
 

 

平成 24年度～26年度計画における新規登載事業等の進捗状況について 

 

 

１ 相談支援事業について  

（１）現在の実施施策 

  ①基幹相談支援センターの設置・運営 

    障害者自立支援法の改正により、平成 24年４月から「障害者相談支援推進セ

ンター」を「基幹相談支援センター」と位置づけ、身体・知的・精神障がい者の

相談を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担っている。 

  ②平成 24年度の実績 
 

実施事業等 実施内容 H24年度 実績 

障害者等相談

支援事業 

実施箇所数 身体・知的・精神障がいの相談支

援及び基幹相談支援センター、障

害者 110 番事業の実施。 

11か所 

相談件数 21,476件 

個別支援会議

開催回数 
220回 

療育支援実施

回数 
842回 

相談支援機能

強化事業 

実施個所数 相談支援事業所に専門職員を配置

し、相談支援体制の機能強化を図

る。 

８か所 

    

  【相談件数の内訳】 

１ 

福祉サービ

スの利用等

に関する支

援 

２ 

障害や病状

の理解に関

する支援 

３ 

健康・医療

に関する支

援 

４ 

不安の解

消・情緒安

定に関する

支援 

５ 

保育・教育

に関する支

援 

６ 

家族関係・

人間関係に

関する支援 

７ 

家計・経済

に関する支

援 

9,582 件 825 件 1,813 件 2,273 件 389 件 915 件 475 件 

８ 

生活技術に

関する支援 

９ 

就労に関す

る支援 

10 

社会参加・

余暇活動に

関する支援 

11 

権利擁護に

間する支援 

12 

その他 
合計 

1,413 件 693 件 509 件 766 件 1,823 件 21,476 件 

 

  ③利用者評価の実施 

        平成 24年度より障害者相談支援事業について、利用者による評価を実施した。   

利用者評価の全体の傾向としては、各設問とも良好で、「今後も相談支援事業所

を利用したいと思うか。」との質問に、「ぜひ利用したい」、「機会があれば利用

したい」と答えた利用者は、全体の 77％であった。 

 

資料３ 



 

 

（２）今後の施策展開 

    相談支援業務の中で困難な事例などについては、相談支援事業所や関係機関で

個別支援会議が行われ、その中から様々な課題やニーズが出てきている。 

    自立支援協議会では、それら地域課題について情報共有し、解決に向けて協議

を行ってきたが、今後、自立支援協議会の中に地域生活支援部会を設け、更に課

題別にプロジェクトチームで検討していくこととする。 

    平成 25年度は移動支援の充実について、 

    ①利用対象者の拡大  ②通学における移動支援 

    ③ヘルパーの不足対策と人材育成 

   を検討していく。 

 

（３）施策実施における課題 

  ①相談件数の増加及び多様化、複雑化する相談に対する対応能力の更なる向上。 

 

２ 障がい者虐待防止に対する支援体制について 

（１）現在の実施施策 

  ①虐待防止センターの設置 

    平成 24年 10月からの障害者虐待防止法の施行に伴い、虐待通報・相談窓口と

して、「基幹相談支援センター」を「虐待防止センター」と位置づけるとともに、

市内 10か所の各相談支援事業所においても、窓口等の役割を果たしている。 

  ②平成 24年度における実績 

    平成 24年 10月から平成 25年３月までの相談・通報・届出件数は 34件となっ

ており、そのうち障がい者虐待案件として対応した件数は 11件となっている。 

 

（２）今後の施策展開 

  ①虐待防止マニュアルの作成 

    厚生労働省から示されている「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と

対応」をもとに、本市におけるマニュアルを作成する。 

  ②虐待対応事例の事後評価の実施 

    虐待対応事例について、対応終結後、対応上の問題点等を検証する「事後評価

会議」等を開催し、障がい者虐待防止対策についての課題を明らかにし、適切に

対応する体制を構築する。 

 

（３）施策実施における課題 

  ①虐待を受けた障がい者の一時保護体制 

    虐待を受けた障がい者の生命や身体に関わる危険性が高い場合等には、当該障

がい者の保護・分離を行うための一時保護が必要となる。 

    現在、一時保護のための居室の確保体制が整備されていないことから、居室ス



 

 

ペースの確保等に関する協定締結に向けた協議を行っている。 

    併せて、公設施設において居室を確保するための改修についても現在実施中で

ある。 

 

３ 防災対策について  

（１）現在の実施施策 

  ①福祉避難所の確保及び運営 

    福祉避難所とは、「地震や風水害その他の災害が発生した際、一次避難所等で

の生活において特別な配慮を必要とする方を対象とした二次的な避難所」として

市が指定するものである。 

    平成 25 年度中に、本市内で高齢者関係施設 40 か所、介護関係施設 19 か所、

障がい者関係施設 14か所、その他１か所の合計 74か所の指定を予定している。 

    このうち、障がい者関係施設については、平成 25 年３月、市内で施設入所支

援を行っている８施設及び市内特別支援学校６校の計 14 施設を福祉避難所とし

て指定し、設置運営に関する協定書を締結。 

また、同月、福祉避難所の開設手続き等を定めたマニュアルを策定し、協定締

結施設に配布した。 

    なお、平成 25年４月、（一社）日本福祉用具供給協会と「災害時における物資

（福祉用具）の調達及び供給に関する協定」を締結した。 

  【福祉避難所指定先一覧（障がい者関係施設）】 
    

 入所施設 特別支援学校 

１ 静岡市わらしな学園 県立静岡聴覚特別支援学校 

２ 静岡市桜の園 県立静岡視覚特別支援学校 

３ 安倍寮 県立清水特別支援学校 

４ 静岡医療福祉センター成人部 県立中央特別支援学校 

５ 宍原荘 県立静岡北特別支援学校 

６ 百花園 静岡大学付属特別支援学校 

７ 望未園 
 

８ つばさ静岡 

 

（２）今後の実施事項 

  ①協定締結施設の受入可能人数等の把握 

    福祉避難所の協定締結施設において、避難所開設時に受入可能な人数、利用可

能な設備・備品等を把握するための福祉避難所設置計画書の作成を依頼し、それ

ら事項の把握を行う。 



 

 

  ②物資の提供や対象者の移送に関する協定 

    物資の提供や対象者の移送に関して、民間事業者との間の協定締結について、

検討する。 

  ③要援護者支援班の体制整備等 

    災害発生時に市が福祉部内に設置する「要援護者支援班」について、具体的な

体制や事務内容等について検討する。 

  ④区本部等との連携等 

    市が設置する各区の本部や地区支部との連携体制について、検討及び構築する。 

 

（３）施策実施における課題 

  ①福祉避難所の対象となる施設の拡大等 

    福祉避難所の対象として市有施設、通所施設等についての指定の可否等。 

 

４ 就労支援・雇用促進施策について  

（１）現在の実施施策 

  ①雇用と就労を促進する体制の整備 

   ア 市役所でのインターンシップ受入体制の推進 

       【受入実績】H21:２人、H22:２人、H23:６人、H24:７人 

   イ 発達障がい者に対する就労支援 

      発達障害者支援センター「きらり」における就労支援の実施 

      【支援件数】H23:58件、H24:145件 

  ②多様な雇用と就労の場の確保 

   ア 障害者就職面接会への参加 

      ９月及び２月に障害者就職面接会へ参加。 

   イ 障がい者雇用促進のための連携体制の整備 

      国（ハローワーク）等及び市商業労政課等と連携し、庁内及び市内企業に

おける雇用率の向上に向けての検討部会を開催。 

   ウ 市役所での障がい者雇用の推進 

      市役所における障がい者雇用を推進し、障害者雇用率の向上を図るため、

平成 25年度より新たに知的障がい者及び精神障がい者 各１人、計２人を非

常勤職員として採用し、文書収受、データ入力、会議録作成等の作業に従事

している。 

  ③就労を支援する取り組みの強化 

   ア ３号随意契約の促進 

      【契約実績】     ※（ ）は、障害者支援施設等との間の契約実績 

       H21:10件 4,338,738円（43件 24,072,423円） 

H22:12件 3,821,037円（35件 24,654,864円） 



 

 

H23: 9件 6,458,791円（43件 27,778,252円） 

H24: 8件 5,204,738円（40件 25,889,587円） 

   イ 公共施設を活用した障がい者授産所への支援 

      静岡庁舎１階に週１回、授産製品販売所「わ・ハハ」を設置するとともに、

販売促進策として、商品カタログを作成し、市ホームページに掲載した。 

 

（２）今後の施策展開 

  ①市役所での知的障がい者及び精神障がい者の雇用拡大に向けた検討 

    来年度以降の市役所における知的障がい者及び精神障がい者の雇用拡大に向

け、庁内における実施可能業務の洗い出し、また実施体制等の検討を行う。 

  ②障がい者雇用促進のための連携体制を整備するための検討部会の開催 

    昨年度に引き続き、国（ハローワーク）等及び市商業労政課等と連携し、庁内

及び市内企業における雇用率の向上に向けての検討部会を開催。 

  ③障害者優先調達推進法に基づく本市調達方針の策定 

    障害者優先調達推進法に基づく国の基本方針等が示されたことを受け、本市調

達方針（案）について、現在作成を行っている。 

    現時点における本市の調達方針（案）は別紙のとおりであり、今後、庁内調整

を経て、公表を行う予定。 


