
計画策定に向けた検討経過 

 

平成２６年 １月 障害者実態・意向調査の実施 

      ５月 第１回北区自立支援協議会 

 ・委員の選任 

 ・専門部会の作業分担 

      ６月 北区障害者計画進捗状況調査の実施 

 第１回専門部会の開催（相談支援、地域生活、権利擁護） 

 ・障害者計画、障害福祉計画について 

 ・平成２５年度北区障害者実態・意向調査から見る課題等

について 

 ・第３期障害福祉計画の課題等について 

      ７月 第２回専門部会の開催（相談支援、地域生活、権利擁護） 

 ・第１回部会の協議結果について 

 ・北区障害者計画について 

 ・北区障害福祉計画の課題について 

      ８月 第３回専門部会の開催（相談支援、地域生活、権利擁護） 

 ・第２回部会の協議結果について 

 ・北区障害者計画について 

 第１回北区障害者計画等検討委員会（庁内検討組織）の実施

 ・北区障害者計画及び第４期北区障害福祉計画の策定につ

いて 

 ・北区障害者計画の体系図について 

      ９月 区議会第３回定例会健康福祉委員会報告 

 ・北区障害者計画及び第４期北区障害福祉計画の策定につ

いて 

 第３回専門部会の開催（相談支援、地域生活、権利擁護） 

 ・北区障害者計画等の素案について 

 ・第 2 回北区自立支援協議会の進行等について 

 

資料１



 

 

 

 

 

北区障害者計画/北区障害福祉計画 

（素案） 

※別冊資料 

資料２



スケジュール（案） 

 

平成２６年１０月 第２回北区障害者計画等検討委員会（庁内検討組織）の実施

 ・北区障害者計画/北区障害福祉計画（案）について  

ほか 

     １２月 区議会第４回定例会健康福祉委員会報告 

 ・パブリックコメントの実施について ほか 

平成２７年 １月 パブリックコメントの実施 

 ・平成２６年１２月２日から平成２７年１月９日 

第３回北区自立支援協議会の開催 

 ・パブリックコメントの実施結果について 

 ・計画最終案について ほか 

第３回北区障害者計画等検討委員会 

・パブリックコメントの実施結果について 

 ・計画最終案について ほか 

      ３月 

       

区議会第１回定例会健康福祉委員会報告 

 ・計画最終案について 

 ・区議会意見聴取 ほか 

北区ニュース３/１０号 

 ・パブリックコメントの結果公表 

計画策定（公表） 

 

資料３



 
 
 
 
 
 

用語解説 
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アクセシビリティ
　情報やサービス、ソフトウェアなどがどの程度広汎な人に利用可能
であるかをあらわす語　特に高齢者や障害者にとってどの程度利用し
やすいかという意味で使われることが多い

ALS ⇒筋萎縮性側索硬化症

　発達障害の一種で、知能と言語の発達は保たれているが、対人関係
の障害、コミュニケーションの障害及び行動と興味の範囲が限局的で
常同的であることを特徴としている

限局的；内容や意味などを狭く限ること
常同的；同じ行為や言葉を不自然に繰り返したり、同じ姿勢をいつま
でもとりつづけること

アセスメント
　事前評価などと訳される　利用者が直面している問題や状況の本
質、原因、経過、予測を理解するために、援助に先立って行われる一
連の手続き

アドボカシー
　自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代
わって、援助者がその代理として、その権利やニーズ獲得を行う

意思疎通支援

　聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図る
ことに支障のある障害者等に手話通訳等の方法により、障害者と他者
との意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円
滑化を図ることを目的とする
　障害者総合支援法における地域生活支援事業のひとつであり、手話
通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業など
がある

移動支援
　屋外等での移動が困難な障害者等に対して、社会生活において必要
な外出、余暇活動等の社会参加のための外出時の移動を支援する

アスペルガー症候群

育成医療
　身体の障害のある児童の健全な育成を図るため行われる生活能力を
得るために必要な医療　自立支援医療のひとつ

医療型児童発達支援

　児童福祉法に基づく障害児通所支援のひとつ
　上肢、下肢又は体幹の機能障害（肢体不自由）のある児童につき、
医療型児童発達支援センター又は指定医療機関に通わせ、児童発達支
援又は治療を行う

医師意見書

医療保護入院
　精神障害者で自傷他害の恐れはないが、任意入院を行う状態にない
人に対して、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診察と保護者
の同意を得て入院、保護すること

　障害者介護給付費等審査会に障害支援区分に関する審査及び判定を
依頼するに際し、障害者の主治医に求めるもの
　障害者の疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見な
ど、医学的知見から意見を求める

一般相談支援 ⇒相談支援
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ガイドヘルパー
　主に、障害者に対し外出時の移動の介護等外出時の付き添いを専門
に行うホームヘルパー

基幹相談支援

　地域の障害者（児）の福祉に関する問題について、障害者（児）、
障害児の保護者又は障害者（児）の介護を行う者からの相談に応じ、
情報の提供及び助言を行い、これらの者と区市町村及び指定障害福祉
サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与する

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い、相談支援事業、成年
後見制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・精神障害者の相
談支援を総合的に行う

QOL
　生活の質　生活者の満足感・安定感・幸福感を規定している諸要因
の質

強度行動障害
　激しい不安や興奮、混乱の中で多動、自傷、異食などの行動上の問
題が強く頻繁にあらわれて、日常生活が著しく困難な状態をいう

ADHD

概況調査

LD ⇒学習障害

学習障害

NPO法人 ⇒特定非営利活動法人

　仕事などの事情により保護者が昼間家庭にいない小学生１～３年生
の子どもに対し、放課後や長期休暇中に行われる保育

　居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介
護・短期入所（ショートステイ）・重度障害者等包括支援・共同生活
援助（グループホーム）

　認定調査に併せて、本人及び家族等の状況、現在のサービス内容や
家族からの介護状況等を調査する

　　発達障害の一種
　学習環境等の不備とはかかわりなく、一般知能は普通レベルにある
ものが特定の能力の習得と使用に著しい困難を示すこと
　計算だけができない、文章を読むことだけができない、推論するこ
とだけができない　などのように限定的なアンバランスさがみられる
⇒LD

共同生活援助

　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入浴、排
せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関す
る相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常
生活上の世話を行う　⇒グループホーム

⇒注意欠陥・多動性障害

機能訓練

　当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又
は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要な
リハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支
援を行う

介護給付

学童保育

基本相談支援 ⇒相談支援

2 / 10 ページ



く

け

こ

さ

筋萎縮性側索硬化症

　筋肉を動かし、運動を行うための神経（運動ニューロン）が障害さ
れる病気　神経の命令が伝わらないことによって、必要な筋肉がだん
だん縮み、力がなくなっていく　原因不明の進行性の病気で難病にも
指定されている　⇒ALS

筋ジストロフィー
　筋肉そのものに遺伝性の異常があり、徐々に筋肉の破壊が生じる
様々な疾患の総称　筋肉の拘縮、骨格の変形などが生じ、重症例で
は、歩行不能、呼吸機能障害などを引き起こす

計画相談支援
　障害者総合支援法において、サービス利用支援及び継続サービス利
用支援をいう　⇒相談支援

居宅介護

子育て家庭支援センター

　児童福祉法に基づき設置される児童福祉施設の一種
　地域の児童の福祉に関する様々な問題について、児童に関する家庭
等からの専門的な相談に応じ、必要な助言や援助を行うとともに、保
護を要する児童又はその保護者に対する指導及び児童相談所等との連
絡調整を総合的に行うことを目的とする施設

高次脳機能障害
　外傷性脳障害、脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症と
して生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害のこ
と

更生医療
　身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行わ
れる更生のために必要な医療　自立支援医療のひとつ

　障害者総合支援法において、継続的に障害福祉サービス等を適切に
利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどう
かを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計
画の見直しを行い、その変更等を行う

グループホーム

訓練等給付

継続サービス利用支援

　障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調
理、選択及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他
の生活全般にわたる援助を行う

　施設入所支援・自立訓練（機能・生活訓練）・宿泊型自立訓練・就
労移行支援・就労継続支援（A・B型）

⇒共同生活援助

行動援護

　知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等で
あって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生
じえる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介
護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必
要な援助を行う

高機能自閉症

　知的障害を伴わない自閉症のことをいう　発達障害のひとつであ
り、知能指数が高い（おおむねIQ70以上）が、他人との社会的関係の
形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く、特定のものに
こだわるといった自閉症の特徴を持つ
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し

　障害福祉サービスの支給決定を受けている方が、地域で生活してい
くときに必要となる様々なサービス等を上手に活用するためにつくる
計画
　この計画は、２６年度までに作ることになっている

　障害者総合支援法において、障害者の心身の状況や環境等を勘案
し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成
し、支給決定が行われた後に当該支給決定内容等を反映したサービス
等利用計画を作成することをいう

重症心身障害児（者） 　重度の知的障害及び肢体不自由が重複している児童（者）

サービス管理責任者

　障害福祉サービスの提供についてサービス管理を行う者をいう
　具体的には、利用者の個別支援計画の作成や定期的な評価など、
サービス提供のプロセス全体に関する管理を行うほか、サービスを提
供する他の職員に対する指導的役割を担う

　その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、
排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要
な日常生活上の支援を行う

サービス等利用計画

サービス提供責任者

　居宅介護（ホームヘルプサービス）の柱となる役職　利用者宅に出
向き、サービス利用の契約のほか、アセスメントを行い必要な居宅介
護計画の内容について話し合いなどを行う
　また、実際のサービス内容に関して、ホームヘルパーへの指導・助
言・能力開発等の業務も行う

児童発達支援事業
　通所利用の障害児やその家族に対しての支援を行うことは児童発達
支援センターと同様だが、児童発達支援事業は、専ら利用障害児とそ
の家族に対する支援を行う身近な療育の場

児童発達支援センター

重度障害者等包括支援

　常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい
支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並
びに知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有するものに
つき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短
期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包
括的に提供する

施設入所支援

サービス利用支援

　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
　福祉サービスを行う「福祉型」と福祉サービスに併せて医療を行う
「医療型」がある

自閉症

　自閉症とは、先天的な原因から　①対人関係の特異性　②コミュニ
ケーションの質的障害　③イマジネーションの質的障害　という3つ
の特徴が表れることから診断される障害
　自閉症は、重度の知的障害を合併している人から知的な障害がほと
んどない人、IQ（知能指数）が通常より高い人まで幅広く、その個性
も多様となっている　どこからどこまでが「知的障害」、どこからど
こまでが「自閉症」と区切れるものでなく、まるで虹の光のように連
続していることから「自閉症スペクトラム」といわれる
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障害基礎年金
　国民年金から支給される公的年金のひとつ　国民年金加入中に初診
日のある病気やけがで障害認定日において一定の障害状態にあった場
合に支給される　障害の程度で１級と２級に分かれる

障害厚生年金
　厚生年金から支給される公的年金のひとつ　厚生年金加入中に初診
日のある病気やけがで障害認定日において一定の障害状態にあった場
合に支給される　障害の程度で１級から３級までがある

　通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援に
より雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の
機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
訓練その他の必要な支援を行う

障害支援区分に関する審査及び判定を行う

重度訪問介護

　常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ及び食
事等の介護、調理、選択及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談
及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中
の介護を総合的に行う

就労継続支援A型

　障害支援区分の判定等のため、認定調査員が申請のあった本人及び
保護者等と面接し、４障害共通の調査項目等について行う認定調査

障害支援区分

障害支援区分認定調査

就労支援センター
　障害者の一般就労の機会を広げるとともに、安心して働き続けられ
るように、就労面と生活面を一体的に支援するため、「区市町村就労
支援事業」と「障害者就業・生活支援センター事業」がある

宿泊型自立訓練
　知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を
利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支
援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う

就労移行支援

　就労を希望する６５歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用
されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その
他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じた職場の開
拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な
支援を行う

就労継続支援B型

　通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所
に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情
により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労
移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その
他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その
他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練その他の必要な支援を行う

障害者介護給付費等審査会

　障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とさ
れる標準的な支援の度合いを総合的に示すもの
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障害児施設
　児童福祉施設の内、障害のある児童に係る知的障害児施設、知的障
害児通所施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重度心身障害
児施設をいう

生活介護

　障害者支援施設その他便宜を適切に供与することができる施設にお
いて、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作活動又は生産活動の機会
の提供その他の必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要す
るものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介
護、調理、選択及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言
その他の必要な日常生活上の支援、創作活動又は生産活動の機会の提
供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行う

ショートステイ ⇒短期入所

自立訓練 ⇒機能訓練又は生活訓練

障害者ケアマネジメント

　障害のある人は地域で自分らしく主体的に生活することを望んでお
り、単に福祉サービスを提供するだけでなく、障害のある人のエンパ
ワメントの視点から福祉・保健・医療・教育・就労等様々なサービス
を提供する必要がある
　障害者ケアマネジメントはこのような観点からどのような人生を送
りたいかを本人とケアマネージャー（相談支援専門員）が十分に話し
合い、サービス等利用計画を作成して総合的なサービスを提供する方
法

障害者就業・生活支援センター

　障害者の就業面と生活面における一体的な支援を行う施設で、雇
用・福祉・教育などの関係機関と連携しながら就職に向けた準備や職
場に定着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行
う

ジョブコーチ
　障害者が職場に適応することを容易にするため、職場に派遣される
などきめ細やかな支援を行う者をいう　障害者が円滑に就労できるよ
うに職場内外の環境を整える

ストーマ

　ストーマ（ストマとも）とは、消化管や尿路の疾患などにより、腹
部に便又は尿を排せつするために増設された排泄口のこと　ストーマ
を持つ人をオストメイトと呼ぶ
　大きく分けて消化管ストーマと尿路ストーマがある　消化管ストー
マは人工肛門、尿路ストーマは人工膀胱とも呼ばれる

身体障害

　身体機能に何らかの障害があり、日常生活に制約がある状態をいう
身体障害者福祉法では、①視覚障害　②聴覚・平衡機能障害　③音
声・言語・そしゃく機能障害　④肢体不自由　⑤内部機能の障害（心
臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓又はヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能障害）に分類される

身体障害者手帳

　身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に
本人（15歳未満はその保護者）の申請に基づいて交付されるもので、
各種のサービスを受けるための証明になる
　障害の等級には、障害の程度により、1級から6級がある

自立支援医療 ⇒更生医療・育成医療・精神通院医療
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⇒地域移行支援・地域定着支援

地域定着支援
　居宅において単身等で生活する障害者につき、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等に相談その他必要な
支援を行う

相談支援専門員

短期入所

　障害者の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、
サービス等利用計画を作成する者をいう

　知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若し
くは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは
障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して
行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために
必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う

　居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者
支援施設、児童福祉施設その他の便宜を適切に行うことができる施設
への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の
入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う
⇒ショートステイ

生活訓練

地域相談支援給付

知的障害
　知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあらわれ、継続的
に日常生活や社会生活に支障がある状態をいう

相談支援

　基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援がある　基本相談支
援及び地域相談支援のいずれも行う事業を一般相談支援事業といい、
基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業を特定相談支援事
業という

地域活動支援センター
　障害者を対象とする通所施設のひとつ　地域の実情に応じ、創作的
活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与し、
障害者の自立した地域生活を支援する場

精神障害
　統合失調症、気分障害（うつ病など）等の様々な精神疾患により、
継続的に日常生活や社会生活に支障がある状態をいう

精神通院医療
精神障害者の適正な医療の普及を図るため、精神障害者に対し、病

院等へ入院することなく行われる精神障害の医療　自立支援医療のひ
とつ

精神障害者福祉保健手帳

　一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、本人の申請に
基づいて交付される　手帳を取得することで各種サービスが受けやす
くなる　手帳の有効期限は、2年で、障害の程度により1級から3級が
ある

地域移行支援
　障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院して
いる精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行
するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う
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特定非営利活動法人

　ボランティア団体など特定非営利活動を行う団体は、一定の要件を
満たせば、特定非営利活動促進法による法人格を取得することがで
き、団体としての財産保有や福祉サービスへの参入などが可能となる
　同法により認証された法人を特定非営利活動法人（NPO法人）とい
う　⇒NPO法人

　学校教育法に基づき、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校
におくことができるとされている学級で、心身に障害のある児童・生
徒のために、そのニーズに応じた教育を行うこと目的とする
　児童・生徒は障害に応じた教科指導や障害に起因する困難の改善・
克服のための指導を受ける　対象となるのは、通常の学級での教育を
受けることが適当とされた知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、
難聴その他障害のあるもので特別支援学級で教育を行うことが適当な
もの

特別支援学級

難病

認定こども園

　医学的に明確に定義された病気の名称ではなく一般的に「治りにく
い病気」や「不治の病」を指す
　昭和47（1972）年の厚生省（当時）の「難病対策要綱」では①原
因不明、治療方針未確立で後遺症を残す恐れが少なくない疾病　②経
過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手
を要するために家族の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい疾
病と定義している

　視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出
時において、当該障害者に同行し、移動に必要な情報を提供するとと
もに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を
行う

特別支援教育

　障害の種別や程度に応じ特別の場で指導を行っていた特殊教育を転
換し、通常学級に在籍する学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自
閉症等の児童・生徒も含め、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そ
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、適
切な指導及び必要な支援を行うもの

同行援護

　幼稚園と保育所の機能を備え、両者の機能を果たすことが可能な施
設

特別支援学校

　学校教育法に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体
不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む）に対して、幼稚園、小学
校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに障害による学習上
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
ことを目的設置される学校

注意欠陥・多動性障害

　注意力の障害と多動・衝動性を特徴とする行動の障害
　①注意力の障害（注意が持続できない、気が散りやすい、必要なも
のをよくなくす　など）②多動性（じっと座っていられない、常にそ
わそわ動いている　など）③衝動性（順番を待つことが苦手、人の会
話に割り込む　など）を特徴とし、知的な遅れはほとんど見られない
⇒ADHD
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放課後等デイサービス

療育手帳

ノーマライゼーション

発達障害

福祉ホーム
　家庭環境や住宅事情等の理由により、家庭において生活することが
困難な障害者に対して、低額な料金で居室等を提供して日常生活に必
要な支援を行う施設

　学校通学中の障害児が、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
まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを
行う

　発達障害者支援法の定義では、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想定され、心理的発達障害並びに行
動情緒の障害が対象とされている
　具体的には、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障
害、注意欠陥多動性障害などがこれに含まれる

　障害者や高齢者など社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが
通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享
受できるようにするという考え方や方法

　知的障害があると判定された人に対して交付されるもので、一貫し
た指導・相談を行うとともに、各種のサービスが受けやすくなる　地
域によっては、「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名称が使われ、
障害程度の区分も各自治体で異なる

　知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者（身体虚弱者を含む）に
対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行い、必
要な知識技能を授けることを目的とする学校
　平成18（2006）年の学校教育法の改正により、「特殊教育」から
「特別支援教育」への転換が図られ、盲学校、聾学校及び養護学校は
「特別支援学校」に一本化された

養護学校

ユニバーサルデザイン
　障害のある人の便利さ使いやすさという視点ではなく、障害の有無
にかかわらず、すべての人にとって使いやすいようにはじめから意図
してつくられた製品・情報・環境のデザインのこと

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、心理的な様々な障壁を除去するという意味で用いられてきている

補装具
　身体障害者が装着することにより、失われた身体の一部、あるいは
機能を補完するものの総称　具体的には義肢（義手・義足）、装具、
車いすなど　杖、義眼、補聴器などもこれにあたる
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この用語解説は、「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）」・WAM
NETその他を参照し、作成した。

　病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとに
おける介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者で
あって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院に
おいて行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下におけ
る介護及び日常生活生活上の世話を行う
　また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供す
る

療養介護

10 / 10 ページ



障害者計画：重点課題 

☆ 相談支援の充実 

☆ 障害のある子どもの療育・保育・教育の充実 

☆ 障害のある人の就労の拡大 

☆ 多様な生活の場の整備 

☆ 地域交流の促進と差別解消・権利擁護の推進 

 

 

 

 

障害福祉計画：数値目標設定についての考え方 

・成果目標 国の基本指針に沿って設定する目標 

・活動指標 成果目標を達成するために、障害福祉サービスの必要なサービス

量等の見込みと確保方策を定める 

 

● 東京都障害者施策推進協議会において、東京都障害福祉計画の成果目標の考

え方について検討を行っている。今後国の基本指針をもとに、東京都の考え

方を加味して北区の成果目標の方針を設定する。 

 

● 障害福祉サービス見込み量の設定については、実績の推移を勘案して、それ

ぞれのサービス量を見込む。今後、東京都のヒアリングが予定されている。 

 

● 見込み量確保の方策について 

・ 訪問系サービスについては、障害支援区分や審査会の意見等を勘案し、

必要なサービスの提供に努める。 

・ 日中活動系サービスについては、関係機関と調整を図りながら、必要な

事業量の確保に努める。 

・ 居住系サービスについては、住み慣れた地域で障害者の生活の場を確保

するための整備を検討・誘導する。 

・ 地域生活支援事業については、北区の実情に合わせて事業の充実を図っ

ていく 

・ 障害児のサービスについては、療育及び放課後の充実のため事業の必要

量の確保に努める。 

資料５


