
資 料 編





１ 策定体制

153

１ 策定体制

（１）朝霞市障害者プラン推進委員会

○朝霞市障害者プラン推進委員会条例

（目的）

第１条 この条例は、朝霞市障害者プラン推進委員会の設置、組織及び運営に関す

る事項を定めることを目的とする。

（設置）

第２条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）に基づき、障害者に関する施策

について必要な調査及び審議を行うため、朝霞市障害者プラン推進委員会（以下

「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

（１） 障害者プラン及び障害福祉計画の策定及び変更に関すること。

（２） 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

（３） 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関の相互の連絡調

整に関すること。

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

（組織）

第４条 委員会は、委員２６人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

（１） 障害者団体の代表者

（２） 社会福祉関係団体の代表者

（３） 知識経験を有する者

（４） 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

（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１人を置き、委員の互選によってこれを定

める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。



資 料 編

154

（任期）

第６条 委員の任期は、５年以内とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

（雑則）

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２６年条例第５号）

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。
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（２）朝霞市障害者プラン推進委員会委員名簿

（敬称略）

◎委員長 ○副委員長

代 表 区 分 等 委 員 氏 名

障害者団体の代表者

１ 朝霞市視力障害者友の会 坂 本 忄奈

２ 朝霞市身体障害者福祉会 小 林 久 子

３ 朝霞市聴覚障害者協会 戸 田 康 之

４ ＮＰＯ法人 朝霞市心身障害児・者を守る会 髙 垣 和 美

５ 地域で共に生きるナノ・朝霞 須 貝 孝

６ 特定非営利活動法人 朝霞市つばさ会 菅 田 恵 子

７ 特定非営利活動法人 彩の会 大 橋 陽 子

８ 特定非営利活動法人 なかよしねっと 住 田 貴 子

９ 特定非営利活動法人 ぷりずむ 木 舩 晴 子

１０ 歩の会 鈴 木 洋 子

社会福祉関係団体の代表者

１１ あさか向陽園 山 本 光 亮

１２ 埼玉県朝霞保健所 小石川 良 子

１３ 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会 二 村 達 朗

１４ 社会福祉法人 朝霞地区福祉会 川 口 裕

１５ すわ緑風園 ○森 田 康 彦

知識経験を有する者

１６ 東洋大学 ◎是 枝 喜代治

公募市民

１７ 市民 竹 田 悦 子

１８ 市民 近 岡 賢 二
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２ 策定経過

年 月 日 名 称 会 場 傍聴者数 内 容

平成２９年

５月１５日

第１回朝霞市

障害者プラン

推進委員会

朝霞市役所

大会議室
２人

(１)委員長及び副委員長の選出に

ついて

(２)障害者プラン推進委員会の役

割について

(３)障害者プラン・障害福祉計画

の策定について

(４)アンケートの素案について

(５)手話言語条例施策の推進方針

に係る振り返りについて

(６)その他

５月２２日

第１回朝霞市

障害者自立

支援協議会

朝霞市役所

４０１会議室
０人

(１)朝霞市障害者自立支援協議会

の役割等について

(２)相談支援事業の報告について

(３)障害者プランに係るアンケー

トについて

(４)その他

６月１２日

～

６月３０日

＜アンケート調査の実施＞

・対 象 者：障害のある人、障害のある児童

・配布人数：１，３００人（回収人数：５７５人）・回収率：４４．２％

７月７日

～

８月４日

＜アンケート調査の実施＞

・対 象 者：児童発達支援事業所、放課後等デイサービス及び育成保育

を利用している子の保護者

・配布人数：２８６人（回収人数：９１人）

・回 収 率：３１．８％

＜障害福祉サービス事業所へのヒアリング調査実施＞・対象：４２事業所

＜障害者団体へのヒアリング調査実施＞・対象：１０団体

８月２９日

第２回朝霞市

障害者プラン

推進委員会

朝霞市役所

大会議室
２人

(１)アンケート結果報告について

(２)国・県の動向について

(３)その他

１０月１７日

第３回朝霞市

障害者プラン

推進委員会

朝霞市役所

５０１会議室
０人

(１)ヒアリング結果の報告につい

て

(２)第４期朝霞市障害福祉計画の

進捗状況について

(３)第４次朝霞市障害者プラン事

業・施策の進行管理シートに

ついて

(４)第５次朝霞市障害者プラン・

第５期朝霞市障害福祉計画の

骨子案の検討について

(５)その他
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年 月 日 名 称 会 場 傍聴者数 内 容

１０月３１日

第２回朝霞市

障害者自立

支援協議会

朝霞市役所

５０１会議室
０人

(１)相談支援事業の報告について

(２)計画相談支援の進捗状況につ

いて

(３)第４期朝霞市障害福祉計画の

実績評価について

(４)第５次朝霞市障害者プラン・

第５期朝霞市障害福祉計画策

定について

(５)専門部会について

(６)その他

１１月２１日

第４回朝霞市

障害者プラン

推進委員会

朝霞市役所

５０１会議室
２人

(１)基本理念の検討について

(２)第５次朝霞市障害者プラン・

第５期朝霞市障害福祉計画

（素案）の検討について

(３)パブリックコメント及び職員

コメントについて

(４)その他

１２月１１日

～

１２月２５日

＜職員コメントの実施＞
・意見提出人数： ２人

・意 見 件 数： ４件

１２月１１日

～

平成３０年

１月１１日

＜パブリックコメントの実施＞

・意見者及び意見件数

①個人５名 ３１件

②１事業所 １件

③２団体 ９件

合 計 ４１件

１月１６日

第３回朝霞市

障害者自立

支援協議会

朝霞市役所

５０１会議室
２人

(１)相談支援事業の報告について

(２)計画相談支援の進捗状況につ

いて

(３)第４期朝霞市障害福祉計画の

進捗状況について

(４)第５次朝霞市障害者プラン・

第５期朝霞市障害福祉計画策

定について

(５)専門部会報告について

(６)その他

１月２３日

第５回朝霞市

障害者プラン

推進委員会

朝霞市役所

全員協議会室
０人

(１)パブリックコメント・職員コ

メントの報告について

(２)朝霞市障害者自立支援協議会

からの意見等の報告について

(３)第５次朝霞市障害者プラン・

第５期朝霞市障害福祉計画

（素案）について

(４)その他
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３ 障害のある人が利用している主な施設

（１）障害のある人が利用している主な施設（朝霞市内）

施設の種類 施設・事業所名 所在地

生活介護

朝霞市障害者ふれあいセンター

あさか福祉作業所
大字上内間木

はあとぴあ福祉作業所みらくる 大字浜崎

レモンの木 本町

ひまわり工房 大字宮戸

就労継続支援Ｂ型

朝霞市障害者ふれあいセンター

あさか福祉作業所
大字上内間木

はあとぴあ福祉作業所あすのび 大字浜崎

あさか向陽園 青葉台

リロード 幸町

ひまわり工房 大字宮戸

就労移行支援

朝霞市障害者ふれあいセンター

あさか福祉作業所
大字上内間木

ウェルビー朝霞台駅前センター 浜崎

リロード 幸町

自立訓練（生活訓練） リライト 仲町

地域活動支援センター

つばさ工房（精神小規模型） 西弁財

れすと（精神小規模型） 三原

ぱれっと（地域デイケア型） 溝沼

オリーブ（地域デイケア型） 本町

なかよしかふぇ（地域デイケア型） 朝志ヶ丘

障害者支援施設 あさか向陽園 青葉台

グループホーム
エムケーホームみんなの希望の家 宮戸

成る実寮 宮戸

生活ホーム 朝霞青年寮 西弁財
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（２）障害のある人が利用している主な施設（朝霞市外）

施設の種類 施設・事業所名 所在地

計画相談支援事業所

はあとぴあ障害者相談支援センター 大字浜崎

ふれあい障害者相談支援センター 大字上内間木

コーヒータイム相談事業所 本町

たまみずき相談支援事業所朝霞 本町

相談支援事業所キラキラ朝霞 本町

相談支援事業所リライト 仲町

相談支援事業所ひまわり 大字宮戸

施設の種類 施設・事業所名 所在地

生活介護 すずらん 志木市

短期入所 すわ緑風園 和光市

障害者支援施設 すわ緑風園 和光市

就労継続支援Ａ型
未来工房川越 川越市

すまいる工房 和光市

就労継続支援Ｂ型
志木事業所 志木市

傍楽舎柏町 志木市

就労移行支援

シャローム和光 和光市

スワン工舎新座 新座市

福祉工房さわらび 新座市

傍楽舎 志木市

盲人ホーム
埼玉盲人ホーム さいたま市

盲人ホーム埼玉光会館 熊谷市

視・聴覚障害者情報提供施設

埼玉盲人ホーム さいたま市

熊谷点字図書館 熊谷市

埼玉聴覚障害者情報センター さいたま市

障害者更生センター 埼玉県伊豆潮風館 静岡県伊東市
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４ 障害のある児童が利用している主な施設

（１）障害のある児童が利用している主な施設（朝霞市内）

施設の種類 施設・事業所名 所在地

児童発達支援事業所

ひかりぎスタジオ朝霞 本町

ひかりぎスクール朝霞 本町

Pal Kids 本町

SED スクール朝霞台 浜崎

元気キッズ朝霞教室 岡

放課後等デイサービス

まいまい１ 西弁財

まいまい２ 本町

まはろ朝霞台 東弁財

さくらんぼ 三原

クローバーよつばのいえ朝霞 栄町

たまみずき朝霞 本町

ひかりぎスタジオ朝霞 本町

ひかりぎスクール朝霞 本町

Pal School 本町

障害児放課後児童クラブ 障害児放課後児童クラブなかよし 朝志ヶ丘

放課後児童クラブ

膝折放課後児童クラブ 膝折町

岡放課後児童クラブ 岡

浜崎放課後児童クラブ 大字浜崎

幸町放課後児童クラブ 幸町

泉水放課後児童クラブ 泉水

本町放課後児童クラブ 本町

朝志ヶ丘放課後児童クラブ 北原

栄町放課後児童クラブ 栄町

根岸台放課後児童クラブ 大字台
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（２）障害のある児童が利用している主な施設（朝霞市外）

施設の種類 施設・事業所名 所在地

放課後児童クラブ

溝沼放課後児童クラブ 大字溝沼

本町アンジュクラブ 本町

たまみずきっず栄町 栄町

子育て支援センター おもちゃ図書館なかよしぱぁく 朝志ヶ丘

計画相談支援事業所

はあとぴあ障害者相談支援センター 大字浜崎

ふれあい障害者相談支援センター 大字上内間木

コーヒータイム相談事業所 本町

たまみずき相談支援事業所朝霞 本町

相談支援事業所キラキラ朝霞 本町

まいまい相談支援事業所 西弁財

施設の種類 施設・事業所名 所在地

児童発達支援センター みつばすみれ学園 志木市

医療型児童発達支援センター
総合療育センターひまわり学園 さいたま市

療育センターさくら草 さいたま市

福祉型障害児入所施設
久美学園 さいたま市

共愛学園 羽生市

医療型障害児入所施設 嵐山郷 比企郡嵐山町

特別支援学校

和光特別支援学校 和光市

和光南特別支援学校 和光市

塙保己一学園 川越市

坂戸ろう学園 坂戸市

計画相談支援事業所
みつばすみれ学園障害児等計画相談

支援センター
志木市
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５ 用語解説

あ行

ＮＰＯ

Non Profit Organization の略。行政・企業とは別に社会

的活動をする非営利の民間組織のこと。平成１０年、これに

法人格を与え活動を支援するための特定非営利活動促進法

が成立した。

アクセシビリティ

アクセシビリティ(英語:Accessibility)とは、高齢者・障

害のある人を含む誰もが、さまざまな製品や建物やサービス

などを支障なく利用できるかどうか、あるいはその度合いを

いう。

朝霞市日本手話言語条例

全国初の「日本手話」を言語として定義した条例。この条

例では、ろう者が日本手話を使用して、安心して暮らすこと

ができ、広く市民が日本手話への理解を深め、互いに地域で

支え合う朝霞市を目指すことを目的としている。平成２８年

４月に施行された。

アセスメント

「評価」「査定」の意味で用いられることが多く、「対象

が周囲に及ぼす影響の評価をすること」「開発が環境に与え

る影響の程度や範囲、また対策について、事前に予測・評価

すること」などを指す。

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高

次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を

図ることに支障がある障害のある人に、意思疎通を仲介する

手話通訳者及び要約筆記者の派遣などを行う事業。朝霞市で

は、「社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会（埼玉聴覚障害者

情報センター）」に委託して手話通訳者などの派遣をしてい

たが、社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会への委託により、

平成２１年２月から地域に密着した形で実施している。

移動支援
社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参

加のための外出時に移動を支援すること。

医療的ケア

吸引、注入、導尿などの医療的な行為。吸引とは、電動又

は手動の吸引器で、口腔や鼻腔などの痰や鼻汁、唾液などの

分泌物を吸引すること。注入とは、呼吸障害、摂食障害など

がある人に、経管による栄養及び水分、薬液の注入を行うこ

と。導尿とは、排尿困難のある人に対して、尿道からカテー

テルを挿入し、排尿することをいう。
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育成医療

育成医療とは、都道府県が、身体に障害のある児童に対し、

生活の能力を得るために必要な医療の給付を行い、又はこれ

に代えて育成医療に要する費用を支給すること。

インクルーシブ教育

子どもたち一人一人が多様であることを前提に、障害の有

無にかかわりなく、誰もが望めば自分に合った配慮を受けな

がら、地域の通常学級で学べることを目指す教育理念と実践

プロセスのこと。

運動ニューロン疾患

筋肉を動かす神経単位（運動ニューロン）が変性・死滅す

るため、全身の筋肉が徐々に萎縮し、運動機能が失われてゆ

く、原因不明の病気の総称。筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）

などがその代表的なもの。

音声訳

インクを用いて表現された文字や図表など、視覚など聴覚

以外の感覚器に依存する媒体からの情報取得が困難な人々

のための情報保障形態のひとつとして、これらの情報を音声

化すること。

か行

介護保険制度

４０歳以上の方が被保険者（加入者）となって保険料を納

め、その保険料や税を財源に、介護が必要と認定されたとき

には、原則１割負担で介護保険サービスを利用できる制度。

被保険者の要介護状態や要支援状態に関して必要な保険給

付を行う。介護を必要とする本人や、その家族が抱えている

介護の不安や負担を、社会保険方式により社会全体で支え合

う。

基幹相談支援センター

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、

相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施

設のこと。

強度行動障害

激しい不安や興奮、混乱の中で、攻撃、自傷、多動、固執、

不眠、拒食、強迫などの行動上の問題が強く頻繁に日常生活

に出現し、現在の養育環境では著しく処遇困難になった状

態。

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等の状態にある児童を対象に、障害のある児童

の居宅を訪問して発達支援を行うサービス。

筋ジストロフィー

筋肉の栄養障害により身体、上下肢の筋肉が衰え、歩いた

り手足を動かしたりすることができなくなる進行性の遺伝

子異常による病気。
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筋萎縮性側索硬化症

（ＡＬＳ）

Amyotrophic Lateral Sclerosis の略。脳から脊髄まで信

号を伝える上位運動ニューロンと、それを受けて脊髄から信

号を発し筋肉を収縮させる下位運動ニューロンが、選択的か

つ進行性に変性し消失していく原因不明の病気。筋萎縮と筋

力低下が特徴的な病気で、初期には手足がやせたり力が入ら

なくなる。筋萎縮は徐々に全身に広がり、歩行困難になるほ

か、言語障害、嚥下障害、呼吸障害に及ぶ。

グループホーム

障害者総合支援法で、共同生活援助という。地域社会の中

にある住宅（アパート、マンション、一戸建てなど）におい

て障害のある人が共同で生活する形態で、同居あるいは近隣

に居住している専任の世話人によって食事や日常生活に必

要なサービスが提供されるもの。

計画相談支援
サービス利用支援及び継続サービス利用支援の相談を支

援すること。

権利擁護

自己の権利を表明することが困難又は不十分な知的障害、

精神障害のある人などが、地域社会で自立して生活するため

に必要な権利やニーズの表明を支援し代弁すること。

言語聴覚士

厚生労働大臣の免許を受けて、音声機能、言語機能又は聴

覚に障害のある人についてその機能の維持向上を図るため、

言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導そ

の他の援助を行う人のこと。

ケースワーカー

生活保護を受けている人や障害のある人など、社会的に支

援を必要とする人とその環境に対して、さまざまな働きかけ

をする職員のこと。

合理的配慮

障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保

障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平

等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わ

せておこなわれる配慮のこと。典型的な例として、車いすの

方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のあ

る方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段（筆談、

読み上げなど）で対応することなどが挙げられる。平成２８

年４月に施行された障害者差別解消法により、行政機関や事

業者には、障害のある人に対する合理的配慮を可能な限り提

供することが求められるようになった。
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更生医療

身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障

害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待

できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支

援医療費の支給を行うもの。１割の自己負担がある。

更生訓練

身体障害のある人の経済的自立及び日常生活上の自立を

目的として行われるさまざまな訓練やリハビリテーション

のこと。

高次脳機能障害

事故や病気などで、脳に損傷を受けた後、記憶力や注意力

の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障が生じ

る障害。症状は、損傷を受けた脳の部分や範囲によって異な

り、失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、社会的行

動障害などがある。

さ行

作業療法士

身体又は精神に障害のある人に対し、主としてその応用的

動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作、

その他の作業を行わせる人のこと。

サービス等利用計画

障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、障

害のある人のニーズや置かれている状況等を踏まえ、最も適

切なサービスの組み合わせ等について検討し作成する計画。

指定特定相談支援事業者が作成する。

指定特定相談支援事業者

平成２４年４月の法の改正により、基本相談支援及び計画

相談支援のいずれも行う事業者を特定相談支援事業者とい

う。障害福祉サービス等を申請した障害のある人及び障害の

ある児童について、サービス等利用計画の作成、サービス支

給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を

行う。

指定難病医療給付制度

「難病の患者に対する医療等に関する法律」（平成２６年

法律第５０号）に基づき指定される指定難病について、治療

方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的

に行い、治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法

が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な

負担が大きい患者を支援する制度。平成２９年４月現在、

指定難病は３３０疾病となっている。

児童発達支援センター

地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基

本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生

活への適応のための訓練を行う施設。
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児童福祉法
児童の福祉を担当する公的機関の組織や各種施設及び事

業に関する基本原則を定めた法律。

自立支援協議会

障害者自立支援法に基づき、地域の関係者が集まり、地域

の課題などの共有、地域の関係機関によるネットワーク構

築、地域の社会資源の開発、改善、地域相談事業の運営評価

及び障害福祉計画策定にあたっての意見の具申などを行う

機関のこと。

自立生活援助

障害のある人本人の意思を尊重した地域生活を支援する

ため、一定期間にわたり定期的な巡回訪問や食事や掃除、地

域住民との関係性の確認等を行い、必要な助言や医療機関等

との連絡調整を行う。また定期的な訪問以外に、電話やメー

ル等で随時相談も行う。

社会福祉協議会

地域福祉の推進を目的とし、都道府県・市区町村に設置さ

れている団体のこと。福祉専門職の職員養成、福祉人材の確

保、福祉サービスの第三者評価、福祉・介護サービス事業、

障害のある人など要援護者の生活相談事業など、さまざまな

社会福祉事業を実施している。本市では、社会福祉法人朝霞

市社会福祉協議会が設置されている。

社会福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく福祉専門職の国家

資格。専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上

の障害があること、又は環境上の理由により日常生活を営む

のに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導そ

の他の援助を行う人のこと。

若年性認知症

６５歳未満で発症する認知症。働き盛りの世代のため、本

人だけでなく、家族の生活への影響が大きい。また発症して

もなかなか気付かず、仕事の疲労やうつ症状、更年期障害な

どを考えて、診断が遅れる可能性がある。

手話
聴覚障害のある人のコミュニケーション手段の一手法で、

手の型・位置・動きを組みあわせて意味を表すもの。

就労移行支援

一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練を実施するサービス。対象者は、一般企業への就労を

希望する人など。

就労継続支援

一般企業に就職が困難な人で、雇用契約に基づき就労機会

を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を

通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

サービス。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を

結ばないで利用する「B型」がある。
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就労定着支援

就労移行支援等を利用し一般企業等に就労した方に、職

場・家族・関係機関への連絡調整を行なう。職場や自宅への

訪問、障害のある人の来所により、生活リズムや体調等の指

導や助言等を行ったりすることで、就労に伴う環境の変化に

適応できるよう支援を行う。

住宅入居等支援事業

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証

人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に

対し、入居に必要な調整などに係る支援を行うとともに、家

主などへの相談・助言を通じて障害のある人の地域生活を支

援する事業。

重症心身障害

障害の種別にかかわらず、２つ以上の障害のある「重複障

害」とは異なり、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複

する場合に限って使われる名称。

重度心身障害

障害の程度の重い人のことで、概ね身体障害者手帳３級以

上、療育手帳 B以上、精神障害者保健福祉手帳２級以上を指

す（同じ重度心身障害という表現を使っていても、サービス

によって障害の等級が異なる場合がある。）。

重度心身障害者医療費

障害のある人とその家族の経済的負担を軽減するため、医

療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村

で助成する制度。県内に住所を有し、医療保険（国民健康保

険、社会保険、共済組合等）に加入していることが必要とな

る。対象となる人が未成年者等の場合は、その方を現に監護

している保護者などに医療費を助成するもの。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日（障害の原因となった

病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日）のある

病気やけがで、法令により定められた障害等級表（１級・２

級）による障害の状態にある間は年金が支給されるもの。

障害支援区分

障害のある人に対する障害福祉サービスの必要性を明ら

かにするために、心身の状態を総合的に示すもの。介護給付

における障害支援区分の認定は、２次判定を経て、障害支援

区分や有効期間について認定等を行う。区分は、１から６ま

での６段階となっている。平成２６年３月３１日までは、障

害程度区分という名称であった。

障害者の権利に関する条約

障害（肢体不自由、内部障害、視覚障害、聴覚障害などの

身体障害、知的障害及び精神障害など）のある人の尊厳と権

利を保障するための人権条約。
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障害者基本法

障害者施策に関する基本的理念とともに、国や地方公共団

体などの責務、障害のある人のための施策の基本となる事項

を定めることにより、障害のある人のための施策を総合的か

つ計画的に推進し、障害のある人の自立とあらゆる分野の活

動への参加を促進することを目的とする法律。

障害者虐待防止センター

障害者虐待防止法に基づき、養護者などから虐待を受けた

と思われる障害のある人を発見した場合の通報、届け出をは

じめ、虐待の防止、保護、相談等を行うとともに、支援、そ

の他啓発活動等を実施するため設置される組織。

障害者差別解消法

すべての国民が、障害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の

実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを

目的として、平成２５年６月に制定し、平成２８年４月１日

から施行。

障害者支援施設
障害のある人に対して、施設入所支援を行うとともに、施

設入所支援以外の障害福祉サービスを行う施設のこと。

障害者就労支援センター

障害のある人の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障

害のある人が安心して働き続けられるよう、身近な地域にお

いて就労及び生活に関する支援を総合的に行う機関のこと。

障害者週間

平成１６年６月の障害者基本法の改正により、国民の間に

広く障害のある人の福祉についての関心と理解を深めると

ともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分

野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とし

て、従来の「障害者の日」（１２月９日）に代わるものとし

て、１２月３日～１２月９日までの期間が設定された。

障害者相談支援センター

障害のある人が地域で安心して自立した生活が送れるよ

うな社会実現を目指し、ニーズに応じたサービス等利用計画

や、就労や日中活動についての相談支援活動を行う機関のこ

と。

障害者総合支援法

応益負担を原則とする障害者自立支援法（平成１７年法律

第１２３号）を廃止し、制度の谷間のない支援の提供、個々

のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備などを内容と

する法律として、平成２５年４月から施行された。

障害福祉サービス

障害者総合支援法第８８条に規定する法定サービスであ

り、同法により、障害のある人の地域生活の充実、就労によ

る自立などを一元的に支援することとなった。
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情報・意思疎通支援用具

日常生活用具の種類のひとつであり、点字器や人工喉頭な

どの障害のある人（児）の情報収集、情報伝達や意思疎通な

どを支援する用具のこと。

ジョブコーチ

ジョブコーチ（job coach）とは、障害のある人の就労に

当たり、できることとできないことを事業所に伝達するな

ど、障害のある人が円滑に就労できるように、職場内外の支

援環境を整える役割を担う。

職場定着支援
既に就業している障害のある人の職場への定着を支援す

ること。

心理相談員
特定民間法人中央労働災害防止協会が認定する労働安全

衛生関連の民間資格、及びその有資格者。

身体障害者手帳

身体障害者福祉法の別表に掲げる一定以上の障害がある人

に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障

害者であることの証票として都道府県知事が交付するもの。

各種援護施策の基本となるとともに、税の控除・減免や

ＪＲ運賃の割引などについても、手帳の交付を受けている

ことがその対象の要件となる場合がある。

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などのために判断能力が十分

ではない人を保護するための制度。そのような人が契約を結

ぶ必要がある場合などに、本人に代わってこれらの行為を行

うなどの後見的役割を務める成年後見人などを家庭裁判所

が選任することによって、その判断能力を補うもの。

生活サポート

在宅の障害のある人（児）や、その家族の方々の地域での

暮らしを支援するため、市に登録承認された民間サービス団

体が外出、送迎などについて、年間１５０時間までを限度と

してサービスを提供する。所得に応じて一部負担金がある。

生活ホーム

自立した生活を望みながらも、家庭環境や住宅事情などに

よってそれができない身体障害のある人又は知的障害のあ

る人が、居室その他の設備を利用するとともに、日常生活に

必要な指導・援助を受けられる施設のこと。

日常の生活が自立していることが条件となっており、利用

定員は４～９人。

精神科病院

精神保健福祉法に基づいて、精神障害のある人を入院させ

て、必要な医療を受けさせ、また、保護する病院のこと。原

則的に各都道府県は設置義務があり、民間の病院でも、厚生

労働大臣の定める基準を満たしていれば指定病院になるこ

とができる。
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精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある人の社会復帰及び自立と社会参加の促進

を図ることを目的として、精神疾患を有する人のうち、精神

障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約が

ある人を対象として交付する手帳。税の控除・減免や公共施

設の利用料減免などの優遇が受けられる。

精神通院医療

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定

する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精

神疾患（てんかんを含む）を有する者で、通院による精神医

療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係

る自立支援医療費の支給を行うもの。

精神保健福祉士

平成９年１２月に成立した精神保健福祉士法に基づく精

神障害のある人の保健・福祉に関する専門職の国家資格。精

神障害のある人の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、

日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う。

遷延性意識障害
せんえん

重度の昏睡状態を指す症状。持続的意識障害などとも言わ

れる。日本脳神経外科学会による定義では、自力移動が不可

能、自力摂食が不可能など６つの項目が、治療にもかかわら

ず３か月以上続いた場合を遷延性意識障害とみなす。

た行

多機能型施設

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援 A型及び B型並びに児童発達支

援、医療型発達支援、放課後等デイサービスの事業のうち２

つ以上の事業を一体的に行っている施設のこと。

短期入所

障害のある人（児）、高齢者の心身の状況や病状、その家

族の病気、冠婚葬祭、出張などのため一時的に養育・介護を

することができない、又は家族の精神的・身体的な負担の軽

減などを図るために、短期間入所して日常生活全般の養育・

介護を受けることができるサービスのこと。

地域移行支援

さまざまな理由によって退院（退所）できなかった方々に対

して、保健所・自治体・病院・障害福祉サービス事業所などの

関係機関が協力して、退院（退所）後の生活を支える体制をつ

くり支援していくもの。地域移行推進員を派遣してスムーズに

退院（退所）できるようサポートするサービスのこと。

地域活動支援センター

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流など

を行う施設のこと。対象者は、創作的活動や生産活動を希望

する人など。
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地域相談支援

①いろいろなサービスを必要とする、②長期にわたる入所

（入院）生活のために退所（退院）後の生活に不安がある、

③家族やまわりの人から支援が得られず孤立している、など

の理由がある人を対象に、計画的なプログラムに基づいた自

立支援サービス等利用計画を作成支援するサービスのこと。

地域定着支援

施設から地域に移行した人について、常時の連絡体制を確

保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などにその他

の便宜を供与するサービスのこと。

点字

視覚障害のある人が文書を読み書きするときに用いるも

の。指先で触れて読めるように、紙面に突起した点を縦３点、

横２点で組みあわせて音を標記する文字。

点訳
印刷された文字や手書きの文字は墨字（すみじ）といい、

墨字で書かれたものを点字に改めることを点訳という。

統合失調症 妄想や幻覚などの多彩な症状を示す精神疾患のひとつ。

統合保育
障害のある子どもの特性等に十分配慮して健常児との混

合により行う保育のこと。

特定障害者特別給付費

入所施設を利用される方について支給される。生活保護、

低所得１、２の利用者には、定率負担額や実費負担額を負担

しても（少ない年金収入等しかなくても）その他生活費が一

定額残る様に給付する。

特別支援学級補助員

発達障害等を有する児童生徒の学習や学校生活を支援す

る非常勤嘱託職員で、年間を通して随時、必要な学校に配置

される人のこと。

特別支援学校

学校教育法等の一部を改正する法律（平成１９年４月１日

施行）により、従来の盲学校、聾学校及び養護学校について、

障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るた

めに必要な知識技能を授ける特別支援学校として位置付け

られたもの。

な行

難病

原因が不明で治療法が確立していない、長期療養を必要と

する希少な疾病。平成２９年４月現在、特定疾患等医療給付

制度の対象となる疾病は、指定難病は３３０疾病、小児慢性

特定疾病は７２２疾病となっている。また、障害福祉サービ

ス等の対象となる疾病は３５８疾病となっている。

難病患者見舞金

国及び県が指定した特定疾患及び小児慢性特定疾患の方

の精神的、経済的な負担を軽減するために支給される見舞金

のこと。
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日常生活用具

障害者総合支援法第７７条第１項第６号の規定による障

害者又は障害児の日常生活上の便宜を図るための用具（介

護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、

情報・意思疎通支援用具、排せつ管理支援用具、居宅生活動

作補助用具）を指す。

日中一時支援事業

障害のある人などの日中における活動の場を確保し、家族

の就労支援及び一時的な休息のため、日中、障害福祉サービ

ス事業所、障害者支援施設などにおいて、障害のある人など

に活動の場を提供し、見守り、社会に適応する日常的な訓練、

その他支援を行う事業のこと。

日中活動の場
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援、地域活動支援センターなどを指す。

日中活動系サービス
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話をすること。

ノーマライゼーション

ノーマライゼーション（Normalization）とは、障害のあ

る人と健常者が区別されることなく、社会生活を共にするの

が正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え

方。

ノンステップバス
ノンステップバス（Non step Bus）とは、出入口の段差を

無くし、乗降を容易にした低床バスのこと。

は行

育み支援バーチャルセンタ

ー事業

発達障害を含む、発達に遅れがある子どもたちの早期発

見、早期支援ととぎれのない総合的な支援を図ることを目的

として、平成２１年４月より実施されている事業のこと。

排せつ管理支援用具
日常生活用具の種類のひとつであり、ストマ用装具などの

障害のある人（児）の排せつ管理を支援する衛生用品のこと。

発達障害

幼少期の発達過程によって獲得される認知、言語、社会性、

運動などの機能が不十分な状態を「発達障害」と呼ぶ。広汎

性発達障害（自閉症）、高機能広汎性発達障害（アスペルガ

ー症候群・高機能自閉症）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、

学習障害（LD）などがある。

バリアフリー

障壁（バリア）となるものを取り除くことをいう。床の段

差を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面だ

けではなく、近年ではすべての人の社会生活を困難にしてい

る物理的、社会的、制度的、心理的なさまざまな障壁を除去

するという意味で用いられてきている。
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避難行動要支援者台帳

避難行動要支援者名簿の対象となる方のうち、台帳への登

録を届け出された方について、地域で避難支援者となる消防

署や警察署、民生委員児童委員等に対して、事前に提供し、

災害時はもとより日頃から防災訓練等において、支援体制づ

くりのために活用するもの。

避難行動要支援者名簿

平成２５年６月の災害対策基本法の一部改正により、災害

時に自ら避難することが困難で、特に支援を要する避難行動

要支援者（障害のある人や高齢者等）の名簿の作成が、市町

村に義務づけられることになった。避難支援や安否確認のた

め避難支援者（消防署や警察署、民生委員児童委員等）に提

供し活用するもの。

ピアカウンセリング

障害のある人などが、自らの体験に基づいて、同じ立場に

ある他の障害のある人などの相談に応じ、問題解決のための

助言を行うこと。

ＰＤＣＡサイクル
計画（Plan）を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Action）

に結びつけ、その結果を次の計画に生かすプロセスのこと。

福祉施設

各種の法律により、社会福祉のためにつくられた施設のこ

と。職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の

ほか、非常勤（一部施設は常勤）の医師や看護師、指導員、

保育士などがいる。

福祉的就労
障害などの理由により企業で働けない人のために、障害施

設などで働く場を提供すること。

福祉避難所

災害時に介護の必要な高齢者や障害のある人を一時的に

受け入れて、ケアする施設。バリアフリー化された福祉施設

などを指定する。

福祉有償運送

NPO 等が自家用自動車を使用して、身体障害者、要介護者

の移送を行う、「陸運局に登録した自家用自動車有償運送」

のひとつである。

保健師

所定の専門教育を受け、地区活動や健康教育指導などを通

じて疾病の予防や健康増進など公衆衛生活動を行う地域看

護の専門家。

補装具

身体障害のある人などが装着することにより、失われた身

体の一部、あるいは損なわれた身体機能を補完・代替する用

具。具体的には、義肢（義手・義足）・装具・車いす、つえ、

義眼、補聴器など。
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放課後等デイサービス

平成２４年の児童福祉法改正により位置付けられたサー

ビス。学校通学中の障害のある児童に対し、放課後や夏休み

等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継

続的に提供することにより、学校教育と相まって障害のある

児童の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを

行っている。

法定雇用率

障害のある人がごく普通に地域で暮らし、地域の一員とし

て共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事

業主は、全従業員に対して一定割合以上の障害のある人を雇

用しなければならないとされている。民間企業だけでなく、

地方自治体などの行政機関でも、この法定雇用率を達成させ

ることが義務づけられている。平成３０年４月から（民間企

業２.２％、市２.５％、教育委員会２.４％）。

訪問系サービス

利用者の自宅での快適な療養・生活を目指し、医療度の高

い介護サービスから、入浴・排せつ等の生活に即した介護サ

ービス、そして自立生活に向けた生活支援サービスまで訪問

して行うサービスのこと。

ホームヘルパー

障害のある人などの家庭を訪問し、①入浴、排せつ、食事

などの介護、②調理、洗濯、掃除などの家事、③生活などに

関する相談、助言、④外出時における移動の介護などを行う

職種のこと。

ま行

民生委員児童委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域

において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助

を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、児童委員を兼

ねている。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して

暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠

中の心配ごとなどの相談・支援などを行う。また、一部の児

童委員は児童に関することを専門的に担当する主任児童委

員の指名を受けている。

モニタリング

個別支援計画の見直し・評価のこと。一定期間ごとに計画

の目標、達成状況の評価、達成されない原因の分析・理由、

今後の対応（支援内容・方法の変更、見直しなど）を行う。

や行

ユニバーサルデザイン

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の

有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用

可能であるようにデザインすること。
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要約筆記

聴覚障害のある人のためのコミュニケーション手段のひ

とつで、話し手の内容をつかんで、それを筆記して聴覚障害

のある人に伝えるもの。一般的にはＯＨＰ（オーバー・ヘッ

ド・プロジェクター）を使用し、話し手の話の内容を透明な

フィルムに書き、スクリーンに投影する方法が多く用いられ

ている。近年では、パソコンで入力した画面をプロジェクタ

ーで投影する方法も用いられてきている。

要約筆記者とは、所定の講習を受けて要約筆記の技術を習得

し、中途失聴者や難聴者などの聴覚障害のある人のために筆

記を行う人のこと。

ら行

ライフステージ

人間の一生において節目となるできごと（出生、入学、卒

業、就職、結婚、出産、子育て、退職等）によって区分され

る生活環境の段階のことをいう。

理学療法士

身体に障害のある人に対し、主としてその基本的動作能力

の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせたり、電

気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えたりす

る人のこと。国家資格である。

リハビリテーション

障害のある人の身体的、精神的、社会的な適応能力回復の

ための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害のある人の

ライフステージのすべての段階において、主体性、自立性、

自由といった人間本来の生き方の回復、獲得を目指す障害者

施策の理念のこと。

また、運動障害の機能回復訓練といった狭い意味で用いら

れる場合もある。

療育手帳

平成３年の厚生労働省事務次官通知「療育手帳の実施」に

基づいて、都道府県知事が発行するもの。知的障害のある人

に対して支援・相談を行うとともに、各種のサービスを受け

やすくするために、申請のあった一定の知的障害がある人に

対し、埼玉県療育手帳制度要綱に基づき、その障害程度を判

定し、県知事が交付するもの。
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