２．用語説明
か行
【 基幹 相談 支援 セン ター 】
障害者 総合支 援法 に基 づき、地 域にお ける 相 談支援 の中核 的な 役割 を担い、相談支
援事業、成年 後見制 度 利用支 援事業 及び 身体 障が い 者・知 的障が い 者・精神 障が い者
等に関 わる総 合的 な相 談支援 を行 い ます 。
【 北見 市交 通バ リア フリ ー基 本構 想】
ノー マラ イゼ ーシ ョ ン 、ユ ニバ ーサ ルデ ザ イ ンの 考え 方も 含め 、｢誰 もが 安心 して
歩け る環 境づ くり ｣を め ざし て、 交通 面の バリ アフ リー を図 るこ とを 目的 とし た計 画
です。
【 北見 市住 宅マ スタ ープ ラン 】
地域の 住宅事 情や 住宅 ニーズ からく る課 題を 整理す る とと もに 、関 連 計画と の連携
を図り ながら 総合 的な 住宅施 策を展 開す るた めの目 標や方 針を 設定 し、具 体的 な展開
方法と 重点的 に推 進す る施策 を定め た計 画で す。
【 北見 市障 がい 者支 援ネ ット ワー ク】
障がいのある人の地域生活を支援する環境とシステムづくりを進めることを目的
に、学識 経験 者、障が い当事 者や関 係機 関・団体の 代表者 で構 成す る 組織 となっ てお
り、障 がい福 祉計 画の 策定委 員会機 能を 有し ていま す。
【 北見 市地 域福 祉計 画】
市民の 誰もが「障が い の有無 や性、年齢に 関 わらず、住み 慣れた 地 域でい つまで も
安心し て生き 生き と暮 らせる 社会 」を 築い て いくた め、地域 の福 祉 ビジョ ンや具 体的
な行動 を盛り 込ん だ福 祉の総 合計画 です 。
【 北見 市ふ れあ い広 場】
北見市 で開催 され る福 祉イベ ントで、障が いの ある人、高齢者 、児童 な どをは じめ、
すべて の人が 心か ら楽 しく交 流でき る催 しを 通して 、ノ ーマラ イゼ ー ション の理解 と
普及を 図るこ とを 目的 として います 。福 祉団 体 や関係 者など で組 織す る実行 委員会 が
開催主 体です 。
このイ ベント では 、点 訳・朗読・手 話・車い す試乗・ガ イド ヘルプ などの 体験や 福
祉施設 や各種 作業 所な どで作 成され た作 品の 展示・ 販売な どが 行わ れます 。
【 矯正 施設 等】
犯罪を 行った 者や 非行 のある 少年を 収容 し、改善更 生のた めの 矯正 処遇を 行う 、刑
務所な どの施 設で す。
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【 共生 社会 】
多様な 価値観 や文 化を 認め合 う社会 であ り、障がい の有無 だけ でな く、男性 も女性
も子ど もたち もお 年寄 りも、一 人ひと りが 個 人とし て尊重 され、相 互に対 等な関 係を
築き、そ の持て る能 力 を十分 発揮し つつ 自己 実現を めざし て、社 会 参加で きる創 造的
で豊か な社会 のこ とで す。
【 グル ープ ホー ム（ 共同 生活 援助 ）】
障が いの ある 人が 、 主 とし て夜 間に おい て 共 同生 活を 営む べき 住 居 にお いて 相談、
食事や 入浴の 介護 や支 援を受 けるこ と が でき ます。
【 合理 的配 慮】
合理的 配慮と は 、障が い のある 人が障 がい のな い人と 平等に 人権 を享 受し行 使でき
るよう、一人ひ とりの 特 徴や場 面に応 じて 発生 する障 がい・困 難さを 取 り除く ための 、
必要な 配慮の こと です 。

さ行
【 就労 移行 支援 】
障害者 総合支 援法 に定 められ た 障害 福祉 サー ビスの 一つで 、就労を 希 望する 65歳未
満の障 がいの ある 人に 対して 、生 産活動 や職 場 体験な どの機 会の 提供 を通じ た就労 に
必要な 知識や 能力 の向 上のた めに必 要な 訓練 、就労 に関す る相 談や 支援を 行 い ま す 。
このサ ービス では、一 般就労 に必要 な知 識・能力を 養い 、本人の 適 性に見 合った 職
場への 就労と 定着 をめ ざしま す。
【 就労 継続 支援 A型 】
障害者 総合支 援法 に定 められ た 障害 福祉 サー ビスの 一つで 、通常の 事 業所に 雇用さ
れるこ とが困 難な 障が いのあ る人に 対し て、雇用契 約を結 び、原 則 最低賃 金得を 保障
する雇 用型の サー ビス となり ます。
生産活 動の機 会の 提供 、知識及 び能力 の向 上の ために 必要な 訓練 など が行わ れます 。
このサ ービス を通 じて 一般就 労に必 要な 知識 や能力 が高ま った 方は 、最終的 には一
般就労 への移 行を めざ します 。
【 就労 継続 支援 B型 】
障害者 総合支 援法 に定 められ た 障害 福祉 サー ビスの 一つで 、通常の 事 業所に 雇用さ
れる こと が困 難な 障が いの ある 人に 対し 、就 労の 機会 や生 産活 動な どの 機会 の提 供、
知識及 び能力 の向 上の ために 必要な 訓練 など を行う サービ スで す。
雇用契 約を結 ばず、作業 分だけ 工賃と して もら う、非雇 用型の サー ビス となり ます。
このサ ービス を通 じて 生産活 動や就 労に 必要 な知識 や能力 が高 まっ た方は 、就 労継
続支援 Ａ型や 一般 就労 への移 行をめ ざし ます 。
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【 障害 者差 別解 消支 援地 域協 議会 】
障がい を理由 とす る差 別に関 する相 談や 、相 談 に係る 事例を 踏ま えた 障がい を理由
とする 差別を 解消 する ための 取組を 効果 的 か つ円滑 に行う 協議 会 で す。
【 障が い者 相談 支援 セン ター 】
障がい のある 人や 障が いのあ る子ど もの 保護 者・介護 者など から の 相談に 応じ、必
要な情 報の提 供や 助言 、その他 障害福 祉サ ービ スの利 用につ いて の援 助や調 整を行 う
ことを 目的に 、北 見市 が相談 支援事 業所 に委 託して 設置し てい ます 。
【 ジョ ブコ ーチ 】
障がい のある 人が 職場 に適応 し定着 でき るよ う、職場な どに 出向い て 直接支 援する
職場適 応援助 者の こと です。障 がい の ある 人 や事業 主に対 して、雇 用の前 後を通 じて
障がい 特性を 踏ま えた 直接的 、専門 的な 支援 を行い ます。
【 自立 支援 医療 】
心身の 障がい を除 去・軽減す るため の医 療に ついて、医療費 の自 己 負担額 を軽減 す
る公費 負担医 療制 度 を いい、更 生医療、育成 医 療、精神 通院医 療の ３種 類があ ります 。
【 身体 障害 者手 帳】
身体障害者福祉法に定められた障がいがあると判定された人に交付される手帳の
ことで す。障がい の程 度に応 じて 1～6級 に区 分され 、在 宅生活 の支 援、交 通費 の助成・
割引、税 制上の 優遇 措 置など の各種 福祉 サー ビスを 受ける 場合 に必 要とな ります。申
請に基 づいて 北海 道知 事が審 査し、 交付 され ます。
【 精神 障害 者保 健福 祉手 帳】
精神保 健及び 精神 障害 者の福 祉に関 する 法律 に基づ き、精神 障がい の 状態に あると
認めら れた人 に交 付さ れる手 帳のこ とで す。障 がいの 程度に 応じ て 1～ 3級に区 分さ れ、
医療費 の助成 、交通 費 の助成・割引、税制上 の優遇 措置な どの 各種 福祉サ ービス を受
ける場 合に必 要と なり ます。 申請に 基づ いて 北海道 知事が 審査 し、 交付さ れます 。
【 成年 後見 制度 】
認知 症、 知的 障が い の ある 人、 精神 障が い の ある 人な ど判 断能 力 が 不十 分な 方が、
財産管 理（ 預貯 金の管 理、遺産分 割な ど）や 身上監 護（ 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 や 医 療 ・
福祉施 設の入 退所 など ）につい ての契 約な ど の法律 行為を する とき に、本人 の意思 を
できる 限り活 かし なが ら、権 利と財 産を 守り 、支援 する制 度の こと です。

た行
【 短期 入所 】
施設に 短期間 入所 して もらい、食事、入浴、そ の他の 必要な 日常 生活 上の支 援や機
能訓練 などを 行う サー ビスで す。
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【 地域 福祉 】
すべて の人が 個人 とし ての尊 厳をも って 、住 み 慣れた 地域で いつ まで も安心 して暮
らせる よう、日 常生 活 の中で 何らか の支 援が 必要に なった 人を、身 近な地 域を基 盤と
して包 み込み 、と もに 支え、 助け合 う仕 組み のこと です。
【 特別 支援 教育 】
障がい のある 児童・生 徒に対 して、その一 人 ひとり の教育 的ニ ーズ を把握 し、当 該
児童・生 徒の持 てる 力 を高め、生活や 学習 上 の困難 を改善 又は 克服 するた めに適 切な
教育を 通じて 必要 な支 援を行 うこと です 。

な行
【 日常 生活 自立 支援 事業 】
認知 症、 知的 障が い の ある 人、 精神 障が い の ある 人な ど判 断能 力 が 不十 分な 人が、
地域に おいて 自立 した 生活を 営むこ とを 支援 するた め、福祉サ ービ ス の利用 や日常 的
な金銭 管理に 関す る援 助等を 行う事 業の こと です。
【 ノー マラ イゼ ーシ ョン 】
障がい のある 人や 高齢 者など を含む すべ ての 人が 、その ある がまま の 姿で他 の人と
同じよ うに生 活し、活 動する こと の でき る社 会をめ ざすと いう 考え 方（理念 ）のこ と
です。

は行
【 バリ アフ リー 】
障がい のある 人 、高齢 者、児童 、妊産 婦な ど をはじ め、すべ ての人 の行動 や社会 参
加を阻 むさま ざま な障 壁を取 り除く こと です 。道路や 建物内 の段 差の 解消と いった 物
理的な 障壁を 取り 除く 意味は もとよ り、制 度 的・社会 的な 障壁、差 別や偏 見など の心
理的な 障壁な ど、 すべ ての障 壁を取 り除 くと いう意 味で用 いら れて います 。
【 福祉 的就 労の 場】
一般企業での就労が困難な障がいのある人が福祉的な支援を受けながら自立に必
要な作 業訓練 を行 った り、活 動など を 通 じた 社会参 加を支 援す る事 業所な ど です 。
【 福祉 避難 所】
災害時 に、一般 の避難 所 では生 活する こと が困 難な高 齢者や 障が いの ある人 等の要
配慮者 が、安 心し て避 難生活 を送る こと がで きる体 制を整 備し た避 難所の こ と で す 。
北見市 では 、福 祉避難 所 は災害 時にお いて 指定 避難所 での避 難所 生活 が長期 化する
恐れが あると きに 開設 される 二次避 難所 です 。
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【 包容 （イ ンク ルー ジョ ン） 】
教育及 び福祉 の分 野で は障が いがあ って も地 域で地 域の資 源を 利用 し、市民が 包み
込んだ 共生社 会を 目指 すとい う 考え 方（ 理念 ）とし て捉え られ てい ます。
【 北海 道精 神障 がい 者地 域生 活支 援セ ンタ ー 】
精神科 病院へ の支 援、ピアサ ポータ ーの 登録・活用の ほか、地域 移 行等に 必要な 関
係機関との包括的な連絡調整を行うことを目的に北海道が各圏域別に地域の相談支
援事業 所に委 託し て設 置して います 。

ま行
【 ミン ト宅 配便 】
北見市 教育委 員会 が実 施する、出前講 座の 愛 称です。市民の みな さ まが知 りたい こ
と、聞きた いこと を｢市 民編｣「行政 編 」の各 メ ニュー から選 んで いた だき 、講師 が出
向いて 説明し 、生涯 学 習のお 手伝い をす るも のです。｢市民 編｣の 講 師は、市 に登 録さ
れた市 民講師 が務 めて います 。

や行
【 ユニ バー サル デザ イン 】
年齢 、性別 、障が い、国籍な ど、人そ れぞれ の特性 や違い を超 えて 、で きる限 りす
べての 人にと って 利用 しやす く、安全で 快適 な ものづ くりや まち づく りなど めざす 考
え方で す。

ら行
【 療育 手帳 】
知的障 がいの ある 人に 対し 、一貫 した 指導・相談を 行い 、ま た在宅 生活の 支援 、交
通費の 助成・割 引、税 制 上の優 遇措置 など の各 種福祉 サービ スを 受け やすく するた め
に交付 される 手帳 のこ とです 。申 請によ り児 童 相談所 又は知 的障 害者 更生相 談所に よ
る判定 が行わ れ、 その 結果に 基づき 北海 道知 事が交 付決定 しま す。
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