
 

令和元年度 第１回周南市地域自立支援協議会 

 

日時 令和元年７月１８日（木）１５時～ 

場所 周南市役所シビック交流センター 交流室１ 

 

１ 福祉医療部長あいさつ 

 

２ 委員及び事務局の自己紹介 

 

３ 議 事 

(1) 相談支援会議・専門部会の本年度の事業計画について 

・相談支援会議 

・地域生活部会 

・就労部会 

・教育部会 

・医療的ケア児支援検討部会 

 

 

(2) 周南市障害者計画（第３期）の進捗状況について 

 

 

(3) 周南市障害福祉計画（第５期）・周南市障害児福祉計画（第１期）の 

進捗状況について 

 

 

(4) 周南市障害者計画（第４期）の策定について 

 

 

(5) 手話言語条例制定に向けて 

 

 

４ その他 



氏　名
市要綱第３条

等の区分

1
周南市身体障害者団体連合会
会長

徳毛　裕之 障害者団体

2
周南市手をつなぐ育成会
会長

末廣　睦子 障害者団体

3
周南さわやか家族会
会長

田中　紘子 障害者団体

4
徳山医師会
副会長

津永　長門 医療団体

5
山口県社会福祉士会
下松市・光市・周南市ブロック

岡崎　裕美 福祉団体

6 周南市障害者施設共同受注センター協議会 通山　賢一 福祉団体

7
周南市障害者福祉ネットワーク協議会
会長

河崎　　進 福祉団体

8
民生委員児童委員協議会
理事

藤井　俊秀 福祉団体

9
周南市社会福祉協議会
本部業務課（ボランティア担当)

栗本　真志 ボランティア団体

10
徳山公共職業安定所
次長

原田　直哉 行政機関

11
徳山総合支援学校
校長

別府　静二 学識経験者

12
周南総合支援学校
校長

小野　倫代 学識経験者

13
徳山大学　福祉情報学部
教授

井上　　浩 学識経験者

14 公募委員 信吉　重治 公募委員

15 公募委員 井上　敏弘 公募委員

16 公募委員 板村　七重 公募委員

令和元年度　周南市地域自立支援協議会　委員名簿

所　　　　属　　　等

任期：平成29.6.1～令和2.5.31
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周南市地域自立支援協議会の概要    

(1) 経 緯  障害者総合支援法第８９条の３に基づき、平成１９年５月に設置 

(2) 目 的  ・地域の障害福祉に関するシステムづくりについての協議 

・障害福祉の計画の策定及び進行管理について、広く市民の意見を反映する 

(3) 構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

周  南  市 

Ａ周南市地域自立支援協議会 定例協議会 

Ｄ専門部会 

a 地域生活部会 b 就労部会 

d 医療的ケア児支援検討部会 

 

Ｃ相談支援会議 

周南市地域自立支援協議会 

Ｂ運 営 会 議 

施策の提案 

地域課題の 

解決策を提案 

地域課題を抽出 
地域課題の検

討結果を報告 

計画案等の提示 

１周南市障害者差別解消

支援地域協議会 

※地域生活部会に調査依頼し、

報告・提言を受ける 

地域課題の 

検討を依頼 

c 教育部会 

-2-



 

 (4) 地域自立支援協議会を構成する会議の機能 

 

会議の名称 機  能 人員構成等 

Ａ定例協議会 ・各機関の代表者レベルの協議 

・地域の現状や課題について地域の関

係者（代表者レベル）が情報共有・

協議 

・施策提言の場 

◇１６名 

障害者団体、医師会、福祉団体、総合支援学校、

ハローワーク、など 

１周南市障害者

差別解消支援地

域協議会 

○障害者差別解消に係る、以下の事項 

・相談事例等の情報共有 

・差別解消の取組みの共有・分析 

・関係機関間の連絡調整等 

・差別解消に係る周知・啓発に関する

指導・助言 

◇Ａ定例協議会委員に同じ 

 

Ｂ運営会議 ・協議会全体の方向性、日程等の協議 

・定例協議会の準備会議 

・地域課題の専門部会への振り分け 

・専門部会で検討された地域課題の解

決策を、定例協議会に提案 

・障害者の福祉を考える集いの企画協

議等 

◇５名 

各専門部会部会長  ４名 

相談支援会議議長  １名 

Ｃ相談支援会議 ・ケアマネジメントのスキルアップに

関する協議、活動 

・個別支援会議の開催による困難事例

等の検討 

・障害者からの各種相談を受ける立場

から、地域課題の抽出、整理 

◇１５名程度 

指定特定相談支援事業所 

障害者就業・生活支援センターワークス周南 

Ｄ専門部会 a 地域生活部会 

・障害者が地域社会で生活することに

ついて、関係者（実務者）を中心と

した情報共有、課題協議、活動 

◇１０名程度 

指定特定相談支援事業所、病院、障害福祉サービ

ス事業所、ボランティア団体代表者、（社）山口

県宅地建物取引業協会周南支部など 

ｂ 就労部会 
・障害者の就労という側面から、関係

者（実務者）を中心とした情報共有、

課題協議、活動 

◇１０名程度 

障害者就業・生活支援センターワークス周南、防

長交通株式会社、総合支援学校、病院、要約筆記

者団体、保護者団体など 

ｃ 教育部会 

・教育という側面から関係者（実務者）

を中心とした情報共有、課題協議、

活動 

・発達障害に関する支援の取り組みの

情報共有、課題協議、活動 

◇１０名程度 

教育委員会、総合支援学校、幼稚園関係者、保育

園関係者、療育・発達支援機関、指定特定相談支

援事業所、保護者など 

 d 医療的ケア児支援検討部会 

・医療的ケア児の支援の現状、課題の

の共有、検討 

・医療的ケア児の個別支援に係る連絡、

調整 

◇１５名程度 

指定特定相談支援事業所、医療機関、訪問看護事

業所、障害児通所支援事業所、教育委員会、総合

支援学校、幼稚園関係者、保育園関係者など 
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専門部会等 所属等
（議　　長） 岩田　教恵 総合相談支援センターぱれっと

林田　徳夫 総合相談支援センターぱれっと
手島　みゆき 総合相談支援センターぱれっと
羽部　真彦 地域生活支援センターウィング
岡村　浩二 相談支援センターしょうせい苑
中谷　千晶 相談支援センターしょうせい苑
才木　優士 障害者就業・生活支援センターワークス周南
末田　真由美 相談支援センター拓未
潮田　やよい 相談支援センターかのがくえん
境　重彦 相談支援センターかのがくえん
渡辺　恵 相談支援センターつくし園
磯地　美香 相談支援センタービサイド
小島　千津子 相談支援センタービサイド
藤井　直子 きかん車

（部 会 長）服部　恭弥 デイサービスセンターけあぽーと
（副部会長）磯地　美香 相談支援センタービサイド

池田　光子 NPO法人徳山ポレポレくらぶ
貞久　俊子
木本　安一 木本商事株式会社
道源　博美 周南あけぼの園
上田　静香 徳山静養院
田中　秀尚 公募委員

（部 会 長）住出　政虎 就労移行支援事業所夢ワークあけぼの 
（副部会長）佐々木　健一 徳山公共職業安定所 

中本　勝吉 障害者就業・生活支援センターワークス周南
西岡　洋 防長交通株式会社
北野　克志 障害者施設共同受注センター協議会事務局
万徳　洋平 山口県立徳山総合支援学校
藤村　早苗 山口県立周南総合支援学校
坂本　智子 山口県立田布施総合支援学校
中村　知子 手をつなぐ育成会
松村　泰子 手をつなぐ育成会、知的障害者相談員
高井　宏子 徳山静養院
八木　真澄 就労継続支援（Ａ型）事業所第一よろこび
山﨑　尚隆 就労継続支援（Ｂ型）事業所白鳩学園育成館

（部 会 長）山下　さち子 鼓ヶ浦つばさ園
（副部会長）魚谷　啓子 共に生きる会

岸本　奈々江 総合相談支援センターぱれっと
山田　恵子 山口県立徳山総合支援学校
河村 仁美 周南市教育委員会学校教育課
森下　美穂 周南市幼児ことばの教室徳山教室
川崎　玲子 保育幼稚園課
岡　志津子 山口県立周南総合支援学校
河村　奈菜 保護者
信吉　重治 公募委員

（部 会 長）多嶋田　浩一 周南市障害者支援課
（副部会長）松谷　依子 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝどれみらいふ周南

中川　善子 徳山中央病院
中村　美智子 鼓ヶ浦こども医療福祉センター
手島　みゆき 総合相談支援センターぱれっと
中村　史恵 周南総合支援学校
杉田　弘美 周南市健康づくり推進課
川﨑　玲子 周南市保育幼稚園課
長岡　彰子 周南市次世代支援課
高村　昌美 周南市学校教育課
河村　仁美 周南市学校教育課

◆　延員56名　〔実員54名〕

医
療
的
ケ
ア
児
支
援

検
討
部
会

氏名

令和元年度　周南市地域自立支援協議会　相談支援会議・各専門部会　委員名簿

相
談
支
援
会
議

地
域
生
活
部
会

就
労
部
会

教
育
部
会
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（１）研修会の企画

令和元年度周南市地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

相談支援会議相談支援会議相談支援会議相談支援会議

　今年度の事業計画

相談支援体制の充実

１．相談支援会議の開催（年9回）

     周南市福祉政策アドバイザーによる事例検討会：相談支援専門員のスキルアップ、ケース

（２）地域課題の議論

　　　①事業所間の連携について考える：利用者の希望等に応じてサービスを選択して利用で

　　　　きるようにするため、サービス提供事業所の連携を深める。

　　　②社会資源を整理する：身近な社会資源について支援者がよく知り、

　　会議の活性化を図る。

　　　について意見をとりまとめた。今年度はそのアンケート結果と今年度実施する事例検討会

　　　　活用していくための情報整理を行う。

（３）相談支援会議のあり方の検討

　現時点までの進捗状況

１．相談支援会議の開催　4/16、5/28、6/18、7/17

（１）研修会の企画

　　　周南市福祉政策アドバイザーによる事例検討会：5/28、7/17、10/2、11/20、1/21の

　　年４回実施。「全方位的アセスメント」の手法を用いて、他職種連携でアセスメントする

　　手法を理解する。

（２）地域課題の議論

　　①事業所間の連携について考える：昨年度、各事業所にアンケートを取り連携の必要性

　　中で情報共有やお互いのスキルアップを目指す。

　　　の内容もふまえ、個々の事業所の実情に応じた連携の在り方について検討していく。

　　②社会資源を整理する：障害児が使える資源を中心として、整理をする。

　　　　障害児通所事業所を対象に研修会を開催し、その中で社会資源について情報共有・整理

　　　を行う。

（３）相談支援会議のあり方の検討

　　　相談支援専門員が日頃の業務の中での困りごと等を話し合い、解決に向けて検討。その
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　　・コアメンバー会議からの要請を受け、協議・検討を行う。

３　「まっちょるよマップ」の更新・維持

　　・新規店舗の開店時にはマップの趣旨説明に赴き、参加を要請してマップの充実を図る。

　　・マップの掲載方法や更新手段を検討し、新しい情報を提供できるような手段を考える。

４　サテライト研修の実施について

　　・今まで開催の働きかけをしてこなかったところにも働きかけを行い、障害についての

　　　知識や理解を深めてもらう。

５　賃貸住宅紹介依頼シートの活用について

　　・賃貸住宅シートの利用が相談支援事業所に限定しているが、医療機関の相談員等にも

　　　範囲を広げられないか検討を行う。

　　・よりシートの利活用が進むよう、シートの内容を見直す。

２　地域生活拠点等の整備に関する協議について

　　・当部会が地域生活拠点等整備の協議の場として役割を果たすことを確認した。

　　・平成30年度は依頼シートを活用して入居が1件実現した。

　　・障害の窓口に相談があるとは限らないため、他の窓口に障害者差別に該当する相談

令和元年度周南市地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

地域生活部会地域生活部会地域生活部会地域生活部会

　今年度の事業計画

１　障害者差別解消法に関する取り組み

　　・出前トークやサテライト研修等の機会を活用して啓発活動を行う。

　現時点までの進捗状況

１　障害者差別解消法に関する取り組み

　　・出前トーク等により啓発活動を実施した。

　　　がなかったか掘り起しを行う。

２　地域生活支援拠点等の整備に関する協議について

３　「まっちょるよマップ」の更新・維持

　　・まちあい徳山に協力を依頼し、新規店舗へ掲載の呼びかけを行った。

４　サテライト研修の実施について

　　・平成30年度は民生・児童委員協議会定例会でサテライト研修を呼びかけ、1月に研修会を

　　　開催した。

５　賃貸住宅紹介依頼シートの活用について
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　(1)　障害者の方の「働く」をテーマにしたイベントの開催

　　　・お仕事サポート講座（仮）の開催

　　　・「周南冬のツリーまつり」への参加

　　　・制度改正や年度更新等でのパンフレットの内容等の更新・周知

　(1)　障害者施設共同受注センター協議会での受注の拡大

　(1)　障害者の方の「働く」をテーマにしたイベントの開催

　　　・お仕事サポート講座（仮）の開催

　　　　働きづらさを感じている方をサポートする内容の講座の開催に向け次回から協議を行う。

　　　・「周南冬のツリーまつり」への参加

　　　　ポスター、チラシ配り、当日のお菓子配り等でイベント開催への関わりを通し、障害を

　　　　お持ちの方の「働く」ことに対する理解を深めるイベントとなるよう、今後協議していく。

　(2)　支援の窓口や制度を紹介するパンフレット

　　　　部会の中でパンフレットの内容等の確認を行った。

２　福祉的就労の底上げ（工賃引き上げの取組み）

　(1)　障害者施設共同受注センター協議会での受注の拡大

　　　　障害者施設共同受注センター協議会での受注の実績を確認し、協議を行った。

２　福祉的就労の底上げ（工賃引き上げの取組み）

令和元年度周南市地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

就労部会就労部会就労部会就労部会

　今年度の事業計画

１　ひとりひとりに合った働き方を進める取組み

　(2)　支援の窓口や制度を紹介するパンフレット

　現時点までの進捗状況

１　ひとりひとりに合った働き方を進める取組み
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　・幼児期、小、中学校は支援学校や支援級などの情報はあるが高等学校については分からな

　　い事が多いため、どのような支援・課題があるのか整理。

　・高等学校の通級による指導の取り組みについて専門家から話を伺う。

令和元年度周南市地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

教育部会教育部会教育部会教育部会

　今年度の事業計画

これまでの取り組みに加えて次の事項について検討

　・昨年度までは就学前の支援に焦点を当てていたが、今年度は１５歳以上の支援について。

　〇保護者支援について（困っていることや将来の不安などを伺う機会を設ける）

　現時点までの進捗状況

（１）高等部や高等学校での現状や課題について

　〇高等学校における通級指導について山口県特別支援教育推進室、高校教育課担当者に

　　お話しを伺う予定。

（２）リソースマップ作成

　〇現状について確認し、普及方法や必要事項を検討。

（３）コミュニケーションボードについて

　〇周南市版コミュニケーションボードの使用状況、効果、改善事項等について

（４）ペアレントメンター事業について

　〇継続して支援を行う予定。
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２　医療的ケア児の個別支援に係る連絡・調整（随時開催）

　(1) 必要に応じて、医療的ケア児の個別支援に係る連絡・調整を行う。

　(2) 個別支援に係る連絡・調整から見えた課題等について整理する。

　現時点までの進捗状況

準備会を１回開催し、医療的ケア児に係る課題等について、保健、医療、障害福祉、保育、

教育等に関係するメンバーで協議した。

　平成３０年度は、医療的ケア児支援コアメンバー会議を４回、医療的ケア児支援検討部会

令和元年度周南市地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

　今年度の事業計画

１　医療的ケア児の支援の現状・課題の共有・検討（年２回以上開催予定）

医療的ケア児支援検討部会医療的ケア児支援検討部会医療的ケア児支援検討部会医療的ケア児支援検討部会

　(1) 医療的ケア児の個別ケースに係る支援者からの声や、山口県が実施する医療的ケア

　　児実態調査の結果をもとに、医療的ケア児や家族等を取り巻く課題について検討する。

　(2) 医療的ケア児の家族支援に対する具体的支援策を検討する。

　(3) 医療的ケア児支援に活用できるように、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の社

　　会資源を取りまとめる。
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○ 障害者基本法第11条3項に基づく市の障害者のための施策に関する基本的な計画。

○ 計画期間　　平成２７年度～平成３１年度

障害者手帳の交付者数 H31.4.1現在

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

　　　1,953万円 　　2,162万円 2,104万円 2,516万円

　　　　　　　29人 　　　　　15人 15人 18人

　　　　36箇所 　　　　39箇所 41箇所 61箇所　　オストメイトトイレの設置数

７．安全・安心

８．差別の解消及び
　　権利擁護の推進

９．行政サービス等に
　　おける配慮

◆ 目標指標 ◆

第３期周南市障害者計画の進捗状況について 

１．生活支援

２．保健・医療

３．教育、文化芸術活動
　　・スポーツ等

身体障害

　　就業・生活支援センターの支援
　　を受け就職した障害者数

・出前講座や市広報やホームページを通じて理解・啓発を図った。
・障害者虐待防止センターで通報等を受付け、事案に対応した。

・手話通訳者を設置し、聴覚障害者からの相談に対応（相談件数：1,480件）
・聴覚障害者が総合支所で行政手続き等ができるよう、手話通訳者の定期巡回を
行った。
・職員に対し、手話研修会を開催

・職場実習等支援給付金支給事業により、職場実習等を行う障害者に就労支援給
付金を支給（給付実績：19件）
・通所就労施設利用者就労支援給付金支給事業により、就労継続支援事業所等に
通所する者に就労支援給付金を支給（給付実績：3,778件）

・避難行動要支援者名簿の作成
・要配慮者利用施設を対象に情報伝達訓練を実施（２施設）

・視覚障害者用誘導ブロックの修繕
・徳山駅前賑わい交流施設、周南市役所新庁舎のバリアフリー化の推進

平成30年度の主な取り組み分野別施策

知的障害

・基幹相談支援センターを中心に、関係機関・事業所との連携を図り、専門性の求
められる相談事案への対応を行った
・障害者相談員研修会や相談支援専門員等を対象にしたケアマネジメント研修を開
催し、関係職員のスキルアップや関係機関・事業所間で情報交換を行った

・地域活動支援センターを設置し、精神障害者や家族の相談支援や日中の活動の
場を提供（利用回数：2,822回）
・精神障害者ピアサポート事業を委託し、情報交換のできる講演会や相談会を開催
した

・周南３市ふれあいフェスタ（光市、48人）
・キラリンピック（参加者数：73人）
・障害者の福祉を考える集いの開催(参加者数：201人)

計

・文書発信課の点字シール貼り付け、音声コードの利用促進（実施した課数：14課）
・手話通訳者派遣
　聴覚障害者からの依頼により病院通訳等に手話通訳者を派遣（派遣回数：260件）
・要約筆記者派遣
  聴覚障害者からの依頼により会議や講演会に要約筆記者を派遣（派遣回数：10件)

　　障害者就労施設等からの物品
　　・役務等の調達額

４．雇用・就業、経済的
　　自立の支援

５．生活環境

６．情報アクセシビリティ

5,313人

1,164人

911人

7,388人

精神障害
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周南市障害福祉計画（第５期）・周南市障害児福祉計画（第１期） 

の進捗状況について 
 

１ 周南市障害福祉計画・周南市障害児福祉計画の位置付け 

・障害福祉サービス、障害児通所支援等、相談支援、障害児相談支援、地域生活支援事

業の提供体制の確保に係る目標・必要量を見込んだ計画 

  ・計画期間  平成３０年度～令和２年度 

 

２ 障害福祉サービス等の目標値及び実績値 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

・施設入所者数は昨年とほぼ同数。 

施設入所者数 

（継続入所者除く） 

平成 28 年度（基準値） 平成 30 年度末（実績値） 令和 2 年度末（目標値） 

２２９人 ２４７人 ２２４人 

 

（２）福祉施設利用者の一般就労への移行 

・一般就労への移行者数は目標値と同数。 

一般就労への移行者数 
平成 28 年度（基準値） 平成 30 年度（実績値） 令和 2 年度（目標値） 

９人 １４人 １４人 

就労移行支援利用者数 
平成 28 年度末（基準値） 平成 30 年度末（実績値） 令和 2 年度末（目標値） 

２２人 １５人 ３６人 

 

（３）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 31 年 3 月に協議の場として医療的ケア児支援検討部会を設置。 

医療的ケア児支援コーディ

ネーターの配置数 

平成 30 年度末（実績値） 令和 2 年度末（目標値） 

0 人 1 人 

 

（４）障害福祉サービス支給決定者数 

・平成 25 年度と平成 30 年度対比で約 17％増加している。 

年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

実人数 ８３１人 ８５０人 ８７８人 ９２７人 ９５７人 ９６９人 

 

（５）障害福祉サービス等の目標値及び実績値（進捗率） 

①訪問系サービス 

区分 単位 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
進捗率 

（Ｈ30 実績対目標値） 

令和 2 年度 

（目標値） 

居宅介護 
延利用時間 9,954 11,616 10,740 94% 11,420 

実利用者数 61 68 66 99% 67 
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同行援護 
延利用時間 1,538 1,737 1,818 86% 2,124 

実利用者数 18 25 26 108% 24 

 

②日中活動系サービス 

区分 単位 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
進捗率 

（Ｈ30 実績対目標値） 

令和 2 年度 

（目標値） 

生活介護 
延利用回数 78,370 77,965 79,105 81% 98,231 

実利用者数 316 326 337 83% 408 

自立訓練 
(機能訓練 

・生活訓練) 

延利用回数 2,491 3,248 2,283 22% 10,314 

実利用者数 14 25 28 47% 60 

就労移行支援 
延利用回数 3,675 4,057 4,548 63% 7,199 

実利用者数 36 54 57 158% 36 

就労継続支援 

A 型 

延利用回数 8,717 10,788 11,804 34% 18,571 

実利用者数 38 47 62 78% 79 

就労継続支援 

B 型 

延利用回数 51,636 51,761 57,427 79% 72,848 

実利用者数 230 250 290 90% 323 

 

③居住系サービス 

区分 単位 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
進捗率 

（Ｈ30 実績対目標値） 

令和 2 年度 

（目標値） 

グループホーム 人分 73 79 89 88% 101 

施設入所支援 人分 249 248 254 103% 246 

 

④障害児通所支援 

区分 単位 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
進捗率 

（Ｈ30 実績対目標値） 

令和 2 年度 

（目標値） 

児童発達支援 
延利用回数 5,326 5,869 5,525 69% 8,047 

実利用者数 48 51 52 83% 63 

放課後等 

デイサービス 

延利用回数 15,918 20,928 23,379 89% 26,379 

実利用者数 131 181 198 99% 201 

 

⑤相談支援 

区分 単位 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
進捗率 

（Ｈ30 実績対目標値） 

令和 2 年度 

（目標値） 

計画相談支援 人分 746 780 767 87% 882 

障害児相談支援 人分 212 215 207 65% 317 
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1　計画の役割と位置付け1　計画の役割と位置付け1　計画の役割と位置付け1　計画の役割と位置付け

２　計画期間２　計画期間２　計画期間２　計画期間

周南市障害者計画の策定について

本市の障害者のための施策に関する基本的な計画であり、障害者基本法第１１条第３項に基づく

「市町村障害者計画」として位置付ける。

この計画は、市民をはじめ家庭、職場、学校、地域等が一体となって取り組む計画であり、市及び

関係者・関係機関における事業推進の基本方針となるもの。

障害者計画

国
政府は、障害者の自立及び社会参加の支援障害者の自立及び社会参加の支援障害者の自立及び社会参加の支援障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図
るため、障害者基本計画障害者基本計画障害者基本計画障害者基本計画を策定しなければならない。

都道府県 都道府県は、都道府県障害者計画都道府県障害者計画都道府県障害者計画都道府県障害者計画を策定しなければならない。

市町村
市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とする障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とする障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とする障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村にお
ける障害者の状況等を踏まえ、市町村障害者計画市町村障害者計画市町村障害者計画市町村障害者計画を策定しなければならない。

２０２０（令和２）年度～２０２３（令和５）年度の４年間２０２０（令和２）年度～２０２３（令和５）年度の４年間２０２０（令和２）年度～２０２３（令和５）年度の４年間２０２０（令和２）年度～２０２３（令和５）年度の４年間

これまで、計画期間は５年間としていたが、今後、障害者福祉計画との整合性を考慮し、次期計画

の期間を４年間とする。

障害福祉計画
H30(2018)～R2(2020)

障害者計画
H27(2015)～H31(2019)

障害福祉計画
R3(2021)～R5(2023)

期間３年 期間３年

期間５年

障害者計画
R2(2020)～R5(2023)

障害福祉計画
R6(2024)～R8(2026)

期間３年

期間４年４年４年４年
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３　計画の分野別施策（案）３　計画の分野別施策（案）３　計画の分野別施策（案）３　計画の分野別施策（案）

４　計画の策定スケジュール（案）４　計画の策定スケジュール（案）４　計画の策定スケジュール（案）４　計画の策定スケジュール（案）

計画の分野別施策の章立ては、国の第４次障害者基本計画の章立て①～⑩に準拠国の第４次障害者基本計画の章立て①～⑩に準拠国の第４次障害者基本計画の章立て①～⑩に準拠国の第４次障害者基本計画の章立て①～⑩に準拠して作成

する。

【参考】【参考】【参考】【参考】 第４次障害者基本計画の概要第４次障害者基本計画の概要第４次障害者基本計画の概要第４次障害者基本計画の概要

(1)  基本原則基本原則基本原則基本原則

①地域社会における共生等 ②差別の禁止 ③国際的協調

(2)  分野別施策分野別施策分野別施策分野別施策

①安全・安心な生活環境の整備①安全・安心な生活環境の整備①安全・安心な生活環境の整備①安全・安心な生活環境の整備

安全に安心して生活できる住環境の整備、移動しやすい環境の整備 等

②情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実②情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実②情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実②情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

障害者に配慮した情報通信・放送・出版の普及、意思疎通支援の人材育成やサービスの利用促進 等

③防災、防犯等の推進③防災、防犯等の推進③防災、防犯等の推進③防災、防犯等の推進

災害発生時における障害特性に配慮した支援、防犯対策や消費者トラブル防止の推進

④差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止④差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止④差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止④差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

社会のあらゆる場面における障害者差別の解消、障害者虐待の防止、障害者の権利擁護

⑤自立した生活の支援・意思決定支援の推進⑤自立した生活の支援・意思決定支援の推進⑤自立した生活の支援・意思決定支援の推進⑤自立した生活の支援・意思決定支援の推進

本人の決定を尊重する意思決定支援の実施、身近な地域で相談支援を受けられる体制の構築 等

⑥保健・医療の推進⑥保健・医療の推進⑥保健・医療の推進⑥保健・医療の推進

精神障害者の早期退院と地域移行、社会的入院の解消、地域医療体制 等

⑦行政等における配慮の充実⑦行政等における配慮の充実⑦行政等における配慮の充実⑦行政等における配慮の充実

司法手続や選挙における合理的配慮の提供等、アクセシビリティに配慮した行政情報の提供

⑧雇用・就業、経済的自立の支援⑧雇用・就業、経済的自立の支援⑧雇用・就業、経済的自立の支援⑧雇用・就業、経済的自立の支援

総合的な就労支援、多様な就業機会の確保

⑨教育の振興⑨教育の振興⑨教育の振興⑨教育の振興

誰もが可能な限り共に教育を受けられる仕組みの整備、障害のある学生の支援 等

⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興

障害者の芸術文化活動への参加、障害者スポーツの普及及びアスリートの育成強化

⑪国際社会での協力・連携の推進⑪国際社会での協力・連携の推進⑪国際社会での協力・連携の推進⑪国際社会での協力・連携の推進

国際的協調の下での障害者施策の推進、文化芸術・スポーツを含む障害者の国際交流の推進

月 障害者計画スケジュール月 障害者計画スケジュール月 障害者計画スケジュール月 障害者計画スケジュール

7 ◆第１回地域自立支援協議会の開催（概要、スケジュール説明等）◆第１回地域自立支援協議会の開催（概要、スケジュール説明等）◆第１回地域自立支援協議会の開催（概要、スケジュール説明等）◆第１回地域自立支援協議会の開催（概要、スケジュール説明等）

8

9

10

11 ◆第２回地域自立支援協議会の開催（素案の提案等）◆第２回地域自立支援協議会の開催（素案の提案等）◆第２回地域自立支援協議会の開催（素案の提案等）◆第２回地域自立支援協議会の開催（素案の提案等）

12 ◇素案の修正

1
◆第３回地域自立支援協議会の開催（計画案の決定等）◆第３回地域自立支援協議会の開催（計画案の決定等）◆第３回地域自立支援協議会の開催（計画案の決定等）◆第３回地域自立支援協議会の開催（計画案の決定等）
◇パブリック・コメントの実施（１ヶ月間）

2 ◇計画案の修正

3
◆第４回地域自立支援協議会の開催（最終案の決定等）◆第４回地域自立支援協議会の開催（最終案の決定等）◆第４回地域自立支援協議会の開催（最終案の決定等）◆第４回地域自立支援協議会の開催（最終案の決定等）
◇印刷製本

◇素案の作成（数値目標等の検討含む）
◇庁内関係各課の意見集約
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1　制定の背景

2　全国の手話言語条例等の制定状況

3　山口県内の手話言語条例の制定状況

手話言語条例制定に向けて

【山口県】【山口県】【山口県】【山口県】
Ｈ３０年９月に設置された学識経験者、障害者団体、福祉関係団体等による「検討委員

会」で制定に向けて検討され、山口県手話言語条例（仮称）素案のパブリック・コメントが令
和元年７月１日から７月３１日まで実施中

令和元年９月条例案が提案され、令和元年１０月から施行される方針令和元年９月条例案が提案され、令和元年１０月から施行される方針令和元年９月条例案が提案され、令和元年１０月から施行される方針令和元年９月条例案が提案され、令和元年１０月から施行される方針
条例の骨格は「言語としての手話の認識」「習得の機会の確保」「学校や事業所での習得

支援」など

【山口県内各市】【山口県内各市】【山口県内各市】【山口県内各市】

萩市 ： 平成２６年１２月制定（手話言語条例）
宇部市 ： 平成２９年４月制定（コミュニケーション支援条例）

（１） 手話は言語（１） 手話は言語（１） 手話は言語（１） 手話は言語

「障害者の権利に関する条約」（2006年 国連採択）を受ける形で改正された「障害者基

本法」（第3条）の中で、手話も言語と定義されたことから、全国の自治体で手話の普及や手

話を言語とする認識の一般化等を目的とする、いわゆる「手話言語条例」を制定する動き

が活発化している。

本市においても、、全国手話言語市区長会に参加し、国に手話言語法、情報コミュニケー

ション法の制定を求めるなど、聴覚障害者が暮らしやすい社会の実現を目指している。

（２） 障害者差別解消法（２） 障害者差別解消法（２） 障害者差別解消法（２） 障害者差別解消法

平成２８年４月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、障

害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が行政機関等で義務付け

られるなど、手話への理解促進や手話を使いやすい環境整備等の取組みが求められてい

る。

（１） 手話言語条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟（１） 手話言語条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟（１） 手話言語条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟（１） 手話言語条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟HP））））

26道府県/7区/204市/41町/1村 計２７９自治体

（2019年7月5日現在）

（２） 情報・コミュニケーション条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟（２） 情報・コミュニケーション条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟（２） 情報・コミュニケーション条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟（２） 情報・コミュニケーション条例成立自治体数（出典 全日本ろうあ連盟HP））））

7道府県/3区/33市/2町/0村 計４５自治体

（2019年7月5日現在）
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4  本市の手話言語条例制定に向けて

5 今後の進め方

報告

意見 報告

6  条例検討期間

山口県条例施行（令和元年１０月予定）後、おおむね１年後からの施行を目指す。

7 　第1回手話言語条例ワーキンググループでの主な意見

「手話」が言語であるとの認識のもと、広く手話を普及し、聴覚障害のある方への理解の促
進が図られるよう、制定する必要がある。

県の条例制定後、県の条例との整合性をとり、速やかに内容の検討県の条例制定後、県の条例との整合性をとり、速やかに内容の検討県の条例制定後、県の条例との整合性をとり、速やかに内容の検討県の条例制定後、県の条例との整合性をとり、速やかに内容の検討を行う。
その際は、聴覚障害者団体など関係者や市民のご意見も伺いながら、策定作業に取り組む。

※手話言語条例ワーキンググループの構成
(聴覚障害者協会2名、手話通訳者派遣協会1名、地域自立支援協議会地域生活部会長1名、周南市障害者支援課設

置手話通訳者1名、周南市障害者支援課2名)

手話言語条例ワーキンググループ

地域自立支援協議会

条例案
策定後

パブリッ
ク・コメ
ントの
実施

山口県山口県山口県山口県
条例と条例と条例と条例と
の整合の整合の整合の整合

骨子骨子骨子骨子

策定策定策定策定

条例案条例案条例案条例案
策定策定策定策定

市議会
上程

条例
施行

手話言語条例ワーキンググループで、条例案について協議し、適宜、地域自立支援協議会に

報告し、意見を伺いながら、条例案を策定する。

条例案策定後に、パブリック・コメントを実施する。

令和元年５月２４日に開催
【主な意見】
・今年度策定する障害者計画の中に、手話言語条例の内容を反映した計画は考えられない
か。

⇒⇒⇒⇒意思決定が進んでいけば、障害者計画の中に位置付けるということも可能。
・地域自立支援協議会には、聴覚障害者の委員がいないので、聴覚障害者としての意見が

出せるような機会があるとよい。
⇒重要な意思決定の際、オブザーバーとしての出席を検討。

・手話言語条例は、手話は言語であると趣旨に基づき条例化するもので、情報・コミュニケ
ーション条例は、コミュニケーション方法の確保を目的とするもので、基本的に趣旨が違う。
第一義的には、手話言語条例をきちんと定めるべき。

⇒まずは手話言語条例の制定を目指す。
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