
「障害者保健福祉ひの６か年プラン」進行管理表　令和2年度取組実績・評価及び課題と令和3年度の目標

「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

○　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3年度の目標

令和3年度の目標

「差別解消支援地域協議会」を設置。年度

２回開催した。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った。

今年度は、特に相談で困難事例はなかった

が、困難事例等で、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。

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

解と意識づけを引き続き行い、障害の特

性、状況に応じた柔軟な対応が全庁的に行

えるように周知と注意を行った。しかし、

行政窓口での差別的対応についての相談が

多かったため、該当課への聞き取り及び再

発防止への注意喚起等を行った。

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実施（令和

2年4月１日より）

障害者が選挙しやすい環境づくりのための

選挙事務従事職員用の「マニュアル」を選

管で作成し、事務従事者への周知啓発を

行った。

新型コロナ感染症の感染拡大による

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た。また、コロ

ナ禍での障害のある人への様々な影

響が引き続き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

環境整備及び適切に相談を受けるた

めの研修等を実施する必要がある。

障害者の市政参画の支援を進めるに

は、当事者の声をしっかりと聞く中

で必要な支援等を確認しながらを進

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。コロナ禍が続く中、感染

予防に努めながら、必要な支援等を

進める必要がある。

見えてきた課題
令和２年度

評価

担当課

Ｂ

基本目標 1 　　認め合い暮らす

施策 事業

〇
障害者差別解消支援地域協

議会設置・運営

差別をなくし紛争を解決するための機関

として「障害者差別解消支援地域協議

会」を適切に運営し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

について、相談窓口は引き続き５か所を

開設。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」相談に適切に対応してい

く。相談窓口の存在を市広報等で定期的

に周知する。

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。

（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。
1

事業内容

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引き続

き進める。障害者が選挙をしやすい環境

づくりも継続していく。また、コロナ禍

の影響等も見ながら種々の取組を進めて

行く。職員向けの研修用動画を作成し、

啓発を行う。

障害福祉課

見えてきた課題最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度評価

令和２年度の取組（実績）令和2年度の目標

施策項目１　　差別の解消と権利擁護の推進を行う　　

令和２年度の取組（実績）

Ｂ

【重点

施策】

障害を

理由と

する差

別の解

消の推

進

1

1/31



障害福祉課

・市民、事業者に対しては広報やホーム

ページ、などにより幅広く周知した。また

合理的配慮の提供が義務となる事業者向け

には商工会や商店街など所属する団体の会

議体などに訪問の上個別に周知を行った。

・教育委員会について夢が丘小学校におい

て障害疑似体験やゲストティーチャーとの

対話を通じて「障害とは？」を学び、その

過程を含めてリーフレットにまとめ市内小

学校全校へ配布・啓発を図った。

・協議会では、差別相談（7件）の事案

と、教育を主とした周知啓発のあり方を報

告協議した。

Ｂ

　第６期障害福祉計画等策定時にお

ける市民意識調査にて数字が示す通

り、条例や合理的配慮の認知度が依

然低い水準であるため、啓発効果の

高い周知活動が必要。

　また新型コロナウィルス感染症の

蔓延もあり対面式・集合式の啓発活

動の実施に限界があるため実施のあ

り方にも工夫しなければならない。

　従来の福祉分野だけでの周知活動に啓

発効果の限界があるため、市内の大手企

業や教育委員会と連携により、SNS等の

様々な媒体による啓発活動を行ってい

く。

　また教育委員会との連携により、各学

校の中で児童生徒の学びの頻度を高め、

その保護者にも条例の趣旨が広く伝わる

手法を検討していく。

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

表彰の募集で、例年応募件数が少なかった

ため、募集要領を改定し募集期間の延長を

行った。

・個人1名と団体1名の表彰候補者を選出し

た。

・「心のバリアフリー職員研修」について

はコロナ禍のため中止にした。

Ｂ
・功労者表彰の応募が少ないので再

度募集要領の見直しを行っていく。

・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）。

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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

障害者差別に関する相談に適切に対応して

いくための相談対応マニュアルを作成し

た。障害者差別の解消の推進のためのさら

なる周知・啓発を行った。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

一部を助成した。助成件数11件。

●
（仮称）日野市障害者差別

解消推進条例の制定

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

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

3

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

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。

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。

B

【重点

施策】

障害を

理由と

する差

別の解

消の推

進

1

2/31



障害福祉課

・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。

・厚生労働省作成「虐待防止と対応の手引

き」を活用し、ケースワーカーが虐待防止

法に基づく虐待相談や通報、事実確認調査

等関する対応方法について学んだ。

・令和2年度は6件の虐待通報を受け、対応

した。

Ｂ

・年度当初の時点で、虐待対応の経

験したことのあるケースワーカーが

少ない状態であった。経験を通して

学ぶことも多いものであるが、職員

により知識や理解度に差が出てい

る。

・厚生労働省の手引きの活用、都が行う

虐待防止センター担当職員研修への参加

等により、引き続き虐待対応に関する

ケースワーカーの知識習得と理解を深め

る。

・複数職員で対応するなどにより対応経

験のあるケースワーカーを増やし、相談

や通報があった場合にはケースワーカー

が速やかに対応できる体制を作る。

・虐待相談窓口として市広報などで周知

する。

・事業所職員向けに研修「障害福祉人材

育成業務」（日社協に委託）で実施す

る。

子ども家庭支

援センター

・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。

職員に対し周知し、市民に対し適切な周知

ができるように促した。
Ｂ

児童虐待と障害者虐待の定義が異な

るため、適切な案内は障害福祉課と

確認が必要。

・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。

高齢福祉課

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。

・令和2年8月20日、日野警察、地域包括支

援センターとともに「高齢者虐待に関する

連絡会」を開催。関係機関とのネットワー

クの強化や虐待対応スキルの向上を図っ

た。

・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1万部配布。

・令和3年1月15日、地域包括支援センター

や市内居宅介護支援事業所に対し高齢者虐

待の対応に関する研修をオンラインにて開

催。虐待の適切な通報タイミングの共有

や、虐待の早期発見のための体制づくりを

実施した。

B

行政や警察、介護事業所等で高齢者

虐待への対応に関する認識の共有や

さらに緊密なネットワーク体制を構

築していく必要がある。

・地域包括支援センター、日野警察署、

介護事業所、庁内関係部署等と高齢者虐

待対応に関する認識を共有する

・今までの取り組みを継続し、支援者の

更なるスキルアップやネットワーク体制

の緊密化を図る。

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。

・相談支援の拡充について、把握した情

報をもとに現行の体制の改善点を検討し

ていく。

・セルフでの対応、基幹相談支援セン

ターの検討、市による独自支援策などの

研究

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

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２年度の目標

・令和2年5月分はコロナウイルスの影響で

中止となり、議題が令和2年7月分へ繰り越

しとなった。

・令和2年7月分以降はコロナウイルスの感

染予防に配慮して奇数月に開催。特に、令

和3年１月分と令和3年3月分についてはオ

ンライン形式での開催を行った。

・コロナウイルスの情勢を踏まえ、研修会

は延期となった。研修会の実施に向け、事

例検討を行うことでの課題抽出を行った。

また、自立支援協議会で出された課題の

「相談支援の拡充」について対応するた

め、相談支援の現状の把握を行った。

・相談支援の拡充について、現状の

計画相談支援事業所の体制では新規

の計画相談を受け入れることが困難

な状況がみられる。国の報酬単価の

アップなど、根本的な変革がないと

計画相談事業所が拡充されることが

期待できない。その中で市として出

来ることを検討していく

B

令和２年度の取組（実績） 見えてきた課題 令和3年度の目標令和２年度評価

虐待の

防止
2
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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（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。

・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８名（うち日野市３名）

の市民後見人の養成を行った。（センター

全体の令和3年２月末現在の登録者数は２6

名で受任件数は9件）

・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

実施し、８名の応募があり、７名（うち日

野市２名）が養成講座を受講することに

なった。

・権利擁護センター日野を地域の中核機関

と位置づけ、権利擁護センター日野ととも

に、市民後見人候補者の発掘について今後

の方向性を検討した。

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。

高齢福祉課

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。

・市長による成年後見制度の申立件数は15

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、周知が足りない。

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
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。

・成年後見制度説明会の案内を広報ひの9

月1５日号に掲載した。

・同説明会の内容を事前に市内事業者宛て

にメーリングリストにて周知を行った。

・費用助成についてのチラシは現在案を作

成中で、案内には至っていない。

B

障害者を対象とした成年後見制度及

び市民後見人の仕組みについての周

知の継続。

・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。

・障害者の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成し、市民

に対して周知を行う。

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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

根深い体罰容認の考えもあり、更な

る啓発が必要。

児童虐待の対応には関係機関の共通

理解と連携が不可欠であるが、虐待

に対する温度差がある。

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。

令和3年度の目標

・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。

・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。

令和２年度の目標

9 〇 市民後見人の養成と活用

・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。

令和２年度の取組（実績）

・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。

・虐待防止啓発動画を作成し、ＹＯＵＴＵ

ＢＥ等で広く周知した。

・児童虐待推進月間（11月）で、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。マグネットを作成し、庁用車に

張り付けて啓発実施。

代表者会議を書面開催。

地域別会議を2回開催。１回目はコロナ禍

のため、各委員毎に戸別訪問をし、連携を

強化した。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。

個別ケース会議は適時、開催。

見えてきた課題

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。

・ポスター作成、掲示。

7 ● Ａ

Ａ

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

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。

令和２年度評価

2
虐待の

防止

権利擁

護制度

の周知

と利用

促進

3

4/31



障害福祉課

・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。

・ケースワーカーが相談を受けたケースの

うち、3件が成年後見制度の市長申立てを

利用するに至り、そのうち2件で費用助成

制度を利用して申立て手数料の支出を行っ

た。

B

障害者を対象とした成年後見制度及

び費用助成制度についての周知の継

続。

・障害者の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成し、市民

に対して周知を行う。

高齢福祉課

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。

成年後見制度利用支援にかかる費用助成制

度の申請は1件。
B

費用助成制度に関する情報が周知さ

れていない。

多摩南部５市の中でも、日野市は費

用助成制度の利用件数が他市に比べ

少ない。

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。

福祉政策課

・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。

・緊急事態宣言により例年より遅くなった

が、６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５回実施

した。新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止のため、感染予防対策を取ったうえ

で、令和2年度は各回とも定員を設け、事

前予約制とした。のべ７０名の参加、２名

の個別相談があった。

B

事前予約制としたことで、参加者が

事前に把握でき、運営がスムーズと

なった部分があった。また、定員を

設けたことで説明会に参加希望の方

を断らざるえなかったため、次年度

はより早めの周知を行うとともに、

広い会場での実施が必要と考えられ

る。

・令和２年度に引き続き、新型コロナウ

イルス感染症対策を踏まえた説明会を実

施する。

・１０月、１１月に説明会を５回開催す

る。令和２年度に引き続き定員を設け、

令和２年度以上に多くの人が参加できる

ように広い会場を確保する。

・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。

・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2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行政と関係機

関との連携、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。

障害福祉課
成年後見制度の説明相談に対応

できる職員の育成強化。

・職員1名が厚生労働省主催の研修に参

加。

・2月に社教主催の研修、多摩南部成年後

見センター主催の研修に2名ずつ参加し、

職員のスキルアップを行った。

B

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を育

てていく。

成年後見制度に関する研修を職員内で周

知し積極的な参加を促し、説明相談に対

応できる職員を育成する。

令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績）

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。

Ｂ

・相談支援の拡充について、現状の

計画相談支援事業所の体制では新規

の計画相談を受け入れることが困難

な状況がみられる。国の報酬単価の

アップなど、根本的な変革がないと

計画相談事業所が拡充されることが

期待できない。その中で市として出

来ることを検討していく（セルフで

の対応、基幹相談支援センターの検

討、市による独自支援策など）。

・令和2年5月分はコロナウイルスの影響で

中止となり、議題が令和2年7月分へ繰り越

しとなった。

・令和2年7月分以降はコロナウイルスの感

染予防に配慮して奇数月に開催。特に、令

和3年１月分と令和3年3月分についてはオ

ンライン形式での開催を行った。

・コロナウイルスの情勢を踏まえ、研修会

は延期となった。研修会の実施に向け、事

例検討を行うことでの課題抽出を行った。

また、自立支援協議会で出された課題の

「相談支援の拡充」について対応するた

め、相談支援の現状の把握を行った。

・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。

・相談支援の拡充について、把握した情

報をもとに現行の体制の改善点を検討し

ていく。

・セルフでの対応、基幹相談支援セン

ターの検討、市による独自支援策などの

研究

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

10

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。

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。

権利擁

護制度

の周知

と利用

促進

3

5/31



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。令和2

年度は新型コロナウイルス関連の情報をま

とめ、臨時号として発行した。

点字広報：通常号23回、臨時号9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。

議会事務局
・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

行を目標のとおり実施した。
A 特になし

・点字・音声による広報・議会だよりの

発行を継続する。

「特別定額給付金」の申請のお知らせの

際、視覚に障害のある方へ、重要なお知ら

せと分かるよう、封筒に音声コード（2次

元コード）を張り付けて送付。ワクチン接

種のお知らせにも音声コードを取り入れ

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。

・障害者サービス利用案内を放課後デイ

サービスや高齢者サービス事業所に発送、

5事業所からの希望を受け貸出を行った。

・眼科医院1か所に障害者サービス利用案

内を置かせてもらい、院長先生より他でも

何かあれば協力しますとのお言葉をいただ

いた。

・児童用障害者サービス利用案内を作成

し、点字授業に訪問した小学校にて紹介で

きた。

・児童向けに「障害を知る本」の展示を中

央図書館で実施し、図書館ホームページ等

でPRした。チラシをご覧になった八王子東

特別支援学校の保護者の方と繋がることが

出来た。

「広報ひの」に隔月でコラムを掲載。また

特集号を発行し、条例の周知と差別解消の

ための周知を行なった。また、情報保障の

観点から、問合せ先には、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

を進めた。

音声コードの添付を進める。

令和3年度の目標見えてきた課題令和２年度の取組（実績）

Ｂ

Ｂ

A

B

周知、啓発を進めているが、認知が

低い状況。市民・事業者に「広め」

「深める」方策を検討していく必要

がある。

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

コードの添付の必要性についての周

知と啓発が必要。

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。

施策項目２　　情報の保障を推進する

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２年度の目標

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。

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。

15

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

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。

・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。

引き続き、放課後デイサービスや高齢

者、障害者関連施設、眼科医院等へのPR

を行う。

・個々への柔軟な対応と併せて、庁内に

おける情報発信について統一的に対応す

る項目を検討する（例：統一封筒には点

字・切り欠き・音声コード、文書には問

い合わせ先にFAX表記など）

反応があったところが1/10程度に留

まった。また、ご連絡いただいた方

から「こんなサービスがあったので

すね」というお声があり、PRは継続

が必要だと感じた。

・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。

・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。

令和２年度評価

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。

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。

・視覚に障害のある方にとって、必要な

情報保障の一つであり、行政文書に切り

欠きと音声コードの添付を進めて行く。

・

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。
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19 〇 障害福祉課

　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。

庁内掲示板への掲載は未実施。課内の取り

組みとして、設置手話通訳者3名に依頼

し、朝礼後の短時間で、障害福祉課職員向

けにミニ手話講座を開始した。

一部の職員で実際に手話通訳者が到着する

までの繋ぎの対応に成功した。

C

習得した手話を実際に使う機会が少

ないため、職員に定着させる工夫が

必要。

・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。

・庁内の窓口部署の職員が手話を学べる

方法を検討する。

障害福祉課

・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。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響

で、市民向けの手話講習会を開催できな

かった。

R2.11月に日野市聴覚障害者協会・日野市

登録手話通訳者の会が主催するWEBを活用

した手話通訳の勉強会に参加（WEB活用の

際のリスク管理の学びを、今後の検討に活

かしていく。）

C
コロナ禍でも手話講習会を実施でき

るような施策が必要。

対面とリモートとの両面で手話講習会を

実施することに対する課題の洗い出しを

する。

受講方法の選択肢を増やす。

図書館

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。

・音訳者の状況に合った講義内容で、３回

講習会を実施した。新型コロナウィルス感

染症対策で36名の音訳者の内14名の受講と

なった。

・図書館職員を対象に、ひの手話サークル

の方を講師として、図書館で使える手話講

座を行った。

A

・新型コロナウィルスですべての音

訳者に対する研修が出来なかった。

・手話を学んでも用いる機会がない

と忘れてしまう。

・講習会を２回とし、普段の個別継続ト

レーニングのサポートを充実させたい。

・朝礼等の機会に職員間で手話を用い、

手話での挨拶を身に着ける。

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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

B

C

次年度の予算編成に向けて、各課に

手話通訳を必要としそうな事業の洗

い出しを依頼すべきである。

コロナ禍により、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

めるためにリモートや資料の配布、聞き取

りを行うなど工夫して連絡会、研修会を実

施した。

取り組み予定だった、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

課での予算化を進めてもらうことは、実施

できなかった。

議会事務局はR３年度から予算化した。

手話通訳者の設置については、周知が行き

届いてきている。

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

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。

20 ●

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。

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。

コロナ禍の中でも連絡会、研修会の取り

組み方を検討し、工夫して行う。

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。

・令和4年度の予算編成に向けて、各課

に手話通訳を必要としそうな事業の洗い

出しを依頼する。

・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ことで、職員

の「知らなかった」を減らす

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
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障害福祉課

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。

　本年度は障害福祉事業所と協議の上、作

品での表現を得意とする各事業所や利用者

の作品・成果品を市内小学校３校の展覧会

で展示した。

　また中央図書館の取り組みである障害児

向けの絵本特設コーナー設置に合わせ、上

記の展覧会の様子（作品や展示の様子）を

写真にとり「ミニ写真展」を同時開催し

た。

Ｂ

新型コロナウィルス感染症対策もあ

り、人を集めての作品展示は今後も

実現可能性が低いため、既存のイベ

ントで人が集まる場に作品を展示す

る手法を検討してくことが必要。

どの作品も自分が得意とする表現方法を

用いて、在籍児童と一緒に展示すること

により、観覧した在籍児童の保護者や児

童、教員から作品の評価を得ることがで

きた。展覧会は隔年開催の学校が多い

が、教育委員会と連携の上、可能な限り

開催を継続拡大していく。

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）
E

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。

23 ● 障害福祉課

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

・市民、事業者に対しては広報やホーム

ページ、などにより幅広く周知した。また

合理的配慮の提供が義務となる事業者向け

には商工会や商店街など所属する団体の会

議体などに訪問の上個別に周知を行った。

・教育委員会について夢が丘小学校におい

て障害疑似体験やゲストティーチャーとの

対話を通じて「障害とは？」を学び、その

過程を含めてリーフレットにまとめ市内小

学校全校へ配布・啓発を図った。

・協議会では、差別相談（５件）の事案

と、教育を主とした周知啓発のあり方を報

告協議した。

Ｂ

　第６期障害福祉計画等策定時にお

ける市民意識調査にて数字が示す通

り、条例や合理的配慮の認知度が依

然低い水準であるため、啓発効果の

高い周知活動が必要。

　また新型コロナウィルス感染症の

蔓延もあり対面式・集合式の啓発活

動の実施に限界があるため実施のあ

り方にも工夫しなければならない。

　従来の福祉分野だけでの周知活動に啓

発効果の限界があるため、市内の大手企

業や教育委員会と連携により、SNS等の

様々な媒体による啓発活動を行ってい

く。

　また教育委員会との連携により、各学

校の中で児童生徒の学びの頻度を高め、

その保護者にも条例の趣旨が広く伝わる

手法を検討していく。

障害福祉課

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。

新型コロナウイルス感染症の拡大により障

害者週間イベントの実施はなかった。

文化スポーツ課を通して情報が届いた際に

は、市内事業所に情報を発信している。

東京ヴェルディと日野市障害者就労支援セ

ンターが連携し、試合当日にスポーツ観戦

と仕事体験を行った。（文化スポーツ課と

障害福祉課で同行）

C

効果的な周知には、文化スポーツ課

との連携が必要。

新型コロナウイルス感染症の拡大を

きっかけに、イベントの実施方法に

ついて検討が必要。

文化スポーツ課での取り組みを聞き取

り、いかに連携をしていくか意識合わせ

をする。

文化スポーツ

課

・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。

・新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、ユニバーサルスポーツ交流イベント、

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）はすべて中止した。

・東京ヴェルディ委託の障害者スポーツ体

験教室を19回実施した。また、感染予防対

策としてオンラインによる体験教室も実施

した。

D

・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。

・障害者が気軽にスポーツが出来る機会

を増やすため、障害者スポーツ体験教室

等を実施する。

見えてきた課題

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 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

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。

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）

令和3年度の目標令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価

1

文化・

スポー

ツ活動

への参

加機会

の拡充
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文化スポーツ

課

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。

・新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、みんなといっしょの運動会、ユニバー

サルスポーツ交流イベントは中止した。

E

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。

子育て課

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。

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、事業中止
E

・プログラムの内容や、実施体制の

再検討。

・障がいの有無にかかわらない子どもの

遊び場、交流の場というテーマは変わら

ず、コロナ禍でも実施可能なプログラム

や取り組みについて検討する。

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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

B

Ｃ

A

対面式での定例会開催が困難な状況

下では、早急にオンライン等による

環境整備が求められるが、各家庭に

よってオンライン環境の整備状況が

異なる点が課題である。

実際に各家庭へ行き「授業」を行う

形だけでなく、オンラインでの効果

的な「授業」ができるようノウハウ

を蓄積することが必要。

コロナウイルス感染症の影響により、令和

2年度ひのっち休止。

令和２年度２学期より、ひのっちの内容を

一部変更して「新たな放課後子ども教室」

を実施し、障害のある子どもの保護者等へ

の事業周知、放課後の居場所がどうしても

必要な児童を対象に受入。

C

・受講生16名、講師19名で事業を展開した

が、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、訪問による授業が大幅に減ってし

まった。代替として、LINEを活用した動画

配信をおこなっている。また、移動教室も

感染予防のため中止した。３月の「修了

証」授与も、状況を見ながら判断する。

・適宜、他部署との連携を図りながら、事

業展開をしている。

・文科省の障害者の生涯学習研究について

は、令和3年度以降の新たな枠組「地域連

携による障害者の生涯学習機会の拡大促

進」の「市区町村による障害者を包摂する

学習プログラムの開発」の手上げをめざ

す。

市内障害者施設に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4回行

い、延べ83名障害者の方々に楽しんでも

らった。新型コロナウイルス感染症の関係

で12回予定の中、8回中止した。

コロナウイルス感染防止に最大限努めた

上で、新たな運営方法を構築していく必

要がある。

参加する途上での感染防止。

会場での感染対策。

オンライン環境の整備と、オンライン活

動の方法を、どのように学級生に周知、

案内を行うか検討していく。

対面開催を、短時間かつ会場分散して実

施する。

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 見えてきた課題 令和3年度の目標

2

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。

類似の事業を展開している中央公民館と

の連携を図りながら、より効果的なもの

となるよう検討する。

28

● 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。

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。

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。
●

障害者青年・成人学級、少

年学級の充実
中央公民館

29 ●

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

子育て課

27

● 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。

引き続き、「新たな放課後子ども教室」

を実施。また、コロナウイルス感染症の

状況に応じて事業内容を修正。段階的に

利生者数を増やしていく。

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。

コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、一定の制限などが必要。

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

・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。

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。

令和２年度の取組（実績）

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

定例会や分科会など多くの事業を中止せざ

るをえなった。各学級生の自宅などオンラ

イン環境が未整備の方が多数であったた

め、「文通」形式にて、つながりを保って

いる。

令和２年度評価

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

1

文化・

スポー

ツ活動

への参

加機会

の拡充
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令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

・イベントはあまり開催されなかったもの

の、これまで掲載していなかった事業所に

ついて周知を行った。

自発的活動支援に関連するニーズを把握す

るための聞き取りは実施していない。

各種連絡会や、協議会、窓口で事業所と会

話をする中で、どのような支援を求められ

ているのかを探った。

D

・市が委託している事業所について

は市のホームページ上で周知してい

るものの、その他の事業所や広報で

の周知はあまり行うことができてい

ない。

“自発的活動”への行政の支援はどの

ようなものが求められているのかイ

メージできていない。

B

31

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。

施策 事業

3

地域住

民と一

緒に活

動でき

る機会

を増や

す

30

担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

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。

①イメージを固める。「イメージ：障害

があってもなくても、地域の中で自発的

（自分の意思）な意思に沿った暮らしが

できることが重要と考えている。与えら

れた中で与えられた暮らしをしていくこ

とではない。」

②障害のある方の自発的な意思を地域の

中で反映していくためにも、障害のある

方が地域の方と関わりやすい機会をつく

るところから検討・実践する。

・市が委託を行っている事業所に、イベ

ント情報等の広報・ホームページへの掲

載を提案する。必要であれば、広報掲載

希望情報を募集する。

・委託先以外の事業所について。周知方

法を決定する。

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。

・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。
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障害福祉課

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

・市民、事業者に対しては広報やホーム

ページ、などにより幅広く周知した。また

合理的配慮の提供が義務となる事業者向け

には商工会や商店街など所属する団体の会

議体などに訪問の上個別に周知を行った。

・教育委員会について夢が丘小学校におい

て障害疑似体験やゲストティーチャーとの

対話を通じて「障害とは？」を学び、その

過程を含めてリーフレットにまとめ市内小

学校全校へ配布・啓発を図った。

・協議会では、差別相談（５件）の事案

と、教育を主とした周知啓発のあり方を報

告協議した。

Ｂ

　第６期障害福祉計画等策定時にお

ける市民意識調査にて数字が示す通

り、条例や合理的配慮の認知度が依

然低い水準であるため、啓発効果の

高い周知活動が必要。

　また新型コロナウィルス感染症の

蔓延もあり対面式・集合式の啓発活

動の実施に限界があるため実施のあ

り方にも工夫しなければならない。

　従来の福祉分野だけでの周知活動に啓

発効果の限界があるため、市内の大手企

業や教育委員会と連携により、SNS等の

様々な媒体による啓発活動を行ってい

く。

　また教育委員会との連携により、各学

校の中で児童生徒の学びの頻度を高め、

その保護者にも条例の趣旨が広く伝わる

手法を検討していく。

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。

・ユニバーサルデザインまちづくり推進計

画の計画期間を1年間延長したため、特定

事業計画の計画期間も１年延長することと

なった。

・進行管理会議はコロナ禍に伴い書面開催

とした。

C
・功労者表彰の応募が少ないので再

度募集要領の見直しを行っていく。

・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）。

Ｃ

C

B

（都内でおそらく初となる）日野市

独自の移動支援従事者の認定資格を

作ることになり、実施に向けての要

綱策定、実際に運用する際の規定の

構築が必要

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。

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。

1

移動支援従事者研修実施要綱を策定し、

福祉人材育成事業の委託業務の中で、事

業開始する。

・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。

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

・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ユニバーサルデザイ

ンまちづくり推進計画の改定を行う。

・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。

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

施策 事業 担当課

・主要駅の放置禁止区域で放置自転車の撤

去作業を実施し、放置自転車を撤去した。

・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。

・緊急事態宣言を受けて、途中中断した。

令和3年度の取り組みを検討する中で、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を見

直した。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

の策定を目指し、移動支援従事者にスポッ

トを当てて社会福祉法人ネットワークとの

協議を開始した。

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。

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。

令和２年度の取組（実績） 見えてきた課題

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。

35 ● 外出支援等サービスの充実

令和3年度の目標事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度の目標

・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。

・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）

令和２年度評価

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

画の計画期間を1年間延長したため、特定

事業計画の計画期間も１年延長することと

なった。

・進行管理会議はコロナ禍に伴い書面開催

とした。
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障害福祉課

・「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。

・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くなど相談の際に周

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、相談者が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。

・住宅に関する相談があった場合は「あ

んしん住まいる日野」についての案内を

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。

・相談の中で見えた生活上の課題につい

ては、関係部署と連携しながら必要な支

援を行う。

都市計画課

Ａ

B

・「あんしん住まいる日野」事業で

相談された案件のうち、紹介出来な

い案件はなかった。

・引き続き本事業の周知に努めてい

く。

・連絡会の運営方法の調整と、各事

業所とのグループホーム事業運営に

関する課題の共有。

・当該連絡会へのNPO法人や株式会

社の運営するグループホームの参加

促進

グループホーム連絡会の立ち上げに向け

て、市内の主要な法人のグループホーム事

業所と連携し準備会を２回開催。また、令

和2年11月にアンケートを実施し、グルー

プホームが抱える問題などの吸い上げを実

施しまとめた。

窓口や電話などにおいて設置に向けた初期

相談を受ける際には、特に重症心身障害者

（児）のニーズが高いことを伝えた。

利用者の入居先を探す業務を行うケース

ワーカーに現状を聞き取り、軽度の利用者

を受け入れるグループホームは充足してき

ている旨を相談者に伝えた。

グループホーム連絡会第１回目を第１四

半期中に開催し、連絡会の運営方法を決

める。

各事業所の課題をあらためてとりまと

め、解決に向けた動きについて共有す

る。

担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 見えてきた課題 令和3年度の目標

グループホーム事業者連絡

会の実施

施策 事業

39 ●

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。

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）

令和２年度評価

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。

障害福祉課38 〇

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。

37
2

多様な

「住ま

いの

場」の

充実

・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。

令和２年度の取組（実績）

・毎週木曜日、住宅相談窓口「あんしん住

まいる日野」を開設した。

・窓口が開設されていることを毎月1日号

の広報に掲載し周知に努めた。

・10月1日号広報にて「あんしん住まいる

日野」事業内容について周知した。

・2月1日現在、相談件数５９件、このうち

「あんしん住まいる」による居住契約成約

数８件、相談者自ら成約した件数８件で、

合計１６件（２７．１％）の転居先を確保

できた。

・多摩療護園通所の保護者と意見交換を

引き続き実施する。

・重症心身障害児の保護者からの聞き取

りを実施し、日野市として求められてい

ることの一つとして、開所できる適地の

情報を収集していく。

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。

令和２年度の目標

C

重症心身障害者(児)を対象とするグ

ループホームの必要性は理解できて

も、実現に向けては、費用、人材確

保（看護師、世話人など）、場所な

どの課題が多くある。

12/31



40 〇 障害福祉課

・自立支援協議会で令和2年度の

重点項目として捉えた。

・医療的ケア児等支援協議会設

置の準備を行う。

・新型コロナウィルス感染症の影響も踏ま

えた生活上の課題や困りごとについて、4

月～9月にかけて、ケースワーカーが保護

者約20人に対して訪問や面談による聞き取

り調査を実施した。

・医療機関、先進市区、庁内関係部署、事

業所、学校など計約30か所（10月～1月）

に実態や課題についての調査を訪問、文

書、面談等により実施した。

・調査状況・結果について、自立支援協議

会（6月・2月）、庁内関係部署への報告会

（12月）で報告、情報共有した。

B

・医療的ケア児の全数把握ができて

いない。

・医療的ケアに対応できる社会的資

源（施設、人材等）が少ない。

・家庭における保護者の介護負担が

大きい。

・医療、保健所、行政等関係機関の

連携が希薄である。

・支援関係機関、当事者等により、課題

の共有・抽出、対応策の検討、連携体制

構築のため、協議の場（医療的ケア児等

支援協議会）を設置し開催する。

・当面の施策として在宅入浴サービスの

対象者を児童にも拡大する。

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

討する。

・医療的ケア児等支援協議会設置の準備の

一環として、医療的ケア児コーディネー

ターの役割、位置づけ、活用方法等につい

て先進市区に状況を確認した。

C

・コーディネーターは医療や福祉な

どの関係機関をつなぐ役割として幅

広い知識を必要とする。

・医療的ケア児等支援協議会を設置し、

コーディネーターの役割や活用方法、ど

のような職種の者が担うのが望ましいの

か、人数等の体制について検討してい

く。

42 〇 障害福祉課

・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。

・医療的ケア児等支援協議会設置の準備を

進める中で、また在宅人工呼吸器利用者に

ついては災害時個別支援計画の作成を進め

る中で、当事者、家族、医療機関、事業

所、学校などに対して、求められる医療ケ

アの実態や課題等について確認した。

B

・市内障害者支援施設では看護師の

確保も進みつつあるが、喀痰吸引も

含め、障碍者支援施設以外の事業所

等では医療的ケアが行える人材は少

ないところもあり、市の支援の必要

性について引き続き確認が必要と考

えられる。

・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、課題等を把

握し、市に求められる取り組みを明確化

する。

・引き続き必要とされる医療的ケアの実

態を把握していく。

C

B

・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。

見えてきた課題

・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。

・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。

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

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。

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。

3

（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。

43

【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。

障害福祉課

● 障害者医療的相談 障害福祉課

　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。

・重症心身障害者（児）が安心して通所

し日中活動ができるようにするため、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。

・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。

令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価令和２年度の目標

・新たなガイドの作成には至らなかった

が、現存の身体障害者福祉ガイドの一部改

訂を実施、改訂版を8月に300部、1月に

300部作成した。裏表紙には差別解消に関

する内容を新たに記載、またより見やすく

するために章ごとの見出しを設定した。

・精神障害者の利用できる市内サービス事

業所のガイドブックを新たに作成した。

令和3年度の目標

・日中活動の場（通所事業所等）で

行われる訓練内容等に関する助言体

制が維持できているか確認する必要

がある。

・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。

・既存のガイドブックを増刷時によりわ

かりやすく改訂するとともに、平成30年

度から着手し作成していた素案をもと

に、引き続き3障害をまとめた障害者

（児）ガイドブックの作成を進める。

医療機

関等と

の支援

体制を

整える

44 ●
障害者（児）福祉ガイド

ブックの作成

・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。
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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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

・重症心身障害児（者）、医療的ケ

ア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

ばらつきがあり、新たに相談を利用

したい方がいても相談支援事業所に

つながりにくい。

・支援に携わる人材が不足してい

る。

・コロナウイルスの影響により、研

修会の開催方法を検討する必要があ

る。

・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。

B

・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、

ケースワーク等により適宜把握して

いく必要がある。

　　　E

B

・ケースワーク等により相談者のニーズ

を的確に把握する。

・個々の相談に応じて必要なサービス提

供に結び付ける。

・一時保護事業を継続的に実施する。

・事業所等から新規開設等の相談があった

際に、ニーズがあるが不足していると思わ

れるサービス内容について情報提供を行っ

た。

・求められる障害福祉サービス等が計画

とおり提供できるよう、各事業所に情報

提供を行うとともに、法人の事業所設立

に向けた協議調整を行っていく。

・日野市障害者福祉施設運営費補助金を

既存の予算額を基本として見直し、運営

補助の対象サービスを広げることを検討

していく。

●

●
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。

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。

4

生活に

必要な

サービ

ス・支

援体制

の充実

45

・相談支援事業の継続及び充実47

46

●
地域生活支援事業の充実・

一時保護事業
障害福祉課

・研修会の実施

・令和2年12月に開催予定だった研修会に

ついて、コロナウイルスの影響により延期

となった。
相談支援事業 障害福祉課

・コロナウイルスの情勢を鑑みて延期と

なっている研修会について、開催方法を

検討する。

・研修会の開催に備え、事例検討を行

い、課題の抽出を行う。

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。

・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。
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障害福祉課

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。

・要支援者の情報については電子システム

の管理情報を更新することにより、正確な

人数とともに浸水・土砂災害区域に居住す

る要支援者の情報を把握している。

・台風19号の教訓をもとに令和2年5月に日

野市社会福祉協議会と協定を締結の上、車

いすごと移送できる車両を使った移送体制

を確保した。

・要支援者の避難先として新型コロナウィ

ルス感染症対策を意識したいわゆる「思い

やりスペース」を充実・確保するととも

に、あらたに福祉避難所２カ所と協定を締

結し開設体制を整えた。

Ｂ

水害発生時には、現在協定を締結し

ている福祉避難所の一部が開設困難

エリアに所在するため、代替え施設

の検討も必要。

　避難所に逃げ遅れたもしくは避難でき

ない方への移送と民間の福祉避難所にお

ける受け入れ体制や避難所生活の支援を

中心とした避難訓練を継続して行う。

　また、新型コロナウィルス感染症を意

識した課題問題点をさらに整理し、避難

所マニュアルへ反映していく。

高齢福祉課

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。

台風19号対応で要介護3未満の方でも支援

が必要な方がいることがわかったことを受

け、居宅事業所、地域包括支援センターに

協力を依頼し、担当しているケースで支援

が必要な方には名簿登録の促しを行った。

また、新型コロナに関する実態調査ととも

に、浸水想定区域の方で支援が必要な方の

把握調査を行った。

B
支援が必要な方の移送方法の検討、

避難場所の把握が必要

指定避難所に避難してくる要支援者の把

握。

移送手段として、事業所の協力が得られ

るか話合いが必要。

防災安全課

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。

地域防災計画の改定作業の中で、要配慮者

対策を検討する、「要配慮者プロジェクト

チーム」に「日野市障害者関係団体連絡協

議会」から参加を頂き、当事者の意見を直

接計画に反映する仕組みを作った。

B

地域防災計画改定後に進めていくマ

ニュアルについても、当事者の意見

を頂くため、更なる連携強化が必要

である。

今後担当課で作成する災害対応の「（仮

称）要配慮者支援マニュアル」作成につ

いても当事者の意見が反映出来るよ

う、、障害福祉課、高齢福祉課と連携強

化を図っていく。

障害福祉課

・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

・台風19号の教訓をもとに令和2年5月に日

野市社会福祉協議会と協定を締結の上、車

いすごと移送できる車両を使った移送体制

を確保した。

・台風19号では想定を超えた避難者の受け

入れとなったため、新型コロナウィルス感

染症も視野に入れたマニュアルの改訂を一

部行った。またこのマニュアルが実働する

かを検証するため障害分野の全福祉避難所

職員参加型の避難訓練を実施、課題問題点

の振り替えりを踏まえた内容と新地域防災

計画と整合した福祉避難所マニュアルの更

新を行う予定。

Ｂ

感染症対策を反映することにより、

福祉避難所の受け入れ人数に限りが

あるため、指定避難所の要配慮思い

やりスペースや予備的避難所との連

携や、在宅で避難生活を余儀なくさ

れている方々への支援方法について

の検討が必要。

　避難所に逃げ遅れたもしくは避難でき

ない方への移送と民間の福祉避難所にお

ける受け入れ体制や避難所生活の支援を

中心とした避難訓練を継続して行う。

　また、新型コロナウィルス感染症を意

識した課題問題点をさらに整理し、避難

所マニュアルへ反映していく。

高齢福祉課

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。

①令和２年度中に既存の「日野市福祉避難

所開設・運営マニュアル」の見直し及び改

訂を行った。

②公設の高齢者福祉避難所の開設に向けた

検討を実施した。

B

公助のみに頼るのではなく、自助・

共助の中で、いかに市民が安心して

災害に備え、避難を実施することが

できるか。

引き続き、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。

施策項目２　　災害に備える体制を構築する

施策

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。

事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

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。

令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績）

【重点

施策】

災害時

の体制

づくり

１
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障害福祉課
・家具転倒防止対策の施策を継

続実施。

・本事業の令和2年度の対象と思われる141

件に申請書を送付するとともに、申請書送

付後に新規で手帳を取得された方に対して

は窓口で制度を案内し、10件の申請を受け

付け、支給取付を実施した。

A

・単なる器具の配布ではなく、器具

の取付自体が困難な世帯を対象とし

ているため、実際に対象となる方が

限られる。

・平成29年度から4年間の予定で高齢福

祉課とともに避難行動用支援者対策とし

て災害への備えを促すために実施してき

たが、すでに自身や家族で器具を購入し

備えているなどから、年々取付対象件数

は減少傾向にある。器具の購入や設置が

一般的に浸透してきたと判断し、令和2

年度をもって事業廃止する。

高齢福祉課

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。

104世帯に交付決定、85件に取付けを行っ

た。
A

申請後に取り下げるケースが目立っ

た。

令和2年度で希望する対象世帯には概ね

取り付けが完了したと判断。

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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

● 家具転倒防止対策

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。

51

・避難所開設の際は、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。

・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。

・各指定避難所ごとに、避難所担当職員を

配備した。

・避難所担当職員が、指定避難所である各

学校の校長・副校長と打合せを行い、体育

館や教室の利用について、思いやりスペー

ス等を確保できるようレイアウトを作成

し、障害のある方などが安心安全な避難所

生活が送れるよう、配慮しながら避難者受

け入れの準備を行った。

・防災安全課とともに、新型コロナウイル

ス感染症に対応した避難所運営マニュアル

を作成した。（避難所を開設する場合は、

このマニュアルに沿って対応する。）

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。

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。

・指定避難所での障害者の受け入れ

態勢を充実。
50 〇

指定避難所の受け入れ態勢

の充実
Ｂ

【重点

施策】

災害時

の体制

づくり

1
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防災安全課

・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。

・障害福祉課、高齢福祉課と連携し、個別

計画の策定促進のための足掛かりとなる

「水害時の日野市版簡易マイタイムライ

ン」を作成し、避難所、連絡先などを事前

に記入することで災害時の避難行動を明確

化した。

・「日野市版簡易マイタイムライン」を市

ホームページにも掲載し、防災講話などで

も周知を図った。

・個別避難計画の作成にあたり、個人情報

の収集業務が生じるため、日野市個人情報

審議会の諮問を行った。

B

個別計画を作成にあたっては、高齢

者には、ケアマネージャーなどの支

援団体がいるが、現状障害者は市の

職員のみで対応しているため、人手

不足が懸念される。

今後個別計画策定のための支援として、

国でも補助金等を検討していることか

ら、障害福祉課、高齢福祉課と連携し、

より実情に合わせた支援体制を構築す

る。

障害福祉課

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。

・令和2年9月に台風12号接近、同年10月

に台風14号が接近した際に、自動音声電話

システムにて必要な方へ注意喚起を行っ

た。

・要支援者の個別計画は、作成には至らな

かったが、優先順位の整理を行い、令和3

年度から作成を開始できるようにスキーム

を検討中。

・令和2年8月に福祉避難所開設訓練を実施

し、主に開設時の通信や避難者の受入れに

ついて確認した。

B

・個別計画について、危険度の高い

要支援者から順に作成していくが、

避難行動要支援者全員の計画作成は

障害福祉課職員だけでは事実上不可

能であり、市内事業所の協力をいか

に得られるかが課題。また、作成が

目的ではなく、避難時にどう有効に

計画を活用するのかという検討も必

要。

・福祉避難所の開設訓練を令和2年度

とは別の事業所で実施し、経験値を

蓄積していくことも重要。

・個別計画の作成についてはより危険度

の高い要支援者から順に作成していく。

手帳の等級などによらず、真に支援が必

要な方を洗い出し、発災時に支援が行き

届くように計画を整備する。併せて、避

難時の個別計画の活用方法を検討し、よ

り効果の高い計画作成を目指す。

・福祉避難所の開設訓練を1か所で実施

する。

高齢福祉課

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。

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参加し、高齢者、障害

者の関係者とも意見を交わし、整備を進め

た。また、自助、共助の促しとして、居宅

事業所に協力依頼し、要支援者の把握、名

簿登録の促しを実施した。

B

日野版マイタイムラインの活用、個

別支援計画作成方法について検討が

必要

どのような個別支援計画が必要なのかを

検討し、どのように作成していくか検

討。

居宅事業所の協力が得られるか検討

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。

避難行動要支援者支援体制

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 令和２年度の目標 令和２年度評価令和２年度の取組（実績） 見えてきた課題 令和3年度の目標

52

【重点

施策】

災害時

の体制

づくり

1
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防災安全課

・新たに2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。

【23団体締結】

B

・新型コロナウイルス感染症の影響

により、防災講話の実施が制限さ

れ、周知する機会が減少した。

・手続きの簡素化や要配慮者の方を

救わなければならないという責任が

大きすぎて、負担と感じてしまう方

が多い。

・浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等

に該当する要配慮者を特定し、且つ地域

の方の支援が必要なエリアを特定したう

えで、個別に自主防災組織に協定締結の

依頼するプッシュ型についても今後検討

をする。

・全体への周知方法として今後はオンラ

インでの呼びかけや防災講話なども視野

に入れ検討する。

・自主防災組織の負担感が多くならない

よう、説明する際には各自主防災組織が

出来ることの範囲等を示し、丁寧な説明

を実施する。

障害福祉課

・防災安全課・高齢福祉課とともに避難行

動要支援者名簿の提供に係る協定を新たに

締結した。

B

行政機関だけでなく地域の方からも

避難行動要支援者への支援を行って

もらう必要があるが、支援の負担が

重いと感じる方が多くなかなか協力

を得ることができない。

・地域の方が支援する範囲を明確にする

など、地域の方がそれほど負担を感じず

に支援を行う仕組みを検討する。

高齢福祉課

・協定締結希望の団体には説明し、締結団

体を増やした。

・防災安全課より、未締結の自主防災組織

宛に締結促しの案内を送付した。

B

協定締結している自治会、自主防災

に出向き、活動時に参加したり、活

用方法を提案し、平常時からの繋が

りの重要性を共有する。

引き続き締結団体を増やすため、依頼が

あった時は丁寧に説明する。

事業を継続実施する。

施設側の現状の調査、聞き取りを行う。

令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

C

・コロナウイルスの影響により、個

別支援計画の作成の際の連携に工夫

が必要な場面がある。

今年度はなかったが施設側の体制が

厳しい時に受け入れを断られること

があった

C

B

・日中一時支援事業を継続して実施した

・新規受け入れが可能な事業所は令和２年

度はなかった

・南多摩保健所との連絡会を行った。

・個別支援計画は2件作成（令和3年3月15

日現在）。

事業を継続実施した。

施設側の現状の調査、聞き取りは未実施

・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。

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。

●

事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度の目標

施策

1

家族の

リフ

レッ

シュや

緊急時

の支援

の充実

57

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。

・重症心身障害児（者）レスパイト

事業を継続実施。

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。

53

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。

施策

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。

●
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。

・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

当事業は、事業者側に新規参入する

メリットが薄い可能性がある。この

場合、緊急的な支援のために受け入

れ態勢の強化はしにくいかもしれな

い。

実際に利用者がいたとしても事業所

の体制が厳しいという声がある。

・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。

・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。

見えてきた課題 令和3年度の目標

・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。

令和２年度の目標

障害福祉課

重症心身障害児（者）レスパイト事業を継

続的に実施し、対象者に制度のチラシを配

布し周知した。

B

事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度の取組（実績）

・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。

事業 担当課 令和２年度評価

【重点

施策】

災害時

の体制

づくり

1

施策項目３　　障害のある人を支える家族を支える

54 ●
在宅人工呼吸器要使用者災

害時支援
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発達・教育支

援課

・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

・巡回相談事業の実施

・保育所等訪問支援の保護者への周知実施

・保育所等訪問支援の利用者増加

B
・引き続き保育所等訪問支援の周知

・巡回相談事業の充実継続

・巡回相談事業の継続実施

・保育所等訪問支援の周知継続

障害福祉課

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月からの事業開始が実現した。

事業開始後の聞き取り調査などは実施して

いない。

B

市の課題の抽出のため、エールと援

護係との連携の方策や、エールと他

事業所との連携の把握方法を見出す

必要がある。

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・教育支

援課
・相談支援事業の継続及び充実

・成人サービス移行時にケース会議を実

施。

・スーパーバイズにて事例検討実施。

B

・相談者数が増えることで、相談待

ちの期間が発生する時期がでてい

る。

・各専門職の連携や、スキルを高める。

・繁忙時期の予測、または効率的な相談

体制の検討。

障害福祉課 ・研修会の実施

・令和2年12月に開催予定だった研修会に

ついて、コロナウイルスの影響により延期

となった。
E

・コロナウイルスの影響により、研

修会の開催方法を検討する必要があ

る。

・コロナウイルスの情勢を鑑みて延期と

なっている研修会について、開催方法を

検討する。

・研修会の開催に備え、事例検討を行

い、課題の抽出を行う。

A

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。

B

・令和2年10月児童発達支援センターとし

て指定済み

・令和2年10月から委託により給食開始

乳幼児健診にて、アンケートによる発育確

認を行い、さらに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。乳幼児健診時だけでな

く、地域の関係機関と連携をとり、継続し

た見守りを実施。

・給食に関して今後アレルギー対応

等細やかな対応が必要になる可能性

がある

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。

・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。

施策項目１　　子どもの成長を支援する

見えてきた課題 令和3年度の目標

1

発達の

遅れや

偏りの

ある子

どもへ

の早期

支援

施策

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。

担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度の取組（実績）

巡回相談事業・保育所等訪

問支援事業の充実

事業

基本目標 ３　　生きる力を学ぶ

・児童発達支援センターとしての機能の

充実を図る（地域への支援等）

発達・教育支

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。

60 ●

58 〇
児童発達支援センター機能

の整備に向けた検討

令和２年度評価

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。

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。

各年代の発達段階を保護者に伝えていく

ことで、保護者が早期に子どもの様子の

気付きができるよう、きっかけづくりを

していく。

・令和2年10月に児童発達支援

センターに移行

令和２年度の目標
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A

・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、事業所の問

い合わせには速やかに回答を心がけた。

・放課後デイ事業所連絡会を通して要望、

意見等の集約を行った

B

・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。

放課後等デイサービス事業所連絡会

を通して、要望等を聞き取ったが、

令和3年度の報酬改定に伴って、多く

の事業所が混乱している件について

は、国及び都からの情報提供のタイ

ミングの問題等含めて、解決が見出

せていない

・毎年先生の異動があるため、毎年

研修が必要になる

・各専門職による相談支援や指導を実施し

た。

・会議にて各専門職と検討し、より適切な

相談や支援体制の提供をするようにした。

・高校生のソーシャルスキルトレーニング

は、オンライン指導も導入し、新型コロナ

ウイルスの感染予防のため集合できない状

況でもトレーニングを途切れないようにし

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。

障害の

ある子

どもの

青年期

へ向け

た支援

62 ●
放課後等デイサービスの充

実

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 見えてきた課題 令和3年度の目標

2

・シート作成のための、スキルアップ研

修を実施する

令和3年度の報酬改定に伴う各事業所の

困りごとを集約し、国や都への要望とし

てまとめる

63 ● 専門指導事業
発達・教育支

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。

令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価
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発達・教育支

援課

発達・教育支

援課

発達・教育支

援課

・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、エールの心理士で必要に応じ打ち

合わせや情報共有の場を設け、ケース情報

を共有することができた。

B

・エールで心理相談中の児童生徒の

情報共有を更に充実させ、ケース理

解を深め支援に生かすことが必要。

・心理相談中の児童生徒が所属する学校

を担当するSSWがケースの担当も兼ね、

よりケースの理解と心理相談の進捗状況

の把握に努め、適切な支援を行えるよう

にする。

発達・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

体制の強化を図る取り組みを実

施する。

・医師と学識経験者のスーパーバイズを受

け、困難ケースに対する対応について理解

を深め、対応を検討することができた。

・検討を重ねることで、必要な対応を予測

して備えることができた。

B

・エールだけでなく、学校や幼稚

園、保育園など関係機関も含めた対

応の共有にまで広げることが必要。

・困難ケースはエール全体で対応を検討

する意識を高めていく。

・関係機関との連携を深め、多くの資源

を活用しながら対応できるよう、スー

パーバイズの機会を活用できるようにす

る。

・相談者数が増えることで、相談待

ちの期間が発生する時期がでてい

る。

B

B

見えてきた課題 令和3年度の目標

64

施策 事業 担当課

・各専門職の連携や、スキルを高める。

・繁忙時期の予測、または効率的な相談

体制の検討。

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 ●

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

・各専門職の連携や、スキルを高める。

・繁忙時期の予測、または効率的な相談

体制の検討。

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

・相談者数が増えることで、相談待

ちの期間が発生する時期がでてい

る。

特別支援教育の推進
発達・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。

事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

●
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２年度の目標

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。

・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２年度評価

・「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。

・新型コロナウイルス感染症のため、研修

は資料配布のみになった

・5月25日は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止したが、9月28日と2月15

日の2回で特別支援教育推進委員会を開催

した。

令和２年度の取組（実績）
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子育て課

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。

・令和2年10月より「日野市学童クラブ受

入れ学年の拡大に関する検討会」を発足

し、児童館長、エリアマネージャー、学童

クラブ職員と検討を開始した。

B

・高学年の受入れにあたってのスキ

ルアップの必要性

・施設環境の改善や育成の工夫

・令和3年7月を目途に報告書を作成

・障害のある児童の受入れ枠を現在の４

年生までから６年生まで受け入れること

ができるよう、放課後等デイサービス事

業者とも調整を図っていく。

保育課

・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。

・公立保育所では、51名の介助員を配置し

た。

・私立保育所には、25園50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32名に応じて補助を

行った。

Ａ

特になし

※医療的ケア児の支援のための看護

師の確保

・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

・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。

特別な支援が必要な子どもを受け入れ、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。

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。

・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。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け

て、都立特別支援学校では、副籍事業を含

めすべての交流を行わないことを決定し

た。そのため当初予定していた活動が全て

行えていない現状である。

E
新型コロナウイルス対応を踏まえた

交流を考える必要がある。

新型コロナウイルスの対応として、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）、わかば教室と

七生特別支援学校との交流及び交流活動

をタブレット端末端末を利用し、実施す

る。

発達・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。

・副籍制度や隣接学校間における交流及び

共同学習を計画し、順次事業を実施した。

令和２年度はコロナの影響もあり、直接的

な交流を行うことが難しく、間接的な交流

が主体となった。

C
直接交流ができない場合の代替手段

の充実

・コロナ感染対策を行いながら、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。

見えてきた課題令和２年度の目標 令和3年度の目標施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

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。

令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価
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障害福祉課 ・研修会の実施

・令和2年12月に開催予定だった研修会に

ついて、コロナウイルスの影響により延期

となった。

E

・コロナウイルスの影響により、研

修会の開催方法を検討する必要があ

る。

・コロナウイルスの情勢を鑑みて延期と

なっている研修会について、開催方法を

検討する。

・研修会の開催に備え、事例検討を行

い、課題の抽出を行う。

発達・教育支

援課
・相談支援事業の継続及び充実

・成人サービス移行時にケース会議を実

施。

・スーパーバイズにて事例検討実施。

B ・利用者ニーズの充足
・相談支援事業の継続

・支援機関との継続した連携

見えてきた課題

・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。

・アウトリーチによるケースワークによ

り、利用者の生活上の困りごとや課題を

把握し、必要とされるサービスにつなげ

る。

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、引き続き担当保健師が切れ目のない

支援を行っていく。

令和3年度の目標

・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。令和2年年度４月から令和2年度1月の

新規把握ケースは、知的障害妊婦3名の

他、精神疾患妊婦17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24名、知的障害

診断はないが支援が必要な妊婦5名に対し

ても同様の個別支援を実施している。

B

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。

・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。

・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。

・アウトリーチや関係機関からの情

報により、利用者自身やその家族か

ら相談されないまま潜在的に生活上

の課題を抱えている方が存在するこ

とがある。

・障害福祉課からの当該相談員への

情報提供の不十分さから、障害関連

の専門機関への接続が不十分である

可能性がある。

B

B

施策項目３　　障害のある人の子育てを支援する

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

（No47，61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

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 〇 個別相談の充実

71 ●
障害福祉サービス等利用支

援
障害福祉課

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

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。

・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。

・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。

・相談員への相談内容を把握する。

・適時に相談員に情報を提供する（例：

コロナワクチン接種予約の支援策など）

・相談内容に応じた適切な機関・団体へ

の紹介を、より積極的に推奨する。

・委嘱式及び相談員連絡会を書面開催し、

コロナウイルス感染症関連の施策を中心と

して、相談員との情報交換に努めた。

・第2回連絡会にて、市内の障害関係団体

や機関を紹介し、ピアサポート体制の充実

を図った。

・相談員連絡会以外にも電話等で連絡をと

り、困難事例の共有を行った。

令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価

23/31



・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。

新型コロナ感染症の影響により、実

習や、職場見学等の実施が難しい。

・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

染症対策のための学校の消毒作業等を福祉

事業所に作業委託し、作業を実施した。

・クリーンセンターと連携し、障害のある

方の雇用（４名）を実施した。

・地域自立支援協議会就労支援部会を１回

開催した。新型コロナウイルス感染症の感

染拡大で障害者の就労に様々な影響が考え

られる。

・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。

・継続して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学校の消

毒作業等を福祉事業所に作業委託し、作

業を実施。地域との交流を進めて行く。

・クリーンセンターでの雇用が続くよう

引き続き支援を続けていく。

C

B

最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度の目標 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

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

施策 事業 担当課 事業内容

1

コミュ

ニティ

の中で

活躍で

きる場

づくり

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。

・共生型事業拠点の整備。

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。

73 〇 共生型事業拠点整備の検討 障害福祉課

今後のコロナ感染症の感染状況や、対策

等の状況も見ながら、就労支援部会を定

期的に開催し、就労支援の充実を進め

る。

令和２年度の取組（実績）
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A

A

これからも地域企業に対しての、障

害者・障害理解を深めるために周知

を図る必要がある。

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

・在宅勤務の増加や、比較的低賃金

での雇用形態の者が多いことから、

障害者の離職は今後増加することが

想定される。

・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。

B

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し作業の

充実に繋げた。

・在宅勤務が増えた人に対して、生活リズ

ムや体調管理のフォローを行い安定して勤

務できる体制を整えた。

・またオンラインツールを活用し、訪問が

難しい企業との面談を実施した。

・上半期の定着率は93％と高水準を維持し

ている。

・対象の事業者に対して、補助金を支給し

た。

・広報掲載や就業支援連絡会での周知活動

を実施し、障害者の雇用を検討している企

業に対し制度の案内をおこなった。

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し、地域

企業に障害者についての理解を深める啓発

を進めた。

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。

・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。

・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。

B

令和２年度評価施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

施策項目２　　就労に向けた支援体制を充実する

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。

・急激な環境の変化に対応が難しい障害

者が不利にならないよう、社会情勢に合

わせた支援や職場開拓を引き続き実施す

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。

・障害者生活・就労支援事業「くら

しごと」の充実。
障害福祉課

障害者差別解消推進条例の意義や合理的

配慮の義務について周知、理解を進める

とともに、地域企業に障害者についての

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。

令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 見えてきた課題 令和3年度の目標

75 〇
地域企業への理解促進と業

務のアウトソーシング

77 ●
障害者生活・就労支援事業

の充実

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

・引き続き関係機関にパンフレットを配

置し、周知活動（R２年度同様に市広報

掲載）を行い、制度活用を促す。
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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、新規契約先の開拓の拡充までに

はつながっていない。

新型コロナ感染症の影響により、実

習や、職場見学等の実施が難しい。

新型コロナウィルス感染症対策もあ

り、人を集めての大規模なイベント

は今後も実現可能性が低いため、手

法を検討してくことが必要。

C

C

B

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が見受けられ

た。

見えてきた課題

B

コロナ禍の中でも、通常のショップ運営や

情報発信、イベントを通して地域活性化に

つながるよう工夫しておこなった。

令和２年度評価

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

に向けた訓練を実施した。

　コロナウイルス感染症の感染拡大の状況

等により部会開催が１回のみとなってし

まった。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。

コロナ禍における、連絡会、障害者就労

フェスタの実施方法を模索し、連絡会は回

数を5回、フェスタは実施せず、障害があ

る方の就労を広く市民に知っていただくた

めのパネル展を５日間実施した。

事業内容

・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。

令和２年度の目標施策

令和3年度の目標

定期的に部会を開催し障害者雇用の現状

について確認と情報交換、連携を進め

る。自立支援協議会へ報告し、障害のあ

る方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。

事業 担当課

施策 事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

（案1）

小規模な調査・啓発活動やオンライン環

境を利用した支援まど、ターゲットを

絞った活動で雇用促進を図る。

（案2）

就労フェスタ継続の意義を再検討、就業

支援連絡会は休止とし、障害者の就労、

雇用促進については、自立支援協議会の

就労支援部会の中で、図っていく。

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

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

見えてきた課題 令和3年度の目標最終年度（令和5年度）の目標

・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。

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。
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、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

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２年度の目標

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。

・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。

79 ●

・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。

・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。

令和２年度の取組（実績）

令和２年度の取組（実績）

令和２年度評価
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発達・教育支

援課

発達・教育支

援課

E

E

障害者優先到達推進法に基づく方針策定に

向けた検討を進めてきたが、策定には至っ

ていない

見えてきた課題

障害者優先到達推進法に基づく方針策定に

向けた検討を進めてきたが、策定には至っ

ていない

相談支援部会にて、相談支援体制の現状を

把握し、相談支援事業を拡充するための検

討を行った。

・新型コロナウイルス感染症のため、研修

は資料配布のみになった

・庁内への周知まで

至っていない

・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。

　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。

・方針策定時の庁内への影響を試算す

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。

令和3年度の目標

施策項目４　　障害者優先調達を推進する

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２年度評価

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。

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

令和２年度の目標

事業内容

・方針策定時の庁内への影響を試算す

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。

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

・相談支援の拡充について、把握した情

報をもとに現行の体制の改善点を検討し

ていく。

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。

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。
・庁内への周知まで

至っていない

・「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。

・シート作成のためいの、スキルアップ

研修を実施する

B

C

家族のを含めて支援体制を構築しな

ければならないケースなど、問題が

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。

・毎年先生の異動があるため、毎年

研修が必要になる

令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 見えてきた課題 令和3年度の目標

相談支援事業の拡充

事業 担当課

●

施策 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度評価

1

関係機

関の

ネット

ワーク

による

個別支

援の推

進

85

令和２年度の取組（実績）
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88 〇 障害福祉課

・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関係機関

（庁内・庁外：各事業所等）への現状把握

による情報収集と課題の整理を行い、今後

の方向性について検討した。

・得られた課題について自立支援協議会及

び理事者説明を実施した。

・協議会設置に向けた準備会を開催して具

体的な取り組みについて検討した。

A

精神障害者の支援対象となる増加し

ているが、対応する社会資源の不

足、支援体制の関係機関のばらつき

の問題あり。

・協議会設置し課題をメンバー間で共有

し今後の取り組みについて検討する。

（年2回開催）

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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

Ｃ

計画相談が、市内の事業所の中で、

新規に受けられない状況があり、日

野市全体として計画相談体制の充実

のための方策を検討していくことが

必要。

・「相談支援の充実について」を相談支援

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、対応を検討した。コロナ禍の影響も

あり、部会の開催は、５回。研修も開催で

きなかった。実情についてのアンケートを

行なった。

・令和2年5月分はコロナウイルスの影響で

中止となり、議題が令和2年7月分へ繰り越

しとなった。

・令和2年7月分以降はコロナウイルスの感

染予防に配慮して奇数月に開催。特に、令

和3年１月分と令和3年3月分についてはオ

ンライン形式での開催を行った。

・コロナウイルスの情勢を踏まえ、研修会

は延期となった。研修会の実施に向け、事

例検討を行うことでの課題抽出を行った。

また、自立支援協議会で出された課題の

「相談支援の拡充」について対応するた

め、相談支援の現状の把握を行った。

・第6期日野市障害福祉計画及び第2期日野

市障害児福祉計画の策定を通じて、関係者

回議などにおいて相談支援体制の現状を再

確認した。

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

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

定期的に相談支援部会を開催し、情報交

換、事例検討を進めるとともに、相談支

援の充実のために必要な課題整理を進め

る。相談者の資質向上のための研修開催

を行なう。

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。

・センター機能の情報収集を行い、ま

た、限られた資源と財源の中でどのよう

な整備が必要なのか、実現可能なのかを

関係者や当事者とともに検討していく。

（26市参考　R3.3.31現在）

・設置13市（直営8市、委託4、直営＋

委託１市）

【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。
D

・市内の相談支援事業所数が少な

く、新規での計画相談などを受付で

きない状態である。加えて、基幹相

談支援センターを整備するための財

源の確保が困難である。

B

・相談支援の拡充について、把握した情

報をもとに現行の体制の改善点を検討し

ていく。

・相談支援の拡充について、現状の

計画相談支援事業所の体制では新規

の計画相談を受け入れることが困難

な状況がみられる。

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。
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91 〇 障害福祉課

・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。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を

受け、規模を縮小して実施。

令和3年度に向けては、3障害に対応できる

研修となるよう、予算編成の段階から、関

係事業所と協議し、委託先の変更すること

とした

C
コロナ過でも実施できるような、人

材が定着するための講座の構築

福祉人材育成事業を見直しし、委託先を

変えて3障害に対応できる研修を実施す

る。

合わせて、移動支援従事者の定着を目指

し、新たな研修として、日野市独自の移

動支援従事者養成研修を開始する

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。

・社会福祉協議会と委託契約を締結し、研

修会・講演会を1月末までに8回実施し、の

べ180名の参加があった。

・2月に福祉のしごと相談面接会を行い、

47名の参加があった。うち6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携連絡会を

開催し、情報交換及び各課の相互協力体制

の強化に努めた。障害福祉課との間で研修

内容のすみ分けを行った。

B

コロナ禍において、エッセンシャル

ワーカーである福祉人材のニーズが

高まる一方、そのスキルにより高い

ものが求められるようになった。ま

た、コロナ対策が新たに加わったた

め、どのように事業を進めていった

らよいか模索している段階である。

・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１回市内事業所と協働で「日野市福

祉のしごと相談面接会」を実施する。

・１０月に東京都福祉人材センター主催

の「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連携連絡会

を１０月から３月の間に開催して、情報

共有・事業の連携を図る。

障害福祉課

・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。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を

受け、規模を縮小して実施。

令和3年度に向けては、3障害に対応できる

研修となるよう、予算編成の段階から、関

係事業所と協議した

C
コロナ過でも実施できるような、人

材が定着するための講座の構築

・福祉人材育成事業を見直し、3障害に

対応できる研修を実施する。

・移動支援従事者の定着を目指し、新た

な研修として、日野市独自の移動支援従

事者養成研修を開始する

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継続

する。（新型コロナの対応で、

今年度は実施しません）

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け

て、事業所から体験の受け入れは、できな

い旨の連絡があり、活動を実施していな

い。

E
新型コロナウイルスの感染状況を考

えて時期等を考える必要がある。

・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。

障害福祉課

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。

夢が丘小学校の児童とともに総合的な学習

の時間で１年間「障害って何だろう？」を

考えてきた。目や耳に障害のある方と対話

し、体験する中で日常生活のしづらさを感

じ、解決するための改善案を考え、学校の

中にある目の前の障害を一つ一つ取り除い

ていった。取組、学びについての成果をま

とめ、市内の全校に配布し、周知した。他

校でも道徳の公開授業で、障害者差別解消

のための取組を計画していたが、コロナ禍

で中止となった。

Ａ

障害者に対する差別を解消していく

には、様々な取組を継続的に実施し

ていくことが必要。障害についての

理解を進めて行くためには、小さい

ころから障害について知ることが必

要。配慮や支援があればできること

が増えていくことをふれあいや体験

から学び深めていくことが必要。

・子どもたちと障害分野の理解を深める

障害のある方とのふれあいや、教材など

を創りながら条例が示す理念に関心を深

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。

施策項目２　　福祉人材を育成し、定着を支援する

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。

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。

事業 担当課 事業内容 最終年度（令和5年度）の目標 令和２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 見えてきた課題 令和3年度の目標令和２年度評価施策

1

福祉人

材の確

保と育

成
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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２年度の目標 令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価 見えてきた課題 令和3年度の目標

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。

・精神障害者デイサービス事業を第１金曜

日～第４金曜日まで計画どおり実施。（※

5月・6月は緊急事態宣言で事業を中止し

た。）

・日野市内の医療機関や関係機関に対して

事業の説明・周知を実施。関係機関からの

相談と支援連携で精神障害者デイサービス

利用につながるケースあり、新規登録者は

徐々に増加した。

A
関係機関および重複障害者への支援

連携

相談者実人数：前年度比128％

相談者延人数：前年度比140％

・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。

・地域移行が進まない現状について「精神

の包括ケアシステム構築」において課題と

して取り上げた。

A

A

・医療機関・関係機関とより連携し、か

つ支援連携を継続することで、精神障害

者デイサービス事業を必要としている方

の利用を促進する。

・個別支援を丁寧に行うこととする。

・協議会設置し課題をメンバー間で共有

し今後の取り組みについて検討する。

（年2回開催）

・新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

し、「コロナ禍であるからこそ実施しても

らいたい事業」「重要性が高くコロナ禍で

あっても実施してもらいたい事業」「コロ

ナ禍における感染リスク管理のしやすい事

業」の3種を実施する内容として契約をし

直した。

・新型コロナウイルス感染症の影響

で、一部講座が実施できない状況に

ある。3密を避けた形に講座や体験を

従来通りに実施するのは難しいもの

があるので、コロナ禍での実施方法

について見直しが必要

B

事業 担当課

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。

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。

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。

・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。

・地域移行が進まない現状について

「精神の包括ケアシステムの構築」

において課題の一つとして位置付け

検討していく。

・医療機関・関係機関との支援連携

とその継続。

・引き続き、新型コロナウイルス感染症

の状況に対応した内容を検討する。

・実施できていない実習及びボランティ

アについて、実施方法を再検討する

きめ細やかな相談支援の継続およびケー

スワーカー間の連携

令和２年度の取組（実績） 令和２年度評価

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。

令和２年度の目標 見えてきた課題 令和3年度の目標事業内容 最終年度（令和5年度）の目標

・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。

・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。

施策項目３　　社会復帰等に向けた取組みを推進する

施策

精神障害者デイサービス事

業

1

心の健

康づく

り

精神障害者デイサービス事業の継続

と充実。

96 〇

95 〇
専門職の増員による支援体

制の強化
障害福祉課

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。

アウトリーチ支援事業

97 ●

福祉人

材の確

保と育

成

1
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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

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２年度の目標 令和3年度の目標

・「精神の包括ケアシステムの構築」に

向けて協議会を設置し課題をメンバー間

で共有し今後の取り組みについて検討す

る。（年2回開催）

・「精神の包括ケアシステムの構築」に

向けて協議会を設置し課題をメンバー間

で共有し今後の取り組みについて検討す

る。（年2回開催）

100 ●
地域移行支援のための相談

支援
障害福祉課

令和２年度評価

・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。

・「精神の包括ケアシステムの構築」に向

けた関係機関（庁内・庁外：各事業所等）

への現状把握による情報収集と課題の整理

を行い今後の方向性について検討した。

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。

自立支援協議会の相談支援部会でも相談

の充実のために必要なことについての検

討を進める。また、先進市の事例につい

ての調査研究を進め、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。

・地域生活拠点の整備を平成32年ま

でに取り組み、整備。

・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。

・「精神の包括ケアシステムの構築」に向

けた関係機関（庁内・庁外：各事業所等）

への現状把握による情報収集と課題の整理

を行い今後の方向性について検討した。

B

B

日野市内の社会資源を活用し、地域

で安心感をもって暮らすことができ

るよう相談、体験の機会や場の提供

や等緊急時の受け入れ、地域体制づ

くりを組み合わせた窓口となる場所

が必要。関係機関の連携不足、社会

資源の不足、相談機関の周知不足が

課題。

・地域移行が進まない現状として関

係機関の連携不足、社会資源の不

足、相談機関の周知不足が明確に

なってきたので「精神の包括ケアシ

ステムの構築」において課題の一つ

として位置付け検討していく。

・地域移行が進まない現状として関

係機関の連携不足、社会資源の不

足、相談機関の周知不足が明確に

なってきたので「精神の包括ケアシ

ステムの構築」において課題の一つ

として位置付け検討していく。

E

・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。

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た。

見えてきた課題令和２年度の取組（実績）
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