平成２９年度 東村山市第４次地域福祉計画（障害者福祉計画）進捗状況

資料2-1

基本理念：認めあい、つなぎあい、支えあうまち 東村山

障害者福祉計画
おもな事業名称等
基本目標

施策の方向

今後の課題と方針

おもな取り組み

①広報・啓発活
動の充実

○障害者週間・福祉のつどい
○北多摩北部地域高次脳機能障
害者支援ネットワーク協議会
〇健康のつどい

（1）障害のある
人への理解の
○特別支援教育運営委員会
促進（「心のバ
○特別支援教育推進計画
リアフリー」の
②福祉教育の充
促進）
実

○産業まつり
③地域での交流 ○ボランティア講座
と生涯学習を通じ ○パソコン講習会への支援
た理解の促進
○児童クラブ
○認可保育園
○児童発達支援事業
1 みんなでつな
がり、参加する
東村山の福祉

取り組み状況と進捗状況

○障害者週間・福祉のつどい（平成29年12月2日～12月3日）の実施。（主催：障害者週間・福祉のつどい実 ○今後も市報や市のホームページ等を活用し、広報啓
行委員会、共催：東村山市、東村山市社会福祉協議会、延べ来場者数459名）
発活動に努める。
〇北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会では、圏域において、高次脳機能障害者の理
解や地域支援充実のため、市民交流事業を開催。（平成30年1月20日土曜日に実施、主催：北多摩北部地
域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会、東京都高次脳障害者支援普及事業、協力：東京都心身障害
者福祉センター、来場者数：151名）
〇平成29年11月11日、12日の市民健康のつどいにて「心の相談場所知っていますか」として、市内の相談場
所等の周知活動を実施。来場者数214名。
○特別支援教育運営委員会啓発部会による、教員向けに東村山市特別支援学級の指導や支援に関する理 ○各事業を引き続き実施する。
解啓発リーフレットを作成・配布。
○特別支援学級在席児童・生徒の共同及び交流学習の実施。
○特別支援学校在籍児童・生徒の副籍制度の実施。（小学生56名、中学生22名）
○特別支援教育に関する理解啓発リーフレットの配布。（全児童・生徒数分平成29年6月配布）
○特別支援教育理解啓発事業（市民向け講座「子供一人一人に応じた支援」を平成30年3月に実施）
○市民産業まつりにおいて、福祉関係団体による展示・販売を実施。
○東村山市社会福祉協議会によるボランティア講座の開催。
○中央公民館にて、視覚障害者のPCサークルにパソコンを貸し出している。

○市民等に対して、障害のある方の理解啓発も含め、
引き続き実施する。

○障害の程度を考慮しながら希望する児童クラブへの入会を弾力的に行い、全員の受け入れに努めた。平
成29年度全児童クラブでの障害児受け入れ実績は計51名。
○平成30年3月末時点で認可保育所及び認定こども園20施設で障害児保育を53名実施。
○児童発達支援事業を利用される方に障害児通所給付を支給した。利用実績は58名。
○平成30年3月末現在、市内の児童発達支援事業所が5事業所。

○児童クラブにおける障害児の入会者数は増傾向にあ
り、年に2回程度障害児の保育に関する研修なども行い
ながら、受け入れ体制を構築している。
○「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、
関係機関との連携を図りながら、引き続き特別な支援が
必要な障害児等の受け入れを推進していく必要がある。
○引き続き、利用者ニーズを把握するとともに、障害児
通所支援の質の向上に向け、都と連携していく。

○放課後等デイサービスを利用される方に障害児通所給付を支給した。利用実績は137名。
○平成30年3月末現在、市内の放課後等デイサービス事業所が5事業所。
○障害者地域自立生活支援センター「るーと（東村山市社会福祉協議会、市委託事業）」による「こどもくら
ぶ」等の実施。

○引き続き、利用者ニーズを把握するとともに、障害児
通所支援の質の向上に向け、都と連携していく。

①就学前教育
（療育）・保育の
充実

○障害児通所支援
（2）障害児教育
支援の充実と ②放課後余暇活 ○るーと
障害者就労支 動の充実
援の推進
○特別支援教育運営委員会
○特別支援教育推進計画
③特別支援教育
の推進

④就労支援体制
の充実

○特別支援教育運営委員会の開催。（年間を通じて研修会や情報交換等を実施した。）
○特別支援教育コーディネーターおよび教員の資質の
○特別支援教育運営委員会の部会である特別支援学級担任会を固定学級・通級指導学級・特別支援教室 向上。
の3部会に分かれて実施し、研修や情報交換等を行い専門性向上を図った。
〇特別支援学級の資質の向上。
○特別支援教育専門家チーム巡回相談(155回）・教員サポーター派遣事業の実施。（２２名を派遣）
○就学相談、教育相談体制の推進。（就学相談に関する保護者向けガイダンスを平成２９年６月に実施）

○障害者就労支援事業（東村山 ○「東村山市障害者就労支援室（東京コロニー、市委託事業）」において、就職準備や職場定着、職場開拓
市障害者就労支援室）
などの就労面の支援と就労に伴う生活面の支援を一体的に提供した。（平成29年度新規就労者60名）
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○市内の事業所等との連携を強化しながら事業を推進
する。
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障害者福祉計画
おもな事業名称等
基本目標

施策の方向

取り組み状況と進捗状況

今後の課題と方針

おもな取り組み
○東村山市障害者自立支援協議
会
○東村山市精神保健福祉ケア検
討会
○北多摩北部地域高次脳機能障
①地域ネットワー 害者支援ネットワーク協議会
○東村山福祉ネットワーク
クの推進
○居宅介護事業所交流会

1 みんなでつな （3）地域の協働
がり、参加する による地域福
東村山の福祉 祉体制の推進
○各委託事業の担当者会議

〇「東村山市障害者自立支援協議会」において、地域課題の１つとして長期入院者の 地域移行や相談支 ○引き続き、障害者自立支援協議会などを活用し、市
援事業所の人材育成などが課題とされたことから、他市の視察なども行いながら、「基幹相談支援センター」 内の関係機関と連携し、地域のネットワークを推進する。
の設置に向けた協議を行った。その結果、平成３０年２月に当市における「基幹相談支援センターのありかた」
についての報告書をまとめた。
○「東村山市障害者自立支援協議会」を開催（定例会3回/年、相談支援部会12回/年、就労支援部会5回/
年）し、既存のネットワークの連携を強化しながら、地域の課題解決に向け、協議を行った。
○東村山市精神保健福祉ケア検討会における関係機関のネットワークの構築を図った。（10回/年開催）
〇北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会において、症例検討会、講演会を開催し、人
材育成やネットワークの構築を図った。
○東村山福祉ネットワークによる活動、支援。
○居宅介護事業所交流会におけるネットワークづくり。
○各種事業の適正な実施のため、市と社会福祉協議会の担当者間で日常的にやりとりを行っている。

○引き続き会議を実施し、連携を強化していく。

○障害者関係団体の実施する講演会等への協力。（後援等）

○引き続き協働していく。

○障害者福祉計画推進部会を開催し、計画の進捗管理を行った。（平成２９年度会議開催回数：３回）

○引き続き部会委員による事業の進捗管理を行う。

〇障害者相談支援事業を委託により実施。地域自立生活支援センター「るーと（東村山市社会福祉協議会、
市委託事業）」（平成29年度相談件数240件、相談延べ人数7,944名）、 地域生活支援センター「ふれあいの
郷（東村山けやき会、市委託事業）」（平成29年度相談件数351件、相談延べ人数5,639名
○平成２５年度より、入庁３年目の市職員を対象とする、「福祉に関する勉強会」を開催。
○高次脳機能障害者、発達障害者（児）の相談対応充実のため、職員が外部の専門研修を受講した。
○身体・知的障害者相談員の活用による身近な相談の実施。

○各委託事業を引き続き実施するとともに、地域の特定
相談支援事業所との連携を強化していく。
○身体・知的障害者相談員について、障害のある方の
身近な相談先としての必要性から、引き続き実施する。

②社会福祉協議
会との連携強化
③ＮＰＯ等民間団 ○障害者関係団体への協力
体等との協働
④計画推進体制 ○障害者福祉計画推進部会
の確立
○るーと・ふれあいの郷による相
談支援事業
○市職員の研修受講
①包括的な相談 ○障害者相談員による相談実施
（1）相談体制の
充実

体制の推進

○計画相談支援
2 相談しやすい
しくみづくりとわ
かりやすい情報
提供

②福祉サービス
の利用支援

○東村山市障害者自立支援協議会相談支援部会において、相談支援事業者間で情報共有を行い、連携強 〇引き続き、東村山市障害者自立支援協議会相談支援
化を図った。（毎月1回開催）
部会において、情報共有、連携強化を図り、障害のある
方の自立に向けた相談支援を進める。

○手話通訳者派遣事業
○要約筆記者派遣事業
①障害の特性に 〇手話奉仕員養成研修事業（手
配慮した情報提 話講習会）
○障害特性に配慮した機器の設
供の充実
置

○地域の手話通訳者、手話ボランティアを養成するため手話講習会（東村山市社会福祉協議会、市委託事
業）を開催。（入門昼クラス30回、入門夜クラス30回、通訳基礎クラス30回、通訳応用クラス20回、通訳養成ク
ラス20回）
○磁気ループが設置されている会議室（マルチメディアホール）を市民に貸出。
〇SPコードによる通知文や資料等の作成。
〇障害所管窓口における拡大読書器の設置。

〇市登録手話通訳者の人材確保。
〇日常生活用具給付事業の品目について、国の動向を
注視し、随時検証する。

○障害の状況により、FAXや電子メールで日常生活を送る上での各種相談を受付。
○市のホームページでの音声読み上げソフト対応。

○引き続き実施する。

（2）情報のバリ
アフリー化の推
○各種情報提供手段の活用
進
②多様な情報媒
体の活用

○特別支援学校福祉学習会等の ○特別支援学校との福祉学習会等の開催。（平成29年度開催回数：4回）
③行政との情報 開催
○障害者団体との意見交換会等の実施。
交換
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○障害のある方からの情報を関係各所管に適切に伝え
るとともに、今後の施策に活かすため、意見交換会を行
う。
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障害者福祉計画
おもな事業名称等
基本目標

施策の方向

取り組み状況と進捗状況

今後の課題と方針

おもな取り組み
○障害者総合支援法に基づく各 〇平成３０年４月から施行される「障害者総合支援法及び児童福祉法」の一部改正に伴い、新たに新設され ○引き続き、支援が必要な方への適切なサービスの提
①自立を支援す 種障害福祉サービス
るサービスの支給決定基準及び既存サービスの支給決定基準について、「東村山市障害福祉サービス等支 供を行っていく。
る福祉サービス
給決定基準検討会」を開催し支給決定基準の一部改正を行った。（会議開催回数：４回）
の充実

〇地域移行支援・地域定着支援 〇長期入院者等の円滑な地域移行に向けた支援を行った。
○地域の社会福祉法人等との話し合いを進め、地域の
○ヘルプカード
〇第４期の障害福祉計画に基づくグループホーム整備について、市内の法人等との設置に向けた検討を行 課題、支援の方向性について協議を進めていく。
（1）地域生活を ②地域で暮らす
い、設置を行った。
ための支援体制
支える福祉
○東村山あんしんネットワーク（事務局：東村山市社会福祉協議会）による、東京都の共通様式を使用したヘ
サービスの充 の整備
ルプカードの配布・普及啓発活動を実施。
実
○手話通訳者設置事業
〇聴覚障害者の相談を随時受け付ける手話通訳者を社会福祉協議会に設置。（市委託事業）
〇引き続き事業実施を実施する。
○手話通訳者派遣事業
○手話通訳者派遣事業の実施。（平成29年度派遣件数447件）
3 住み慣れた地
○要約筆記者派遣事業
○要約筆記者派遣事業の実施。（平成29年度派遣件数65件）
③コミュニケー
域で生きがいを
○手話通訳者派遣事業および要約筆記者派遣事業の適切な運営を図るため、当事者団体や支援団体を加
ション支援の充実
持って暮らせる
えた連絡調整会議を開催。（平成29年度開催回数：3回）
しくみづくり
①地域医療に関 ○自立支援医療制度
する福祉サービ
（2）地域での保 スの利用促進
健・医療サービ ②保健・医療体 ○医療連携推進協議会
ス体制の充実 制との連携による
疾病予防と健康
管理
○福祉サービス総合支援事業
（3）権利擁護支 ①権利擁護体制
援体制の充実 の充実
○成年後見制度推進事業

○自立支援医療制度（育成医療、更生医療、精神通院医療）について情報提供を行い、適切な医療が受け 〇引き続き国の動向を注視し、適切に実施する。
られるよう支援を行った。
○歯科医療連携推進協議会における障害者の口腔ケア等についての理解の促進。
○障害児（者）及び要介護者等へのかかりつけ歯科医の紹介。
○北多摩北部保健医療圏精神科医療地域連携会議に出席し、情報共有を図った。

○引き続き当市及び圏域の医療機関等との連携に努め
る。

○福祉サービス総合支援事業・成年後見制度推進事業の実施について、関係所管と検討を行った。
〇障害のある方の虐待相談体制を整備、研修等への参加。
○平成２９年度も引き続き、市民後見人の養成を行った。

○引き続き検討を行う。
〇障害者虐待相談窓口の周知を行い、権利擁護に努
める。

〇東村山市地域防災計画に基づ ○平成２４年より要援護者名簿（現在の避難行動要支援者名簿）整備を開始した。整備を推進するため、関 ○避難行動要支援者名簿のさらなる整備と地域のみま
く災害時要援護者支援全体計画 係者説明会や特別支援学校保護者等の懇談会等の場で説明した。 （平成29年度末時点2,296名登録）
もり体制の拡充を進めていく。
○要支援者の見守りについて企業等との協定を結び連絡会を実施した。
○二次避難所（福祉避難所）の指定。（平成29年度末時点14施設）（さやま園・東村山福祉園・コロニー東村
①要支援者対策
山・経済産業省研究所・社会福祉センター・村山荘訓練棟・ほんちょうケアセンター・さくらコート青葉町・第ニ
の推進
万寿園・青葉の杜・グリーンボイス・ひかり苑、白十字ホーム・ひなたの道）
○平成２９年度より福祉避難所連絡会の設置をした。
４ 福祉を推進し （１）安心・安全
ていくためのまち まちづくりの推
づくり
進

○総合震災訓練

○総合震災訓練の実施に合わせて、災害時における要配慮者への支援として、民生委員等と連携し要支援 ○引き続き事業実施する。
者名簿訓練を行った。また、災害ボランティアセンターや障害福祉施設等と連携し要支援者避難訓練を行っ
た。

○第三者評価受審の促進

○障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金により、市内通所事業所が福祉サービス第三者評価を
受審した際の、受審経費の補助を実施。

②地域で支える
体制づくり

③サービスの質
の向上の促進

3 ページ

○今後も第三者評価受審を各事業所に促していく。

平成２９年度 東村山市第４次地域福祉計画（障害者福祉計画）進捗状況
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基本理念：認めあい、つなぎあい、支えあうまち 東村山

障害者福祉計画
おもな事業名称等
基本目標

施策の方向

取り組み状況と進捗状況

今後の課題と方針

おもな取り組み
○新秋津駅内方線状ブロック等
の整備
○富士見公民館ウォータークー
ラーの設置
①バリアフリーの ○富士見文化センター階段手す
推進
り設置

（２）福祉のまち
づくり（バリアフ
リー）の促進

○ハンディキャブ
○コミュニティバス

②移送サービス
の促進
４ 福祉を推進し
ていくためのまち
づくり
①生涯学習の充 ○障害者週間・福祉のつどい
実とスポーツ・レ ○るーと
クリエーション活
動の推進
○各種交流事業
○東村山市障害者自立支援協議
会研修会

（３）地域の人
材育成・地域福
②地域資源の活
祉の促進
用による拠点づく
りと活動の場の
充実

（平成２９年度）
○富士見公民館に車椅子用ウォータークーラーを２階部分へ設置をした。
○富士見文化センターに地下駐車場から１階までの階段に手すりの設置をした。
○富士見文化センターに地下駐車場から１階までの階段に手すりの設置をした。

○施設等の改修に併せて、引き続き整備していく。

○東村山市社会福祉協議会によるハンディキャブ移送サービスの実施。（平成29年度運行件数1,276件）
〇「東村山駅西口～久米川駅南口」（新規路線）
・平成２９年９月１日から本格運行へ移行。
〇所沢市コミュニティバス「ところバス」の多摩湖町地域への乗り入れ
・平成２９年４月１７日、所沢市へ協議を依頼。
・平成２９年１０月１０日、所沢市へ乗り入れを依頼。
・平成３０年３月３０日、所沢市より平成３０年１０月１日から乗り入れ実施の回答を受理。
〇公共交通マップを公共施設に設置するとともに、イトーヨーカドー東村山店・セブンイレブン市内各店舗・西
友久米川店に設置。
〇平成２９年９月１日より、バス利用特典サービスを導入。

○引き続き事業実施する。
○コミュニティバスガイドラインに沿った輸送方法が導入
できない地域について、地域に適した輸送方法の研
究、仕組みづくりが今後の課題。

○障害者週間・福祉のつどいにおける、作品展「あっ！」とアートの実施。（主催：障害者週間・福祉のつどい ○引き続き充実に努めていく。
実行委員会、共催：東村山市、東村山市社会福祉協議会）（平成29年度 参加作品70点）
○「るーと（東村山市社会福祉協議会、市委託事業）」の「日曜くらぶ」において、ボウリング等を実施。
○地域活動支援センターⅠ型事業を実施。地域生活支援センター「ふれあいの郷（東村山けやき会、市委託
事業）」（平成29年度利用延人数3,195名）
○「東村山市障害者自立支援協議会」による、障害福祉サービス関連事業所等の職員を対象とした研修会を
開催。（テーマ：「お互いに学び支援力を高める」、開催日：平成30年1月28日、参加者数：36名）
○中央公民館「かめのこ学級」によるレクリエーション活動等。
○東村山市社会福祉協議会による「ふれあいスペース『いっぷく』」の設置。

4 ページ

○地域の事業者・関係機関の意見等を踏まえつつ、地
域の人材育成に努めていく。
○地域資源の活用が図れるよう、地域の事業者へ協力
依頼をしていく。

