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第４章 基本計画 

基本目標Ⅰ 障害のある人が安心して暮らせるまちをつくろう 

（福祉のまちづくりの推進） 

 

◇◆現状と課題◆◇ 

障害のある人の外出を支援するためには、ユニバーサルデザインで設計された施設等が重

要となります。しかし、本町における公共施設や道路は障害のある人に対応した整備はあま

り進んでいないのが現状です。 

今回実施した障害のある人へのアンケート結果において、身体障害者手帳所持者、精神障

害者保健福祉手帳所持者の方は外出の頻度について、「ほとんど外出しない」という回答が

４人に１人以上となっています。しかし、身体障害者手帳所持者の 80.3％、精神障害者保

健福祉手帳所持者の 73.0％の方は「いまより外出を増やしたい」と回答しています。 

外出する上で困る事としては、「道路を歩きやすくしてほしい」という回答が最も高く、

「タクシー代・バス乗車券の補助がほしい」という回答が続いています。 

障害のある人が社会参加するために、町全体で総合的なバリアフリー化を促進し、障害の

ある人にやさしい福祉のまちづくりを推進します。 

 また、「権利擁護」の問題は、今後、支援が必要な人の増加など、その需要に対応する体

制の整備が求められています。このため、障害のある人への成年後見制度の啓発を推進し、

利用しやすい環境整備を行います。 

さらに、「障害者差別解消法」が平成 28 年４月から施行され、国や地方自治体等には合

理的配慮が義務化されました。これにより、町では、事業者などに周知すると共に、障害の

ある人の権利利益侵害の禁止や社会的障壁の除去の実施に関する合理的配慮を推進します。 

災害時の対応に関しては、視覚や聴覚などの障害のある人に対する的確な情報提供や安全

に避難できる支援体制の整備に努めます。 
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全身性障害児・

動支援事業を推進します。
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事業名と内容

移動支援事業の推進 

社会生活上必要不可欠な外出を支援するため、視覚障害

児・者、知的障害

動支援事業を推進します。

移動支援サービスの充実 

福祉タクシー等の利用料金助成事業を推進

また、福祉有償運送など移動が困難な人に対する移動手段の確

。 

自動車運転免許取得費・改造

自動車運転免許取得費補助

障害のある人の自動車による外出を支援します。

ちょこれーと
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にとって、外出することは大きな困難を伴うものです。しかし、外出は

にとって、社会参加と自立した生活のための重要な要素です。外出が困難

の移動を支援し、日常生活の利便と生活圏の拡大を図るため、移動の支

援、福祉タクシー利用料金の助成などを行います。

事業名と内容 

社会生活上必要不可欠な外出を支援するため、視覚障害

者、知的障害児・者、精神障害

動支援事業を推進します。 
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（２）道路・公共施設等の利便性の向上 

歩道の段差の解消や勾配の見直し、歩道空間の確保を図り、障害のある人や高齢者の

歩行、車いすによる通行を前提とした環境整備に努めます。 

また、「埼玉県福祉のまちづくり条例」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（バリアフリー新法）」に基づき、車椅子と人がすれ違える廊下、出入

口の幅、点字ブロックの配置、廊下・階段の手すり、多機能用トイレ、目の不自由な人

にも利用しやすいエレベーターの設置などに配慮します。 

 

事業名と内容 担当部署 

４ 公共施設等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進  

 県の「福祉のまちづくり条例」に基づき、新規に建設する町

立施設のユニバーサルデザイン化を図るとともに、既存の公共

施設などのバリアフリー化を充実させます。 

また、身体障害者補助犬法の周知に努め、補助犬受け入れ態

勢の徹底を図ります。公共施設等への多機能トイレの設置を進

めるとともに、多くの人が集まる民間施設等への整備を促進

し、障害のある人等が外出しやすい環境を整備します。 

健康福祉課 

関係各課 

５ 障害者専用駐車場の整備  

 公共施設の障害者専用駐車場の充実を図るとともに民間の

施設への働きかけを図ります。社会参加の促進や生活圏の拡大

を支援します。 

健康福祉課 

関係各課 

６ 歩道等の整備  

 県の「福祉のまちづくり条例」や「小川町バリアフリー基本

構想」に基づいて歩道の整備を計画的に推進し、歩道の幅員の

確保や段差の解消を図ります。また、小川町駅周辺の歩行環境

の改善を図ります。 

建設課 

都市政策課 

７ 誘導ブロック等の整備  

 視覚障害者用誘導ブロック（原則として黄色）等の整備を推

進するとともに、障害特性に配慮した表示装置の設置に努めま

す。 

総務課 

都市政策課 

関係各課 

８ 道路不法占拠対策の強化  

 誰もが安全に歩ける歩行空間を確保するため、不法占用物件

（放置自転車等）が設置されないように監督することに努めま

す。また、不法占用物件の設置があった場合、速やかに是正指

導を行うように努めます。 

建設課 

防災地域支援課 
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（３）防災・防犯体制の確立 

近年全国各地で発生している災害の教訓や「地域防災計画」に基づき、避難行動要支

援者対策の確立に努めます。また、災害時の情報提供の充実、障害のある人等に対応す

る避難所の確保に努め、防犯のまちづくりの推進、緊急連絡通信システムの整備を図り

ます。 

 

事業名と内容 担当部署 

９ 避難行動要支援者対策の確立  

 自主防災組織の支援と障害のある人の防災訓練への参加を

促し、地域における協力体制の構築に努めます。また、避難行

動要支援者名簿を活用した地図情報の整備と関係機関と連携

した避難誘導体制の確立に努めます。 

健康福祉課 

防災地域支援課 

10 災害時の情報提供の充実  

 聴覚障害者に対しては、ファックスによる 119 番通報の事

前登録の普及を図るとともに、防災行政無線の情報を携帯電話

等のメールで配信するサービスの充実を図ります。視覚障害者

に対しては、防災行政無線の電話による自動音声応答システム

の利用を推進します。 

健康福祉課 

防災地域支援課 

11 障害者等に対応する避難所の確保  

 避難時に障害のある人等が不安なく避難生活を送れるよう

に、社会福祉施設等と連携し、障害に対応できる避難所の確保

に努めます。 

健康福祉課 

防災地域支援課 

12 防犯のまちづくりの推進  

 地域における犯罪抑止につながる自主防犯活動団体の育成

支援に努めるとともに、町職員による青色回転灯パトロールを

行います。 

防災地域支援課 

13 緊急連絡通信システムの整備  

 ひとり暮らしなどの障害のある人に対し緊急連絡通信シス

テムの普及を推進し、急病や重大事故などを防止します。 

健康福祉課 

長生き支援課 
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（４）差別の解消及び権利擁護体制の推進 

障害者差別解消法に基づき、職員に対しては、適切に対応するために必要な研修を行

い、住民に対しては、町のホームページ等にて法の主旨の普及啓発に取組ます。 

また、障害のある人への成年後見制度の利用支援や、後見等の業務を適正に行うこと

ができる人材の育成のための研修を行うとともに、法人後見を行う事業所の設置につい

て支援します。 

 

事業名と内容 担当部署 

14 差別の解消の推進  

 「障害者差別解消法」に基づき、障害を理由とする差別の解

消のため、相談窓口を設置するとともに、障害者差別解消支援

地域協議会と連携し、障害に対する合理的配慮と差別の解消を

推進します。また、障害のある人に対する理解を促進するため

の普及・啓発に取組ます。 

健康福祉課 

 

15 権利擁護・意思決定支援の推進  

 障害のある人の権利や権利行使の援助などを行う、県の「権

利擁護センター」の存在や事業内容について周知普及を図りま

す。また、成年後見制度による支援を必要とする障害のある人

に対し、その利用の促進を図ります。 

さらに、知的障害者、精神障害者が地域で安心して生活が営

めるよう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う

「あんしんサポートねっと」の利用を推進します。 

健康福祉課 

 

16 人権の啓発  

 誰もが支え合いながら共に生きる「共生社会」の実現のため、

障害のある人への理解を深めていく人権啓発を推進します。 

総務課 

生涯学習課 
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（５）障害者虐待防止体制の構築 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止

法）」が平成 24 年 10 月１日に施行されました。障害のある人に対する虐待の予防及

び早期発見、早期支援推進のため、障害のある人の虐待を防止するための体制づくりに

努めます。 

 

事業名と内容 担当部署 

17 障害者の虐待防止  

 「障害者虐待防止法」に基づき、障害者虐待防止センターの

運営を強化するとともに、自立支援協議会等と連携し、障害の

ある人の虐待防止に向けたネットワークづくりを進めます。 

そして、障害のある人への虐待の防止と併せて、養護者に対

する支援を図ります。 

健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンディ 利用者様 

キャンディ 利用者様 

キャンディ 利用者様 
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基本目標Ⅱ 障害のある人が社会で活躍する場をひろげよう  

（保育、教育、就労、社会参加の促進） 

◇◆現状と課題◆◇ 

障害の発生時期や原因は様々ですが、それぞれのライフステージにあわせて、障害の原因

となる疾病などの発生予防や早期発見に取組、早期療育につなげる必要があります。発達障

害や発達の遅れのある子どもについては、できる限り早い時期から適切な支援が受けられる

よう支援する必要があります。 

また、障害のある人が、その意欲や適性・能力に応じて自立を図るためには、職業能力向

上の機会・職場適応の機会の確保、さらには障害のある人の雇用について、事業所の理解を

深めていくことが必要です。 

アンケート調査では、障害者手帳をはじめて交付された年齢は「小学校入学までに」とい

う回答は 9.7％となっています。また、障害のある人の就労率（福祉的就労を含む）は 21.4％

となっていますが、9.0％の方は現在働いておらず、今後働きたいという就労ニーズがあり

ます。 

障害のある児童への支援については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参

加するために必要な力を培うために、一人一人の障害の特性に応じたきめ細やかな教育環境

の実現のために教育支援委員会を充実するとともに、教育的ニーズに応じた個別の支援計画

を策定し、それに基づく教育環境の整備及び支援体制の充実を図ります。 

今後も保育や教育、療育における各関係機関等が連携を取りながら、子育て期、就学時期

と切れ目のない支援体制の充実を図ります。 

また、他分野の団体・事業所との交流を図り、障害のある人の雇用について、理解と就労

の場の確保に努めるとともに、一般就労が困難な障害のある人に対しても、生産活動等の機

会を通じて能力向上のために必要な訓練の場や福祉的就労の場を確保し、就労に向けた活動

を支援します。 

障害のある人の社会参加については、障害のある人の自立や、生きがいを高めるために、

生涯学習活動や文化活動、スポーツ活動が楽しめる機会の提供が必要です。社会活動への参

加は地域社会との交流や理解を深めることにもつながるため、積極的な参加を促進していき

ます。 
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◇◆施策の方向◆◇ 

（１）障害児支援の推進 

障害のある児童の能力を引き出し、最大限に伸ばしていくための支援が望まれていま

す。本人・家族の意向を尊重しつつ、教育的ニーズをしっかりと踏まえたきめ細かな支

援を行うことが必要です。 

誰もが地域で共に育ち、学ぶことができる環境整備や教員や保育士、介助員等の障害

に対する理解を深め、専門性の向上を図ります。 

また、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童に対し、居宅を訪問し

ての発達支援の提供や医療的ケアを必要とする障害のある児童が適切な支援を受けら

れるよう、関係機関との連携に努めます。 

 

事業名と内容 担当部署 

18 児童発達支援センター  

 障害の重度化・重複化・多様化に対応する専門的機能強化を

図った上で、地域における中核的支援施設として位置づけます。

重層的な障害児支援の整備の必要性から、近隣市町村と連携

し、広域的な整備を検討します。 

健康福祉課 

 

19 児童通所支援事業  

 放課後等デイサービスや保育所等訪問支援を実施します。放

課後等デイサービスにおいては、学校教育と相まって障害のあ

る児童の自立を促進し、放課後の居場所づくりを推進します。

また、保育所等訪問支援の提供により、保育所の安定した利用

を促進します。また、療育支援事業として、こども発達相談や

親子教室等を実施し、親子の成長を支援します。 

健康福祉課 

 

20 障害児保育の充実  

 必要な施設の整備、介助体制など受け入れ体制を充実させ、

保育所における障害のある児童の受け入れを図ります。また、

進学時には関係機関と連携を図り就学を支援します。 

子育て支援課 

21 教育相談・教育支援の充実(特別支援教育の推進)  

 関係各課、各学校の特別支援教育コーディネーターや関係機

関との連携を図りながら、個々のニーズに応じた教育相談を継

続的に実施します。「教育支援委員会」を充実し、専門的立場

から個々の教育的ニーズを具体的に検討し、教育支援を行いま

す。 

学校教育課 

22 特別支援学級の充実  

 特別支援学級の効率的な運営を図るため、特別支援学級の適

正な配置と、支援に係る人的措置に努めます。 

また、通級指導教室の活用推進と指導の充実を図ります。 

学校教育課 
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事業名と内容 担当部署 

23 保育の人材育成  

 保育士の研修会・講習会への積極的な参加を促します。知識

や技能等の習得に努め、より質の高い保育の実践を目指しま

す。 

子育て支援課 

24 交流教育の充実  

 学校内においては特別支援学級に在籍する児童生徒と、通常

学級に在籍する児童生徒との交流学習の充実を図ります。 

また、町内在住の児童生徒が在籍する特別支援学校との支援

籍学習を推進します。 

学校教育課 

25 教職員の資質向上の推進  

 すべての教職員が様々な障害や合理的な配慮についての理

解を深めるため、研修機会の提供や、校内研修などの実施によ

り資質向上を図ります。 

学校教育課 

 

 

 

（２）コミュニケーション手段の充実 

障害のある人が可能な限り意思疎通を行えるように配慮していくことが重要とされ

ています。聴覚障害者など、コミュニケーションの困難な人に対する意思疎通の支援を

行います。 

 

事業名と内容 担当部署 

26 情報通信機器の設置  

 主要公共施設へのファックスの設置を継続し、その他情報通

信機器の設置も検討します。 

健康福祉課 

関係各課 

27 手話通訳者・要約筆記者の派遣  

 障害のため意志の疎通を図ることが困難な人に、手話通訳者

等の派遣を行います。 

健康福祉課 
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（３）働き場の拡充及び就労継続の支援 

障害のある人の自立と社会参加を促進するため、ハローワークや訓練等給付の事業所、

教育機関等の関連機関と情報の共有と連携を図りながら、就労支援に取組ます。 

また、一般就労が困難な障害のある人が、様々な働き方を実現し、社会参加の機会を

得ることはとても重要です。 

今後も近隣市町村と連携・協力して障害のある人の多種多様な福祉的就労の場の確保、

開発に努めます。 

 

事業名と内容 担当部署 

28 公的機関における障害者雇用の拡大  

 ハローワークなど関係機関、担当部署と連携協力を図り、公

的機関の障害のある人に係る法定雇用率を遵守するとともに、

さらなる雇用の拡大にも努めます。 

総務課 

 

29 就労促進策の推進  

 ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等関係機関と

連携協力し、事業所へ障害者雇用を働きかけるとともに、職業

訓練、就職や就労に関する相談、支援体制の整備・充実に努め

ます。 

健康福祉課 

にぎわい創出課 

30 福祉的就労の推進  

 就労継続支援事業や就労移行支援事業などの利用を促進し、

福祉的配慮のされた働き場の確保に努めます。 

また、障害者施設等が供給する物品等に対する優先調達に取

組ます。 

健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所あすなろ 作業風景 
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（４）学習、文化、スポーツ、レクリエーション活動の促進 

スポーツや文化、生涯学習活動を通して、交流やふれあいの場を確保し、障害の有無

にかかわらず参加を楽しむことができる機会や学習等の機会の創出に努めます。 

また、障害のある人のニーズに応じたメニューや参加に配慮した支援の充実を図りま

す。 

 

事業名と内容 担当部署 

31 障害者の学習機会の提供  

 障害の有無にかかわらず参加できる講座の情報提供を図り、

障害のある人の学習機会の確保に努めます。 

生涯学習課 

32 図書館サービスの充実  

 「広報おがわ」音声版の貸出、対面朗読や録音資料などの整

備充実、宅配サービスなど、利用者に応じた図書館サービスの

充実を図ります。 

生涯学習課 

33 文化・芸術活動の促進  

 障害のある人の文化・芸術活動の発表の場を提供し、活動や

交流を促進し、障害の有無にかかわらず、ともに楽しむことが

できるように努めます。 

健康福祉課 

生涯学習課 

34 障害者スポーツ大会等の実施  

 関係団体等と連携・協力して、障害者スポーツ大会などのス

ポーツ活動を実施し、その普及や参加、活動の促進を図ります。 

健康福祉課 

 

35 スポーツを通じた地域住民との交流 

 地域のスポーツ大会等において、障害のある人が参加しやす

い環境を整え、障害の有無にかかわらず、ともにスポーツを楽

しむことができるように努めます。 

 

生涯学習課  

36 自主活動への支援  

 障害のある人や障害者団体が自主的に企画する文化、スポー

ツ・レクリエーション活動を支援及び推進していきます。 

健康福祉課 

生涯学習課 
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基本目標Ⅲ 障害や障害のある人のことを深く理解しよう       

（町民の理解と交流の促進） 

 

◇◆現状と課題◆◇ 

障害のある人に対する「心の壁」を取りはらうための啓発・広報活動は、障害者施策の重

要な柱です。 

アンケート調査では、小川町が障害のある人にとって住みよいまちとなるため、必要な取

組としては、「障害のある人が安心して暮らせるまちづくり」という回答が最も高くなって

いますが、「障害のある人への理解や交流」という回答も第４位となっています。 

また、障害のない人へのアンケートでは、近所に住む障害のある人などに対する支援につ

いては、「行政やボランティアなどが支援の中心であるが、地域住民も関わるべきだ」とい

う回答が最も高く、福祉関係のボランティアについては、「現在活動していないが、できる

ことがあれば今後してみたい」という回答が 37.5％と最も高く、ボランティア活動へのニ

ーズが高い事が伺えます。 

障害のある人への理解や啓発、障害に関する教育や障害のある人の雇用促進等を図るため、

町広報等の媒体や各種行事を活用した積極的な広報活動を行い、啓発活動を推進します。 

また、福祉のまちづくりを推進するため、障害のある人や高齢者とのボランティアを含め

た交流の機会を充実させ、障害に対する理解、社会的支援や介助、福祉問題等の課題に対す

る理解を深める教育を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「私の好きなもの」けやき 利用者様 

「嵐 大好き！」けやき 利用者様 

「おんなのこ」けやき 利用者様 
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◇◆施策の方向◆◇ 

（１）理解促進・啓発活動の推進 

障害の特性についての正しい知識を広めるとともに、町民の障害に対する理解が深ま

るよう働きかけます。 

また、障害者団体の活動を支援し、関係機関と連携・協力しながら、障害への意識啓

発と地域全体で様々な活動を支援する取組を推進していきます。 

 

事業名と内容 担当部署 

37 広報紙等によるＰＲ活動  

 「広報おがわ」や町のホームページなど多様なメディアを通

して、すべての町民に障害者施策のＰＲを図ります。 

また、多様な機会を通じて、障害や障害のある人への理解や

支援に関する広報・啓発を図ります。そして、障害のある人自

らが啓発を推進する活動等を支援していきます。 

健康福祉課 

 

（２）交流活動・自発的活動の推進 

障害のある人やその家族が地域で孤立せず、積極的に活動できるように、地域住民を

含めて行う様々な自発的な活動を支援します。また、障害のある人が参加しやすくなる

ような環境づくりにも努めます。 

 

事業名と内容 担当部署 

38 地域交流事業と自発的活動  

 地域のイベント等へ障害のある人をはじめ幅広い町民の参

加を促進するために、情報の提供と体制の充実を図ります。 

また、障害のある人、その家族、地域住民が行う自発的活動

（ピアサポート・災害対策・孤立防止活動・ボランティア活動

など）を支援していきます。 

さらに、障害者手帳を新規に取得した人などに、障害者団体

の活動情報を提供し、交流を促進していきます。 

健康福祉課 

関係各課 

39 交流事業の参加環境の改善  

 多くの障害のある人が地域のイベント等に参加しやすいよ

うに手話通訳者の派遣や車いす席の確保等に配慮します。 

健康福祉課 

関係各課 
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（３）福祉教育の充実 

子どもの頃から、障害や障害のある人に対しての支援や理解、認識を深めていけるよ

うに学校教育における福祉教育の充実に努めます。また、地域住民への普及・啓発と理

解の浸透を図るため、生涯学習の場での福祉学習の機会を充実させます。 

 

事業名と内容 担当部署 

40 学校教育における福祉教育の充実  

 学校における福祉教育を充実するにあたっては、各種福祉体

験や交流教育などの障害のある人と身近に接し、理解を深める

機会づくりを推進していきます。 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築

のための特別支援教育を推進します。 

学校教育課 

 

41 福祉学習機会の充実  

 地域福祉や福祉施策に関する研修会、講演会などを開催し、

福祉学習機会の充実を図ります。 

健康福祉課 

生涯学習課 

 

（４）ボランティア活動の促進 

ボランティア活動は、障害のある人等が住み慣れた地域で安心して暮らすために必要

なサービスを提供するとともに、ボランティアを通じて障害や障害のある人に対する理

解が深まる大切な機会となります。 

地域住民やボランティア団体、行政が連携し、住民参加による地域福祉活動の振興を

図り、みんなでささえあう地域づくりを進めます。 

 

事業名と内容 担当部署 

42 ボランティアセンターの充実  

 コーディネーター・アドバイザー機能の充実を図るととも

に、登録ボランティア数を拡充できるよう、多くの町民が参加

できる環境づくりに努めます。また、ボランティアセンターが

中心となり、多様なボランティアのネットワークづくりを推進

します。 

健康福祉課 

 

43 障害者に対応した専門的ボランティアの育成  

 点訳や手話など、障害のある人に対する専門的ボランティア

及びサポーターなどの育成を図ります。また、専門的ボランテ

ィアの養成に必要な手話講座等を受講できる体制を広域で検

討します。 

健康福祉課 
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基本目標Ⅳ 障害のある人の自立を支援するしくみをつくろう          

（自立支援と相談の充実） 

 

◇◆現状と課題◆◇ 

障害のある人の自己決定を尊重し、地域で生活する障害のある人を支援するうえで相談業

務が果たす役割は重要です。 

 アンケート調査では、心配ごとや悩みごとの相談先として、「家族・親戚・友人」という

回答が最も高く、「医療機関」、「町役場の窓口」が続いており、「障害者相談支援事業所」と

いう回答が 7.9％に留まっています。 

 また、「共生社会」の実現に向けて必要なこととしては、「障害のある人を受け入れる地域

づくり」という回答が最も高く、障害のある人の自立のためには、地域とのつながりが重要

となっています。 

 このため、ライフステージに応じた身近な相談支援体制の構築を図るとともに、日々の相

談業務などから障害のある人のニーズを的確に把握し、様々な障害種別に対応した総合的な

相談支援体制の充実を図ります。 

 さらに、町では、「広報おがわ」や町ホームページの充実による幅広い情報提供を行うと

ともに、障害や病状に配慮した情報提供手段を充実させてきました。必要な情報が的確に伝

わるよう、今後も、様々な媒体を活用した情報提供体制づくりを行い、障害のある人の意思

決定支援を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょこれーと 利用者様 
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◇◆施策の方向◆◇ 

（１）情報提供体制の充実による意思決定支援の推進 

障害のある人が必要な情報をいつでも入手できるように、情報のネットワーク化を推

進するとともに、町ホームページの活用による情報提供、「障害者福祉のしおり」の配

付を行います。また、視覚障害者のための点字版または音声による情報提供、聴覚障害

者のためのメールを活用した情報提供など、様々な媒体・機器を活用して情報提供体制

の充実を図ります。それにより障害のある人の意思決定を支援します。 

 

事業名と内容 担当部署 

44 障害者福祉のしおりの配付  

 障害者施策や制度に基づき、「障害者福祉のしおり」を作成

し、手帳交付時に配付します。制度などの周知を図ります。 

健康福祉課 

 

45 広報紙等の音声版・拡大文字版等の設置や配付  

 広報紙等の拡大文字版を設置するとともに、音声版の配付・

図書館での貸出拡大を推進します。また、ＳＰコード読み上げ

装置の活用を図ります。 

健康福祉課 

総務課 

生涯学習課 

46 情報提供体制の整備  

 障害のある人が行政情報等を気軽に入手できるように、町ホ

ームページの充実・SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サ

ービス）やテレビのデータ放送の活用に努めるとともに、聴覚

障害者等に防災行政無線情報を携帯メールに配信するサービ

スなど、情報通信機器を活用した情報提供に努めます。 

総務課 

防災地域支援課 
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（２）相談体制と支援拠点の充実 

障害のある人やその家族からの総合的な相談に対応するため、専門職員が配置された

相談支援事業所と協力して相談支援事業を実施します。平成 27 年度からは基幹相談支

援センターを広域で設置し、専門的な立場からの助言や情報提供等を受けられるよう、

体制を強化しています。また、自立支援協議会の機能強化を図り、周辺市町村と連絡し

て地域課題に取組んでいきます。 

障害のある人やその家族が、気軽に適切な相談・助言を受けられるよう、障がい者相

談員や民生児童委員等による相談活動の充実を図ります。 

障害のある人の地域での自立生活を支援するため、障害のある人の意思決定やニーズ

を的確に把握する相談業務やサービスの提供・調整等を行う拠点を整備します。 

 

事業名と内容 担当部署 

47 相談支援体制の整備・専門的な相談員の確保  

 関係機関・各相談窓口のネットワーク化を進めるとともに、

専門的な知識を有する相談員を確保します。また、自立支援協

議会と相談支援事業者の連携強化を図るとともに、「基幹相談

支援センター」の機能強化を推進します。 

健康福祉課 

 

48 相談員研修会の実施  

 障害者相談員や民生児童委員などに対する研修会や講演会

への参加を促し、相談員の能力向上に努め、身近な地域での相

談活動の充実を図ります。 

健康福祉課 

 

49 ピアカウンセリング等の推進  

 障害のある人が互いに平等な立場で、話を聞き合い、適切な

助言をしながら、地域での自立生活を実現するため、精神的サ

ポートや自立のための情報提供の役割を果たします。 

健康福祉課 

 

50 地域生活支援拠点の整備  

 相談やサービスの提供・調整等を行う拠点を広域で整備し、

地域における自立生活支援を総合的に推進するシステムの構

築を図ります。 

健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本目標Ⅴ

 

◇◆現状と課題◆◇

障害のある人

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です

 アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

用できている」という回答が

 同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

22.9％あります。

障害のある人

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

動の場の拡充を図ります。

また、障害のある人

修や福祉用具の使用が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅴ 障害のある人が

◇◆現状と課題◆◇

障害のある人が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

用できている」という回答が

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

あります。 

障害のある人が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

動の場の拡充を図ります。

障害のある人

修や福祉用具の使用が必要です。

障害のある人が

◇◆現状と課題◆◇ 

が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

用できている」という回答が 37.6

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

 

が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

動の場の拡充を図ります。 

障害のある人が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改

修や福祉用具の使用が必要です。

障害のある人がその人らしく生きられる地域をつくろ

が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

37.6％と最も

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改

修や福祉用具の使用が必要です。 

キャンディ
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その人らしく生きられる地域をつくろ

（住まいの場・日中活動の場の確保）

が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

％と最も高くなっています

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改

キャンディ 利用者様

その人らしく生きられる地域をつくろ

（住まいの場・日中活動の場の確保）

が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

なっています

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改

利用者様 

その人らしく生きられる地域をつくろ

（住まいの場・日中活動の場の確保）

が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

なっています。 

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改

その人らしく生きられる地域をつくろ

（住まいの場・日中活動の場の確保）

が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、障害のある人

ニーズや障害の特性に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です。 

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答

が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改

その人らしく生きられる地域をつくろう

（住まいの場・日中活動の場の確保）

障害のある人の

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

同設問では、「どのような福祉サービスを自分が利用できるか知らない」という回答も

が社会の一員として地域の中で安心して豊かな生活ができる社会を実現す

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改

（住まいの場・日中活動の場の確保） 

の

アンケート結果では、福祉サービスの利用状況において、「利用したい福祉サービスを利

るためには、ニーズに応じて利用できる多様できめ細かな在宅福祉サービスの充実や日中活

が安心して在宅生活をおくるためには、障害の状況に応じた住宅の改
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◇◆施策の方向◆◇ 

（１）在宅生活への支援の充実 

日常生活を営むことが困難な障害のある人の在宅生活を支援するため、ホームヘルプ

や訪問入浴・配食等のサービスの充実を図ります。また、介護者の病気などにより一時

的に介護が困難になった場合には、ショートステイ（短期入所）などを活用し、生活を

支援します。 

 

事業名と内容 担当部署 

51 訪問系サービスの充実  

 ホームヘルパーによる、身体介護や家事援助などのサービス

を充実させ、必要なサービスを受けられるよう支援します。 

健康福祉課 

 

52 日常生活支援サービスの推進  

 入浴・配食サービス、紙おむつ利用料助成、生活サポート事

業など、障害のある人への日常生活における支援を推進しま

す。 

健康福祉課 

 

53 ショートステイ（短期入所）の充実  

 介助者の病気等により介護が困難になった障害のある人が、

短期的に施設入所するショートステイ事業の充実を図ります。 

健康福祉課 
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（２）日中活動及び活動の場の確保と充実 

障害のある人が、日中を有意義でメリハリのある活動を送れるように、「生活介護」「自

立訓練（生活訓練・機能訓練）」などを実施し、日中活動の機会及び活動の場の充実を

図ります。また、障害のある人の団体活動や交流の場として、総合福祉センターの活用

を図るとともに、日中活動の場として、地域活動支援センターの充実に努めます。 

 

事業名と内容 担当部署 

54 日中活動系サービスの推進  

 「生活介護」「自立訓練」「療養介護」事業等を充実し、障害

のある人の日中活動の機会及び場を確保します。 

健康福祉課 

 

55 日中一時支援事業の実施  

 障害のある人の日中における活動の場を提供し、見守り、社

会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援を行います。 

健康福祉課 

 

56 総合福祉センターの活用  

 障害者団体の活動や交流を支援する場として、総合福祉セン

ターの活用を図ります。 

健康福祉課 

 

57 地域活動支援センターの充実  

 障害のある人の日中活動の場として、身近に利用できるよう

地域活動支援センターの充実に努めます。 

健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所あすなろ 利用者様 
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（３）住まいの場の整備の推進 

障害のある人が、住み慣れた地域や家庭で生活を続けられるためには、障害の内容等

に対応した住宅は必要不可欠なものです。そのため、住宅改造の助成、町営住宅への優

先的な入居、共同生活援助（グループホーム）の整備について近隣市町村とともに促進

に努め、障害のある人に配慮した町営住宅の整備を進めます。 

真に入所が必要な障害のある人などについては、「施設入所支援」のサービスの利用

を促進します。 

 

事業名と内容 担当部署 

58 住宅改造助成制度の充実  

 在宅の重度身体障害者が、住環境の改善を行う場合、改修費

等の給付や整備費補助金の給付を行います。日常生活の利便性

の向上を図るためにも補助制度の周知に努めます。 

健康福祉課 

 

59 住宅相談の充実  

 町の住宅相談員による定期住宅相談の充実を図ります。 

また、広報紙による住宅情報の周知を推進します。 

都市政策課 

60 町営住宅の整備  

 町営住宅の改修等に合わせて、障害のある人や高齢者に配慮

した住宅の整備を進めます。 

都市政策課 

61 共同生活援助（グループホーム）の設置促進  

 共同生活援助（グループホーム）の整備に努め、利用を促進

します。 

健康福祉課 

 

62 生活ホームからの共同生活援助への移行促進  

 共同生活援助（グループホーム）の整備と合わせて、その移

行を促進します。 

健康福祉課 

 

63 施設入所の支援  

 真に入所が必要な重度障害者などについて、「施設入所支援」

を行います。 

健康福祉課 
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（４）補装具・日常生活用具の利用促進 

補装具や日常生活用具等の福祉機器に関する情報の提供に努め、補装具・日常生活用

具の利用を促進します。また、障害のある人や、日常生活において車いすを必要とする

人に対し、小川町社会福祉協議会により一定期間車いすの貸し出しを行います。 

 

事業名と内容 担当部署 

64 福祉機器情報の提供  

 「障害者福祉のしおり」等の活用により、補装具や日常生活

用具などに関する情報を提供し、必要とする方の利用を促進し

ます。 

健康福祉課 

 

65 車いすの貸与  

 日常生活において車いすを必要とする方への貸出を行いま

す。 

健康福祉課 

 

66 補装具費及び日常生活用具の給付事業の充実  

 補装具・日常生活用具の利用促進に努めます。 健康福祉課 

 

 

 

（５）難病患者、発達障害者、高次脳機能障害者等の支援 

平成 25 年４月から施行された「障害者総合支援法」の一部改正により、制度の谷間

のない支援を提供するため、障害者の範囲に難病等が追加され、平成 29 年４月には３

58 疾病が対象となっています。 

また、発達障害や高次脳機能障害については、専門性が高いことから、国・県の専門

機関や医療機関、関係各課と連携し、適切な支援を行います。 

 

事業名と内容 担当部署 

67 難病患者の生活支援等の充実  

 介護等が必要な難病患者に対し、介護給付、訓練等給付、補

装具、日常生活用具の給付または貸与等の障害福祉サービスを

実施します。また、患者相互の交流を支援します。 

健康福祉課 

 

68 発達障害や高次脳機能障害等に対する相談体制の充実  

 国・県の専門機関や医療機関、関係各課と連携するとともに、

職員の資質を向上し、相談事業を充実させ、理解の促進に向け

た啓発活動を行います。 

健康福祉課 
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基本目標Ⅵ 障害のある人の健康を守り障害の原因となる疾病を 

予防しよう（保健・医療の充実） 

 

◇◆現状と課題◆◇ 

アンケート結果では、現在の医療の利用状況については、「利用したい医療を利用できて

いる」が 78.0％となっていますが、「利用したい医療があるが、利用していない（できな

い）」という回答も 4.9％あります。 

 また、医療を受ける上で困っていることとしては、「病院までの移動」という回答が 18.3％

となっています。 

疾病の予防や早期発見・早期治療の健康づくりは、障害の軽減及び自立の促進等、地域で

安心して暮らしていくうえでとても重要なことです。特に乳幼児期の発達の遅れは早期に発

見し適切な治療や療育を行うことで生活能力の向上を図ることができます。 

疾病の早期発見のための健診や各種がん検診、健康づくりを支援するための健康教育や健

康相談も実施していますが、事業によっては定員に満たないものもあるのが現状です。 

精神保健福祉においては、相談件数も年々増加しており、各分野の連携した支援が一層必

要となっております。早期発見・早期治療を目指した保健医療体制の確立と、精神障害に対

する誤解や偏見を取り除き、地域住民の支援体制による社会復帰の促進を図ることがますま

す重要となっています。  

今後も引き続き健診等の受診者数の増加に向けた取組を行っていくとともに、早期に適切

な保健医療サービスに結び付けられる体制の整備を図り、障害のある人が安心して生活でき

るように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイクコレクション」けやき 利用者様 「ぼく」けやき 利用者様 

「なかま」けやき 利用者様 
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◇◆施策の方向◆◇ 

（１）健康づくりの推進 

障害の原因となる疾病を予防するため、健康教育、健康相談などの充実に努めます。

また、「こころの健康づくり」に取組、精神保健に関する情報提供などに努めます。 

 

事業名と内容 担当部署 

69 健康づくりの推進  

 疾病の予防をめざし、健康相談や栄養・運動両面での健康教

育を充実していきます。また、引き続き「こころの健康づくり」

事業を推進します。 

健康福祉課 

町民課 

 

 

（２）障害の原因となる疾病の予防と早期発見・早期対応 

各種健（検）診及び健（検）診後の指導を充実し、障害の要因となる疾病の予防と早

期発見・早期対応に努めます。 

また、妊娠中からの支援体制の強化、乳幼児健康診査、発育発達相談の充実にも努め、

早期発見・早期療育の体制整備を進めていきます。 

 

事業名と内容 担当部署 

70 健（検）診事業の充実  

 各種の健（検）診事業の充実を図り、生活習慣病などが原因

の障害の予防や、早期発見・早期対応に努めるとともに、健（検）

診を受けやすいような環境づくりに努めます。 

また、健（検）診後指導を充実させ、生活習慣の改善を図る

など疾病の重症化を防ぐことで、障害の予防に努めます。 

乳幼児健康診査等の検診を充実させ、発育発達相談等の療育

支援を進めていきます。 

健康福祉課 

町民課 

子育て支援課 
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（３）相談・訪問指導の充実 

障害のある人や難病患者の療養上の相談や健康管理に応じるため、相談機会を充実さ

せるとともに、継続的な支援を行います。 

 

事業名と内容 担当部署 

71 健康相談・訪問指導の実施  

 健康相談を実施し、療養上の支援や情報提供をするととも

に、継続的援助、定期的な関わりを必要とする人に対する訪問

指導・訪問相談を行います。 

健康福祉課 

 

 

 

（４）精神保健福祉対策の充実 

専門の医療機関や社会復帰の訓練をする場所の不足、精神障害のある人に対する根強

い偏見など、課題の多い状況は続いております。 

精神障害のある人が積極的に社会に参加し、安定した地域生活が送れるよう、保健・

医療・福祉・教育・労働などの各分野に渡るより一層の総合的な支援が必要です。  

精神保健に関する正しい知識の啓発に努め、家族の支援も含めた包括的な支援が行え

るよう、関係機関のさらなる連携を深め、各施策を進めていきます。 

 

事業名と内容 担当部署 

72 精神保健福祉事業の推進  

 電話、来所、訪問相談を随時実施するとともに、専門職によ

る相談日を設け、心の問題で悩んでいる人、精神障害のある人、

及びその家族に対し相談や情報提供を行います。 

また、保健所など関係機関と連携し幅広い対応を推進すると

ともに、当事者や家族の社会参加を引き続き支援し、社会復帰

の促進に努めます。 

心の問題で悩んでいる人、精神障害のある人及びその家族に

対する相談の実施、社会参加のための事業など、精神保健福祉

事業の推進に努めます。 

健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 



（５）障害者医療体制の充実

障害のある人

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）障害者医療体制の充実

障害のある人が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

 

73 障害者医療体制の充実・利用の促進

 

と連携し、医療体制の充実に努めます。

対する専門的な治療を行う県立精神医療センター、夜間などの

緊急的な医療相談を行う精神科救急情報センター、障害の重度

化などに伴うリハビリテーションに対応する県総合リハビリ

テーションセンターを有効利用できるよう情報提供に努めま

す。

74 医療給付制度の周知の促進

 

医療・育成医療）など医療給付制度についての周知を図り、利

用の促進に努めます。

）障害者医療体制の充実

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

障害者医療体制の充実・利用の促進

安心して医療サービスを受けられるように地域の医療機関

と連携し、医療体制の充実に努めます。

また、歯科治療等を行う県立障害者歯科診療所、精神疾患に

対する専門的な治療を行う県立精神医療センター、夜間などの

緊急的な医療相談を行う精神科救急情報センター、障害の重度

化などに伴うリハビリテーションに対応する県総合リハビリ

テーションセンターを有効利用できるよう情報提供に努めま

す。 

医療給付制度の周知の促進

重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（精神通院・更生

医療・育成医療）など医療給付制度についての周知を図り、利

用の促進に努めます。

）障害者医療体制の充実 

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

事業名と内容

障害者医療体制の充実・利用の促進

安心して医療サービスを受けられるように地域の医療機関

と連携し、医療体制の充実に努めます。

また、歯科治療等を行う県立障害者歯科診療所、精神疾患に

対する専門的な治療を行う県立精神医療センター、夜間などの

緊急的な医療相談を行う精神科救急情報センター、障害の重度

化などに伴うリハビリテーションに対応する県総合リハビリ

テーションセンターを有効利用できるよう情報提供に努めま

医療給付制度の周知の促進

重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（精神通院・更生

医療・育成医療）など医療給付制度についての周知を図り、利

用の促進に努めます。 

ちょこれーと

‐56‐ 

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

事業名と内容 

障害者医療体制の充実・利用の促進 

安心して医療サービスを受けられるように地域の医療機関

と連携し、医療体制の充実に努めます。

また、歯科治療等を行う県立障害者歯科診療所、精神疾患に

対する専門的な治療を行う県立精神医療センター、夜間などの

緊急的な医療相談を行う精神科救急情報センター、障害の重度

化などに伴うリハビリテーションに対応する県総合リハビリ

テーションセンターを有効利用できるよう情報提供に努めま

医療給付制度の周知の促進 

重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（精神通院・更生

医療・育成医療）など医療給付制度についての周知を図り、利

ちょこれーと 利用者様

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

安心して医療サービスを受けられるように地域の医療機関

と連携し、医療体制の充実に努めます。 

また、歯科治療等を行う県立障害者歯科診療所、精神疾患に

対する専門的な治療を行う県立精神医療センター、夜間などの

緊急的な医療相談を行う精神科救急情報センター、障害の重度

化などに伴うリハビリテーションに対応する県総合リハビリ

テーションセンターを有効利用できるよう情報提供に努めま

重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（精神通院・更生

医療・育成医療）など医療給付制度についての周知を図り、利

利用者様 

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

安心して医療サービスを受けられるように地域の医療機関

また、歯科治療等を行う県立障害者歯科診療所、精神疾患に

対する専門的な治療を行う県立精神医療センター、夜間などの

緊急的な医療相談を行う精神科救急情報センター、障害の重度

化などに伴うリハビリテーションに対応する県総合リハビリ

テーションセンターを有効利用できるよう情報提供に努めま

重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（精神通院・更生

医療・育成医療）など医療給付制度についての周知を図り、利

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

担当部署

 

また、歯科治療等を行う県立障害者歯科診療所、精神疾患に

対する専門的な治療を行う県立精神医療センター、夜間などの

緊急的な医療相談を行う精神科救急情報センター、障害の重度

健康福祉課

 

重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（精神通院・更生

医療・育成医療）など医療給付制度についての周知を図り、利

健康福祉課

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま

担当部署 

健康福祉課 

健康福祉課 

が安心して医療サービスを受けられるよう、医療体制の充実を図るとと

もに、重度心身障害者医療費助成や自立支援医療など、医療費負担軽減の周知を図りま


