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第４期横浜市障害者プラン 令和３年度の取組について 

 

 

様々な生活の場面を支えるもの 

１ 普及啓発 

（１）互いの存在に気付き、身近に感じる仕組みづくり 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

「地域共生社会」の 

実現に向けた取組等

の推進 

地域のあらゆる方が、「支え手」と「受け手」

に分かれるのではなく、地域、暮らし、生き

がいをともに創り、高め合うことができる「地

域共生社会」の実現に向けた「障害者週間」

などの取組を実施・推進していきます。 

障害者週間における市庁舎アトリウムでのイ

ベント実施などを通じて、共生社会の実現に

向けた取組を行っていきます。 

推進 推進 

各区の普及・啓発活

動の促進 

各区の住民に対して、疾病や障害等に対する

理解を深めるための研修や啓発活動の支援を

行います。 

障害者週間を中心に、各区で事業所や自主製

品等を紹介するパンフレットの作成や、パラ

スポーツの写真展の開催等普及・啓発活動を

促進します。 

推進 推進 

資料３ 

【凡例】 

○あ：将来にわたるあんしん施策    ○新：第４期障害者プランから初めて障害者プランに記載する事業 



- 2 - 

 

（２）障害に対する理解促進 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

当事者や障害福祉関

連施設、市民団体等

による普及・啓発活

動への支援 

セイフティーネットプロジェクト横浜（S-

net横浜）や障害福祉関連施設、市民団体等

による障害理解のための研修や講演、地域活

動を支援・協働するなど、様々な普及・啓発

を推進します。 

各事業の支援を行い、セイフティーネットプ

ロジェクト横浜（S-net横浜）等の障害理解

に係る普及・啓発活動を通じた障害理解の推

進に取り組みます。 

推進 推進 

障害者本人及び家族

による普及・啓発活

動の推進 

社会参加推進センターが中心となり、障害者

本人、家族及び各団体と連携・協働し、障害

理解の促進に向けた普及・啓発活動を推進し

ます。 

社会参加推進センター等と協働して、リーフ

レットの配布や講座の実施など、普及・啓発

の取組を継続していきます。 
推進 推進 

疾病や障害に関する

情報の発信 

ホームページなどの媒体を活用して、疾病や

障害に関する情報や支援に関わる活動を紹

介し、市民や当事者・関係者の理解促進に努

めます。 

ホームページや「障害福祉のあんない」など

の媒体を活用して、疾病や障害に関する情報

や支援に関わる活動を紹介します。 
推進 推進 
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（３）学齢期への重点的な普及・啓発 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

学齢期児童及び保護

者への障害理解啓発 

学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流し

たり、障害について理解を深めたりする機会

の確保に努めます。 

学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流し

たり、障害について理解を深めたりする機会

(講座の実施等）の確保に努めます。 

推進 推進 

副学籍による交流 

教育及び共同学習 

特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住地

の小・中学校の児童生徒と一緒に学ぶ機会の

拡大を図るなど、共同学習を進めます。 

特別支援学校に通う児童生徒と、地域の学校

に通う子どもたちとの交流及び共同学習を

より一層推進します。 

推進 推進 

 
 

２ 人材確保・育成 

（１）障害福祉従事者の確保と育成 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

障害福祉人材の確保 

○あ  

障害福祉の仕事の魅力を発信し、求人や雇用

の支援を行うことで社会福祉人材の確保に

つなげていきます。 

魅力発信として、障害福祉の仕事紹介動画を

公共交通機関や各種イベントで上映します。 

また、関係団体と障害福祉人材確保策の検討

会を実施し、今後の施策の方向性を検討しま

す。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

障害特性に応じた 

支援のための研修 

発達障害や行動障害を有する方、医療的ケア

が必要な方等に対し、専門的な支援を行うこ

とのできる人材を育成するための研修を実

施します。 

障害福祉事業所等の職員を対象とした、行動

障害に係る支援力向上を図るための研修を、

市内法人の協働により実施します。 

また、福祉・医療・教育など多分野の職員の

方を対象として、医療的ケア児・者等の支援

を行う上で必要な内容を学ぶ、「横浜型医療

的ケア児・者等支援者養成研修」を、横浜市

医師会への委託により実施します。 

推進 推進 

相談支援従事者の人

材育成 

市域と区域での人材育成に関する取組を整

理し、相互に連動させた効果的・効率的な人

材育成体系を整備します。 

研修の実施体制を整理し、相談支援従事者の

人材育成と研修体系における連動性を確保

します。 

推進 推進 

障害福祉施設職員 

等への支援 

○新  

障害者のＱＯＬの向上を目指して、障害特性

やライフステージに応じた障害の重度化の

緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を図る

ため、障害福祉施設における衛生管理、栄養

管理に関する研修、連絡会等を実施します。 

障害福祉施設の職員を対象とした衛生管理、

栄養管理に関連する研修、連絡会等を実施し

ます。 推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

障害福祉施設等で働

く 看 護 師 の 支 援 

○あ  

障害福祉施設等で働く看護師の定着に向け

た支援を行うとともに、人材確保の方策につ

いて検討します。 

障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及

び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問

して行う個別の助言や研修、各施設の看護師

を対象とした合同研修等を実施します。 

推進 推進 

就労支援センター 

職員の人材育成 

多様なニーズに対応できるよう、就労支援ス

キルを向上させるため、研修の実施など、人

材育成を進めます。 

各センター間で支援員の人事交流を行い、支

援手法等の共有を行います。 

また、センター共通で使用する人材育成シー

トを作成し、多様化・高度化するニーズへ対

応するため、支援の質を高めます。 

推進 推進 

就労促進を目的と 

した事業所職員向け

研修 

障害者雇用を行っている企業での「就業体

験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援

スキルの向上、就労に向けた意識付けにつな

げます。 

市内就労支援事業所職員を対象に、企業等で

の実習や見学を通じて、企業で障害のある社

員が担当する仕事内容、求められる職業能力

及び企業の育成方法等を学ぶ機会を設けま

す。 

推進 推進 

医療従事者研修事業 

○あ  

病気や障害のある小児及び重症心身障害児・

者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、

障害特性を理解した医療従事者を育成する

ための研修を実施します。 

障害特性等を理解した医療従事者を育成す

るために、引き続き「小児訪問看護・重症心

身障害児者研修※」を実施します。 

※令和４年２月末までに、30名の医療従事者

に、現場実習を含む11日間の研修カリキュラ

ムを受講していただきます。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

ガイドヘルパー等 

研 修 受 講 料 助 成 

○あ  

ガイドヘルパー等の資格取得のための研修

受講料の一部を助成し、人材確保を図りま

す。 

令和３年度から、災害や感染症拡大による影

響により申請が困難だった人について、条件

つきで助成申請期間の延長を可能としてい

ます。その周知を今後も図ることで、助成人

数の増加と人材確保を推進していきます。 

推進 推進 

ガイドヘルパースキ

ルアップ研修  

○あ  

より質の高いサービスが提供できるよう、移

動支援事業の従業者を対象に研修を実施し

ます。 

サービス提供責任者及び従業者の質を更に

高めるため、研修テーマを選定し、受講者の

増加を目指します。 

推進 推進 

社会参加推進センタ

ーによる団体活動支

援機能 

の充実 

障害者本人の活動を支える人材の育成を進

めるとともに、同じ障害がある人たちの交流

やコミュニケーションの機会を拡充し、各団

体活動を促進する取組を推進します。 

引き続き、障害者の自立や社会参加等を促進

するための当事者による事業を実施してい

きます。 推進 推進 
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（２）業務効率化に向けたロボット・ＡＩ・ＩＣＴ等の導入の検討 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

業務効率化に向けた

ロボット・ＡＩ・ＩＣ

Ｔ等の導入の検討  

○新  

煩雑な事務作業などの業務効率化や介護業

務の負担軽減などを進めるため、ロボット・

ＡＩ・ＩＣＴなどの導入の検討を進めます。 

関係団体と意見交換を行い、今後の施策の方

向性を検討します。 
検討 

・ 

実施 

推進 

 

 

３ 権利擁護 

（１）虐待防止の取組の浸透 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

障害者虐待防止事業 

（普及・啓発） 

市民向けのリーフレット作成等により広報

を行います。また、虐待や不適切支援をなく

していくため、障害福祉サービスの事業者等

を対象とした研修を実施します。 

市民向けにホームぺージやリーフレット等

を活用した広報を行うとともに、障害福祉

サービスの管理者及びサービス管理責任者

等を対象とした研修を年２回、それぞれ２

回コースで実施します。 

推進 推進 
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（２）成年後見制度の利用促進 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

横浜市市民後見人養

成・活動支援事業 

地域における権利擁護を市民参画で進める

ため、よこはま成年後見推進センターが全区

で市民後見人の養成を実施し、区役所、市・

区社会福祉協議会、専門職団体等が連携した

活動支援の体制を構築します。 

 

第５期横浜市市民後見人養成講座について、

基礎編（６月～７月）、実務編（９月～２月）

を実施します。また、活動支援として市民後

見人バンク登録者向けの研修を実施します。 
推進 推進 

法人後見支援事業 

よこはま成年後見推進センターが、これまで

の法人後見受任実績を踏まえて、市内の社会

福祉法人等への法人後見実施に向けた支援

を行います。 

障害者施設等の職員や管理者を対象とした

関係者向け研修、施設等の依頼による職員や

家族向けの出前講座を行います。また、今年

度も法人後見連絡会を開催し、実施団体の連

携強化や情報共有を図ります。 

推進 推進 

成年後見制度の 

普及啓発 

成年後見制度がより利用しやすいものとな

るよう、関係機関と調整して当事者及び家

族、支援団体等への説明会などを実施しま

す。 

関係機関と調整の上、当事者・家族等に向け

て成年後見制度を分かりやすく周知するた

めの講座を開催するなど、普及啓発に取り組

みます。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

権利擁護事業 

権利を守るための相談や契約に基づく金銭

管理サービスなどの日常生活の支援を、区あ

んしんセンターが、契約に基づいて実施しま

す。 

市民や支援者に制度の周知・啓発等を行い、

必要な人が早期に権利擁護事業を利用でき

るように体制を整え、取組を進めます。 

また、必要な人には、スムーズに法定後見に

移行できるよう、関係機関と連携しながら支

援を行います。 

推進 推進 

 

（３）障害者差別解消法に基づく取組 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

市民等への普及・啓

発 

障害を理由とする差別の解消に当たっては、

市民等の方々に関心と理解を深めていただ

くことが何よりも大切であることから、市民

等に向けた広報及び啓発活動を効果的に実

施します。 

広報よこはまの人権特集号への記事掲載に

よる周知・啓発を行うとともに、平成28年に

募集した障害者差別に関する事例を誰でも

簡単に調べることができる検索サイトをホ

ームページで運用します。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期 

目標 
目標 

相談体制等の周知 

障害者差別に関する相談、紛争の防止等のた

めの体制を周知します。また、相談及び紛争

の防止等を地域において推進するための地

域協議会を開催します。 

ピア相談の中で差別の相談があった場合に

当事者の気持ちに寄り添い、対応窓口や調整

委員会等紹介、周知・啓発等を行う当事者サ

ポート事業を横浜市身体障害者団体連合会

に委託して実施します。また、地域支援協議

会にて相談事例の共有を図るとともに、相談

対応に関する検討等を行います。 

推進 推進 

市職員対応要領の周

知 

本市職員が適切な対応を行っていくための

指針として策定した市職員対応要領を周知

し、差別的取扱いとなり得る事例や、合理的

な配慮の好事例等の浸透を図ります。 

全職員を対象としたeラーニング研修や、各

区局が実施する研修等への出前講座を実施

するほか、全区局の代表が集まる会議にて取

組状況等を周知します。 

推進 推進 
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（４）情報保障の取組 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

情報発信時の合理的

配慮の提供 

行政情報発信時の視覚障害者、聴覚障害者及

び知的障害者等に対して、一人ひとりの障害

特性に応じた合理的配慮を行います。 

視覚障害のある人への情報保障の取組とし

て、希望する人に対して本市から発出する通

知の「通知名」、「問合せ先」等について、点

字化した通知を発送する仕組みを運用しま

す。また、聴覚障害のある人への情報保障の

取組として、タブレット端末を活用した手話

通訳サービスの情報提供や、新たに音声通訳

アプリを導入し運用します。さらに、知的障

害のある人へのわかりやすい資料を作成し

ます。 

推進 推進 

代筆・代読サービス 

○新  

視覚等に障害のある人が日常生活の中で代

筆または代読が必要なときに支援者による

サービス提供を行います。 

サービスの実施に向けて、関係団体へのヒア

リングを基に適切な提供方法等について検

討を進めていきます。 

検討 

・ 

実施 

推進 
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４ 相談支援 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者相談支援事業

の周知及び 

普及啓発 

区福祉保健センター、基幹相談支援センタ

ー、精神障害者生活支援センターの３機関を

中心に地域生活支援拠点の機能を充足させ

ながら、相談支援事業の周知、啓発を図りま

す。 

地域の関係機関等の連携を促進する取組の

中で、本市の相談支援体制に関する周知・啓

発を進めます。 推進 推進 

相談支援従事者の人

材育成 

【再掲】 

市域と区域での人材育成に関する取組を整

理し、相互に連動させた効果的・効率的な人

材育成体系を整備します。 

研修の実施体制を整理し、相談支援従事者の

人材育成と研修体系における連動性を確保

します。 

推進 推進 

市自立支援協議会と

区自立支援協議会の

連携・連動 

市自立支援協議会、ブロック連絡会、区自立

支援協議会を連携・連動させ、地域づくりに

効果的に取り組める体制を整備します。 

地域づくりの推進に向け、市自立支援協議

会、ブロック連絡会、区自立支援協議会を効

果的に連動させ、運用します。 

推進 推進 

当事者による 

相談の充実 

社会参加推進センターに設置するピア相談

センターでの当事者相談の周知を図り、当事

者による相談支援を推進します。 

引き続き、ピア相談センターの取組の周知を

強化し、当事者相談の活用につなげていきま

す。また、ピア相談員研修を実施し、ピア相

談員のスキルアップを図ります。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

既存の相談窓口 

(地域ケアプラザ等)

による連携 

日頃の関わりの中で、何気ない会話に含まれ

ている相談を身近な相談者として捉え、必要

に応じて、一次及び二次相談支援機関につな

げます。 

身近な相談者として、日頃の関わりの中で、

何気ない会話に含まれている相談に気づき、

必要に応じて適した相談支援機関につなげ

ます。 

推進 推進 

難病患者等への 

必要な情報提供 

難病患者等に対して必要な情報提供を行う

こと等により、難病患者等の障害福祉サービ

ス等の活用が促されるよう検討します。 

区での講演会・交流会の開催や、月２回のメ

ールマガジンの配信、ホームページへの掲載

等を通じて情報提供を行います。 

推進 推進 

発達障害者支援セン

ター運営事業 

発達障害者支援センターと、地域の支援機関

との連携の仕組みを整理し、相談支援体制の

強化を図ります。 

「発達障害地域連携プログラム」の実施等に

より、発達障害者支援センターと地域の支援

機関との連携を促進します。 

推進 推進 

高次脳機能障害に関

わる関係機関の連携

促進 

高次脳機能障害支援センターと地域の関係

機関との連携を促進し、身近な地域における

高次脳機能障害に対する支援体制を強化し

ます。 

高次脳機能障害支援センターと連携した取

組により、高次脳機能障害に関わる地域の関

係機関を支援し、当事者や家族の支援ニーズ

に対応する相談の質の向上と相談支援体制

の強化を図ります。 

推進 推進 
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生活の場面１ 住む・暮らす 

１－１ 住まい 

（１）障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

民間住宅入居の促進 

障害者が民間賃貸住宅への入居をしやすく

する仕組みとして「住宅セーフティネット制

度」を活用していきます。 

また、障害者等の住宅確保要配慮者の居住支

援を充実させるため、横浜市居住支援協議会

と不動産事業者や福祉支援団体、区局の連携

を強化する制度の検討を進めます。 

「住宅セーフティネット制度」の活用や、横

浜市居住支援協議会と関係機関との連携体

制について検討します。 

推進 推進 

サポートホーム事業 

○あ  

発達障害のある入居者に対し、地域生活に向

けた準備のため、生活面のアセスメントと支

援を実施する「サポートホーム」の効果を検

証するとともに、支援方法を地域の事業所等

へ拡大させていきます。 

サポートホーム事業の推進により、発達障害

のある人の生活を支援するとともに、その効

果を検証します。また、支援方法を地域の事

業所等へ拡大させるための研修等の機会創

出を検討します。 

推進 推進 

障害児施設の 

再整備  

○あ  

老朽化が進んでいる障害児入所施設の再整

備を進めます。 

施設の運営法人と調整を進めます。 

検討 検討 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

松風学園 

再整備事業 

 入居者の居住環境改善のため、個室化等を

進めます。また、同園敷地の一部を活用して

民設新入所施設を整備します。 

・中間期：個室化等の居住環境や設備の改善

及び民設新入所施設の工事実施 

・計画期間中：個室化等の居住環境や設備の

改善及び民設新入所施設の工事実施完了 

新居住棟（全室個室）の工事に着手します。 

民設新入所施設については、工事を完了しま

す。 

工事実施 
工事実施

完了 

【再掲】障害福祉施

設等で 

働く看護師の支援  

○あ  

障害福祉施設等で働く看護師の定着に向け

た支援を行うとともに、人材確保の方策につ

いて検討します。 

障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及

び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問

して行う個別の助言や研修、各施設の看護師

を対象とした合同研修等を実施します。 

推進 推進 
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（２）高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

身体障害者・高齢者

の住宅改造及び模様

替え 

市営住宅に入居している障害者等の要望に

対し、トイレや浴室への手すりの取付けなど

の住宅改造を実施します。 

現行の仕組みでの対応を維持していきます。 

推進 推進 

高齢化・重度化対応

のグループホームの

検討・拡充 

現在、実施している高齢化・重度化対応グル

ープホーム事業を踏まえ、持続的に実現可能

な制度の検討を行っていきます。今後も進ん

でいくことが見込まれる障害者の高齢化・重

度化に対応していくため、高齢化・重度化対

応グループホームを拡充していきます。 

引き続き、日中サービス支援型の活用を踏まえ

た制度、施策の検討を行っていきます。 

 
推進 推進 

高齢化・重度化 

対応バリアフリー改

修事業 

グループホームを利用する障害者が高齢にな

り、それに伴う身体機能の低下等により、従来

のホームの設備で生活することが困難となる

場合でも、居住しているホームで安心して生活

し続けることができるよう、バリアフリー等改

修に係る経費を補助します。 

高齢化・重度化にともなう身体機能の低下等

があっても、居住しているホームで安心して

生活し続けることができるよう、バリアフリ

ー等改修に係る費用（５か所分）を補助しま

す。 

実施 実施 
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１－２ 暮らし 

（１）地域での生活を支える仕組みの充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者地域活動ホー

ム事業 

在宅の障害児・者とその家族の地域生活を支

援する拠点施設として、横浜市が独自に設置

しているものです。主なサービスとして、生

活介護や地域活動支援センター事業デイサ

ービス型等の日中活動のほか、ショートステ

イや一時ケア等の生活支援事業を実施して

います。施設規模等により、社会福祉法人型

地活ホームと機能強化型地活ホームの２種

類に分類されています。 

社会福祉法人型地活及び機能強化型地活ホ

ームの両方について、地域における拠点的施

設として、より使いやすい社会資源となるよ

う、運営法人や関係部署等と課題を共有し、

役割や位置付けの明確化・機能の充実化に向

けて、引き続き検討を行います。 
推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

精神障害者生活支援

センター事業 

統合失調症をはじめとした精神障害者の社

会復帰、自立及び社会参加を支援するため各

区に１か所設置している精神障害者の地域

生活支援における本市の拠点施設です。 

精神保健福祉士を配置し、日常生活に関する

相談や助言、情報提供のほか、専門医による

相談や生活維持のためのサービス（食事、入

浴、洗濯等）等を提供しています。区や基幹

相談支援センターとともに、本市の「地域生

活支援拠点」や「精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム」の中核に位置付けられて

います。 

 

精神障害者のための拠点的施設として、精神

障害者が地域で自立した生活を送ることが

できるよう、相談支援や日常生活の支援、地

域交流の促進等を行っていきます。 

設置当初の居場所機能や生活維持のための

サービス（食事、入浴、洗濯等）だけではな

く、生活支援センターに来られない人へのア

プローチや関係機関と連携した早期対応な

ど、精神障害者の相談機能に重点を置いた支

援の充実を図ります。 

推進 推進 

多機能型拠点の 

整備・運営 

○あ  

常に医療的ケアを必要とする重症心身障害

児・者等とその家族の地域生活を支援するた

め、相談支援、短期入所、生活介護、診療、

訪問看護や居宅介護などを一体的に提供す

る多機能型拠点の整備を市内６方面に進め

ます。 

市内４館目である北東部方面多機能型拠点

（仮称）について、設計を行います。 

市内５，６館目の整備予定地を検討、選定し

ます。 

市内４方

面整備完

了 

市内６方

面整備完

了 



- 19 - 

 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

行動障害のある方の

地域移行や地域生活

を支える仕組みづく

り 

行動障害のある人に必要とされる支援体制

について、特に地域移行や地域生活を支える

機能の検討を進めます。 

行動障害のある人に必要とされる支援体制

について、特に地域移行や地域生活を支える

機能の検討を庁内で進めます。 
検討 推進 

地域支援マネジャー

による障害福祉サー

ビス事業所等への支

援  

○新  

発達障害者支援センターに「地域支援マネジ

ャー」を配置し、障害福祉サービス事業所等

に対し、行動障害・発達障害に係るコンサル

テーションを実施します。 

 

「地域支援マネジャー」による、障害福祉サ

ービス事業所等に対する、行動障害・発達障

害に係るコンサルテーションを実施します。 推進 推進 

地域生活支援拠点機

能の充実 

障害のある方の高齢化・重度化、親なき後に

備えるとともに、地域移行を進めるため、基

幹相談支援センター・生活支援センター・区

役所の３機関一体の運営により、地域のあら

ゆる社会資源を有機的につなぐネットワー

ク型の拠点機能を整備し、地域での居住支援

機能の充実を図ります。 

基幹相談支援センター・生活支援センター・

区役所の３機関を中心に、自立支援協議会等

を活用し、地域生活支援拠点に関する周知を

行い、地域住民を含めた関係機関とともに拠

点機能の充実を図ります。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

精神障害にも対応し

た地域包括ケアシス

テムの構築 

精神障害のある方の生活のしづらさを地域

で支えていくため、医療・保健・福祉の連携

の下、各区福祉保健センター、生活支援セン

ター、基幹相談支援センターを核とした「協

議の場」において関係者・関係機関が共通の

認識の中で課題解決に向けた取組の検討と

実施をしていきます。また、地域ごとの課題

に対して特性を踏まえた対応ができるよう、

これまでの社会資源を十分に活用しながら、

ネットワーク機能の見直しや新たなつなが

りを構築していきます。  

区福祉保健センター、生活支援センター、基

幹相談支援センターを核とした「協議の場」

において、地域の関係機関と共通の認識を持

ち、課題解決に向けた取組を検討、推進しま

す。また、取組の推進のための研修会を開催

します。 

 

推進 推進 

精神障害者の 

家族支援事業 

○あ  

精神障害者とその家族が適切な関係を保つ

ため、緊急滞在場所を準備するとともに、家

族が精神疾患について理解を深める機会を

提供します。 

引き続き、精神障害者とその家族が適切な関

係を保てるよう緊急滞在場所を準備します。

また、学習会を実施し、家族が精神疾患につ

いて理解を深める機会を提供します。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

医療的ケア児・者等

の支援のための関係

機関の協議の場の開

催 

○あ  

医療的ケア児・者等への地域における更なる

支援の充実に向けて、保健・医療・障害福祉・

保育・教育等の関係機関が連携を図るため、

横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会に

おいて、課題共有、意見交換、対応策等の検

討を行います。 

横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会に

ついて、第１回を７月頃、第２回を令和４年

２月頃に開催予定です。 
推進 推進 

医療的ケア児・者等

支援者養成 

○あ○新  

受入体制の充実を図るため、所属する施設・

事業所等において、医療的ケア児・者等の受

入れを積極的に行えるよう、支援に必要な知

識・技術の普及啓発を行う支援者を養成しま

す。 

令和３年５月から12月まで医療的ケア児・者

等支援者養成研修を実施します。50人程度を

養成予定です。 推進 推進 

メディカルショート

ステイ事業 

○あ  

医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等

を、在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生

活の安定を目的として、一時的に在宅生活が

困難となった場合などに、病院での受け入れ

を実施します。 

引き続き事業を実施していくとともに、協力

医療機関との円滑な事業運営を図ります。 

推進 推進 

 
 
 
 
 
 
 

 



- 22 - 

 

（２）本人の力を引き出す支援の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者自立生活 

アシスタント 

○あ  

地域で単身等で生活する障害者に対して、自

立生活アシスタントが、その障害特性を踏ま

えて、具体的な生活場面での社会適応力を高

める助言を中心とした支援を行います。国の

実施事業との関係を整理しながら推進して

いきます。 

自立生活アシスタント事業の普及啓発に取

り組み、アシスタントの支援力の向上を図る

ための研修の実施やガイドラインの整備を

行います。 
推進 推進 

後見的支援制度 

○あ  

障害者本人や家族に寄り添い、漠然とした将

来の不安や悩みを一緒に考え、親なきあとも

安心して暮らすことができる地域での見守

り体制を構築します。 

本制度が、より安定的かつ持続可能なものと

なるよう、あり方検討会等にて業務運営の方

針等を検討します。 
推進 推進 

消 費 者 教 育 事 業 

○あ  

障害者、家族及び支援者が、商品・サービス

の利用及び契約に関わるトラブル等を学ぶ

ことにより、安心した日常生活を送れるよ

う、意識啓発を図ります。 

意識啓発の方法について、より持続可能な方

法を庁内で検討します。 
推進 推進 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

１－３ 移動支援 

 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

移動情報センター運

営 等 事 業 の 推 進 

○あ  

移動支援に関する情報を集約し、一人ひとり

にあった適切な情報を提供することや、移動

支援を支える人材の発掘・育成を行う移動情

報センターを全区に設置し、市内のどの地域

でも移動支援の仕組みを効果的に利用でき

るようにします。 

移動情報センターの周知をさらに進める

とともに、18区のネットワーク力の強化に

より、職員の相談対応力・コーディネート

能力の向上を図ります。また、ガイドボラ

ンティアなど地域の移動支援の担い手の

発掘・育成に取り組みます。 

相談 

件数 

3,300件 

相談 

件数 

3,600件 

【再掲】 

ガイドヘルパー等研

修受講料助成○あ  

ガイドヘルパー等の資格取得のための研修

受講料の一部を助成し、人材確保を図りま

す。 

令和３年度から、災害や感染症拡大による

影響により助成申請が困難だった人につ

いて、条件つきで申請期間の延長を可能と

しています。その周知を今後も図ること

で、助成人数の増加と人材確保を推進して

いきます。 

推進 推進 

【再掲】 

ガイドヘルパースキ

ルアップ研修 

○あ  

より質の高いサービスが提供できるよう、移

動支援事業の従業者を対象に研修を実施し

ます。 

サービス提供責任者及び従業者の質を更

に高めるため、研修テーマを選定し、受

講者の増加を目指します。 
推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

難病患者外出支援サ

ービス事業 

一般の交通機関を利用して外出に困難を伴

う、車いす等を利用する難病患者に 

福祉車両による送迎サービスを提供します。 

横浜市社会福祉協議会と委託契約を継続

し、移動支援が必要な人に送迎サービスを

提供します。 

推進 推進 

在宅重症患者 

外出支援事業 

車いすによる移動が困難でストレッチャー

対応車を使用せざるを得ない難病患者が、通

院等の際、所定の患者等搬送用自動車を利用

した場合に、その移送費の一部を 

助成します。 

通院等に民間救急事業者を利用する在宅

重症患者に対し、移送費の一部を助成しま

す。また、実態とニーズ把握を行い、18区

への周知を徹底します。 

推進 推進 

福祉有償移動 

サービス事業 

移動に介助が必要な身体障害者等を対象に、

登録されたＮＰＯ法人等による、自家用自動

車を利用した移動サービスを促進します。 

福祉有償運送を行うＮＰＯ法人等の登録

等や、福祉有償運送の適正な実施等につい

て協議する福祉有償移動サービス運営協

議会を開催します。また、福祉有償運送を

実施している団体へ訪問し、活動が適正に

実施されているか調査を行います。 

推進 推進 

重度障害者等への移

動支援事業の拡充 

○新  

公共交通機関での外出が困難な重度障害者

等に対して、移動支援事業の拡充を図りま

す。 

重度の障害がある人に対して、移動の選択

肢を広げるため、「重度障害者福祉タクシ

ー利用券の対象拡大」と「障害者自動車燃

料券の新設」に取り組みます。 

推進 推進 
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１－４ まちづくり 

 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

福祉のまちづくり推

進事業 

｢横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、

助け合う、人の優しさにあふれたまちづく

り｣を実現するため、ハードとソフト（環境

整備や福祉教育など）を一体的に取り組み、

福祉のまちづくりを推進します。 

子ども向けリーフレットの配布や、職員等を

対象とした研修の開催などにより、福祉のま

ちづくりを推進します。 

福祉のまちづくり条例に基づく事前協議や

設計相談等に適切に対応します。 

推進 推進 

公共交通機関の 

バリアフリー化 

誰もが移動しやすい環境整備の一環として、

鉄道駅舎へのエレベーター等の設置及びノ

ンステップバスの導入促進を図ります。 

市内の駅には、バリアフリーが未整備の駅が

あるため、鉄道駅舎へのエレベーターなどの

設置について引き続き補助を行っていきま

す。 

ノンステップバスの導入については、事業者

間で導入率に差があることから、導入率の低

い事業者に対し、重点的に補助を行うなど効

率的な取組を図るとともに、市民の要望等を

事業者に共有するなどして、導入の検討につ

いて働きかけていきます。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

バリアフリーの 

推進 

・バリアフリー基本

構想の検討・作成 

バリアフリー法に基づき、駅周辺の重点的か

つ一体的なバリアフリー整備を推進するた

め、区ごとにバリアフリー基本構想を作成し

ます。 

・策定済み地区の見直しや、未策定地区の新

規作成等 

 

引き続き、磯子区、中区、羽沢横浜国大駅、

踊場駅周辺地区のバリアフリー基本構想の

作成を進めます。 

また、今年度から港北区と緑区でバリアフリ

ー基本構想の作成に着手します。 

推進 推進 

・バリアフリー歩行

空間の整備 

駅周辺のバリアフリー化を推進するため、バ

リアフリー基本構想に基づき、道路のバリア

フリー化を、引き続き、進めます。 

 

引き続き、十日市場駅周辺地区等の整備を進

めます。また、新たに、羽沢横浜国大駅周辺

地区等の道路特定事業計画を作成します。 
推進 推進 

横浜市公共サインガ

イドラインの 

運用推進 

公的機関により設置される歩行者用案内・誘

導サインの規格や表示内容等の統一を図る

ためのガイドラインの運用を推進します。 

また、公共サインの掲載基準等について必要

に応じて見直しを検討し、より歩行者に分か

りやすいサイン整備を進めていきます。 

 

ガイドラインの運用を推進するとともに、公

共サインの掲載基準等について必要に応じ

て見直しを検討し、より歩行者にわかりやす

いサイン整備を進めていきます。 推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

エレベーター 

設置事業 

エレベーターの整備など、学校施設のバリア

フリー化を進め、障害児が学びやすい環境を

整備します。 

車椅子利用等の児童・生徒がいる学校へのエ

レベーターの整備や段差解消など、学校施設

のバリアフリー化を進め、障害のある児童・

生徒が学びやすい環境を整備します。 

推進 推進 

 

生活の場面２ 安全・安心 

２－１ 健康・医療 

（１）障害者の健康づくりの推進 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者へのスポーツ

を通じた健康・体力

作り支援 

障害特性を理解した障害者スポーツ文化セ

ンターのスタッフ等が、障害者が体力づく

りや余暇活動を身近な場所で行えるよう、

地域の人材育成も含めた環境整備を進めま

す。 

地域の様々な団体等へ障害理解や障害者ス

ポーツの普及啓発のための研修等を実施し、

障害のある人が身近な場所でスポーツに取

り組める環境作りを進めます。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

【再掲】 

障害福祉施設職員等

への支援  

○新  

障害者のＱＯＬの向上を目指して、障害特

性やライフステージに応じた障害の重度化

の緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を

図るため、障害福祉施設における衛生管

理、栄養管理に関する研修、連絡会等を実

施します。 

障害福祉施設の職員を対象とした衛生管理、

栄養管理に関連する研修、連絡会等を実施し

ます。 
推進 推進 

 

 

（２）医療環境の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

難病患者一時入院事

業 

医療依存度の高い難病患者が介助者の事情

により、在宅で介助を受けることが困難に

なった場合、一時的に入院できるようにし

ます。 

７病院と委託契約をし、５病床の確保を継続

します。また、実態とニーズの把握を行い、

引き続き必要な人にサービスを提供できる

よう18区への周知を徹底します。 

推進 推進 

歯科保健医療推進事

業 

（心身障害児・者歯

科診療） 

通常の歯科診療では対応が困難な心身障害

児・者に対する歯科治療の確保を引き続き

図ります。 

歯科保健医療センターへの補助を行い、障害

児・者の歯科医療の確保のための支援を行い

ます。 
推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

【再掲】 

メディカルショート

ステイ事業 

○あ  

医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等

を在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生

活の安定を目的として、一時的に在宅生活

が困難となった場合などに、病院での受け

入れを実施します。 

引き続き事業を実施していくとともに、協力

医療機関との円滑な事業運営を図ります。 

推進 推進 

難病患者在宅療養計

画策定・評価事業 

在宅難病患者に対し、保健・医療・福祉の

各サービスを適切に提供するために、関係

者が合同でサービス内容を検討します。 

在宅難病患者が安定した療養生活を送るこ

とを目的としたこの事業の活用を、18区に周

知を徹底します。 

推進 推進 

医療機関連携事業 

○あ  

障害児・者が身近な地域で適切な医療が受

けられる環境づくりを推進するため、障害

特性等を理解し適切な医療を提供できる医

療機関を増やします。 

知的障害者専門外来設置医療機関を５病院

で実施します。 

＜設置医療機関＞ 

・横浜相原病院 

・紫雲会横浜病院 

・港北病院 

・横浜カメリアホスピタル 

・鶴見西井病院 

また、市内一般精神科病院の指定病院12か所

の半数となる６病院までの設置を目指しま

す。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

重度神経難病患者在

宅支援システムの構

築 

発病から数年で急速に進行する神経難病患

者に対する在宅支援システムを、専門医療

機関・在宅リハビリテーション等の保健・

医療関係者と障害福祉サービス事業等との

連携により、構築します。 

・ＡＬＳ患者に加え、筋ジストロフィー症

患者のライフステージに合わせた生活障

害支援を目的に、在宅リハビリテーショ

ンを活用する流れを構築します。 

引き続き、在宅リハビリテーション事業の活

用推進のため、市内11か所の医療機関（診断

機関）や区福祉保健センターへ在宅リハビリ

テーション事業の周知を行います。筋ジスト

ロフィー症患者に対しては、在宅リハビリテ

ーション事業のフォローアップ機能の活用

を促進します。 

構築 構築 

在宅療養児の 

地域生活を支えるネ

ットワーク連絡会 

障害児・者の医療（入院・在宅）に関わる

医療関係者を中心に、福祉・教育関係者を

対象として、在宅支援に必要な情報交換や

人的交流を通じて、障害理解を促進しま

す。 

引き続き事業を実施し、障害児・者の在宅支

援に必要な情報交換等を通じて、障害理解を

促進していきます。 推進 推進 

重症心身障害児・者

の在宅生活を支える

ための支援体制の充

実 

重症心身障害児・者の在宅生活を支えるた

めの医療体制をはじめとする検討を行い、

支援体制の充実を図ります。 

重症心身障害児・者の在宅生活を支えるた

め、関係局と連携して、課題整理を行います。 
検討 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

重度障害者等入院時

コミュニケーション

支援事業 ○あ  

入院先医療機関の医師・看護師等との意思

疎通が十分に図れない障害児・者を対象

に、入院先にコミュニケーション支援員を

派遣します。 

入院先医療機関の医師・看護師等との意思疎

通が図れるよう、引き続きコミュニケーショ

ン支援員を派遣します。 
推進 推進 

健康ノート 

障害児・者が自分の住む地域の医療機関で

受診する際に活用できる「健康ノート」に

ついて、入手しやすくなるよう検討し、よ

り活用できるようにします。 

ホームページに掲載し、周知します。また、

活用状況を確認しながら、普及につながる入

手方法を検討します。 
推進 推進 

【再掲】 

医療従事者研修事業 

○あ  

疾病や障害のある小児及び重症心身障害

児・者の支援に必要な知識・技術の向上を

図り、障害特性を理解した医療従事者を育

成するための研修を実施します。 

障害特性等を理解した医療従事者を育成す

るために、引き続き「小児訪問看護・重症心

身障害児者研修」を実施します。 
推進 推進 

【再掲】 

障害福祉施設等で働

く 看 護 師 の 支 援 

○あ  

障害福祉施設等で働く看護師の定着に向け

た支援を行うとともに、確保の方策につい

て検討します。 

障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及

び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問

して行う個別の助言や研修、各施設の看護師

を対象とした合同研修等を実施します。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

精神科救急医療対策

事業 

精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化な

どで、早急に適切な精神科医療を必要とす

る場合に、精神保健福祉法に基づく診察や

病院の紹介を行うとともに、必要な医療施

設を確保すること等により、引き続き救急

患者の円滑な医療及び保護を図ります。 

緊急な医療を必要とする患者が、迅速かつ適

切な医療を受けられるようにするため、地域

において病院及び精神保健指定医の協力を

促進し、受入れ態勢の充実を図ることで、救

急患者に対して迅速に医療を提供します。 

推進 推進 

精神疾患を合併する

身体救急患者の救急

医療体制整備事業 

精神疾患を合併する身体救急患者を適切な

医療機関へ円滑に搬送できるよう、救急医

療体制を構築します。 

これまでの課題を整理し、より良い救急医療

体制の構築に向けた検討を継続します。 

また、必要に応じて特定症状対応病院の参画

を勧奨していきます。 

推進 推進 
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２－２ 防災・減災 

 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

災害時要援護者支援

事業 

災害時に自力避難が困難な要援護者の安否

確認や避難支援等の活動が円滑に行われる

よう、災害時要援護者名簿や避難支援に必

要な情報を地域に提供し、日頃からの地域

における自主的な支え合いの取組を支援し

ます。 

地域の実状に応じた様々な災害時要援護者

支援の取組を支援します。 

推進 推進 

障害者・支援者によ

る災害時等の障害理

解促進 

セイフティーネットプロジェクト横浜（S-

net横浜）や関係機関等と連携し、各区で実

施される地域防災拠点訓練等で障害者理解

を促進します。 

引き続き、セイフティーネットプロジェクト

横浜（S-net横浜）や関係機関等と連携し、

各区で実施される地域防災拠点訓練等で障

害者理解を促進します。 

推進 推進 

災害時等の自助力向

上に向けた 

ツールの作成 

及び普及・啓発 

○新  

風水害を含めた災害時に備え、自助力の向

上のためのツールの検討・作成と、本市ウ

ェブサイト等を活用した普及・啓発を行っ

ていきます。 

避難行動計画「マイ・タイムライン」を基に、

市民に幅広く普及・啓発ができるよう本市ウ

ェブサイト等を活用していきます。 推進 推進 

災害時における自

助・共助の情報共有

の推進○新  

横浜市障害者施策推進協議会や各団体の会

議体にて、災害時における自助・共助につ

いて情報共有を行います。 

団体との意見交換を踏まえ、横浜市障害者施

策推進協議会にて情報共有を行います。 実施 実施 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害種別応急備蓄物

資連携事業 

障害特性に応じた応急備蓄物資について、

引き続き保管できるよう、普及・啓発を実

施します。 

引き続き、ストーマ用装具の保管ができるよ

う、整備や普及・啓発を行っていきます。 実施 実施 

障害福祉サービス事

業所等におけるサー

ビス提供等継続支援 

○新  

障害福祉サービス事業所等に対して、平常

時から、感染症の流行に備え、衛生物品等

の備蓄、事業継続計画の策定など必要な準

備について、普及啓発を行います。また、

緊急時にはサービス提供等の継続に向けた

支援を行います。 

障害福祉サービス事業所等に対する取組と

して、感染防止対策に関する巡回訪問や、事

業継続計画の策定支援等を行います。 

また、昨年度に引き続き、緊急時にはサービ

ス提供等の継続に向けた支援を行います。 

検討 

・ 

推進 

推進 
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生活の場面３ 育む・学ぶ 

３－１ 療育 

（１）地域療育センターを中心とした支援の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

地域療育センター運

営事業 

障害がある、またはその疑いのある児童に、

専門性の高い評価や支援計画に基づき、集団

療育や保育所、幼稚園及び学校への巡回訪

問、保護者支援等を行います。 

また、区福祉保健センターの療育相談へのス

タッフ派遣等を行います。 

障害がある、またはその疑いのある児童に、

専門性の高い評価や支援計画に基づき、集団

療育や保育所、幼稚園及び学校への巡回訪

問、保護者支援等を行います。 

また、区福祉保健センターの療育相談へのス

タッフ派遣等を行います。 

推進 推進 

 
 

（２）切れ目のない支援体制の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

地域訓練会 

運営費助成事業 

障害児の保護者等が自主的に組織し、地域で

機能回復訓練や保育を行う、地域訓練会の運

営費を助成します。 

地域訓練会への参加意義を分かりやすく周

知することなどにより、参加促進を図れるよ

う、横浜市社会福祉協議会や区役所等と検討

し、取り組んでいきます。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

ペアレントトレーニ

ング実施者の養成

○新  

子ども本人への支援と合わせて重要である

保護者への支援として、主に障害児通所支援

事業所等において、職員に対しペアレントト

レーニング実施者養成研修を行います。 

８月～９月に事業所職員に対する研修を開

催し、10月～2月に研修を受けた職員により

各事業所において保護者にトレーニングを

実施します。 

推進 推進 

 

（３）学齢障害児に対する支援の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

学齢後期障害児支援

事業 

学齢後期（中学生・高校生年代）の発達障害

児等が安定した成人期を迎えられるよう、児

童や家族等からの相談に専門的な指導、助言

を行います。 

また、関係機関と連携し、発達障害に起因す

る問題の解決に向けた支援を行います。 

関係機関との連携調整を行いながら、４か所

目の事業実施に向け、この事業の役割・機能

等に係る具体的な課題整理を行います。 
４か所 ４か所 
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３－２ 教育 

（１）療育と教育の連携による切れ目のない支援 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

横浜型センター的機

能の充実 

地域療育センターや特別支援学校、通級指導教

室等の担当者が、小・中学校や児童生徒、保護

者からの相談に対応するなど、特別な支援が必

要な児童生徒を支援します。 

特別支援教育コーディネーターのスキルアッ

プと組織化を進めるため、チーフコーディネー

ターを中心とした協議会を充実します。 
推進 推進 

就学説明会 

特別支援教育を希望する幼児の就学に関する

説明会を開催します。 

新型コロナウイルス対策に伴い、会場確保が困

難となったこと、また、感染防止の観点からも

集合型の説明会ではなく、特別支援教育にかか

る就学説明の動画をホームページに掲載する

ことにより事業を実施します。 

推進 推進 

就学・教育相談の体制

強化 

一人ひとりの教育ニーズを的確に把握し、迅速

で適正な就学・教育相談を行うために関係機関

が相互に連携しながら、就学前から卒業後まで

を見通した相談体制の強化を図ります。 

新型コロナウイルス感染防止対策を図り、安全

かつ、効率的に相談を行うとともに、待機期間

の短縮及び円滑な事業の推進を図ります。 
推進 推進 

保護者教室 

開催事業 

横浜市立小・中学校、特別支援学校の保護者を

対象とした障害に対する正しい知識の啓発を

進めます。 

令和３年度は、受講形態を工夫するなど感染防

止対策を講じ、事業を実施します。 推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

私立幼稚園等特別支

援教育費補助事業 

私立幼稚園等に在園している障害児に対する

教育が、障害の種類・程度などに応じて適切に

行われるよう、その経費の一部を設置者に補助

し、障害児の教育に役立てます。 

特別支援教育費補助の対象園児数は237人を見

込んでいます。 
推進 推進 

（２）教育環境・教育活動の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

ＩＣＴを活用 

した教育環境 

の充実  

○新  

個々の児童生徒の障害の状況を十分に踏まえ、

学習上、生活上の様々な困難に対し、ＩＣＴを

活用した指導や支援を充実させるとともに、緊

急時におけるオンラインでの学習保障や動画

コンテンツ配信などについて、検討、実施しま

す。 

GIGAスクール構想を踏まえ、ICT環境のさらな

る充実を進めるとともに、オンラインでの学習

等についても実施していきます。 
実施 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害特性に応じた教

育の充実 

個別支援学級に加えて、一般学級においても、

特別な支援を要する児童生徒が増加し、支援の

ニーズが多様化している状況を踏まえ、ケース

スタディを重視した研修を充実させます。全て

の教員が障害の状態や特性に応じた指導・支援

が行えるよう専門性の向上を図ります。 

また、小・中学校の教員が特別支援学校教諭免

許状を取得するための受講料助成事業を新た

に実施します。 

全ての教員が障害の状態や特性に応じた指導・

支援が行えるよう、研修を充実させます。また、

小・中学校の教員が特別支援学校教諭免許状を

取得するための受講料を助成します。 

実施 実施 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

特別支援教育コーデ

ィネーターの機能強

化とスキルアップ 

特別支援教育コーディネーター養成研修を受

講して活動している特別支援教育コーディネ

ーター（教員）を対象に、更なるスキルアップ

を目指して、事例研究などを中心とした研修を

進めるとともに、関係機関との連携を強化し、

専門的な資質を高めます。 

特別支援教育コーディネーター養成研修に加

え、実務経験３年以上を対象としたブラッシュ

アップ研修及び５年目以上を対象としたスキ

ルアップ研修を行い、さらなる専門性の向上を

図ります。また、チーフコーディネーター会議

等において、研修・情報共有・事例検討を進め

ます。 

【実施予定】 

・コーディネーター養成研修 

（５～11月/全12回/約300人受講） 

・ブラッシュアップ研修 

（10・11月/全２回/約500人受講） 

・スキルアップ研修 

（５～11月/全９回/約70人受講） 

推進 推進 

特別支援教育支援員

事業 

小・中・義務教育学校で障害により学習面、生

活面や安全面への配慮等が必要な児童生徒に

特別支援教育支援員を配置し、校内支援体制の

充実を図ります。 

小中学校等において、障害などにより学習面、

生活面等への支援が必要な児童生徒に対し、特

別支援教育支援員を配置します。 
配置 配置 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

聴覚障害児支援事業 

小・中・義務教育学校に在籍する聴覚障害のあ

る児童生徒にノートテイクによる情報の保障

を実施します。 

対象の児童生徒にノートテイクボランティア

を派遣します。 実施 実施 

巡回型指導の実施 

による通級指導の 

充実 

児童生徒の在籍校を巡回して指導を行う「協働

型巡回型指導」を実施します。通級指導の担当

教員が在籍校を訪問し、児童生徒の指導や授業

参観を行うとともに、学級担任等と日常的に情

報を共有するなど、協働して学校生活を支援し

ます。 

新たに４校の通級指導教室設置校（累計８校）

において、協働型巡回指導を実施します。 

実施 実施 

医療的ケア体制の充

実 

小・中・義務教育学校や特別支援学校における

医療的ケアの実施体制を充実させます。 

特別支援学校においては、人工呼吸器等高度な

医療的ケアにも対応できるよう、体制の強化を

図ります。 

小中学校等において日常的に喀痰吸引などの

医療的ケアが必要な児童生徒に対し、看護師を

派遣します。 

特別支援学校においては、看護師を配置すると

ともに、引き続き、人工呼吸器等の高度な医療

的ケアにモデル的に取り組みます。 

整備 整備 

特別支援学校の 

充実 

在籍児童生徒の障害の多様化・重度化・重複化

を踏まえ、教育課程の充実、施設設備の改修や、

福祉車両の活用など通学支援の新たな方策の

検討・試行など教育環境の充実に取り組みま

す。 

多様な児童生徒一人ひとりのニーズを踏まえ、

教育環境の充実に引き続き取り組みます。ま

た、医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援の

試行にも引き続き取り組みます。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

重度訪問介護利用者

の大学修学支援事業 

○新  

重度訪問介護を利用する重度障害者が大学で

修学するための支援を実施します。 

大学等において重度障害者が修学するために

必要な支援体制が構築されるまで、進学を希望

する人が本制度を利用し安心して修学ができ

るよう、引き続き円滑な事業運営を行っていき

ます。 

推進 推進 

 

（３）教育から就労への支援 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

特別支援学校 

就労支援事業 

障害者就労支援センター等関係機関と連携し

ながら、生徒の就労を支援します。 

また、実習先開拓や職場定着支援のため、高等

特別支援学校（若葉台特別支援学校知的障害教

育部門を含む）に就労支援指導員を配置しま

す。 

高等特別支援学校（日野中央、二つ橋、若葉台

知的障害教育部門）の３校に一人ずつ就労支援

指導員を配置し、生徒の就労を支援します。 
推進 推進 

特別支援学校進路担

当間 

の連携強化 

市立特別支援学校の進路担当者が障害種別を

超えて定期的に情報交換や事例研究を行い、幅

広い進路選択に対応できるよう連携を強化し

ます。 

進路担当者連絡会等を実施し、学校間の連携強

化につなげます。 
推進 推進 
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生活の場面４ 働く・楽しむ 

４－１ 就労 

（１）一般就労の促進と雇用後の定着支援の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

就労支援センターを

中心とした、地域にお

ける就労支援ネット

ワークの構築 

障害者の就労を支える関係機関（特別支援学

校、就労移行支援事業所、ハローワーク等）

との連携・協力体制を構築します｡就労の継続

に欠かせない生活面でのサポートを充実させ

るため、地域の関係機関と連携し、本人への

支援を円滑に進めます。 

就労支援センターを中心として、特別支援学校

やハローワーク、医療機関との研修会や連絡会

を実施します。 
推進 推進 

【再掲】 

就労支援センター 

職員の人材育成 

多様な就労ニーズに対応できるよう、就労支

援スキルを向上させるため、研修の実施な

ど、人材育成を進めます。 

各センター間で支援員の人事交流を行い、支援

手法等の共有を行います。また、センター共通

で使用する人材育成シートを作成し、多様化・

高度化するニーズへ対応するため、支援の質を

高めます。 

推進 推進 

【再掲】 

就労促進を目的とし

た事業所職員向け研

修 

障害者雇用を行っている企業での「就業体

験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援

スキルの向上、就労に向けた意識付けにつな

げます。 

市内就労支援事業所職員を対象に、企業等での

実習や見学を通じて、企業で障害のある社員が

担当する仕事内容や求められる職業能力及び

企業の育成方法等を学ぶ機会を設けます。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

雇用施策と福祉施策

の連携による重度障

害者等への就労支援 

（重度障害者等就労

支援特別事業）○新  

法定サービスでの対象外となっている重度障

害者の経済活動時間中の支援を雇用施策と福

祉施策が連携して行う制度を検討し、実施し

ます。 

関係事業所へのアンケート等を基に、制度構築

に向けた検討を進めていきます。 検討 

・ 

実施 

検討 

・ 

実施 

 
（２）幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

共同受注センター等

による受注促進 

企業・行政機関から、事業所の特性を生かし

た幅広い仕事の受注ができるよう、コーディ

ネートを行います。 

市内イベント等への出店や自主製品の紹介等

を通じ、販路を拡大するとともに、障害者就

労への理解促進を図ります。 

共同受注センターでは市内障害者施設等の登

録を進め、作業内容等の情報を集約し、ウェブ

サイトで周知していきます。 

受注促進のための企業開拓や販路開拓を行い、

登録事業所の特性を活かした受注調整を進め

ます。 

その他の取組として、市内イベント等において

事業所が参加する機会を増やし、障害者就労へ

の理解促進を図ります。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

事業所の受注スキル

の向上 

○新  

発注者側のニーズに応えられる商品の開発や

作業の受注ができるよう、研修会やモデルケ

ースとなる事例検討などを実施し、事業所の

受注スキルの向上を図り、多くの受注につな

げます。 

民間企業との連携による販売支援や研修会の

開催等を通じて、事業所の受注スキル向上を図

ります。 推進 推進 

優先調達の推進 

横浜市役所からの事業所への優先的な発注を

更に推進します。 

また、庁内LANなどを活用し、区局等の発注事

例を広く周知し、新たな発注につなげます。 

優先調達方針に基づく調達目標等の達成に向

け、発注事例を庁内会議等の場を通じて周知す

るとともに、複数部署で発注可能な類似事例を

紹介するなどの発注の促進を行います。 

推進 推進 

 

（３）多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者就労に 

関する市民啓発 

シンポジウムの開催等を通じ、様々な分野で

働く障害者や障害者雇用を進めている企業の

「生の声」を伝え、障害者就労に対する理

解・関心を高めます。 

「働きたい！わたしのシンポジウム」を開催（1

月予定）し、当事者や家族等の就労への理解を

促進し、様々な働き方の周知や支援機関の紹介

等を通じて、働くきっかけづくり等を行いま

す。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者雇用に 

関する企業啓発 

障害者雇用を検討している企業に向けて、雇

用に関するセミナー等を実施し、合理的配慮

の必要性など企業内での障害理解の促進を図

ります。 

支援機関や神奈川県と連携した企業向けセミ

ナーを開催し、障害者雇用に関する情報提供や

雇用事例の紹介を行います。 

また、希望する企業に対して、障害者雇用の啓

発に関する出前講座等を実施します。 

推進 推進 

ふれあいショップ等

を活用した障害者就

労に関する理解促進 

○新  

新たに開業するＪＲ関内駅北口高架下の就労

啓発施設及び市庁舎内のふれあいショップを

はじめ、既存のふれあいショップ等の運営を

通じて、就労に関する理解の促進を図りま

す。 

新規開業店舗及び既存のふれあいショップの

運営状況を逐次情報共有し、店舗間のネットワ

ーク形成等を目的としたふれあいショップ店

長会等を開催します。 

推進 推進 
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４－２ 日中活動 

（１）日中活動場所の選択肢の充実 
 
 

４－３ スポーツ・文化芸術 

（１）スポーツ活動の推進 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者スポーツの啓

発と理解の促進 

東京2020パラリンピックにより高まる関心を

障害者スポーツの普及啓発につなげるため、

障害者スポーツ文化センターや横浜市スポー

ツ協会、地域の様々な団体等と連携し、障害

者スポーツの裾野を広げる取組を行うととも

に、障害者スポーツを通じた障害への理解促

進を図ります。 

障害者スポーツ文化センター（横浜ラポール・

ラポール上大岡）で、様々な機会を捉え、障害

者スポーツの体験会や教室等を実施していき

ます。 推進 推進 

身近な地域における

障害者スポーツの推

進 

引き続き、障害者が身近な地域でスポーツに

取り組めるよう、各区のスポーツセンターや

中途障害者地域活動センター等と連携し、地

域の人材育成を進めながら、障害者スポーツ

の推進を図ります。 

中途障害者地域活動センター、横浜市スポーツ

協会等と連携し、障害のある人の身近な地域で

の障害者スポーツの取組を推進していきます。

また、障害者スポーツの周知活動、スポーツボ

ランティア養成講座や初級障害者スポーツ指

導員研修会等の実施を通して、支援者・指導者

の人材育成を進めていきます。 

推進 推進 
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（２）文化芸術活動の推進 

事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

障害者の文化芸術活

動の 

支援 

アートイベントの開催や、活動を支える人材

の育成、様々な団体等と連携した文化芸術活

動の場の創出に取り組みます。 

芸術祭や展覧会等の開催を通じて、活動を支え

る人材の育成や文化芸術活動の場の創出を進

めていきます。 

推進 推進 

障害者の文化芸術鑑

賞の 

支援  

○新  

様々な団体等と連携し、障害の特性に応じた

鑑賞の機会の充実、円滑な施設利用のための

環境整備、活動を支える人材の育成等に取り

組みます。 

横浜能楽堂において「バリアフリー能」を実施

します。 
推進 推進 

文化芸術による 

地域共生社会実現に

向けた取組の推進 

○新  

関係機関との連携を深め、文化芸術体験や公

演・展示等鑑賞の文化芸術活動を通して、障

害のあるなしにかかわらず誰もが互いに対等

な立場で関わり合うことを進める活動を促進

します。 

・障害者施設とアーティストの連携により、障

害者の芸術活動を支援します。 

・市民ギャラリーあざみ野での「フェローアー

トギャラリー」を推進します。 

・「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」のレガシ

ーを継承するとともに、障害のある人の創作活

動を支える人材を育成します。 

・Dance Dance Dance @ YOKOHAMA2021におい

て、市内特別支援学校でのダンスワークショッ

プを開催し、有志生徒による発表の場を設けま

す。 

推進 推進 
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事業名 事業内容 
目標に向けた 

令和３年度の取組内容 

中間期目

標 
目標 

（仮称）読書バリアフ

リー法に基づく横浜

市計画の策定、推進  

○新  

読書バリアフリー法に基づく、地方公共団体

の計画として策定し、計画に基づく取組を推

進します。 

市内の障害者団体や専門的知見を有する外部

関係者で構成された会議を開催し、読書バリア

フリー法に基づく本市取組の方向性について

協議いただき、計画策定の参考とします。あわ

せて、庁内の関係課を集めた会議を開催し、関

連施策の実施状況の確認や今後の取組の方向

性を検討します。 

策定 

・ 

推進 

推進 

 


