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新篠津村地域自立支援協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 新篠津村に居住する障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の地域

生活の支援と推進のため、福祉、就労、保健、医療等に係る各種サービスについて、

関係機関が総合的な調整と連携強化を行うことができる協議の場を提供し、各機関

における効果的な支援と事業推進に資するため、新篠津村地域自立支援協議会（以

下「自立支援協議会」という。）を設置する。 

 （構成員） 

第２条 自立支援協議会は、次に掲げる関係機関等の代表者が指名する者をもって組

織する。 

(1)  新篠津村 

  (2)  新篠津村教育委員会 

  (3)  石狩圏域障がい者総合相談支援センター 

  (4)  指定相談支援事業所 

  (5)  障害者福祉サービス事業者 

  (6)  新篠津高等養護学校 

  (7)  新篠津村社会福祉協議会 

  (8)  障がい者関係団体 

  (9)  新篠津村民生委員協議会 

  (10) 身体障害者並びに知的障害者相談員 

  (11) その他障害者の地域生活支援推進のため必要と認める者 

 （所掌事項） 

第３条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1)  相談支援事業の運営評価等に関すること 

  (2)  福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保 

  (3)  困難事例への対応のあり方に関する協議、調整 

  (4)  地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議 

  (5)  新篠津村障がい者計画及び障がい福祉計画等の作成、具体化に向けた協議 

  (6)  障がい者の差別解消の支援 

  (7)  その他必要な事項 

 （運営） 

第４条 自立支援協議会は、会長及び副会長各１人を置き、構成員の互選によりこれ

を定める。 

２ 会長は、会務を総理し、支援協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を

代理する。 
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 （会議） 

第５条 自立支援協議会は、必要の都度開催することとし、新篠津村及び新篠津村が

相談支援事業を委託する事業者（以下「新篠津村指定相談支援事業所」という。）

との協議に基づき召集する。なお、自立支援協議会には、特定の施策及びサービス

の検討を行うための必要な分野による分科会もしくは専門部会を置くことができ

る。 

 （守秘義務） 

第６条 自立支援協議会に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らして

はならない。 

 （庶務） 

第７条 自立支援協議会の庶務は、住民課福祉係と新篠津村指定相談支援事業所にお

いて処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に必要な事項は、別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月４日要綱第１７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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新篠津村障がい者計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 障害者基本法第１１条第３項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第８８条第４項の規定並びに児童福祉法第３３条の２０第

１項に基づき、新篠津村障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画（以下

「障がい計画」という。）の策定にあたり、障がい者に関する施策の総合的かつ計

画的な検討及び推進を図るため、新篠津村障がい者計画策定委員会（以下「策定委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 障がい計画の調査、研究に関すること 

 (2) 障がい計画素案の策定に関すること 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員１２名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 社会福祉施設関係者 

 (3) 障がい者団体関係者 

 (4) 関係行政機関 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は１年間とする。 

２ 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条  策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、策定委員会を代表し、会議の議長となる。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に招集される策定委

員会は、村長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見や説明を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第７条  策定委員会の庶務は，住民課福祉係において処理する。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委

員長が別に定める。 

 

   附 則 

  この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 27年 1月 6日要綱第 2号) 

  この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 29年 5月 25日要綱第 14号) 

  この要綱は、公布の日から施行する。 
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＊第３条関係の選出団体等 

委員選出区分 選 出 団 体 人数 

学識経験者 
民生委員協議会 

知的障害者相談員 

身体障害者相談員 

１名 

１名 

１名 

社会福祉施設関係者 
新篠津村社会福祉協議会 

新篠津福祉会 

１名 

２名 

障がい者団体関係者 
身体障害者福祉協会新篠津村分会（身体） 

さわらび会（精神） 

さくら会 （知的） 

１名 

１名 

１名 

行政関係職員 
教育委員会 

住民課（保健師） 

１名 

１名 

計 １１名 
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新篠津村障がい者計画策定委員会 委員名簿 

  

任期 平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで 

委員の選出区分 選 出 団 体 氏  名 備 考 

学識経験者 

 新篠津村民生委員協議会 大石 マサ子   

 知的障害者相談員 中橋 幸子   

 身体障害者相談員 山口 ひろみ   

社会福祉施設 

関係者 

 社会福祉法人 

 新篠津村社会福祉協議会 
媚山 哲雄   

 社会福祉法人新篠津福祉会 

 新しのつ幸生園 
加茂 智教   

 社会福祉法人新篠津福祉会 

 新篠津ふれあいの苑 
板垣 清志   

障がい者団体 

関係者 

 身体障害者福祉協会 

 新篠津村分会（身体） 
森田 市郎   

 さわらび会（精神） 幅中 勝俊   

 さくら会（知的） 鈴木 孝子   

関係行政機関 

 新篠津村教育委員会 南部 康治   

 新篠津村 住民課 保健師 今田 洋子   
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用 語 解 説 

 

 

あ  

一般就労 

 一般の事業所（いわゆる企業や官公庁

など）や特例子会社等で働くことです。 

→ p33、41、43、47、48、49 

 

運動ニューロン疾患 

運動神経（大脳からの運動の命令を筋

肉まで伝える神経）が選択的に障害され、

運動神経以外（感覚神経や自律神経、脳

の高度な機能）はほとんど障害されない

進行性の神経変性疾患を、総合的に運動

ニューロン疾患といいます。代表的なの

が筋萎縮性側索硬化症（ALS）という疾

患ですが、原因不明で、確かな治療法が

なく、厚労省の特定疾患に指定されてい

ます。 

→ p49 

 

 

か  

学習障がい（ＬＤ） 

学習障がい（LD：Learning Disorders

または Learning Disabilities）とは、全

般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、

話す、読む、書く、計算する、推論する

などの特定の能力を学んだり、行ったり

することに著しい困難を示すさまざま

な状態をいいます。 

→ p4、5、35 

 

筋萎縮性側索
そくさく

硬化症（ALS） 

脳や末梢神経からの命令を筋肉に伝

える運動ニューロン（運動神経細胞）が

侵される病気で、手足・のど・舌の筋肉

や呼吸に必要な筋肉がだんだんやせて

力がなくなっていきます。その一方で、

体の感覚、視力や聴力、内臓機能などに

は原則として障がいはみられません。原

因不明で確かな治療法がまだなく、特定

疾患の一つに指定されています。 

→ p49 

 

グループホーム 

障がい者や認知症高齢者等が、家庭的

な環境と地域住民との交流のもと、住み

慣れた環境で、自立した生活を継続でき

るように、少人数で共同生活を営む住居

です。障害者総合支援法においては「共

同生活援助」のことをいいます。 

→ p18、50 

 

権利擁護 

自己の権利や援助にニーズを表明す

ることの困難な障がい者に代わって、援

助者が代理として権利やニーズ獲得を

行うことです。 

→ p23、27、29 

 

高機能広汎性発達障がい（アスペルガー

症候群・高機能自閉症） 

広汎性発達障がいのうち、知的障がい

を伴わないものを高機能広汎性発達障

がいとしており、主に、アスペルガー症
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候群と高機能自閉症の総称として用い

られています。アスペルガー症候群は広

い意味での「自閉症」に含まれる一つの

タイプで、「コミュニケーションの障が

い」「対人関係・社会性の障がい」「パタ

ーン化した行動、興味・関心のかたより」

があります。自閉症のように、幼児期に

言葉の発達の遅れがないため、障がいが

あることが分かりにくく、成長とともに

はっきりすることが特徴です。 

→ p5、35 

 

広汎性発達障がい（自閉症） 

広汎性発達障がいとは、コミュニケー

ション能力や社会性に関連する脳の領

域に関係する発達障がいの総称です。自

閉症、アスペルガー症候群のほか、レッ

ト症候群、小児期崩壊性障がい、特定不

能の広汎性発達障がいを含みます。自閉

症は、「言葉の発達の遅れ」「コミュニケ

ーションの障がい」「対人関係・社会性

の障がい」「パターン化した行動、こだ

わり」などの特徴をもつ障がいで、最近

では、自閉症スペクトラムと呼ばれるこ

ともあります。 

→ p4、5、35 

 

さ  

重症心身障がい 

重度の肢体不自由と重度の知的障が

いとが重複した状態を重症心身障がい

といいます。 

→ p44、49、55 

 

成年後見制度 

認知症の高齢者や知的障がい者、精神

障がい者など、判断能力が不十分な成人

の財産管理や契約、福祉サービスの利用

契約、遺産分割協議などについて、選任

された成年後見人が代理して行う制度

のことです。 

→ p18、23、27、29、58 

 

遷延性
せんえんせい

意識障がい 

遷延性意識障がいは、植物状態といわ

れる状態のことで、①自力移動ができな

い、②自力摂食ができない、③失禁があ

る、④眼球は動いていても認識すること

ができない、⑤簡単な命令には応じるこ

ともできるが、意思疎通ができない、⑥

声を出しても意味のある発語ができな

い、以上の 6項目が治療にもかかわらず

3か月以上続いた場合をいいます。 

→ p49 

 

た  

地域包括ケアシステム 

 障がい者や高齢者、子どもを含む地域

のすべての住民の関わりにより、住民が

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続

けることができるよう、住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供さ

れる体制のことです。地域包括ケアシス

テムは、保険者である市町村や都道府県

が、地域の自主性や主体性に基づき、地

域の特性に応じて構築します。 

→ p30、45 

 

注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ） 

注意欠陥多動性障がい（AD/HD：

Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder）は、「集中できない（不注意）」
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「じっとしていられない（多動・多弁）」

「考えるよりも先に動く（衝動的な行

動）」などを特徴とする発達障がいです。 

→ p4、5、35 

 

な  

難病 

難病とは、発病の機構が明らかでなく、

かつ、治療方法が確立していない希少な

疾病であって、当該疾病にかかることに

より長期にわたり療養を必要とするこ

ととなるものをいいます。 

→ p5、7、14、24、47 

 

ノーマライゼーション 

障がい者や高齢者など社会的に不利

を受けやすい人々（弱者）が、社会の中

で他の人々と同じように生活し活動す

ることが社会の本来あるべき姿である

という考え方です。また、弱者がスムー

ズに社会参加できるような環境の成立

を目指す活動、運動のことです。 

→ p24 

 

は  

バリアフリー 

 障壁（バリア）となるものを取り除く

ことをいいます。床の段差を解消したり、

手すりを設置するなどのハード面のみ

ならず、すべての社会生活を困難にして

いる物理的、社会的、制度的、心理的な

さまざまな障壁を除去するという意味

でも用いられています。 

→ p22、27、28 

 

福祉有償運送 

バス、タクシー等の公共交通機関によ

って十分な輸送サービスが確保できな

いと認められる場合に、NPO 法人など

が、営利とは認められない範囲の料金で、

高齢者や障がい者の自宅と病院などの

間を車で送迎する事業です。平成 18年

10 月の道路運送法の改正により、登録

制度として法律上の位置づけが明確化

されました。 

→ p28 

 

ら  

理学療法 

身体に障がいのある者に対し、主とし

てその基本的動作能力の回復を図るた

め、治療体操その他の運動を行なわせ、

及び電気刺激、マッサージ、温熱その他

の物理的手段を加えることをいいます。 

→ p54 
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