
前橋市第３次障害者福祉計画施策一覧

第１項　差別の解消及び権利擁護の推進　

（１）差別の解消に向けた取り組み
施策番号 施策名 担当課 備考

1-1-1 障害及び障害のある人への理解を深めるための広報啓発活動の充実 障害福祉課
1-1-2 障害者差別解消法に基づく地域住民等に対する啓発活動 障害福祉課
1-1-3 障害者差別解消法に基づく行政サービスにおける配慮 障害福祉課
1-1-4 遠隔通信端末及び筆談ボード等によるサービスの提供 障害福祉課
1-1-5 手話言語条例制定後の取組み 障害福祉課
1-1-6 虐待の予防及び早期発見・早期対応の推進 障害福祉課
1-1-7 児童生徒への人権教育の推進 総合教育プラザ

（２）成年後見制度の利用の促進
1-2-1 成年後見制度（成年後見制度利用支援） 障害福祉課

1-2-2 日常生活自立支援事業
社会福祉課
（市社協）

（３）相互理解の促進
1-3-1 地域における社会教育活動の充実 生涯学習課
1-3-2 学校における福祉教育の推進 学校教育課

1-3-3 地域における児童生徒への啓発の充実
社会福祉課
（市社協）

1-3-4 交流及び共同学習の推進 総合教育プラザ

1-3-5 福祉施設と地域との交流の充実
社会福祉課
（市社協）

第２項　早期療育、教育環境の整備

（１）早期療育体制の充実

2-1-1 障害乳幼児等対策体制の推進強化
子育て支援課
障害福祉課

2-1-2 子育て支援事業の実施 子育て支援課
2-1-3 幼児教育センターにおける発達相談の実施 総合教育プラザ
2-1-4 保育士の研修 子育て施設課

（２）一人ひとりに応じた教育の推進
2-2-1 幼児教育センターの専門家によるサポート 総合教育プラザ
2-2-2 保育所における障害児の受け入れ 子育て施設課
2-2-3 保育所における体験保育の実施 子育て施設課
2-2-4 前橋市教育支援委員会 総合教育プラザ
2-2-5 特別支援教育の充実 総合教育プラザ
2-2-6 特別支援教育の支援体制の整備 学校教育課
2-2-7 特別支援学校・特別支援学級の合同校外活動の充実 総合教育プラザ
2-2-8 放課後児童クラブの障害児受け入れ支援 子育て施設課

資料３
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施策番号 施策名 担当課 備考

第３項　保健・医療の充実

（１）保健・医療の充実
3-1-1 乳幼児期の成長に応じた健康診査の実施 子育て支援課
3-1-2 特定健康診査の実施 国民健康保険課
3-1-3 特定保健指導の実施 国民健康保険課
3-1-4 健康相談の実施 健康増進課
3-1-5 健康教育の実施 健康増進課
3-1-6 機能訓練 介護高齢課
3-1-7 介護予防事業 介護高齢課

3-1-8 リハビリテーションの充実
介護高齢課
障害福祉課

3-1-9 自立支援医療の推進 障害福祉課
3-1-10 重度心身障害者（児）医療費の助成、高齢重度障害者医療費の助成 国民健康保険課
3-1-11 水治療法室の機能の充実 指導監査室
3-1-12 医療的ケアの充実 障害福祉課
3-1-13 スマイル健康診査の実施 健康増進課

3-1-14 歯科知識の普及・啓発
健康増進課
障害福祉課

3-1-15 新生児聴覚検査の普及啓発 子育て支援課

（２）精神保健福祉の推進
3-2-1 精神保健知識の普及・啓発 健康増進課
3-2-2 精神保健福祉施策の推進 健康増進課
3-2-3 精神保健相談支援事業の推進 健康増進課

（３）難病患者支援の推進
3-3-1 難病知識の普及・啓発 健康増進課
3-3-2 難病施策の推進 健康増進課
3-3-3 難病療養相談支援事業の推進 健康増進課

第４項　生活支援の充実

（１）相談支援体制の充実
4-1-1 障害者相談支援事業の推進 障害福祉課
4-1-2 障害者ケアマネジメント体制の整備 障害福祉課
4-1-3 障害者相談員制度 障害福祉課

（２）自立生活支援の充実
4-2-1 障害福祉サービスの実施 障害福祉課
4-2-2 地域生活支援事業の実施 障害福祉課

4-2-3 高次脳機能障害者支援の推進
健康増進課
障害福祉課
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施策番号 施策名 担当課 備考

4-2-4 発達障害者支援の推進

障害福祉課
子育て支援課（こども発達支援セ
ンター）
健康増進課

4-2-5 補装具費の支給 障害福祉課
4-2-6 難聴児補聴器購入費の補助 障害福祉課
4-2-7 福祉手当等の支給 障害福祉課

（４）住まいの場の充実
4-3-1 市営住宅整備事業 建築住宅課
4-3-2 住宅改造費の補助 障害福祉課
4-3-3 リフォームヘルパー制度の利用促進 介護高齢課
4-3-4 グループホーム、福祉ホームの整備 障害福祉課

4-3-5 市営住宅の空室を活用したグループホームの運営
障害福祉課
（建築住宅課）

（５）人材の育成・確保、サービスの質の向上
4-4-1 手話通訳者の養成・確保 障害福祉課
4-4-2 要約筆記者の養成・確保 障害福祉課
4-4-3 盲ろう者向け通訳・介助員の養成・確保 障害福祉課

4-4-4 福祉サービスの質の確保（指定事業所）
障害福祉課
指導監査室

4-4-5 障害福祉サービス事業所等の施設整備 障害福祉課

（６）地域福祉活動の促進
4-5-1 専門的な福祉ボランティアの養成 障害福祉課

4-5-2 ＮＰＯ、ボランティアグループへの支援

生活課
社会福祉課
（市社協）
生涯学習課

4-5-3 福祉情報提供システムの充実
社会福祉課
（市社協）

4-5-4 社会福祉協議会との連携強化 社会福祉課
4-5-5 前橋市総合福祉会館機能の充実 指導監査室
4-5-6 障害者団体への支援 障害福祉課
4-5-7 精神保健に関する組織活動支援 健康増進課
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施策番号 施策名 担当課 備考

第５項　雇用・就労の促進

（１）雇用・就労機会の拡大
5-1-1 就労移行支援 障害福祉課
5-1-2 事業主に対する障害者の雇用支援 産業政策課
5-1-3 産業振興・社会貢献優良企業表彰 産業政策課
5-1-4 企業・事業者等の雇用促進強化 障害福祉課
5-1-5 知的障害者職親事業 障害福祉課

5-1-6 農と福祉の連携による農作業支援
障害福祉課
農林課

5-1-7 障害者雇用 職員課

（２）福祉施設での就労の充実と工賃向上
5-2-1 就労継続支援 障害福祉課
5-2-2 障害者就労施設等への積極的な発注 障害福祉課
5-2-3 地域活動支援センターⅢ型の実施 障害福祉課

第６項　社会参加の充実

（１）文化・スポーツ・レクリエーション活動の充実
6-1-1 スポーツ・レクリエーション教室、スポーツ大会の開催 障害福祉課
6-1-2 障害者教養文化体育施設の運営 障害福祉課
6-1-3 前橋市総合福祉会館の有効利用 指導監査室
6-1-4 スポーツ競技大会出場に伴う壮行金の贈呈 スポーツ課
6-1-5 各種スポーツ競技大会への参加者拡充 スポーツ課

（２）生涯学習活動の促進

6-2-1 心身障害者（児）生きがい対策の充実
障害福祉課
（市社協）

6-2-2 公民館事業の充実 生涯学習課
6-2-3 在宅障がい者等配本サービス 図書館

（３）社会参加活動の促進
6-3-1 移動支援事業の充実 障害福祉課

6-3-2 福祉有償運送の実施
障害福祉課
介護高齢課

6-3-3 福祉ハイヤー料金助成 障害福祉課
6-3-4 移動困難者対策（マイタク）の推進 交通政策課
6-3-5 リフト付バス、低床バス等の導入促進 交通政策課
6-3-6 介護用車両購入費の補助 障害福祉課
6-3-7 社会適応訓練等の実施 障害福祉課
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施策番号 施策名 担当課 備考

第７項　暮らしやすい生活環境の整備

（１）バリアフリー・ユニバーサルデザイン環境の整備
７-1-1 公共施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化 建築住宅課
７-1-2 歩道、自転車道の連続したネットワーク化による交通安全の確保 道路建設課
７-1-3 バリアフリー化整備の推進 道路建設課
７-1-4 各種公園・緑地の整備 公園緑地課
７-1-5 移動環境の整備 交通政策課
７-1-6 生活利便施設の誘導 市街地整備課

（２）情報アクセシビリティの推進
７-2-1 「広報まえばし」等を活用した広報啓発活動 市政発信課
７-2-2 情報提供の充実 障害福祉課
７-2-3 障害者に対する情報の円滑な提供 障害福祉課
７-2-4 各種サービスの申請手続きの効率化・簡略化 障害福祉課

（３）安心・安全のまちづくり
７-3-1 交通安全対策等の充実 交通政策課
７-3-2 火災予防訪問活動の充実 消防局予防課
７-3-3 緊急ファクシミリ、携帯電話等からのメール１１９番通報 消防局通信指令課

７-3-4 災害時要配慮者対策・災害時要配慮者避難対策
危機管理室
社会福祉課

７-3-5 防犯活動の推進 危機管理室

７-3-6 「安心カード」の配布
社会福祉課
（市社協）
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