
令和２年度 第５回函館市障がい者計画策定推進委員会 

R2.12.11 資料１－３ 

第６期函館市障がい福祉計画（たたき台）の修正点（追加分）について 

頁 
変更内容 

変更理由 
旧 新 

１ １ 計画の背景と趣旨 

 本市においては，障害者総

合支援法により策定が義務付

けられている「障がい福祉計

画」については，（略） 

１ 計画の背景と趣旨 

 本市においては，障害者総

合支援法により策定が義務付

けられている「障がい福祉計

画」について，（略） 

表現の整理 

１ ３ 計画の期間 

 この計画は，国の基本的な

指針において，３年を１期と

する計画として策定すること

とされていることから，(略) 

３ 計画の期間 

 この計画は，国が定めた「

障害福祉サービス等及び障害

児通所支援等の円滑な実施を

確保するための基本的な指針

（平成18年厚生労働省告示

第3 9 5号）」において，３年

を１期とする計画として策定

することとされていることか

ら，（略） 

表現の整理 

２ ⑤ 障がいのある子どもの健や

かな成長のための発達支援 

 （略） 

 加えて，医療的ケア児といっ

た専門的な支援を要する者に対

して，(略) 

⑤ 障がいのある子どもの健や

かな成長のための発達支援 

 （略） 

 加えて，人工呼吸器を装着し

ているなど日常生活を営むため

に医療を要する障がい児（以下

「医療的ケア児」という。）と

いった専門的な支援を要する者

に対して，(略) 

表現の整理 

11 ２ 障がいのある人の地域生活

への移行促進 

（略） 

 また，地域生活での主な受

け入れ先として，（略） 

２ 障がいのある人の地域生活

への移行促進 

（略） 

 また，地域生活での主な受

入先として，（略） 

表現の整理 

13 ３ 地域社会の支え合い 

 （略） 

・ 避難行動要支援者名簿を

基に，災害などの緊急に避

難が必要な時に（略） 

３ 地域社会の支え合い 

 （略） 

・ 避難行動要支援者名簿を

基に，災害などの緊急に避

難が必要なときに（略） 

表現の整理 

15 (2) 減少見込入所者数 

 本市では，（略），９人が

地域生活へ移行することを目

標とします。 

(2) 減少見込入所者数 

 本市では，（略），９人の

入所者数を減少させることを

目標とします。 

誤謬の訂正 

  



頁 
変更内容 

変更理由 
旧 新 

16 
 

度 令和元年度 
   令和２ 

見込み(※)  

 537人 531人  

 24人 30人  

 3.9％ 5.3％  

 0.4％ 0.4％  

 

度 令和元年度 
   令和２ 

見込み(※)  

 536人 530人  

 25人 31人  

 4.5％ 5.3％  

 0.4％ 0.4％  

誤謬の訂正 

17 (2) 就労定着支援事業の利用者

の割合 

 障害者の一般就労への定着

も（略） 

(2) 就労定着支援事業の利用者

の割合 

 障がい者の一般就労への定

着も（略） 

ひらがな表記に修正 

21 ・利用人数について 

 （略），その期間を除けば横

ばいに推移していことから，

（略） 

・利用人数について 

 （略），その期間を除けば横

ばいに推移していることから，

（略） 

誤謬の訂正 

22 ① 生活介護 

 （略），創作的活動または

生産活動の機会を提供をしま

す。 

① 生活介護 

 （略），創作的活動または

生産活動の機会を提供します｡ 

誤謬の訂正 

25 ・利用人数について 

 減少傾向あるものの，（略） 

・利用人数について 

 減少傾向にあるものの，（略) 

誤謬の訂正 

40 ③ 相談支援事業 

ア 障害者相談支援事業 

 （略），待の防止・早期

発見のための援助を行いま

す。 

③ 相談支援事業 

ア 障害者相談支援事業 

 （略），虐待の防止・早

期発見のための援助を行い

ます。 

誤謬の訂正 

41 ウ 住宅入居等支援事業（居宅

サポート事業） 

 （略），必要な調整な調整

や家主への相談・助言等を通

じて，地域生活の支援を行い

ます。 

ウ 住宅入居等支援事業（居宅

サポート事業） 

 （略），必要な調整や家主

への相談・助言等を通じて，

地域生活の支援を行います。 

誤謬の訂正 

50 ① 福祉ホーム 

 （略） 

  今後も，施設および定員の

増加予定がないことから，令

和２年と同数を見込みました｡ 

① 福祉ホーム 

 （略） 

  今後も，施設および定員の

増加予定がないことから，令

和２年度の見込みと同数を見

込みました｡ 

表現の整理 

54 ⑧ 身体障害者自動車運転免許

取得助成事業 

 （略） 

  年度によって，利用実績に

増減があることから，令和２

年と同数を見込みました｡ 

⑧ 身体障害者自動車運転免許

取得助成事業 

 （略） 

  年度によって，利用実績に

増減があることから，令和２

年度の見込みと同数を見込み

ました｡ 

表現の整理 

 

  



頁 
変更内容 

変更理由 
旧 新 

55 ３ 計画の進行管理 

 （略），市の関係部局との

協力・連携を図りながら実施

を推進していきます。 

３ 計画の進行管理 

 （略），市の関係部局との

協力・連携を図りながら施策

を推進していきます。 

誤謬の訂正 

57 第３ 計画の基本的考え方 

 １ 計画の基本理念 

   の計画は，（略） 

第３ 計画の基本的考え方 

 １ 計画の基本理念 

   この計画は，（略） 

誤謬の訂正 

58 【施策の推進方向】 【施策の推進方向】 誤謬の訂正 

59 【新規】 「Ⅰ 第２次函館市障がい者基

本計画策定の基本理念」を挿入 

表現の整理 

60 ５ 権利擁護の推進 

 （略），障がいを理由とす

る差別の解消や障がいの特性

に応じた必要な配慮などに関

する普及啓発の取組を進めし,

（略） 

５ 権利擁護の推進 

 （略），障がいを理由とす

る差別の解消や障がいの特性

に応じた必要な配慮などに関

する普及啓発の取組を進め，

（略） 

誤謬の訂正 

67 ● 14年間民生委員の方は来ま

せん。民生委員は，おられる

のですか。 

  【削除】 表現の整理 

70 
 

年 月 日        事  

（略） （略） 

令和２年２月 13 日 ・令和元年度 第２回  

【障がい福祉計画に係る 
 

 
年 月 日        事  

（略） （略） 

令和２年２月 13 日 ・令和元年度 第３回  

【障がい福祉計画に係る 
 

誤謬の訂正 

 

（略） 

エ 地域生活への移行の促進 

オ 地域生活への移行の促進 

オ 住居の確保 

（略） 

（略） 

エ 地域生活への移行の促進 

  【削除】 

オ 住居の確保 

（略） 


