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５ 

 

第５章 

第６期障害福祉計画 

第２期障害児福祉計画 
 

１ 国の基本指針 
 

 ［第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画］は、［障害者総合支援法］及び［児童福

祉法］の規定に基づく［基本指針］に即して作成します。 

  

国の第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 基本指針（要点） 

１ 基本的理念 

 市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に

掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。 

① 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

② 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービス

の実施等 

③ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応した

サービス提供体制の整備 

④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

⑤ 障害児の健やかな育成のための発達支援 

⑥ 障害福祉人材の確保 

⑦ 障害者の社会参加を支える取組 

 

２ 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

 障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、１の基本的理念を踏まえ、次に掲げ

る点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 

① 全国で必要とされる訪問系サービスの保障 

② 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 

③ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等＊の整備と機能の充実 

④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

⑤ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実 

⑥ 依存症対策の推進 
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３ 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

① 相談支援体制の構築 

② 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

③ 発達障害者等に対する支援 

④ 協議会の設置等 

 

４ 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

 障害児については、子ども・子育て支援法において、子ども・子育て支援の内容及び水

準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なも

のでなければならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況

を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援

の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係

機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一

貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要である。 

① 地域支援体制の構築 

② 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

③ 地域社会への参加・包容の推進 

④ 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 

⑤ 障害児相談支援の提供体制の確保 

 

参考：［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（令和二年厚生

労働省告示第二百十三号）］ 
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２ 障害福祉計画の成果目標 
  

［第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画］では、障害福祉サービス、相談支援、障害

児通所支援事業及び地域生活支援事業等の提供体制の確保等に係る目標を設定することが国

の指針において求められています。具体的には、以下の７点について、令和５年度における

成果目標を設定することとなっています。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

福祉施設の入所者が、希望に応じて自宅やグループホーム等、地域で生活することができ

るよう、能力や適性に配慮して地域生活への移行支援を進めていく必要があります。 

施設入所からの地域生活移行者数を４人、施設入所者削減数を２人と設定します。 

区分 実績（令和元年度） 目標（令和５年度） 

施設入所者 ３３人 ３１人 

施設入所からの地域生活移行者数 ４人 

施設入所者削減数 ２人 

  

   

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム＊の構築  

精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが安心して自分らしく暮らしていくためには、

保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築す

ることが求められます。 

精神障害者の地域包括ケアシステム＊に関する障害福祉サービスについては、地域移行支

援利用者を４人、地域定着支援利用者を２人、共同生活援助利用者を１３人、自立生活援

助利用者を１人と設定します。また、保健、医療、福祉関係者による協議の場については、

地域生活支援部会を位置づけ、次のとおり、年１回の開催とし、関係者属性ごとの参加者

数、目標を設定し、この協議の場について地域自立支援協議会にて評価していくこととし

ます。  
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区分 目標（令和５年度） 

精神障害者の地域移行支援の利用者数 ４人 

精神障害者の地域定着支援の利用者数 ２人 

精神障害者の共同生活援助の利用者数 １３人 

精神障害者の自立生活援助の利用者数 １人 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 年１回 

保健、医療（精神科・精神

科以外の医療機関別）、福

祉、介護、当事者、家族等

の関係者ごとの協議の場

への参加者数 

保健 １人 

福祉 １０人 

介護 １人 

精神科医療 ２人 

精神科以外医療 １人 

当事者 １人 

家族等 １人 

保健、医療、福祉関係者に

よる協議の場における目

標設定及び評価の実施回

数 

協議の場の目標 

精神障害者の生活を地域全体で支える

サービス提供体制の充実 

個別ケースに応じた精神障害者の 

地域移行支援、地域定着支援の推進 

あおみＪセンターと連携した、 

家族懇談会の開催等の支援の充実 

協議の場の評価回数 年１回 
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（３）地域生活支援拠点等＊が有する機能の充実  

地域生活支援拠点等＊とは、障害者の重度化・高齢化や“親亡き後“を見据え、障害者の生活

を地域全体で支えるための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人

材の確保・養成、地域の体制づくり）を備えた支援の拠点や支援体制です。 

地域生活支援拠点等＊は令和元年度をもって、市内で各機能を面的に整備し、１か所設置と

なりました。今後は市内の障害福祉サービス等事業所から評価を受け、地域生活支援拠点等

＊が有する機能の充実に向けた検証及び検討を年１回実施することを設定します。 

区分 目標（令和５年度） 

地域生活支援拠点等＊の設置か所数 1 か所 

地域生活支援拠点等＊が有する機能の充実に向けた検証及び検討

の実施回数 
年１回 

    

（４）福祉施設から一般就労への移行等  

障害者雇用促進法の改正により法定雇用率が引き上げられる中、社会参加や自立支援の観

点から、障害者の就労支援が重要となっています。就労移行支援事業及び就労定着支援事業

等の推進により、障害者の希望や能力等に応じて、福祉施設から一般就労への移行及びその

定着を進めていくことが求められます。 

就労移行支援事業等から一般就労への一年間の移行者を８人（就労移行支援事業４人、就

労継続支援Ａ型事業３人、就労継続支援Ｂ型事業１人）、就労移行支援事業等から一般就労へ

の移行後の移行者のうちの就労定着支援事業の一年間の利用者を６人（令和５年度の障害福

祉サービスから一般就労への移行者数の７０％以上の人数）、事業利用者のうち一年後におけ

る就労定着率が８割を超える事業所の割合を１００％と設定します。 

区分 
実績 

（令和元年度） 

目標 

（令和５年度） 

就労移行支援事業等から一般就労への移行者数 ５人 ８人 

 

就労移行支援事業からの移行者数 ３人 ４人 

就労継続支援Ａ型事業からの移行者数 ２人 ３人 

就労継続支援Ｂ型事業からの移行者数 ０人 １人 

就労移行支援事業等を通じた一般就労移行者のうち

の、就労定着支援事業利用者数 
１人 ６人※ 

就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所数の割合 １００％ １００％ 

※令和５年度の障害福祉サービスから一般就労への移行者数が見込みを上回るときは、その

７０％以上の人数  



 

67 

 

（５）相談支援体制の充実・強化等  

 障害者が地域において自立した日常生活や社会生活を営むためには、障害福祉サービス等

の提供体制の確保とともに、サービスの適切な利用やニーズへの対応を行う相談支援体制の

構築が不可欠です。また、相談支援事業者は、障害者や家族が抱える複合的な課題を把握し、

適切な保健、医療、福祉サービスにつなげるなど、行政機関や関係機関との連携に努めるこ

とが求められます。 

基幹相談支援センター＊において総合的・専門的な相談支援を実施することとします。また、

訪問等による専門的な指導・助言として、困難事例への共同対応や、情報交換会でのケース

検討を年３回実施し、愛知県相談支援従事者初任者研修などにおける、基幹相談支援センタ

ー＊での実習研修の機会などを用いて地域の相談支援事業者の人材育成の支援を年２回、地域

の相談機関との連携強化の取り組みとして相談支援事業所情報交換会の実施を年２回と設定

します。 

区分 目標（令和５年度） 

総合的・専門的な相談支援の実施の有無 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な

指導・助言件数 
年３回 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 年２回 

地域の相談機関との連携強化の取り組みの実施回数 年２回 
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（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の

構築 

障害福祉サービス等が多様化し多くの事業者が参入する中、利用者が真に必要とする障害

福祉サービス等の提供を行うため、サービス事業者や自治体における研修体制の充実や適正

なサービス提供が行えているかを情報収集することが求められます。 

都道府県が主催する研修等への参加や市職員の研修への参加を年１回とすることとします。

また、障害者自立支援審査支払等システム等の分析結果を活用した共有体制を整備し、実施

については、障害福祉サービス等給付費の請求内容審査時に随時各事業所との連携を行うこ

ととして、その回数を年１２回と設定します。 

区分 目標（令和５年度） 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都

道府県が市町村職員に対して実施する研修の参加 
年１回 

障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析して

その結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無 
有 

障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析して

その結果を活用し、事業所や関係自治体等との共有実施回数 
年１２回 

 

（７）発達障害者等に対する支援 

 発達障害者の早期発見・早期支援には、発達障害者等の家族等への支援が重要となってい

ます。保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な

対応ができるようペアレント・トレーニング＊やペアレント・プログラム＊などの発達障害者

等の家族等に対する支援体制の充実を図ることが求められます。 

ペアレント・トレーニング＊やペアレント・プログラム＊等の支援プログラム等の年間受講

者数を８人、ペアレント・メンター＊の人数を１人、”ほっとまんま”などの活動に参加するピ

アサポーター＊の人数を１１人と設定します。 

区分 目標（令和５年度） 

ペアレント・トレーニング＊やペアレント・プログラム＊等の支

援プログラム等の年間受講者数 
8 人 

ペアレント・メンター＊の人数 １人 

ピアサポーター＊の人数 １１人 
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３ 障害児福祉計画の成果目標 
 

障害児支援の提供体制の整備等 

障害児への支援は、専門的な支援の確保や共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、

保育、教育、就労支援等の関係機関と連携を図った上で、障害児やその家族に対して、乳幼

児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ること

が求められます。 

 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センター＊、保育所等訪問支援を

利用できる体制、主に重症心身障害児＊を支援する児童発達支援事業所、主に重症心身障害児

＊を支援する放課後等デイサービス事業所は市内に確保することとします。また、医療的ケア

＊児支援のための関係機関の協議の場は、こども部会を位置づけ、引き続き市において設置と

します。医療的ケア＊児支援のためのコーディネーターは、市内に２人（福祉課及び社協に各

１人）配置しているため、引き続き配置状態を確保することとします。  

区分 目標（令和５年度） 

重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援セン

ター＊の設置 
市内に確保 

保育所等訪問支援を利用できる体制の維持 市内に確保 

主に重症心身障害児＊を支援する児童発達支援事業所の確保 市内に確保 

主に重症心身障害児＊を支援する放課後等デイサービス事業所の

確保 
市内に確保 

医療的ケア＊児支援のための関係機関の協議の場の設置 市において設置の継続 

医療的ケア＊児支援のためのコーディネーターの配置 市内で２人を維持 

。 
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４ 障害福祉サービスの見込量と方針 
※令和２年度の実績については、７月時点の状況に基づき記載しています。 

（１）訪問系サービス  

① 居宅介護  

【サ ビス内容】  

日常生活を営むことが困難で支援が必要な障害者等にホームヘルパーを派遣し、入浴や排

泄、家事援助、その他日常生活上の介護等を行います。  

【見込量】                             (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ時 )  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 89 90 99 92 93 94 

時間 2,103 2,232 2,462 2,477 2,503 2,530 

平均時間数 23.6 24.8 24.9 26.9 26.9 26.9 

 

② 重度訪問介護 

【サ ビス内容】  

常時介護を要する重度の肢体不自由者等に対して、入浴や排泄、家事援助、その他日常生

活上の介護等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に援助します。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ時 )  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 1 0 0 1 1 1 

時間 271 0 0 425 425 425 

平均時間数 271 0 0 425 425 425 

 

③ 同行援護  

【サ ビス内容】  

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時において同行し、移動に必要な

情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ時 )  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 8 8 6 8 9 10 

時間 49 43 32 56 63 70 

平均時間数 6.1 5.4 5.3 7.0 7.0 7.0 
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④ 行動援護 

【サ ビス内容】  

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、

外出支援を行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ時 )  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 0 0 0 1 1 1 

時間 0 0 0 7 7 7 

平均時間数 0 0 0 7.0 7.0 7.0 

 

⑤ 重度障害者等包括支援 

【サ ビス内容】  

常時介護を要する重度の肢体不自由者等が、その介護の必要の程度が著しい際に、日常生

活上の介護等を総合的に行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ時 )  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 0 0 0 1 1 1 

時間 0 0 0 425 425 425 

平均時間数 0 0 ０ 425 425 425 

   

現状と課題 

サービスの利用者数は、全体的に横ばい傾向となっています。居宅介護については、利用

者の多様な障害の特性に対応することが求められます。同行援護や行動援護などについては、

専門的な技術の習得等が課題となっています。また、サービス提供中に支援員間での情報交

換や従業員教育が可能な通所系サービスと異なり、訪問系サービスにおいては、サービス提

供上の課題の把握や事業所ごとの課題解決に向けての従業員教育の機会が乏しいため、研修

の実施が困難な状況となっています。 

 

方針 

発達障害や精神障害など、対応に知識や経験が必要となる人への支援や、同行援護や行動

援護などに要する専門的な技術などに関する研修の検討、実施及び事業所間での情報共有な

どの技術支援が可能となる体制の整備を図ります。また、障害福祉分野の多様な人材の確保

及び就業者数の増加を図るために情報発信の方法や内容を検討します。  
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（２）日中活動系サービス  

① 生活介護 

【サ ビス内容】  

常時介護を要する障害者等に対して、入浴、排泄、家事援助、その他日常生活上の介護等

のサービスを受けながら、各種創作活動や生産活動が行えるよう支援します。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 175 184 170 192 196 201 

日 3,347 3,370 3,416 3,782 3,861 3,960 

平均日数 19.1 18.3 20.1 19.7 19.7 19.7 

 

② 自立訓練 

【サ ビス内容】  

病院を退院または特別支援学校を卒業した障害者等が、自立した日常生活または社会生活

ができるよう、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。  

＜自立訓練（機能訓練）＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 0 0 0 1 1 1 

日 0 0 0 23 23 23 

平均日数 0 0 0 23.0 23.0 23.0 

 

＜自立訓練（生活訓練）＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 3 1 2 2 3 4 

日 62 58 55 78 117 157 

平均日数 20.7 58.0 27.5 39.2 39.2 39.2 

※自立訓練（生活訓練）には、宿泊型自立訓練も含まれ、利用者数は実人数、利用日数は延べ利用日数で算定 

※宿泊型自立訓練は、自立訓練（生活訓練）の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している

知的障害者または精神障害者に対し、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における家事等

の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談、助言及びその他の必要な支援を行うサービス

です。 

  



 

73 

  
③ 就労移行支援  

【サ ビス内容】  

一般就労等が可能と見込まれる障害者等に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練、求職活動に関する支援等を行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 11 13 17 19 23 28 

日 200 231 295 371 449 546 

平均日数 18.2 17.8 17.4 19.5 19.5 19.5 

  

 

④ 就労継続支援 

【サ ビス内容】  

通常の事業所での雇用が困難な障害者等に対し、就労の機会の提供及び生産活動の機会の

提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 

＜就労継続支援（Ａ型）＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 44 45 44 53 57 62 

日 841 880 867 1,052 1,132 1,231 

平均日数 19.1 19.6 19.7 19.9 19.9 19.9 

 

＜就労継続支援（Ｂ型）＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 97 108 113 131 144 158 

日 1,582 1,809 1,993 2,072 2,278 2,499 

平均日数 16.3 16.8 17.6 15.8 15.8 15.8 
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⑤ 就労定着支援 

【サ ビス内容】  

就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者等に対し、就労

の継続を図るために必要な事業主、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整等を

行います。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１月あたりの利用者数 

（人） 
3 7 8 10 12 15 

 

⑥ 療養介護  

【サ ビス内容】  

医療を要する常時介護が必要な障害者等に対し、医療機関において、機能訓練、療養、看

護、日常生活の介護等を行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 10 10 11 12 13 14 

日 301 302 328 360 390 420 

平均日数 30.1 30.2 29.8 30.0 30.0 30.0 

 

⑦ 短期入所  

【サ ビス内容】  

常時介護者が病気等の場合、障害者支援施設等に短期間入所し、入浴、排泄及び食事の介

護等を行います。  

＜短期入所（福祉型）＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 63 63 28 76 84 92 

日 193 191 107 233 257 282 

平均日数 3.1 3.0 3.8 3.1 3.1 3.1 
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＜短期入所（医療型）＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 1 1 1 1 1 1 

日 8 9 7 7 7 7 

平均日数 8.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

 

  

現状と課題 

サービスの利用者数は、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、療養介護で増

加傾向です。 

生活介護や短期入所の事業所については、近隣市を含めても十分な事業所数や空き定員が

なく、新規の利用開始や緊急時の利用が困難な状況となっています。 

自立訓練等の提供する事業所が近隣にほとんどないサービスについては、そのサービス利

用が必要であっても、地域で生活していくには、他のサービスを利用せざるを得ない状況と

なっています。就労移行支援については、事業所は市内に１事業所しかなく、提供できる支

援の幅に限りがあります。 

特に医療的ケア＊を要する障害者等に対する生活介護及び短期入所を提供できる体制が整

っていないことが課題となっています。 

 

方針 

特別支援学校等の卒業予定者数や卒業後の進路希望を把握するなど、地域で情報を共有し、

卒業後の利用サービスの確保を支援します。 

自立訓練は、事業開始に必要な条件等の確認把握及び事業の実施を検討する事業者との情

報交換を行い、市内での支援体制の確保を進めます。また、就労移行支援及び就労定着支援

については、障害者の法定雇用率の上昇も踏まえ、雇用者や雇用支援者を対象とした、障害

理解に関する講演、研修等を行い、障害者の就労機会の創出や継続雇用の促進を図ります。 

医療的ケア＊を要する人や重症心身障害児者＊が安心して地域で生活できるよう、事業所

での医療行為などの専門性の確保を推進し、地域における受け入れ体制の確保を目指しま

す。 

特に生活介護、就労移行支援及び短期入所の事業所については、市内で利用できる定員の

拡充に向けた支援を推進します。 
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（３）居住系サービス  

① 自立生活援助 

【サ ビス内容】  

施設入所支援や共同生活援助を受けていたまたは医療機関に入院していた障害者等に対し、

居宅における自立した生活を営む上での問題について、定期的な巡回訪問により、または随

時通報を受けて、相談に応じ、情報提供などの必要な援助を行います。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１月あたりの利用者数 

（人） 
0 0 0 1 1 1 

 

② 共同生活援助 

【サ ビス内容】  

夜間や休日にグループホームにおいて、相談や日常生活上の援助または入浴、排泄、食事

の介護等を行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 41 43 45 51 56 61 

日 1,135 1,214 1,274 1,414 1,553 1,691 

平均日数 27.7 28.2 28.3 27.7 27.7 27.7 

 

③ 施設入所支援 

【サ ビス内容】  

在宅での生活が困難な障害者等に対し、障害者支援施設において、夜間や休日に、入浴、

排泄、食事等の介護、生活等に関する相談、助言及びその他の必要な日常生活上の支援を行

います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 34 35 33 33 32 31 

日 1,022 1,032 992 1,000 970 939 

平均日数 30.1 29.5 30.1 30.3 30.3 30.3 
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現状と課題 

サービスの利用者数は、共同生活援助で増加傾向です。 

保護者などの介護者の高齢化により“親亡き後“の支援として、単独生活が困難と思われる

障害者に対するグループホーム等の居住環境のニーズが高まっています。一方で、事業所に

おいては場所の確保や従業員の不足など、提供体制の整備が進んでいないことが課題として

あげられます。 

 

方針 

圏域内の関係機関と連携し、地域生活支援拠点等＊の機能の充実や自立生活援助、地域移行

支援の推進を図るとともに、居住系サービスの提供体制の整備を図ります。 

共同生活援助の受け入れ体制の確保にあたっては、障害者等のニーズや事業所が求める支

援を把握し、地域で情報共有を進めるとともに、市と事業所間で連携して検討を進め、市内

で利用できる定員の拡充に向けた支援を推進します。 

障害に対する理解や関わり方などの研修について、事業所単独では行えない場合は基幹相

談支援センター＊や市で行い、事業所の負担を減らしつつ、支援員の質を確保するための必要

な施策を検討します。 
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（４）相談支援  

① 計画相談支援 

【サ ビス内容】  

障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等に対し、相談支援専門員がサービスの利

用のための支援や調整を行いサービス等利用計画を作成するとともに、サービス等の利用状

況を検証し計画の見直しを行います。  

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１月あたりの利用人数 

（人） 
53 53 56 70 80 91 

 

② 地域移行支援 

【サ ビス内容】  

障害者支援施設等に入所しているまたは医療機関に入院している障害者等に対し、住居の

確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。  

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１月あたりの利用者数 

（人） 
1 1 0 2 3 4 

 

③ 地域定着支援 

【サ ビス内容】  

障害者支援施設等を退所、医療機関を退院または家族等の同居から一人暮らしに移行した

障害者等であって、地域生活が不安定な障害者等に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の

特性に起因して生じた緊急の事態等に相談を行います。  

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１月あたりの利用者数 

（人） 
0 0 0 1 1 2 
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現状と課題 

計画相談支援の利用者が増加していますが、相談支援専門員の人数が確保できていません。

加えて、地域での包括的な支援が必要とされ、各機関において提供されるサービスの調整も

相談支援事業所に求められており、相談支援専門員の質及び人数を確保し、需要に応える相

談支援の提供体制の整備が求められています。 

地域移行支援及び地域定着支援については、対象となり得る長期入院者の定期的な状況の

把握が病院外の関係機関においては困難であることや、医療機関においては、地域における

福祉施策の体制状況の把握が困難であることなどから、サービスの提供実績がないのが課題

となっています。 

 

方針 

障害福祉分野の人材を確保するため、相談支援専門員の仕事について幅広く情報を発信し

ます。また、地域における包括的な支援を行うために関係機関間の連携及び支援を強化する

ことで、相談支援専門員の負担軽減を図ります。 

医療機関と相談支援事業所との連携を図り、地域移行支援及び地域定着支援の対象者の把

握や地域移行後に継続的な相談支援の実施と医療機関との情報共有をすることで、長期入院

者の地域移行の推進を図ります。 
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５ 障害児通所支援事業等の見込量と方針 
※令和２年度の実績については、７月時点の状況に基づき記載しています。 

（１）児童発達支援  

【サ ビス内容】  

未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練等の支援を行います。  

＜児童発達支援＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 77 61 69 110 147 197 

日 320 369 365 660 882 1,182 

平均日数 4.2 6.0 5.3 6.0 6.0 6.0 

＜医療型児童発達支援＞ 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 0 0 0 1 1 1 

日 0 0 0 10 10 10 

平均日数 0 0 0 10.0 10.0 10.0 

 

 

（２）放課後等デイサービス 

【サ ビス内容】  

就学中の障害児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 158 156 151 172 181 190 

日 1,065 1,199 1,207 1,515 1,591 1,670 

平均日数 6.7 7.7 8.0 8.8 8.8 8.8 
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（３）保育所等訪問支援  

【サ ビス内容】  

保育所等に通う障害児に対し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 56 73 83 88 97 107 

日 56 73 83 88 97 107 

平均日数 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

（４）居宅訪問型児童発達支援  

【サ ビス内容】  

障害児通所支援を利用するために外出することが困難な障害児に対し、発達支援が提供で

きるよう障害児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等

の支援を行います。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 0 2 2 4 5 6 

日 0 9 9 20 25 30 

平均日数 0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 

 

（５）障害児相談支援  

【サ ビス内容】  

障害児通所支援事業等を利用するすべての障害児に対し、相談支援専門員がサービスの利

用のための支援や調整を行い、障害児支援利用計画を作成するとともに、サービス等の利用

状況を検証し計画の見直しを行います。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１月あたりの利用者数 

（人） 
29 27 27 40 49 60 
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（６）医療的ケア＊児に対する関連分野の支援を調整するコーディネータ

ーの配置  

【サ ビス内容】 

医療的ケア＊児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコー

ディネーターを配置します。  

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配置人数 2 2 2 2 ２ ２ 

 

 

（７）子ども・子育て支援事業  

【サ ビス内容】 

障害の有無に関わらず児童が共に成長できるよう保育所及び放課後児童健全育成事業（放

課後児童クラブ）等における障害児の受け入れの体制整備を行います。  

【見込量】                                         (単位: 年あたりの利用者数)  

区分※ 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所（人） 99 98 111 111 111 111 

幼稚園（人） 62 59 62 62 62 62 

認定こども園（人） 0 17 12 15 15 15 

放課後児童健全育成事業(人) 

（放課後児童クラブ） 
69 94 63 82 82 82 

にじの学園（人） 26 24 12 25 25 25 

合計 256 292 260 295 295 295 

※にじの学園以外は、加配対象の利用者数 

 

 

 

 

  



 

83 

 

現状と課題 

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の利用は年々増加しています。

各サービス提供事業所の増加に伴い、各事業所にて行われる支援内容が多様化し、各サービ

スの調整を図る相談支援専門員の需要が高まっており、計画相談支援と同様に支援体制の整

備が課題となっています。 

放課後等デイサービスについては、児童の育成について保護者が事業所に頼りきりとなっ

てしまうケースもあります。 

また、医療的ケア＊を必要とする障害児に対するサービスは乏しく、医療的ケア＊児の受け

入れを主とする児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所が市内にないことや、圏域に

おいても限られていることが課題となっています。 

 

方針 

各事業所が提供するサービス内容を把握し、事業内容の適正さを確認するとともに各障害

児の支援に適したサービス利用に適切かつ、円滑につなげられるよう各事業所や障害児相談

支援事業所と情報連携します。 

保護者が子どもの特徴を早期に理解し、適切な関わり方を学ぶことで、放課後等デイサー

ビスなどの事業所に頼りきりになることなく、将来の健全な生活につなげるため、巡回支援

専門員の整備事業の中で行われている相談体制を推進していきます。また、にじの学園を含

め、支援体制の構築を進めます。 

医療的ケア＊児については、地域での生活における支援環境を整備するため、市内の実態把

握を踏まえた整備方針等の協議を進め、コーディネーターを配置し個別の対応を含めた支援

の充実を図ります。 

重症心身障害児＊や医療的ケア＊児の受け入れができる児童発達支援や放課後等デイサー

ビスについては、市内でも利用できるよう、事業所利用定員の拡充に向けた支援を推進しま

す。 
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６ 地域生活支援事業・補装具の見込量と方針 
※令和２年度の実績については、７月時点の状況に基づき記載しています。 

（１）理解促進研修・啓発事業  

【サ ビス内容】  

地域社会の住民に対して、障害者等に対する理解を深めるための研修、啓発事業を実施し

ます。具体的には、障害福祉サービス事業所の通所者が日頃の成果発表及び地域交流できる

場を創出する事業所に対する補助及びヘルプマーク＊・ヘルプカード＊配布事業を実施してい

ます。  

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

か所 2 2 2 2 2 2 

 

（２）自発的活動支援事業 

【サ ビス内容】  

障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害者やその家族によ

る地域での自発的な活動を支援します。具体的には精神障害者の居場所提供事業の実施及び

障害者等の保護者によるピアサポート事業を実施します。本市では、”ほっとまんま”のピア

サポート＊活動支援事業及び精神障害者等の居場所支援事業である”ころころ”を実施してい

ます。 

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

か所 2 2 2 2 2 2 
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（３）相談支援事業  

【サ ビス内容】  

障害者等やその保護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う障害者相

談支援事業、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター＊を設置し、

適切かつ円滑に実施されるよう、専門的知識を有する職員の配置をするなどの強化事業を、

碧南市社会福祉協議会に委託し、実施しています。また、地域の実情に応じた障害者等への

支援体制の整備についての協議の場として地域自立支援協議会を設置しています。  

【見込量】 

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害者相談支援事業 

（か所） 
1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援センター＊等

機能強化事業（か所） 
1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援センター＊ 

（か所） 
1 1 1 1 1 1 

地域自立支援協議会 

（か所） 
1 1 1 1 1 1 

住宅入居等支援事業 

（実施有無） 
無 無 無 無 無 無 

※住宅入居等支援事業（居住サポート事業）…賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、入居が困難

な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地

域生活を支援するもので、障害者相談支援事業等で個別に対応しているため、単独実施としては無とする。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業  

【サ ビス内容】  

身寄りのない重度の知的障害者または精神障害者に対する成年後見制度の申立手続の実施

や成年後見制度の利用に経済的な支援が必要な障害者に対する登記手数料等の経費及び後見

人等の報酬の助成を行います。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの利用者数 

（人） 
1 1 1 3 4 6 
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（５）成年後見制度法人後見支援事業  

【サ ビス内容】  

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整

備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活用を支援し、障害者の権利擁護を

図っていきます。具体的には、碧南市成年後見支援センターの運営を支援します。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

か所 1 1 1 1 1 1  

 

（６）コミュニケーション支援事業  

【サ ビス内容】  

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある

人を支援します。具体的には、毎週金曜日１４時から１７時まで福祉課窓口に手話通訳者を

設置し、市役所本庁舎内にて手話通訳をするとともに、手話通訳または要約筆記が必要な場

合は手話通訳者または要約筆記者を派遣します。  

【見込量】                                       (単位: 月あたりの実利用者数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳設置事業（人） 7 9 7 11 12 13 

手話通訳者派遣事業

（人） 
7 4 3 8 11 15 

要約筆記者派遣事業

（人） 
0 0 0 1 1 1 

 

 

  



 

87 

 

（７）日常生活用具給付等事業  

【サ ビス内容】  

障害者等に対し、介護・訓練支援用具等の日常生活用具の給付に係る費用の一部を支給し

ます。  

【見込量】                                            (単位: 年あたりの件数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

①介護・訓練支援用具 

（件） 
4 8 4 12 14 17 

②自立生活支援用具 

（件） 
6 10 ４ 12 13 14 

③在宅療養等支援用具

（件） 
12 9 6 12 14 16 

④情報・意思疎通支援用具 

（件） 
6 5 5 8 10 10 

⑤排泄管理支援用具 

（件） 
972 1,031 ※1,054 1,137 1,194 1,254 

⑥居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）（件） 
3 2 4 3 3 3 

※令和２年９月末時点の状況に基づき算出した推計値です。 

 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

【サ ビス内容】  

手話で日常会話を行うために必要な手話表現技術を習得できる研修を実施し、意思疎通を

図ることに支障のある障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、

碧南市心身障害者福祉センターにて講座を開催し、手話奉仕員を養成します。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの参加者数 

（人） 
7 14 16 18 20 22 
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（９）移動支援事業  

【サ ビス内容】  

屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加活動等

での外出を支援します。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ時 )  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 102 101 65 103 104 105 

時間 784 842 734 859 867 875 

 

（10）地域活動支援センター事業 

【サ ビス内容】  

障害者等の創作的活動や生産活動の機会の確保、社会との交流の促進等を支援します。本

市には、あおみＪセンター（碧南高浜地域活動支援センター）が設置されており、その他利

用協定を締結している近隣他市の地域活動支援センターを利用している人もいます。 

【見込量】                                   (単位: 年あたりの利用者数、か所数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 15 15 15 16 16 16 

か所 １ 1 1 1 1 1 

  

（11）訪問入浴サービス事業  

【サ ビス内容】  

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により入浴サービスを提供します。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 4 5 5 7 8 9 

日 24 24 41 49 56 63 
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（12）生活訓練等事業  

【サ ビス内容】  

障害者等に対し、日常生活上必要な訓練や指導等を実施するため、理学療法士、作業療法

士及び言語聴覚士による講習や個別訪問を行う機能訓練教室を碧南市心身障害者福祉センタ

ーにて開催します。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの利用者数 

（人） 
7 6 6 6 6 6 

 

（13）日中一時支援事業  

【サ ビス内容】  

障害者支援施設などで障害者等に活動の場を提供し、見守りや社会適応のための訓練を実

施します。  

【見込量】                            (単位: 月あたりの利用者数、 月あたりの延べ日数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 192 153 58 171 181 191 

日 248 234 108 352 372 393 

 

 

（14）巡回支援専門員整備事業  

【サ ビス内容】  

保育所や学校等に巡回支援等を実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制

整備を進め、発達障害児等の福祉の向上を図ります。具体的には、巡回支援専門員等による

施設等の巡回支援、支援者向けの講習会、保護者向けの講習会や発達相談を実施します。  

【見込量】                                         (単位: 年あたりの実施回数)  

区分 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

巡回支援（回） 83 119 45 100 100 100 

支援者向け講習会（回） 5 8 2 7 7 7 

保護者向け講習会（回） 5 8 2 8 8 8 

発達相談（回） 87 91 40 90 90 90 
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（15）レクリエーション等活動等支援事業  

【サ ビス内容】  

障害者スポーツの普及、レクリエーションを通じて障害者等の社会参加の促進を図るため、

碧南市心身障害者福祉センターにて各種教室を開催します。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの利用者数 

（人） 
110 120 122 124 126 128 

 

（16）芸術文化活動振興事業  

【サ ビス内容】  

障害者等の芸術文化活動を振興し、社会参加の促進を図るため、碧南市心身障害者福祉セ

ンターにて各種教室を開催します。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの利用者数 

（人） 
88 73 67 73 73 73 

 

（17）声の広報発行事業 

【サ ビス内容】  

文字による情報入手が困難な障害者に対し、広報へきなんをテープに録音し、配布します。  

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの利用者数 

（人） 
10 7 7 7 7 7 
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（18）奉仕員養成研修事業 

【サ ビス内容】  

点訳に必要な技術を習得した点訳奉仕員を養成するための講座を碧南市心身障害者福祉セ

ンターにて開催します。  

【見込量】  

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの利用者数 

（人） 
12 8 7 8 8 8 

 

（19）複数市町村における意思疎通支援の共同実施促進事業  

【サ ビス内容】  

碧南市単独での事業実施が困難な手話通訳者養成講座を、平成２８年度から碧南市と高浜

市で共同実施により開催しています。  

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの利用者数 

（人） 
9 7 3 7 7 7 

 

 

（20）補装具費給付事業  

【サ ビス内容】  

障害者等の身体機能を補うように製作された補装具の交付等に係る費用の一部を給付しま

す。 

【見込量】 

 
実績量 見込量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年あたりの件数 

（件） 
83 110 ※100 124 126 128 

※令和２年９月末時点の状況に基づき算出した推計値です。 
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現状と課題 

日常生活用具給付等事業の排泄管理支援用具、手話奉仕員養成研修事業、訪問入浴サービ

ス事業、レクリエーション等活動等支援事業は、利用者数や利用件数が増加しています。 

各種教室等の開催を行っている間接補助事業などについては、継続的な実施となっており、

現状のサービスについては、各連絡会議や運営委員会などでの全体審議の場においてしか内

容の見直しを図る機会が設けられておらず、新たな団体における事業展開についても予定が

ありません。 

成年後見制度利用支援事業や日常生活用具の一部の品目、手話通訳者派遣事業などについ

ては、利用を必要とする障害者等の特定が難しいものの、手帳の障害種別や年齢別の所持者

数を踏まえると、利用実績は低調となっており、制度自体の周知不足から利用に至っていな

いことも想定されます。 

児童の育成に関しては、家庭での支援や保育所等の支援者からの支援について、障害児通

所支援事業等の利用のみでは補いきれないという課題があります。 

 

方針 

継続的な実施となっている事業については、関係機関や実際の利用者をはじめ広くアンケ

ートを実施するなど事業運営についての需要を把握し、利用者の増加や、事業内容の適正化

などを推進して、情報発信等に努めます。 

成年後見制度利用支援事業の利用に至っていない障害者が適切に制度を利用できるよう、

市広報やインターネットを活用した広報活動や、碧南市成年後見支援センターなどの関係機

関との連携、障害福祉サービス事業所や障害福祉関係団体への制度説明など、情報収集でき

る機会を増やす方策を検討します。 

児童の育成に関しては、巡回支援等を実施し、支援者の専門的な技術を向上させるととも

に支援者向け講習会を実施する等支援者全体の技術の底上げを目指していきます。また、保

護者向けの講習会や相談の充実も図ります。 

  


