

≪北見市の障がいのある人への施策について（障がい別／複数回答）≫ 

22.3

14.3

22.3

17.9

15.3

17.6

13.0

16.7

28.8

9.7

18.7

25.1

13.0

34.8

26.8

26.2

21.9

25.7

14.8

20.8

9.8

0% 10% 20% 30% 40%

バス、タクシーの料金助成

働く場所の確保

医療が必要な人への支援

相談窓口の充実

グループホームなどの住まいの場の確保

障がいの特性や障がいのある人への

理解を深めるための啓発・広報活動の充実

乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期までの

ライフステージを通じた一貫した支援

身体(n= 699)

知的(n= 299)

精神(n= 183)
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（３）一般企業向けアンケート調査結果（抜粋） 

①障がいのある人の雇用人数

障がいのある人を雇用していない事業所が 81.7％を占めており、障がいのある人を 1 人以上雇

用している事業所は全体の 18.2%にとどまっています。 

従業員規模別でみると、従業員数が「1～49 人」で障がいのある人を雇用している事業所は約

10%ですが、「50～100 人」の事業所は 65.2%、「101 人以上」の事業所は 93.7%が障がい

のある人を雇用しています。 

≪障がい者雇用人数（全体）≫ 

≪障がい者雇用人数（従業員規模別）≫ 

81.7

10.0

2.2

1.8

1.0

0.6

2.6

0.0

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

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

無回答 (n= 491)

89.3

34.8

6.3

9.0

39.2

6.3

0.5

13.0

18.7

0.5

4.3

18.7

0.2

0.0

12.5

0.0

0.0

9.4

0.5

8.7

28.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1～49人(n=421)

50～100人

(n=23)

101人以上

(n=32)

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
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②障がい者雇用への関心度（障がい者雇用のない事業所のみ）

障がい者雇用のない事業所において、障がい者雇用に「関心がある」事業所は、全体では

30.9%にとどまっています。 

従業員規模別では、従業員数 50～100 人の事業所で「関心がある」が 37.5%とやや多くなり

ますが、62.5%が「関心がない」と回答しており、今後も障がい者雇用の啓発活動を充実させる必

要があると考えられます。 

≪障がい者雇用への関心度（全体・従業員規模別）≫ 

30.9

9.1

30.9

37.5

100.0

63.9

72.7

64.3

62.5

5.2

18.2

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=401)

0人(n=11)

1～49人

(n=376)

50～100人

(n=8)

101人以上

(n=2)

関心がある 関心がない 無回答
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（４）障がい福祉サービス事業所向け調査結果（抜粋） 

①障がいのある人が地域で暮らしていくために必要なこと

この設問に対する回答は全体的に割合が高くなっており、障がいのある人が地域で暮らしていく

ためには、あらゆる分野で支援が必要であることを示していると考えられます。 

その中でも、「必要なサービスが必要なときに使えるようになっていること」が 68.8%で最も

多く、サービスの充実だけでなく、支援が必要なときに提供できる体制づくりが必要であると考え

られます。 

また、「保健、医療、福祉の連携がとれていること」（65.6%）、「困った事や、わからない事

は、身近な所で気軽に相談できること」（59.1%）も上位回答になっており、関係機関の連携強化

と相談支援の充実が求められています。 

≪障がいのある人が地域で暮らしていくために必要なこと（全体／複数回答）≫ 

68.8

65.6

59.1

57.0

54.8

54.8

54.8

53.8

52.7

49.5

0% 20% 40% 60% 80%

必要なサービスが必要なときに使えるようになっていること

保健、医療、福祉の連携がとれていること

困った事や、わからない事は、

身近な所で気軽に相談できること

いざというときに利用できる施設があること

一人ひとりの希望に合った、

日中の活動場所が用意されていること

家族の介護負担も少なく、経済的な不安もあまりないこと

療育・保育・就学など、障がい児に対する

継続的な支援があること

働き続けるための相談や生活支援が用意されていること

地域で共に生きるのが自然である

という意識を皆が持っていること

緊急時や災害時でも、

安心できる支えが用意されていること (n= 93)





第３章 計画の基本的考え方 

「カブトムシ」大平 璃空
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１．基本理念 
計画の基本理念は計画全体を貫く基本的な考え方であり、これからの10年間を展望した、私たち

がめざすまちづくりの道標となるものです。 

平成23年8月に一部が改正された障害者基本法では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」という理念が掲げ

られています。 

この考え方は、障がいのある人もない人もともに地域で生活する仲間として人権を尊重し、協働

によるまちづくりを進めていく、という考え方につながっています。 

障害者基本法が掲げる理念に基づき、本市はすべての障がいのある人の自立と社会参加をめざす

とともに、障がいの有無にかかわらず、市民の誰もがいつでも笑顔で暮らせるまちづくりをめざし

てきました。 

今回策定する計画においてもこの考え方を踏襲し、障がい者福祉における「ノーマライゼーショ

ン」及びその実現を支える「ソーシャル・インクルージョン」の理念のもと、「すべての人が心豊

かに安心して暮らせる共生社会の実現」をめざします。 

【第２期北見市障がい者計画の基本理念】 

すべての人が心豊かに安心して暮らせる共生社会の実現 
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２．計画策定の視点 
（１）自立した生活に向けての支援 

支援が必要な人の暮らしを支えるため、ニーズを把握し、適切な支援へとつなぐ、相談・支援

体制の充実に努めます。 

地域における自立した生活を支援するため、一人ひとりのニーズに対応し、ライフステージを

通じて、一貫した支援を提供していきます。 

（２）障がいの特性を踏まえた支援 

計画の対象者となる障がいのある人の高齢化、重度化、多様化に対応し、ニーズを的確に把握

するとともに障がいの特性に応じた適切な施策を推進します。 

また、地域の実情に即した適切なサービス体制を構築するため、地域や近隣市町村との連携・

協力を図るとともに、福祉、教育、保健、医療、労働、生活環境、社会参加、雇用・就業等の関

係機関相互の連携を強化します。 

（３）社会のバリアフリー化の推進 

すべての人が住み慣れたまちで安心した生活ができるよう、建物や施設などの福祉環境の整備

や、情報のバリアフリーに関する取組を推進します。 

支援が必要な人の暮らしづらさの解消、互いの理解の促進はもとより、権利擁護の推進や差別

の解消に努めます。 

（４）防災対策の充実 

障がいなどにより災害時における避難行動が困難である方には支援が必要となることから、北

見市地域防災計画に基づき、支援が必要な人の防災対策の強化に向けた施策を推進します。 
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３．基本目標 
基本目標は、基本理念の実現をめざすために、支援が必要な人を支えるための施策を総合的かつ

計画的に定めたものです。 

【基本目標１】さまざまな障がいに応じた生活支援の充実 

支援が必要な人の、一人ひとりのニーズに応じるための相談支援の充実や、地域生活を支えるサ

ービスの整備と地域格差の解消に向けた取組を進めます。 

【基本目標２】健康の維持・増進に向けた保健・医療の充実 

障がいの要因となる疾病等の予防、治療の推進、障がいや疾病の早期発見と早期治療に努めま

す。 

【基本目標３】障がいのある子どもが健やかに成長できる教育・療育環境の充実 

乳幼児期から学齢期、学校卒業後の就労や地域生活といったライフサイクル全体を通じた支援体

制の整備に努めます。 

【基本目標４】経済的自立に向けた就労環境の充実 

支援が必要な人の経済的自立を支えるため、社会全体で支援する体制づくりを進めながら、就労

機会の拡大に向けた取組を推進します。 

【基本目標５】障がいに対する理解や配慮の促進 

障がいのある人の特性や障がいへの正しい理解を深め、差別や偏見のない社会の実現をめざしま

す。 

【基本目標６】暮らしやすいまちづくり 

福祉環境や暮らしを支えるサービスの整備、支援が必要な人のコミュニケーション支援と地域福

祉活動を推進することにより、すべての人が暮らしやすいまちづくりをめざします。 

【基本目標７】災害から命を守る対策と防犯対策の推進 

支援が必要な人を災害や犯罪から守るため、関係機関との連携を強化し、地域ぐるみで支援する

体制を整備します。 

【基本目標８】障がいのある人のスポーツ・文化活動の促進 

生涯にわたってスポーツや趣味・文化活動に親しみ、社会参加と仲間づくりができるよう、学校

教育や社会教育と連携して、障がいのある人が気軽に社会参加できる体制整備をめざします。 
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４．施策体系 
基本目標 主要な施策 

基本目標１ 

さまざまな障がいに応じた生活支援の充実 

相談支援体制の充実 

相談窓口の周知・相談機能の強化 

関係機関との連携強化 

北見市障がい者支援ネットワークの運

営 

生活を支えるサービスの充実 

障がい福祉サービスの量や質の確保 

地域生活支援事業の推進 

地域生活支援拠点の推進 

地域生活への移行の推進 

障がいのある子ども・障がいのある高

齢者のニーズ多様化への対応 

障がい福祉サービスの地域間格差への

配慮 

家族への支援 

人材の育成・確保 

サービス提供の担い手確保 

各種研修の推進 

基本目標２ 

健康の維持・増進に向けた保健・医療の充実 

障がいの要因となる疾病の予防・早期発

見体制の充実 

母子保健活動の推進 

中高年期の健康維持の支援 

医療・リハビリテーション等の充実 

リハビリテーション体制の充実 

難病患者への情報提供の充実 

医療費助成制度等の周知 

こころの健康づくりの推進 

こころの健康づくりの周知・啓発 

治療継続のための支援 
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基本目標 主要な施策 

基本目標３ 
障がいのある子どもが健やかに成長できる 
教育・療育環境の充実 

幼児教育・療育の充実 

相談支援体制の充実 

障がい児保育の推進 

療育体制の充実 

教育・保育施設と療育機関との連携 

発達障がいへの適切な対応 

学校教育の充実 

児童・生徒の特性に応じた支援体制の

充実 

放課後支援の充実 

卒業後の支援の充実 

交流教育の充実 

福祉教育の推進 

発達障がいへの適切な対応 

基本目標４ 

経済的自立に向けた就労環境の充実 

障がい者雇用の応援体制づくり 

市民、企業等に対する理解の促進 

授産製品の販路拡大の推進 

障害者優先調達推進法に基づく優先調

達の推進 

福祉的就労の充実 

就労機会の確保 

福祉的就労利用者に対する交通費の助

成 

一般就労の推進 

障がい特性を活かした就労の機会の確

保 

職場定着支援の推進 
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基本目標 主要な施策 

基本目標５ 

障がいに対する理解や配慮の促進 

障がいに対する啓発活動の充実 

わかりやすい情報提供の推進 

障がいに対する理解の促進 

制度改正、障がい福祉に関する情報提

供 

情報・コミュニケーションの確保 

聴覚障がいのある人への手話通訳者等

の派遣 

奉仕員養成講座の推進 

さまざまなコミュニケーション手段の

検討 

権利擁護の推進 

成年後見制度・成年後見支援センター

の周知及び利用促進 

市民後見人の養成と確保 

日常生活自立支援事業の周知 

司法手続きにおける配慮 

虐待の防止・差別の解消 

虐待防止と差別解消の周知・啓発 

基本目標６ 

暮らしやすいまちづくり 

バリアフリーの促進 

住まいのバリアフリー、ユニバーサル
デザインの推進 

公共的な施設のバリアフリーの推進 

交通機関等のバリアフリーの推進 

歩行空間等のバリアフリーの推進 

外出の支援 

交通費の助成 

外出支援のための助成制度の周知・サ

ービスの確保 

地域福祉の推進 

障がい者団体との連携 

ボランティア団体との連携 

地域福祉に対する市民への啓発と意識

の醸成 
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基本目標   主要な施策 

    

基本目標７ 

災害から命を守る対策と防犯対策の推進 

  防災対策の推進 

   防災知識の普及・啓発 

    緊急時・災害時の情報伝達体制の強化 

    避難行動要支援者の支援 

    福祉避難所の拡大 

    地域における災害対策の推進 

     

   防犯対策の推進 

    犯罪予防と被害防止の啓発 

     

基本目標８ 

障がいのある人のスポーツ・文化活動の促進 

  スポーツ・レクリエーション活動の促進 

   スポーツ・レクリエーション活動の支援 

    障がいのある人のスポーツ指導者の確保 

     

   芸術・文化活動の促進 

    芸術・文化講座等の開催 

    芸術・文化活動の場の確保  





第４章 施策の展開 

「消防車」 佐東 宗春
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基本目標１ さまざまな障がいに応じた生活支援の充実 
（１）相談支援体制の充実 

○ 本市では、障がい者相談支援センターを４か所設置し、平成24年度からは、地域の相談支援

の拠点として、「基幹相談支援センター」※１を設置しています。

○ 関係機関の連携強化の面では、北見市障がい者支援ネットワークを中心に、地域関係機関の

情報共有やネットワーク構築に向けた協議を行うとともに、専門部会を通じた専門領域にお

ける課題検討などを行っています。

○ 現状は、どこに相談したらよいかわからない、といった声が障がいのある人やその家族から

聞かれることもあり、相談窓口の周知不足が本市における課題となっています。

○ 障がいのある人やその家族の多様なニーズにきめ細かい対応を図るためには、相談支援にお

けるマンパワー不足の解消と質の向上、専門機関や障がい福祉サービス事業所の連携が課題

となっています。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・相談支援に必要なこととして「適切なアドバイスができる人材の確保」が 52.4%で最も多

く、次いで「自分の住んでいる身近な場所での相談」（44.3%）、「同じ経験を持つ者によ

る対応」（25.2%）と続いています。 

・どこに相談したらよいのかわからない。（自由意見） 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・保護者の高齢化が進む中、今後のことをきちんと考えることが大切。相談支援に携わってい

る人は、今後のことを考えるきっかけづくりをしていってほしいと思う。 

○ 多様なニーズに対応するため、専門機関や障がい福祉サービス事業所との連携により相談機

能の質の向上に取り組みます。

○ 北見市障がい者支援ネットワークの機能を活かし、障がい者支援における課題の整理と対応

策の検討を行います。

現状と課題 

今後の方向性 

※１ 基幹相談支援センターとは（障害者総合支援法 第 77条の２） 

障害者総合支援法に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年

後見制度利用支援事業及び身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者等に関わる相談支援を総合

的に行うことを目的とする施設です。市区町村又はその委託を受けた者が基幹相談支援センターを

設置することができます。 
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施  策 取組内容 

相談窓口の周知・相談機能の

強化 

障がいのある人やその家族が身近な場所で安心して相談す

ることができるよう、相談支援事業所及び相談窓口の周知に

努めるとともに、専門機関、障がい福祉サービス事業所との

連携等により相談機能の強化を図ります。 

多様化する障がいのある人のニーズに対応できるよう、相

談機能の質の向上をめざします。 

関係機関との連携強化 基幹相談支援センターと相談支援事業所の情報連携を図

り、個別相談への対応力強化を図ります。 

また、保健、医療、福祉、労働、教育など関係機関と個別

ケースの情報共有を推進するとともに、関係機関の連携強化

を図ります。 

北見市障がい者支援ネットワ

ークの運営 

「北見市障がい者支援ネットワーク」において、障がいの

ある人に関する課題共有や問題解決、啓発活動、関係機関の

連携強化などについて定期的に協議を実施します。 

（２）生活を支えるサービスの充実 

○ これまで、障がいのある人のためのさまざまな制度改革が行われましたが、市内障がい福祉

サービス事業所の協力のもと、障害者総合支援法に基づくサービスや地域生活支援事業など

障がい福祉サービスの充実に努めてきました。

○ 全国的な傾向と同様、本市においても障がいのある人の数が年々増加していることと併せて、

障がいのある人の高齢化が進んできており、今後の対応が課題となっています。

○ また、サービスを支える障がい福祉サービス事業所においては、人材の確保及びサービスの

質の向上が課題となっていることから、制度の動向等も踏まえ、市としてもサービス基盤の

確保や質の向上の視点から、対応について検討していく必要があります。

○ 併せて、地域交流や創作活動の場、余暇を過ごすための環境など、幅広い日中活動の場、機

会についても充実が求められています。

主要な施策 

現状と課題 
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≪障がい福祉サービス事業所向けアンケート調査から≫ 

・障がいのある人が地域で暮らしていくために必要なことは、「必要なサービスが必要なとき

に使えるようになっていること」が 68.8%で最も多く、次いで「保健、医療、福祉の連携

がとれていること」（65.6%）、「困った事や、わからない事は、身近な所で気軽に相談で

きること」（59.1%）と続いています。 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・自治区によるサービス提供の格差がある。特に常呂自治区は、障がい福祉サービス事業所が

ない状況にある。 

・在宅重症児は学校卒業後の日中活動の場がなく活動量が低下してしまう。保護者のレスパイ

トの意味も含め在宅重症児の日中活動の場をつくってほしい。 

・高齢化が進む中、親なき後を見据えて、グループホームなど親と離れて生活する場を増やす

ことも考えていくことが必要。 

○ 障がいのある人自身が必要なサービスを選択し、決定することができるよう、障害者総合支

援法によるサービスの充実を図るとともに、市が実施する地域生活支援事業等のサービスの

充実を図ります。

○ 自治区におけるサービス提供の格差解消に向けた取組を推進します。

○ 障がいのある子どもの支援の充実を図るとともに、障がいのある子どもを介護する家族への

支援に取り組みます。

施  策 取組内容 

障がい福祉サービスの量や質

の確保 

障害者総合支援法に基づき、訪問系、日中活動系、居住系

など各種障がい福祉サービス事業所の拡充を図ります。 

地域生活支援事業の推進 本市が地域生活支援事業として提供している移動支援、日

中一時支援、地域活動支援センター、医療的ケア支援等の充

実を図ります。 

地域生活支援拠点の推進 障がいのある人等が住み慣れた地域で安心して暮らしてい

けるよう、さまざまな支援を切れ目なく提供できる仕組みを

構築するため、地域生活支援拠点の整備を推進します。 

地域生活への移行の推進 施設等へ入居している人が自立した地域生活を行えるよう

支援体制を推進します。 

また、今後の国の制度の動向を注視しつつ、移行支援の推

進を図ります。 

今後の方向性 

主要な施策 
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施  策 取組内容 

障がいのある子ども・障がい

のある高齢者のニーズ多様化

への対応 

児童福祉法の改正等に対応し、障がいのある子どもを支援

するサービスの拡充を図ります。 

また、障がいのある高齢者に対しては、国の制度の動向に

注視しつつ、対応を図ります。 

障がい福祉サービスの地域間

格差への配慮 

障がい福祉サービス事業所の拡充を図り、障がい福祉サー

ビスの地域間格差の解消に努めます。 

家族への支援 障がいのある人の家族など介護者への支援を行うため、短

期入所や日中一時支援等の充実を推進し、介護者に対するレ

スパイトケア※2の環境づくりに努めます。 

（３）人材の育成・確保 

○ 障がいのある人が持つ悩みや問題は、その障がいの種類や程度、年齢、家族や環境、社会の

状況などさまざまな要因により異なります。また、障がいのある人を支援する制度は目まぐ

るしく変化しており、適切な支援を行うためには、専門知識と技術を備えた人材の育成が必

要とされています。

○ 増大するニーズに対応する人手不足は深刻で、障がい福祉分野で働く人材の確保と育成が急

務となっています。

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・相談支援の事業は人数的に不足しているのでは。人材確保とレベルアップを実現するため、

市から支援してほしい。 

・訪問系サービスはニーズが多いが、サービス提供側の人数が不足しており、来てもらえない

こともある。 

○ 障がいのある人やその家族の多様なニーズに応えるため、各分野での人材の確保と資質の向

上に取り組みます。

○ 新たな課題に対応できる専門的知識や技能習得を支援します。

現状と課題 

今後の方向性 

※２ レスパイトケアとは 

レスパイト（respite）とは、日本語にすると「休息」「息抜き」「小休止」という意味です。 

在宅でケアをしている家族などの負担軽減を図るための介護者支援のことをいい、具体的に

は、通所サービスやショートステイなどがレスパイトサービスにあたります。 
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施  策 取組内容 

サービス提供の担い手確保 高校・専門学校・大学等と連携し、学生向けに説明会やセ

ミナー、職場体験等を行い、障がい福祉に触れる機会を増や

すなど障がい福祉への人材確保に向けた取組を行います。 

各種研修の推進 障がい福祉事業に従事する人向けに研修、講座等を開催し

ます。 

主要な施策 
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基本目標２ 健康の維持・増進に向けた保健・医療の充実 
（１）障がいの要因となる疾病の予防・早期発見体制の充実 

○ 本市では、妊婦の健康診査から高齢者の介護予防まで、あらゆるライフサイクルに沿った取

組を推進し、障がいの要因となる疾病の予防とともに、障がいを早期に発見し対応できる体

制の構築に努めてきました。

○ 療育体制の整備では、北見市子ども総合支援センター「きらり」※３（以下、「子ども総合支

援センター」という。）の建て替えを行うなど、療育環境の整備を行うとともに、発達相談

支援機能の充実を図ってきましたが、今後も障がいの早期発見に向けた取組をさらに進める

とともに、乳幼児健診後の支援体制の強化に取り組む必要があります。

○ また、生活習慣病などの疾病による障がい等を予防する取組を推進する必要があります。

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・自閉症、発達障がいは早期発見、早期療育が大切。子どもへの支援も必要だが、保護者への

支援が子どもへの一番の支援になる。子どもと向き合っている保護者が、頑張って子育てし

ようと思えるような支援を重点的に考えてほしい。 

・早期発見や早期療育に関する知識を得る学習機会を増やしてほしい。 

○ 妊娠、出産に関わる異常を早期に発見するため、妊婦健診の勧奨を行うとともに、障がいの

早期発見や早期療育、育児支援のため、新生児や乳幼児の健康診査を確実に実施するととも

に、乳幼児健診後の支援体制のさらなる強化を図ります。

○ 生活習慣病などの疾病による障がいを予防するため、今後も成人を対象とした健康診査や健

康教育等を実施します。

○ 保健事業のさらなる充実を図るとともに、適切な治療や療育につなげるため、関係機関との

連携を強化していきます。

現状と課題 

今後の方向性 

※３ 北見市子ども総合支援センター「きらり」とは 

発達が心配される児童の療育及び指導援助を行い、児童福祉の増進に寄与するため、北見市が

設置しています。発達に心配のあるお子さんの相談や、親子で通所して療育や個別指導を受ける

ことができます。 
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施  策 取組内容 

母子保健活動の推進 妊産婦の不安軽減により出産のリスク要因を減らし、安全

な出産を行うため、相談や訪問などで情報提供を行い、妊婦

支援の充実を図ります。乳幼児健診により、月齢に応じた乳

幼児期の健全な発育・発達状態、養育状況を確認し、疾病な

どの早期発見とともに、養育上の助言や支援に努めます。 

中高年期の健康維持の支援 健康診査の受診率向上に努め、健診後の保健指導を確実に

行い、障がいの原因となる疾病や生活習慣病の予防に努めま

す。 

（２）医療・リハビリテーション等の充実 

○ 障がいのある人が地域で安全に安心して暮らしていくためには、医療及び機能訓練等が重要

な役割を果たしており、その一層の充実を図る必要があります。

○ 夜間急病センターの設置や北見赤十字病院の改築に伴う歯科口腔外科の新設など、医療体制

の充実が図られてきました。また、市内の病院や診療所との連携により、専門的治療を必要

とする人への対応も進められています。

○ 生活機能の向上や機能訓練などのリハビリテーションに関しては、市内における体制整備は

まだ十分とはいえない状況です。

○ 今後は、障がいのある人の医療的ケアへの対応、施設から在宅生活への移行、在宅での療養

支援を踏まえ、保健・医療・福祉サービスの提供を効率的・効果的に進めていく必要があり

ます。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なことは、全体でみると「バス、

タクシーの料金助成」が 22.1%で最も多く、次いで「働く場所の確保」（19.7%）、「医

療が必要な人への支援」（19.5%）と続いています。 

・障がい別でみると、身体障がいのある人は「医療が必要な人への支援」が「バス、タクシー

の料金助成」とともに 22.3%で最も多く、精神障がいのある人も「医療が必要な人への支

援」は 21.9％と多くなっています。 

主要な施策 

現状と課題 
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○ 地域でのリハビリテーション体制の充実に取り組むとともに、広域的なサービス基盤の整備
を含め関係機関との連携を推進していきます。 

○ 難病患者等をめぐる法改正に対し適切に対応し、希望する人に必要な支援が届くよう対応を
推進します。 

   
施  策 取組内容 

リハビリテーション体制の充

実 

機能の維持や機能障がいの軽減を図る上で重要なリハビリ

テーションが継続して受けられる体制の充実を図ります。 

難病患者への情報提供の充実 障がい福祉サービスの対象となる疾病の拡大等、制度改正

の周知、啓発を推進します。 

また、在宅の難病患者に対し、保健・医療・福祉の各サー

ビスを適切に受けられるよう、相談支援機能の強化を図りま

す。 

医療費助成制度等の周知 障がいのある人等の医療費の負担を軽減するため、自立支

援医療費、重度心身障害者（児）医療費助成など各種医療費

公費負担制度を周知し、その適切な運用に努めます。 

 

 

（３）こころの健康づくりの推進   
○ 精神に障がいのある人は全国的に増加傾向がみられ、近年の社会構造の変化は人々にストレ
スを増大させ、うつ病を訴える人やひきこもりの増加といった新たな心の健康問題を生じさ

せています。本市においても、精神障害者保健福祉手帳の所持者は増加傾向にあり、潜在的

にも医療や支援が必要な人がいると考えられます。 

○ 精神疾患は、早い段階での発見・治療が重要であることから、気軽に相談できる体制の充実
とメンタルヘルスについての普及・啓発が必要です。相談支援体制としては、広域による北

網圏域精神障害者地域生活支援センターがありますが、本市における相談支援体制は十分と

はいえない状況です。 

○ また、精神疾患の予防及び軽減には、家族をはじめ周囲の理解が必要であるため、当事者や
専門家を招いた講演会を開催するなど啓蒙活動を推進してきました。しかし、市民の精神疾

患に対する理解はまだ十分とはいえない状況にあり、今後においても、精神保健福祉に関す

る普及・啓発活動を継続・充実させていくことが必要です。  

今後の方向性 

主要な施策 

現状と課題 
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≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・精神障がいなので周りの人の理解がなく、外出するのが大変だったりする。たとえ施設があ

ったとしても自分で参加まで気持ちを持っていくのが難しい。（自由意見） 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・若年性認知症の方が多くなってきていると感じる。知的障がいがあり、認知症を併発してい

る人もいて、退院後の受け入れ先が見つからないことがある。 

・精神障がいを持っている人との接し方が非常に難しい。 

・高齢者が精神障がいを持っていると、介護保険・障がいの両方で入所できないケースがあ

る。 

○ 市民の心の健康づくりに配慮し、対策を充実させるとともに、精神に障がいのある人やその

家族への支援を推進します。

○ 地域の理解を深めるための啓発に努めるとともに、治療の中断を防ぎ再発を防止するため、

公的制度の利用を促進します。

施  策 取組内容 

こころの健康づくりの周知・

啓発 

障がいのある人やその家族、一般市民等を参加対象とし

て、疾病への理解や社会参加について学ぶ機会を設け、地域

社会の理解を深めます。 

治療継続のための支援 自立支援医療（精神通院）の利用を勧め、経済的負担の軽

減により治療継続を促します。 

今後の方向性 

主要な施策 
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基本目標３ 障がいのある子どもが健やかに成長できる教育・療育
環境の充実 

（１）幼児教育・療育の充実 

○ 本市では、母子保健事業において、乳幼児の発育・発達の遅れや養育環境の課題、疾病や障

がいの早期発見に努め、支援が必要な子どものいる家族等を対象とした相談や助言を実施し

てきました。

○ また、発達の遅れや障がいのある乳幼児に対して、子ども総合支援センターでは個々の状態

に応じた療育や保護者への相談支援を行っています。

○ 発達の遅れや障がいのある子どもの発達段階に応じて、一人ひとりのニーズに応えるため、

保健、医療、福祉、教育の密接な連携の下、切れ目のない支援を充実させていくことが課題

となっています。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・障がいや発達に遅れのある子どもに必要なことは、全体では「子どもとその家族に対する周

囲の理解」が 24.9%で最も多く、障がいのある子どもに対する知識の啓蒙や理解の促進が

求められています。 

・また、障がい別でみると、知的障がいのある人は「乳幼児期から学齢期、就労期、老齢期ま

でのライフステージを通じた一貫した支援」が 25.8%と最も多くなっている上、「経済的

な支援」も 19.7%と多く、“親なき後”を強く意識した回答結果になっていると思われま

す。 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・保育園内で保育士が子どもの発達について気づいたことを保護者に伝えにくい場面がある。

保護者側が受け入れない場合もあるが、保護者の理解を進めるためのスムーズな方法があれ

ばと思う。 

・障がいを持つ子どもを持ってしまったという負い目や責任から、どうしても抱え込んでしま

う保護者が多いと感じる。そういう保護者はなかなかサービス提供に結びつかなかったり、

地域の方との関係を絶ってしまったりすることがある。 

○ 子ども総合支援センターでは、早期療育・相談支援の充実を図ります。

○ 幼稚園・保育園などの研修を拡充するなど、障がいのある子どもの受け入れ体制の充実を図

ります。

○ 障がいのある子どもの成長に合わせて切れ目のない支援を継続するために、関係機関が連携

して子どもが育つ環境を総合的に整えていきます。

現状と課題 

今後の方向性 
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施  策 取組内容 

相談支援体制の充実 発達の遅れや障がいのある子どもを持つ親の不安解消を図

るため、子ども総合支援センターと関係機関が連携し、より

専門性の高い相談支援に努めます。 

障がい児保育の推進 市内の保育園及び幼稚園において、個々の状態に配慮した

保育・教育を実践するため、保育士や幼稚園教諭の研修機会

を確保し、保育・教育の質の向上に努めます。また、子ども

の発達に配慮した施設の整備に努めます。 

療育体制の充実 子ども総合支援センターにおいて、専門知識を持った人材

の育成及び確保を推進し、相談支援の強化と支援を必要とす

る障がいのある子どもへの療育体制の充実を図ります。 

教育・保育施設と療育機関と

の連携 

子ども総合支援センター、幼稚園、保育園、学校などの関

係機関が連携し、障がいのある子どもに対する切れ目のない

支援の充実に努めます。 

また、保育園及び幼稚園に対して専門知識を持った発達支

援コーディネーターを派遣し、集団生活への適応のための専

門的な相談支援の充実を図ります。 

発達障がいへの適切な対応 就学前における発達障がいに関する共通理解を深めるた

め、関係機関との連携、障がい特性に応じた対応に努めま

す。 

また、発達障がいに関する地域の理解を得るため、保護者

や市民に対する啓発に取り組みます。 

（２）学校教育の充実 

○ 国では、インクルーシブ教育システム（包容する教育制度）構築の理念を踏まえながら、す

べての子どもに最も適した指導を提供できる、多様で柔軟な連続性のある仕組みの整備が検

討されています。

○ 本市では、特別支援学級開設事業を通じて、小中学校に特別支援教育支援員を配置し、支援

が必要な子どもに必要な支援を行うとともに、北見市言語教育研究会協議会や北見市特別支

援教育研究会に支援を行い、特別支援教育の推進を図っています。

主要な施策 

現状と課題 
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○ また、学校教育においては、幼児期から学齢期に障がいのある子とない子が相互にふれあう

機会が非常に重要であると考えられるため、障がいのある子とない子のふれあいの場づくり

を行っています。

○ 今後は、一人ひとりのニーズに応じた教育を推進するため、教職員の研修機会の確保や関係

機関との連携を強化するだけでなく、障がいのある子とない子が相互にふれあう機会を増や

していくことや、高等学校との連携が課題となっています。

≪一般市民向けアンケート調査から≫ 

・「福祉」は、ある程度理解が可能な年齢で学習することが多いとは思いますが、やはり

「心」のあり方が一番大事なことであるのかなと思いました。今の世の中「想像力」の欠損

となるような事件も多い。幼稚園など少しずつ障がいのある人等の教育を取り入れるのもい

いと思います。子どもはとっても柔軟です。小さい頃からの知識が、大きくなったときにそ

の子の「糧」になるような気もします。（自由意見） 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・小学校ではことばの教室に通っているが、中学校になるとなくなる。就学前は子ども総合支

援センターに支えてもらったが、小学校に入ると支援が切れてしまう。 

・福祉教育の見直しが必要。特別支援の教育カリキュラムは教育一般の中に位置づけられなく

てはいけないのでは。 

○ 障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育を行うため、学校教育の

充実や指導体制の整備を推進します。

○ 幼児期から学齢期、進学や卒業後の就労支援などの節目において、継続した支援が展開でき

るように、保健、医療、福祉、教育等関係機関の連携を進めます。

施  策 取組内容 

児童・生徒の特性に応じた支

援体制の充実 

障がいの状態や発達段階に応じた指導体制の整備や介助を

行う支援員の確保により、発達の遅れや障がいのある児童・

生徒に対する学校教育の充実を図ります。また、子どもの発

達に配慮した施設の整備に努めます。 

放課後支援の充実 障がいのある子どもの放課後の居場所を充実させるため、

放課後等児童デイサービス事業所の拡充に努めるとともに、

放課後児童クラブと学校との連携を推進します。 

卒業後の支援の充実 発達の遅れや障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた適切な指導や支援が受けられるよう「個別の教育

支援計画」等を進学先・就労先に引き継げるように努めま

す。 

今後の方向性 

主要な施策 
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施  策 取組内容 

交流教育の充実 地域で行われる福祉関連の行事・ボランティア体験等の機

会の拡充や特別支援学校等と市内小中学校との交流（居住地

校交流）を図ります。 

福祉教育の推進 児童や生徒に対し、障がいを含めた社会全般についての理

解を深めるための福祉教育実践校事業を推進します。 

発達障がいへの適切な対応 学校教育における発達障がいに関する共通理解を深めるた

め、関係機関との連携、障がい特性に応じた対応に努めま

す。 

また、発達障がいに関する地域の理解を得るため、保護者

や市民に対する啓発に取り組みます。 
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基本目標４ 経済的自立に向けた就労環境の充実 
（１）障がい者雇用の応援体制づくり 

○ 障がいのある人が自立・社会参加するために、就労によって経済的な基盤を確立することが

重要です。このためには、障がいのある人の雇用を支援する仕組みづくりと、障がいのある

人が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも必要です。

○ 平成25年4月1日に「障害者優先調達推進法」が施行され、本市では毎年度障害者就労施設

等からの物品の調達の推進を図るための方針を策定し、調達の推進に取り組んでいます。

○ 就労を希望する人の雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、多様な働き方が可能となるよ

う、社会全体で応援する体制づくりが求められています。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・就労場所を増やすために必要なことは、「障がいのある人に対する市民や企業の理解」が

31.1%で最も多く、知的障がいのある人、精神障がいのある人でその割合は高くなっていま

す。 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・就労支援事業所は以前と比べて充実してきているが、障がいのある人の就労の余地はまだま

だある。市として引き続き支援を続けてほしい。 

・障害者優先調達推進法が北見市民の中にどれくらい浸透しているか気になる。 

○ 障害者優先調達推進法を踏まえ、生産活動の活性化により地域における障がいのある人の自

立生活を実現できるように支援します。

施  策 取組内容 

市民、企業等に対する理解の

促進 

市民、企業等に対して、障がいのある人の雇用の理解・促

進に向けた啓発に努めます。 

授産製品の販路拡大の推進 市内企業への授産製品の周知及びＰＲ活動に支援を行い、

企業等からの受注促進や販路拡大に努めます。 

障害者優先調達推進法に基づ

く優先調達の推進 

市内企業への周知啓発活動を行い、障害者優先調達推進法

に基づく優先調達の推進に努めます。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 
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（２）福祉的就労の充実 

○ 平成28年10月31日現在、市内における障がいのある人の就労支援を行う事業所は、就労移

行支援事業所が3事業所、就労継続支援Ａ型事業所が9事業所、就労継続支援Ｂ型事業所が

13事業所あり、一般就労に向けた移行支援及び一般就労が困難な障がいのある人への就労支

援が実施できる環境が整ってきています。

○ 障がいのある人の中には働く意欲があっても、年齢や障がい・疾病の程度・特性などのため

に一般就労が難しい方、企業等の状況により雇用に結びつかない人が多く存在するため、一

般就労に結びつかない場合でも、生きがいを持って働くことができるよう福祉的な就労の場

を今後も充実させていくことが課題となっています。

≪一般市民向け及び障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・障がいのある人の就労機会が増えるべきだと思うかどうかは、「そう思う」「ある程度そう

思う」の合計で 84.5％を占めています。（一般市民向けアンケートより） 

・現在の就労状況では「仕事をしている」が 23.6％、「仕事をしていない」が 74.4％と高い

割合になっています。（障がいのある人向けアンケートより） 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・北見自治区以外は A型事業所が少なく、通うのに負担がかかる。 

・障がいのある人の声を法人、事業所、民間の力とマッチングさせる人が必要なのでは。適材

適所に配置できる人を育てることが必要。 

・障がいのある人の持っている素晴らしさ、我慢強さ、特殊な技術をたくさん知らなければと

思う。 
○ 一般就労が困難な人には、社会参加の機会や生きがいづくりの場として福祉的就労の場を提

供するなど広く働く場の確保を図ります。

施  策 取組内容 

就労機会の確保 将来一般企業等での就労を希望する人や一般就労が困難な

人に就労機会や訓練機会を提供します。 

また、障がい特性に配慮した就労支援が提供されるよう、

計画相談を充実させます。 

福祉的就労利用者に対する交

通費の助成 

就労支援事業所を利用する障がいのある人に対して、交通

費を助成し、就労継続に向けての支援を行います。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 
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（３）一般就労の推進 

○ 「障害者雇用促進法」等に基づいて、職業訓練や雇用主に対する助成、職場定着に対する取

組を国・道が行っており、北見市障がい者支援ネットワークにおいても就労支援部会を設置

し、一般就労の推進などに取り組んでいますが、依然として障がいのある人の雇用・就労の

拡大が大きな課題となっています。

≪一般企業向けアンケート調査≫ 

・障がいの種類と仕事のマッチングを行う社会的機能が必要となる。（自由意見） 

・障がいのある人と企業とが互いによかったと思えるように、細部にわたって相談できるカウ

ンセラーのような人がいればいいと思う。（自由意見） 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・障がいのある人にはどのような人材がいるかを企業がもっと知るため、関係機関（学校、福

祉施設、市）との連携が必要。 

・障がいの特性を理解して障がいのある人がスムーズに仕事に就けるような体制づくりが必要

と感じる。 

○ 一般就労の門戸を広げるため、企業に対して障がい者雇用の理解の促進を図ります。

○ 就労関係機関との連携により、地元及び近郊の雇用に関わる情報提供や適切な支援機関の紹

介を行います。

施  策 取組内容 

障がい特性を活かした就労の

機会の確保 

就労を希望する障がいのある人の特性を活かし、適切な仕

事にマッチングを図るため、ハローワーク、障がい者就業・

生活支援センター、北海道障害者職業センター、就労移行支

援事業所などの就労支援機関のほか、民間支援団体である北

見地区障がい者職親会との連携を図り、就労に向けての支援

に努めます。 

職場定着支援の推進 ジョブコーチを活用した職場定着支援の充実に努めます。 

また、仕事を続けられる環境や、企業等も安心して雇用できる

よう、受け入れ時から就労後まで継続した支援や相談体制づくり

に努めます。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 
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基本目標５ 障がいに対する理解や配慮の促進 
（１）障がいに対する啓発活動の充実 

○ ノーマライゼーションの理念に基づき、障がいのある人もない人も、それぞれかけがえのな

い個性を持った一人の人間として尊重されなければいけません。しかし、障がいや障がいの

ある人の特性及び必要な配慮等についての理解が進んでいるとはいえない現状があります。

○ 障がいや疾病等に対する理解の促進については、主に広報紙やホームページを活用した情報

発信を行っているものの、情報が浸透しているとはいえない状況にあります。今後において

も、障がいや障がいのある人に関する情報発信を継続していくだけでなく、情報の表現方法

の工夫や媒体の多様化などを進めていくことが必要となっています。

○ また、障がいのある人に係る法制度は再び大きな転換期を迎えています。制度や新しいサー

ビス内容などを改めて周知する必要が出てきています。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・障がいのある人への理解が進んできたと思うかどうかは、「そう思う」「ある程度そう思

う」の合計が 49.3%となっている一方、「あまり思わない」「まったく思わない」の合計

は 33.8%となっており、障がいのある人への理解が進んでいるとはいいにくい状況です。 

・障がい種類別でみると、知的障がいのある人及び精神障がいのある人で「あまり思わない」

「まったく思わない」の割合が高く、特に知的障がい・精神障がいについての理解が進んで

いないと感じられています。 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・障がい関連施設が地域にあることはわかっていても、障がいの中身や普段の対応について、

市民はよく知らないのが実態。また障がいのある人への情報提供も不足している。もっと力

を尽くして情報発信をする必要がある。 

○ 障がいや障がいのある人への正しい理解を深め、ノーマライゼーションの理念を浸透させる

ため、広報紙の積極的な活用をはじめ、ポスター、パンフレットの配布等、あらゆる機会と

媒体を活用した啓発・広報活動を推進します。

○ 障がいのある人をめぐる制度改正やサービスの拡充等に関して随時情報提供を行い、サービ

スの利用促進を図ります。

現状と課題 

今後の方向性 
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施  策 取組内容 

わかりやすい情報提供の推進 わかりやすい情報提供に努め、必要な情報が必要な人に届

くよう情報提供方法の工夫をします。 

障がいに対する理解の促進 障がいや障がいのある人の理解を深めるため、ポスター、

パンフレットを活用するほか、さまざまな機会を通じて、市

民に対する啓発活動を推進とともに、手助けを必要とする意

思を示すカード（ヘルプカード・ヘルプマーク）の利用を進

めて参ります。 

制度改正、障がい福祉に関す

る情報提供 

障がいのある人をめぐる制度改正や障がい福祉サービス等

に関する情報に関して、さまざまな媒体を通じて情報提供を

行います。 

（２）情報・コミュニケーションの確保 

○ 地域生活支援事業として、コミュニケーション支援事業による手話通訳者設置事業や登録手

話通訳者（奉仕員）派遣事業等を実施し、障がいのある人のコミュニケーション支援を行っ

ていますが、これらの支援を行うことのできる人材が不足しており、人材の確保・養成が課

題となっています。

○ 視覚や聴覚に障がいのある人に対して、情報取得に必要な機器の給付を日常生活用具給付事

業により実施しています。

○ 行政情報の発信にあたっては、声の広報・点字広報の発行、障がいのある人に配慮したホー

ムページの運営等に取り組んでいます。今後は、情報通信技術（ICT）の進展を踏まえ、誰も

が必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できるよう取り組んでいく必要があります。

○ 障がいのある人が情報を容易に入手できるよう、より利用しやすいホームページやパンフレ

ットの作成、手話奉仕員の養成、窓口対応においての配慮などコミュニケーション支援のさ

らなる充実に努めます。

○ 意思疎通に関して支援が必要な障がいのある人のニーズに応えられるように、支援体制の充

実に努めます。

主要な施策 

現状と課題 

今後の方向性 
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施  策 取組内容 

聴覚障がいのある人への手話

通訳者等の派遣 

コミュニケーションを支援するため、手話通訳者を派遣す

る等意思疎通支援事業を推進します。 

奉仕員養成講座の推進 手話・朗読・点訳奉仕員養成講座を開催し、障がいのある

人のコミュニケーションを支援する人材の育成・確保を図り

ます。 

さまざまなコミュニケーショ

ン手段の検討 

障がい特性に応じたコミュニケーションを支援するため、

さまざまなコミュニケーション手段の検討を行います。 

（３）権利擁護の推進 

○ 日常生活上の判断能力が不十分な高齢者や障がいのある人などに対して、日常的な金銭管理、

さまざまなサービスの利用援助などを行う日常生活自立支援事業と、本人を不利益から守る

成年後見制度があり、本市では二つの制度の周知と利用促進を図るとともに、市民後見人養

成研修の実施を行っています。

○ 家族の高齢化に伴い、障がいのある人の成年後見制度のニーズは高まってくると考えられる

ため、市民後見人の養成を今後も推進していくとともに、わかりやすい制度の説明や周知が

課題となります。

○ また、司法手続きにおいても、障がい特性に応じた情報伝達が求められています。

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・成年後見、市民後見人の必要性は高いが制度が使いにくい。 

・触法障がい者に関して、専門家が手助けする必要がある。 

○ 障がいのある人や家族に対して、権利擁護、権利行使についてわかりやすい説明や情報提供

を行います。また、関係機関が連携して障がいのある人の権利擁護に努めます。

主要な施策 

現状と課題 

今後の方向性 
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施  策 取組内容 

成年後見制度・成年後見支援

センターの周知及び利用促進 

成年後見制度の啓発活動を推進し、成年後見制度を必要と

している障がいのある人への周知を図ります。 

また、成年後見支援センターの周知と成年後見制度の利用

支援を推進します。 

市民後見人の養成と確保 市民後見人の養成及び確保を図るため、研修会や養成講座

などを開催します。 

日常生活自立支援事業の周知 判断能力が不十分な障がいのある人が地域で自立した生活

が送れるよう、日常生活自立支援事業の周知に努めます。 

司法手続きにおける配慮 障がい特性に応じた情報伝達とコミュニケーション手段の

確保に努め、司法手続きにおける配慮に努めます。 

 

 

（４）虐待の防止・差別の解消  
○ 本市では、障がい者虐待防止センターを設置し、関係機関との連携により、障がいのある人
への虐待防止の取組を推進しています。 

○ また、障がいのある人の差別解消に向けた周知活動を行ってきましたが、今後も周知や啓発
活動を継続していく必要があります。  

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・全体でみると、差別や偏見を受けたことが「ある」人は 39.3%となっていますが、障がい

別でみると知的障がいのある人及び精神障がいのある人は「ある」が約 60%と非常に高く

なっています。 

・どのようなことで差別や偏見を受けたかをたずねたところ、全体では「地域の人の接し方や

態度」（31.2%）、「仕事」（28.6%）が上位回答となっています。  
≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・障害者差別解消法の施行に伴って、合理的な配慮に関する地域としての具体的な取組例を市

として出してもらえると、もっと身近な制度になっていくのではと感じる。        

主要な施策 

現状と課題 
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○ 虐待によって障がいのある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、安定した生活や社
会参加を助けるために、障がい者虐待防止センターを中心とした関係機関との連携を図って

いきます。 

○ 子どもから大人まで、障がいのある人の人権や障がいに対する正しい理解と知識を深め、合
理的な配慮を実践できるような周知・啓発活動に努めます。     

施  策 取組内容 

虐待防止と差別解消の周知・

啓発 

ミント宅配便やさまざまな手法を用いて、市民や企業に対

して虐待防止と差別解消についての広報・啓発活動を促進し

ます。   

今後の方向性 

主要な施策 
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基本目標６ 暮らしやすいまちづくり 
（１）バリアフリーの促進 

○ 本市では、障がいのある人や高齢者が安心して快適な生活を送れるよう安全性・利便性・快

適性が確保されたまちづくりをめざして、公共的な施設のバリアフリー、ユニバーサルデザ

インを推進してきました。

○ 障がいのある人に配慮した公共的な施設の整備においては、エレベーターの設置工事やトイ

レ改修、選挙投票所のバリアフリー化などを行ってきたほか、窓口における建築相談や住宅

改修への助成を行うなど、バリアフリー、ユニバーサルデザインの住宅建設促進に向けた取

組を推進してきました。

○ また、北見市交通バリアフリー基本構想に特定経路と謳われている道路の段差・勾配・波打

ちの解消、視覚障がい者用誘導ブロックの設置等を推進し、平成27年度末現在における「優

先整備区間」の整備率は66%となっています。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・外出しやすくするために、身体障がいのある人が整備してほしいことは、「道路の段差解消

や歩道整備」が 32.3%、「建物のバリアフリー」が 19.9%、「障がい者用駐車場スペー

ス」が 18.5%となっています。 

○ 障がいのある人が快適に安心して生活できるように、バリアフリー法をはじめ北見市交通バ

リアフリー基本構想、北見市住宅マスタープラン、北見市地域福祉計画等に基づいてまちづ

くりにおけるバリアフリー化等に努めます。

施  策 取組内容 

住まいのバリアフリー、ユニ

バーサルデザインの推進 

住まいのバリアフリー化を推進するため、建築相談や住宅

改修への助成を行います。 

また、北見市住宅マスタープランに基づき、ユニバーサル

デザインに配慮した公営住宅の建設を進めます。 

公共的な施設のバリアフリー

の推進 

多くの市民が利用する公共的な施設や学校等について、ス

ロープ設置やトイレ改修などバリアフリー化を推進します。 

交通機関等のバリアフリーの

推進 

交通機関のバリアフリーを推進するため、事業者の協力を

得て、低床バス、ワンステップバス、ノンステップバスの導

入促進を図ります。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 
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施  策 取組内容 

歩行空間等のバリアフリーの

推進 

北見市交通バリアフリー基本構想に基づき、視覚障がい者

用誘導ブロックの敷設、歩道の段差解消等を計画的に推進し

ます。 

（２）外出の支援 

○ 障がいのある人の外出を支援するため、本市はこれまで、重度身体障がい者交通費助成、障

がい者バス料金助成などの交通費助成を行ってきました。

○ また、障がい福祉サービスや地域生活支援事業における移動支援事業や重度身体障がい者等

移送サービスを実施してきたほか、自家用車での移動を支援するため、身体障がい者用自動

車改造費助成、運転免許取得費用助成等の助成事業を実施しています。

○ 移動支援については今後もニーズの多様化が予想され、実施方式の検討やサービス提供事業

所の整備、サービスを支える人材の確保が課題となっています。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・外出時の交通手段は、全体でみると「自家用車」が 46.8%を占めています。障がい別でみ

ても「自家用車」が多くなっていますが、知的障がいのある人、精神障がいのある人は「徒

歩」の割合も 45%前後と多くなっています。 

・バス、タクシーの助成をこれからも続けてほしいです。（自由意見） 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・留辺蘂自治区には移動支援事業所がなく、通院や療育等での移動が課題になっていると思

う。 

・常呂から北見市内へのバス運行は一日３回のみで通院は非常に不便。バスが利用できない場

合、何らかの方法で移動支援等できないものか。 

・週３回病院で透析を受けているが、課題となるのは通院の手段。また透析を受けていると、

施設に受け入れてもらえない現状がある。吹雪で交通機関が麻痺した場合も困っている。 

○ 障がいのある人の外出支援として、通院介助や同行援護、移動支援などの障がい福祉サービ

スの利用促進や、各種助成事業の継続を図ります。

現状と課題 

今後の方向性 
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施  策 取組内容 

交通費の助成 重度身体障がい者交通費（タクシー料金）助成、障がい者

バス料金助成など、交通費の助成を継続します。 

外出支援のための助成制度の

周知・サービスの確保 

自動車改造費助成、自動車運転免許取得費助成を継続し、

自動車を活用した移動への支援を行います。 

移動支援事業、福祉有償運送事業等、重度身体障がい者等

移送サービスの充実を図ります。 

（３）地域福祉の推進 

○ 障がいのある人もない人も住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、市民・地域・

行政がそれぞれの役割を果たし、共生・協働の理念のもと、まちづくりを推進することが必

要です。

○ 地域には障がいのある人を支援するための活動を行うさまざまな組織や団体がありますが、

さらなる地域福祉活動の推進を図るためには、活動を支援する体制づくりも重要となってき

ます。

○ 本市では、北見市社会福祉協議会が実施する北見市ボランティア市民活動センターが中心と

なり、市内ボランティア団体と連携しながら、各種ボランティア活動やボランティア養成講

座等を開催しています。

○ 現在、ボランティア団体においては、実践者の固定化と高齢化が進んできており、新規登録

者を確保することが課題となっている一方、ボランティアを行いたいという市民の声も聞か

れるため、北見市ボランティア市民活動センターによるマッチング機能の強化や、ボランテ

ィアアドバイザー等の人材育成が期待されています。

○ 地域福祉活動の拠点づくりの面では、高齢者と障がいのある人・ひとり親・子育て中の保護

者などとの交流スペースとして共生型施設が8か所、いきいきふれあいサロンが17か所設

置・運営され、身近な地域での交流や親睦が図られています。

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・一番大事なのは地域コミュニティ。近隣の人による見守りから支援が始まる。 

・地域の活動を推進するリーダーがいない。また、高齢化が非常に進んできている。 

・ボランティア活動を行っているが、高齢化が進んできている。また、助成金も減ってきてい

る。 

・ボランティアのマッチングの仕組みが必要。また、マッチングを進められる人材を育成する

ことが必要。 

主要な施策 

現状と課題 
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○ 障がいのある人やその家族が、障がい福祉の充実や親睦を深めるための活動を行う場として、

障がい者団体等の活動に対する支援を充実させます。

○ 地域福祉活動の活性化を図るため、ボランティア活動に対する市民の意識醸成を図るととも

に、ボランティア団体やＮＰＯ等への活動に対して支援を行います。

施  策 取組内容 

障がい者団体との連携 障がい者団体の周知活動への支援を行います。 

ボランティア団体との連携 地域福祉の担い手となる市民ボランティアの育成を図ると

ともに、ボランティア団体の活動に対して支援を行います。 

地域福祉に対する市民への啓

発と意識の醸成 

北見市ふれあい広場やチャイルドアドバイザー事業など、

障がいのある人とない人の交流を図ります。 

また、出前講座「ミント宅配便」等で、地域福祉活動の周

知と啓発を図ります。 

今後の方向性 

主要な施策 
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基本目標７ 災害から命を守る対策と防犯対策の推進 
（１）防災対策の推進 

○ 平成25年の災害対策基本法の改正に伴い、高齢者、障がいのある人等の災害時の避難に特に

支援を要する者についての名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が義務付けられました。

○ 本市では現在14施設と福祉避難所の開設に関する協定を締結しています。そのうち、障がい

のある人を対象とした福祉避難所は3施設となっていますが、まだまだ十分な状況とはいえず、

福祉避難所を拡大していくことが課題となっています。

≪障がいのある人向けアンケート調査から≫ 

・災害時に必要な支援は、「避難場所までの誘導、移動の支援」が 34.3%で最も多く、次い

で「避難場所における障がい特性に応じたきめ細かな支援と設備」が 29.6%で続いていま

す。 

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・災害が発生したときには、福祉避難所だけでは不足するはず。通常の避難所に障がいのある

人用の区画を作るなど、避難所マニュアルを整備することを含め、障がいのある人が安心し

て避難できるように考えてほしい。また、在宅の人をどう支援していくかも考えてほしい。 

○ 「北見市地域防災計画」に基づき、障がいのある人を災害から守るため、関係機関との連携

を強化し、地域ぐるみで障がいのある人を支援する体制を整備するとともに、地域に根ざし

た日常的な防災活動を活性化させていきます。

施  策 取組内容 

防災知識の普及・啓発 防災・減災の観点から市民の防災意識の向上を図るととも

に、高齢者、障がいのある人等や男女のニーズの違い等に十

分配慮した防災教育、防災知識の普及・啓発に努めます。 

緊急時・災害時の情報伝達体

制の強化 

緊急時や災害発生時における市民への情報伝達手段の拡充

について可能なことより実施して参ります。 

避難行動要支援者の支援 災害発生時には、地域関係団体と協力し、安否確認や避難

支援を行う体制の整備に努めます。 

福祉避難所の拡大 一般の避難所における避難生活が困難な障がいのある人が

滞在できる福祉避難所の拡大を図ります。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 
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施  策 取組内容 

地域における災害対策の推進 地域における災害対策を推進するため、自主防災組織の組

織化に向けての啓発を図ります。また、災害発生時の避難方

法や防災に関して日頃から備えておくべきこと等について周

知を図るため、避難訓練や防災講座を実施します。 

（２）防犯対策の推進 

○ 軽微な事件から重大事件まで犯罪が増加していることから、障がいのある人を犯罪から守る

ためには、地域住民による見守りなど地域ぐるみで防犯対策を推進していくことが必要とな

っています。

○ 障がいのある人が悪質商法等による消費者被害に遭うケースが見受けられることから、障が

いのある人やその家族に対して被害事例についての周知を行い、被害を未然に防ぐことが必

要となります。

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・スマートフォンを利用した架空請求の被害にあっている人は年に数人いるが、氷山の一角で

あると感じる。 

○ 地域ぐるみで障がいのある人を犯罪から守り、地域の安全、安心を確保するため、障がいの

ある人への啓発を行うとともに、関係機関との連携を図ります。

施  策 取組内容 

犯罪予防と被害防止の啓発 障がいにより判断能力が不十分な人が犯罪被害等に遭わな

いよう、関係機関との連携のもと、各種相談支援体制の充実

に努めます。 

また、「振り込め詐欺」や悪徳商法などの被害に遭わない

よう、わかりやすい広報活動を推進します。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 
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基本目標８ 障がいのある人のスポーツ・文化活動の促進 
（１）スポーツ・レクリエーション活動の促進 

○ スポーツやレクリエーションは、社会参加を促進するだけでなく、生活の質の向上を図り、

生きがいのある豊かな生活を送るために重要なものです。また、障がいのある人もない人も

ともに参加する機会を持つことは、地域の人々が障がいのある人に対する理解を深める上で

も重要です。

○ 本市では、スポーツ教室の開催や、障がい者スポーツ指導員の育成を図り、障がいのある人

のスポーツの普及に努めていますが、今後は学校教育や社会教育との連携をさらに進め、行

政の枠を越えた取組も必要となっています。

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・スポーツ教室等を行うにも、サポートしてくれる方が少なくなっていることが気がかり。 

マンパワーの養成や発掘を計画に入れてほしい。 

・障がいがあっても日常環境の中でリフレッシュできる場があってもいいと思う。 

○ 生涯にわたってスポーツやレクリエーションに親しみ、社会参加と仲間づくりができるよう、

学校教育や社会教育と連携して身近な地域の取組を進めます。また、多様なニーズに応えら

れるよう広域での実施も検討していきます。

○ 指導者や活動を支えるボランティアの確保など、スポーツ・レクリエーション活動を活性化

するためのさまざまな支援に努めます。

施  策 取組内容 

スポーツ・レクリエーション

活動の支援 

スポーツやレクリエーションを通じて自己実現、社会参加

が図られるよう、大会などへの参加を支援します。 

また、スポーツやレクリエーションの普及と振興を図りま

す。 

障がいのある人のスポーツ指

導者の確保 

障がい特性に応じた適切な指導ができるよう、障がいのあ

る人のスポーツやレクリエーションの指導者確保を図るとと

もに、指導員養成講習会等への参加を支援し、指導者の育成

に努めます。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 
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（２）芸術・文化活動の促進 

○ 障がいのある人の芸術・文化活動を積極的に推進することは、障がいのある人の社会参加を

促進する上で非常に重要です。しかし、地域で芸術・文化活動に参加する機会が十分でない

のが実情です。

○ 障がいのある人の生活を豊かなものとするためにも、芸術・文化に関するサークル活動や各

種イベントについては、障がいのある人が参加しやすい運営方法や環境づくりに努め、生き

がいづくりの充実をめざす必要があります。

≪障がい者施策に関するヒアリングから≫ 

・社会福祉協議会主催の各種教室など、参加者が固定化してきている。参加者の発掘が必要。 

○ 生涯学習の講座等への参加を促進するとともに、障がいの有無にかかわらず、開催されるさ

まざまな講習会等への参加を促進します。

施  策 取組内容 

芸術・文化講座等の開催 生涯を通じて学び、成長することができるよう、関係団体

と連携を図りながら芸術・文化活動メニューの充実に努めま

す。 

芸術・文化活動の場の確保 芸術・文化活動を積極的に行い、社会参加することができ

るよう、文化施設や公民館などの社会教育施設の環境整備に

努めます。 

現状と課題 

今後の方向性 

主要な施策 





第５章 計画の推進 

「ねこ」 齊藤 想士
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１．計画の普及・啓発 
障がいのある人もない人も安心して暮らせる共生社会を実現させるためには、地域住民の理解及

び協力を得ることが不可欠であり、また、計画の実施にあたっては、障がいに関わる方々への周知

を図ることにより、意識の啓発、共通理解を得ながら推進していくことが重要となります。 

本計画の周知に向け、広報紙やホームページを活用するとともに、さまざまな機会を活用して広

報活動を積極的に展開します。 

２．計画の推進体制 
本計画で推進する各種施策は、福祉・保健の分野にとどまらず、医療・教育・雇用・生活環境・

情報通信・防災など全庁的な取組が必要とされることから、庁内においては北見市保健福祉施策推

進委員会障がい者部会を活用し、また、北見市障がい者支援ネットワークとの連携のもと、計画の

推進を図ります。 

また、現在推進中の「第 4期北見市障がい福祉計画」及び平成 29年度に策定予定の「第 5期北

見市障がい福祉計画」に基づき、各種障がい福祉サービスを推進していきます。 

３．計画の進行管理 
本計画の着実な推進のため、毎年度、北見市保健福祉施策推進委員会障がい者部会の中で計画の

進捗状況の把握、検証を行うとともに、北見市障がい者支援ネットワーク及び北見市社会福祉審議

会に報告を行い、実施状況について評価を受けます。 

４．情報の公開及び共有 
本計画は、障がいのある人をはじめ、多くの市民、関係者の参画をいただき策定したものです

が、計画の着実な推進のためには、多くの市民、関係者と情報を共有しながら、協働して取り組

むことが必要であることから、本計画で示した事業の実施状況について、ホームページ等を活用

して公表し、市民にわかりやすい周知を図ります。 





計画の策定経過 

「無題」 宮林 聡太
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計画の策定経過 
年月日 会議名等 内   容 

H 2 8 . 6 . 8 第 1回北見市障がい者計画策定委員会 

・正副委員長の選任について 

・策定委員会会議の運営について 

・計画の概要及び策定作業の進め方について 

H28.6.13 

～6.30 

アンケート調査（一般市民・障がいのあ

る人） 

・障がいのある人、市民のニーズや意識などの把握

を目的に実施 

H28.6.22 

～ 7 . 8 

アンケート調査（一般企業・障がい福祉

サービス事業所） 

・一般企業の障がい者就労の現状、障がい福祉サービ

ス事業所が抱える課題などの把握を目的に実施 

H 2 8 . 7 . 4 第 2回北見市障がい者計画策定委員会 

・障がい者施策に関するヒアリングについて 

・第２期北見市障がい者計画策定に係るアンケート

調査の状況について 

H28.7.20 

～ 8 . 4 
ヒアリング調査 

・障がいのある人、関係者の現状と課題、ニーズの把

握を目的に実施（市内9会場で開催） 

H 2 8 . 9 . 1 第 3回北見市障がい者計画策定委員会 

・障がい者施策に関するヒアリング実施結果について 

・第２期北見市障がい者計画策定に係るアンケート

調査結果について 

・今後の策定作業の進め方について 

H28.9.13 

第 1 回北見市障がい者計画策定委員会ワ

ーキンググループ（以下「ワーキンググ

ループ」） 

・基本理念（案）の検討 

・基本目標（案）の検討 

H28.10.4 第 2回ワーキンググループ ・基本目標（案）の検討 ・施策体系（案）の検討 

H28.10.14 北見市保健福祉施策推進委員会 

・第２期北見市障がい者計画（素案）の策定状況に

ついて 

・第２期北見市障がい者計画の施策体系（案）につ

いて 

H28.10.19 第 3回ワーキンググループ ・施策体系（案）の検討  ・施策の展開（案）の検討 

H28.10.31 第 4回ワーキンググループ ・施策の展開（案）の検討 

H28.11.11 第４回北見市障がい者計画策定委員会 ・第２期北見市障がい者計画（素案）について 

H28.11.17 

～ 12.22 
イラスト・絵画の提供依頼 

・計画書の表紙や挿絵として掲載するイラスト等を

障がい福祉サービス事業所等に提供を依頼 

H28.12.7 第５回北見市障がい者計画策定委員会 ・第２期北見市障がい者計画（素案）について 

H28.12.20

～ 29.1.18 
パブリックコメント 

・第２期北見市障がい者計画（素案）に対する市民

の皆様からのご意見を募集 

H 2 9 . 1 . 1 6 第５回ワーキンググループ ・計画書に挿し込むイラストの選定について 

H 2 9 . 2 . 2 第６回北見市障がい者計画策定委員会 

・第２期北見市障がい者計画（素案）の意見募集結

果について 

・第２期北見市障がい者計画（素案）の最終決定に

ついて 

H29.2.14 第 2期北見市障がい者計画（案）の提出 ・策定委員会から北見市長へ計画（案）の提出 

H29.3.13 北見市議会福祉民生常任委員会 ・第 2期北見市障がい者計画（案）の報告 

H29. 3. 28 北見市社会福祉審議会 ・第 2期北見市障がい者計画（案）の報告 
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北見市障がい者計画策定委員会 
（１）北見市障がい者計画策定委員会名簿 

№ 選出区分 所属 役職等 氏名 備考 WG 

１ 

学識経験者 

日本赤十字北海道看護大学 教 授 中岡 良司 ◎ ○ 

２ オホーツク社会福祉専門学校 教 諭 畠山 友子 

３ 保健・医療関係機関 北海道北見保健所 健康推進課長 松木 美穂 

4 

学校教育関係機関 

北海道北見支援学校 校 長 千葉 聡美 ○ 

5 北見市小中学校長会 
端野小学校 

校長 
諏江 信夫 

6 商工・労働関係機関 北見地方障がい者職親会 会 長 高橋 廣志 

7 

社会福祉施設等 

社会福祉法人川東の里 支援課長 田中 栄子 

8 社会福祉法人北陽会 所 長 金野 小百合 ○ 

9 社会福祉法人北の大地 次 長 曽根 美保 

10 社会福祉法人萌木の会 生活支援員 小畑 富美子 

11 社会福祉法人北見市社会福祉協議会 地域福祉係長 坂本 広樹 

12 

障がい者福祉団体等 

北見市心身障害者（児）団体連合会 副会長 山崎 祐貴 

13 北見市手をつなぐ育成会 理 事 三浦 鶏一 ○ 

14 北海道難病連北見支部 事務局長 加藤 禎子 

15 北見精神障害者連絡会 副会長 井上 晴夫 

16 北見市障がい者支援ネットワーク 代 表 白幡  浩 ○ ○ 

17 市民代表 公募市民 河井 裕行 

◎：委員長、○：副委員長 

※ＷＧ（ワーキンググループ）は委員長・副委員長・委員３名の計５人で構成 ○：委員 
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（２）北見市障がい者計画策定委員会設置要綱 

（目的及び設置） 

第1条 障害者基本法第11条第3項の規定に基づく北見市障がい者計画の策定に関し、市民各層の

意見を反映させるため、北見市障がい者計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)障がい者計画の調査、研究に関すること 

(2)障がい者計画素案の策定に関すること 

(3)総合的な障がい者施策の推進に関すること 

(4)その他目的達成に必要と認められる事項 

（組織） 

第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1)学識経験を有する者 

(2)保健、医療関係機関の代表者 

(3)学校教育関係機関の代表者 

(4)商工・労働関係者（障がい者就労） 

(5)社会福祉施設等の代表者 

(6)障がい者福祉団体等の代表者 

(7)市民代表 

３ 市民代表は、別に定めるところにより公募する。 

（任期） 

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。 

２ 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。但し、最初に招集される委員会は、市長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又

は説明を求めることができる。 

（事務局） 

第7条 委員会の事務局は、保健福祉部社会福祉課に置き、その庶務を行う。 

（その他） 

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮っ

て別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成18年4月10日から施行する。 

この要綱は、平成28年4月26日から施行する。 





絵画・イラスト等作品のご紹介 
第2期北見市障がい者計画の作成にあたり、障がいのある方にイラストや絵画などの作品提供を

お願いしました。41組から103点の応募があり、個人の方については1名につき1点ずつ掲載させ

ていただきました。（氏名については、掲載を了承いただいた方のみ掲載しています） 

※本計画書に掲載の下記の作品につきましては、無断転用、転載を禁じます。 

【本編掲載作品】 

ページ 題 名 氏 名 学校・事業所等名 

表紙 北光小の行事や日常 北光小学校のみなさん 

1 ミーアキャットの家族A 蛯子 陽太 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

13 ひまわり 清尾 あかり さん 就労支援事業所 すてっぷ 

39 カブトムシ 大平 璃空 さん 北見市立緑小学校 

49 消防車 佐東 宗春 さん 障害者支援施設 るべしべ光星苑 

81 ねこ 齊藤 想士 さん 生活介護事業所 友楽里 

85 無題 宮林 聡太 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

93 ともに 生活介護事業所 さつきのみなさん 

93 うなぎ 成田 紹人 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

93 さかな Ｍ．Ｈ さん 障害者支援施設 るべしべやよい苑 

93 決闘 上村 隆輔 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

93 茄子 牧野 亮介 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

93 なかよし 就労継続支援Ｂ型事業所 びーぼ 

93 ブルドーザー 武田 信匡 さん 生活介護事業所 友楽里 

93 ぶどう 熊谷 美穂 さん 生活介護事業所 友楽里 

94 にわとり 矢口 正巳 さん 障害者支援施設 るべしべ光星苑 

94 にわとり 障害者支援施設 るべしべ光星苑 

94 にわとり 加川 了 さん 障害者支援施設 るべしべ光星苑 

94 ロボザウルス 後藤 裕貴 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

94 しあわせ Ｓ．Ｔ さん 生活介護事業所 さつき 

94 なかま 生活介護事業所 さつきのみなさん 

95 無題 本田 晴摩 さん 北海道北見支援学校 

95 平等院鳳凰堂 笹原 竜太 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

95 ありのまま Ｔ．Ｓ さん 生活介護事業所 さつき 

95 鳥 渡部 凌太 さん 生活介護事業所 友楽里 

95 楽 小久保 佳奈子 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

95 山 川淵 美帆 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

95 ひよこ・ひよこ 障害者支援施設 るべしべやよい苑のみなさん 

95 花 炭屋 和代 さん 生活介護事業所 友楽里 

96 お花 千葉 真弘 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

96 点 川村 和寛 さん 生活介護事業所 友楽里 

96 バス 竹ヶ原 正洋 さん 生活介護事業所 友楽里 

96 めがね橋 乾 夏樹 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

96 無題 馬渕 裕輝 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

97 うさぎたち 土門 亜沙美 さん 生活介護事業所 友楽里 

裏表紙 共に生きる 生活介護事業所 さつきのみなさん 

※93～96ページの掲載順については、順不同です 

【資料編掲載作品】※資料編に掲載の作品については、本編96ページにも掲載しております 

ページ 題 名 氏 名 事業所名 

表紙 タイルのもよう 成田 未奈 さん 生活介護事業所 友楽里 

裏表紙 おとうさん 弓山 諒 さん 就労支援事業所 すてっぷ 

91 



 

 

 



93 

「ともに」生活介護事業所さつき共同制作 「うなぎ」成田紹人

「さかな」Ｍ．Ｈ 「決闘」上村隆輔

「茄子」牧野亮介 「なかよし」

「ブルドーザー」武田信匡 「ぶどう」熊谷美穂



94 

「にわとり」矢口正巳 「にわとり」

「にわとり」加川了 「ロボザウルス」後藤裕貴

「しあわせ」Ｓ．Ｔ 「なかま」生活介護事業所さつき 共同制作



95 

「無題」本田晴摩 「平等院鳳凰堂」笹原竜太

「ありのまま」Ｔ．Ｓ 「鳥」渡部凌太

「楽」小久保佳奈子 「山」川淵美帆

「ひよこ・ひよこ」
障害者支援施設るべしべやよい苑共同制作 「花」炭屋和代



96 

「お花」千葉真弘 「点」川村和寛

「バス」竹ケ原正洋 「めがね橋」乾夏樹

「無題」馬渕裕輝

【資料編掲載作品】 

表紙 

「タイルのもよう」成田未奈

裏表紙 

「おとうさん」弓山諒



用語説明 

「うさぎたち」 土門 亜沙美



 

 

 



 

 
99  

あ行 

【インクルーシブ教育】 

障がいの有無及び程度に応じ、学びの場を分けるのではなく、同じ学びの場においてともに学

ぶことを追求するとともに、個別の教育的支援を必要とする子どもに最も的確な指導を行うこと

をめざす教育です。 

【ＮＰＯ】 

民間非営利組織といわれるもので、ボランティア団体、協同組合など、法人格の有無や法人格

の種類を問わず、民間の立場で営利を目的とせず、社会的な使命を達成することを目的にした団

体です。 

【ＮＰＯ法人】 

民間非営利組織のうち、法的な人格を認めた特定非営利活動法人のことです。日本では、平成

10年12月に施行された特定非営利活動促進法が施行されたことによって、法人格の取得ができ

るようになりました。団体が法人格を取得することで、対外的な信用性を高めることができます。 

 

か行 

【学習障がい（ＬＤ）】 

知的発達に遅れはみられないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力の

うち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示すことをいいます。 

【北見市交通バリアフリー基本構想】 

ノーマライゼーション、ユニバーサルデザインの考え方も含め、｢誰もが安心して歩ける環境

づくり｣をめざして、交通面のバリアフリー化を図ることを目的とした計画です。 

【北見市住宅マスタープラン】 

地域の住宅事情や住宅ニーズからくる課題を整理するとともに、関連計画との連携を図りなが

ら総合的な住宅施策を展開するための目標や方針を設定し、具体的な展開方法と重点的に推進す

る施策を定めた計画です。 

【北見市地域福祉計画】 

市民の誰もが「障がいの有無や性、年齢に関わらず、住み慣れた地域でいつまでも安心して生

き生きと暮らせる社会」を築いていくため、地域の福祉ビジョンや具体的な行動を盛り込んだ福

祉の総合計画です。 

【共生社会】 

多様な価値観や文化を認め合う社会であり、障がいの有無だけでなく、男性も女性も子どもた

ちもお年寄りも、一人ひとりが個人として尊重され、相互に対等な関係を築き、その持てる能力

を十分発揮しつつ自己実現をめざして、社会参加できる創造的で豊かな社会のことです。   
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【協働】 

行政と市民や事業者など地域で活動する多様な人や組織とが、共通の目的のためにお互いに責

任と役割分担を自覚して、対等の関係で協力・連携しながら活動することです。｢協力しながら

働く｣という意味から｢協働｣という表現を使います。 

【グループホーム（共同生活援助）】 

障がいのある人が、主として夜間において共同生活を営むべき住居において相談、食事や入浴

の介護や支援を受けることができます。 

【グループホーム（認知症対応型共同生活介護）】 

認知症と診断された高齢者等が共同で生活しながら食事・入浴などの介護や支援を受けること

ができます。 

【ケアマネジメント】 

主に介護等の福祉分野で、福祉や医療などのサービスと支援を必要とする人のニーズをつなぐ

手法のことをいいます。 

障がいのある人に対するケアマネジメントにおいては、障がいのある人の地域生活を支援する

ため、保健・医療・福祉のほか、教育・就労等を含めた幅広いニーズと地域の社会資源を結びつ

けるための調整等を行います。 

【高次脳機能障がい】 

交通事故や脳血管疾患（脳卒中など）により脳損傷を経験した人が、その後遺症として、記憶、

注意、思考、言語などの知的な機能に障がいを抱え、生活に支障をきたす病態のことで、先天性

疾患、周産期における脳損傷、発達障がい、進行性の変性疾患によるものを除きます。 

【合理的配慮】 

合理的配慮とは、障がいのある人が障がいのない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一

人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障がい・困難さを取り除くための、必要な配慮のことで

す。 

【コミュニティビジネス】 

地域社会をより良くすることを目的に、地域の人材や施設、資金などを活用しながら有償で行

う事業やその活動のことです。高齢者の生活や子育て支援など地域のさまざまな問題について、

行政や企業が対応できない部分の解決を図るとともに、地域における新たな雇用の創出や、住民

の働きがい・生きがいを生み出し、地域社会の再生・活性化に寄与するものと期待されています。 

 

さ行 

【自閉症】 

自閉症は、「対人関係の障がい」「言葉の発達の遅れ」「コミュニケーションの障がい」「パ

ターン化した興味や活動」などの特徴がみられ、生後まもなくから３歳くらいまでに明らかにな

ります。原因はまだ特定されていません。 

また、高機能自閉症はその中でも知的発達の遅れを伴わない自閉症のことをいいます。   
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【就労移行支援事業】 

障害者総合支援法に定められた障がい福祉サービスの１つで、就労を希望する65歳未満の障

がいのある人に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力

の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。 

このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労

と定着をめざします。 

【就労継続支援事業A型】 

障害者総合支援法に定められた障がい福祉サービスの１つで、通常の事業所に雇用されること

が困難な障がいのある人に対して、雇用契約を結び、原則最低賃金得お保障する雇用型のサービ

スとなります。 

生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などが行われます。 

このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への

移行をめざします。 

【就労継続支援事業B型】 

障害者総合支援法に定められた障がい福祉サービスの１つで、通常の事業所に雇用されること

が困難な障がいのある人に対し、就労の機会や生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上

のために必要な訓練などを行うサービスです。 

雇用契約を結ばず、作業分だけ工賃としてもらう、非雇用型のサービスとなります。 

このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援事業

Ａ型や一般就労への移行をめざします。 

【ショートステイ（短期入所）】 

施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練など

を行うサービスです。 

【ジョブコーチ】 

障がいのある人が職場に適応し定着できるよう、職場などに出向いて直接支援する職場適応援

助者のことです。障がい者や事業主に対して、雇用の前後を通じて障がい特性を踏まえた直接的、

専門的な支援を行います。 

【身体障害者手帳】 

身体障害者福祉法に定められた障がいがあると判定された人に交付される手帳のことです。障

がいの程度に応じて1～6級に区分され、在宅生活の支援、交通費の助成・割引、税制上の優遇

措置などの各種福祉サービスを受ける場合に必要となります。申請に基づいて北海道知事が審査

し、交付されます。 

【精神障害者保健福祉手帳】 

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律に基づき、精神障がいの状態にあると認められた

人に交付される手帳のことです。障がいの程度に応じて1～3級に区分され、医療費の助成、交

通費の助成・割引、税制上の優遇措置などの各種福祉サービスを受ける場合に必要となります。

申請に基づいて北海道知事が審査し、交付されます。  
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【成年後見制度】 

認知症、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が、財産管理（預貯金の管理、

遺産分割など）や身上監護（福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所など）についての契

約などの法律行為をするときに、本人の意思をできる限り活かしながら、権利と財産を守り、支

援する制度のことです。 

【ソーシャル・インクルージョン】 

障がいや困難を有する人々を排除し孤立させるのではなく、地域社会への参加と参画を支援し、

社会の構成員として包み込むことです。 

ソーシャル・インクルージョンは「社会的包摂」とも呼ばれ、反対の言葉は「社会的排除」で

す。 

 

た行 

【地域福祉】 

すべての人が個人としての尊厳をもって、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、

日常生活の中で何らかの支援が必要になった人を、身近な地域を基盤として包み込み、ともに支

え、助け合う仕組みのことです。 

【注意欠陥多動性障害（注意欠如多動性障害）（ＡＤＨＤ）】 

年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力及び（又は）衝動性、多動性を特徴とする行動の障が

いで、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものです。 

【低床バス】 

車いす使用者、高齢者、障がいのある人の乗降に配慮したバス車両で、床面をほぼ全長にわた

り低く作り、乗降口との段差を低くなるように配慮したバスのことです。 

【特別支援教育】 

これまでの特殊教育の対象となる障がいだけでなく、その対象でなかった学習障害（ＬＤ）、

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症を含めて障がいのある児童・生徒に対して、そ

の一人ひとりの教育的ニーズを把握し、当該児童・生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難

を改善又は克服するために適切な教育を通じて必要な支援を行うことです。 

 

な行 

【難病】 

発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病

にかかることにより長期にわたり療養を必要とするものをいいます。 

【日常生活自立支援事業】 

認知症、知的障がいのある人、精神障がいのある人など判断能力が不十分な人が、地域におい

て自立した生活を営むことを支援するため、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援

助等を行う事業のことです。   
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【ノーマライゼーション】 

障がいのある人や高齢者などを含むすべての人が、そのあるがままの姿で他の人と同じように

生活し、活動することのできる社会をめざすという考え方（理念）のことです。 

 

は行 

【発達障がい】 

発達障害者支援法では「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あってその症状が通常低年齢において発現

するものとして政令で定めるもの」と定義されています。 

【バリアフリー】 

障がいのある人、高齢者、児童、妊産婦などをはじめ、すべての人の行動や社会参加を阻むさ

まざまな障壁を取り除くことです。道路や建物内の段差の解消といった物理的な障壁を取り除く

意味はもとより、制度的・社会的な障壁、差別や偏見などの心理的な障壁など、すべての障壁を

取り除くという意味で用いられています。 

【福祉的就労の場】 

一般企業での就労が困難な障がいのある人が福祉施設等で自活に必要な作業訓練を行ったり、

活動などを通して社会参加を図る場のことです。 

【福祉避難所】 

災害時に、一般の避難所では生活することが困難な高齢者や障がい者等の要配慮者が、安心し

て避難生活を送ることができる体制を整備した避難所のことです。 

北見市では、福祉避難所は災害時において指定避難所での避難所生活が長期化する恐れがある

ときに開設される二次避難所です。 

【ふれあい広場】 

北見市で開催される福祉イベントで、障がいのある人、高齢者、児童などをはじめ、すべての

人が心から楽しく交流できる催しを通して、ノーマライゼーションの理解と普及を図ることを目

的としています。福祉団体や関係者などで組織する実行委員会が開催主体です。 

このイベントでは、点訳・朗読・手話・車いす試乗・ガイドヘルプなどの体験や福祉施設や各

種作業所などで作成された作品の展示・販売などが行われます。 

【北海道福祉のまちづくり条例】 

障がいのある人や高齢者などが、公共的な施設や交通機関などを円滑に利用できる福祉のまち

づくりを進めることを目的に平成10年4月に施行された北海道の条例です。 

条例では、公共的施設の整備基準が定められています。平成15年の同条例の一部改正では、

総合的な福祉のまちづくりをめざすものとして、ボランティア活動、各種福祉サービスの充実な

どが盛り込まれました。   
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ま行 

【マンパワー】 

人的資源、労働力を意味し、福祉分野では、社会福祉援助活動を支える人々、介護の必要な人

に対して専門的知識と技術をもって相談指導を行ったり、食事・排泄・入浴等の介護サービスを

行う人々などを指します。 

【ミント宅配便】 

北見市教育委員会が実施する、出前講座の愛称です。市民のみなさまが知りたいこと、聞きた

いことを｢市民編｣「行政編」の各メニューから選んでいただき、講師が出向いて説明し、生涯学

習のお手伝いをするものです。｢市民編｣の講師は、市に登録された市民講師が務めています。 

 

や行 

【ユニバーサルデザイン】 

年齢、性別、障がい、国籍など、人それぞれの特性や違いを超えて、できる限りすべての人に

とって利用しやすく、安全で快適なものづくりやまちづくりなどめざす考え方であり、「①誰に

でも公平に使用できる」「②柔軟に使用できる」「③使い方が容易にわかる」「④使い手に必要

な情報が容易にわかる」「⑤間違えても危険につながらない」「⑥少ない労力で楽に使える」

「⑦接近して使用するのに適切な寸法や空間がある」の７つの原則から構成されています。 

 

ら行 

【ライフステージ】 

人の一生のうち、年代に伴い変化していく段階のことをいい、「乳幼児期」「学齢期」「青年

期」「壮年期」「高齢期」などに分けられます。 

【リハビリテーション】 

身体機能を含めた全人的な回復を目的として行われる更生訓練で、心身に障がいのある人の人

間的復権を理念として、障がいのある人の持つ能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために

行われる専門的技術のことです。リハビリテーションには、医学的、心理的、職業的、社会的分

野などがあります。 

【療育手帳】 

知的障がいのある人に対し、一貫した指導・相談を行い、また在宅生活の支援、交通費の助

成・割引、税制上の優遇措置などの各種福祉サービスを受けやすくするために交付される手帳の

ことです。申請により児童相談所又は知的障害者更生相談所による判定が行われ、その結果に基

づき北海道知事が交付決定します。 
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