
第３期障害福祉計画の策定について 
（２０１１年愛知自治体キャラバンまとめ） 

 

 

市町村名 

「第３期障害福祉計画の策定にあたって、数値目標・サービス見込み量の検討段階に

おいても幅広く意見をまとめ、障害者本人、・家族・事業者の意見を反映したものにし

てください。また、ホームヘルパー増員、グループホーム・ケアホームの増設などをは

かり、選択できる基盤整備を進めるものとしてください」への文書回答 

０ 愛知県 第３期障害福祉計画につきましては、障害当事者の方や、そのご家族の方及び関係

団体等の方にも参画していただいている愛知県障害者施策推進協議会においてご意

見を伺いながら策定作業を進めているところですが、今後、愛知県障害者自立支援協

議会においてもご意見を伺い、素案を作成する予定としています。また、素案策定後は

パブリックコメントを実施し、広く県民の皆様からもご意見を伺ってまいります。 

障害福祉計画におきましては、障害のある方が、その能力と適正に応じ、自立した日

常生活や社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスの見込量等を設定

することとしており、第３期計画につきましても、地域における適切なサービス提供体制

の整備に寄与するものにしたいと考えています。 

１ 名古屋市 第３期障言福祉計画の策定に⊃いては、本市障害者施策推進協議会における審議

をもとに進めることとしており、当該協議会が専門部会を設置して具体的な審議を行っ

ています。これらの委員には学識径験者のほかに障害当事者や障害者団体・障害福

祉施設の関孫者の方々に多数参加していただいております。また、パブリックコメントを

実施して市民の意見聴取を行う予定です。ホームヘルパーなどの介護従事者の確保

策については国、県、市それぞれ役割があると考えております。本市が取り組む人材確

保策としては、居宅介護事業所の人材確保・職員定着にかかる経費を一部肋成する

「福祉人材確保支援事業」を行っております。さらに、施設職員を対象とした「社会福祉

施設職員研修」や居宅介護従事者等を対象とした「障害者（児）ホームヘルバー現任研

修」を実施し、人材確保及びサービスの質の向上を図るほか、本市独自で知的障害者

ガイドヘルパー養成研修実施事業所の登録制度を創設し、新たなガイドヘルパーの養

成に努めているところです。また、障害者が地域で生活するためには、グループホー

ム・ケアホームなど居往系サービスの充実が必要であると考えています。このため、整備

にかかる国庫補肋制度や本市の実施する運営費補助制度を活用し、その設置数増加

に努めてまいります。 

２ 豊橋市 障害福祉計画の策定にあたっては、障害者団体等に広く意見を求めていきます。ま

た、豊橋市障害者自立支援事業計画の数量に応じて、施設整備に対する補肋金を交

付するなど、施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行の受け皿となる

グループホーム・ケアホームの確保を図るとともに、訪問系サービスの充実などを図って

いきたいと考えております。 

３ 岡崎市 障がい者自立支援協議会に意見を求めながら第３期障がい福祉計画を策定します。

基盤整備は障がい者基本計画及び障がい福祉計画に沿って進めます。 

４ 一宮市 現在、第３期障害福祉計画の策定に向けて作業を進めていますが、事業所及び団

体ヒアリングと合わせて、当事者及び市民に対しアンケートを実施し、障害者本人・家

族・事業所の意見などの反映に努めています。また、ホームヘルパーの増員について

は、一宮市としてではなく、一宮市自立支援協議会の取り組みとして、埋もれている人

材を発掘するため、平成２２年度より施設見学バスツアーを実施し、福祉関係の仕事に

関心のある方の後押しをしています。グループホーム、ケアホームの増設などについて

は、社会福祉法人が国及び県の補助金の交付を受けて社会福祉施設等を建設する場

合は、一宮市も国補助額の４分の１を補助しております。この事業の対象施設にグルー

プホーム、ケアホームも含まれており、基盤整備の一助となっています。 

５ 瀬戸市 第３期障害者福祉計画の策定にあたっては、障害者本人・家族にアンケート調査を

行っております。サービス利用については、広域的に利用できるよう事業者の情報提供

を行っていきます。 

６ 半田市 ※回答なし 



市町村名 

「第３期障害福祉計画の策定にあたって、数値目標・サービス見込み量の検討段階に

おいても幅広く意見をまとめ、障害者本人、・家族・事業者の意見を反映したものにし

てください。また、ホームヘルパー増員、グループホーム・ケアホームの増設などをは

かり、選択できる基盤整備を進めるものとしてください」への文書回答 

７ 春日井市 第３期障害福祉計画については、当市では、春日井市障がい者総合福祉計面として

策定することとしておリ、平成２２年度に障がい者についてはアンケート調査、事業所及

び障がい者団体についてはヒアリング調査を実施し、計画に反映させることとしていま

す。 

８ 豊川市 アンケート調査を実施し、個別ニーズを把握し、サービスの見込量を設定します。基

盤整備については、第３期障害福祉計画との整合性をはかり事業の必要性を考慮し、

整備してまいります。 

９ 津島市 今年度、第３期障害福祉計画等の策定にあたり、障害者の方、事業者の方を策定委

員として選任し、意見を反映できるよう進めています。市独自の基盤整備は、当市の財

政状況を鑑みますと難しいと考えます。事業所の開設や国等の補助金の利用につい

て、社会福祉法人等から相談があった場合には積極的に支援していきます。 

１０ 碧南市 計画の策定においては、障害者団体や、事業所をメンバーとした自立支援協議会

を、計画策定委員会と位置づけ、計画の策定に取り組んでいます。また、ケアホームの

増設には、市内事業所等に、市有地を無償貸与したり、補助をしたりして取り組んでい

ます。 

１１ 刈谷市 第３期障害福祉計画の策定につきましては、市民アンケート、当事者団体ヒアリング

及び事業所ヒアリングを行うなど幅広く意見をいただいています。障害者自立支援法に

おいては、障害のある人が住み慣れた地域で自立した生活が送れることを目指してお

り、そのためにはケアホーム・グループホームの整備促進は重要な施策となります。ケア

ホーム・グループホームの整備費に対する補助については、国及び都道府県の施設整

備費補肋金がありますので、本市といたしましては、この補肋金を受けられなかった場

合に、国等に代わり補助をしていきたいと考えております。また、運営費補助について

は、平成２１年４月の報酬単価の改正により、ケアホーム・グループホームの利用に対す

る報酬が増額されていますので、当面は実際の運営状況を踏まえ、補助の必要性を検

討していきたいと考えております。 

１２ 豊田市 ※文書回答なし 

１３ 安城市 計画策定委員会、関係団体等の懇話会を開催し意見をもとめ、計画策定にあたりま

す。 

１４ 西尾市 障害福祉計画は今回で第３期となりますが、毎回当事者や関係者の意見交換や、聴

取を行っております。ヘルバーの増員やグループホーム、ケアホームの増設に関して

は、地域の実情に応じ検計してまいります。 

１５ 蒲郡市 国や県の指導を受けながら、計画策定にあっては、当事者等の意見を反映させま

す。また、基盤整備も行っていきます。 

１６ 犬山市 計画策定時には障害者団体等のヒアリングを行うとともに、事業者の今後の事業展開

の把握に努め、障害者や家族の二－ズと社会資源の供給を勘案し検討していきたいと

思います。 

１７ 常滑市 自立支援協議会作業部会で話し合いを行っています。作業部会のメンバーには、障

害者本人・家族・事業者がおり幅広＜意見を聞いています。また、グループホームの増

設についても話し合いを行っています。 

１８ 江南市 障害福祉計画については、障害者本人・家族・事業者の意見等をお聞きし策定して

いきます。グループホーム・ケアホームなどの施設整備対する補助を実施し、事業所参

入に対する支援を行っています。 

１９ 小牧市 第３期障害福祉計画の策定にあたっては、アンケートやヒアリング等により、障がい

者・家族・事業所など幅広く意見を求めて数値目標やサービス見込み量について検討

していく予定です。また、ＧＨ・ＣＨ整備につきましては、今後とも新規事業者の参入や

既存事業者の事業拡充を進めるため、市単独の捕肋金事業を継続して実施します 



市町村名 

「第３期障害福祉計画の策定にあたって、数値目標・サービス見込み量の検討段階に

おいても幅広く意見をまとめ、障害者本人、・家族・事業者の意見を反映したものにし

てください。また、ホームヘルパー増員、グループホーム・ケアホームの増設などをは

かり、選択できる基盤整備を進めるものとしてください」への文書回答 

２０ 稲沢市 第３期障害福祉計画の策定については、障害者団体、福祉サービス事業所、自立

支援協会委員等ヘヒアリング調査シートを送付し、広くご意見を伺い、より実効性のある

計画作りと社会資源の見直しに役立てていきたいと考えています。 

２１ 新城市 当事者団体ヒアリング、事業所ヒアリング等を行うとともに自立支援協議会での意見聴

取を行い、策定委員会で計画策定を行ないます。 

２２ 東海市 総合福祉計画推進協議会、自立支援協議会で意見を求めるとともに、障害者団体

等へ意見をお聞きしながら策定に努めております。 

２３ 大府市 障がい福祉計画策定委員会には、当事者及びその家族の方に参加していただいて

います。また、自立支援協議会の意見を聞き、パブリックコメントも実施する予定です。

現在策定中ですが、各事業所の施設等の整備予定を反映して策定作業を進めていま

す。 

２４ 知多市 計画の策定にあたっては、昨年度実施したアンケート結果を考慮するとともに事業者

の意見聴取を予定しています。基盤整備につきましては関係社会福祉法人等とも連携

し、支援策を検討していきます。 

２５ 知立市 Ｈ２３年度策定の知立市地域福祉計画を基本に、第３期障害福祉計画を策定します

が、策定の際は、障害者へのアンケートや関係団体からの意見を聞き取りします。ま

た、施設等基盤整備につきましでは、Ｈ１９年度から就労継続支援施設、ケアホーム、

日中一時支援施設の建設について助成してきましたが、今後も予算等も含め、進めて

いきたいと考えています。 

２６ 尾張旭市 第３期障害福祉計画の策定にあたっては、事前に障害者手帳所持者全員に障害者

福祉に関するアンケート調査を実施しました。また、事業者や障害者団体の意見も聴取

して、数値目標やサービス見込み量等を設定していきます。基盤整備については、国

県の補助基準での対応を予定しております。なお、ケアホーム・グループホームの整備

については、立地条件等が合えば建設用地の提供等について、協力していきたいと考

えております。 

２７ 高浜市 関係者のご意見をお聞きする場として、高浜市人にやさしい街づくり及び障害者施

策審議会、自立支援協議会などを設置しておリますので、第３期計画の策定にあたっ

ても、幅広く意見を求めていきます。基盤整備については、ニーズ等を把握しながら、

社会福祉法人等へ働きかけを行っていきます。 

２８ 岩倉市 反映できるよう努めます。また、グループホーム・ケアホームについては運営費の補

肋事業を実施しています。 

２９ 豊明市 第３期障害福祉計画の策定に向けて、現在市内の各事業所や障がい者の団体や家

族会等のヒアリングを実施しておりますが、これらの情報やご意見を参考にさせていた

だきながら基盤整備を進めていきたいと思います。 

３０ 日進市 第３期障害福祉計画の策定にあたって、サービス利用者等を対象としたアンケートを

実施し、市民意見の反映に努めていきます。 

３１ 田原市 第３期田原市障害福祉計画の策定については、田原市障害者自立支援協議会の

承認を得て策定します。上記協議会の委員には、当事者、家族会、事業者等が含まれ

るため、当事者等を含めた多岐にわたる分野の方々からのご意見をいただきます。ま

た、パブリックコメントを活用し広く市民の方々からもご意見をいただき策定致します。ホ

ームヘルパーの増員につきましては、市立田原福祉専門学校のヘルパー講座の実施

により担い手の育成に努めております。また現在、受講生に対し市内事業所紹介などを

行っており、講座修了後に担い手として活躍できるような取り組みを、今後も継続して実

施・検討します。グループホーム・ケアホームの増設に関しては、設置については、国・

県の補助制度活用を促し、運営については、県の制度とともに、市独自の補助制度を

策定し、利用者の方が安心して生活できるよう、基盤整備を行っております。又今後に

つきましては、法改正に伴い施行された家賃補助制度の効果等に注視し、市で対応で

きるものがあれば、必要に応じて検討していきます。 



市町村名 

「第３期障害福祉計画の策定にあたって、数値目標・サービス見込み量の検討段階に

おいても幅広く意見をまとめ、障害者本人、・家族・事業者の意見を反映したものにし

てください。また、ホームヘルパー増員、グループホーム・ケアホームの増設などをは

かり、選択できる基盤整備を進めるものとしてください」への文書回答 

３２ 愛西市 障害福祉計画の策定には当事者も委員として参画しており、障害者本人、家族の意

見が反映されるよう又、他事業アンケートを引用した中で広く意見を集めています。ま

た、基盤整備については、事業者に対し活用できる補助制度の情報や求められている

ニーズなどの情報提供を行っています。 

３３ 清須市 第３期障害福祉計画については、市民ワークショップや市民アンケート調査を実施し

ており、障害者等の意見を取り入れた策定を実施しています。又、ホームヘルパー増

員、グループホーム・ケアホームの増設等については、市独自の助成制度は設けてい

ません。 

３４ 北名古屋市 計画の策定にあたっては、障害者手帳所持者等を対象としたアンケート調査や障害

者団体や事業者などを対象にインタビュー調査を実施し、本人の生活の実態や施策に

対する要望、サービスの利用意向を把握するとともに、関係者の意見や要望を把握す

るよう努めます。ホームヘルパーの増員については、国において報酬の引き上げや福

祉・介護人材の処遇改善事業などが進められているため、国の施策どおリ行います。ま

た、生活施設・グルーブホーム・ケアホームの増設など選択できる基盤整備について

は、生活拠点となるグルーブホームやケアホームの誘致を目指し、市単独事業として、

初年度備品補助や敷金礼金の補助を行い、施設の整備促進を図っています。 

３５ 弥富市 障害をお特ちの方々のご意見をお聞きし、計画を一緒に策定していくため、障害児

者団体への聞き取り調査やサービス事業者へのアンケート調査を実施。ホームヘルバ

ーの研修に関する情報提供を行うとともに、増設等の計画がある場合には、円滑に整

備ができるように県・事業所と連携を図っていきます。 

３６ みよし市 ※文書回答なし 

３７ あま市 障害者手帳保特者全員を対象にアンケートを実施しており、当事者意見の反映を考

慮しております。 

３８ 東郷町 国の指針、施策に準じて実施していきます。 

３９ 長久手町 福祉計画の策定については、障害者本人、家族、事業者の意見を聞けるものとなっ

ています。基盤整備は、状況に応じ適切に対応していきます。 

４０ 豊山町 改革の策定には、障害者団体の役員や福祉作業所の親の会との懇談会を予定して

います。なお、グループホ－ム・ケアホームの基盤整備は町単独では困難なため、尾張

中部福祉圈域で考えていきます。 

４１ 大口町 第３期障害福祉計画については、障がい者本人・家族・事業者等を構成員とした大

口町障害福祉調整会議の意見を聴きながら策定をしています。また、今後パブリックコ

メントを予定しています。ホームヘルパー、グループホーム・ケアホームについては、不

足するサービスの整備に努力します。 

４２ 扶桑町 第３期障害福祉計画の策定にあたっては、策定委員会に障害者本人及び保護者、

事業者を委員として参加を求めています。また、選択できる基盤整備のため事業所へ

働きかけを行います。 

４３ 大治町 ※文書回答なし 

４４ 蟹江町 現行どおりとします。 

４５ 飛島村 現行どおり 

４６ 阿久比町 第３期障害福祉計画の策定にあたり、障害者手帳所持者全員にアンケートを送り広く

意見を聞いています。ホームヘルパーは資格が必要な為、事業所等に積極的に参加

するよう呼びかけています。グループホーム・ケアホームの建築にあたり、事業所が県等

から補助金を受ける際には、町は強く陳情しています。 

４７ 東浦町 第３期障害福祉計画については、策定委員として、障がい当事者団体の代表者、サ

ービス事業者代表、病院のソーシャルワーカー等を委嘱し意見の反映に努めておりま

す。また、町内各事業所に平成２６年度までのサービス整備計画をヒアリングし、精度の

高い利用数値見込みの把握に努めてまいります。 



市町村名 

「第３期障害福祉計画の策定にあたって、数値目標・サービス見込み量の検討段階に

おいても幅広く意見をまとめ、障害者本人、・家族・事業者の意見を反映したものにし

てください。また、ホームヘルパー増員、グループホーム・ケアホームの増設などをは

かり、選択できる基盤整備を進めるものとしてください」への文書回答 

４８ 南知多町 福祉計画については、自立支援協議会の意見を参考にしています。増員増設は予

定していません。 

４９ 美浜町 検討していきたいと考えている。 

５０ 武豊町 第３期障害福祉計画の策定にあたっては、数値目標・サービス見込み量の検討段階

において、広く意見をもとめます。また、障害者本人・家族・事業者等の意見も参考にし

ます。ホ－ムヘルパー増員、グルーブホーム・ケアホームの増設、選択できる基盤につ

いては状況を把握し調査検討します。 

５１ 幸田町 計画の策定については幅広い方の意見を取り込むよう、アンケート、ヒヤリングの実

施を計画しています。ヘルパーの増員、グループホーム・ケアホームの増設など機会あ

るごとに事業所などに働きかけていきます。 

５２ 設楽町 財政的牒題はありますが、社会的情勢や地域の実情に応じ、検討していきたいと考

えます。 

５３ 東栄町 実情に即した計画づくりに努めます。基盤整備については、財政上の問題はありま

すが、検討していきたいと思います。 

５４ 豊根村 第３期障害者福祉計画策定については、各方面からの意見を伺い計画に反映して

いきたいと考えています。 

 


