
令和元年度障害者保健福祉ひの６か年プラン進行管理及び令和2年度の目標・取り組み予定

施策項目（１）　　　差別の解消と権利擁護の推進を行う　　

障害福祉課

・障害者週間（12月3日～9日）
にパネル展示・イベント等を通し
て障害理解の浸透を図る
・商工会等をとおして、市内の事
業所に対し障害理解を深めるリー
フレットの配布を行う。
・地域懇談会等で障害理解を深め
よう市民向けリーフレットの配
布、講座等を行う。

・障害者週間イベントに向け準
備を進めている。

・リーフレット作成中

・12月8日（日）障害者週間イ
ベント実施。１週間プレ週間と
しイベントの周知を行い当日は
３７４名の来場者数となった。
・12月15日号広報に障害者差
別解消推進条例リーフレットを
掲載。４０００冊の増刷。商工
会の会議、市民対象研修、商店
会勉強会等で配布、商工会会員
（１３５０件）に郵送にて個別
配付した。

A

令和2年条例施行にあわせ
て、障害者差別に関する周
知啓発をより進めていかな
いといけない。学校等との
協働等により小さいころか
ら、身近にふれあいなが
ら、お互いに理解を深めて
いく取組み等を検討してい
く。

・条例の施行に合わせて周知活動を
行う。
・市民や事業者、職員向けの啓発研
修や講演会を実施する。
・教育委員会と連携し、体験授業な
ど通じて子どもたちの障害及び障害
者理解を深める。
・差別解消支援地域協議会で、周知
啓発についての議論をする。

都市計画課

・日野市ユニバーサルデザイン推
進功労者表彰の募集、表彰を実
施。
・「心のバリアフリー職員研修」
を実施。

・日野市ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推進功
労者表彰募集により応募のあっ
た施設を評価し、市長に推薦し
た。
・職員28名に対し「心のバリ
アフリー職員研修」を実施し、
肢体障害者の講話と車いす体験
を行った。

・日野市ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推進功
労者表彰の募集を行った。
・職員28名に対し「心のバリ
アフリー職員研修」を実施し、
視覚障害者の講話と白杖体験を
行った。

Ｂ

ＵＤ（ユニバーサルデザイ
ン）表彰の募集を行った
が、応募がなかった。例年
応募件数が少ないのでその
対応を検討していく。

・日野市ユニバーサルデザイン推進
功労者表彰の募集、表彰を実施す
る。また、表彰に関する募集要綱を
見直す。
・「心のバリアフリー職員研修」を
実施する。

・日野市ユニバーサルデザイン推進
功労者表彰の募集要綱を見直し、表
彰を実施する。
・「心のバリアフリー職員研修」を
実施（聴覚障害関係）。

障害を理由とする差別の解消を
進めていくための環境を整えて
いくとともに、障害についての
理解を深め、関わり合いを通じ
て相互理解を深めることができ
るよう共生社会実現に向けた周
知、啓発を進める

令和2年度の目標

令和元年9月30日に「日野市差
別解消推進条例」を制定した。
令和2年4月１日の条例施行に
向け、周知啓発を行った。

4 ● 障害理解促進・啓発事業

障害のある人が障害のない人と等しく
日常生活及び社会生活を送ることがで
きるよう、市民及び事業者の障害理解
を深める啓発や講演会を実施します。
事業を通して、地域に働きかけ、共生
社会の実現を目指します。

・市民及び事業者の障害理解を深め
る啓発や講演会を継続的に実施。

日野市ユニバーサルデザイン推進条例
に基づき、毎年度、ユニバーサルデザ
イン推進功労者表彰の募集・表彰を行
うほか、市職員を対象とした「心のバ
リアフリー職員研修」を実施してい
る。

・継続して日野市ユニバーサルデザ
イン推進功労者表彰の募集、表彰及
び「心のバリアフリー職員研修」を
実施することでユニバーサルデザイ
ンのまちづくり、心のバリアフリー
を推進する。

最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標

・平成31年度中に（仮称）日野
市障害者差別解消推進条例を制定
し、令和2年4月1日の施行に併
せて障害者差別解消の推進にむけ
た周知及び啓発を進める。

・素案のパブリックコメントの
結果も反映し、検討委員会にも
図りながら条例を制定し、9月
の市議会において承認を受け
た。令和2年4月１日よりの施
行に向けた周知啓発の対応を進
めた。

A

令和2年条例施行にあわせ
て、障害者差別に関する
相談窓口を設置し相談を
受けるとともに、事案を
積み上げ、差別解消のた
めの施策や周知を進めて
いかないといけない。

障害者差別に関する相談に適切
に対応するとともに、障害者差
別の解消の推進のためのさらな
る周知啓発を行う。市内小規模
民間事業者に合理的配慮の提供
に必要な経費の一部を助成す
る。

・条例施行の周知とともに、各
課へ更なる意識づけを行う方法
について検討。
・各課へ再度、窓口筆談ボード
の設置、庁内手話通訳派遣、通
知文へのFAX・メール記載の
周知を行った。

Ｂ

障害者の市政参画支援を進
めるには、当事者の声を
しっかりと聞く中で必要な
支援等を進めていく必要が
ある。日野市全体で「障害
者差別解消の推進」に向け
た対応を進めるために、さ
らなる働きかけ及び周知、
啓発に努めていく必要があ
る。

条例の周知とともに、各課への「差
別的取り扱い」の禁止、合理的配慮
についての理解と意識づけを行い、
障害の特性、状況に応じた柔軟な対
応が全庁的に行えるようにする。
市議会での手話通訳の設置。
庁内手話通訳者対応時間の延長（令
和2年4月１日より）

3 ●
（仮称）日野市障害者差別
解消推進条例の制定

障害福祉課

障害の有無にかかわらず、誰もがお互
いの人格と個性を尊重して支え合い、
安心して暮らせる共生社会の実現に向
けて、障害のある人、事業者、市民と
（仮称）日野市障害者差別解消推進条
例（案）の策定に向けた検討を行って
います。

・平成31年度以降に日野市障害者
差別解消推進条例（案）が制定・施
行され、差別解消に向けた取り組み
等を推進。

年度末からのコロナ禍での
外出自粛や三密回避等によ
り、周知啓発の説明会など
が中止となり、周知啓発の
場が限られてしまった。ま
た、コロナ禍での障害のあ
る人への様々な影響が予想
されることから、障害者差
別の解消に向けた様々な対
応を進めて行く必要があ
る。差別に関する相談窓口
設置と相談しやすい環境整
備が必要。

「差別解消支援地域協議会」を開催
する。障害者差別に関する相談事例
を共有するとともに、事例を積み上
げながら、障害を理由とする差別の
解消についての取組や方策等につい
て協議を行う。困難事例などで、障
害福祉課だけでは、対応できない相
談ケース等について協議会の調整委
員会による指導、助言を受け、対応
を進めていく。また、あっせんの申
立てがあり、市長から諮問があった
場合は、協議会のあっせん委員会を
開き答申についての検討を進める。

2 〇 障害者の市政参画支援 全課共通

市が策定する計画等、市政に関する検
討に参画できるよう、意思疎通支援、
資料の提供、環境の整備等を適切に行
います。また、障害のある人が選挙し
やすい環境づくりについて検討・実施
します。

・障害者が市政に参画できるよう、
意思疎通支援、資料提供、環境整備
等を実施。
・障害者が選挙しやすい環境づくり
を推進。

・障害者が市政に参画できるよ
う、意思疎通支援、資料提供、環
境整備等を実施。
・障害者が選挙しやすい環境づく
りを推進。

（仮称）日野市障害者差別解消推進条
例（案）策定検討委員会において、障
害者差別解消支援地域協議会の設置・
運営について検討します。検討に基づ
き設置・運営を行います。

令和２年度の目標

・障害者差別解消支援地域協議会を
設置し、運営。

・障害者差別解消支援地域協議会
準備会を開催し、協議会について
の組織や運営等の検討を行い、設
置・運営に向けた準備を行う。

・地域協議会設置予定の令和２
年４月に向け、問題点を整理。
今後、委員の調整等を行う。

Ａ

○　新規事業　　　●　継続事業

施策 事業 担当課 事業内容
最終年度（令和5年度）

の目標
令和元年度の目標

令和元年度の取組み状況
（９月末まで）

評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定令和元年度の取組み状況

施策項目達成状況

令和元年度の取組み状況

（仮称）日野市障害者差別解消
地域支援協議会検討委員会にて
検討された内容を反映し、「日
野市障害者差別解消推進条例」
を9月30日に制定。令和2年度
の施行に向けた、条例の理解と
障害者差別解消の推進に向けた
周知、啓発を進めた。また、協
議会及び差別に関する相談窓口
の設置に向けた「例規」等の整
備、調整を行った。

・条例施行の周知とともに、各
課へ更なる意識づけを行う方法
について検討。「職員対応要
領」「ハンドブック」の改訂も
行った。
・各課へ再度、窓口筆談ボード
の設置、庁内手話通訳派遣、通
知文へのFAX・メール記載の周
知を行った。市議会での手話通
訳を設置。

令和元年度の取組み状況
（９月末まで）

評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

1

【重点
施策】
障害を
理由と
する差
別の解
消の推
進

1 〇
障害者差別解消支援地域協
議会設置・運営

障害福祉課

基本目標 1 　　認め合い暮らす

評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容

「障害者差別解消支援地域協議会」
を立ち上げ、障害者差別解消推進の
取組を進めて行く。
障害を理由とする差別に関する相談
窓口を開設する。窓口は、障害福祉
課、エール、市内相談支援事業所等
に置き、「障害者差別に関する」相
談に適切に対応するとともに、事例
を積み上げ、差別解消に向けた対応
に反映させていく。適切に相談対応
ができるよう手順や聴き取り項目を
まとめる。

障害者が市政に参画するための「情
報保障」としての意思疎通支援、資
料提供を行い、市政参画への環境の
整備を進める。障害者が選挙をしや
すい環境づくりを進める

※浅野さん赤（赤字直し）9/4電話確認　　※本村さん（青字直し）　
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障害福祉課

日々の業務が多忙となり研修参加
が困難となっている。各自が虐待
チェック項目を把握し、虐待につ
ながるような相談があった場合に
は報告前に、簡易な調査を行った
うえで報告できる体制を作る。

市広報で周知

・令和元年10月15日号広報に
て虐待防止センターの連絡先を
掲載した。
・5件の虐待通報を受け、対応
した。

B
職員により虐待相談に関す
る対応方法の知識や理解度
に差がある。

・ケースワーカー全員が虐待の相談
があった際の流れを課内で研修す
る。
・相談があった場合に調査を行った
うえで、報告できる体制を作る。

・令和2年10月15日号の広報ひの
で、虐待に関する相談窓口について
周知する予定。
・都が開催する障害者虐待防止セン
ター担当職員研修に参加する。

子ども家庭支
援センター

・引き続き虐待防止センターの相
談窓口を周知する。

未実施 未実施 E
児童虐待と障害者虐待の定
義が異なるため、周知が難
しい。

・定期的に職員に対し周知し、
市民に対し適切な周知ができる
ようにすることが必要。

・虐待防止センターの相談窓口
を周知する。

高齢福祉課

・地域包括支援センター、日野警
察署等の関係機関、庁内関係部署
と連携し、虐待相談窓口の市民周
知及び虐待の早期発見・早期対応
の体制構築を進める。

B

高齢者にとって身近な存在
である介護事業所職員の入
れ替わりがあるため、虐待
への認識への理解や対応に
ついて差があることが見え
てきた。

地域包括支援センター、日野警察
署、介護事業所職員、庁内関係部署
等とともに、虐待の早期発見、適切
な対応を行うために事例にもとづく
研修を実施し、対応スキルの向上を
図る。

高齢者に身近な介護事業所職員との
連携を密にし、虐待の早期発見の体
制を強化するため、令和２年度の多
職種連携研修にて、介護事業所職
員、地域包括支援センター職員等と
ともに虐待対応研修を実施する。

・例年9月に実施する認知症市民啓発イベント「認知症を知る月
間」にて高齢者虐待に関するチラシを約1万２千部配布。
・平成３０年度10月入庁、平成3１年度４月入庁者向け「認知
症サポーター養成講座」にてスライドを用いて高齢者虐待につい
て庁内で周知を行った。
・今まで高齢者虐待対応施策において連携が少なかった医療機関
に対し、日野市医師会を通じて高齢者虐待の周知、対応・連携の
強化について協力依頼を行い、ネットワーク体制の構築に努め
た。

・代表者会議をはじめ、地域別会
議、個別ケース会議を開催し、事業
説明、情報共有、意見交換等を行な
い、迅速かつ適切な虐待対応が可能
になるよう、更なる連携強化を図
る。

・日野市児童虐待相談電話（042-
599-5454）及び児童相談所全国
共通ダイヤル（189）の周知。
・児童虐待防止推進月間である11
月にパネル展示や講演会、オレンジ
リボンキャンペーン等を通じ、広く
市民等に対し啓発。
・児童福祉法改正に伴う体罰禁止に
ついて広く市民等に対して啓発。

児童福祉法に基づく要保護
児童対策地域協議会による
関係機関との連携の必要性
については、更なる周知が
必要である。

各ネットワーク会議の他、関係機関
への虐待対応説明等で事例を通じ
て、要保護児童対策地域協議会に基
づく連携の必要性を周知する。

B

・年1回の代表者会議をはじめ、
地域別会議や担当者会議、ケース
会議を開催し、情報共有や意見交
換等を行ない、迅速かつ適切な、
連携した支援の強化を図る。

代表者会議を開催、市長にご挨
拶いただき、委員に一層の連携
強化、啓発を図った。
地域別会議を１回開催。

A

現在虐待防止センターは、障害福祉課
となっています。相談窓口の周知を
行ってまいります。また、虐待防止セ
ンターの相談員の研修、被害者を安全
に避難・保護できる仕組みの充実に向
けて、検討し、整備を行います。

・虐待防止センターの相談窓口を継
続的に周知。
・相談員の研修、被害者を安全に避
難・保護できる仕組みを充実。

6 ●
地域自立支援協議会相談支
援部会の運営

障害福祉課

相談機関等により構成される、地域自
立支援協議会（障害者総合支援法に基
づき設置）の相談支援部会において、
障害のある人の人権と権利を守るため
の啓発と体制の充実に向けた検討を行
い実施・整備をします。

・障害のある人の支援体制の整備を
図るとともに、人権と権利を守るた
めの啓発と体制の充実。

令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定令和元年度の取組み状況

当初の予定では、奇数月に開催
であったが、コロナウイルスの
関係で令和2年3月分は中止と
なり、議題は令和2年7月分に
繰り越しとなった。令和2年度
に実施予定の研修会に向けて、
困難事例の検討を行い、課題抽
出を行った。

8 ●

日野市子ども家庭支援ネッ
トワーク連絡協議会（要保
護児童対策地域協議会）の
運営

子ども家庭支
援センター

子どもとその家庭への支援を総合的に
進めるために設置されたネットワーク
で、子どもの虐待防止に関する情報交
換、関係各課の連携や協力の推進等を
行っています。

・日野市子ども家庭支援ネットワー
ク連絡協議会を充実させ、連携等を
推進。

・日野市児童虐待相談電話
（042-599-5454）及び児童
相談所全国共通ダイヤル
（189）の周知。
・児童虐待防止推進月間である
11月にパネル展示や講演会、オ
レンジリボンキャンペーン等を通
じ、広く市民等に対し啓発。

児童虐待防止推進月間である
11月にパネル展示や講演会、
オレンジリボンキャンペーン等
を通じ、広く市民等に対し啓発
するための準備を実施。

Ａ

令和2年度の児童福祉法改正
により体罰禁止が明確化さ
れたため、体罰禁止につい
て広く普及啓発に努める必
要がある。

従前の取り組みの他、新たな普及啓
発活動を実施する。
児童福祉法改正に伴う体罰禁止につ
いて広く市民等に対して啓発を行
う。

7 ●

2
虐待の
防止

5 ●
虐待防止センターの周知と
体制強化

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

・引き続き相談支援部会を定期的
に開催し関係者の情報共有と障害
者が地域で生活するための課題
（医療、資源、権利擁護、災害対
策など）の整理を行う。

・計画通り、奇数月に相談支援
部会を開催。情報共有や障害者
が地域で生活していく上での課
題についての話し合いを進め
た。

児童虐待への対応・防止の
啓発

子ども家庭支
援センター

虐待を受けている思われる児童を発見
した場合等の連絡先として、子ども家
庭支援センターがあり、連絡や相談が
あった場合には、関係機関と連携し対
応します。虐待に関する相談の専用電
話を設置しています。また、児童虐待
防止推進月間（11月）に虐待防止に
向けた啓発を行っています。

・児童虐待に関する相談の専用電話
を継続的に周知。
・児童虐待防止に向けた啓発（児童
虐待防止推進月間（11月）を中
心）を実施。

・知っ得ハンドブックやぽけっ
となびで児童虐待相談電話等の
周知を行った。
・児童虐待推進月間（１１月）
で、講演会やパネル展、オレン
ジリボンキャンペーン等の際に
日野市虐待相談電話(042-
599-5454）や児童相談所全
国共通ダイヤル（189）が書か
れた名刺サイズの案内カードや
栞、チラシ等を配布

代表者会議を開催、市長にご挨
拶いただき、事例紹介を実施し
て委員に一層の連携強化、啓発
を図った。
地域別会議を2回開催。2回目
は中学校区毎に開催しより地域
に即した情報共有が図れた。
個別ケース会議は61回開催。

令和２年度の目標

様々な相談支援を行ってい
る事業所の代表者が集まっ
ているため、多方面からの
課題が出て、情報や知識の
共有ができた。高齢化等に
よる困難事例や複合的課題
を抱えた当事者と家族が多
くなり、相談支援の中でど
う支えていくか、災害対応
やコロナ禍の対応も含め、
新しい連携や支援の在り方
が課題として抽出された。

・計画相談の取扱件数の確認調査を
実施し、現状の把握を行う。また困
難案件対応数の調査も行う。
・奇数月に相談支援部会を開催し、
現状の共有や課題について話し合
い、障害者が生活していくなかで必
要な社会資源の開発を行うととも
に、計画相談の体制の向上につなげ
ていく。

定期的な会議の開催による情報の共
有。社会資源の開発及び関連施設の
連携協力による日野市全体の計画相
談の体制の向上を進め、待たせない
計画相談の実施や困難事例の解決方
法について研究する。
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福祉政策課

・市で市民後見人候補者の募集を
行い、多摩南部成年後見センター
の協力の元市民後見人養成講座を
開催することで、市民後見人の養
成を推進する。
・市と多摩南部成年後見センター
が共同で成年後見制度利用促進基
本計画の策定を行う。その計画の
中で、市民後見人の育成と活動支
援についての施策項目の設定を行
う。

・多摩南部成年後見センター
（調布市、狛江市、多摩市、稲
城市、日野市の５市で構成、以
下「センター」という。）にお
いて、公募により市民後見人養
成講習を実施し、後見人候補者
７名（うち日野市0名）の市民
後見人の養成を行っている。
（センター全体の平成３１年９
月末現在の登録者数は４１名で
受任件数は２６件）
・令和２年度の養成講座開催の
周知を広報・ホームページ・デ
ジタルサイネージで実施するた
めの準備を整えた。
・市民後見人候補者の発掘は
市、市民後見人の養成はセン
ターという役割分担の明確化を
進めている。

・多摩南部成年後見センター
（調布市、狛江市、多摩市、稲
城市、日野市の５市で構成、以
下「センター」という。）にお
いて、公募により市民後見人養
成講習を実施し、後見人候補者
７名（うち日野市0名）の市民
後見人の養成を行った。（セン
ター全体の令和２年３月末現在
の登録者数は41名で受任件数
は25件）
・令和２年度の養成講座開催の
周知を広報・ホームページ・デ
ジタルサイネージで実施し、１
１名の応募があり、９名（うち
日野市３名）が養成講座を受講
することになった。
・成年後見制度利用促進基本計
画を策定し、地域福祉計画と合
わせて市民後見人の育成・活動
支援を施策に定めた。

B

　市民後見人を育成して
も、すぐに適切な被後見
人が見つからないため、
育成から活動支援の間が
途切れてしまう。

・市で市民後見人候補者の募集
を行い、多摩南部成年後見セン
ター（調布市、狛江市、多摩
市、稲城市、日野市の５市で構
成、以下「センター」とい
う。）と協働して、市民後見人
養成講座を開催することで、市
民後見人の養成体制を推進す
る。

・センターにおいて、公募によ
り市民後見人養成講習を実施す
る。
・令和３年度の養成講座開催の
周知を広報・ホームページ・デ
ジタルサイネージで実施する。

高齢福祉課

市長による成年後見制度の申立て
を行う場合、成年後見人候補者と
して市民後見人が可能な場合は、
積極的に活用する。

市長による成年後見制度の申立
件数は8件。
うち市民後見人を候補者とした
申立は0件。

市長による成年後見制度の申立
件数は17件。
うち市民後見人を候補者とした
申立は3件。

B
成年後見制度及び市民後見
人の仕組みについて、周知
されていない。

成年後見制度の申し立てを行う際
に、市民後見人が可能な場合は、積
極的に活用していく。
成年後見制度及び市民後見人の仕組
みについて、周知を図っていく。

成年後見人制度及び市民後見人につ
いて説明会実施の際に周知を図る。

障害福祉課
抽出された課題から、育成研修に
有用な要素を提供する。

10月に成年後見制度説明会を
開催予定し準備を進める。

・成年後見制度説明会（相談
会）を５日間開催。障害福祉関
連は、10月23日に開催。29
名の参加があった。
・成年後見制度の申立件数は1
件。

C
成年後見制度及び市民後見
人の仕組みについての周知
不足。

成年後見人制度及び市民後見人につ
いて積極的な周知を図る。

10月に実施予定の成年後見制度説
明会（相談会）について積極的な周
知を図る。併せて、成年後見制度利
用支援に係る費用助成についてチラ
シを作製し、助成の案内をする。

障害福祉課
成年後見制度の利用支援に係る実
施要綱を定め、市民に広く周知し
利用の促進を図る。

関係部門（高齢福祉課、社会福
祉協議会、多摩南部成年後見セ
ンターなど）と情報共有を図り
ながら、要綱整備に向けて法務
担当部門と協議調整する。

日野市障害者成年後見制度利用
支援に係る費用助成要綱の令和
2年4月1日制定に向けて関係部
門と調整し、「障害者成年後見
制度利用支援に係る費用助成要
綱」を整備した。

C
市民に広く周知されている
状況ではない。

・令和2年4月１日付で、「障害者
成年後見制度利用支援に係る費用助
成要綱」を制定した。
・成年後見制度利用の促進とそれに
係る費用助成の周知を図っていく。

相談ケースなどに対応できるよう、
ケースワーカーと連携して周知を
図っていく。

高齢福祉課
成年後見制度利用支援に係る費用
助成制度の周知を図り、成年後見
制度の利用を促進する。

成年後見制度利用支援にかかる
費用助成制度の申請は2件中、
1件は非該当となった。

成年後見制度利用支援にかかる
費用助成制度の申請は３件中、
1件は非該当となった。

B
費用助成制度に関する情報
が周知されていない。

成年後見制度利用の促進とそれに係
る費用助成の周知を図っていく。

成年後見利用支援制度について説明
会実施の際に周知を図る。

福祉政策課

・市で多摩南部成年後見セン
ター・権利擁護センター日野と共
催で、成年後見制度の普及啓発と
広報を目的とした講演会・相談会
を開催する。

・障害福祉課、高齢福祉課、権
利擁護センター日野と共催で
10月に実施する成年後見制度
説明会のための事前打ち合わせ
を行い、5回の説明会の開催に
向けた準備を行った。
・次年度より多摩南部成年後見
センターにも事前打ち合わせに
参加してもらうように調整し、
連携の強化を図った。

・５月に事前打ち合わせを行
い、１０月に成年後見制度説明
会・相談会を４回実施し(５回開
催予定だったが１回は台風第１
９号により中止)、のべ７０名の
参加、７名の個別相談があっ
た。

C

台風により説明会が１回
中止となり、昨年度より
参加者が減少した。
親族後見人など後見で悩
んでいる方がいたとして
も、顔見知りでない先生
にいきなり説明会で相談
をしようという気になり
ずらい。

・多摩南部成年後見センター・
権利擁護センター日野と共催
で、成年後見制度の普及啓発と
広報を目的とした講演会・相談
会を開催する。
・多摩南部成年後見センターに
積極的に参加してもらうことで
より市民の方が興味を持つよう
な説明会となるように工夫をす
る。

・１０月に説明会を５回開催す
る。
・説明会開催に向けた打ち合わ
せを高齢福祉課、障害福祉課、
権利擁護センター日野、多摩南
部成年後見センターと協働して
行う。

高齢福祉課
成年後見制度の普及啓発を関係各
課及び関係機関等と連携し実施す
る。

・権利擁護の観点で必要と思わ
れる市民に、周知・啓発を行っ
た。
・令和元年10月に福祉政策課
との協働による成年後見制度説
明を5回開催した。

・権利擁護の観点で必要と思わ
れる市民に、周知・啓発を行っ
た。
・令和元年10月に福祉政策課
との協働による成年後見制度説
明会を5回開催した。

B
成年後見制度に関して連
携、共有しているが十分で
ない。

成年後見制度説明会やリーフレット
等により、成年後見制度や市民後見
人の普及啓発・情報発信に努める。

福祉政策課と協力し令和２年度成年
後見制度説明会実施の際に周知を図
る。

障害福祉課

・10月に開催する、成年後見制
度説明会（相談会）の準備を行
う。
・説明相談に対応できる職員を育
成する。

・10月に開催する成年後見制
度説明会（相談会）の事前準備
を行った。
・説明相談に対応できる職員を
育成することは未着手。

・成年後見制度説明会（相談
会）を10月に開催をし、29名
の出席があった。

C
成年後見制度及び市民後見
人の仕組みについて理解し
ている職員数の不足。

成年後見制度の説明相談に対応でき
る職員の育成強化。

10月に厚生労働省が実施する成年
後見制度の研修に積極的に参加し、
説明相談に対応できる職員を育成す
る。

B

定期的な会議の開催による情報の共
有。社会資源の開発及び関連施設の
連携協力による日野市全体の計画相
談の体制の向上を進め、待たせない
計画相談の実施や困難事例の解決方
法について研究する。

3

権利擁
護制度
の周知
と利用
促進

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の取組み状況

当初の予定では、奇数月に開催
であったが、コロナウイルスの
関係で令和2年3月分は中止と
なり、議題は令和2年7月分に
繰り越しとなった。令和2年度
に実施予定の研修会に向けて、
困難事例の検討を行い、課題抽
出を行った。

・障害のある人の人権と権利を守る
ための啓発と体制の充実。

定期的な会議の開催および各事業
所ごとの課題持ち寄りの場の設定
（個々の持ち寄り、または研修、
学習会等）を行い三障害それぞれ
の課題を出し合い共有化し展開し
ていく。

・課題抽出のため、手段として
複数回の事例検討を行い、集約
して課題抽出を行う。
・研修会の予定設定を行う（令
和2年12月予定）

様々な相談支援を行ってい
る事業所の代表者が集まっ
ているため、多方面からの
課題が出て、情報や知識の
共有ができた。高齢化等に
よる困難事例や複合的課題
を抱えた当事者と家族が多
くなり、相談支援の中でど
う支えていくか、災害対応
やコロナ禍の対応も含め、
新しい連携や支援の在り方
が課題として抽出された。

・計画相談の取扱件数の確認調査を
実施し、現状の把握を行う。また困
難案件対応数の調査も行う。
・奇数月に相談支援部会を開催し、
現状の共有や課題について話し合
い、障害者が生活していくなかで必
要な社会資源の開発を行うととも
に、計画相談の体制の向上につなげ
ていく。

11 ●
成年後見制度普及啓発・事
業

精神障害、若しくは知的障害のある人
が安心して地域生活を継続できるよう
成年後見制度について関係各課及び関
係機関等と連携し普及していきます。

・成年後見制度の普及啓発を関係各
課及び関係機関等と連携し実施。

12 ●
地域自立支援協議会相談支
援部会の運営（No６再
掲）

障害福祉課

障害のある方が身近な地域で関わる相
談機関等により構成される、地域自立
支援協議会（障害者総合支援法に基づ
き設置）の相談支援部会において、障
害のある人の人権と権利を守るための
啓発と体制の充実に向けた検討を行い
実施・整備をします。

成年後見制度の利用の促進に向けて、
成年後見人等となる人材を十分に確保
するため、市民の中から成年後見人等
の候補者を育成し、活用を図ります。

・市民の成年後見人を育成し、活用
を図る。

10 〇 成年後見制度利用促進事業

精神障害、若しくは知的障害のある人
が成年後見制度を利用することが有用
である場合に、補助を受けなけなけれ
ば後見制度の利用が困難な方に対し
て、後見人への報酬の一部を助成しま
す。

・成年後見制度を希望している方
が、すべて利用できるよう推進。

令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定令和２年度の目標

9 〇 市民後見人の養成と活用
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市長公室

・点字、音声による広報などを、
アクセシビリティを低下させるこ
となく発行・送付する体制を維持
する。

・毎月２回発行する広報につい
て、点字広報、朗読広報を作成
し、発行した。
点字広報：12回
朗読広報：12回

・毎月２回発行する広報につい
て、点字広報、朗読広報を作成
し、発行した。
点字広報：24回
朗読広報：24回

A

図を使用することによって
分かりやすさを表現した広
報誌面を点訳・朗読する場
合、その内容が正確に伝わ
らない可能性がある。

点字、音声による広報などを、アク
セシビリティを低下させることなく
発行・送付する体制を維持する。

通常号に加え、新型コロナウイルス
感染症に関連して発行する臨時号に
ついても点字広報、朗読広報を作成
し、発行する。

議会事務局
・点字・音声による広報・議会だ
よりの発行。

目標通り実施した。 目標通り実施した。 A 特になし
・点字・音声による広報・議会だよ
りの発行。

・点字・音声による広報・議会だよ
りの発行。

19 〇 障害福祉課
・来庁者に対し簡単な案内等の手
話ができる職員を育成するため、
研修会等の検討を行う。

・未実施

・庁内で対面式の研修を検討し
ていたが、新型コロナウイルス
感染症の流行に伴い、感染予防
のための対面式でない手話育成
の方法を検討する必要があった
が、対応できていない。

E

　新型コロナウイルス感染
症の感染が全国的に拡大
し、防疫のため直接集まる
形での学習方法は難しいた
め、新しい生活様式の中で
簡単な案内等の手話を学べ
る手段を検討する必要があ
る。

　新型コロナウイルス感染拡大防止
に配慮し、対面式でない方法で、職
員に向けて、手話技法の周知啓発を
実施する。

・庁内掲示板にて「簡単な手話での
案内の仕方」についての周知掲示を
行う。
・令和3年度の手話講習会の開催に
ついて準備を進め、案内を庁内に行
う。
・庁内掲示板を見ることができない
会計年度任用職員や委託職員には、
周知の案内を配布する。

　情報保障の観点から、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障
害等のある人にもわかりやすいよう障害に合わせた情報提供（手
話通訳、２次元コード（uni-voice）、フリガナ（ルビ）、わか
りやすい表現、音声電話等）を実施した。

「ひのっ子すくすくプラン」（子育て課）や地域福祉計画（福祉
政策課）作成にあたり、音声コードと、切り欠きを入れ、視覚に
障害のある方も、確認ができるように作成した。

・各課が作成したホームページ
の承認処理時に、アクセシビリ
ティへの配慮を確認。不十分な
ページについては理由を付記し
た上で差し戻しを行い、各課に
おいて修正するよう継続的に働
きかけた。
・公開日直前など差し戻しの余
裕がない場合に、やむを得ず広
報担当が修正する場合は、修正
の理由を示したうえで次回以降
の対応を促した。

・出張点字授業に申し込みの
あった小学校7校に特別支援学
級の担当教諭につないでいただ
く依頼をした。うち２校には説
明の機会をいただき、ご家族へ
のパンフレットの配布依頼も出
来た。

広報等合わせ先には、ファックス番
号を記載するなど、さまざまな手段
で情報のやり取りができるよう庁内
の対応及び周知を進める。

令和２年４月より「差別解
消推進条例」が施行され
る。行政として情報保障の
観点から、各課で障害に応
じた的確な情報提供の取組
についての理解を進め、自
主的に情報保障の取組が行
なわれることが必要。

C

C

更新を必要とするページが
短期間に集中して申請され
た場合に、承認処理時のア
クセシビリティへの配慮の
確認が十分に行えない可能
性がある。

各課の広報連絡員またはホームペー
ジ担当者が、過去に差し戻しを受け
た内容から、アクセシビリティへの
配慮を行うべき点を理解した上で、
適切なホームページを作成すること
ができる。

・手話通訳者又は要約筆記者の
派遣の継続実施を行った。
・手話通訳者の本庁舎設置の維
持を行った。

A

・各課の広報連絡員またはホーム
ページ担当者がアクセシビリティへ
の配慮を行うべき点を理解できるよ
う、差し戻し時に付記する理由は具
体的に、かつ改善例を示す。
・通常のページだけでなく、新型コ
ロナウイルス感染症に関連する情報
についても、アクセシビリティに配
慮した発信を行う。

・この時点で出張点字授業に申
し込みのあった小学校６校に特
別支援学級の担当教諭につない
でいただく依頼をし、２校には
説明の機会をいただき、ご家族
へのパンフレットの配布依頼も
出来た。

・他課の中で「障害者は、
とりあえず障害福祉課へつ
なげる」の考えになってい
るので、障害のある人の窓
口対応等については、各課
で責任をもって対応できる
よう、意識の改革が必要。

・各課に、手話通訳を必要としそう
な事業の洗い出しを依頼し、各課で
必要とする予算化について検討を進
めてもらう。
・庁内掲示板により定期的に手話通
訳者の設置について周知を行う。

日中の居場所、就労に向け
てのサービスの受け皿が少
ない

コロナ禍の中でも、家庭支援、就労
支援の継続、高次脳機能障害のある
方への理解を深めるために連絡会、
研修会の実施

連絡会、研修会の取り組み方を検討
し行う。

差別解消条例の施行が始まったの
で、各課に手話通訳の必要性を認識
してもらう。
臨時職員から、会計年度職員に雇用
の扱いを変えることにより、設置手
話通訳者の対応可能時間を延長。

・手話通訳者又は要約筆記者の派
遣の継続実施
・手話通訳者を本庁舎の設置の維
持

・手話通訳者及び要約筆記者の
派遣を継続する。また、手話通
訳者の本庁舎設置も継続して実
施する。

A20 ●
手話通訳者・要約筆記者の
派遣・手話通訳者の本庁舎
設置

障害福祉課

聴覚障害のある人等の意思疎通支援の
ため、手話通訳者又は要約筆記者を派
遣します。また、市役所本庁舎及び市
民会館におけるの事務・事業の意思疎
通を図るため本庁舎に手話通訳者を設
置しています。

・手話通訳者又は要約筆記者を派遣
する制度を充実。
・手話通訳者の本庁舎設置を引き続
き実施。

・知的障害や高次脳機能障害のある
人等の意思疎通支援の施策を実施。

・定例会、連絡会を開催し関連
機関との情報共有を行った。
・高次脳機能障害車支援ネット
ワークを２回実施する計画をし
た。

手話ができる職員の育成
聴覚障害のある人が気持ちよく来庁し
てできるよう、挨拶や簡単な案内等を
手話でできる職員の育成を行います。

・手話ができる職員を育成

2

意思疎
通支援
の推進
（情報
バリア
の解
消）

18 〇
知的障害・高次脳機能障害
のある人等の意思疎通支援
検討・実施

障害福祉課

知的障害や高次脳機能障害のある人等
の意思疎通支援について検討し実施し
ます。また、東京都などが実施する養
成研修について周知を行います。

B

・定例会、連絡会を開催した。
２月の連絡会は、コロナの影響
により中止し、関連機関へ資料
を配布し、情報共有を行った。
・高次脳機能障害車支援ネット
ワークを２回実施した。

17 ●
文書の点訳、点字・拡大図
書の作成・貸出、対面朗
読、本の宅配

図書館
様々な場所でPRを行ってき
たが、本人やご家族に伝わ
りにくい。

図書館資料をそのまま利用することが
困難な方に対して、録音図書、点訳図
書、大活字図書、さわれる絵本等を貸
し出しています。また、図書館登録の
音訳者等が対面朗読します。図書館に
出向くことが難しい人には、本の宅
配・郵送サービスも行っています。

・録音図書、点訳図書、大活字図書
の作成や貸出、対面朗読、本の宅配
などの充実。

・本計画期間中に実施するため、
国・都・他市区町村等の情報収集
を行う。
Ｈ30-R1　情報収集
R2-R3　   検討・実施　　予定
・知的障害や高次脳機能障害のあ
る方等の意思疎通支援の施策につ
いて検討する。

・視覚障害、知的障害、発達障害等
のある人にもわかりやすいよう障害
に合わせた情報提供にを実施。

・視覚障害、知的障害、発達障害
等のある人にもわかりやすいよう
障害に合わせた情報提供にを実
施。

14 ●
行政文書の音声コード添付
の促進

全課共通
読み上げソフトを導入し、行政文書に
ついて活用の促進を図ります。

・障害者が必要とする行政文書には
音声コードを添付。

● 市ホームページ基盤整備 市長公室

誰もがわかりやすいホームページの基
盤整備の充実を図るとともに、各課が
適切なホームページを構築できるよう
研修を行います。

・各課が情報アクセシビリティの重
要性を理解し、誰もが分かりやすい
適切なホームページを作成すること
ができる。また、その状態を維持す
ることができる。

・昨年の目標であったマルチメ
ディアデイジーのPRを通じて、
利用対象者に知ってもらうことの
難しさを感じた。今年度は、市内
小学校へ出張点字授業に行く際
に、特別支援学級の担当教諭に説
明させてもらったうえで、対象の
生徒のご家族にパンフレットの配
布依頼を行う。

A

令和元年度の取組み状況

施策項目達成状況

評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

1

情報ア
クセシ
ビリ

ティの
向上に
向けて
検討し
て取組

む

13 〇
個々の障害状況に合わせた
情報提供のあり方を検討し
て取組む

全課共通

市が提供する情報について、視覚障
害、知的障害、発達障害等のある人に
もわかりやすい個別に障害に合わせた
情報提供について検討しできるところ
から実施していきます。

・各課の広報連絡員またはホーム
ページ担当者が、情報アクセシビ
リティの重要性を理解した上で適
切なホームページを作成すること
ができる。

・各課が作成したホームページ
の承認処理時に、アクセシビリ
ティへの配慮を確認。不十分な
ページについては理由を付記し
た上で差し戻しを行い、各課に
おいて修正するよう継続的に働
きかけた。
・公開日直前など差し戻しの余
裕がない場合に、やむを得ず広
報担当が修正する場合は、修正
の理由を示したうえで次回以降
の対応を促した。

16 ●
点字・音声による広報・議
会だよりの発行

視覚障害のある人が市広報誌等の情報
を得られるよう点字、音声による広報
等を発行・送付します。

点字、音声による広報などのアクセ
シビリティが確保されている。ま
た、発行・送付する体制が維持され
ている。

・点字・音声による広報・議会だよ
りの発行。

・障害者が必要とする行政文書に
は音声コードを添付。

15

音声コードについて周知を行い、初
めは、重要な行政文書について音声
コード添付を進める。音声コード作
成ソフト導入課について庁内に周知
し、利用の支援を行なう。導入課を
増やすためには各課での予算化もけ
んとうしていく。

施策項目２　　　情報の保障を推進する 評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
令和２年度の目標

より直接的に利用者に届くPR先に
繋がるように取り組む。

今年はさらに放課後デイサービス等
のスタッフの方とのつながりをつく
り、マルチメディアデイジーのPR
を行う。また眼科医院に障害者サー
ビス利用案内を置かせていただくよ
う依頼する。

音声コード作成のためのソ
フトが使えるパソコンが限
られている。音声コードに
ついての周知、啓発が必
要。

特別定額給付金のお知らせ等重要な
通知を送る際は、障害の状況に応じ
た音声コード添付等の配慮や申請に
必要な支援を進める。
選挙についても、さまざまな方法で
情報提供を行うとともに投票所での
障害者対応マニュアルを作成し、ス
ムースな対応ができるよう努めてい
く。

音声コードの添付を進める。

4/25



障害福祉課

・手話講習会を通して全国手話通
訳者統一試験の合格者を3名出
す。
・手話通訳者等の育成及び資質と
技術の向上のため研修を継続して
行う。（令和元年の7月、8月、
9月に実施予定）

・例年統一試験の合格者数が伸
び悩んでいたので統一試験対策
の講座を追加で実施。
・手話通訳者研修（日野市の登
録手話通訳者向けの研修）を
7/25、8/1、9/26に実施し
た。

・例年統一試験の合格者数が伸
び悩んでいたので統一試験対策
の講座を追加で実施。例年合格
者1～2名なのに対して今年度
は5名合格（試験対策受講生11
名中4名合格＝新規日野市登録
通訳者）
※上記合格者5名中残り1名
は、試験対策未受講かつ、日野
市に未登録
・手話通訳者研修（日野市の登
録手話通訳者向けの研修）を
7/25、8/1、9/26実施済
み。

A

・平成2年度に試験的に行っ
た統一試験対策の講座の効
果があったため、今後の手
話講習会委託のコース中に
盛り込む必要がある。
・新型コロナウイルス感染
症の流行に伴い感染防止対
策が必要。

・手話通訳者を養成・育成するた
め、新型コロナウイルス感染症の感
染予防対策を施した上で手話講習会
を実施する。
・手話通訳者の資質や技能の向上の
ため、手話研修会を継続で実施す
る。

・手話講習会については受講人数に
対する会場確保の問題と、感染症予
防対策を施した場合の授業として成
立するかに問題があるため統一試験
対策クラス（正式な委託内の名称）
のみ実施する。
・手話研修会は8月10月11月で実
施予定

図書館 ・音訳校正者の講習を行う。
・講師を決め、講義内容の打ち
合わせへの準備を行った。

11/25、12/9、12/16
音訳校正技術向上のための講習
会を行った。34名参加

A

講習を受講しても、なかな
か実務に生かせていない音
訳者がいることが分かっ
た。

現状を見ながら、状況に合った内容
で引き続き年3回講習会を実施す
る。

講師の方に現状を正しく伝え、実務
により生かせる内容で今年も年3回
講習会を実施する。

21 ●
意思疎通支援者（手話通訳
者・音訳者）の育成

聴覚障害のある人等の意思疎通支援を
行う手話通訳者の育成を継続します。
また、手話通訳者及び音訳者の資質と
技術のの向上に向けた研修を継続して
行います。

・手話通訳者及び音訳者を育成し、
技術向上に向けた研修を実施。

2

意思疎
通支援
の推進
（情報
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の解
消）
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障害福祉課

◎障害者作品展等の情報収集・提
供を行う。
（日野市での実施開始は計画期間
中の適当な時期に福祉サービス事
業所や特別支援学校、団体等の意
向を確認してお願いします。）

障害者週間イベントの企画検討
の中で議論した。

週間イベントの企画検討の中で
議論したが、イベントではス
ペースに限りがあり作品展の開
催が難しく未実施。

E

障害者週間イベントではス
ペースに限りがあり、作品
展を実施することができな
かった。今後はイベントと
は別の機会も含め、作品展
の開催について検討する必
要がある。

障害者週間イベント以外も視野に入
れ、作品展示できる機会の創出を具
体的に検討し、実施する。

障害者イベントや本庁舎1Fのギャ
ラリースペース、市内事業所運営の
カフェなど、作品を展示できるス
ペースを確保し、実施する。作品が
多くの市民の目に触れるよう、障害
者週間にこだわらない期間を設定
し、展示を行う。

文化スポーツ
課

市民文化祭の周知や参加支援を行
い、障害のある人の参加を促す。

・市民文化祭の周知や参加支援
を行い、障害の有無にかかわら
ず参加を促した。

・広報やチラシにて市民文化祭
の周知や参加支援を行い、障害
の有無にかかわらず参加を促し
た。

Ｂ

市が文化協会へ委託して
実施している事業である
が、組織の高齢化により
積極的な取り組みを行い
にくい状況である。

市民文化祭の周知や参加支援を
行い、障害の有無にかかわらず
参加を促す。

令和2年度文化祭中止（新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のた
め）

23 ● 障害福祉課

◎障害者週間（12月3日～9日）
にパネル展示・イベント等を通し
て障害理解の浸透を図る
◎商工会等をとおして、市内の事
業所に対し障害理解を深めるリー
フレットの配布を行う。
◎地域懇談会等で障害理解を深め
よう市民向けリーフレットの配
布、講座等を行う。

・障害者週間イベントに向け準
備を進めている。

・リーフレット作成中

・12月8日（日）障害者週間イ
ベント実施。１週間プレ週間と
しイベントの周知を行い当日は
３７４名の来場者数となった。
・12月15日号広報に障害者差
別解消推進条例リーフレットを
掲載。４０００冊の増刷。商工
会の会議、市民対象研修、商店
会勉強会等で配布、商工会会員
（１３５０件）に郵送にて個別
配付した。

A

令和2年条例施行にあわせ
て、障害者差別に関する周
知啓発をより進めていかな
いといけない。学校等との
協働等により小さいころか
ら、身近にふれあいなが
ら、お互いに理解を深めて
いく取組み等を検討してい
く。

障害を理由とする差別の解消を進め
ていくための環境を整えていくとと
もに、障害についての理解を深め、
関わり合いを通じて相互理解を深め
ることができるよう共生社会実現に
向けた周知、啓発を進める

・条例の施行に合わせて周知活動を
行う。
・市民や事業者、職員向けの啓発研
修や講演会を実施する。
・教育委員会と連携し、体験授業な
ど通じて子どもたちの障害及び障害
者理解を深める。
・差別解消支援地域協議会で、周知
啓発についての議論をする。

障害福祉課

◎障害者スポーツに関する情報の
収集と提供を行う。
◎障害者週間パネル展示等で日野
市の取り組み等の紹介を行う。

障害者週間イベントで障害者ス
ポーツを実施予定

障害者週間イベントで、ボッ
チャとブラインドサッカーを体
験し、障害のある方もない方も
一緒に楽しめる機会となった。

B
多くの来場者を記録した
が、まだまだ健常者の方の
参加者が少ない。

障害者週間イベント等についての周
知活動を徹底し、より多くの方へ波
及させる効果の高いイベント等を実
施する。

・障害福祉関係者以外の方も参加で
きるよう、情報発信のあり方を見直
す

文化スポーツ
課

・障害者が気軽にスポーツが出来
る機会を増やすため、ユニバーサ
ルスポーツ交流イベントの加え、
新たに障害者スポーツ体験会（ミ
ニユニバーサルスポーツイベン
ト）を3回開催する。また、障害
のある方にもない方にも障害者ス
ポーツに関心を持ってもらうた
め、情報発信の方法を工夫する。

・東京ヴェルディ委託の障害者
スポーツ体験教室を４～９月に
かけて10回実施し、サッ
カー・ボッチャ等様々な種目で
障害のある方もない方も一緒に
スポーツ交流することができ
た。
・障害者スポーツ体験会を
6/15と9/28に実施、延べ14
名の参加者にハンドロウル、
ボッチャを楽しんでもらうこと
ができた。スタッフのスポーツ
推進委員以外に、ボランティ
ア・手話通訳者が入り、障害者
と健常者の交流が出来た。

・東京ヴェルディ委託の障害者
スポーツ体験教室を19回実施
し、サッカー・ボッチャ等様々
な種目で障害のある方もない方
も一緒にスポーツ交流すること
ができた。
 
・障害者スポーツ体験会を
6/15と9/28に実施、延べ14
名の参加者にハンドロウル、
ボッチャを楽しんでもらうこと
ができた。スタッフのスポーツ
推進委員以外に、ボランティ
ア・手話通訳者が入り、障害者
と健常者の交流が出来た。

Ｂ

・限られた施設利用者だ
けでなく多くの障害者に
スポーツを楽しんでいた
だくこと。
・健常者の参加が少な
い。

・限られた施設利用者だけでな
くより多くの障害者にスポーツ
を楽しんでいただくため、情報
発信の方法を工夫する。

・東京ヴェルディ委託の障害者
スポーツ体験教室を24回実施
し、サッカー・ボッチャ等様々
な種目で障害のある方もない方
も一緒にスポーツ交流する
・障害者が気軽にスポーツが出
来る機会を増やすため、ユニ
バーサルスポーツ交流イベント
に加え、障害者スポーツ体験会
（ミニユニバーサルスポーツイ
ベント）を2回開催する（第一
回は中止）。また、障害のある
方にもない方にも障害者スポー
ツに関心を持ってもらうため、
情報発信の方法を工夫する。

文化スポーツ
課

ユニバーサルスポーツ交流イベン
トをはじめとした体験イベントで
普及をはかる。また、障害のある
方もない方も参加する「みんなと
一緒の運動会」で障害者スポーツ
のアスリートを招聘し競技紹介・
体験会を行う。

・令和元年４～９月は未実施。
（令和２年2月2日にユニバー
サルスポーツ交流イベントを実
施予定。令和元年１０月5日に
「みんなと一緒の運動会」を実
施済。）

・令和元年１０月5日に実施さ
れた「みんなといっしょの運動
会」の中でウィルチェアラグ
ビーのデモンストレーションな
どを行った。
・令和2年2月2日にユニバーサ
ルスポーツ交流イベントに177
名が参加した。

Ｂ

障害の有無にかかわら
ず、多くの方にニュース
ポーツ体験をしていただ
く。

障害の有無に関わらず、多くの
方に楽しんでもらえるように実
施する。

・令和2年10月にみんなといっ
しょの運動会内でのニュース
ポーツイベントの実施
・令和3年2月ユニバーサルス
ポーツ交流イベントの実施

子育て課
「みんなの遊・友ランド」の拡充
が安全に図られるよう、関係団体
やボランティアとの関係強化。

1月より次年度の事業開催に向
けて準備会を行った。今年度も
プログラムの一部を大学生ボラ
ンティアに依頼し、レクリエー
ションを実施した。
また、ボランティア同士の交
流、情報交換を目的とした事後
交流会を、今年度よりイベント
開催当日に行うことで、より障
がいについての理解を深めるこ
とができた。

1月より次年度の事業開催に向
けて準備会を行った。今年度も
プログラムの一部を大学生ボラ
ンティアに依頼し、レクリエー
ションを実施した。
また、ボランティア同士の交
流、情報交換を目的とした事後
交流会を、今年度よりイベント
開催当日に行うことで、より障
がいについての理解を深めるこ
とができた。

B

ボランティアスタッフの増
加により、自分の動きが分
からない人などが出てきて
いる。また、メインの遊び
以外も毎年同じプログラム
になってきているため、新
しいプログラムを求める声
があった。

図書館で貸出を実施しているマルチ
メディアDAISYを取り入れ、参加
者に新しい遊び（プログラム）を提
供する。
また、青少年委員1人1人に改めて
役割を知ってもらい、ボランティア
スタッフへの指示をより的確に行う
ことができるよう改善する。

1月より次年度の事業開催に向け会
議を行い、新しいプログラムを1つ
取り入れることを決定していたが、
新型コロナウイルス感染の影響によ
り事業が中止となった。

評価　課題と今後

25 ●
ニュースポーツの普及・み
んなと一緒の運動会

ニュースポーツは、「いつでも」「誰
でも」できるレクリエーション性の高
いスポーツです。技術やルールが簡単
で適度な運動量もあります。障害のあ
るなしにかかわらず一緒に楽しめるよ
う普及を行います。

・障害がある方も障害がない方も一
緒に楽しめるスポーツや運動会を普
及。

「みんなの遊・友ランド」では、障が
いのある子もない子も一緒に遊び、笑
顔で声かけできるようなふれあいの場
をつくることを目的としており、遊び
を通じて障がいへの理解を深めていま
す。

障害への理解が、より広く進むよう
「みんなの遊・友ランド」の拡充が
図られている。

障害のある人が障害のない人と等しく
日常生活及び社会生活を送ることがで
きるよう、市民及び事業者の障害理解
を深める啓発や講演会を実施します。
事業を通して、地域に働きかけ、共生
社会の実現を目指します。

・市民及び事業者の障害理解を深め
る啓発や講演会を実施。

24 ● 障害者スポーツの紹介

障害者スポーツとは、障害があっても
スポーツ活動ができるよう、障害に応
じて協議の規則や実施方法を変更した
り、用具などを用いて障害を補ったり
する工夫・適合・開発がされたスポー
ツです。障害のある人がスポーツを通
じて豊かな地域生活を営むことができ
るよう障害者スポーツを紹介します。

・障害のある人がスポーツを通じて
豊かな地域生活を営むことができる
よう推進。

見えてきた課題 令和２年度の取組予定

1

文化・
スポー
ツ活動
への参
加機会
の拡充

22 〇
障害者週間等を活用した作
品展・市民文化祭への参加
支援

障害者週間（毎年12月3日～9日）等
を活用し、イベント、作品展などを開
催し、障害理解を図ります。また、関
係部署・関係団体等と協力し、市民文
化祭の周知や参加支援を行い、障害の
ある人の文化・スポーツ活動への参加
の機会を拡充します。

・障害者週間（毎年12月3日～9
日）等を活用し、イベント、作品展
などを開催し、障害理解を図る。
・障害のある人の文化・スポーツ活
動への参加の機会を拡充。

障害理解促進・啓発事業
（№４再掲）

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価令和元年度の取組み状況 令和２年度の目標

施策項目３　　　様々な活動を通して障害理解を浸透させる 施策項目達成状況
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令和元年度の取組み状況

（９月末まで）

・平成30年度より新たに訪問
する障害者施設を２施設から3
施設に増やし、「やまぼうし」
にスポーツ指導を開始した。平
山台健康・市民支援センターの
体育館を借用し、平成30年6
月13日に23名、9月12日に
18名の参加があり、市内発祥
のスポーツ「ハンドロウル」を
楽しんでもらうことが出来た。

・障害者支援施設・事業所が実施す
るバザー等イベントの周知を継続し
ていく。
・仕事創出事業の推進と合わせて、
地域交流につなげる。

障害のある子どもの保護者等への事
業周知、ひのっち現場での受け入れ

市内障害者施設（4施設）に年
3回スポーツ推進委員を派遣
し、日野市発祥のハンドロウル
やパラリンピック正式種目の
ボッチャの指導を行い、障害者
の方々に楽しんでもらった。

・令和元年度の1年生保護者説
明会にて、資料配布・説明及び
受入実施

令和２年度の目標

市内障害者施設でハンドロウルや
ボッチャなどのスポーツ指導を行
う。

・当事業、活動が日野のまち全体に
浸透し、「みんなの生活にしていこ
う！」という啓蒙を、活動している
皆との共通認識にしたい。
・障害のある人、ない人が地域の中
でともに学び交流し合える場所を創
り、提供することで、地域やボラン
ティアの方と新たなきっかけづくり
とする。

・事業のPRを進め、広く講師役を
募集することに努める。
・受講生の必要に応じて、タブレッ
トなどの機器を導入する。
・引き続き、八王子東特別支援学校
との情報交換を密にし、新たな受講
生の有無を含めた状況の確認をす
る。

障害のある方のニーズの把握のため
に、ケースワーク担当者と連携して
聞き取りをするとともに、他の自治
体の取り組みの調査をする。

・青年成人学級のイベント
等の企画運営に、障害のあ
る人、ない人が共に参画で
きる場づくり。
・少年学級の新規加入者の
確保。

B

障害者支援施設・事業所が実施
するバザー等、地域との交流イ
ベントの実施について市の広
報・ホームページ等で周知を
行った。

障害者週間イベント等で、障害
のある方が社会参加できるよう
支援していることについて周知
したり、障害理解の促進に向け
た啓発をした。

31 〇 自発的活動支援事業 障害福祉課

障害者のある人が自立した日常生活及
び社会生活を営むことができるよう、
障害のある人、家族、地域住民などに
よる地域における自発的な取り組みを
支援します。

・障害のある人、家族、地域住民な
どによる地域における自発的な取り
組みを支援する施策を作成。

障害者支援施設・事業所が実施す
るバザー等イベントを周知する。

障害者支援施設・事業所が実施
するバザー等イベントを市の広
報・ホームページ等での周知を
行っている。

C

・イベントの案内は特定の
事業所に偏った掲載となっ
ている。
・地域交流という意味で
は、イベントの周知にとど
まらない、実質的な推進方
法の実施が必要。

・障害者支援施設・事業所のイベン
トの情報を、市の広報・ホームペー
ジで周知を行う。
・仕事創出事業により、障害者支援
施設・事業所の利用者に、地域の公
園清掃や、コロナ感染症対策として
の消毒作業等に関わってもらい、地
域との交流や、つながりの機会をつ
くっていく。

3

地域住
民と一
緒に活
動でき
る機会
を増や

す

30 〇 障害者支援施設等地域交流 障害福祉課
市内にある障害者支援施設等と地域の
住民の交流が活発に行われるよう施設
のイベントなどの紹介を行います。

・障害者支援施設等と地域の住民の
交流が活発に行われるよう推進。

放課後子ども教室（ひのっち）は、地
域の方々の協力を得て、小学生が楽し
く放課後を過ごせる、自由参加の居場
所の一つです。
放課後子ども教室「ひのっち」は、放
課後の子どもたちの居場所づくりを、
地域の方々の協力（ボランティア）を
得て、小学校施設を活用して実施して
いる事業です。

・放課後子ども教室において障害の
ある子どもを受け入れ実施。
・放課後子ども教室において障害の
ある子どもを受け入れることで、地
域のボランティアや子ども達に、障
害への理解が図られている。

障害のある子どもの保護者等への
事業周知を図るため、特別支援学
級の１年生保護者会において、事
業の説明を行う。

・平成31年度の1年生保護者
説明会にて、資料配布・説明及
び受入実施

Ａ

2

障害の
ある人
の文化
活動・
スポー
ツ活

動・遊
びの場
の充実

26 ●
障害者青年・成人学級、少
年学級の充実

中央公民館

29 ●
放課後子ども教室における
障害のある子どもの受け入
れ

子育て課

● 障害者施設スポーツ指導
文化スポーツ

課

スポーツ推進委員等が障害者施設を訪
問し、ニュースポーツを中心にスポー
ツを楽しむことを趣旨とした指導を行
い、障害の程度等に応じたスポーツを
提供します。

・障害者施設でスポーツの指導を行
い、ニュースポーツ等を普及。

27 ● 障害者訪問学級 生涯学習課

一人で外出することが困難で義務教育
終了後進学できなかった学習意欲のあ
る障害のある人や長期病気等の人を対
象に、生涯学習の一環として家庭に講
師を派遣し学習機会を提供します。

・障害者訪問学級を周知し、利用を
促進。

受講生の希望にこたえられるよ
う、事業を積極的に推進する

障害のある人とない人がともに仲間と
して相互に理解を深め交流し、学び
合っています。障害者とボランティア
ではなく「ともに学級生」として学級
の企画・運営を行っています。また、
少年学級では、地域の子ども達やボラ
ンティアと一緒に楽しく遊び、学んで
います。

・障害者青年、成人学級、少年学級
を充実。

青年、成人学級、少年学級とも
に、障害のある人、ない人が共に
地域で学びあい、交流できる場を
提供し、充実した人生を送れるよ
うな機会をつくる。

・月１回の定例会、分科会活動
に加え、青年学級では８月に１
泊２日の合宿を行い、大学生、
高校生等多くの若者が参加し
た。

B

令和元年度の取組み状況

・青年成人学級は、分科会も含
めて延べ７０事業を企画実施
し、延べ９４７人の参加があっ
た。
・少年学級は事業計画を実行し
17回延べ850人の参加があっ
た。
両事業とも、年度末はコロナウ
イルス感染拡大防止のため、中
止となる行事があった。

受講生1４名、講師1５名で事
業を展開した。
９月の大成荘での移動教室、受
講生の個性に合わせたさまざま
な学びの場を用意した。
受講生の必要に応じて、各家庭
で所有しているタブレットを
使った授業も実施している。
３月には受講生全員に「修了
証」を授与した（新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、一
部の方には4月以降に授与す
る）。

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 平成30年度の目標 評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

・ハンドロウルやボッチャなどの
スポーツ指導に訪問する障害者施
設を徐々に拡大する。30年度
は、1施設増やす。

Ｂ
徐々に施設側のスタッフに
よる指導に移行できるよう
にしていく。

6月中旬（新型コロナウイルスの影
響で実施時期は変更の可能性あり）
から実施していく

・平成30年度は、受講生13
名、講師16名の体制で、事業
を展開している。また、9月1
日から一泊二日で大成荘での移
動教室を実施した。

Ａ
・講師役の市民の高齢化
・教材のICT化の重要性
・受講生の固定化

・庁内の関係部署（中央公民館、障
害福祉課、発達・教育支援課）と情
報交換の場を持つ。
・文部科学省が進める「障害者の多
様な学習活動を総合的に支援するた
めの実践研究」への手上げを含めた
情報収集を行い、日野市全体の障害
者の学びの場について俯瞰できるよ
うな仕組みづくりをめざす。

28

障害のある方が自発的活動
を支援するために、現状で
求められていることが何か
把握する必要がある。

地域生活支援事業の必須事業と
なっているため、計画期間中の実
施に向けて情報収集を行う。

心のバリアフリーを推進するた
め障害団体や家族会との意見交
換等を行うとともに、例えば障
害者週間ベントにおいて障害の
ある方の参加を促進し、障害理
解に向けた研修や啓発のしくみ
を検討する。

ニーズの把握に努め、障害のある
人、家族、地域住民などによる地域
における自発的な取り組みを支援す
る施策を作成する。

多くの方に参加していただくととも
に新規の加入者が増えるよう周知に
努める。

児童の対応に苦慮する場合
など、学校の先生などに相
談しながら対応している状
況が依然としてみられるの
で、放課後子ども教室運営
委員会の実施等により引き
続き学校との連携強化を図
ることが必要である。

1年生保護者説明会における資料配
布・説明及び各校ひのっちでの受入
実施の継続、ひのっちと学校との情
報共有
→コロナウイルス感染症の影響によ
り、令和2年5月14日時点で保護者
説明会およびひのっち未開催
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障害福祉課

・障害者週間（12月3日～9日）
にパネル展示・イベント等を通し
て障害理解の浸透を図る
◎商工会等をとおして、市内の事
業所に対し障害理解を深めるリー
フレットの配布を行う。
・地域懇談会等で障害理解を深め
よう市民向けリーフレットの配
布、講座等を行う。

・障害者週間イベントに向け準
備を進めている。

・リーフレット作成中

・12月8日（日）障害者週間イ
ベント実施。１週間プレ週間と
しイベントの周知を行い当日は
たくさんの来場者数となった。
・12月15日号広報に障害者差
別解消推進条例リーフレットを
掲載。４０００冊の増刷。様々
な連絡会や会議等で配布した。

Ａ

令和2年条例施行にあわせ
て、障害者差別に関する周
知啓発をより進めていかな
いといけない。学校等との
協働等により小さいころか
ら、身近にふれあいなが
ら、お互いに理解を深めて
いく取組み等を検討してい
く。市民及び事業者の障害
理解を深める啓発を継続
し、地域に働きかける。

障害を理由とする差別の解消を進め
ていくための環境を整えていくとと
もに、障害についての理解を深め、
関わり合いを通じて相互理解を深め
ることができるよう共生社会実現に
向けた周知、啓発を進める

・条例の施行に合わせて周知活動を
行う。
・市民や事業者、職員向けの啓発研
修や講演会を実施する。
・教育委員会と連携し、体験授業な
ど通じて子どもたちの障害及び障害
者理解を深める。

都市計画課

・日野市ユニバーサルデザイン推
進功労者表彰の募集、表彰を実
施。
・「心のバリアフリー職員研修」
を実施。

・日野市ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推進功
労者表彰募集により応募のあっ
た施設を評価し、市長に推薦し
た。
・職員28名に対し「心のバリ
アフリー職員研修」を実施し、
肢体障害者の講話と車いす体験
を行った。

・日野市ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推進功
労者表彰の募集を行った。
・職員28名に対し「心のバリ
アフリー職員研修」を実施し、
視覚障害者の講話と白状体験を
行った。

Ｂ

ＵＤ表彰の募集を行った
が、応募がなかった。例年
応募件数が少ないのでその
対応を検討していく。

・日野市ユニバーサルデザイン推進
功労者表彰の募集、表彰を実施す
る。また、表彰に関する募集要綱を
見直す。
・「心のバリアフリー職員研修」を
実施。

・日野市ユニバーサルデザイン推進
功労者表彰の募集要綱を見直し、表
彰を実施する。
・「心のバリアフリー職員研修」を
実施（聴覚障害関係）。

・第二次バリアフリー特定事業計画進行管理会議を実施し、進捗
状況を確認した。

施策項目達成状況

1

外出し
やすい
まちづ
くり

32 ●

33 ●

34 ● 放置自転車対策の推進 道路課

ユニバーサルデザインまちづくり推進
計画に基づき放置自転車対策を推進し
ます。また、歩行者、特に障害のある
人や高齢者にとって安全な歩行の妨げ
となる違法駐輪・放置自転車解消に関
する広報・啓発活動を充実します。

障害理解促進・啓発事業
（再掲Ｎｏ４）

障害のある人が障害のない人と等しく
日常生活及び社会生活を送ることがで
きるよう、市民及び事業者の障害理解
を深める啓発や講演会を実施します。
事業を通して、地域に働きかけ、共生
社会の実現を目指します。

・市民及び事業者の障害理解を深め
る啓発や講演会を実施。

日野市ユニバーサルデザイン推進条例
に基づき、毎年度、ユニバーサルデザ
イン推進功労者表彰の募集・表彰を行
うほか、市職員を対象とした「心のバ
リアフリー職員研修」を実施してい
る。

・継続して日野市ユニバーサルデザ
イン推進功労者表彰の募集、表彰及
び「心のバリアフリー職員研修」を
実施することでユニバーサルデザイ
ンのまちづくり、心のバリアフリー
を推進する。

35 ● 外出支援等サービスの充実 障害福祉課

同行支援、行動援護等の障害のある人
の外出を支援する障害福祉サービスを
提供する事業者の確保に努めます。ま
た、地域生活支援事業の移動支援事業
については、事業者の確保に努めると
ともに事業内容の見直し等も行いま
す。

市民の誰もが自らの意思で自由に行動
し、あらゆる活動に参加し、人生を楽
しみながら希望をもって生きられる社
会を築くことを目的として制定され
た、日野市ユニバーサルデザイン推進
条例に基づくユニバーサルデザインま
ちづくり推進計画を推進し、ハード、
ソフト、ハートが連携する仕掛けを充
実します。

・日野市のユニバーサルデザインの
現状に即した新たな推進計画を策定
し、引き続きユニバーサルデザイン
のまちづくりの推進を目指す。

・特定事業計画の進行管理を行
い、計画の見直しを検討する。

Ｂ

令和元年度の取組み状況
（９月末まで）

評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

・外出支援等のサービスに従事す
る人材を増やすため、育成研修等
への参加を促す施策の検討を行
う。

・未実施 A

・福祉業界全体として職員
は不足しているしている
上、入れ替わりが激しく、
それは本計画に関する事業
を展開している事業者につ
いても同様である。
・今後は新規のみならず職
員の定着を促す必要があ
る。

移動支援事業について学生のアルバ
イトや業界未経験者が新規に参加す
ることのできるような施策を検討す
るために市内事業所に聞き込み

移動支援事業の単価改正（日中
の身体介護なしの人について、
800円/30分→950円/30
分）して近隣市と比べて低かっ
たものの改善を図った。協定事
業所も増えている。

・障害者や高齢者にとって安全な歩
行の妨げとなる違法駐輪・放置自転
車対策を推進。

・同行支援、行動援護等の障害のあ
る人の外出を支援する障害福祉サー
ビスを提供する事業者を確保すると
ともに、事業内容の見直しを実施。

令和元年度の取組み状況

・主要駅の放置禁止区域で放置
自転車の撤去作業を155回実施
し、1402台を撤去した。
・また、自転車を放置しようと
する者に対して直接指導と看板
等による啓発活動をおこなっ
た。

令和２年度の目標

・特定事業計画の最終年度につき、
進行管理を行うとともに計画の見直
しを検討する。

・自転車を放置しようとする者への
直接指導と看板等による啓発活動を
継続し、主要駅の放置禁止区域での
放置自転車撤去台数を前年度より
90台減少させる。（撤去作業は同
回数行う）

福祉人材育成事業などを活用して福
祉サービス事業所の職員定着につな
がる施策の実施。

ユニバーサルデザインまち
づくり推進計画の推進

都市計画課
推進計画に位置付けられて
いる民間事業者の会議への
出席者が少ない。

・第二次バリアフリー特定事業計画
進行管理会議を実施し、進捗状況を
確認する。

・自転車を放置しようとする者へ
の直接指導と看板等による啓発活
動を継続し、主要駅の放置禁止区
域での放置自転車撤去台数を前年
度より100台減少させる。（撤
去作業は同回数行う）

・主要駅の放置禁止区域で放置
自転車の撤去作業を７６回実施
し、７８５台を撤去した。
・また、自転車を放置しようと
する者に対して直接指導と看板
等による啓発活動をおこなっ
た。

A

放置自転車の更なる減少に
向けて、指導誘導や啓発活
動を通じて市民への意識付
けを継続して実施してい
く。

・主要駅の放置禁止区域で放置自転
車の撤去作業を155回実施する。

【障害福祉課】道路課の実施の周知
にあわせて、障害福祉課でも連携し
啓発を進め、放置自転車を減らす取
組を支援する。

基本目標 2　　安心・安全に暮らす

施策項目１　　　安心して暮らせるまちづくりを推進する 評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
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障害福祉課

・住宅相談事業・居住サポート事
業に習熟し、日頃の相談業務に活
かす。
・それぞれの相談内容を共有し、
円滑な支援体制を構築する。

照会のあったケースについて対
応し、情報共有を行った。

・定期的に開催される「日野市
居住支援協議会」に参加し現状
の把握に努めた。
・窓口に周知資料を置いたり、
相談の際に周知を行うことで、
「あんしん住まいる日野」の存
在を周知した。
・必要な場合は「あんしん住ま
いる日野」に上がった相談ケー
スを、受託者と情報共有した。

B

住宅に関する相談のみなら
ず、生活や経済的な部分の
支援の必要性など様々な課
題を抱えていることがあ
る。

・「日野市居住支援協議会」に参加
し現状把握を継続する。
・窓口に資料を置き、「あんしん住
まいる日野」の存在を周知を継続す
る。
・定期的な「あんしん住まいる日
野」の連絡会に参加し、受託者と情
報共有を継続する。

・「日野市居住支援協議会」に参加
し現状把握を継続する。
・窓口に資料を置き、「あんしん住
まいる日野」の存在を周知を継続す
る。
・定期的な「あんしん住まいる日
野」の連絡会に参加し、受託者と情
報共有を継続する。

都市計画課 Ｂ

窓口や電話などにおいて設置に
向けた相談を受ける際に日野市
の現状を伝えた。特に重症心身
障害者（児）のニーズが高いこ
とも伝えた。

グループホームを立ち上げ
たい法人は少なくないもの
の、重症心身障害者（児）
のニーズが高いことについ
ての情報はまだ浸透してい
ない。

グループホームの利用を希望する障
害のある人のニーズの把握に努め、
安全・安心して地域生活できるよう
に、事業所等の確保を行う。

Ｂ

未実施

令和２年度の目標

引き続き、窓口や電話などにおいて
設置に向けた相談を受ける際に、特
に重症心身障害者（児）のニーズが
高いことを伝えていくとともに、現
状の把握のため、ケースワーク担当
と連携していく。

・平成30年6月に日野市居住
支援協議会住宅セーフティネッ
ト相談事業「あんしん住まいる
日野」の相談窓口を設置した。
平成30年度は58組(内、障害
者14組)の相談を受け10件
(内、障害者2件)の入居が成立
し、安定した暮らしを確保する
ことができた。

「あんしん住まいる日野」の令
和元年度の相談者数は、51組
(内、障害者15組)の相談を受
け、うち21件(内、障害者8件)
が入居成立または状況改善し、
安定した暮らしを確保すること
ができた。

転宅だけでなく生活支援の
導入等、相談者の負担ない
解決も含めた相談対応を進
めることができた。転宅や
状況改善に至らなかった事
例の課題解決をより一層進

めていく。

・住宅相談窓口「あんしん住まいる
日野」が、住宅確保要配慮者にとっ
て利用しやすく関係者が協力しやす
い体制を維持するとともに、転宅成
約や状況改善がより一層向上するよ

うに必要な支援等を推進する。

あんしん住まいる日野の相談者数の
半数以上の転宅または状況改善を進

める。

窓口や電話などにおいて設置に
向けた相談を受ける際に日野市
の現状を適切に伝えるととも
に、特に重症心身障害者（児）
のニーズが高いことも伝え、設
置に向けた誘導を図っていく。

事業者連絡会の開催し、グループホー
ム地域ネットワークを構築し、人材育
成の支援やグループホーム相互及び関
係機関との連携に向けた取組みを行い
ます。

・グループホーム事業者連絡会を実
施。

2

多様な
「住ま
いの

場」の
充実

グループホーム連絡会の開催に向
けて、その構成団体数や頻度、共
有が必要とされる情報など、自立
支援協議会と進め方の意見を図り
ながら進めていく。

市内にあるグループホームをサ
ンプリングし、ニーズの聞き取
りやアンケート調査を通じて実
態把握などを行う。

39 ●
多様なグループホーム設置
支援

障害福祉課

障害のある人が地域生活を継続できる
よう多様なグループホームの設置を支
援します。（例：医療的ケアを必要と
する障害のある人が地域生活を継続で
きるグループホーム等）

〇
居住支援協議会による住宅
確保要配慮者への支援

都市計画課

民間賃貸住宅の家主、不動産業者の
方々が、住宅確保要配慮者の入居を拒
まず安心して貸してもらえるような支
援の整備、住宅に困る方々が相談でき
る体制や環境づくりなどを進めていま
す。平成３０年度より相談窓口の設置
を事業委託で実施する予定です。

・居住支援協議会による住宅確保要
配慮者への居住支援を実施。相談窓
口の充実。

36 〇
住宅相談事業・居住サポー
ト事業の検討

賃貸契約による一般住宅への入居を希
望していても、保証人がいない等の理
由により入居が困難な障害のある人に
対して、入居に必要な調整等に係る支
援を行ったり、家主等への相談・助言
を行う事業の実施に向けた検討を行い
ます。

・多様なグループホームの設置を支
援。

・住宅相談事業・居住サポート事業
を実施し、保証人がいない等の理由
により入居が困難な障害者をなく
す。

賃貸契約による一般住宅への入居を希
望していても、保証人がいない等の理
由により入居が困難な障害のある人に
対して、入居に必要な調整等に係る支
援を行ったり、家主等への相談・助言
を行う事業の実施に向けた検討を行い
ます。

・住宅相談事業・居住サポート事業
を実施し、保証人がいない等の理由
により入居が困難な障害者をなく
す。

37

障害福祉課38 〇
グループホーム事業者連絡
会の実施

第5期障害福祉計画に基づき、グ
ループホームの利用を希望する障
害のある人が安全・安心して地域
生活できるように、事業所等の確
保を行う。

・住宅相談窓口「あんしん住まい
る日野」を開設し、住宅確保要配
慮者にとって、利用しやすい体制
を構築するとともに、入居成約率
が向上するように必要な支援等の
課題を整理する。

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定令和元年度の取組み状況

E

各事業所からの聞き取りの
機会をとらえ、市内グルー
プホーム相互の連携に向け
た課題の抽出が必要。

令和3年度にグループホーム連絡会
を立ち上げることを目標に、各事業
所からの聞き取りの機会をとらえ、
市内グループホーム相互の連携に向
けた課題の抽出をし、その解決策を
明確にする。情報交換、共有できる
仕組みを工夫する。

自立支援協議会など、既存の会議体
において、各法人からの聞き取りを
行うとともに、市内の主要な法人の
グループホーム事業所と連携し、ア
ンケートを実施（令和2年11月
頃）し、グループホームが抱える問
題の吸い上げをする。

B
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40 〇 障害福祉課

・（仮称）医療的ケア児等支援協
議会設置に向け、関係部署と検討
する。
・庁内の関係課と南多摩保健所と
の情報共有をしそれぞれの役割を
明確にする。

・未着手 ・未着手 E

医療的ケア児の生活上の実
態や課題が把握しきれてい
ないため、どのような支援
が必要とされるのかが見え
ていない。

・自立支援協議会で令和2年度の重
点項目として捉えた。
・（仮称）医療的ケア児等支援協議
会設置の準備を行う。

・アウトリーチを中心としたケース
ワーク等から、医療的ケア児の生活
の実態や課題を把握する。
・地域自立支援協議会等を活用し、
協議の場を設置するための準備の場
を設け、検討していく。

41 ○ 障害福祉課

・（仮称）医療相談支援専門員の
適切な配置に向け関係部署と検討
を進める。
・庁内の関係課及び南多摩保健所
との情報共有をし必要とされる相
談体制を把握する。

・未着手 ・未着手 E
（仮称）医療相談支援専門
員の適切な配置を検討する
場がない。

（仮称）医療相談支援専門員の適切
な配置に向け関係部署と検討する。

（仮称）医療相談支援専門員の適切
な配置に向け関係部署と検討を行
う。

令和元年度の取組み状況 令和２年度の目標令和元年度の目標
平成30年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

　医療的ケアを必要とする児童が、心
身の状況に応じた保健、医療、障害福
祉、保育、教育等の各関連分野の支援
をうけられるよう、保健所、病院等、
保育所、学校等の関係者が連携を図る
ための協議の場として（仮称）医療的
ケア児等支援協議会を設置し、各関連
分野が共通の理解に基づき協働する総
合的な支援体制の構築を目指します。

・（仮称）医療的ケア児等支援協議
会を設置し、総合的な支援体制を構
築。

（仮称）医療相談支援専門
員の配置

　医療的ケア児たが必要とする多分野
に及ぶ支援の利用を調整し、総合的か
つ包括的支援につなげる（仮称）医療
相談支援専門員の適切な配置を行いま
す。

・（仮称）医療相談支援専門員の適
切な配置を実施。

【令和2年度重点項目】
（仮称）医療的ケア児等支
援協議会設置

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標
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42 〇 障害福祉課

・東京都が実施する研修の充実を
部課長会等を通じて要望を行う。
・市内障害者支援施設での実施に
向けて情報の収集と提供を行う。

・未着手 ・未着手 Ｅ

・市内障害者支援施設で
は、看護師の確保も進み、
再度、市の支援の必要性の
有無についての調査確認が
必要となる。

・東京都が実施している研修につい
て把握し情報提供する。
・市内の施設の要望や現状、課題等
を調査し、市に求められる取り組み
を明確化する。
・医療的ケア児等支援協議会設置の
準備を進める中で、介護職員に求め
られる医療的ケアについて実態をさ
ぐる。

・東京都主催の研修についての情報
提供を行う。
・協議の場を設置するための準備の
場を設け、調査検討していく。

・障害者医療的相談事業を継続して
実施する。
・日中活動の場において訓練等の助
言体制を維持していく。

適用される可能性のある
サービス内容のが幅広く多
岐に渡り、制度変更等が
あった場合に校正にも時間
がかかってしまう。わかり
やすいものにするために
も、内容をどこまで盛り込
むか検討が必要。

B

・日中活動の場において、
訓練等の助言体制を維持で
きているか確認する必要が
ある。

・医療的相談事業を継続する。
・日中活動の場における助言体制を
確認する。

・相談支援事業所間の情報共有や
課題解決のため、連絡会などの開
催の支援する。
・連絡会などで抽出された課題に
ついては、必要に応じて自立支援
協議会等の困難事例として報告
し、処遇等の調整を行い課題解決
に向けての支援を行う。

・自立支援協議会相談支援部会
（３回）を開催し支援を実施し
た。

B

事例検討を行っている。問
題が多様化、複雑化、困難
化している。計画相談を新
規で受けるのが難しい状況
がある。

・12月ごろ研修会を実施予定。

・増加無し。
・引き続き窓口等で問い合わせ
のある際は案内を行う。

C

・重症心身障害児（者）に
対応したサービス提供事業
所が少ない。
・相談支援事業所が少な
く、一事業所当たりの担当
件数も事業所によりばらつ
きがある。

47 ● 相談支援事業 障害福祉課

障害のある人及び子どもが地域生活を
継続できるよう、福祉に関する様々な
問題について、相談に応じ必要な情報
提供及び助言、福祉サービスの利用支
援等を行います。自立支援協議会等の
検討を経て必要な相談支援事業の充実
を図ります。

・相談支援事業の継続及び充実

46 ●
障害福祉サービス、児童発
達支援事業等の確保

障害福祉課

第５期日野市障害福祉計画及び第１期
日野市障害児福祉計画に基づき各サー
ビスの提供体制及びサービス量を確保
し実施します。

・各障害福祉サービスの提供体制及
びサービス量を確保し実施。

4

・個々の相談に応じて適切に地域生活支援事業（移動支援、日中
一時支援、地域活動支援センター、コミュニケーション支援）及
び一時保護事業の提供を実施した。

・個々の相談に応じて適切に対応し、必要なサービス提供に結び付け
る。
・一時保護事業を継続的に実施する。

44 ●
障害者（児）福祉ガイド
ブックの作成

障害福祉課

43 ● 障害者医療的相談 障害福祉課

在宅の重度心身障害者が安定した地域
生活を送ることができるよう身近な地
域で医療的なケアや相談を受けていま
す。

・在宅の重度心身障害者が身近な地
域で医療的なケアや相談を受けられ
るような施策を充実。

・医療的相談や助言を必要とす
る重度心身障害者が通所する市
内事業所に医師、作業療法士等
の専門職を派遣、技術的助言を
行った

・障害福祉サービス等が計画とお
り提供できるよう、法人の事業所
設立に向けた協議調整をおこなっ
ていく。

第５期日野市障害福祉計画に基づき地
域生活支援事業の提供体制及びサービ
ス量を確保し実施します。また、障害
のある人が一時的に在宅での介護が困
難となった時に一時的に保護する事業
を継続して実施します。

・地域生活支援事業の提供体制及び
サービス量を確保し実施。
・一時保護事業を継続実施。

・個々の相談に応じて適切に対応
し、必要なサービス提供に結び付
ける。
・一時保護事業を継続的に実施す
る。

障害のある人が日常生活や社会生活を
送るために必要なサービスをわかりや
すく案内するガイドブックを作成しま
す。

・身体、知的、精神の３つの障害を
まとめた障害者（児）福祉ガイド
ブックを作成。

・障害者医療的相談事業を継続し
て実施する。日中活動の場におい
て訓練等の助言体制を維持してい
く。

・医療的相談や助言を必要とす
る重度心身諸具合者が通所する
市内事業所に医師、作業療法士
などの専門職を派遣、技術的助
言を行った。
・医師派遣4回、その他専門職
6回

・掲載する内容の確認、修正に
時間を要し、校正の段階までに
とどまった。

生活に
必要な
サービ
ス・支
援体制
の充実

45 ●
地域生活支援事業の充実・
一時保護事業

障害福祉課

・30年度着手した作成物の早期
発行。今後、作成物の評価を行
う。

年度内配布を目指し、原稿の再
校正中である。

C

Ａ

・身体、知的、精神の３つの障害をまとめた障害者（児）福祉ガイド
ブックを作成。

・障害福祉サービス等が計画とおり提供できるよう、各事業所に案内を
行うとともに、法人の事業所設立に向けた協議調整をおこなっていく。

施設職員等の医療的ケアの
向上のための取組み支援

東京都に対し、喀痰吸引等の業務を行
うことができる人材の養成研修事業の
拡充を強く求めていきます。また、事
業所が医療的ケアの提供ができる職員
を養成しようとする取組みに対する支
援について検討し実施します。

・東京都に対し、喀痰吸引等の業務
を行うことができる人材の養成研修
事業の拡充を求める。
・事業所が医療的ケアの提供ができ
る職員を養成しようとする取組みに
対する支援を実施。

・研修会の実施
・自立支援協議会相談支援部会
（５回）を開催し支援を実施し
た。

利用者の現状、相談内容に
即したサービス提供が行わ
れているか、適宜把握して
いく必要がある。

・引き続き窓口等で事業所等か
ら問い合わせのある際は案内を
実施。
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障害福祉課

・令和元年度より実施する地域防
災計画改定事業において、要配慮
者の記載を見直しを図るととも
に、障がい者を含めた要配慮者か
らの意見が反映できる仕組みづく
りを実施する。

・（仮称）協議会の開催は現在
まで未開催ではあるが、令和２
年度の地域防災計画修正時に向
け、防災安全課、高齢福祉課、
障害福祉課の３課にて要配慮者
への支援について定期的に会議
を開催し検討を行っている。

・令和2年度の地域防災計画改
定に向け、防災安全課、高齢福
祉課、障害福祉課の3課にて要
配慮者への支援についての会議
を行った。

B

台風19号の際の対応を通じ
て、避難行動要支援者の移
送、福祉避難所の開設及び
運営、迅速な情報発信等が
課題であると認識した。

避難行動要支援者への支援につい
て、関係部署と連携し体制を強化し
ていく。

・避難行動要支援者情報の正確な把
握
・避難者の移送手段の強化
・福祉避難所の新規協定締結などを
行う

高齢福祉課

・各主管部署や、関係団体の意見
を伺い必要とされる役割を明確化
し、形態や名称にとらわれずに課
題解決を優先して対応する。

団体との協議の場を通して「防
災」をテーマとして議論を行っ
た。

団体との協議の場を通して「防
災」をテーマとして議論を行っ
た。

B

台風19号の対応を通して災
害発生時の避難行動要支援
者の移送、福祉避難所のト
リアージ、避難所での過ご
し方等多数の課題が見え
た。

左記の課題に対して、関係部署及び
関係機関とともに検討していく。

真に支援が必要な方を抽出し、極細
やかな支援体制を構築する。他機
関、事業所に災害時の移送について
協力依頼を行う。

防災安全課

避難行動要支援者対策に関連する
庁内部署による会議を定期開催
し、現状把握、課題抽出、対応策
等の検討を行う。

・「避難行動要支援者対策事業
担当課会議」を2回（5月、8
月）開催した。会議では、福祉
避難所運営マニュアルについて
各福祉避難所への説明会の実施
の確認の他、災害時のバス輸送
の活用について想定を行った。

避難行動要支援者対策に関連す
る庁内部署による会議を定期開
催し、現状把握、課題抽出、対
応策等の検討を行った。

A

災害時に要配慮者の方が安
全・安心に避難させるため
には、地域防災計画に当事
者の意見を反映させる必要
があり、要配慮者支援班の
マニュアルにもその方への
避難体制を具体手に明記す
る必要性がある。

日野市地域防災計画に当事者の声を
反映させ、要配慮者への安全・安心
な避難体制と地域防災計画に付随す
る要配慮者支援班マニュアルに対策
手順等を明記をする。

地域防災計画改定の過程の中で、要
配慮者の方が要配慮者支援プロジェ
クトチームの一員となって頂き、当
事者の意見を計画に反映する仕組み
を作る。

障害福祉課
・福祉避難所の開設・運営マニュ
アルを読み込み、課題を把握す
る。

・市内福祉避難所とマニュアル
の読み合わせ会を行い、要改善
点の明確化を進めている。

・マニュアルの読み合わせ会を
実施し、改善を行うとともに、
今後の課題を明確化した

B

・要配慮者の避難時の移
動手段の確保
・福祉トリアージをはじ
めとした避難プロセスの
円滑化
・指定避難所を経由しな
い避難の在り方の検討

・福祉避難所や移送手段のさらなる
拡充
・感染症対策を盛り込んだ福祉避難
所マニュアルの改定検討

・福祉避難所及び移送に関する協定
の新規締結
・感染症対策を盛り込んだ福祉避難
所マニュアルの改定
・福祉避難所（民間）と市の福祉避
難所開設訓練を実施予定。

高齢福祉課
・令和１年８月に改訂した福祉避
難所運営マニュアルについて、必
要に応じて改訂を行う。

・避難情報が５段階へ変更した
ことに伴い、マニュアル内のタ
イムラインを見直した（８
月）。
・福祉避難所として協定を結ん
でいる施設に対し、マニュアル
説明を行った。（9月）

・避難情報が５段階へ変更した
ことに伴い、マニュアル内のタ
イムラインを見直した。（８
月）
・福祉避難所として協定を結ん
でいる施設に対し、マニュアル
説明を行うとともに、各施設か
ら出た意見を吸い上げ、高齢者
用福祉避難所全施設に対し共有
を図った。（９～１０月）

B

台風19号到来の際、マニュ
アルに記載しているトリ
アージが機能しなかった。
また。民間の福祉避難所の
開設が進まなかった。

公設の福祉避難所の設置及び準備を
他部署、関係機関とともに協議し進
める。

庁内関係部署、福祉避難施設等と協
議し、災害時のスムーズな福祉避難
所の開設及び運営のため協議を重
ね、体制を構築する。

障害福祉課
・年度ごとに対象者に対して案内
を行い、取付を実施する。

・未実施

本事業の令和元年度の対象と思
われる103件に申請書を送付
し、6件の申請を受け付け、支
給取付を実施した。

C

・前年度に比較して支給取
付を実施した件数が減少し
た。単なる器具の配布では
なく、器具の取付自体がで
きない世帯を対象としてい
るため、実際に対象となる
方が限られる。

・家具転倒防止対策の施策を継続実
施。

・対象者に対して案内を行い、取付
を実施する。

高齢福祉課
引き続き希望する対象世帯に交付
を行う。

5月末に対象となる1,698世帯
に申請書を送付し、64件の申
請を受け付け、交付決定を行っ
た。現在日程調整の上随時取り
付け作業中。

令和元年度は82件に交付決定
を行い、65件に取付けを行っ
た。目標155件に対し41.9％
の実施率となった。

C
平成30年度と比較して希望
世帯が減少した。

令和2年度は目標を100件にし、引
き続き避難行動要支援者の安全確保
のため継続していく。

引き続き対象となる世帯に案内と申
請書を送付し周知し、申請を促して
いく。

● 家具転倒防止対策

器具を取り付けることが難しい障害の
ある人が居住する家屋にある箪笥、食
器棚、本棚その他の家具を器具等によ
り家屋の柱、壁等に固定し地震に備え
ます。

・家具転倒防止対策の施策を継続実
施。

器具を取り付けることが難しい障害の
ある人や高齢者が居住する家屋にある
箪笥、食器棚、本棚その他の家具を器
具等により家屋の柱、壁等に固定し地
震に備えます。事業は平成29年から
４カ年で実施します。

・避難行動要支援者のいる世帯の
内、備え未実施と想定する世帯（約
２割）に実施。
・平成29年度から３２年度の各年
度で高齢者155世帯障害者98世帯
ずつ実施。

・指定避難所での障害者の受け入れ
態勢を充実。

・障害のある方が安心安全な避難
所生活が送れるよう、配慮に努め
る。

・指定避難所開設の際、校舎の
１階にある、車いすでも使用可
能なだれでもトイレのそばの教
室を、障害者、高齢者、妊産
婦、女性用の思いやりスペース
として開放する体制を整えた。

Ｂ

多数の避難者が避難してき
た場合やインフルエンザ等
の感染症が疑われる避難者
がいる場合、思いやりス
ペースや個室スペースの確
保が難しくなる。
・避難所への避難状況等の
情報提供・発信。

49 〇
福祉避難所の対応マニュア
ルの整備

災害時に福祉避難所が円滑に開設・運
営できるようにマニュアルを整備しま
す。

・福祉避難所の対応マニュアルを整
備し、充実。

50 〇
指定避難所の受け入れ態勢
の充実

庶務課

障害のある人が災害時に指定避難所で
過ごすために必要な配慮、思いやりス
ペースの設置など受け入れ態勢を充実
します。

評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

1

【重点
施策】
災害時
の体制
づくり

48 〇
（仮称）災害時支援協議会
の開催

障害のある人等の災害時の避難に関す
ることや防災に関すること等につい
て、市、関係機関及び関係団体で協議
するため開催します。

・（仮称）災害時支援協議会を開催
し、障害者の意見を施策に反映。

体育館・各教室の状況と収容人数を
把握し、計画的に避難者を割り振
る。避難者の受け入れ時には、問
診、十分な手洗い、検温等を行うと
ともに、三つの密が重ならないよう
避難スペースを確保し、障害のある
方が安心安全な避難所生活が送れる
よう配慮する。

51

施策項目２　災害に備える体制を構築する 評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
令和２年度の目標

施策項目達成状況

学校の体育館・教室等の利用につい
て、各教室の収容人数を把握し、思
いやりスペースが十分確保できるよ
う計画的に避難者を割り振り、適正
な避難所運営を行う。また、避難所
での感染症対策を徹底する。

令和元年度の取組み状況

台風19号上陸に伴い、指定避
難所を開設した。開設した指定
避難所すべてにおいて、思いや
りスペースを設置した。
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防災安全課

・高齢福祉課・障害福祉課に対
し、気象情報等の防災情報を提供
し、避難行動要支援者へのスムー
ズで抜け目のない情報発信を目指
す。
・市から発信する情報を受け取っ
た市民が正しい行動をとれるよう
に、日頃から広報ひの、ホーム
ページ、出前講座などを通して防
災情報の周知を行う。

令和２年度の地域防災計画修正
時に向け、国や都、近隣自治体
と連携を図りながら、避難判断
が早期に行えるよう、水害時の
対応の検証を行っている。
・高齢福祉課・障害福祉課と連
携を強化し、要配慮者等に寄り
添った支援構築に向けて調整を
進めている。

令和２年度の地域防災計画修正
時に向け、国や都、近隣自治体
と連携を図りながら、避難判断
が早期に行えるよう、水害時の
対応の検証を行っている。
・高齢福祉課・障害福祉課と連
携を強化し、要配慮者等に寄り
添った支援構築に向けて調整を
進めている。

C

要配慮者一人一人の個別計
画が今後必要となるため、
障害福祉課、高齢福祉課と
更なる連携強化と、計画策
定のための担当部署での予
算化が必要である。

・令和２年度の地域防災計画改定に
向け、国や都、近隣自治体と連携を
図りながら、避難判断が早期に行え
るよう、水害時の対応の検証を行っ
ている。
・高齢福祉課・障害福祉課と連携を
強化し、要配慮者等に寄り添った支
援構築に向けて調整を進めている。

・個別計画の策定促進のため、障害
福祉課、高齢福祉課と連携を図る。
・水害ではマイタイムラインの作成
促進するとともに、高齢福祉課・障
害福祉課と連携を強化し、要配慮者
等に寄り添った支援構築に向けて調
整を進める。

障害福祉課

・災害時に避難を必要とする方に
対し、多様な手段で情報を伝え
る。避難者システムを上位い実さ
せより適切な情報を迅速に伝える
体制を構築する。

情報の伝達が長時間にわたるた
め改善が必要である。避難者シ
ステムについて操作研修を行い
習熟度をあげた。

・避難者システムについて操作
研修を行い習熟度をあげた。
・避難行動支援システムの改修
を行い、外部への提供名簿に障
害区分等を表示させるととも
に、危険区域データを最新のも
のに更新した。

B

・自動音声電話システムで
の注意喚起に多くの時間を
要し、真に情報が必要な方
への発信が遅れてしまっ
た。
・避難行動要支援者の個別
計画を作成できていない。

情報発信のあり方を見直し、支援が
必要な方へ素早く情報を届けられる
ような仕組みを検討する。
また、予め個別計画を作成するなど
発災時に迅速に避難できる体制づく
りを行う。

・自動音声電話システムの受信者を
必要な支援の度合いに応じて優先順
位を設け、必要な方へ迅速な情報発
信をする。
・危険度の高い要支援者について、
本人や施設に対し個別計画の作成を
依頼し、また作成を支援する。
・日野市のマイタイムライン作成を
検討し、発災時の要支援者や家族の
行動を可視化する。
・福祉避難所開設訓練を実施予定。

高齢福祉課

・災害時又は災害の発生が予測さ
れる場合においては、様々な情報
伝達媒体を活用し、災害に関する
正確な情報を避難行動要支援者に
対し適切なタイミングで確実に伝
達する。メール登録を促す。

・台風・大雨の予報の時は、注
意喚起メールを発信した。
・ケア倶楽部にも注意喚起内容
を掲載し、居宅事業所などへ情
報伝達を行った。
・窓口で避難行動要支援者につ
いてご相談のあった高齢者や包
括職員などに対し、メール登録
を促した。

・台風・大雨の予報の時は、注
意喚起メールを発信した。
・ケア倶楽部にも注意喚起内容
を掲載し、居宅事業所などへ情
報伝達を行った。
・窓口で避難行動要支援者につ
いてご相談のあった高齢者や包
括職員などに対し、メール登録
を促した。

B

要支援者へのメール・電話
等での注意喚起と避難所開
設等現場の準備等、内部の
連携がとれていないことが
課題である。
要支援者自身の事前準備の
促しが必要。

関係部署、関係機関と協議し指定避
難所開設を早めること、また、広
報、防災、障害福祉等周知を担う部
署と災害時の情報発信の役割・内容
を検討する。
昨年の台風19号の反省を生かし、
真に支援が必要な方に対して支援体
制の構築、本人に対し事前準備を促
す。

・障害福祉課とともに自助・共助・
公助の強化について協力して取り組
んでいくとともに、地域防災計画に
ついて協議する要配慮者支援班プロ
ジェクトに適宜図り、庁内の体制を
整備していく。

防災安全課

障害福祉課

高齢福祉課

・防災安全課・高齢福祉課・障害
福祉課の３課で協力し、自治会・
自主防災組織等へ説明会を実施
し、協定締結団体を増やす。

・新たに１自治会と「避難行動
要支援者名簿の取扱いに関する
協定」を締結し、避難行動要支
援者名簿を提供。高齢福祉課よ
り、まだ、協定締結をしていな
い自治会に対し、「避難行動要
支援者名簿活用のお願い」の案
内を7月に郵送した。

・新たに３自治会と「避難行動
要支援者名簿の取扱いに関する
協定」を締結し、避難行動要支
援者名簿を提供。
【２１団体締結】
11月、程久保地域の防災フェ
スに参加し要支援者名簿登録及
び名簿協定の呼びかけを行っ
た。

C

・防災安全課・高齢福祉課・障害福
祉課の３課で協力し、自主防災組織
等へ説明会を実施し、協定締結団体
を増やす。
・避難行動要支援者名簿を活用した
避難訓練の実施を検討する。

・自主防災組織等に対する防災講話
や出前講座の中で、共助の重要性を
改めて周知するとともに、協定締結
の手続きや様式の簡素化、締結済み
の自主防災組織等の活動の紹介を
し、協定締結の促進を図る。

・自主防災組織等への名簿
提供については、協定を結
び、訓練計画等を提出して
頂き、名簿の配布をしてい
るが、個人情報の管理や、
障害がある方への対応に一
定の責任が伴うことから、
負担に感じ協定締結まで至
らないケースがある。

・年度ごとに南多摩保健所と連絡
会を行い、双方向の情報共有と計
画策定の習熟を高める。

CWの時間に余裕がある限り、
保健師と共同で計画を作成す
る。

B

・自家発電装置の助成が始
まったが、利用者の中には
集合住宅に住んでおり、音
が気になって利用しにくい
等の理由で利用を控える方
もいた。

・南多摩保健所との連絡会を行う。
また、災害時個別支援計画の作成に
ついても南多摩保健所と連携して行
う。
・個別支援計画は、15件作成（8
月19日現在）

54 ●
在宅人工呼吸器要使用者災
害時支援

障害福祉課
東京都が実施している本事業につい
て、南多摩保健所と対象者の状況把握
等の情報の共有・連携を図ります。

・在宅人工呼吸器使用者災害時支援
事業について、南多摩保健所と情報
共有・連携。

1

【重点
施策】
災害時
の体制
づくり

52 ●
避難行動要支援者支援体制
の拡充

災害時に避難を必要とする方に対し、
災害時お役立ちガイドを作成、配布を
しています。また、自動音声電話によ
る、視覚障害のある人や避難行動要支
援者のうち浸水想定区域・急傾斜地崩
壊危険箇所にお住まいの方に、台風接
近による注意喚起情報（避難準備）を
伝え、避難先、避難方法等の事前確
認・確保など早めの避難準備を促しま
す。

・障害者の意見を反映させながら避
難行動要支援者支援体制を拡充。

53 ●
避難行動要支援者名簿の活
用

避難行動要支援者名簿の受取団体を増
やし、日頃からの支援の活動に活用で
きるように、各自治会向けの説明会を
継続して行います。

・避難行動要支援者名簿を活用でき
るよう、各自治会向けの説明会を継
続。

・南多摩保健所との連絡会を行う。
また、災害時個別支援計画の作成に
ついても南多摩保健所と連携して行
う。

・在宅人工呼吸器用自家発電装
置購入費助成事業を開始し、6
件実施した。
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・一時保護事業の継続実施
・在宅レスパイト事業の充実

継続実施 A
　施設側の体制が厳しい
時に受け入れを断られる
ことがあるのが現状

・事業を継続実施する。
・施設側の現状の調査、聞き取
りを10月に行い、結果をまとめ
る。

A

・表面的には需要と供給
が一致している状況（受
け入れ先が不足している
状況にはない）で、登録
事業所の拡充は不要だ
が、事業継続は必要。
・地域生活支援事業の一
つ。施設に通所している
方は、施設での日中の対
応ができているため、基
本的に不要とであるが、
学校に通っている障害児
等の場合、夏休みや兄弟
のイベントなどで緊急的
に支援が必要となった場
合に受け入れが難しい場
合がある。

・日中一時支援事業を継続して
実施する。
・新型コロナウイルス感染症の
流行に伴い、各事業所にはサー
ビス提供時に十分注意して実施
してもらう。

57 ●
一時保護事業（施設・在
宅）

障害福祉課

知的障害のある人及び医学的管理下に
おいて保護する必要のある在宅の心身
障害者のある人(児）を介護している
人が一時的に介護困難な状態になった
場合、当該障害のある人（児）を一時
的に保護できる体制を整えます。

・一時保護事業の体制を整備。

1

家族の
リフ
レッ

シュや
緊急時
の支援
の充実

56 ● 日中一時支援事業 障害福祉課
障害のある人の日中の活動の場を確保
し、日常的に介護している家族の一時
的な休息を図ります。

・日中一時支援事業を継続実施。
・日中一時支援事業を継続的に実
施する。

・日中一時支援事業を継続して
実施した。

・重症心身障害児（者）レスパイト
事業を継続実施。

・重症心身障害児（者）レスパイ
ト事業を継続的に実施する。
・対象者に制度の周知を積極的に
行う。

・重症心身障害児（者）レスパ
イト事業を
継続的に実施。

・対象者に制度の周知未実施

D

現在、利用者１名のみ。
利用希望者がいないのか
周知が足りないのか現状
を把握する必要がある。

評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

55 ●
重症心身障害児（者）レス
パイト事業

障害福祉課

在宅の重症心身障害児（者）に対し、
主治医からの指示書に基づき訪問看護
師が自宅に出向き、一定時間介護者が
行う医療的ケア等を代替えすることに
より、家族の休養等を図ります。

・日中一時支援事業を継続して
実施する。
・新規受け入れが可能な事業所
があれば協定を結ぶ。

施策項目３　障害のある人を支える家族を支える 評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
令和２年度の目標

・事業を継続実施する。
・障害のある人（児）を一時的
に保護できる体制の拡充の可能
性を研究するため、聞き取り調
査をした結果をまとめる。

・重症心身障害児（者）レスパ
イト事業を継続的に実施する。
・対象者に制度の周知を積極的
に行う。

・重症心身障害児（者）レスパ
イト事業を継続的に実施する。
・対象者に１０月頃、制度のチ
ラシを配布し周知。

施策項目達成状況

令和元年度の取組み状況

・重症心身障害児（者）レスパ
イト事業を継続的に実施。

・対象者に制度の周知未実施

・日中一時支援事業を継続して
実施した。

継続実施

14/25



発達支援課
・巡回相談事業の実施
・新規開設園での連携体制の構築
・保育所等訪問支援事業の実施

・巡回相談事業の実施。
・新規開設園（3園）での連携
体制を構築した。
・保育所等訪問支援事業の10
月実施に向け準備を進めた。

・巡回相談事業の実施。
・新規開設園（3園）での連携
体制を構築した。
・保育所等訪問支援事業を開始
した。

A
・保育所等訪問支援事業の
利用対象者への周知

・巡回相談事業の実施
・保育所等訪問支援事業の保護者へ
の周知

・巡回相談事業の継続実施
・保育所等訪問支援事業の利用対象
者へ制度案内実施

障害福祉課
保育所等訪問支援事業を実施する
事業所等の確保に努める。

エールの事業認可に向けた準備
支援を行い、事業所の確保を努
めるとともに、必要とされる
ニーズの聞き取りを行ってい
く。

エールの事業認可に向けた準備
支援を行い、事業所の確保に向
けて、必要とされるニーズの聞
き取りを行った。

Ｂ

事業実施にあたっては、子
どもの見立てを行うスタッ
フの人材の育成と主たる訪
問先となる保育園幼稚園と
の連携と情報共有が必要と
なる。

10月実施に向けた準備として東京
都への認可申請に係る手続きと、
エール、訪問先、保護者との情報を
共有するためのシートの作成など具
体的な準備を行っていく。

令和2年10月の事業開始後、聞き
取り調査などを行うことにより、事
業実施後の課題を把握する

発達支援課 ・障害児相談支援事業の実施 A ・専門職間の連携の構築 ・相談支援事業の継続及び充実

・相談支援事業利用者のライフス
テージごとの支援を見据えたケース
会議を実施
・専門職間の事例検討を実施

障害福祉課

・相談支援事業所間の情報共有や
課題解決のため、連絡会などの開
催を支援する。
・連絡会などで抽出された課題に
ついては、必要に応じて自立支援
協議会に等の報告し課題解決の支
援を行う。

・自立支援協議会相談支援部会
（３回）を開催し支援を実施し
た。

・自立支援協議会相談支援部会
（５回）を開催し支援を実施し
た。

B

事例検討を行っている。問
題が多様化、複雑化、困難
化している。計画相談を新
規で受けるのが難しい状況
がある。

・研修会の実施 ・12月ごろ研修会を実施予定。

・令和2年10月に児童発達支援セ
ンターに移行

施策項目１　子どもの成長を支援する 評価　課題と今後

事業

・乳幼児健診に来所する保護者にはアンケートによる発育確認を
行い、さらに問診の場でお子さんと保健師がやり取りの場面を
作って発達の成長確認を行っている。健診の最後には保護者に対
しお子さんの成長発達の説明を丁寧に行い、支援が必要なお子さ
んについてはエールや療育センター等専門機関につながるまでの
支援をおこなっている。

引き続き、事業を通じ、スタッフの
スキルアップ、保護者、関係機関と
の連携を取りながら、乳幼児健診で
気になる児を早期につなぐ体制充実
をおこない、スクリーニングの徹底
をはかっていく。

【障害福祉課】障害福祉課では、健
康課の保健師を対象に福祉制度の概
要を説明し、適切な支援につなげて
いく。

・一人ひとりの状況にあった計画プランを作成

巡回相談事業・保育所等訪
問支援事業の充実

子育て支援機関（公立民間保育園及び
認証保育所、公立私立幼稚園、学童ク
ラブ）において、発達の遅れや社会集
団行動が気になる子どもに対し、臨床
心理士等が保育士、教諭、関係職員へ
助言・指導し、またその保護者へ必要
な相談支援を行います。
また、保育所等訪問支援事業は、児童
福祉法に基づくサービスで、保護者の
依頼により、障害のある子どもが、教
育の現場や子育ての現場等での集団生
活に適応できるよう専門的な支援等を
行う事業です。保育所等訪問支援事業
を行う事業者の確保に努めます。

・巡回相談事業、保育所等訪問支援
事業の充実。

・児童発達支援センター機能整備を
平成32年度までに実施。
・事業所と緊密な連携。

・給湯室の改修工事を実施（3
月）
・給食の外部方式の容認後、東京
都との協議を開始

・給食の外部搬入方式の容認に
向けて、構造改革特別区域計画
申請（障害福祉課）
・給湯室の改修工事見積の実施

Ａ

59 ● 乳幼児健康診査体制の充実 健康課

医師、保健師、栄養士、歯科衛生士な
ど専門スタッフによる乳幼児健診（3-
4か月児・産婦健康診査、6-7か月児
健康診査・9-10か月児健康診査、1
歳6か月児健康診査、3歳児健康診査
等）を継続して実施します。

評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

1

発達の
遅れや
偏りの
ある子
どもへ
の早期
支援

58 〇
児童発達支援センター機能
の整備に向けた検討

発達支援課

子どもの障害の重度化・重複化や多様
化に対応する専門的機能を強化し、地
域における中核的な支援施設として、
障害児通所支援等を実施する事業所と
緊密な連携を図り、重層的な障害児通
所支援の体制整備を図るため児童発達
支援センター機能の整備に向けて検討
を行います。

61 ●
相談支援事業
（Ｎｏ４７再掲）

障害のある人及び子どもが地域生活を
継続できるよう、福祉に関する様々な
問題について、相談に応じ必要な情報
提供及び助言、福祉サービスの利用支
援等を行います。自立支援協議会等の
検討を経て必要な相談支援事業の充実
を図ります。

・相談支援事業の継続及び充実。

・乳幼児健康診査体制の充実。

・乳幼児健診で気になる児を早期
につなぐ体制を引き続きおこな
い、スクリーニングの徹底をは
かっていく。

A

60 ●

施策 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）

基本目標 ３　　生きる力を学ぶ

令和元年度の取組み状況 令和２年度の目標

・東京都への指定申請手続
きを遅滞なく実施。
・給食提供の搬入搬出、配
膳等の手順を検討。

・児童発達支援センター指定に向け
て、東京都との手続き実施
・給食提供開始に向けて、搬入事業
者との調整

施策項目達成状況

・令和元年12月20日付で構造
改革特別区域法による「日野市
児童発達支援センター給食搬入
特区」の認定。東京都との指定
協議を実施。
・給食の外部搬入に必要な配膳
及び保管スペース確保のため、
給湯室ほかの修繕を実施。

保護者の方のニーズにより
健診時には支援につながら
ない場合もある。併せて個
別の支援を行い、保護者の
方の気持ちに寄り添いなが
ら早期支援につなげていく
必要がある。

乳幼児健診で気になる児を早期に支
援へつなぐ体制の向上をはかり、よ
り充実していく。スクリーニングの
徹底をはかっていく。
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・臨床心理士による相談支援、作業
療法士による身体活動指導及び言語
聴覚士による言語指導、言語相談の
円滑な実施。また、専門職間の連携
の更なる構築を図る。
・高校生へのソ－シャルスキルト
レーニングの実施。

Ａ
・専門職間の連携の更なる
構築

・各指導の評価の在り方や、子ども
の見立ての仕方を共有する。
・エールを利用している子どもの所
属先に向けたオリエンテーションを
実施する。

Ｃ

・複数のサービスで同様の
新型コロナウイルス感染症
の流行に対応する必要がで
てきた。都より在宅支援を
可能とする旨の連絡が来て
いるが、「利用者に対して
理解が得られない」と事業
所より相談が出てきている
・またコロナ禍において事
業所の収益が減っている

・新型コロナ感染症の流行に伴う在
宅支援等の報告の適切な管理を進め
る。事業所の問い合わせには速やか
に回答をする。
・放課後デイ事業所連絡会を通して
要望、意見等の集約を行う。

63 ● 専門指導事業 発達支援課

発達に障害のある子どもに対し臨床心
理士による相談支援体制に加え、医師
との連携による言語指導・身体活動指
導を実施しています。また、対人関係
やコミュニケーション、集団行動など
における「つまづき」を抱える中学・
高校生へのスキルトレーニング等も実
施しています。

・専門員による指導体制や指導内容
の充実。

障害福祉課

・児童福祉法に基づき障害のある子ど
もを対象とする放課後等デイサービス
は、平成30年1月現在、市内に15か
所あります。障害のある子どもの放課
後や長期休暇中に充実した時間を持て
るよう、事業所の確保を行います。

・重症心身障害のある子どもや医療的
ケアを必要とする子どもが利用できる
事業所の確保についても努めます。

・放課後等デイサービスの事業所を
確保。
・重症心身障害のある子どもや医療
的ケアを必要とする子どもが利用で
きる事業所の確保。

・市内に重症心身障害のある児童及
び医療的ケアの必要な重症心身障害
者が通所できる施設を確保する。

・放課後等デイサービス市内18事
業所（令和元年8月時点）
　内　重心対応　　3箇所
　　　医ケア対応　3箇所

・引き続き窓口等で問い合わせの
ある際は案内を行う。

2

障害の
ある子
どもの
青年期
へ向け
た支援

62 ●

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（平成35年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

放課後等デイサービスの充
実

令和元年度の取組み状況 令和２年度の目標

・今後新型コロナ感染症の対応につ
いて、東京都からのの通知に基づき
正確な処理を行う。
・放課後デイ事業所連絡会を通して
要望、意見等の集約を行い、コロナ
禍の影響などにより事業所の撤退、
閉鎖等にならないように可能な範囲
でフォローをしていく。放課後デイ
事業所連絡会の後方支援もおこなっ
ていく。

・医ケア児の家庭に対して協議の
場設置・新型コロナ感染症の流行
に伴い、国の指針で感染拡大防止
のための在宅支援を認めることと
なった。最新情報を逐次確認・周
知し、事業所の問い合わせに対応
した。
・重心対応可能事業所と医ケア対
応可能事業所は増加していない

・臨床心理士による相談支援に加え、作業療法士による身体活動指導
及び言語聴覚士による言語指導、言語相談を滞りなく実施した。ま
た、適宜専門職間で情報共有を実施した。
・高校生へのソ－シャルスキルトレーニングを実施した。

・各専門職の指導力の向上に努め
る。
・エールでの指導の内容を、子ども
の日常の場である所属先で活用され
るよう指導の共有を図る。
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発達支援課

・「かしのきシート」の確実な運
用のため、小・中学校の担当者向
けにマニュアルを作成する。
・切れ目のない相談・支援体制の
構築のため担当者への研修会を実
施する。

A

・かしのきシートを円滑に
作成できるよう、担当者向
けの研修を継続的に実施す
る。

教育支援課

・「かしのきシート」の電子シス
テムによる運用を、学校など関係
機関と連携して円滑に行い、切れ
目のない相談・支援を実施する。

・「かしのきシート」による引
き継ぎの準備のため、学校など
関係機関へスケジュールや注意
事項の周知、内容向上のための
研修等を実施した。
・教員が児童・生徒に対する手
立て等をかしのきシートに反映
するため、つまずき解消事例の
検討を始めた。

・「かしのきシート」による引
き継ぎの準備のため、学校など
関係機関へスケジュールや注意
事項の周知、内容向上のための
研修等を実施した。
・教員が児童・生徒に対する手
立て等をかしのきシートに反映
するため、つまずき解消事例の
研究を行った。

A

・個別の支援の手立て等の
事例を全市的に共有する。
・かしのきシートへの記載
の内容向上のため、教員へ
の研修を継続して実施す
る。

発達支援課

・不登校児童生徒や学校生活に課
題がある児童生徒の情報の共有方
法を整備する。
・支援が必要な児童生徒が適切に
支援が受けられるための、検査の
在り方を整理する。

A

・エールで心理相談中の児
童の学校での心理相談の情
報共有が必要。
・発達・心理検査の対象者
が増加し、３、４か月の待
機が発生している。より効
率的な方法での実施が必要
である。

・学校、家庭で活動するエール所属
の専門職を中心に、関係機関と情報
共有することで支援体制を充実す
る。
・学校依頼検査を、より効率的な方
法で実施し、早期の支援につなげ
る。

・スクールソーシャルワーカー、学
校派遣心理士、エールの心理士で
ケース情報を共有する。
・学校依頼で実施する発達・心理検
査の実施方法や変更し、日時を日曜
日に集約することで、検査を効率的
に実施する。

教育支援課

・エールにおける総合的な相談・
支援体制を充実させるため、各専
門職の資質向上、連携体制の強化
を図る。

A
・継続的な専門職の資質の
向上及び連携体制の強化

・エールにおける総合的な相談・支
援体制を充実させるため、各専門職
の資質向上、連携体制の強化を図る
取り組みを実施する。

・専門家によるスーパーバイズや研
修の実施及び各専門職同士の定期的
な連携会議を開催する。

66 ●
発達・教育支援センター機
能の充実

エール（日野市発達・教育支援セン
ター）では、０歳から18歳までの、
発達面、行動面、学校生活面において
支援を必要とする子ども、子どもの育
ちに不安のある保護者等に対し、保健
師や臨床心理士、特別支援教育総合
コーディネーターや就学相談員、言語
聴覚士や作業療法士、スクールソー
シャルワーカー等の専門職により、福
祉分野と教育分野が一体となって切れ
目のない、総合的な相談、支援事業を
おこなっています。

・発達・教育支援センター機能の充
実。

1

【重点
施策】
「エー
ル」発
達・教
育支援
セン

ターを
中心と
した発
達支援
と教育
支援の
推進

・小学校における情緒固定学級設
置の方向性の決定
・第5次特別支援教育推進計画策
定

・第5次日野市特別支援教育推
進計画策定委員会とは別に、検
討会を設け、小学校の情緒固定
学級設置の方向性を検討した。
・第5次日野市特別支援教育推
進計画策定委員会を2回実施し
た。

Ａ
特別支援教育の更なる充
実・推進が必要。

特別支援教育推進委員会を設置し、
特別支援教育の充実・推進に向けた
協議検討を行う。

エール（日野市発達・教育支援セン
ター）を中心に、福祉と教育が一体と
なって、幼児期から学校卒業後まで子
どもの支援情報を切れ目なくつなぐ
「かしのきシート」を活用した切れ目
のない相談・支援体制を市全体で構築
します。また、学校卒業後も「かしの
きシート」が活用されるように支援を
行います。

・「かしのきシート」を活用した切
れ目のない相談・支援体制を市全体
で構築。
・学校卒業後も「かしのきシート」
が活用されるような支援体制を構
築。

65 ● 特別支援教育の推進 教育支援課

第４次日野市特別支援教育推進計画に
基づき、幼児・児童・生徒一人ひとり
の能力を伸長するため、学校・家庭・
地域及び関係機関との連携のもとに、
幼児期から学校卒業までを見通した多
様な特別支援教育を展開します。

・第４次日野市特別支援教育推進計
画に基づき、特別支援教育の推進。

令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

64 ●
個別の支援計画（かしのき
シート）活用支援

第5次日野市特別支援教育推進計画
の各施策を点検・評価し、特別支援
教育を推進する。

令和元年度の取組み状況

・第5次日野市特別支援教育推
進計画策定委員会とは別に、検
討会を設け、小学校の情緒固定
学級設置の方向性を検討した。
・第5次日野市特別支援教育推
進計画策定委員会を４回実施し
た。

＊小・中学校の担当者向けに「かしのきシート作成手順書」を作
成し、配布。
＊小・中学校のコーディネーター対象、幼稚園・保育園担当者対
象に、担当者向け研修会をそれぞれ実施。 ・「かしのきシート」を活用した切

れ目のない相談・支援体制構築のた
め、幼稚園・保育園・小学校・中学
校の各担当者のスキルアップにつな
がる支援を行う。

・個別の支援の手立ての共有によ
り、相談・支援体制の充実を図る。

・幼稚園と保育園の担当者向け、
小・中学校の担当者向けに手順書を
作成する。
・切れ目のない相談・支援体制の構
築のため担当者への研修会等を実施
し、個別支援の手立ての事例共有を
通じて支援体制の充実を図る。

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

施策項目２　福祉と教育が一体となり、切れ目のない支援を推進する 評価　課題と今後

令和２年度の目標

・専門家によるスーパーバイズや研修を行ったほか、各専門職同
士の定期的な連携会議を開催し、相談・支援体制の充実を図っ
た。

・スクールソーシャルワーカーの学校配置日を設定したことで、
登校渋りや不登校児童生徒の情報を素早く共有し、スムーズに支
援に入ることができた。
・エール学校派遣心理士として、エールから学校に心理士を派遣
することで、日常的な相談活動を学校とエールで共有することが
でき、学校とエールで相談のやりとりがスムーズにできるように
なった。
・知能検査の実施までの流れを整理し、学校に周知することで判
定会等の期限に間に合うように検査の実施をするように注意して
いる。

施策項目達成状況
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子育て課

・障害のある児童の受け入れ学年
拡大に向け、他市町村の状況を把
握し、課題の整理や受け入れ態勢
の検討を現場職員等を含め行う。
・障害のある児童への理解のため
の研修を実施する。

・障害のある児童の受け入れ学
年拡大に向け、他市町村の状況
を把握した。
・障害のある子どもの理解と保
護者への支援を目的に、学童ク
ラブ全職員対象に研修会を実施
した。（令和元年9月10日実
施）

保護者や指導員で構成されてい
る子育て課主催の検討会の中
で、障害のある児童の受け入れ
学年の拡大について議論され
た。

B

高学年の障害児を受け入
れるための職員のスキル
アップや入会児童数が増
加している中で、安全に
配慮した運営をどのよう
にできるか検討が必要で
ある。

引き続き、他市町村の状況を確
認するとともに、課題の整理や
受け入れ態勢の検討を実施して
いく。また、学童クラブの全職
員を対象に障害のある児童への
育成について研修会を実施す
る。

・他市町村の状況確認
・全職員向けの研修
・エリアマネージャー等、専門
職を中心とした高学年の障害児
を受け入れるための課題の整理

保育課

介助を必要とする児童に対する介
助員の配置を行う。また、私立保
育所、私立幼稚園に対しては介助
員配置に伴う費用に対し補助を実
施する。

・公立保育所では、56名の介
助員を配置している。（9月1
日現在）
・私立保育所には、20園38名
分の介助員配置に伴う費用補助
を行っている。（9月1日現
在）
・私立幼稚園には、前期・後期
の年2回で障害児の受入数に応
じて補助を行う予定。

・公立保育所では、55名の介
助員を配置した。
・私立保育所には、19園35名
分の介助員配置に伴う費用補助
を行った。
・私立幼稚園には、前期・後期
の年2回で障害児の受入数6園
40名に応じて補助を行った。

A 特になし

・介助を必要とする児童に対
し、介助員を配置する。
・私立保育所、私立幼稚園に対
して介助員配置に伴う費用の補
助を行う。

・介助を必要とする児童に対
し、介助員を配置する。
・私立保育所、私立幼稚園に対
して介助員配置に伴う費用の補
助を行う。

学校課
・現行の体制で、対応が可能な合
理的配慮について検討し、配慮が
必要な子どもの受け入れを行う。

・市立幼稚園全体で19名の支
援員を配置し、配慮が必要な子
どもの受け入れを行った。

・市立幼稚園全体で19名の支援員
を配置し、配慮が必要な子どもの
受け入れを行った。

A

それぞれの子どもによって
必要としている支援が異な
るため、子どもの状況に応
じた支援が必要となってい
る。

・それぞれの子どもに応じた合理的
配慮に基づく支援を行い、子どもの

受け入れを行う。

教員や特別支援教育支援員、保育カ
ウンセラーが連携し、保護者ととも
に幼児の成長に必要な支援を行って

いく。

学校課

・小・中学校特別支援学級におけ
る授業公開の実施と研修の充実。
また、子供たちの学校間の交流及
び共同学習について、日野第三中
学校区と七生特別支援学校との連
携した取組について、市内学校の
教員に発表する機会を設ける。
12年間の指導の在り方を研究す
る。【小学校、中学校から高等部
までの一貫した特別支援学級教育
課程の研究事業の継続】

・特別支援学級の授業公開と研
修の機会として特別支援学級担
任研修会を設定し、指導の充実
のための機会としている。
・日野第三中学校区（日野第三
中学校、夢が丘小学校、七生緑
小学校）と七生特別支援学校と
が連携して実施してきた交流及
び交流活動の実践について、１
０月１１日（金）に市内教員に
発表する予定で準備を進めてい
る。

・小・中学校特別支援学級におけ
る授業公開の実施と研修について
は、知的固定学級担任研修会（全
９回）をはじめ、全１８回行うこ
とができた。
・日野第三中学校区（日野第三中
学校、夢が丘小学校、七生緑小学
校）と七生特別支援学校との交流
及び交流活動の実践について、１
０月１１日（金）に日野第三中学
校にて研究発表会を開催した

A

・日野第三中学校区（日野
第三中学校、夢が丘小学
校、七生緑小学校）と七生
特別支援学校との交流及び
交流活動において、他の教
育活動への発展が少なかっ
たため、教科での交流も展
開する必要がある。また、
地域の多様な人々との交流
に広げることが十分でな
かった。

・小・中学校特別支援学級における
授業公開の実施と研修の充実。
・知的障害特別支援学級から特別支
援学校高等部までの一貫した教育課
程について、日野第三小学校と大坂
上中学校、都立八王子東特別支援学
校とで研究を通し連携を深める。

・特別支援学級の授業公開と研修の
機会として特別支援学級担任研修会
を設定し、指導の充実のための機会
とする。
・知的障害特別支援学級から特別支
援学校高等部までの一貫した教育課
程について、日野第三小学校と大坂
上中学校、都立八王子東特別支援学
校とで連携し研究する。【小学校、
中学校から高等部までの一貫した特
別支援学級教育課程の研究事業の継
続】

教育支援課
各施策を実施して子どもに理解・
啓発を図り、共生社会の環境醸成
を図る。

A
・継続的な特別支援学校と
の連携

・各施策を実施して子どもに理解・
啓発を図り、共生社会の環境醸成を
図る。

・副籍制度や隣接学校間における交
流及び共同学習のため、計画を立
て、順次事業を実施する。

・副籍制度や隣接学校間における交流及び共同学習のため、計画
を立て、順次事業を実施した。

学童クラブは、保護者が就労等により
昼間家庭にいない児童を対象に、適切
な遊びと生活の場を提供し、児童の健
全な育成を図ることを目的とする事業
です。特別に支援が必要な児童は4年
生まで受入れを実施しています。

・障害のある児童とない児童が共生
できる環境の拡大につながるよう、
学童クラブでの障害のある児童の受
入れ学年が拡大されている。

保育園・幼稚園及び学童クラブにおい
て、障害のあるなしにかかわらず、と
もに育ち、ともに学ぶことにより、互
いの理解を深めます。

・保育園・幼稚園・学童クラブの障
害児受け入れ態勢の充実

68 ●
副籍制度・交流・共同学習
の推進

子どもがともに学び、育つことができ
る共生社会を実現するため、子どもに
共生社会の理解・啓発を進め、交流及
び共同学習の推進、副籍制度の推進、
特別支援学校との連携等を行います。

・子どもに共生社会の理解・啓発を
進め、交流及び共同学習の推進、副
籍制度の推進、特別支援学校との連
携等を実施。

2

子ども
の共育
の場の
拡充

67 ●
保育園・幼稚園・学童クラ
ブの受け入れ態勢の充実

・交流及び共同学習や副籍制度の推
進、特別支援学校との連携等を行
い、共生社会の実現を目指す。

施策 事業
担当課
（者）

事業内容 最終年度（平成35年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の目標令和元年度の取組み状況 令和元年度への対応
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障害福祉課

・相談支援事業所間の情報共有や
課題解決のため、連絡会などの開
催を支援する。
連絡会などで抽出された課題につ
いては、必要に応じて自立支援協
議会に等の報告し課題解決の支援
を行う。

・自立支援協議会相談支援部会
（３回）を開催し支援を実施し
た。

・自立支援協議会相談支援部会
（５回）を開催し支援を実施し
た。

B

事例検討を行っている。問
題が多様化、複雑化、困難
化している。計画相談を新
規で受けるのが難しい状況
がある。

・研修会の実施 ・12月ごろ研修会を実施予定。

発達支援課 ・障害児相談支援事業の実施 A ・専門職間の連携の構築 ・相談支援事業の継続及び充実

・相談支援事業利用者のライフス
テージごとの支援を見据えたケース
会議を実施
・専門職間の事例検討を実施

令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

・一人ひとりの状況にあった計画プランを作成

・日々の業務において、常に相談にあたる体制を維持し、適切な支援
を行った。処遇の難しいケース等は、心身障害者福祉センターや近隣
市との連絡会などを通して最善の対応方法を共有化することなどで対
応した。

〇 個別相談の充実

・身体・知的障害者相談員と連携
しつつ、相談員体制、ピアサポー
ト体制の周知及び充実を図る。

・相談員より日頃の相談件数の
報告を受け、また内容について
聞き取りを行い、更にエールの
見学等を通じて今後の相談に必
要な情報等を共有した。

Ｃ

・相談員連絡会以外の場で
の意見交換や意思疎通が必
ずしも十分に行われていな
い。
・障害者や家族が相談員以
外でも悩みの相談や情報を
共有できる場として、障害
者関係団体等についての情
報提供（日障連加盟団体等
の案内）をすることで、ピ
アサポートにつなげてい
く。

72 ●
身体・知的障害者相談員体
制、ピアサポート体制の充
実

障害福祉課

障害のある人が、楽しみ、安心して子
育てができるよう、情報や悩みを共有
できる場をつくります。また、悩みを
その人自身で克服できるよう、同じ悩
みや障害のある人による相談体制の充
実を図ります。

身体・知的障害者相談員体制、ピア
サポート体制の充実。

施策項目３　障害のある人の子育てを支援する 評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

・個々の相談に対して適切に対応
し、必要な障害福祉サービス等の
利用支援に結び付けるケースワー
クを行う。

Ａ

・障害福祉サービス以外に
適用できる可能性のある他
分野のサービス等がないか
どうかを判断し結びつける
など、対応に当たる職員の
幅広い福祉の知識が必要と
なる。

・日々の業務において、常に相談に
あたる体制を維持し、適切な支援を
行う。処遇の難しいケース等は、心
身障害者福祉センターや近隣市との
連絡会などを通して最善の対応方法
を共有化することなどで対応して行
く。
・都や庁内で開催されるケース事例
検討会などの研修への参加、ケース
ワーカー同士の支援方法等に関する
情報共有を推進する。

71 ●
障害福祉サービス等利用支
援

障害福祉課

障害のある人が、障害福祉サービス、
子育て支援その他のサービス等を利用
し、安心して子育てができるように個
別のニーズに寄りそった支援を行いま
す。

・障害福祉サービス、子育て支援そ
の他のサービス等を利用し、安心し
て子育てができるように個別のニー
ズに寄りそった支援。

70 ●
相談支援事業
（No６，12再掲）

障害のある人及び子どもが地域生活を
継続できるよう、福祉に関する様々な
問題について、相談に応じ必要な情報
提供及び助言、福祉サービスの利用支
援等を行います。自立支援協議会等の
検討を経て必要な相談支援事業の充実
を図ります。

・相談支援事業の継続及び充実

健康課

妊娠が分かった時から、不安を解消
し、安心して出産・子育てができるよ
う保健師等による個別の相談支援を行
います。

・保健師等による個別相談支援の充
実

・保健師等による個別相談支援の
充実

・妊娠届出時に実施する面接で
妊婦に障害があり、相談支援が
必要と判断した場合は、安心し
て出産、子育てが行えるよう、
担当保健師が切れ目のない支援
を行っている。平成3１年度４
月から平成31年度９月の新規
把握ケースは、知的障害妊婦2
名の他、精神疾患妊婦27名、
身体障害妊婦0名であった。予
防的支援として、精神的な不調
が問題となっている妊婦17
名、知的障害診断はないが支援
が必要な妊婦11名に対しても
同様の個別支援を実施してい
る。

・保健師等による個別相談支援を実
施していく。

・日々の業務において、常に相談に
あたる体制を維持し、適切な支援を
行う。処遇の難しいケース等は、心
身障害者福祉センターや近隣市との
連絡会などを通して最善の対応方法
を共有化することなどで対応して行
く。
・対応に当たる職員のスキルアップ
を図る。

1

障害の
ある人
の子育
てを支
援する

69

・身体・知的障害者相談員と連携し
ながら、相談員体制・ピアサポート
体制の周知及び更なる充実を図る。

・引続き、保健師等による個別相談
支援を実施していく。

・【障害福祉課の対応】障害に関し
ての必要な支援などについて、連
携、協力して対応する。

A

精神的疾患妊婦に関して
は、精神科と連携のある産
科が市内にはなく、遠方へ
通院することになるなど、
妊婦の負担は大きくなると
いう課題がある。また、妊
娠出産に伴う精神的な不調
は、障害にいたる前の予防
にも重点を置いた支援が必
要となり、個別支援に時間
を要した。

平成31年度の新規把握ケース
は、知的障害妊婦2名の他、精
神疾患妊婦41名であった。予
防的支援として、精神的な不調
が問題となっている妊婦26
名、知的障害診断はないが同等
の支援が必要な妊婦12名に対
しても個別支援を実施してい
る。

・連絡会を適宜開催するなどし
て、連携を取りながら相談体制
を維持した。

・身体・知的障害者相談員への委嘱
を行う際に、障害福祉課の事業予定
等必要な情報について提供し、情報
の共有をする。

施策項目達成状況

令和元年度の取組み状況 令和２年度の目標
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B

・雇用を希望する障害者だ
けでなく、対象事業所が障
害者雇用を継続する事にも
つながるため、障害者雇用
促進援助金支給事業を継続
する必要がある。
・事業の周知が課題。

・既にパンフレットの配置をしてい
る施設以外の就労関連機関（産業振
興課、商工会、ハローワークなど）
にパンフレットを配置し、制度活用
を促す。
・市内の相談支援事業所にパンフ
レットを配置し、個々に対象事業所
と交渉する際に役立ててもらう。
・ホームページ及び広報での周知を
継続する。

・H３１年４月に職員向けの説
明会を実施した。

・「くらしごと」支援員と障害
福祉課ケースワーカーが連携し
て、適切なケースワークを行い
障害のある方にとって必要な就
労へつなげることが出来た。

・対象の事業者に対して、補助
金を支給した。

・障害者を雇用する企業２社に
対し制度の案内をおこなった。

・社会情勢に影響を受けやすい障害
者が、不利にならないよう、個々の
特性や世間の情勢にあわせた、きめ
細やかな支援を行う。
・リモート環境を整備し、直接相談
に来られない人の支援や企業との連
携を強化する。

78 ● 障害者雇用促進事業の継続 障害福祉課

常用労働者50人未満（平成30年4月
より45.5人未満）であって、障害者
の雇用の促進に関する法律に定める特
例子会社、特例関係会社として認定さ
れていない事業者に対し、援助金を支
給し障害者の就労を促進します。

・障害者雇用の継続及び拡大を図る
ため、障害者雇用促進援助金支給事
業を継続。

・障害者雇用促進援助金支給事業
の継続実施。

・対象の事業者に対して、継続
決定の手続きを行い、補助金を
支給した。
・障害福祉課や「にこわーく」
等の窓口にパンフレットを置
き、事業の周知を図った。

・障害者生活・就労支援事業「くら
しごと」の充実。

・障害者生活・就労支援事業「く
らしごと」の充実を図る。

・「くらしごと」支援員と障害
福祉課ケースワーカーが連携し
て、適切なケースワークを行っ
た。

A

新型コロナウイルスの影響
により、外出が困難となっ
た登録者の生活リズムの維
持等をしていく必要があ
る。

障害福祉課

障害者の一般就労の機会の拡大を図る
とともに、障害者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
面と生活面の支援を一体的に提供する
障害者生活・就労支援事業「くらしご
と」の充実を行います。

77 ●
障害者生活・就労支援事業
の充実

74 ●
地域自立支援協議会 就労
支援部会の運営

障害福祉課

地域自立支援協議会 就労支援部会に
おいて、障害のある人の就労等に関す
る施策や体制づくりについて検討しま
す。検討事項については、地域自立支
援協議会への報告及び障害のある人の
就労を支援する施策等へ反映します。

・地域自立支援協議会 就労支援部会
の充実。

・地域自立支援協議会　就労支援
部会を定期的に開催する（第１回
→令和元年6月、第2回→令和元
年10月、第3回→令和元年2
月）。

障害のある人が、障害の重さに関らず
地域の中で支え手として活躍できるし
くみや場づくりについて検討し実施し
ます。

・共生型事業拠点の整備。
・共生型事業拠点の整備について
の検討。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症
のこれからの影響等を見な
がら、説明会等を開催し、
周知を図る必要がある。

・日野市商工会会員に対し障害者差
別解消推進条例の意義について説明
を実施。また、合理的配慮の義務に
ついても周知、理解を進めるととも
に、合理的配慮提供のために必要な
支援に関する説明会を開催する。地
域企業に、障害、障害者についての
理解を深める啓発を進める。

76 ● 庁内業務委託事業の充実 障害福祉課

障害者就労施設で働く障害のある人の
工賃アップに資するため、市役所の事
務・事業に伴う封入・封緘等の軽作業
について、市内の障害者就労施設に依
頼しています。各部署に周知し、依頼
する軽作業の充実を図ります。

・障害者就労施設に依頼できる市の
事務・事業を、各部署が検討できる
よう周知し、依頼する軽作業を充実
し、工賃アップを図る。

障害福祉課

商工会等と連携し地域企業に対して、
障害者・障害理解を深める啓発を行う
とともに、市の事務・事業のアウト
ソーシング等を行い障害のある人の身
近な地域での就労につながるよう努め
ます。

・地域企業に対して、障害者・障害
理解を深める啓発。
・市の事務・事業のアウトソーシン
グ等を行い障害のある人の身近な地
域での就労につながるよう努める。

・地域企業に対しての、障害者・
障害理解を深める啓発活動の実
施。
・市の事務・事業のアウトソーシ
ング等についての検討。

・日野市商工会に対し差別解消
条例の意義について説明を実

施。年度内に商工会会員に対し
て、差別解消条例の説明会を開

催することになった。

・H３１年４月に職員向けの説
明会実施した。

・R２年１月に職員向け研修を
実施予定。

平成元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題

Ｂ

報告の場となっており、協
議、検討の場となっていな
い。新型コロナウイルス感
染拡大にともなう影響と対
策を検討する必要がある。

・令和２年度に２回、就労支援部会
を開催し、コロナ禍での障害者の就
労等の現状、雇用求人数、離職数等
の把握を進め、現状と問題点を確
認、方策、対策、今後の在り方等に
ついて協議、検討の場とする。

・障害のある人が、障害の
種別や程度に関わらず、地
域の中で支え手として活躍
するためには、地域の理解
や交流の機会を増やすこと
が必要。
・ニーズの把握

基本目標 ４　　地域で活躍する

施策項目１　地域とつながり支え合う場をつくる 課題と今後

73 〇 共生型事業拠点整備の検討 障害福祉課
・プラごみ選別作業業務の検
討。

・地域自立支援協議会　就労支
援部会を定期的に開催した（第
１回→令和元年6月、第2回→
令和元年10月、第３回令和２
年２月）。

1

【重点
施策】
一人ひ
とりの
「しご
と」と
「暮ら
し」を
一体的
に支え

る

75 〇
地域企業への理解促進と業
務のアウトソーシング

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

・地域自立支援協議会　就労支
援部会を定期的に開催した（第
１回→令和元年6月、第2回→
令和元年10月）。

施策項目２　就労に向けた支援体制を充実する

1

コミュ
ニティ
の中で
活躍で
きる場
づくり

・市役所職員に周知
・事業所との連絡体制の強化

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標 令和元年度の取組み状況
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題

令和元年度の取組み状況

・日野市商工会に対し差別解消
条例の意義について説明を実
施。年度内に商工会会員に対し
て、差別解消条例の説明会を開
催。

評価　課題と今後

B
・依頼がある課が決まって
おり新規依頼の新たな課が
ない

・庁内へ周知するとともに、新規作
業を検討し、該当する作業がある課
に相談、依頼をする。
・継続して行える作業の検討を行
う。

令和２年度の目標 令和２年度の取組予定

・未実施 E

施策項目達成状況

施策項目達成状況

・現在、利用している事業所への継
続した支給を行い、雇用の維持を図
る。
・事業の周知方法の拡大を図り、障
害者雇用促進の一助としての障害者
雇用促進援助金の継続を図る。

・共生型事業拠点の整備につい
ての検討を進める。地域との交
流を進める。

・年度２回は開催し、議事を絞り協
議、検討の場とする。
・対前年の雇用求人数の比較や失業
数、離職数など、コロナ禍の影響に
ついて現状を把握し、部会として対
策等を検討していく。

・日野市商工会会員に対し差別
解消条例の意義について説明を
実施。また、合理的配慮の義務
についても周知、理解を進める
とともに、合理的配慮提供のた
めに必要な支援に関する説明会
を開催する。

・コロナ禍の影響で売上が減少して
いる障害者就労施設の現状があり、
補正予算で契約内容の変更、新規事
業所を加え、更なる軽作業の充実、
工賃アップを図るため、仕事創出事
業の充実を進め、委託内容を庁内に
周知し依頼を増やす。

・定着率の維持（目標割合89％）
を進める。
・取りこぼしのない支援を行なう。

令和２年度の目標

・共生型事業拠点の整備についての
検討を進めていく。地域の公園清掃
や、コロナ感染症対策のための消毒
作業等を福祉事業所に作業委託し、
作業を実施する。

令和２年度の取組予定
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・日野わーく・わーくの定期連絡会を毎月実施している。地元企
業のイベントにも積極的に参加をしており、また日野わーく・
わーく自体のイベントを基本毎月１回日曜日に実施して、地域の
活性化を図っている。

チャレンジ支援事業「と
れ・わーく」

障害福祉課

企業等への就労を希望する障害のある
人に対し、障害者生活・就労支援事業
「くらしごと」や就労移行支援事業所
等と連携し、企業就労に向けて、期間
を定め訓練及び評価を行い、連携機関
の就労支援につなげます。また、障害
就労施設等利用者の新たな可能性を見
出し、企業等への就労意欲が醸成され
るような体験の場づくりを行います。

令和元年度の目標
平成30年度の取組み状況

（９月末まで）
評価

B

・地元企業との関わり、関
係性はできてきているが、
連携した商品の開発までに
はつながっていない。

コロナ禍の中でも、通常のショップ
運営を工夫し、情報発信やイベント
を通して地域活性化につなげる。

障害福祉課

日野市内の障害者就労施設等が連携
し、自主生産品等の展示・販売を豊田
駅前北口ショップを活用し行っていま
す。地域の農家や地元企業と連携した
商品の開発、情報発信やイベント等を
行い地域の活性化につなげます。

・日野わーく・わーくの充実。

・地元企業と連携した商品の開
発、情報発信やイベント等を行う
ことで、日野わーく・わーくの充
実を図る。

1

地域の
活性化
につな
がる仕
事を通
じた社
会貢献

82 ● 日野わーく・わーくの充実

・コロナ禍の中でも、地元企業と連
携した商品の開発、情報発信やイベ
ント等を行うことで、日野わーく・
わーくの充実を図る。

地域自立支援協議会 就労支援部会に
おいて、障害のある人の就労等に関す
る施策や体制づくりについて検討しま
す。検討事項については、地域自立支
援協議会への報告及び障害のある人の
就労を支援する施策等へ反映します。

・地域自立支援協議会 就労支援部会
の充実。

・地域自立支援協議会　就労支援
部会を定期的に開催する（第１回
→令和元年6月、第2回→令和元
年10月、第3回→令和元年2
月）。

・地域自立支援協議会　就労支
援部会を定期的に開催した（第
１回→令和元年6月、第2回→
令和元年10月）。

・チャレンジ支援事業「とれ・わー
く」の有効活用による更なる就労支
援の充実。
・企業等への就労意欲が醸成される
ような体験の場づくり。

令和元年度の取組み状況

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

・障害者の一般就労等を目指すた
め、障害者就業支援フェスタを継
続実施。

・令和元年12月に開催予定の障害
者就業支援フェスタを実施するた
めに、障害者就業支援連絡会を上
半期、計３回開催した。

Ｃ

・各施設や機関と連携した
事業所を増やし、雇用枠の
確保が必要。
・B型から、就労移行、企業
就労につなげて行くべきだ
が変更や就労を希望しない
保護者もいる。

・障害者就業支援連絡会を6回開催
予定。雇用枠の確保に向けて各機関
が連携し、コロナ禍の中でも、障害
者雇用を進めていくための方策等を
議論する。
・障害者が一般就労を目指すための
機会、障害者雇用についての周知の
場として、障害者就労フェスタを開
催する。

施策項目３　仕事を通して地域貢献できる仕組みをつくる 評価　課題と今後

障害福祉課

障害者雇用について各機関が連携し、
障害者雇用を一層前進させることを目
的として、障害者生活・就労支援事業
「くらしごと」の一部として、年に１
回開催しています。

・障害者就労フェスタを継続実施。

2

就労へ
のチャ
レンジ
支援

81 ● 障害者就労フェスタの実施

・「とれ・わーく」について
日野市障害者生活・就労支援事業
においての「とれ・わーく」につ
いて客観的な評価が必要となって
いる。その評価を行うための基準
を検討する。
就労体験については、『地域生活
拠点事業』のあり方とともに検討
する

相談者に沿った就労前訓練、生
活回復訓練の実施

B

コロナの影響により、訓練
を休止、企業就労への意欲
減少など、在宅での訓練や
状況の変化があった場合、
どう就労支援につなげる
か。

79 ●

見えてきた課題 令和２年度の取組予定

Ｂ

　令和2年度に稼働するク
リーンセンターでのプラご
み選別について、選別作業
への障害者雇用の枠を増や
していく必要があるが時間
がかかる可能性がある。コ
ロナ禍の影響で、企業など
の求人が少なくなったり、
解雇される可能性がある。

　コロナウイルス感染症の感染拡大
の状況なども見ながら、障害者雇用
の現状について確認を進める。就労
支援部会で、情報交換や現状の確認
を進める。自立支援協議会へ報告
し、障害のある人の就労を支援する
施策へ反映ができるような体制づく
りに取り組む。

コロナ禍の中でも、相談者に沿った
プログラムで企業への就労、自立し
た生活の実現に向けた訓練の実施

80 ●

地域自立支援協議会 就労
支援部会の運営（再掲）
　
No７３

障害福祉課

就労支援事業所と連携し、企業
への就労、自立した生活の実現
に向けプログラムに沿った訓練
の実施

・地域自立支援協議会　就労支
援部会を定期的に開催した（第
１回→令和元年6月、第2回→
令和元年10月、第3回→令和3
年2月）。

・更なる生活・就労支援の充実。
・生活回復、企業等への就労意欲が
醸成されるような体験の場づくり。

・地域自立支援協議会　就労支
援部会を定期的に開催し、コロ
ナ禍の中での障害のある人の就
労等に関する施策や体制づくり
について検討を行う。検討事項
については、地域自立支援協議
会への報告及び障害のある人の
就労を支援する施策等へ反映し
ていく。

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

・令和元年12月に開催予定の障害
者就業支援フェスタを実施するた
めに、障害者就業支援連絡会を上
半期、計３回開催し、反省会にて
実施評価を行い次年度の計画につ
いて話し合った。（下半期1回実
施）

令和元年度の取組み状況

施策項目達成状況

令和２年度の目標

令和２年度の目標

・障害者就労フェスタについては、
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止にも配慮しながら、実施に向
けた検討を行い、実施しない場合は
フェスタに代わる障害者の雇用とそ
の定着についての啓発事業を実施す
る。
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未着手 E
市内事業所が調達できる物
品・役務について情報収集
を行い庁内に周知する。

・障害者優先調達の推進に向け、市
内事業所が調達できる物品・役務に
ついて庁内に周知する。

84 ● 障害者優先調達の推進 障害福祉課

障害のある人の経済的自立の促進に向
けて、障害者優先調達推進法の規定に
より毎年度作成する調達方針に基づ
き、市内障害者就労施設等が供給でき
る物品について、障害者就労支援施設
等からの調達に努めます。

・障害者優先調達の推進。
◎市内事業所が調達できる物品・
役務について情報収集を行い庁内
に周知する。

障害者就労施設で就労する障害のある
人の自立を促進するため、障害者就労
施設等が供給する物品および役務の需
要を増進するため、市の全ての所属に
対し、障害者優先調達推進法について
普及・啓発を行います。また、障害者
就労施設等が供給できる物品・役務に
ついて周知します。

・障害者優先調達の普及・啓発。

◎障害者優先到達推進法に基づく
方針を策定する。
◎障害者優先調達法を庁内に周知
する。

未着手 E

1

障害者
優先調
達の推

進

83 ●
障害者優先調達の普及・啓
発

障害福祉課 未着手

未着手

令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

施策項目４　障害者優先調達を推進する 評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の取組み状況

施策項目達成状況

障害者優先到達推進法に基
づく方針を策定する必要が
ある。

障害者優先到達推進法に基づく方針
を策定し、庁内に周知する。

・障害者優先到達推進法に基づく方
針を策定する。
・障害者優先調達法を庁内に周知す
る。

市内事業所が調達できる物品・役務
について情報収集を行い庁内に周知
する。

令和２年度の目標
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発達支援課

・「かしのきシート」の確実な運
用のため、小・中学校の担当者向
けにマニュアルを作成する。
・切れ目のない相談・支援体制の
構築のため担当者への研修会を実
施する。

A

・かしのきシートを円滑に
作成できるよう、担当者向
けの研修を継続的に実施す
る。

教育支援課

・「かしのきシート」の電子シス
テムによる運用を、学校など関係
機関と連携して円滑に行い、切れ
目のない相談・支援を実施する。

・「かしのきシート」による引
き継ぎの準備のため、学校など
関係機関へスケジュールや注意
事項の周知、内容向上のための
研修等を実施した。
・教員が児童・生徒に対する手
立て等をかしのきシートに反映
するため、つまずき解消事例の
検討を始めた。

・「かしのきシート」による引
き継ぎの準備のため、学校など
関係機関へスケジュールや注意
事項の周知、内容向上のための
研修等を実施した。
・教員が児童・生徒に対する手
立て等をかしのきシートに反映
するため、つまずき解消事例の
研究を行った。

A

・個別の支援の手立て等の
事例を全市的に共有する。
・かしのきシートへの記載
の内容向上のため、教員へ
の研修を継続して実施す
る。

88 〇 障害福祉課
・引き続き情報収集を行い、協議
会設置に向けて検討を行う。

・引き続き情報収集を行い、協
議会設置に向けて検討を行う。

・精神障害者にも対応する地域
包括ケアシステムの構築ため関
係機関会議、研修等へ参加し次
年度開催予定の協議体設置にむ
けて検討した。

Ｅ

精神手帳交付数、自立支援
医療受給者数及び福祉サー
ビス利用者数の増加に伴う
受け皿としての社会福祉資
源、医療体制等の不足あ
り。

・自立支援協議会で令和2年度の重
点項目として捉えた。
・情報収集を行い、協議会設置及び
実施に向けた検討を行う。

・協議会設置及び実施に向けた情報
収集・提供・関係機関との課題の整
理を行い、今後の方向性について検
討する。

2

【重点
施策】
初期相
談から
ワンス
トップ
型の相
談支援
ができ
る体制
づくり

87 〇
基幹相談支援センター設置
の検討

障害福祉課

89 ● 情報の収集と提供 障害福祉課

・部会は隔月実施。研修会につ
いては令和2年12月実施予定
で準備を行っている。
・地域包括ケアシステムとの検
討は未調整。

B

　三障害や高齢者、児童へ
の支援を行っている事業所
の代表者が集まっているた
め、多方面からの課題が出
る点や知識の共有をできる
面があるが、課題が広がり
すぎてしまい、まとめるの
が困難な点がある。

・奇数月に相談支援部会を開催し、
現状の共有や課題について話し合
い、計画相談の体制の向上につなげ
ていく。

　どのような情報が不足し
ているのかという現状が把
握できていない。

・アンケートを実施。必要とされる
情報が、既存の仕組みでどの程度不
足しておりいるか、どのような情報
が必要かを確認し、対応を検討す
る。

90 ●
地域自立支援協議会 相談
支援部会の機能強化

障害福祉課

相談機関等により構成される、地域自
立支援協議会（障害者総合支援法に基
づき設置）の相談支援部会において、
障害のある人の人権と権利を守るため
の啓発と体制の充実に向けた検討を行
い実施・整備をします。また、相談支
援部会の構成・役割等の見直しによる
機能の強化を行い、地域包括ケアシス
テムの構築に向けた地域支援者等によ
る協議の場の設置・運営を行います。

・地域自立支援協議会 相談支援部会
の機能を強化。

・相談支援部会の構成・役割の見
直しについては、地域包括ケアシ
ステムの検討と連携して展開をし
ていく。

市内の各相談支援機関が障害のある人
の困りごとに対応するために必要な情
報を収集し提供します。

・市内の各相談支援機関が必要な情
報を収集し、共有できるしくみを作
成。

・必要とされる情報が、既存の仕
組みでどの程度不足しているかを
検証し、対応を検討する。

・未実施 E

　当初の予定では、奇数月に開
催であったが、コロナウイルス
の関係で令和2年3月分は中止
になった。令和2年度に実施予
定の研修会に向けて、困難事例
の検討を行い、課題抽出を行っ
た。

令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和２年度の取組予定

設置に向けた相談員など専
門的な人材、先進事例の情
報、財源が不足している。

相談支援体制の現状の把握、先行自
治体におけるセンター機能の情報収
集を行う。

【重点施策】
精神障害者にも対応する地
域包括ケアシステムの検
討・構築

地域の保健、医療、介護等福祉関係
者、ピアサポーター、地域の支援者等
による協議を積み重ね、重層的な支援
を必要とする障害のある人及び子ども
に対応することができる地域包括ケア
システムの構築を行います。

・精神障害者にも対応する地域包括
ケアシステムを検討し構築。

市内の各相談支援機関が障害のある人
の困りごとに対し、ワンストップ型の
相談支援を行うために必要な相談支援
の中核機関として、基幹相談支援セン
ターの設置を検討します。

・基幹相談支援センター設置を検
討。

・引き続き設置に向けた情報収集
を行い、自立支援協議会本会で検
討を行う。

他市事例や導入区市町村への視
察、ヒアリングを行い、人員体
制や施設整備、設置に向けた課
題や工夫等具体的な情報収集を
行い、自立支援協議会と情報を
共有していく。

Ｅ

令和元年度の取組み状況

未着手

基幹相談支援センター設置のた
めに必要な情報の内容について
情報共有を行った。

・「かしのきシート」を活用した切
れ目のない相談・支援体制構築のた
め、幼稚園・保育園・小学校・中学
校の各担当者のスキルアップにつな
がる支援を行う。

・個別の支援の手立ての共有によ
り、相談・支援体制の充実を図る。

・幼稚園と保育園の担当者向け、
小・中学校の担当者向けに手順書を
作成する。
・切れ目のない相談・支援体制の構
築のため担当者への研修会等を実施
し、個別支援の手立ての事例共有を
通じて支援体制の充実を図る。

令和２年度の目標

＊小・中学校の担当者向けに「かしのきシート作成手順書」を作
成し、配布。
＊小・中学校のコーディネーター対象、幼稚園・保育園担当者対
象に、担当者向け研修会をそれぞれ実施。

1

関係機
関の

ネット
ワーク
による
個別支
援の推

進

85 ● 相談支援事業の拡充

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

基本目標 ５　　つながり・支える

施策項目１　切れ目のない相談支援を充実する 評価　課題と今後

E

　家族の高齢化や、当事者
本人の高齢化により困りご
とが複合化している。新規
で計画策定等の相談を受け
る対応ができていない。

市内の相談支援体制の現状やニーズ
調査し、相談支援事業を充実するた
めの方策等について検討を行う。

86 ●
個別の支援計画（かしのき
シート）活用支援
（No64再掲）

エール（日野市発達・教育支援セン
ター）を中心に、福祉と教育が一体と
なって、幼児期から学校卒業後まで子
どもの支援情報を切れ目なくつなぐ
「かしのきシート」を活用した切れ目
のない相談・支援体制を市全体で構築
します。また、学校卒業後も「かしの
きシート」が活用されるように支援を
行います。

・「かしのきシート」を活用した切
れ目のない相談・支援体制を市全体
で構築。
・学校卒業後も「かしのきシート」
が活用されるような支援体制を構
築。

障害福祉課

障害のある人及びその家族の抱える困
りごとが複合的になっています。地域
自立支援協議会において、市内の相談
支援体制の整備状況をやニーズを勘案
し、相談支援事業の拡充について検討
して取組みます。

・市内の相談支援体制の整備状況や
ニーズを勘案し、相談支援事業を拡
充。

・自立支援協議会を通して、必要
とされる相談体制を把握する。

・未着手

施策項目達成状況

・未実施

　市内の相談支援体制の整備状況や
ニーズを勘案し、相談支援事業を拡
充するための検討を進める。

障害当事者及び関係機関との調整を
図りながら、基幹相談支援センター
機能について、設置時期を含めて内
容を検討していく。

・相談支援部会の議題とし、必要と
される情報が、既存の仕組みでどの
程度不足しているかを確認し、対応
を検討する。

・定期的な会議の開催及び日野市全
体の計画相談の体制の向上
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91 〇 障害福祉課

・福祉人材育成研修の実施と事業
内容の見直しを行う。
・外出支援に従事できる人材の育
成支援について検討する。

市内の事業所に対してヒアリン
グを行い、市内の福祉業界で求
められているニーズの聞き取り
を行った。

・福祉人材育成事業の実施と事
業内容の見直しを行う。
・外出支援に従事できる人材の
確保のため単価を上げた
・新型コロナウイルス感染症の
流行にともない、場所の問題で
防疫が行えず延期または中止す
る事業が出てきた

Ｃ

・福祉人材のスキルアップ
だけでは就労後定着しない
ケースがある。
・現状、スキルアップ支援
事業が精神障害者への支援
に従事している人材のスキ
ルアップに偏っている内容
のため、他の障害に対して
の内容も強化する必要があ
る。
・新型コロナウイルス感染
症の流行に対応した感染予
防をしたうえでの事業展開
の方法を考える必要があ
る。

・人材が定着するための講座を実施
する。
・精神障害以外の障害にも対応する
研修内容となるよう見直しを進め
る。
・新型コロナウイルス感染症の流行
に対応した感染予防対策をしたうえ
での研修とする。

・委託事業として実施する講座の内
容を、人材定着のための講座とす
る。
・令和3年度から精神障害以外の障
害に対応できるように研修内容等の
見直しをする。
・新型コロナウイルス感染症の感染
予防にも配慮しながら支援を実施す
る。。

福祉政策課

・職階別の研修や新規の人材確保
を目的とした施設見学会を事業内
容とする「介護人材育成研修等事
業」をノウハウと専門性を持つ日
野市社会福祉協議会に委託して実
施する。
・福祉人材の育成に関わる関係機
関を集めた連携連絡会を開催し、
情報共有等を行う。

・社会福祉協議会と委託契約を
締結し、介護人材育成研修の実
施に向けた取り組みについて、
更なる改善に向けた打ち合わせ
を行ったり、会場確保、広報を
行うなど事業実施の支援を行っ
た。令和元年9月末までに合計
3回開催し、のべ113名の参加
があった。
・夏に施設見学会を行い、19
名の参加があった。うち3名が
市内施設への就職につながっ
た。
・10月に福祉人材育成等担当
者会議を開催するための日程調
整などを行った。

・社会福祉協議会と委託契約を
締結し、研修会・講演会を１３
回（１回は新型コロナウイルス
感染症の影響で中止）実施し、
のべ４１０名の参加があった。
・７月と１２月に施設見学会を
行い、のべ３１名の参加があっ
た。うち3名が市内施設への就
職につながった。
・１０月に福祉人材育成担当者
連絡会を開催し、情報交換及び
協力体制の構築に努めた。

B

より福祉人材の育成が必
要となっていく中で、新
たな手立てが見つからな
い。

・職階別の研修や新規の人材確
保を目的とした施設見学会を事
業内容とする「介護人材育成研
修等事業」をノウハウと専門性
を持つ日野市社会福祉協議会に
委託して実施する。
・福祉人材の育成に関わる関係
機関を集めた情報連絡会を開催
し、情報共有等を行う。
・福祉のしごと相談・面接会を
イオンホールで開催できるよう
に市が協力する。

・４月に社会福祉協議会と委託
契約を締結し、打ち合わせをし
ながら研修会・講演会を実施す
る。
・年２回市内事業所の施設見学
会を実施する。
・１０月に福祉のしごと相談・
面接会が実施されるので、市と
して協力する。
・福祉人材育成関係部署との情
報連絡会を１０月から３月の間
に実施する。

障害福祉課
・東京都や日野市が実施する福祉
人材の育成について事業所に周知
を行う。

開催の際の周知、会場確保、事
業所からのヒアリングの調整を
行った。

・福祉人材育成事業の実施と事
業内容の見直しを行う。
・新型コロナウイルス感染症の
流行にともない、場所の問題で
感染予防が行えず延期または中
止する事業が出てきた

Ｃ

・福祉人材のスキルアップ
だけでは就労後の安定的な
定着に結びつかないケース
がある。
・現状、精神障害者への支
援に従事している人材育成
の内容に偏っているため他
の障害に対しての内容も強
化する必要がある。
・新型コロナウイルス感染
症の流行に対応した感染予
防をしたうえでの事業展開
の方法を考える必要があ
る。

・人材定着のための講座を実施す
る。
・精神障害以外の障害にも対応する
事業内容をとなるよう見直しをす
る。
・新型コロナウイルス感染症の流行
に対応した感染予防をしたうえでの
事業展開をする。
・東京都の研修については、事業所
に周知を行う。

・委託事業として実施する講座の内
容を、人材定着のための講座とする
よう依頼し実施をする。
・令和3年度から精神障害以外の障
害に対応できるように内容の見直し
をするとともに事業の大幅な見直し
を行う。
・新型コロナウイルス感染症の流行
に対応した事業内容を展開する。
・東京都の研修の周知を行う。

学校課
・福祉職場を含めた中学生の職場
体験の充実のため、中学校間での
職場体験施設の共有を図る。

A

・体験先の情報共有はでき
たが、内容についてや、事
後の情報共有が不十分で
あった。

・福祉職場を含めた中学生の職場体
験の充実のため、中学校間での職場
体験施設の共有を継続する。（新型
コロナの対応で、今年度は実施しま
せん）

・職場体験の充実のため、内容や手
続きについての共有を継続する。
（新型コロナの対応で、今年度は実
施しません）

障害福祉課

・福祉人材育成事業の精神保健福
祉ボランティア事業等を通じて、
児童・生徒に福祉の仕事について
周知を進める。

・事業未着手 ・事業未着手 E

・差別解消推進条例により
障害を理由とする差別解消
の考え方を定着させなが
ら、福祉人材への関心を高
めるしくみを構築する必要
がある。

コロナウィルス感染症の動静を見極
めと教育委員会と学習機会のタイミ
ングとあわせて実施していく。

・子どもたちと障害分野の理解を深
める教材などを創りながら条例が示
す理念に関心を高めてもらい、福祉
事業所の協力を得ながら日中の創作
活動などを体験してもらう。

・中学校の職場体験先について、学校間で共有できる仕組みを構
築した。

・福祉人材育成事業の精神保健福
祉ボランティア事業等を通じ、受
講者に福祉の仕事に関心を深めて
いただく。

・事業未着手94 ●
学生・社会人の実習・体験
の充実

障害福祉課

障害福祉サービス等福祉の仕事につい
て、実習・体験の機会を増やし、福祉
に関する仕事の大切さと魅力を伝え、
就職先として選ばれる環境づくりを行
います。

・福祉の仕事について、実習・体験
の機会を増やし、就職先として選ば
れる環境づくりを実施。

92 〇
福祉・介護人材確保事業・
啓発事業

国や都に対し福祉人材の育成を要望し
てまいります。また、市としても福祉
人材の確保に向けて関係機関と連携し
取組んでまいります。

・福祉人材の育成及び確保に取り組
む。

93 ●
児童・生徒の職場学習の充
実

児童・生徒に対し、福祉に関する仕事
の大切さと魅力を伝え、興味・関心を
持ってもらうことにより、福祉の仕事
に参加しやすい環境づくりを行いま
す。

・児童、生徒の福祉職場学習の充
実。

令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和2年度への対応

1

福祉人
材の確
保と育

成

施設職員のスキルアップ支
援

障害福祉サービス事業などを行ってい
る事業所が事業所職員に対しスキル
アップのための研修、資格取得のため
の支援ができるよう検討し実施しま
す。

・障害福祉サービス事業所が事業所
職員に対しスキルアップのための研
修、資格取得のための支援。

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

E

・実習や、体験、ボランテ
イアの機会を増やし福祉に
関する仕事の大切さと魅力
を伝えていきたいが、コロ
ナの影響で受け入れが困難
な状況。
・新型コロナウイルス感染
症の流行に対応した十分な
感染予防をしたうえでの事
業展開の方法を考える必要
がある。

・新型コロナウイルス感染症の感染
状況を見ながら、関連施設とも受け
入れについての可否状況を確認する
とともに、感染予防をしっかり行っ
たうえで実習や体験の機会を確保す
る。

・委託事業として実施している福祉
人材育成事業において、障害を持っ
た方への支援をボランティアなどを
通して理解し福祉に興味を持っても
らえるような内容として実施する。
・講座の実施については、市内法人
に参加について働きかける
・新型コロナウイルス感染症の感染
状況に対応した内容についても検討
し実施する。

令和２年度の目標

・精神保健福祉ボランティア講
座の開催を広報で周知するなど
し、福祉の仕事への関心を高め
た。
・精神保健福祉ボランティア講
座について今年度はコロナウイ
ルス感染症の流行に対応した事
業展開が会場の都合などにより
難しく延期となった

令和元年度の取組み状況

施策項目２　福祉人材を育成し、定着を支援する 評価　課題と今後施策項目達成状況
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・個別支援をとおして東京都精神障害者地域移行促進事業受託者
と医療機関と連携を図った。

・精神障害者デイサービス事業を第１金曜～第４金曜日まで計画通り
定期的に実施。（※台風後の降雨量の関係とケースの体調管理の配慮
し一回中止した。）事業担当、ケース担当者間で支援の課題について
の情報共有を図り事業を進めた。

・個別支援を通して南多摩保健所、地域生活支援センター、関係
機関等との連携を図った。

精神障害者デイサービス事業の継続
と充実。

・令和2年4月より、1名増
員。保健師4名体制となっ
た。
・社会福祉士、精神保健福
祉士配置の必要性がある。

・令和2年度に１名の保健師が増員
され４名体制となる。
・相談支援の継続および充実を図
る。

96 〇 アウトリーチ支援事業 障害福祉課

未治療や医療中断などのため、地域社
会での生活に困難をきたしている精神
障害のある人に対し、医療等の専門職
チームが訪問型の支援を行い、その後
の地域定着に向けた支援を継続的かつ
計画的に行うための体制整備を行いま
す。

・事業未着手 E

地域での生活を進めるため
には、地域住民の理解及
び、以降に向けた体験の場
の確保、地域定着支援など
を行う事業所の確保と、調
整窓口となる事業所との連
携が課題。

・個別支援を丁寧に行うことと医療
機関等への調査から地域の課題を把
握する。

B

　個別支援の中から、包括
ケアシステムの構築の必要
性はあるが、専門職による
地域移行に向けたコーデイ
ネート体制を整えながら事
業の検討を進めていく必要
がある。

・個別支援を丁寧に行うことと医療
機関等への調査から地域の課題を把
握する。

100 ●
地域移行支援のための相談
支援

障害福祉課

令和元年度の取組み状況

未実施

日野市の現状実情、近隣自治体での
先進事例についての研究を進め、日
野市として相応しい環境整備につい
て検討を進める。

・包括ケアシステムの構築の中で位
置付けて事業の検討をしていく。

施設や病院等から地域生活への移行や
親元からの自立を希望する障害のある
人が安心して地域移行ができるよう、
体験の場の確保、地域移行支援・地域
定着支援等を行う事業所の確保に努め
ます。

・地域移行支援のための事業所確保
に努める。

日野市の現状実情、八王子市等での
先進事例についての研究を進め、日
野市として相応しい環境整備等の施
策の方向性について検討を進める。

99 〇
専門職による地域移行に向
けたコーディネート

障害福祉課

人材を確保し、施設や病院等から地域
生活への移行や親元からの自立を希望
する障害のある人の地域移行に向け、
必要な障害福祉サービス等の利用や環
境づくり等の調整を行います。

・専門職による地域移行に向けた
コーディネート体制の整備。

・包括ケアシステムの構築の中で
位置付けて事業の検討をしてい
く。

・地域生活拠点の整備を平成32年
までに取り組み、整備。

・日野市及び近隣自治体の現状を
確認し、検討チーム（障害福祉
課、夢ふうせん、多摩療護園、創
隣会、くらしごと）へ報告する。
・日野市としてふさわしい事業の
在り方を検討部会に諮りながら形
成し、本会に提案する。

・未実施 E

　厳しい財政状況等のた
め、箱物の設置は難しい状
況。施設や病院から地域生
活への移行に当たっての居
場所の確保の問題、親の高
齢化による介護力の低下等
課題がある。地域で受け入
れるための環境整備と、地
域資源の連携及び、調整の
核となる事業所等の問題が
ある。

評価

・保健師３名体制で個別支援の充
実を図り、地域の課題を見つけて
いく。

２名の保健師が増員され３名体
制で精神障害のある人に対する
相談支援を実施。

A

・令和2年度に１名の保健師が増員
され４名体制となる。
・相談支援の継続および充実を図
る。

・包括ケアシステムの構築の中で位
置付けて事業の検討をしていく。

対象者が減少傾向の要因を検討し
た。次年度は、医療機関や関係機関
への周知していく方向で実施予定。

令和元年度に２名の保健師が増
員され3名体制となる。相談支
援の実績報告数は増加しており
り、相談支援の充実を図った。

市内の精神障害者対する支
援体制・社会資源等の現状
把握により包括ケアシステ
ムの構築の中で検討してい
く必要がある。

・個別支援を丁寧に行うことと医療
機関等への調査から地域の課題を把
握する。

障害福祉課

通いやすい場所で、グループワー
カー、保健師、ケースワーカーのコー
ディネートによる、話合い、創作活
動、スポーツ、調理実習、レクリエー
ション等を通して、集団生活指導を実
施し、社会参加、社会復帰等の支援を
行います。

97 ●
精神障害者デイサービス事
業

A

1

地域生
活移行
等への
支援

98 〇 地域生活拠点の検討 障害福祉課

施設や病院等から地域生活への移行や
親元からの自立を希望する障害のある
人に対する相談と一人暮らしやグルー
プホーム等の入居体験の機会の提供、
緊急時の受け入れ態勢の確保等に資す
る地域生活拠点の整備に向けた検討を
行い取組みます。

施策項目４　地域生活への移行を支援する 年度末評価

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和元年度の目標
令和元年度の取組み状況

（９月末まで）

・包括ケアシステムの構築の中で
位置付けて事業の検討をしてい
く。

1
心の健
康づく

り

95 〇
専門職の増員による支援体
制の強化

障害福祉課

令和元年度の目標
平成30年度の取組み状況

（９月末まで）
評価 見えてきた課題 令和2年度への対応

施策項目３　社会復帰等に向けた取組みを推進する 評価　課題と今後

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

・精神障害者デイサービス事業の
移管による事業の継続実施と充

実。
Ｂ

精神障害者に対し、医療等の専門職
チームが訪問型の支援を行い、その
後の地域定着に向けた支援を継続的
かつ計画的に行うための体制整備。

・包括ケアシステムの構築の中で
個別テーマとして位置付けて事業

の検討をしていく。

保健師等を増員し、精神障害のある人
に対する相談支援の充実を図ります。

・専門職増員により、精神障害のあ
る人に対する相談支援の充実。

・事業未着手

施策項目達成状況

施策項目達成状況

令和２年度の目標

令和２年度の目標

令和元年度の取組み状況

・包括ケアシステムの構築の中で位
置付けて事業の検討をしていく。

見えてきた課題 令和2年度への対応

対象者が減少傾向の要因を
検討した。次年度は、医療
機関や関係機関への周知し
ていく方向で実施予定。

対象者が減少傾向の要因を検討し
た。次年度は、医療機関や関係機関
への周知していく方向で実施予定。
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