Ⅲ

障がい者計画の実施状況

基本目標Ⅰ 地域生活支援体制の充実
１．生活支援
施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(1)相談支援体制の ①身近な場所での相談支援 ○地域包括支援センター、北見市障がい者相談支援
充実
機能の充実
センターにおける相談支援
○網走圏域障害者総合相談支援センター「くらしネ
ットオホーツク」の設置
○基幹相談支援センターの設置
②関係機関の連携強化
○地域包括支援センター連絡会議及び協議会の設置
○居宅介護支援事業所等連絡会議
○北見市障がい者支援ネットワークの設置（地域自
立支援協議会の設置）
③ケアマネジメント体制の ○個別ケア会議等の開催
確立
④情報提供の充実
○障がい者福祉ガイドの作成（冊子・WEB 版）
○医療・福祉マップの更新（冊子・WEB 版）
⑤人材の育成確保
○専門知識を有する市職員の登用
(2)権利擁護施策の ①地域福祉権利擁護事業、 ○地域福祉権利擁護事業、成年後見制度研修会
成年後見制度の利用促進 ○成年後見制度利用支援護事業
推進
○「障がい者の虐待防止研修会」の開催
○成年後見支援センターの設置
②苦情相談窓口の利用促進 ○広報きたみ、市ホームページを活用した情報発信
③福祉オンブズパーソン制 ○実績なし
度の創設
○ホームヘルパー養成講座の実施
(3)障がい福祉サー ①訪問系サービスの充実
○介護訓練等給付費の支給
ビスの充実
○事業運営円滑化事業
②日中活動系サービスの充 ○通所サービス利用促進事業の推進
実
○就労意欲促進事業
○介護訓練等給付費の支給（再掲）
○事業運営円滑化事業（再掲）
③居住系サービスの充実
○福祉電話貸与事業
○寝たきり高齢者等入浴サービス事業
○寝たきり高齢者等寝具乾燥サービス事業
○家族介護用品支給事業
○介護訓練等給付費の支給（再掲）
○事業運営円滑化事業（再掲）
④地域生活支援事業の充実 ○日常生活用具給付等事業
○障がい者社会参加促進事業（芸術・文化講座開催等事業）
○地域活動支援センター事業
○重度身体障がい者交通費助成事業
○移動支援事業
○日中一時支援事業
○更生訓練費給付事業
○精神障がい者地域活動費補助事業
○高齢者、障がい者に対するバス料金助成事業
○医療的ケア支援事業
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施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(3)障がい福祉サー ⑤インフォーマルな福祉サ ○地域ボランティアニーズ事業
ービスの充実
○福祉施設・福祉団体ボランティア派遣ニーズ事業
ビスの充実
⑥障がいの特性に応じた支 ○北海道北網圏域精神障害者地域生活支援事業
援の充実

２．保健・医療
施策分類

主要施策

(1)保健活動の推進 ①障がいの早期発見

②療育体制の整備

計画期間の主な実施状況
○乳幼児健康診査事業（3～4ヶ月、9～10ヶ月、
1歳半、3歳）
○妊婦健康相談、母子健康手帳交付、妊婦一般健康
診査
○母親学級、両親学級の開催
○乳幼児健康相談、家庭訪問
○乳幼児予防接種
○発達支援センター運営事業

③壮年期の予防対策の充実 ○介護予防事業の実施（対象：65 歳以上）
○健康教育（出前講座）、健康相談の実施
○健康診査事業（基本健康診査 他８）
④関係機関の連携
○北見市障がい者支援ネットワークの設置（地域自
立支援協議会の設置）（再掲）
○障害基礎年金・特別障害給付金
(2)医療体制の充実 ①医療給付等の充実
○重度心身障がい者医療費助成
○特別児童扶養手当
○児童福祉施設等入所児面会旅費助成事業
○自立支援医療費（更生医療、育成医療、精神通
院）
○補装具費の支給
○心身障がい者扶養共済制度掛金補助
○進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者に対する激
変緩和措置
○特別障がい者手当等給付費
②在宅ケアの充実
○健康手帳の作成事業
○難病患者等居宅支援事業費補助金
○介護訓練等給付費の支給（再掲）
③かかりつけ医等の確保
○「北見市の医療」（広報きたみ）掲載による普
及・啓発
○北見市医師確保推進事業補助金
④歯科診療の充実
○フッ素塗布
⑤地域医療の充実

○夜間急病センターの設置
○特定疾患患者等通院交通費助成事業
⑥保健・医療サービス等に ○障がい福祉ガイドの作成（冊子・WEB 版）（再
関する情報提供
掲）
○医療・福祉マップの更新（冊子・WEB 版）（再掲）
(3)精神障がい者施 ①精神保健福祉に関する普 ○北見地方精神衛生保健協会負担金
及・啓発活動の推進
○広報きたみを活用した情報発信
策の充実
○当事者や専門家を招いた講習会の実施

70

施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(3)精神障がい者施 ②相談支援体制の充実
策の充実

○北網圏域精神障害者地域生活支援センター「サポ
ートネット北見」の設置
○北見市障がい者相談支援センター（再掲）
③社会復帰への支援
○地域活動支援センター事業
○介護訓練等給付費の支給（再掲）
④思春期からのメンタルヘ ○思春期相談
ルスに対する相談支援体
制の確立
⑤公共交通機関の割引運賃
○精神障害者通院等交通費助成制度
の適用
①発達障がい児（者）への ○発達支援相談事業
(4)発達障がい児
支援
○発達支援センター運営事業（再掲）
（者）、高次脳
機能障がいのあ
○乳幼児健康診査事業（再掲）
る人及び難病患 ②高次脳機能障がいのある ○リハビリ教室の開催
者への支援
人への支援
③難病患者への支援
○北海道難病連事業補助金
④啓発活動の推進

○当事者や専門家を招いた講習会の実施（再掲）
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基本目標Ⅱ

自立と社会参加の促進

１．教育・育成
施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(1)発達支援・療育 ①保健、医療、福祉、教育 ○北見地域子ども発達支援体制推進協議会
の連携
体制の充実強化
②北見市子ども発達支援セ ○障がい児を育てる地域の支援体制整備事業
ンターの機能充実
○子ども発達支援センターの移転改築に伴う内容の
充実と整備
③発達障がい児支援ネット ○北見市子ども支援ネットワーク協議会
ワークの構築
④障がい児保育の推進
○私立幼稚園心身障がい児教育振興費補助事業
○障がい児保育事業
⑤児童センターにおける障 ○児童クラブにおける障がい児利用の推進
がい児受け入れ体制の充
実
①相談支援体制の充実
○児童発達支援事業
(2)学校教育の充実
○発達支援センター運営事業（再掲）
②教育環境の整備充実
○北見市言語障害児教育研究会補助金
○特別支援学級開設事業
○特別支援学級児童・生徒就学奨励事業
○肢体不自由児童・生徒通学費補助事業
○特別支援教育施設整備事業（バリアフリー関連）
○小中学校特別支援学級教室改修事業
○北海道北見支援学校通学費扶助事業
○小泉中学校耐震・大規模改修事業
③特別支援教育の推進
○北見市特別支援教育研究協議会補助金
④交流教育の充実

○北見市フレンドリーサマーキャンプ補助金
○ウィークエンドサークル活動への支援

２．就労支援
施策分類
(1)雇用の促進

主要施策

計画期間の主な実施状況

①障がい者雇用の促進、普 ○就労支援セミナー
及・啓発
○ハローワーク北見との連携
○市内事業所の障がい者雇用の促進
○（社）北海道障害者雇用促進協会負担金
②北見市における障がい者 ○北見市役所における障がい者の採用
雇用の推進
③就労支援ネットワーク及 ○障がい者就労支援ネットワーク構築事業
びシステムの構築
④障がいの特性と能力に応 ○福祉の店起業化支援事業
じて選択できる多様な就 ○介護訓練等給付費の支給（再掲）
労の場の創出
⑤コミュニティビジネスに ○福祉の店整備事業
よる雇用の場づくり
○ＮＰＯ法人による交流サロン事業の支援
⑥職業能力開発の促進
○就労支援スキルアップ講座

72

施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(2)福祉的就労の場 ①新たな就労支援に関する ○知的障害児（者）施設移転改築事業費補助金
事業の推進
○知的障害者更生施設改築資金借入金償還補助金
の確保
○介護訓練等給付費の支給（再掲）
②地域活動支援センターの ○地域活動支援センター等事業
整備促進
③授産製品の販路拡大への ○福祉ショップ「テルベ」運営補助金
支援
○敬老会事業（記念品の発注）

３．社会参加
施策分類

主要施策

(1)社会参加の機会 ①障がい者の意見の反映
拡大

計画期間の主な実施状況
○各種審議会等への障がい者の参画促進

②障がい者関係団体の活動 ○おもちゃライブラリーの会への支援
支援
○北見市リハビリ友の会補助金
○精神障がい者地域活動費補助事業（再掲）
①スポーツ及び文化・学習
○児童館、児童センターのバリアフリー化事業
(2)生涯学習及びス
施設等の環境整備
○トレーニングセンター改修事業
ポーツ・レクリ
エーションの振
興
② 障 が い 者 ス ポ ー ツ の 普 ○障がい者スポーツの機会拡大（サークル支援）
及、向上
○春の市民スポーツ学校
○秋のスポーツ学校
○初級者障害者スポーツ指導員養成講習会
○網走管内身体障がい者スポーツ大会負担金
③生涯学習支援
○出前講座「ミント宅配便」
○生涯学習施設、コーナーの充実
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基本目標Ⅲ

バリアフリー社会の実現

１．啓発・広報
施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(1)心のバリアフリ ①地域における交流事業の ○北見市ふれあい広場
推進
○チャイルドアドバイザー事業
ーの推進
○ウィークエンドサークル活動への支援（再掲）
②障がいや疾病等に対する ○北見市ふれあい広場（再掲）
正しい情報の提供
○広報きたみを活用した情報発信（再掲）
○当事者や専門家を招いた講習会の実施（再掲）
○ふれあい広場たんの「語らいの広場」
③学校教育での福祉教育の ○福祉教育実践校事業の推進
推進
④地域での学習機会の充実 ○出前講座「ミント宅配便」（再掲）
(2)地域福祉活動の ①ボランティア養成講座の ○ボランティア活動育成事業
充実
○各種ボランティア教室・講座開催
推進
○車いす・ガイドヘルプ学習会
○ＰＲ（登録）用パンフレットの作成
○ハンディキャップ体験広場（常呂）
○ボランティアおさそいの講座（常呂）
○東日本大震災ボランティア展示・上映会ボランテ
ィア講座
②青少年ボランティアの育 ○小中学生ボランティア体験学習会
成
○学生ボランティアワークキャンプ
○ヤングボランティアフォーラム
○まごの手養成ボランティア講座（常呂）
○川東の里ワークボランティア
○福祉教育実践モデル校事業の推進（再掲）
③高齢者のマンパワーの活 ○チャイルドアドバイザー事業（再掲）
用
④地域福祉活動の拠点づく ○共生型施設整備
り
⑤町内会福祉活動の推進
○北見市北見自治会連合会等への支援
○地域福祉総合推進事業
○福祉活動実践モデル町内会事業の推進
⑥小地域ネットワーク事業 ○小地域ネットワーク活動
の推進
⑦市民活動の支援
○出前講座「ミント宅配便」ほか情報提供
○ボランティア活動への支援
○情報紙の発行
○ボランティア・市民活動センターの機能充実
○「ボランティア情報紙たんの」の発行
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２．生活環境
施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(1)バリアフリー、 ①バリアフリーマップの作 ○オストメイトのある多目的トイレの施設設置一覧
成
の作成
ユニバーサルデ
ザインのまちづ ②ユニバーサルデザインの ○高齢者等住宅整備資金貸付事業
くり
啓発、推進
○バリアフリー、ユニバーサルデザインの住宅建設
の促進（建築相談）
③公共的な施設のバリアフ ○公共施設ユニバーサルデザイン庁内検討会議の設
リー、ユニバーサルデザ
置
インの推進
○バリアフリー法・北海道福祉のまちづくり条例に
関する取組（建築確認審査）
○高齢者、障がいのある人向け公営住宅のバリアフ
リー化（高栄団地建替事業）
○障がいのある人に配慮した市立建造物の整備
（北見市立三輪小学校改築工事、北光小学校エレベ
ーター設置工事、仁頃中学校水洗化工事等）
○市民健康菜園バリアフリーほ場の環境整備
○選挙投票所のバリアフリー化
○障がいのある人に配慮した公園、広場、園路等オ
ープンスペースの整備
④移動・交通のバリアフリ ○障がいのある人に配慮した音響付加信号機の設置
ー
○低床バス、ワンステップバス、ノンステップバス
の導入（車いす対応）
○福祉タクシーの普及（車いす対応）
○リフト付バス送迎サービス事業業務委託
○自動車運転免許取得費助成事業
○身体障がい者用自動車改造費助成事業
○障がいのある人に配慮した道路事業（視覚障がい
者誘導ブロック）
○交通バリアフリー化整備事業
(2)防災・防犯対策 ①災害時・緊急時における ○災害時安否確認事前調査
要援護者の支援体制の確 ○災害時要援護者の社会福祉施設との協定締結
の推進
立
○障がい者団体との災害時避難に関する「意見交換
会」
②防災対策の推進
○緊急通報装置設置事業
○福祉電話貸与事業（再掲）
○除雪サービス事業
○市民組織「災害ボランティアの会」設立
○自主防災組織の育成、活動支援
③防犯対策の推進
○北見市学校の安全・安心推進事業
○不審者防犯システムの運用
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３．情報・コミュニケーション
施策分類

主要施策

計画期間の主な実施状況

(1)コミュニケーシ ①視覚障がい者に対する情 ○視聴覚ライブラリーの充実
報伝達手段の充実
○声の広報発行事業
ョン支援の充実
○視覚障がい者向けホームページ作成事業
○視覚障害者等情報交換緊急基盤整備事業
②聴覚障がい者に対する情 ○手話通訳者設置事業
報伝達手段の充実
○登録手話通訳者（奉仕員）派遣事業
○音声機能障がい者発声訓練事業
○重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業
③人材の養成
○手話奉仕員養成講座
○朗読奉仕員養成講座
○点訳奉仕員養成講座
④保健･医療・福祉の情報 ○障がい者福祉ガイドの作成（冊子版、WEB 版）
提供の推進
（再掲）
○医療・福祉マップの作成（再掲）
○広報きたみ、市ホームページを活用した情報発信
（再掲）
⑤ 情 報 提 供 の バ リ ア フ リ ○声の広報発行事業（再掲）
ー、ユニバーサルデザイ ○視覚障がい者向けホームページ作成事業（再掲）
ンの推進
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