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は じ め に 

 

本町では、平成２４年３月に障がい福祉施策の

指針となる「中井町第２次障害者計画」を策定、

また、平成２７年３月には、障害福祉サービス等

の提供体制の確保に係る数値目標を掲げた「第４

期中井町障害福祉計画」を策定し、障がいのある

人も住み慣れた地域で自立し、安心して暮らせるまちづくりを推進してまいり

ました。 

この間、障がいを理由とする差別の解消を推進する目的とした「障害者差別

解消法」が施行され、さらには平成３０年４月には児童福祉法の改正に伴い、

障がい児支援の一層の充実を図るため、「障害児福祉計画」の策定が義務付けと

なるなど、障がい福祉施策を取り巻く環境が大きく変化していることから、今

後は日常生活圏域において、必要な相談支援からサービス利用に至るまで提供

できる支援体制の整備がこれまで以上に重要であります。 

そのような背景の中、本町では、「地域のみんなでふれあい、支えあえる地域

づくり」を目標に掲げた「中井町地域福祉計画」との整合性、連携を図るとと

ともに、社会情勢の変化などに的確に対応し、障がい者福祉施策の計画的な推

進を図るため、「中井町第３次障がい者計画、第５期障がい福祉計画・第１期障

がい児福祉計画」を一体的に策定いたしました。 

本計画では、障がいのある方とともに「みんなで支えあう福祉のまちづくり」

の実現をめざし、“誰もが住み慣れた地域で支えあい、自立・安心して暮らせる

まち”を基本理念とし、町民の皆様のご理解とご支援をいただきながら、本計

画の着実な推進に取り組んでまいります。 

終わりに、この計画の策定にあたり貴重なご意見、ご提言をいただきました

中井町障害者福祉計画策定委員会委員の皆さまをはじめ、アンケート調査にご

協力いただきました町民の皆さまや関係者の方々に、心から感謝申し上げます。 

平成３０年３月 

中井町長 杉 山 祐 一 
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「障がい」の表記について 

本計画では、「害」という漢字のもつマイナスのイメージを考慮し、障がい者の人権

をより尊重するという観点から、「害」の漢字をできるだけ用いずにひらがなで表記を

行っています。 

ただし、国または神奈川県等の法律・政令・条例や町の条例等に規定または使用さ

れている用語・制度・事業の名称等については、そのまま漢字表記としています。 



1 

 

第 1 章 計画の策定にあたって              

第１節 計画策定の背景と趣旨                  

本町では、障がいのある人もない人も、誰もが笑顔で安心して暮らせるまちづくり

を目指し、『誰もが住み慣れた地域で自立し安心して暮らせるまち』を基本理念とし

て、「第 2 次中井町障害者計画」を平成 24年 3月に、「第 4期中井町障害福祉計画」

を平成 27年 3 月に策定し、障がい者施策を総合的に推進してきました。 

国では、平成 24 年 6 月には従来の障害者自立支援法を「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」（以下「障害者総合支援法」）に改正し、難

病患者を障がい者福祉の対象に含めるなどの制度改正を推進してきました。 

さらに平成 25 年 6 月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（以下「障害者差別解消法」）が成立し、平成 28 年 4 月から施行され、これら一連

の法整備を経て、平成 26 年 1 月に国際連合の「障害者の権利に関する条約」（以下

「障害者権利条約」）が正式に国内で批准され、障がいのある人の権利の実現に向け

た国際協力等が一層強化されることが期待されています。 

平成 30 年 4 月には、障がいのある人の地域生活を支える多様な福祉サービスの基

盤となる「障害者総合支援法」の改正や、多様化する障がい児支援のニーズにきめ細

かに対応することを目的とした「児童福祉法」の一部改正が行われます。 

このように、障がいのある人を取り巻く環境が大きく変化している中で、本町にお

いても、新たな法律に対応するよう国や県の動向に留意しつつ、障がいのある人の実

態やニーズの把握に努め、在宅福祉サービスや施設サービスの充実、社会参加の促進

等、さまざまな施策を推進し、住み慣れた地域で生活し続けることのできる障がい者

福祉の向上を図ってきました。 

近年、社会全体の高齢化や核家族化が進むとともに、障がいのある人の増加と高齢

化、障がいの重度化がみられ、それに伴い障がい福祉のニーズは多様化してきていま

す。 

障がいのある人に係る制度が大きく変化する中、自らの意思により自立し地域で安

心した生活を営むことができる社会環境をつくるために、市町村が担う役割はこれま

でにも増して重要なものとなってきています。 

本町では、「活力」、「快適」、「安心」を基本理念とした「第 6 次中井町総合計

画」の福祉分野の基本施策のひとつとして「みんなで支えあう福祉のまちづくり」を

位置付けており、本計画においても、その実現に取り組むこととしました。 

「中井町第 2 次障害者計画」及び「第 4 期中井町障害福祉計画」が平成 29 年度末

で計画期間を終了することから、国による障害者制度改革の動きを反映し、個別施策

の見直しを含めた「中井町第 3 次障がい者計画」及び「中井町第 5 期障がい福祉計画・

中井町第 1期障がい児福祉計画」を策定します。 
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第２節 計画の位置づけ                     

（１）策定の根拠 

本計画は、障害者基本法第 11 条第 3項に基づき定められる「市町村障害者計画」、

障害者総合支援法第 88 条に基づき定められる「市町村障害福祉計画」、平成 30 年

法改正後児童福祉法第 33 条の 20 に基づき定められる「市町村障害児福祉計画」を

一体的に策定するものです。 

また、本計画は、町が取り組むべき今後の障がい者施策の基本方針を定めた総合的

な計画であると同時に、町民や関係企業・各種団体等が、自主的かつ積極的な活動を

行うための指針となるものであり、「かながわ障害者計画」、「神奈川県障がい福祉

計画」との整合・連携を図る計画です。 

（２）他計画との関係 

本計画の策定における国、県を含めた計画、及び本町においての他計画との関係は

次のとおりとなります。 
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（３）計画期間                               

本計画の計画期間は、「中井町第 3 次障がい者計画」については平成 30 年度から

平成 35 年度までの 6 年間とし、平成 35 年度において見直しを行います。「中井町

第 5 期障がい福祉計画・中井町第 1期障がい児福祉計画」については、平成 30 年度

から平成 32年度までの 3 年間とし、平成 32 年度において見直しを行います。 

 

 
 

 

第３節 計画の策定方法と体制                 

本計画は、中井町障害者福祉計画策定委員会を設置し、各種調査による課題、計画

の進行状況や評価、障がい者施策に関する地域の課題やニーズの把握を行い、施策の

検討を行いながら策定しました。 

 

（１）障がい者施策に関する地域の課題やニーズの把握 

障がい者施策に関する現状と課題を把握するとともに、障がいのある人のニーズや

要望を把握するため、障がいのある人・一般町民を対象に「中井町障がい福祉計画ア

ンケート調査」を実施し、障害福祉事業所等を対象に、障害福祉サービス及びサービ

ス提供状況等に関するヒアリング調査を実施するとともに、障害福祉事業所及び一般

企業等を対象に、障害福祉サービス提供状況等についてのアンケート調査を実施しま

した。 

 

平成

34年度

平成

35年度

平成

36年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

見直し 見直し 見直し

中井町第３次障がい者計画

中井町
第５期障がい福祉計画
第1期障がい児福祉計画

（予定）中井町
第６期障がい福祉計画
第２期障がい児福祉計画

中井町

第4期障害福祉

計画

中井町

第２次障害者計画
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（２）情報の公開 

計画策定の基本的な考え方をはじめ、町民と障がい者施策に関する情報を共有する

ことが重要であることから、パブリックコメントにて計画素案を公表し、広く町民か

ら意見募集を実施し、多様なご意見、情報、専門知識を提供していただきました。 

 

（３）策定体制 

本計画は、計画策定の中核機関として、学識経験者、障がい者福祉団体、町民の代

表など、幅広い町民の参画を得て組織された「中井町障害者福祉計画策定委員会」を

設置し、各種調査による課題、計画の進行状況や評価、障がい者施策に関する地域の

課題やニーズの把握を行い、施策の検討を行いながら策定しました。 

 

 

第４節 計画の対象                       

障がい者（障がいのある人）とは、障害者基本法第 2 条において、「身体障害、知

的障害、精神障害（発達障害を含む ）その他の心身の機能の障害がある者であって、

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状

態にあるものをいう。」とされています。 

また、社会的障壁についても「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」

と定義されています。 

本計画の対象とする障がい者（障がいのある人）は、身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳所持者ばかりでなく、難病患者、療育の必要な児童、発達障

がいのある人、高次脳機能障がいのある人や自立支援医療（精神通院）制度の適用を

受けている人等、日常生活や社会生活で支援を必要とするすべての人とします。 
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第 2 章 障がいのある人を取り巻く現状           

第１節 障がいのある人の状況                    

（１）人口構造の推移 

本町の総人口は減少傾向にあり、今後も人口減少が進行すると予測されています。 
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0～14歳 1,510 1,464 1,406 1,387

15～64歳 5,453 5,333 5,204 5,121

65歳以上 2,810 2,916 3,007 3,087

合計 9,773 9,713 9,617 9,595

参照：税務町民課 （各年3月31日現在）
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（２）障がいのある人の現況 

① 障がいのある人の人数 

障害者手帳所持者数は全体的に微減傾向にあり、平成 29 年 4 月 1 日現在は、435

人となっています。 

手帳別にみると、身体障害者手帳所持者は、平成 26 年から微減傾向で推移してい

ますが、療育手帳所持者は増加傾向にあります。 
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② 総人口に占める障がいのある人の割合 

障害者手帳所持者の総人口に占める割合をみると、毎年ほぼ横ばいで推移していま

すが、今後、やや増加することが予測されています。 

 

（単位：人） 

  

総人口 

総人口に対

する手帳所

持者の割合 

身体障害者

手帳 
療育手帳 

精神障害者

保健福祉 

手帳 

総数 

平成 26 年 9,773 4.5% 320 86 38 444 

平成 27 年 9,713 4.6% 317 87 40 444 

平成 28 年 9,617 4.6% 310 95 33 438 

平成 29 年 9,595 4.5% 305 94 36 435 

平成 30 年 9,527 4.6% 308 96 38 442 

平成 31 年 9,441 4.8% 309 100 40 449 

平成 32 年 9,354 4.9% 310 104 43 457 

参照：福祉課                         （各年４月１日現在） 
※総人口：各年 3 月 31 日現在 

※平成 30 年以降、人口推計による 
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（３）身体障がいのある人の状況 

① 等級別の推移 

平成 29 年の身体障害者手帳所持者を等級別交付者数別にみると、１級が 109 人で

最も多く、次いで 4級が 60 人と続いています。年次別にみると、重度（1 級・2級）

及び中度（3 級・4 級）は減少傾向にある一方、軽度（5 級・6 級）は増加傾向にあ

ります。 

 

 

 

② 年齢等級別の推移 

身体障害者手帳所持者の年齢別交付者数をみると、高齢者に区分される 65 歳以上

が多くなっています。 
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③ 障がい種類別の推移 

身体障害者手帳所持者を障がい種類別にみると、平成 29 年は「肢体不自由」が 164

人で最も多く、次いで「内部障がい」が 85人と続いています。 

年次推移をみると、「内部障がい」、「聴覚又は平衡機能の障がい」は増加傾向、

「肢体不自由」は減少傾向、「視覚障がい」、「音声機能、言語機能又はそしゃく機

能の障がい」は概ね横ばい傾向で推移しています。 
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（４）知的障がいのある人の状況 

① 障がい程度別の推移 

療育手帳所持者を障がい程度別にみると、Ａ（最重度・重度）とＢ（中度）は横ば

いで推移していますが、Ｂ（軽度）は増加傾向となっており、年度別推移は増加傾向

となっています。 
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② 年齢階級別の推移 

療育手帳所持者を年齢階級別にみると、学童期にあたる「7～15歳」から手帳所持

者数が増加する傾向にあります。 

また、「19～64 歳」が最も多く、平成 29年では全体の 75.5％を占めています。 
 

 

（５）精神障がいのある人の状況 

① 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳所持者数を等級別にみると、平成 29 年は 2 級が 23 人と

最も多く増加していますが、3 級が 9人、1 級は 4 人となっており、いずれも平成 26

年から減少しています。 

年齢別交付者数をみると、平成 26 年から「18～64 歳」の交付者が最も多い傾向に

あり、平成 29 年では 30 人となっています。 

しかし、精神障害者保健福祉手帳を所持していない人のサービス利用もあり、一概

に精神障がい者数が減少しているとは言えない現状にあります。 
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② 自立支援医療（精神通院医療）受給者証所持者数の推移 

自立支援医療（精神通院医療）受給者証所持者数は、平成 26 年から減少傾向とな

っていましたが、平成 29 年から増加傾向に転じています。 

年齢区分別にみると、平成 29 年では「65 歳未満」が 92 人、「65 歳以上」は 15

人となっています。 
 

 

 

（６）発達障がいのある人の状況 

発達障がいについては、平成 23 年 8 月に改正された障害者基本法の「障害者」の

定義において、精神障がいに含まれることが明記されました。また、発達障がいのあ

る人については、障害者総合支援法に基づく給付対象とされています。 

しかし、発達障がいは外見からは分かりにくく、はっきりと診断や判定することが

難しいため、発達障がいのある人の正確な人数は把握できないのが現状です。 

なお、平成 24 年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能

性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、知的発達に遅

れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す※とされた児童・生徒を対象に

しているため、知的障がいのある子ども（特別支援学級等に通っている発達障がいの

ある子ども）等はデータから除かれており、実際よりも高い可能性があります。 

 

 ※「学習面で著しい困難を示す」とは、「聞く」「話す」「読む」「計算する」「推論する」の１つあるいは

複数で著しい困難を示す場合を指し、一方、「行動面で著しい困難を示す」とは、「不注意」「移動性一

衝動性」、あるいは「対人関係やこだわり」等について１つあるいは複数で問題を著しく示す場合を指

す。 
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（７）難病患者の状況 

難病患者については、平成 25 年 4 月から障害者総合支援法に定める障がい者の対

象に難病等が加わり、平成 29 年 4 月 1 日時点では 358 疾病が障害福祉サービスの対

象となっています。また、平成 26 年 5 月に「難病の患者に対する医療等に関する法

律」が公布され、平成 27 年 1 月 1 日からは、指定難病を対象とした新たな医療費助

成制度が始まり、平成 29年 4 月 1 日現在、330 疾病が指定難病に指定されています。 

本町では、平成 28 年 4 月現在特定疾患者数 62 人、小児慢性特定疾患者 6 人、指

定難病患者数はいない状況となっています。 

 

 

※平成 27年 1月 1日から難病法施行 

※平成 27年 1月 1月から平成 29年 12月 31日まで特定疾病 

 その後指定難病へ移行期間となる 

※平成 30年 1月 1日からすべて指定難病となる 
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（８）その他の各種受給者の状況 

本町において経済的支援は、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当

があります。 

各支給実績は微増傾向にあり、育成医療の受給者はほぼ横ばい傾向ですが、更生医

療の受給者数は増加傾向となっています。 

 

 

（９）障がい支援区分認定の実施状況 

障害者総合支援法に基づく障がい支援（程度）区分認定の状況は、下表のとおりで

す。認定者数は、平成 26年 3 月末以降減少し、その後ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

※ 障がい程度区分は、認定調査の実施項目や調査の基準の変更により、平成 26年４月１日以前の申請分

に適用されていた区分です。なお、認定有効期間の関係から、平成 28年までの認定者数は、障がい支

援区分と障がい程度区分認定者を合計したものになります。  

経済的支援受給者数等の推移 (単位：人）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

受給者数 5 5 5

受給者数 0 0 0

受給者数 9 8 9

加入者数 0 1 1

参照： （各年3月31日現在）

育成医療・更生医療の受給者数の推移 (単位：人）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

受給者数 1 1 0

受給者数 0 2 4

参照： （各年3月31日現在）

育成医療

更生医療

福祉課

特別障害者手当の支給実績

障害児福祉手当の支給実績

特別児童扶養手当の支給実績

心身障害者不要共済制度加入等の実績

福祉課

障害支援区分認定者数 （単位：人）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

区分１ 2 0 1 0

区分２ 6 5 4 2

区分３ 8 10 9 9

区分４ 12 8 8 11

区分５ 4 5 7 7

区分６ 14 13 15 15

計 46 41 44 44

（各年3月31日現在）
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第２節 地域の現状と課題                   

今回、「第 3 次中井町障がい者計画」及び障害福祉サービスの確保を目的とする「第

5 期中井町障がい福祉計画・第 1 期障がい児福祉計画」を策定するうえで、障害者手

帳所持者全数（419人）と障がいのない町民 450 人を対象に「障がい福祉アンケート

調査」を実施したほか、「障がい者施策に関するヒアリング」を中井町社会福祉協議

会及び障害者就業・生活支援センター等のご協力のもと実施しました。 

また、障がい者関係各事業所に向けて事業所実態調査を実施し、障がい者施策に関

する現状と課題を把握するとともに、障がいのある人のニーズや要望等の把握に努め

ました。 

 

（１）障がい福祉計画アンケート調査概要 

本調査は、町民の意識等を把握することで、中井町の福祉向上に向けた計画づくり

を進めるために実施したものです。 

 

【調査方法】 

調査の対象 
○障害者手帳所持者 419人 

○障がいのない町民 450人 

調査方法 郵送発送・郵送回収 

調査期間 平成 29年３月９日～平成 29年３月 31日 

 

【回収状況】 

配布数 
回収 

回収数 回収率 

①障害者手帳所持者 250票 59.7％ 

②障がいのない町民 171票 38.0％ 
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（２）障がい福祉計画アンケート調査結果【障害者手帳所持者対象】（抜粋） 

① 調査対象者のご本人のことについて 

平成 29 年 3月 1 日現在の調査対象者の年齢については、「65～74 歳」が 26.0％、

「75～84 歳」が 20.8％、「85 歳以上」が 12.0％、「40～49 歳」が 11.6％等となっ

ており、高齢者が多くなっています。 

 

 

   

  

250

0～6歳（未就学児）

7～12歳（小学生・養
護学校小学部）
13～15歳（中学生・
養護学校中学部）
16～18歳（高校生・
養護学校高等部）

19～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～74歳

75～84歳

85歳以上

無回答

0.8

0.8

0.0

0.8

6.8

4.4

11.6

7.2

8.0

26.0

20.8

12.0

0.8

0 10 20 30 40 %
　　　n=

「65～84歳」の高齢者が多くなっ

ています。 
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② 障害者自立支援サービスの障がい支援区分認定について 

障害者自立支援サービスの障がい支援区分認定を受けているかについては、「受け

ている」が 17.2％、「受けていない」が 48.8％、「わからない」が 17.6％となって

おり、認定を「受けている」と回答した方については、「区分６」が 20.9％、「区分

５」が 14.0％等となっています。 

また、要介護認定を「受けている」と回答した方の要介護認定区分については、「要

介護５」が 20.0％、「要介護２」が 16.9％、「要介護３」が 15.4％等となっていま

す。 

     ・障がい支援区分認定 

 

 

43

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

非該当

無回答

11.6 

9.3 

11.6 

7.0 

14.0 

20.9 

0.0 

25.6 

0 10 20 30 40 %
n=

65

要支援（１、２）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

非該当

無回答

9.2 

12.3 

16.9 

15.4 

13.8 

20.0 

0.0 

12.3 

0 10 20 30 40 %
n=

・要介護認定 
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③ 生活の様子について 

現在暮らしている住まいについては、「自宅で家族と一緒に住んでいる」が 68.8％

と最も多く、「自宅で一人暮らし」と回答した 12.8％と合わせると 81.6％が自宅で

暮らしています。 

また、自宅で家族と暮らしていると回答した方は、一緒に暮らしている人は、「配

偶者（夫または妻）」が 58.7％と最も多く、次いで「父母、祖父母、兄弟」が 34.3％、

「子ども（子の配偶者、孫を含む）」が 33.7％となっています。 

 

④ 動作を一人でできない場合の介助人について 

動作を一人でできない場合に介助してもらう人については、「子ども、またはその

配偶者」が 34.5％と最も多く、次いで「夫または妻」が 31.6％、「施設の職員・グ

ループホームの世話人」が 27.7％、「父または母」が 25.4％等となっています。 

  

  

177

夫または妻

父または母

兄弟姉妹

子ども、またはそ
の配偶者
その他の家族や
親戚
友人・知人や近所
の人
民生委員児童委
員
施設の職員・ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟﾎｰﾑの世話人

看護師

町役場の職員

町役場以外の相
談機関

ホームヘルパー

ボランティア

その他

誰もいない

31.6 

25.4 

15.3 

34.5 

7.3 

4.5 

1.1 

27.7 

9.0 

4.5 

2.3 

5.6 

0.0 

2.3 

2.8 

0 10 20 30 40 %n=
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日常介護の中で、他の人に代わってもらえると助かることがあるかについては「特

にない」と回答した割合は 4 割となっています。 

しかし、主に介護をしている方の年齢については、「60 代」が 34.9％と最も多く、

次いで「70代」が 23.6％、「50 代」が 17.0％等となっています。 

さらに、介護をしている方の健康状態については、「あまりよくない」、「よくな

い」との回答は合わせて 28.9％と約３割を占め、介護をしている方の高齢化が進んで

います。 

健康面での不安を抱えながら介護をしている状況は、介護をしている方の悩みや心

配事についての回答（「自分の健康に不安がある」47.6％）からも推測され、不安や

心配は将来、介護者自らの加齢に伴い介助できなくなった時のことにまで大きく及ん

でいる現状がみられます。 

 

・介護をしている方の年齢 

  

 

⑤ 外出について 

外出する回数については、「ほとんど毎日」が 32.8％と最も多く、「外出はしたく

ない」と回答した方は 1.6％となっていますが、一方で「外出したいができない」と

回答した方が 5.6％います。 

さらに、外出する際の主な交通手段については、「自家用車（家族の運転）」が

46.0％と最も多く、次いで「徒歩」が 30.4％、「自家用車（本人運転）」が 29.6％、

「タクシーまたは施設の送迎車」が 26.0％となっています。 

 

 

  

106

40歳未満

40代

50代

60代

70代

80歳以上

8.5 

5.7 

17.0 

34.9 

23.6 

10.4 

0 10 20 30 40 %n=
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⑥ 悩みや困ったことを相談する相手について 

悩みや困ったことを相談する相手がいるかについては、「いる」が 84.8％、「いな

い」が 15.2％となっています。 

相談相手が「いる」と回答した方の相談相手については、「家族・親戚」が 85.4％

と最も多く、次いで「友人・知人」が 28.3％等となっています。 

さらに、同じ悩みなどを持つ人同士で話し合ったり、交流する場へ参加したいかに

ついては、「現在、そうした活動に参加しており、今後も参加したい」が 10.0％、「現

在、そうした活動に参加しているが、今後は参加したくない」が 1.2％、「現在、そ

うした活動に参加していないので、今後は参加したい」が 18.0％、「現在、そうした

活動に参加していないが、今後も参加したくない」が 20.0％、「わからない」が 34.8％

となっており、消極的な傾向となっています。 

 

  

 

212

家族・親戚

友人・知人

保育所・幼稚園・学校

医療機関

サービスを利用してい
る通所施設
計画相談支援専門員・居
宅介護支援専門員

民生委員児童委員

町役場

町社会福祉協議会

相談支援事業所

障がい児者の団体

誰もいない

その他

無回答

85.4 

28.3 

0.9 

14.6 

9.4 

15.1 

3.3 

5.2 

8.5 

2.8 

1.4 

0.5 

6.1 

0.0 

0 20 40 60 80 100 %n=
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⑦ 日中の過ごし方について 

昼間はどのように過ごしているかについて、「病気・障がいなどの治療・訓練中」

が 16.0％と最も多く、次いで「入所施設で暮らしている」が 13.2％、「通所施設や

作業所に通っている」が 12.4％等となっています。また、「とくに何もしていない」

が 27.6％となっています。 

さらに、地域で行われる活動や行事への参加について、「参加していない」と回答

した方が 56.0％であり、「参加している」と回答した方にあっても「自治会活動・祭

り等地域の行事」が 18.7％と低率になっており、今後の参加意向についても「参加し

たいと思わない」が 38.8％となっています。 

 

   

250

保育所・幼稚園に通っている

通園施設に通っている

養護学校等に通っている

小・中学校の養護施設に通ってい
る
小・中学校の普通学級や高校・大
学・専門学校などに通っている

会社などに勤めている

通所施設や作業所に通っている

自分で事業や商売をしている

家業を手伝っている

自宅で内職をしている

病気・障がいなどの治療・訓練中

入所施設で暮らしている

家事や子育てをしている

とくに何もしていない

その他

無回答

0.4 

2.8 

0.4 

0.8 

0.4 

6.0 

12.4 

2.8 

6.0 

0.0 

16.0 

13.2 

5.6 

27.6 

12.8 

8.8 

0 10 20 30 40 %n=
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⑧ 防災対策について 

災害発生時の備えをしているかについては、「自分の避難先を確認している」が

20.0％、「家族や支援してくれる人と災害時の対応について話をしている」と「防災

訓練等に参加している」がそれぞれ 19.2％、「災害時の水や食料を準備している」が

18.4％等、多くの方が何らかの備えをしている一方、「何もしていない」という回答

が 28.4％となっています。 

また、災害発生時に一人で避難できるかについては、「避難できると思うが、自信

がない」が 26.8％、「避難できない」が 38.0％と回答しており、「避難できる」と

回答した方は 30.4%となっています。 

 
そして、災害発生時に避難を支援してくれる人がいるかについては、「一緒に住ん

でいる家族・親族」が 66.8％と最も多く、次いで「近隣・地域の人」が 15.2％、「近

くに住んでいる家族・親族」が 12.0％等となっており、「一緒に住んでいる家族・親

族」と「近くに住んでいる家族・親族」を合わせると 78.8％が家族・親族を支援者と

意識していることが推測されます。 

  

30.4% 26.8% 38.0% 4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

避難できる 避難できると思うが、自信がない

避難できない 無回答

250 

250

一緒に住んでいる家族・親族

近くに住んでいる家族・親族

家族以外で一緒に住んでいる人

近隣・地域の人

知人・友達

いない

その他

無回答

66.8 

12.0 

3.2 

15.2 

4.8 

9.2 

13.2 

5.2 

0 20 40 60 80 %
n=
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⑨ 災害発生時に不安に思うこと 

災害発生時に不安に思うことがあるかについては、「薬や医療的ケアが確保できる

か不安」が 29.6％と最も多く、次いで「避難所で家族・親族以外の人と一緒に生活で

きるか不安」が 26.8％、「避難所の設備が病気や障害に対応しているか不安」と「避

難所で必要な支援を受けられるか不安」がそれぞれ 18.4％、「自力で助けを呼ぶこと

ができない」が 17.2％等となっています。 

 

 

 

  

250

自分や家族・親族だけでは避難すること
ができない

自力で助けを呼ぶことができない

災害に関する情報を得るのが難しい

避難所の設備が病気や障害に対応して
いるか不安

避難所で必要な支援を受けられるか不
安

避難所で家族・親族以外の人と一緒に
生活できるか不安

薬や医療的ケアが確保できるか不安

特に不安に思うことはない

その他

無回答

7.6 

17.2 

8.0 

18.4 

18.4 

26.8 

29.6 

14.4 

3.2 

13.6 

0 10 20 30 40 %n=
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⑩ 障害福祉サービスについて 

各障害福祉サービスについて、認知度を確認したところ、「知っている」と回答さ

れたサービスのうち、“居宅介護（ホームヘルパー）”が 72.4％と７割を超え、“短

期入所（ショートステイ）”と“生活介護（デイサービス）”がそれぞれ 66.4％と６

割半ばとなっています。 

一方「知らない」では、“就労継続支援Ａ型”と“就労継続支援Ｂ型”がそれぞれ

62.0％と６割を超えており、障害福祉サービスの中でも就労支援関連のサービスにつ

いて、認知度が低い傾向があります。 

 

 

  

居宅介護
（ホームヘルパー）

短期入所（ショートステイ）

生活介護（デイサービス）

療養介護

施設入所支援

就労移行支援

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

自立訓練（生活訓練）

自立訓練（機能訓練）

共同生活援助
（グループホーム）

計画相談支援 30.0%

39.6%

36.4%

30.8%

14.8%

15.2%

27.6%

51.6%

38.8%

66.4%

66.4%

72.4%

48.4%

39.2%

42.0%

48.0%

62.0%

62.0%

48.4%

30.8%

42.0%

16.4%

18.0%

14.0%

21.6%

21.2%

21.6%

21.2%

23.2%

22.8%

24.0%

17.6%

19.2%

17.2%

15.6%

13.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

知っている 知らない 無回答

250 
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⑪ 地域生活支援事業について 

地域生活支援事業の各サービスについて、認知度を確認したところ、「知っている」

と回答されたサービスのうち、“訪問入浴サービス”が 60.4％と６割を超え、“通所

交通費助成”が 32.4％と３割を超えています。一方、「知らない」では、“手話奉仕

員養成研修”が 64.4％、“意思疎通支援事業”が 64.0％と６割半ばとなっています。 

 

 

  

相談支援事業

成年後見制度利用支援事業

意思疎通支援事業

日常生活用具給付事業

手話奉仕員養成研修

移動支援事業

地域活動支援センター

訪問入浴サービス

通所交通費助成 32.4%

60.4%

22.8%

26.0%

11.6%

25.6%

12.4%

25.2%

22.8%

42.8%

21.2%

53.2%

51.2%

64.4%

52.0%

64.0%

53.2%

53.6%

24.8%

18.4%

24.0%

22.8%

24.0%

22.4%

23.6%

21.6%

23.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

知っている 知らない 無回答

250 
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⑫ 児童通所支援サービスについて 

児童通所支援サービスの各サービスについて、認知度を確認したところ、「知って

いる」との回答は、3 サービスいずれも 20％を下回り、一方「知らない」との回答は、

3 サービスとも 45％を超えています。 

また、今後の利用意向についても「利用したくない」がいずれも 10％弱となって

おり、「今後利用したい」はいずれも 2％を下回る結果となっています。 

 

 

 

  

 

 

  

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援 12.0%

16.4%

13.6%

49.2%

45.2%

47.6%

38.8%

38.4%

38.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

知っている 知らない 無回答

250 

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

0.0%

0.4%

0.4%

1.6%

1.2%

1.2%

8.8%

8.4%

9.2%

28.4%

28.8%

28.0%

61.2%

61.2%

61.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

利用している 今後利用したい 利用したくない わからない 無回答

250 
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⑬ その他のサービスについて 

その他の各サービスについて、認知度を確認したところ、「知っている」との回答

は、“タクシー券交付”が 53.2％、“中井町社会福祉協議会”が 50.8％と５割を超

えています。 

一方、「知らない」では、“日常生活自立支援事業”が 57.2％と６割近く、“避難

行動要支援者名簿情報の登録”が 51.6％と５割を超えています。 

 

 

 

 

  

補装具給付事業

重度障害者医療費助成

重度障害者住宅設備改良
費助成

身体障害者自動車改造助
成

タクシー券交付

重度障害者自動車燃料費
助成

避難行動要支援者名簿情
報の登録

中井町社会福祉協議会

日常生活自立支援事業

福祉移送サービス

福祉用具貸与 35.2%

42.4%

19.2%

50.8%

27.2%

40.8%

53.2%

26.8%

34.0%

40.8%

36.4%

43.2%

36.4%

57.2%

25.2%

51.6%

36.4%

24.8%

48.8%

42.0%

38.0%

43.2%

21.6%

21.2%

23.6%

24.0%

21.2%

22.8%

22.0%

24.4%

24.0%

21.2%

20.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

知っている 知らない 無回答

250 
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⑭ 広域行政連携事業について 

広域行政連携事業について、認知度を確認したところ、「知っている」との回答は、

“障害者就業・生活支援センター”が 22.8％と 2割を超えている一方、「知らない」

では、“県西圏域障害者文化事業”が 63.2％と 6 割を超えています。いずれの事業

についても、認知度が低く利用意向も低率となっています。 

 
 

 
  

障害者就業・生活支援セン
ター

障害者歯科二次診療

県西圏域障害者文化事業 14.0%

17.6%

22.8%

63.2%

60.0%

54.0%

22.8%

22.4%

23.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

知っている 知らない 無回答

250 

障害者就業・生活支援セン
ター

障害者歯科二次診療

県西圏域障害者文化事業

1.2%

3.2%

1.2%

5.6%

10.4%

10.4%

8.4%

7.2%

6.4%

44.0%

39.6%

41.2%

40.8%

39.6%

40.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

利用している 今後利用したい 利用したくない わからない 無回答

250 
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⑮ 障がい者施策を進めるうえで、特に力を入れるべきことについて 

障がい者施策を進める上で、特に力を入れるべきことは何かについては、「年金な

ど経済的な支援を充実する」が 36.0％と最も多く、次いで、「気軽に何でも相談でき

るような体制を充実させる」と「住宅や交通機関など、暮らしやすいまちづくりを進

める」がそれぞれ 27.2％、「健康づくりや医療面での支援サービスを充実させる」が

26.4％、「施設に入所、通所して受けられる支援サービスを充実させる」が 25.2％な

どとなっています。 

 

  

 

  

250

障がいに対する町民の理解を深める
様な啓発活動を積極的におこなう
文化活動などを通じ、地域の人々との
交流を活発にする
気軽に何でも相談できるような体制を
充実させる
健康づくりや医療面での支援サービス
を充実させる
自宅で受けられる支援サービスを充実
させる
施設に入所、通所して受けられる支援
サービスを充実させる
障がいのある人の生活を支えるﾍﾙﾊﾟｰや
職員、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどをたくさん育成する

地域に住む人が力を合わせて障がいの
ある人を支えていく体制づくりを進める

教育や就労など、自立に向けた取り組
みを充実させる

年金など経済的な支援を充実する

住宅や交通機関など、暮らしやすいま
ちづくりを進める
障がいのある人がまちづくり活動に参
画しやすい仕組みをつくる

その他

特に力を入れるべきことはない

わからない

無回答

20.4 

8.0 

27.2 

26.4 

22.8 

25.2 

22.0 

17.2 

10.8 

36.0 

27.2 

10.8 

2.8 

1.6 

11.2 

21.2 

0 10 20 30 40 %n=
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⑯ 障がいを発症した時から、障害者手帳を取得するまでの状況について 

障がいを発症した時から、障害者手帳を取得するまでの状況については、「手帳の

取得は、医療機関から勧められた」が 61.5％と最も多く、次いで「障害者手帳の制度

を知らなかった」が 50.0％、「どこに相談していいかが分からなかった」が 34.6％

などとなっています。 

 

また、子どもの療育支援への対応として、特に必要だと思う社会資源は「子どもの

成長・発達について継続して相談できる専門的な相談機関」との回答が 61.1％と最も

多く、次いで「発達障がいを専門的に相談・対応できる医療機関」、「子どもの障が

いに応じた適切な支援を行える療育機関」がそれぞれ 55.6％となっています。 

 

  

26

以前から、障害者手帳の制
度を知っていた
障害者手帳の制度を知らな
かった
どこに相談していいかが分か
らなかった
手帳の取得は、医療機関か
ら勧められた
手帳の取得を、家族等の身
近な者から勧められた
障がいかどうかもわからな
かった
子どもの療育に関する知識が
なかった
障がいとの関わり方を相談す
る機関がなかった
障がいを受容するまでに長い
時間が必要だった
障がいのある子どもとどう接す
れば良いかわからず混乱した

その他

19.2 

50.0 

34.6 

61.5 

19.2 

23.1 

11.5 

3.8 

11.5 

15.4 

3.8 

0 20 40 60 80%
n=
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（３）障がい福祉計画アンケート調査結果【障がいのない町民対象】（抜粋） 

① 自身のことについて 

回答した方の性別は、「男性」が 45.0％、「女性」が 53.2％となっています。 

年齢については、「70歳以上」が 37.4％と最も多く、次いで「60～69 歳」が 25.7％、

「30～39 歳」が 11.1％、「40～49 歳」と「50～59 歳」がそれぞれ 10.5％、「18～

29 歳」が 4.1％となっています。 

 

② 障がいのある人に対する理解について 

障がい福祉に関心があるかについては、「非常に関心がある」が 15.2％、「ある程

度関心がある」が 59.1％であり、合わせると『関心がある』は 74.3％と７割半ばと

なっています。 

一方、「あまり関心がない」は 21.1％、「まったく関心がない」は 1.8％であり、

合わせると『関心がない』は 22.9％と２割強となっています。 

 

また、自分の住む地域社会に障がいがある人に対して偏見があると思うかについて

は、「あると思う」が 14.0％、「少しあると思う」が 28.7％であり、合わせると『あ

ると思う』は 42.7％と４割を超えています。一方、「ほとんどないと思う」は 31.0％

となっています。また、「わからない」は 24.0％となっています。偏見があると思う

と回答した方のうち、「改善されている」と回答した方は 42.2％となっています。 

  

15.2% 59.1% 21.1% 1.8% 2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

非常に関心がある ある程度関心がある あまり関心がない

まったく関心がない 無回答

171 

14.0% 28.7% 31.0% 24.0% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

あると思う 少しあると思う ほとんどないと思う

わからない 無回答

171 
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そして、社会全体で障がいのある人への理解が深まったと感じるかについては、「か

なり深まったと思う」は 11.7％、「少しは深まったと思う」は 49.1％であり、合わ

せると『深まったと思う』は 60.8％となっています。一方、「あまり深まったとは思

わない」は 12.3％となっています。また、「わからない」は 26.3％となっています。 

また、社会が障がいのある人への理解を深めるためには何が必要だと思うかについ

て、42.1%が「学校における福祉教育の充実」と回答しています。 

 

さらに、障がいのある人への対応や理解が足りないと思うのはどのような場合かに

ついては、「交通機関や建物が障がいのある方の利用に配慮されていないこと」が

58.2％と最も多く、次いで「仕事や収入」が 48.1％、「まちかどでの人の視線」が

34.2％などとなっています。 

  

11.7% 49.1% 12.3%

0.0%

26.3% 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=

かなり深まったと思う 少しは深まったと思う

あまり深まったとは思わない まったく深まっていない

わからない 無回答

171 

79

教育の機会

仕事や収入

近所づきあい

地域の行事や集まり

店員の応対や態度

まちかどでの人の視線

交通機関や建物が障がいのある
方の利用に配慮されていないこと

行政職員の応対や態度

その他

特に感じることはない

無回答

17.7 

48.1 

19.0 

22.8 

5.1 

34.2 

58.2 

11.4 

2.5 

1.3 

1.3 

0 20 40 60 %
n=
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③ 自身が介護（支援）が必要な状態になった際、サービスを受けたい地域について 

介護（支援）が必要な状態になり、福祉のサービスを利用することになったら、ど

の地域でサービスを受けたいかについては、「中井町内」が 80.7％と最も多く、次い

で「秦野市」が 31.0％などとなっています。 

 
 

  

171

中井町内

秦野市

平塚市

小田原市

中郡（大磯町・二宮町）

足柄上郡（中井町を除く）

その他の神奈川県内

神奈川県外

わからない、そもそもサービスを
利用したくない

無回答

80.7 

31.0 

9.9 

10.5 

15.8 

7.6 

2.3 

0.6 

7.0 

4.1 

0 20 40 60 80 100 %n=
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④ 障がいのある人への施策について 

本町が障がいのある人への施策を進める上で、特に力をいれるべきことは何かにつ

いては、「気軽に何でも相談できるような体制を充実させる」が 49.7％と最も多く、

次いで「障がいに対する町民の理解を深めるような啓発活動を積極的におこなう」が

39.2％、「自宅で受けられる支援サービスを充実させる」が 38.0％、「教育や就労な

ど、自立に向けた取り組みを充実させる」が 37.4％、「施設に入所、通所して受けら

れる支援サービスを充実させる」が 34.5％、「障がいのある方の生活を支えるヘルパ

ーや職員、ボランティアなどを育成する」が 32.7％などとなっています。 

  

⑤ 行政以外で障がいのある人をサポートするのに望ましく思う支援者について 

行政以外で障がいのある人をサポートするのに望ましく思う支援者については、

「家族や親族」が 31.6％と最も多く、次いで「ホームヘルパー」が 17.1％、「施設

の職員・グループホームの世話人」が 12.4％などとなっています。 

171

障がいに対する町民の理解を深めるような啓
発活動を積極的におこなう

文化活動などを通じ、地域の人々との交流を
活発にする

気軽に何でも相談できるような体制を充実さ
せる

健康づくりや医療面での支援サービスを充実
させる

自宅で受けられる支援サービスを充実させる

施設に入所、通所して受けられる支援サービ
スを充実させる

障がいのある方の生活を支えるヘルパーや
職員、ボランティアなどを育成する

地域に住む人が力を合わせて障がいのある
方を支えていく体制づくりをすすめる

教育や就労など、自立に向けた取り組みを充
実させる

年金など経済的な支援を充実する

住宅や交通機関など、暮らしやすいまちづくり
を進める

まちづくり活動に参画しやすい仕組みをつくる

その他

特に力をいれるべきことはない

わからない

無回答

39.2 

16.4 

49.7 

27.5 

38.0 

34.5 

32.7 

18.7 

37.4 

19.9 

29.2 

14.6 

2.9 

1.2 

7.6 

5.3 

0 20 40 60 %n=
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（４）障害福祉サービス事業所向け調査（事業所）調査結果（抜粋） 

① 地域包括支援について（ヒアリング調査より） 

本町における地域障がい児者を対象とした地域福祉活動について、「中井町社会福

祉協議会」にご協力をいただきヒアリング調査を実施しました。 

ヒアリング結果は以下のとおりです。 

 

“圏域について” 

 地域福祉活動に限っては、特に障害保健福祉圏域を意識することなく福祉有償運送

サービスなどを行い、通院や買い物など移動に支障がある方の「足」として喜ばれ

ている。 

 足柄上地区内での障がい者団体活動や交流事業も会員の減少などで低下している

現状がある。 

 成年後見制度における法人後見などの権利擁護は、専門的な知識と職員の配置も必

要なことから効率化を検討し、圏域での整備を進めてほしい。 

 

“対象者とニーズ把握について” 

 個人情報保護制度との関連もあり、行政や民生委員などからの情報も入りにくくな

っていることから、対象者の把握はもとより、福祉サービスへのニーズ把握も難し

い状況にある。 

 高齢者支援は、ケアマネージャー・地域包括支援センター職員が訪問時に課題の吸

い上げもできるが、障がい者支援はそうした把握が難しく、主訴がないと動きにく

い状況もある。 

 地域の中での人づきあいが希薄化していることが、「問題が見えない」「問題が見え

てこない」として表れている現実もある。 

 「精神障がい」や「引きこもり」の方に向けたケアが気掛かりである。介助者が先

立った後の支援体制が不安定である。 

 

“ボランティア活動について” 

 広報の録音サービスや手話・点字のボランティア活動が行われているが、参加者は

減少している。 

 高齢者を含め外出機会減少による孤立化の防止や地域での生活が続けていけるよ

うサロン活動や買い物支援、軽易な補修などをするボランティアの発掘育成が必要。 
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“課題解決に向けた取り組み” 

 障害福祉制度の向上により通所施設や就労支援、相談機関の充実が進んでいるが、

縦割りとならぬよう高齢者・障がい者など社会福祉協議会も含めた専門機関の連携

や相談しやすい体制づくりが必要。特に専門機関の相談は遠方で利用しにくいこと

から出張相談を多く実施したほうが、利用者は相談しやすい。 

 障がい者や高齢者にかかわらず、地域で安心して生活し続けられるよう見守り、ご

みだし、買い物支援などの生活支援サービス活動の実現化を目指していく。 

 防災訓練やイベントなどに参加しやすい環境への配慮が、社会参加には必要なこと

から障がい福祉に関する啓発は重要。 

 制度の狭間の問題を行政や社会福祉協議会、専門機関で検討し、問題を共有化する

ことにより、課題解決への糸口を見いだせていければベストである。 

 

 

② 就労支援などについて（ヒアリング調査より） 

本町における就労支援の状況等について、「障害者支援センターぽけっと」にご協

力を頂きヒアリング調査を実施しました。 

ヒアリング結果は以下のとおりです。 

 

“事業運営の課題や解決に向けた方向性について” 

 （公共）交通機関がうまく利用できず、就労継続支援 B型への支援が難しい。 

 中井町に特化したことではないが、利用ニーズに応じるだけの人件費（スタッフ）、

マンパワー面での支援（経済的・数値的支援）があれば助かる。 

 相談支援事業（出張相談・福祉相談）を実施していると思うので、その出張相談等

の周知・徹底がなされたらよい（中井町の中で出張相談等ができればよい）。 

 

“活動における他団体・機関との連携について” 

 相談支援事業の中で、出張相談等があることで支援につながっていることもある。 

 連携体制については、専門職員が入り、中井町との連携は昨年よりは良くなってき

ていると思う。 

 障がい者家庭の高齢化に伴い、困難事例が増えてきているので、困難事例等のケー

ス会議等があれば良いと思う。 
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“就労・地域生活について” 

（うまくいっている点） 

 就労を通して、社会参加に向けた意欲がアップしている。 

 当事者を通して家族に状況を伝えられている。 

 

（問題・課題になっている点） 

 家族・介助者・周辺者の当事者がもつ障がいについての理解が必要であり課題とな

っている。 

 障がい理解に向けた働きかけのために、福祉関係者等と情報共有が必要になるかと

思う。 

 

“総合支援法施行後の変化について” 

（当事者・事業への影響） 

 就労継続支援 B型事業所が立ち上がり、就労の場が増えた。 

 働く選択肢が広がった。 

 

“地域や行政について期待すること” 

 利用者の情報共有。 

 工業団地における雇用の場の確保の促進。 

 雇用（労働）、福祉とは違うが小さい行政区であるし、担当者が代わっても引き継

ぎをきちんと行い、利用者の顔が支援者間でつながる体制づくり。 

 当事者に向けては就労準備として、本人の意欲・就労意識準備が大切なので、支援

側にも就労に向けてのプロセス理解が大切。 

 

“中井町の障がい者福祉施策等について” 

 障がい者の働くための準備・用意（生活リズムが自分で整えられる、セルフコント

ロールする力、コミュニケーション力等）ができるのが就労移行支援、就労継続支

援 B 型の役割だが、企業就労とのギャップがあるのが現実。そのために、企業と

当事者の間を調整する支援員、相談員の確保。 

 行政機関内で、職業体験できる場所提供等が今はないので欲しい。 
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（５）町内事業所における障がい者雇用の状況（状況調査より） 

本町管内にある法人（団体）及び事業所、27 か所にご協力頂き、各事業所等の今

後の障害福祉サービス、地域生活支援事業に関する事業計画をお伺いし、本町の今後

の障がい福祉施策検討のための基礎資料とするため状況調査を実施しました。 

 

【実施概要】 

調査対象 
本町管内にある法人（団体）、事業所 

27か所 

調査期間 平成 29年 9月 21日から 10月 13日 

実施方法及び 

配布・回収数 

配布：協議会にて直接配布（配布数：35件） 

回収：郵送にて回収   （回収数：27件） 

 

 

【調査結果概要（一部抜粋）】 

① 従業員の就労形態について 

 

 

 

6

8

5

6

2

9

3

2

3

10

0

2

4

6

8

10

12

１～19人 20～44人 45～99人 100人以上 無回答

正規従業員 非正規従業員

（件）
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② 障がい者雇用状況について 

 

 

③ 就労中の障がい者の雇用人数と就労形態について 

 

 

  

雇用している

48%

過去に雇用して

いたが、現在は

雇用していない
15%

過去にも現在も雇

用していない

37%

無回答

0%

0

6

0

2

0

5

0

2

4

0 0

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0人 1人 2～9人 10～19人 20人以上 無回答

正規従業員 非正規従業員

（件）
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④ 就業中の従業員（障がい者）の障がい種別について 

  
⑤ 障がい者を雇用する際に重視する点について 

 

 

⑥ 障がい者を雇用するきっかけについて 

 

 

身体障がい者

50%

知的障がい者

33%

精神障がい者

17%

不明・未確認

0%
無回答

0%

カテゴリ 件数

障がいの種類 6                   

障がいの程度 10                

就労意欲・前向きな姿勢 8                   

家族等の理解 1                   

支援機関・学校等のサポート 1                   

職場における基本的なマナー 0                   

従業員とのコミュニケーション 4                   

パソコン等の業務スキル・経験 0                   

仕事能力 4                   

その他 1                   

無回答 0                   

カテゴリ 件数

障がい者本人からの希望 5                   

障がい者を持つ家族からの希望 2                   

特別支援学校等の学校からの希望 3                   

講習会・勉強会に参加したこと 1                   

その他 5                   

無回答 1                   
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⑦ 雇用している障がい者の業務内容について 

 

⑧ 障がい者の雇用に際し、事業所として配慮していることについて 

 

⑨ 雇用している障がい者のサポートについて 

 
 

⑩ 障がい者を雇用して「よかった」と感じる点について 

  

カテゴリ 件数

事務（パソコン入力、書類作成など） 1                   

製造・技能職（工場勤務など） 4                   

営業 1                   

販売（店員、レジ打ちなど） 0                   

清掃・洗濯（クリーニング、洗い場など） 5                   

施設管理（警備、草取り、駐車場整理など） 0                   

福祉・医療サービス 0                   

専門技術職 3                   

荷物運び・梱包・陳列 0                   

接客・案内（受付、電話対応など） 1                   

農作業 0                   

軽作業（ラベル貼り、バリ取りなど） 4                   

その他 0                   

無回答 0                   

カテゴリ 件数

労働条件（就業時間、業務内容、賃金、他） 9                   

健康管理（休暇、医療体制の充実、他） 4                   

社内研修（従業員への啓発・教育、他） 1                   

サポート体制（サポート者の設置、他） 6                   

安全性（設備のバリアフリー化、他） 5                   

特に障がい者に特化した作業理解の実施 2                   

その他 0                   

無回答 0                   

カテゴリ 件数

サポート専任の従業員が対応 1                   

通常業務の従業員が対応 9                   

サポートする者を外部より派遣 2                   

特に行っていない 3                   

その他 1                   

無回答 0                   

カテゴリ 件数

障がい者に対する理解が深まった 5                   

事業所として社会的責任を果たせた 7                   

戦力となって働いてもらえている 10                

他の従業員に良い影響が与えられた 1                   

顧客や地域住民から良い評価を得られた 0                   

障がい者雇用率を達成できた 3                   

その他 0                   

特にない 0                   

無回答 0                   
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⑪ 障がい者を雇用して「難しい」と感じた点について 

 
 

⑫ 障がい者を雇用していない理由について 

 
 

⑬ 障がい者雇用の拡大について、事業者側に必要と思われること 

 

カテゴリ 件数

担当できる仕事が限定される 9                   

他の従業員の負担が大きい 1                   

継続的な勤務が難しい 1                   

情報交換や意思疎通が難しい 1                   

外勤や通勤手段の確保が難しい 1                   

職場での人間関係に困難が生じている 2                   

その他 1                   

特にない 2                   

無回答 0                   

カテゴリ 件数

従業員自体の増員が難しい 3                   

業務内容が障がい者に適していない 7                   

障がい者雇用に対応した設備が不十分 4                   

障がい者をサポートする人員・体制が不十分 4                   

早退、欠勤、勤務状況等が事業所の方針にそぐわなかった 0                   

事故等の危険が生じる恐れがある 4                   

公共交通等の周辺環境の整備が不十分 2                   

障がい者雇用の制度面での支援が不十分 0                   

その他 3                   

無回答 0                   

カテゴリ 件数

障がい者の能力、適性に関する情報 17                

景気の改善、業績の安定 4                   

障がい者雇用に伴う環境整備・投資 13                

事業所内の支援体制、マニュアルの整備 13                

障がい者に対する知識、理解の浸透 13                

経営者の障がい者雇用に対する理解 4                   

助成金や公的サービスに関する情報 3                   

従業員に対する教育・啓発 6                   

取引先や顧客の理解 1                   

障がい者雇用に適した職務の開発 12                

障がい者雇用の事例に関する情報 6                   

コンサルティングの受け入れ 0                   

就労体験期間を設ける 3                   

その他 0                   

特に必要なことはない 0                   

無回答 1                   
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⑭ 行政や関係機関に期待する取り組みや支援について 

 

 

【町内事業所状況の調査結果から】 

町内の 27 事業所（以下「事業所」）の障がい者雇用の状況調査から、障がい者理

解、障がい者雇用に向けた理解はありますが、雇用に関する環境整備や支援スタッフ

等の確保、障がいのある人本人の職務指導や必要に応じた訓練、就労業務内容の精査

など、総合的に雇用を検討する際の課題がある現状があります。 

また、雇用する上で必要な支援として賃金に関する助成制度の充実や雇用環境の整

備にかかる費用への助成制度の充実など、コスト面への支援が強く望まれています。 

また、雇用に向けても障がい種別、それぞれの障がい状況等によって、就業への対

応範囲も異なることから、障がいによる適性に関する知識や環境整備に向けた必要な

情報の提供等、雇用に向けた情報・知識への支援体制が必要です。 

 

  

カテゴリ 件数

賃金に関する助成制度の充実 12                

環境整備に関する助成制度の充実 14                

本人の職務能力に対する適正な評価 4                   

ジョブコーチ支援の充実 8                   

ソフト面での助成制度の充実 4                   

障がい者への相談支援の充実 4                   

事業者への相談支援の充実 4                   

教育訓練内容の充実 6                   

コンサルティング機能の充実 2                   

本人の生活面での支援の充実 3                   

その他 0                   

特に必要なことはない 3                   

無回答 1                   
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第３節 障がい福祉計画アンケート調査結果からみえた課題 

障害者手帳を所持している方の調査結果からみえた課題は次の通りです。 

 

 家族と一緒に暮らしている方が多い傾向から、介助人は家族が担う傾向となったこ

とが推測されますが、今後、介護・介助を担う家族自身の居場所づくり、相談窓口

など、支援体制に向けた整備等の必要があります。 

 安心して託せる相談体制、支援提供体制などに向けて、現行のサービス体制見直し

などを含めた検討を図る必要があります。 

 相談相手がいる方が多い一方で、相談相手がいない方が 1割以上いる状況がありま

す。相談相手がいない要因として個々の状況があると推測されますが、今後、誰も

が地域の中で安心・安全な環境を維持できるよう、ケアの狭間に居る可能性がある

方への支援体制の検討を図る必要があります。また、こうした悩みや困難な状況を

抱え、相談相手がいない方の意見や要望を含めた状況調査などを検討・実施するこ

とが必要です。 

 災害発生時における避難等についての支援について、家族・親族を軸に意識してい

る方が多い傾向にあり、今後、障がいのある人のみならず、介護・介助をしている

家族・親族に向けた災害発生時の連絡・連携などの整備、検討が必要です。 

 災害発生時において、家族との連絡体制並びに、医療体制の整備や確保が求められ

ています。今後、障がいのある人と家族との連絡体制に向けて、関係機関及び民生

委員・児童委員や地域住民との連携を含めた検討を進める必要があります。 

 防災対策、地域における自立支援を推進するためにも、“日常生活自立支援事業”

及び“避難行動要支援名簿情報の登録”などの周知は重要であり、その他の事業に

ついても同様に、今後周知を図る必要があります。 

 若年層や中高年層の就労意思がある人に向けた就労支援、就労継続支援、就労移行

支援など、潤沢な支援の提供や関連機関と団体・事業所等との連携・支援体制の整

備・構築を図り続けることが必要です。 
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 障がいがあることが発見された子どもの保護者が、障がい受容に至るプロセスへの

支援が求められています。そのためにも、医療機関や保健所などの専門機関と、児

童福祉各機関が地域包括連携のもと、体制強化を図る必要があります。また、専門

の専従職員などの助言と障害福祉制度の周知徹底、総合相談窓口などの提供をはじ

め、ライフステージに柔軟に対応する支援提供体制の構築が必要です。 

 障がいのない町民調査では、町内でサービスを利用したいすべての人が、望むサー

ビスを不便なく利活用できる提供体制はまだ整備されていないとの意見が挙げら

れています。しかし、町民が利用したいと望む医療機関及び、障害福祉サービス提

供事業所等の参入が採算性などの理由から進んでいないのが現状です。今後、近隣

市町村と協働・連携を図りながら、町民の生活圏域の中で提供体制を整えていくこ

とが求められています。 

 障がいのある本人とその家族や親族、そして障がいのない町民すべてにおいて、行

政以外で障がいのある人を支援する人は「家族や親族」が良いと考える傾向があり

ます。身近な人が支援をすることは、支援される側もする側も信頼感、安心感など

があり良い効果が多くある半面、支援家族・親族の高齢化や健康面の不安、経済的

負担などが懸念されている状況があります。介護、支援する家族や親族を心身とも

にケアする、地域理解と体制づくりが必要です。 
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第 3 章 前計画の進捗状況について              

第１節 前計画における主な施策の進捗状況とこれからの課題       

前計画となる「中井町第 2 次障害者計画（平成 24 年度～平成 29 年度）」を振り

返り、障がい者数の推移をみると、概ね横ばいであるものの、療育手帳所持者は平成

26 年からの 3 年間で 10.5％増加し、身体障害者手帳所持者をみても、加齢に伴い障

がいが重度化する傾向がみられます。 

このように、本町においても障がいのある人の高齢化、障がいの重度化や多様化が

みられるなか、目指す将来像である「“住み慣れた地域”で生活し続けることのでき

る支援体制づくり」、「“自立”し安心して生活を営むことができる環境づくり」の

実現に向けて、『誰もが住み慣れた地域で自立し、安心して暮らせるまち』の基本理

念のもと、7 つの基本目標（「1.ノーマライゼーションの推進」、「2.福祉サービス

の充実及び地域における生活支援」、「3.人にやさしい安全・安心なまちづくり」、

「4.個性に応じた保育・教育・学習の充実」、「5.社会参加の促進」、「6.障がいの

早期発見と地域リハビリテーション体制の充実」、「7.情報のバリアフリー化」を中

心に位置づけ、様々な施策に取り組んでまいりました。 

本章では、前計画において実施した様々な施策について、各基本目標に沿い、進捗

状況を確認、方向性の再検討を行います。 

なお、前計画における障害福祉計画の見込み量と実績については、第 5章に掲載し

ます。 

 

【施策進捗評価】 

「中井町第２次障害者計画」及び「第 4期中井町障害福祉計画」の達成・進捗状況

を確認するため、平成 29 年 9 月現在の実情を基にして、各事業の担当課ごとに施策

の達成状況の確認を行いました。事業達成度は、「Ａ」達成、「Ｂ」概ね達成（概ね

8 割以上の達成）、「Ｃ」未達成（8 割未満の達成）、「Ｄ」未着手の 4 段階評価と

し、各推進施策と事業について評価の実施をしました。さらに、下表のとおり現状と

今後の方向性を類別し評価一覧にしています。 

 

達成度 今後の方向性 

Ａ（達成） 充実（もしくは）新規充実 

Ｂ（概ね達成） 継続・拡充 

Ｃ（未達成） 改善・見直し 

Ｄ（未着手） 検討（もしくは）廃止 
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（１）基本目標１：「ノーマライゼーション」の推進 

① 啓発、広報活動の推進 

【施策方針】 

◆町民の障がい福祉への関心を高め、障がいのある人への理解が深まるように、今

後もさまざまな媒体や手段を通じて交流や啓発活動を展開していきます。 

◆子どもの頃から福祉への理解を自然に深めていけるよう、町内小中学校における

福祉教育の充実に努めます。 

【事業評価】 

前計画から推進している「啓発、広報活動の推進」について、事業進捗状況の

評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

アンケート調査から、「町内で障害福祉サービスを利用したいと望むすべての

町民が、望むサービスを不便なく利活用できるような体制の整備」を望む声が挙

げられています。 

障害福祉サービスを必要な時に利活用できる環境を整備するためにも、障害福

祉制度やサービスの内容等について、日頃より町民に広く周知されていることが

大切です。 

また、町民への窓口等での案内をはじめ、的確に主訴を聴取し説明、支援でき

る人材の確保・育成が重要です。 

今後、的確に支援できる人材の育成として町職員等の研修をはじめ、関係機関

との情報共有を密に保つ体制整備を図り、更なる啓発・広報活動を推進すること

により、利用したい、知りたい時に敏速に対応、支援できる体制づくりを図るこ

とが課題です。  

① 広報紙等による広報・啓発

理解促進研修・啓発事業

② 障がいへの理解を深める講演会等の実施

③ 人権啓発作品の募集展示等行事の開催

④ 「障害者週間」の周知

⑤ 町職員等への研修

学校における福祉教育の充実のための

⑥ 関係機関との連携 Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｄ 検討

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充
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② 地域福祉活動、ボランティア活動の推進 

【施策方針】 

◆社会福祉協議会と連携し、地域住民と障がいのある人自身及び障がいのある人に

かかわる関係者の協力体制のもと、地域の実情に応じた、障がいのある人への福

祉活動を支援していきます。 

◆町民の障がいへの理解を深めるとともに、社会福祉協議会等との連携のもと、ボ

ランティアの担い手を育成し、積極的な参加を働きかけていきます。 

【事業評価】  

前計画から推進している「地域福祉活動、ボランティア活動の推進」について、

事業進捗状況の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

 

【これからの課題】 

前計画において施策の推進が掲げられていた「地域福祉活動、ボランティア活

動の推進」は、現状、活動の支援やボランティアの育成は進んでいるものの、見

守りや買い物支援などの生活支援に関する活動が求められています。 

今後、現体制を見直すと同時に具体的な推進目標の検討も含め着実な施策の推

進に向けた事業展開を図ることが必要です。 

 

  

① 地域福祉活動への支援

② ボランティアの育成と活動支援 Ｃ 改善・見直し

達成度
今後の
方向性

Ｃ 改善・見直し
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③ 支援者の養成と確保 

【施策方針】 

◆障がい福祉に携わる相談支援者の資質向上、人材育成及び確保を図っていきます。 

◆保健・医療・福祉を支える人材の確保・育成策は、要介護高齢者の増加を踏まえ

た取り組みを進めます。 

【事業評価】 

前計画から推進している「支援者の養成と確保」について、事業進捗状況の評

価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画において施策の推進が掲げられていた「支援者の養成と確保」は、民生

委員や公募等により、ゲートキーパーや地域福祉コーディネーターの養成等に取

り組んでいます。 

今後、具体的な推進目標の検討も含め着実な施策の推進に向けた事業展開を図

ることが必要です。 

 

  

障がい福祉に携わる相談支援者の人材育成及び

① 確保
Ｂ 継続・拡充

達成度
今後の
方向性
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（２）基本目標２：福祉サービスの充実及び地域における生活支援 

① 相談支援体制の充実 

【施策方針】 

◆障がいのある人や家族・介護者等が、生活上の問題や福祉サービスの利用などに

ついて“身近で気軽に”相談できるよう配慮します。 

◆関係機関と連携し、多様なニーズに対応できる専門的支援体制の強化を進めます。 

◆精神障がい・難病等の相談は、専門病院との連携を図ります。 

◆平成 27年度からは、全てのサービス利用に関して、サービスなど利用計画の作

成が可能な体制を整備することを前提として、障がい者の地域生活を支援するた

めの障害福祉サービス及び相談支援、並びに地域生活支援事業を提供するための

体制の確保を総合的かつ計画的に図ります。 

【事業評価】 

前計画から推進している「相談支援体制の充実」について、事業進捗状況の評

価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「相談支援体制の充実」の状況は、概ね現在進行形の

横ばい状況となっています。 

今後、関係機関との連携による専門的体制の強化をはじめ、地域自立支援協議

会との連携・協力体制の強化を図り、更なる相談支援体制の充実を図ることが必

要です。 

また、相談支援・援助体制の柔軟な対応に向けた受入体制の検討・構築が課題

です。  

① 相談支援体制の充実

② 関係機関との連携による専門的体制の強化

地域自立支援協議会との連携・協力体制の

③ 推進

④ ケアマネジメント体制の整備

⑤ 「基幹相談支援センター」の設置の検討

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｄ 検討

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充

Ｃ 改善・見直し
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② 権利擁護体制の確立 

【施策方針】 

◆障がいのある人への虐待を防止するため、虐待防止に関するしくみやネットワー

クの構築を進めます。 

◆「成年後見制度利用支援事業」や社会福祉協議会による「日常生活自立支援事業」

等、障がいのある人の権利を守るための事業について、本人や家族への更なる周

知と利用を推進します。 

◆「成年後見制度法人後見支援事業」については、南足柄市社会福祉協議会や湘南

西部圏域での実施状況調査を行い本町における法人後見制度に関する実施を図

ります。 

【事業評価】 

前計画から推進している「権利擁護体制の確立」について、事業進捗状況の評

価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「権利擁護体制の確立」は、「障害者虐待防止センタ

ー」の設置目標は達成し、現状、施策を推進している状態です。今後、成年後見

制度などについて、町民に広く周知され、制度を活用できる体制の構築が課題で

す。 

 

 

  

① 権利擁護の推進

② 成年後見制度の周知

③ 「障害者虐待防止センター」の設置 Ａ 充実

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充

Ｃ 改善・見直し
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③ 障害福祉サービスの充実 

【施策方針】 

◆各サービスの質的・量的充実とともに、できるだけ生活圏の中でサービスが受け

られるよう、関係機関と協議し、連携を図ります。 

◆移動手段の確保等、本町の課題に対応したサービスの提供を行います。 

【事業評価】 

前計画から推進している「障害福祉サービスの充実」について、事業進捗状況

の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「障害福祉サービスの充実」は、本計画において第 5

期障がい福祉計画（第 1 期障がい児福祉計画含む）として事業目標が設定されて

います。今後、事業目標達成のために、実績確認を定期的に行うなどの次計画見

直しのための経過管理が必要です。 

また、策定委員会やアンケート調査結果などにおいて、障害福祉サービスが不

便なく利用できるよう、「生活圏における提供体制整備」を求める声が多く寄せ

られています。 

町内で提供されていないサービスや事業について、行政圏域に捉われず、でき

るだけ身近な生活圏域で利用できる体制整備を図ることが課題です。 

  

指定障害福祉サービス及び地域生活支援事業

① の資的・量的充実

② 生活圏におけるサービス提供体制の整備

③ 課題に応じたサービス提供

Ｃ 改善・見直し

Ｃ 改善・見直し

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充
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④ 経済的支援の充実 

【施策方針】 

◆生活安定への支援の観点から、各種年金や手当等、経済的支援制度の周知と利用

の促進を図ります。 

【事業評価】 

前計画から推進されている「経済的支援の充実」について、事業進捗状況の評

価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「経済的支援の充実」は、今後も、経済的支援を必要

とする町民をはじめ、制度の内容理解を含め、広く町民に周知徹底されるように

することが必要です。 

また、制度を理解した上で必要な支援を必要とする人へ繋げることができるよ

う、利用に向けた相談体制を検討し、充実を図ることが課題です。 

  

① 各種手当、助成等の制度の周知

② 経済的支援制度利用のための相談体制の充実

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

達成度
今後の
方向性
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⑤ 地域生活支援拠点の整備 

【施策方針】 

◆県、周辺市町村等との連絡・調整を図り、各地域、事業所において、複数の機関

が分担して居住支援機能と地域支援機能の一体的な整備を構築します。 

◆本町では他圏域との連携、県ナビ事業、あんしんネット事業等の活用を含め、障

がい種別を限定することなく、地域で安心して生活できるように、必要なサービ

スや情報を共有できるネットワーク機能についても、地域生活支援拠点の機能に

組み込むことも検討していきます。 

【事業評価】 

前計画から推進している「地域生活支援拠点の整備」について、事業進捗状況

の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「地域生活支援拠点の整備」は、検討が進んでいない

状況です。 

町民の求める生活圏域と、行政としてサービス提供などができる行政圏域との

違いから生じる課題を再検討し、必要に応じて近隣市町村と連携・検討を進め、

できる限り町民の生活圏域に沿った、地域生活支援拠点の整備・構築を推進する

ことが重要な課題です。 

  

周辺市町村と連携した地域生活支援拠点

① の整備 Ｄ 検討

達成度
今後の
方向性
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（３）基本目標３：人にやさしい安全・安心なまちづくり 

① 生活環境の整備 

【施策方針】 

◆誰もが安全で、使いやすいまちづくりをめざして、今後も計画的に都市基盤施設

におけるバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を進めていきます。 

【事業評価】 

前計画から推進されている「生活環境の整備」について、事業進捗状況の評価

及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「生活環境の整備」は、施策目標達成に向けて事業を

推進している状況です。公共施設でのオストメイトの設置などは目標を達成して

いますが、道路・歩行空間の整備などは、目標を達成していない状況です。 

災害時の避難経路の検討・確認も含め、安心して通行できる通路や歩行空間の

整備は重要です。地域の中で安心・安全な生活環境の確保のためにも外出しやす

い環境の検討が継続した今後の課題です。 

  

① 安心して通行できる道路・歩行空間の整備

公共施設等におけるバリアフリー化・ユニ

② バーサルデザイン化の推進

③ 外出しやすい環境についての検討

Ｃ 改善・見直し

Ｃ 改善・見直し

達成度
今後の
方向性

Ｃ 改善・見直し
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② 防災・防犯体制の整備 

【施策方針】 

◆災害時における障がいのある人の安全確保に向けて、「災害時要援護者対策」を

充実させます。 

◆地域福祉推進のための取り組みを定めた「中井町地域福祉計画」との連携により、

災害時や緊急時に地域で障がいのある人への支援が行えるよう、地域ぐるみの防

災・防犯体制を強化します。 

【事業評価】 

前計画から推進している「防災・防犯体制の整備」について、事業進捗状況の

評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「防災・防犯体制の整備」は、地域における防災・防

犯体制づくりや福祉避難所の設置、緊急通報システムの整備については、今後さ

らなる充実が必要です。 

医療的ケアなどの特別な配慮が必要な人への対応についての検討は、医療機関

をはじめ関係機関との連携など検討・整備が課題です。 

 

 

  

① 地域における防災、防犯体制づくり

② 「福祉避難所」の設置

医療的ケア等の特別な配慮が必要な人への

③ 対応の検討

④ 緊急通報システムの整備 Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｃ 改善・見直し

達成度
今後の
方向性
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③ 住居の整備 

【施策方針】 

◆障がいのある人等の地域生活支援のために、地域生活支援事業における相談支援

事業に住宅入居等支援事業を位置づけ、住宅の確保に努めています。 

◆地域住民と、障がいのある人自身及び障がいのある人にかかわる関係者の協力体

制のもと、地域の実情に応じた確保に努めていきます。 

【事業評価】 

前計画から推進している「住居の整備」について、事業進捗状況の評価及び施

策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「住居の整備」は、グループホームにおいては、現在、

近隣市町の施設を利用しておりますが、就労とあわせた支援が必要なことから、

身近で利用できる整備の検討が必要です。 

 

  

① 障がいのある方の住居の確保

達成度
今後の
方向性

Ｃ 改善・見直し
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（４）基本目標４：個性に応じた保育・教育・学習の充実 

① 保育体制の充実 

【施策方針】 

◆今後も、障がいのある子どもの多様なニーズに対応し、ライフステージを通して

一貫した支援ができるよう連携します。 

◆発達障がいの早期発見・相談・支援と家族支援の体制の整備を推進します。 

【事業評価】 

前計画から推進している「保育体制の充実」について、事業進捗状況の評価及

び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「保育体制の充実」は、「中井町子ども・子育て支援

事業計画」において推進されている「障がい児支援体制の充実」と合わせ、一貫

した取り組みのもと、着実に推進しています。 

しかし、医療的ケアが必要なために保育サービスを受けることが困難となるよ

うなケースや、障がいのために医療・福祉サービスを受けることが困難となるよ

うなケースが発生することも予測されます。様々な実態に応じた支援を行うため

に、療育手帳を所持していない子どもや発達障がい児も含めた、支援を必要とす

るすべての子どもの実態把握に努めることが重要です。 

今後、児童福祉法の改正などに対応し、障がいのある子どもを支援するサービ

スの拡充を図るとともに、障がいのある子どもを介護する家族への支援に取り組

む体制づくりが課題です。 

 

  

① 統合保育の推進

② 継続的な支援体制の整備

③ 発達障がいへの支援体制の整備

達成度
今後の
方向性

Ｃ 改善・見直し

Ｃ 改善・見直し

Ｃ 改善・見直し
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② 教育の推進 

【施策方針】 

◆学校全体が、障がいのある児童・生徒への理解を深め、障がい特性に応じた適切

な教育が行えるよう、支援の充実を図ります。 

【事業評価】 

前計画から推進している「教育の推進」について、事業進捗状況の評価及び施

策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「教育の推進」は、学校教育における「統合教育」の

方向性と合わせ、着実に進んでいます。 

今後、多様な障がい特性を理解した教職員の養成に努めるとともに、教育相談

と福祉相談が連携した、障がいのある子どもとその家族を支援する体制の確保が

必要です。 

また、今後も一人ひとりの教育的ニーズに途切れることがなく対応できるよう、

支援の充実を継続することが課題です。 

 

  

① 就学支援の充実

② 特別支援教育の充実

③ 統合教育実現への配慮

④ 放課後支援の充実

学校施設のバリアフリー化・ユニバーサル

⑤ デザイン化の推進

⑥ 教職員の研修の充実

⑦ 教育相談の拡大・充実

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充
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③ 障がい児支援体制の充実 

【施策方針】 

◆教育、保育等の関係機関とも連携を図った上で、効果的な支援を身近な場所で提

供する体制の構築を図ります。 

◆療育体制の整備を課題とし、児童発達支援センターの整備を視野に入れた、児童

発達支援サービスの確保を目指します。 

◆児童発達支援センターについては、圏域内での関係市町村や事業所等と連携し、

調整します。 

【事業評価】 

前計画から推進されている「障害児支援体制の充実」について、事業進捗状況

の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「障害児支援体制の充実」は、児童発達支援センター

の整備を視野にいれた児童発達支援サービスの確保として現状、県西圏域で設置

しています。 

今後、身近な場所で効果的な支援を提供できる体制の構築に向けて、教育・保

育などの関係機関と連携を図り、療育体制の整備に向けた児童発達支援センター

の整備、児童発達支援サービスの確保が継続した課題です。 

  

① 効果的な支援体制の構築

② 児童発達支援センターの整備

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充

Ｄ 検討
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（５）基本目標５：社会参加の促進 

① 就労への支援 

◆誰もがその人らしく自立した生活を営めるよう、関係機関と連携し、就労相談か

ら地域定着支援まで一貫した支援体制の整備を図ります。 

◆障がい者雇用に関する法律・制度の周知に努めるとともに、雇用者等に理解を求

めていきます。 

【事業評価】 

前計画から推進している「就労への支援」について、事業進捗状況の評価及び

施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「就労への支援」は、一般就労が困難な場合の就労の

場の確保を含め、障害者総合支援法に基づく就労系サービスが行われていますが、

生活圏域での就労支援体制確保や、多様な就労の場の確保など確実な支援に繋が

るまでには至っていません。また、障がい者雇用に理解を示す企業が増えつつあ

りますが、一般就労したい障がいのある人を受け入れる企業数としては、まだ十

分な状況にはなっていません。 

今後、障がいのある人の就労機会の拡大に向けて、企業への理解促進を図る必

要があります。そして、職場や就労における様々な課題の解決のために、就労後

のフォローも含めた相談支援体制の強化を図る体制づくりが課題です。 

 

  

① 就業相談の充実

② 多様な就労の場の確保

企業等への障がい者雇用に関する法律・制度

③ の周知 Ｃ 改善・見直し

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充

Ｃ 改善・見直し
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② 移動支援の充実 

【施策方針】 

◆本町では、地域生活支援事業において「移動支援事業」、任意事業として「身体

障害者用自動車改造費助成事業」「障害者施設通所交通費助成事業」「重度障害者

等タクシー券助成事業」「重度障害者等自動車燃料費助成事業」を行っています。 

【事業評価】 

前計画から推進している「移動支援の充実」について、事業進捗状況の評価及

び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「移動支援の充実」は、地域生活支援事業、任意事業

などにおいてサービス提供をしており、概ね事業目標は達成している状況です。 

しかし現在、福祉的就労支援・就労移行支援の事業所へ生活圏域を超えて、通

所・通勤している実態もあることから、通所・通勤を含む移動手段の支援・確保

についても就労への支援の一部と捉え検討し、地域及び関係機関と一体となった

就労への支援を強化していくことが課題です。 

 

 

  

① 障がい者の移動支援

達成度
今後の
方向性

Ａ 充実
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③ スポーツ・レクリエーション・生涯学習の促進 

【施策方針】 

◆障がいのある人が地域社会の中で生きがいのある生活を送ることができるよう、

各種講座等への参加の促進を図り、スポーツ・レクリエーション活動等への支援

を行います。 

【事業評価】 

前計画から推進している「スポーツ・レクリエーション・生涯学習の促進」に

ついて、事業進捗状況の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「スポーツ・レクリエーション・生涯学習の促進」は、

神奈川県や県西地域で開催するスポーツ大会や文化事業に参加しています。 

各種講座等の参加の推進については、手話通訳を派遣するなどして参加を促進

していますが、自主活動の支援については、自主活動団体の育成が課題です。 

 

  

① 各種体制への支援

② 自主活動への支援

③ 各種講座への参加の促進 Ｂ 継続・拡充

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充

Ｃ 改善・見直し
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（６）基本目標６：障がいの早期発見と地域リハビリテーション体制の充実 

① 障がいの早期発見、療育体制の充実 

【施策方針】 

◆母子保健事業（健康診査等）を推進し、疾病や障がいの早期発見に努め、広域的

な連携も含めた療育支援体制を整備し、強化していきます。 

【事業評価】 

前計画から推進している「障がいの早期発見、療育体制の充実」について、事

業進捗状況の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「障がいの早期発見、療育体制の充実」は、母子保健

事業において、乳幼児の発育・発達の遅れや養育環境の課題、疾病や障がいの早

期発見に努め、支援が必要なこどものいる家庭などを対象とした相談や助言を実

施し、事業の目標は概ね達成した中で、継続的に推進している状況です。 

今後、発達の遅れや障がいのある子どもの発達段階に応じて、一人ひとりのニ

ーズに応えるため、保健・医療・福祉・教育の密接な連携のもと、切れ目のない

支援を充実させていくことが課題です。 

  

① 母子保健事業の充実

② 療育支援体制の充実 Ｂ 継続・拡充

達成度
今後の
方向性

Ａ 充実



65 

 

② 保健・医療・福祉の連携 

【施策方針】 

◆中途障がいの原因疾病を予防するための各種保健等事業や、障がいの重度化や二

次障がいの予防に向けたリハビリテーションの充実を図ります。 

◆安心できる地域生活を支えるため、保健・医療・福祉のサービスを必要なときに

適切に受けることができるよう、保健・医療・福祉の多分野、多職種連携を推進

し、提供体制の充実を図ります。 

【事業評価】 

前計画から推進している「保健・医療・福祉の連携」について、事業進捗状況

の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「保健・医療・福祉の連携」は、病気を予防する一次

障がい予防及び二次障がい予防の推進をはじめ、健康づくりや広域的連携による

医療体制の充実について、概ね施策の推進、充実に向け現状維持の状況です。 

障がいのある人が地域で安心して暮らしていくためには、医療及び機能訓練等

が重要な役割を果たしており、その一層の充実を図ることは必要です。 

今後は、障がいのある人の医療的ケアへの対応、施設から在宅生活への意向、

在宅での療養支援を踏まえ、生活圏を考慮した保健・医療・福祉サービスの提供

を効果的・効率的に進めていくことが課題です。 

 

  

生涯を通じた健康づくり・一次障がい予防

① の推進

② 二次障がい予防の推進

③ 広域的連携による医療体制の充実

達成度
今後の
方向性

Ｂ 継続・拡充

Ｂ 継続・拡充

Ｃ 改善・見直し
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③ 精神保健施策の充実 

【施策方針】 

◆保健福祉事務所や相談支援事業所等の関係機関との連携により、精神保健福祉の

向上に努めます。 

◆精神障がいのある人の地域での生活を推進するため、精神疾患に関する正しい知

識の普及に努めます。 

【事業評価】 

前計画から推進している「精神保健施策の充実」について、事業進捗状況の評

価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「精神保健施策の充実」は、精神疾患は早い段階での

発見・治療が重要であることから、気軽に相談できる体制の充実とメンタルヘル

スについての普及・啓発が必要です。本町では相談員を配置し、必要な支援を行

っていますが、町民への精神疾患に対する理解はまだ十分とは言えない状況にあ

ります。 

今後、精神保健福祉に関する普及・啓発活動を継続・充実させていく中で、相

談支援の充実を図るとともに正しい知識の普及啓発を図っていくことが課題です。 

 

  

① 相談支援の充実

② 精神疾患に関する正しい知識の普及啓発

Ｂ 継続・拡充

Ｃ 改善・見直し

達成度
今後の
方向性
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（７）基本目標７：情報のバリアフリー化 

① 情報提供の充実 

◆誰もが必要とする情報を確実に入手できるよう、障がい特性に配慮し、情報提供

の充実を図ります。 

【事業評価】 

前計画から推進している「情報提供の充実」について、事業進捗状況の評価及

び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「情報提供の充実」について、行政情報の発信にあた

っては、「広報なかい」や町ホームページを活用し、情報提供に努めていますが、

現状として、「障害児者のための制度案内」等、さまざまな媒体を用いて情報提

供を潤滑に行うまでには至っていません。 

今後は、情報通信技術の進展も踏まえ、誰もが必要とする情報に簡単にたどり

着き、利用できるよう取り組んでいく必要があります。 

また、視覚や聴覚に障がいのある人に対して、点訳や音訳などによる情報提供

を着実に提供できるように推進することが課題です。 

 

  

① 情報提供の充実

② 障がいに配慮した情報提供の推進

達成度
今後の
方向性

Ｃ 改善・見直し

Ｃ 改善・見直し
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② コミュニケーション支援体制の充実 

【施策方針】 

◆障がいのある人の日常生活における必要な情報の入手や社会参加の機会を保障

するため、手話通訳奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣等のコミュニケーション支援

体制の充実を図ります。 

【事業評価】 

前計画から推進している「コミュニケーション支援体制の充実」について、事

業進捗状況の評価及び施策評価は以下のとおりです。 

 

 

【これからの課題】 

前計画から推進している「コミュニケーション支援体制の充実」は、手話通訳

奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣等のコミュニケーション支援体制の充実を図って

いますが、これらの支援を行うことのできる人材が不足しており、人材の確保・

要請が課題です。 

また、障がいのある人が情報を容易に入手できるよう、より利用しやすいホー

ムページやパンフレットの作成、手話通訳奉仕員や要約筆記奉仕員の養成、窓口

対応においての配慮など、コミュニケーション支援の更なる充実を継続推進する

ことが課題です。 

  

① コミュニケーション支援の充実 Ｂ 継続・拡充

達成度
今後の
方向性
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第２節 新たなこれからの課題について                    

前計画から挙げられた課題のほか、アンケート調査結果及びヒアリング調査などか

ら得られた、現在求められていること、そして新たなこれからの課題は次のとおりで

す。 

 

【求められていること】 

 障がいの特性や外見からは分かりにくい障がいに対する理解が進んでい

ないことから、町民における障がい特性に関する更なる理解の促進が求

められています。 

 アンケート調査結果などから、相談支援そのものに対するニーズが多い

ほか、身近なところで、すぐに相談できる利便性の良さや、相談相手と

して障がい特性を十分に理解していること等に対するニーズも多いこと

から、相談先の専門性・利便性・多様性の向上を図ることが求められて

います。 

 多様な障がい特性を理解した人材及び医療的ケアに対応できる人材が不

足しており、福祉・医療人材の質と量の充実が求められています。 

 公的サービスと家族が複合的に障がいのある人を支えている現状を踏ま

え、介護家族の負担軽減のための取り組みとともに、ライフステージの

移行に伴うニーズの変化に対し、関係機関の連携による切れ目のない支

援を行うことが求められています。 

 

 

 

 【新たなこれからの課題】 

 行政圏域と生活圏域などの圏域を超越した相談・連携支援体制の構築 

本町内で安心して支援が受けられる地域環境づくりが求められています。 

障がいのある人やその家族がサービスを受けるために不便を感じない相談支

援体制及び、求める支援が身近で受けられるための支援体制を、本町を中心とし

た日常生活圏域で整備することが課題です。 
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 難病疾患への情報提供の充実 

難病患者等をめぐる法改正に対して適切に対応し、希望する人に必要な支援が

届くような体制の整備が必要です。 

また、在宅の難病患者に対し、保健・医療・福祉の各サービスを適切に提供で

きるよう、相談支援機能の強化が課題です。 

 

 高次脳機能障がい者への支援 

事故や疾病により、脳に障がいを受けた高次脳機能障がい者への支援が課題と

なっています。高次脳機能障がいを発症した人が、地域社会の中で生活できるよ

うになるには、医療からリハビリを経て、社会復帰までの一貫した支援が必要で

す。 

より効果的な支援を行うために、関係機関との連携による支援体制の構築や町

民への障がいに対する理解に向けた周知が課題です。 

また、身近な存在である家族の理解が得られるよう、医療機関や福祉機関の連

携による家族への支援も必要です。 
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第 4 章 障がい者計画                     

第１節 基本理念                            

障がいのある人もない人も、ともに地域で生活する仲間として人権を尊重し、協働

によるまちづくりを進めていく必要があります。 

障害者基本法が掲げる理念に基づき、本町はすべての障がいのある人の自立と社会

参加を目指すとともに、障がいの有無にかかわらず、町民の誰もがいつでも笑顔で安

心して暮らせるまちづくりを目指してきました。 

本町では、「活力」、「快適」、「安心」を基本理念とした「第６次中井町総合計

画」の福祉分野の基本施策のひとつとして「みんなで支えあう福祉のまちづくり」を

位置付けており、本計画においても、その実現に取り組むこととします。 

障がいのある方とともに「みんなで支えあう福祉のまちづくり」を実現していくた

めには、次の２つの取り組みが重要です。 

 

 

 

 

 

この取り組みを確実に実現するため、本計画の基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

                

  

【基本理念】 

誰もが住み慣れた地域で支えあい、 

自立・安心して暮らせるまち 

〇住み慣れた地域で生活し続けることのできる、地域包括ケアシステムの構築 

〇障がいの特性を踏まえ、自立した生活を営むことができる環境整備 
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第２節 基本目標                            

基本目標は、基本理念の実現を目指すために、支援が必要な人を支えるための施策

を総合的かつ計画的に定めたものです。 

 

 

 

 

【基本目標２】福祉サービスの充実及び地域における生活支援 

障がいの重度化・重複化・多様化、また核家族化・高齢化、地域の共生意識の

希薄化など、障がいのある人をとりまく問題は複雑になる傾向があります。これ

らのニーズを的確に把握し、よりニーズに合った各種福祉サービスを充実させる

ことによって、住み慣れた身近な地域や家庭での自立した生活へと結びつけます。 

また、福祉サービスの充実とあわせて相談体制・ケアマネジメント体制・権利

擁護等を含めた総合的なサービスの充実を図ります。 

【基本目標１】「ノーマライゼーション」の推進 

住み慣れた地域でともに生き、ともに支え合うノーマライゼーション社会の実

現には、一人ひとりが社会の中でもてる力を最大限に発揮し、地域で自立して生

活するための支援が重要です。障がいのある人への理解を深めるために、様々な

機会を通じて、障がいについての正しい知識を広め、福祉意識の普及・啓発とい

った福祉教育を充実させ、支援者の養成、確保に努めます。 

また、障がいのある人が地域で生活を続けていく上で、ボランティアやＮＰＯ

等の支援も不可欠になってきていることから、活動の支援を図るとともに、担い

手の確保にも努めていきます。 
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【基本目標５】社会参加の促進 

誰もが、その人らしく自立した生活を営めるように、関係機関と連携し、障

がいのある人の就労を支援するとともに、企業等への障がい者雇用に関する法

律・制度の周知に努め、働く環境の整備に努めます。 

また、スポーツ・レクリエーション・生涯学習活動等の機会の確保を図り、

すべての人が気軽に参加し、交流できるような環境づくりを目指します。 

社会参加活動のために不可欠な移動が困難にならないように、移動支援を充

実させていきます。 

 

【基本目標４】個性に応じた保育・教育・学習の充実 

障がいのある子どもが地域で安心して生活ができるように、成長過程に対応し

た切れ目のない適切な支援を推進していきます。さらに、多様化するどの障がい

にも対応できるようにするとともに、障がい特性に応じた専門的な支援が提供さ

れるよう、障害福祉サービスの質の向上を図ります。 

また、福祉・教育等、関係機関の連携により、認定こども園、保育園での受け

入れ体制を確保し、障がいの状況に応じた保育の提供を図ります。 

 

【基本目標３】人にやさしい安全・安心なまちづくり 

障がいのある人はもとより、だれもが安心して快適な生活が送れるよう、すべ

ての人にやさしい「福祉のまちづくり」を進める必要があります。そのため、障

がいの特性に配慮し、ユニバーサルデザインの視点から住環境の整備・改善に努

めます。また、障がいのある人が安心して生活を送ることができるよう、防災・

防犯体制の充実を図ります。 
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【基本目標７】情報のバリアフリー化 

誰もが必要とする情報を確実に入手できるよう、「情報のバリアフリー化」を

推進し、障がい特性に配慮した情報提供を行っていきます。 

また、障がいのある人が日常生活においてスムーズにコミュニケーションが図

れるよう、手話通訳奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣等をはじめとした支援の充実

を図ります。 

【基本目標６】障がいの早期発見と地域包括支援体制の充実 

母子保健事業による健康診査等を推進し、疾病や障がいの早期発見に努めると

ともに、関係機関と連携し、療育体制の充実を図ります。 

中途障がいの原因疾患を予防するための各種保健事業や、障がいの重度化、二

次障がいの予防に向けたリハビリテーションを、それぞれ推進します。 

一人ひとりの障がいの状況や健康状態に応じて、必要な時に適切な内容の保

健・医療・福祉サービスを、総合的・一体的に提供できる仕組みづくりを推進し

ます。 

精神障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、精神疾患についての正

しい知識の普及に努め、家族を含めた相談支援の充実を図ります。 
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第３節 施策体系                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

① 啓発、広報活動の推進 
② 地域福祉活動、ボランティア活動の推進 
③ 支援者の養成と確保 

① 相談支援体制の充実 

② 権利擁護体制の確立 

③ 障害福祉サービスの充実 

④ 経済的支援の充実 

⑤ 地域生活支援拠点の整備 

① 生活環境の整備 

② 防災・防犯体制の整備 

③ 住居の整備 

① 保育体制の充実 

② 教育の推進 

③ 障がい児支援体制の充実 

  
① 就労への支援 

② 移動支援の充実 

③ スポーツ・レクリエーション・生涯学習の促進 
  
① 障がいの早期発見、療育体制の整備 

② 保健・医療・福祉の充実 

③ 精神保健施策の充実 

④ 難病疾患者への情報提供の充実（新規） 

⑤ 高次脳機能障がいのある人への支援（新規） 

⑥ 地域包括支援体制の整備 

  
① 情報提供の充実 

② コミュニケーション支援体制の充実 

  

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
支
え
あ
い
、
自
立
・
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

基本目標 

中井町第３次障がい者計画 第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画 

  

計画策定

の視点 

○ 住み慣れた地域で生活し続けることのできる、地域包括ケアシステムの構築 

○ 障がいの特性を踏まえ、自立した生活を営むことができる環境整備 

基本施策 

１ 「ノーマライゼーション」
の推進 

  

２ 福祉サービスの充実及び  
地域における生活支援 

  

３ 人にやさしい安全・安心
なまちづくり 

４  個性に応じた保育・教
育・学習の充実 

５ 社会参加の促進 

６ 障がいの早期発見と地域
包括支援体制の充実 

７ 情報のバリアフリー化 
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第４節 施策の展開                           

（１）「ノーマライゼーション」の推進 

① 啓発・広報活動の推進 

【施策の方針】 

 町民の障がい福祉への関心を高め、障がいのある人への理解が深まるように、

今後も様々な媒体や手段を通して交流や啓発活動を展開します。 

 町職員等が新たな課題に対応できる専門的知識の取得や、障がいのある人やそ

の家族の多様なニーズに応えるため、各分野での人材の確保と資質の向上に取

り組みます。 

 施策・事業 内  容 

１ 広報紙等による広報・啓発 広報紙やホームページの活用、人権啓発パンフレ

ットの配布等を通じて、町民の障がいへの理解促進

を図ります。 

２ 理解促進研修・啓発事業 

障がいへの理解を深める 

講演会等の実施 

ピアカウンセラーによる講演会や、研修会、各種

イベント等を開催することにより、障がいのある人

への正しい理解を促進します。 

〔関連事業〕○ちいき・ふくし博（作品展示等） 

○障がい者スポーツ大会 

○精神保健福祉セミナー 

３ 人権啓発作品の募集展示等 

行事の開催 

人権啓発作品の募集展示や各種講座、行事を開催

し、障がいに関する町民意識の高揚を図ります。 

〔関連事業〕○人権作文コンクール 

４ 「障害者週間」の周知 「障害者雇用支援月間」（9 月）、「障害者週間」

（12 月 3 日～12 月 9 日）、「人権週間」（12 月 4

日～12 月 10 日）の周知を図るとともに、障がいへ

の理解を深める行事の開催を検討します。 

５ 町職員等への研修 役場内職員への研修・講習会等により、障がいに

関する意識の向上に努めます。 

〔関連事業〕○ゲートキーパー養成研修 

○障害者差別解消法に基づく研修 

６ 学校における福祉教育充実 

のための関係機関との連携 

障がいの有無に関わらず、交流及び共同学習等の

体験をすることで、お互いを正しく理解し合い、共

生の大切さを学ぶことができるよう福祉教育を推進

していきます。 
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② 地域福祉活動、ボランティア活動の推進 

【施策の方針】 

 社会福祉協議会と連携を密にし、地域住民と障がいのある人自身及び障がいの

ある人に関わる関係者の協力体制のもと、地域の実情に応じた障がいのある人

への福祉活動を支援します。 

 町民の障がいに対する理解を深めるために、社会福祉協議会及び関係団体等と

の連携のもと、ボランティアの担い手を育成し、積極的な参加を働きかけてい

きます。 

 施策・事業 内  容 

１ 地域福祉活動への支援 障がいのある人も地域で安心して生活ができるよ

う、社会福祉協議会と連携しながら、地域福祉活動を

支援する体制づくりに努めます。                                                          

２ ボランティアの育成と 

活動支援 

障がいのある人を支援するボランティア活動を促進

するため、社会福祉協議会及び各種障がい者団体や障

害福祉サービス事業所等と連携し、担い手の育成や活

動支援の充実を図ります。 

また、ピアカウンセリング等、障がいのある人自身

によるボランティア活動を支援していきます。  

 

③ 支援者の養成と確保  

【施策の方針】 

 障がい福祉に携わる相談支援者の資質向上、人材育成及び確保を図っていきま

す。 

 保健・医療・福祉を支える人材の確保・育成策は、要介護高齢者の増加を踏ま

えた取り組みを進めます。 

 施策・事業 内  容 

１ 障がい福祉に携わる相談支援

者の資質向上・人材育成の確保 

障がい福祉に携わる相談支援者の資質向上、人材育

成及び確保を図っていきます。 

２ 保健・医療・福祉を支える人材

の確保・育成 

保健・医療・福祉を支える人材の確保・育成策を要

介護高齢者の増加を踏まえ、介護保険事業計画と整合

性を図りつつ推進します。 
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（２）福祉サービスの充実及び地域における生活支援 

① 相談支援体制の充実 

【施策の方針】 

 障がいのある人や家族・介護者等が、生活上の問題や福祉サービスの利用等に

ついて“身近で気軽に”相談できるよう配慮します。 

 関係機関と連携し、多様なニーズに対応できる専門的支援体制の再検討を行い、

着実に支援体制の強化を進めます。 

 精神障がい・発達障がい・難病疾患・高次脳機能障がい等の相談について、専

門病院、関係機関等との連携を図ります。 

 全てのサービス利用に関して、サービス等利用計画の作成が可能な体制の整備

を進め、障がいのある人の地域生活を支援するため、障害福祉サービス及び相

談支援、並びに地域生活支援事業を提供する体制の確保を、これからも総合的

かつ計画的に図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 相談支援体制の充実 町専門職員による相談支援や社会福祉協議会での

心配ごと相談、民生委員・児童委員による相談、相談

支援事業所の活用等、地域に密着した身近な相談支援

体制の充実を図ります。 

２ 関係機関との連携による専門

的体制の強化 

医療・療育・地域移行・就職等の多様な相談ニーズ

に対応できるよう、相談支援事業所等、関係機関との

連携を図り、専門的体制の強化に努めます。 

３ 地域自立支援協議会との連

携・協力体制の推進 

南足柄市と足柄上郡５町で共同設置している「地域

自立支援協議会」において、地域の障がい福祉に関す

る情報の交換や関係機関との連携・協力体制を推進す

ることで、相談機能の向上を図ります。 

４ ケアマネジメント体制の整備 一人ひとりのニーズに合わせ、相談からサービス等

利用計画の作成まで、一貫した適切な支援が行えるよ

う、町専門職員並びに相談支援事業所等、関係機関と

の連携により、ケアマネジメント体制の整備を図りま

す。 

５ 「基幹相談支援センター」の

設置の検討 

市町村に設置することが求められている、障がいに

関する窓口となる「基幹相談支援センター」について

は、地域包括支援センターとの連携により、相談支援

の拠点として総合的な相談業務体制の強化に努めま

す。 
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② 権利擁護体制の確立 

【施策の方針】 

 障がいのある人への虐待を防止するため、虐待防止に関する仕組みやネットワ

ークの構築を進めます。 

 「成年後見制度利用支援事業」や社会福祉協議会による「日常生活自立支援事

業」等、障がいのある人の権利を守るための事業について、本人や家族への更

なる周知と利用を推進すると同時に、町民に広く制度の理解と周知を図ります。 

 「成年後見制度法人後見支援事業」については、南足柄市社会福祉協議会や湘

南西部圏域での実施状況調査を行い、本町における法人後見制度に関する調

査・検討を進めます。 

 施策・事業 内  容 

１ 権利擁護の推進 知的障がいや、精神障がいのある人等が地域で安心

して生活を送れるよう、福祉サービスの利用の援助や

日常的な金銭管理等を行う社会福祉協議会の「日常生

活自立支援事業」の周知に努め、利用の推進を図りま

す。 

〔関連事業〕○日常生活自立支援事業（社会福祉協

議会） 

２ 成年後見制度の周知 知的障がいや、精神障がいのある人等、意思能力が

ない、または判断能力が不十分な人の財産管理や契約

等の法律行為全般を行う「成年後見制度」の周知や利

用の促進に努めるとともに、社会福祉協議会等と連携

し、法人後見制度について調査・検討します。 

〔関連事業〕○成年後見制度利用支援事業 

３ 「障害者虐待防止センター」 

の機能強化 

虐待の防止、早期発見・早期対応のため、地域自立

支援協議会等の関係機関と連携し、町に設置の「障害

者虐待防止センター」の機能強化に努めます。  
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③ 障害福祉サービスの充実 

【施策の方針】 

 各サービスの質的・量的充実とともに、できるだけ生活圏の中でサービスが受

けられるよう、関係機関と協議し、連携を図ります。 

 移動手段の確保等、本町の課題に対応したサービスの提供を行います。 

 障害福祉サービスの利用に際し、生活圏における提供体制の整備に向けた検討

を進め、生活環境の整備を図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 指定障害福祉サービス及び地

域生活支援事業の質的・量的

充実 

個々のニーズに対応できるよう、障害福祉サービ

ス事業所や相談支援事業所等と連携し、障がい特性

やさまざまなライフスタイルに応じた各種サービス

の質的・量的充実を図ります。 

〔関連事業〕○指定障害福祉サービス 

○地域生活支援事業 

２ 生活圏におけるサービス提供

体制の整備 

広域的に行うサービスや事業については、圏域間

調整を行い、行政圏にとらわれず、できるだけ身近

なところでサービス等を受けられる体制の整備を図

ります。 

〔関連事業〕○地域拠点事業所配置事業 

３ 課題に対応したサービスの提

供 

社会福祉協議会の行う「福祉有償運送」を活用す

る等、移動手段の確保に努めます。 

〔関連事業〕○福祉有償運送事業（社会福祉協議会） 

グループホーム等の入居者へ家賃助成を行い、経

済的負担の軽減を図ります。 

〔関連事業〕○グループホーム等利用者家賃負担軽

減事業 

難病の人の支援のため、保健福祉事務所や専門医

療機関、かかりつけ医等地域の関係機関と連携を図

り、安心して在宅生活を送れるような支援体制を整

備します。 

補装具等の活用ができるよう、自己負担の助成を

行うとともに、「巡回更生相談」により利用者の利

便性を図ります。 

〔関連事業〕○補装具交付助成事業 
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④ 経済的支援の充実 

【施策の方針】 

 生活安定への支援の観点から、各種年金や手当等、経済的支援制度の周知と利

用の促進を図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 各種手当、助成等の制度の周

知 

制度についての周知に努め、対象となる人が各種手

当や助成等を受給できるよう相談支援事業所等関係機

関との連携を図ります。 

〔関連事業〕○障害者自立支援医療 

○重度障害者医療費助成事業 

２ 経済的支援制度利用のため

の相談体制の充実 

公的扶助、年金、手当等、経済的支援制度を活用で

きるよう、相談体制を充実するとともに、年金・手当

等について、無年金者、未受給者の発生の防止に努め

ます。 

また、必要に応じ各種手当や年金制度の拡充につい

て、県等に要望していきます。 

 

⑤ 地域生活支援拠点の整備 

【施策の方針】 

 県、周辺市町村等と連絡・調整を図り、各地域、事業所において、複数の機関

が分担して居住支援機能と地域支援機能の一体的な整備を構築します。 

 本町では、他圏域との連携、県ナビ事業、あんしんネット事業等の活用を含め、

障がい種別を限定することなく、地域で安心して生活できるように、必要なサ

ービスや情報を共有できるネットワーク機能についても、地域生活支援拠点の

機能に組み込むことも検討していきます。 

 町民の求める生活圏域と、行政としてサービス提供できる行政圏域と医療・保

健圏域との違いから生じる課題を再検討し、必要に応じて近隣市町村と連携・

検討を進め、できる限り町民の生活圏域に沿った、生活支援拠点の整備・構築

を推進します。 

 施策・事業 内  容 

１ 地域生活支援拠点の整備 

 

障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据え

つつ、障がい者（児）の地域生活支援をさらに推進す

る点から、地域における課題の解決を目指す「地域生

活支援拠点」等の整備を推進します。 
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（３）人にやさしい安全・安心なまちづくり 

① 生活環境の整備 

【施策の方針】 

 誰もが安全で、使いやすいまちづくりを目指して、今後も計画的に都市基盤施

設におけるバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 

 災害発生時も視野にいれた避難経路の検討・確認も含め、安心して通行できる

道路や歩行空間の整備を推進します。 

 施策・事業 内  容 

１ 安心して通行できる道路・ 

歩行空間の整備 
障がいのある人が安全に安心して外出できるよう、

災害発生時も視野にいれた避難経路の検討・確認も含

め、今後も引き続き、歩道の段差解消、点字ブロック

やグリーンベルトの設置、分かりやすい標識の整備等

によるまちづくりを推進します。                                             

〔関連事業〕○歩道の整備・改修    

○側溝改修 

○グリーンベルトの整備  

２ 公共施設等におけるバリアフ

リー化・ユニバーサルデザイ

ン化の推進 

公共施設等について、安全かつ快適に利用できるよ

う、バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を推進

します。                                        

〔関連事業〕○オストメイト対応トイレの設置 

○「みんなのトイレ」の設置 

３ 外出しやすい環境についての

検討 
都市整備の基盤や移送サービスのあり方等、外出し

やすい環境について検討します。 

また、ノンステップバスのさらなる導入を要請する

ため、バリアフリーネットワーク会議等での交通事業

者との連携や、県事業補助金の活用を検討します。 
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② 防災・防犯体制の整備 

【施策の方針】 

 災害時における障がいのある人の安全確保に向けて、「災害時要援護者対策」

を充実させます。 

 地域福祉推進のための取り組みを定めた「中井町地域福祉計画」や「中井町地

域防災計画」との連携により、災害時や緊急時に、地域で障がいのある人を支

援できるよう、地域ぐるみの防災・防犯体制を強化します。 

 福祉避難所の設置に向けた具体的推進体制の構築の推進に努めます。 

 医療的ケアなど、特別な配慮が必要な人に向けた対応の検討をはじめとする地

域における防災体制づくりの推進に努めます。 

 障がいのある人のみならず、介護・介助をしている家族や親族に向けた、日頃

から活用できる緊急連絡・連携体制を検討し、体制の整備を図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 地域における防災・防犯体制

づくり 

障がいのある人が安全に安心して暮らせるよう、

「中井町地域福祉計画」との連携により、地域ぐるみ

の防災・防犯体制づくりを進めます。 

また、「避難行動要支援者名簿」の活用を促進し、

安全に避難ができるように、地域住民や関係機関との

協力体制の確立を進めます。 

〔関連事業〕○災害時避難行動要支援者登録制度 

○防犯パトロール 

○防犯灯の整備促進 

２ 「福祉避難所」の設置 災害発生時に、一般的な避難所では生活が困難な要

援護者を対象とした「福祉避難所」を開設するととも

に、関係施設等の協力体制に努めます。 

〔関連事業〕○災害時協力協定の整備 

３ 医療的ケア等の特別な配慮が

必要な人への対応の検討 

災害時に、在宅酸素療法やたんの吸引等の特別な配

慮が必要な人の把握に努め、対応を検討します。 

４ 緊急通報システムの整備 緊急通報装置の貸与等、日常生活の緊急事態におけ

る不安の解消に努めます。 

〔関連事業〕○緊急通報装置貸与事業 
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③ 住居の整備 

【施策の方針】 

 障がいのある人等の地域生活支援のために、地域生活支援事業における相談支

援事業に住宅入居等支援事業を位置付け、住宅の確保に努めます。 

 地域住民と、障がいのある人自身及び障がいのある人に関わる関係者の協力体

制のもと、地域の実情に応じた住居の確保に努めます。 

 施策・事業 内  容 

１ 住居の整備 

 

障がい種別や特性に応じたグループホームが必要な

ことから、引き続き近隣市町村での施設等の確保に努

めるとともに、利用者のニーズに応じた施設整備を促

進します。 
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（４）個性に応じた保育・教育・学習の充実 

① 保育体制の充実 

【施策の方針】 

 今後も、障がいのある子どもの多様なニーズに対応し、ライフステージを通し

て一貫した支援ができるよう連携します。 

 様々な実態に応じた支援を行うために、療育手帳を所持していない子どもや発

達障がい児も含めた、支援を必要とするすべての子どもの実態把握に努めます。 

 発達障がいの早期発見・相談・支援と家族支援の体制の整備を推進します。 

 施策・事業 内  容 

１ 統合保育の推進 認定こども園や保育園での障がいのある子どもの受

け入れ体制の整備に努め、障がいの有無にかかわらず

保育を受けることのできる「統合保育」の推進に努め

ます。 

２ 継続的な支援体制の整備 これまでの生育歴等を記録した支援ノート等の活用

を図る等、就学前から就学へと途切れなくつながる継

続的な支援体制の整備に努めます。 

３ 発達障がいへの支援体制の整

備 

発達が気になる子どもと保護者のため、心理相談員

や保健師によるきめ細かな対応に努めるとともに、保

健福祉事務所や医療機関、教育機関等との連携を強化

します。 

〔関連事業〕○保育士の加配事業 

○１歳６カ月児健康診査 

○３歳児健康診査 

○「神奈川県発達障害支援センターかな

がわＡ（エース）」との連携 
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② 教育の推進 

【施策の方針】 

 学校全体で障がいのある児童・生徒への理解を深め、障がい特性に応じた適切

な教育が行えるよう、支援の充実を図ります。 

 多様な障がい特性を理解した教職員等の養成に努め、教育相談と福祉相談の両

相談支援が連携して、障がいのある子どもとその家族を支援する体制の構築を

図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 就学支援の充実 特別支援学級に在籍または在籍を検討している児

童・生徒について、学校医や児童相談所相談員、民生

委員・児童委員、教育委員、保健師等からなる教育支

援委員会を開催し、一人ひとりの特性に応じた適切な

就学指導に努めます。 

２ 特別支援教育の充実 一人ひとりの教育的ニーズに対応できるよう、「特

別支援教育」の充実を図ります。 

３ 統合教育実現への配慮 障がいのある児童・生徒が、可能な限り障がいのな

い児童・生徒とともに教育を受けられるよう配慮しま

す。 

４ 放課後支援の充実 障がいや家庭の状況に応じた預かりサービスがで

きるよう、放課後支援の充実に努めます。 

５ 学校施設のバリアフリー化・ 

ユニバーサルデザイン化の推

進 

障がいのある児童・生徒が、安全に安心して学校生

活を送れるよう、施設・設備の改善や環境の整備の推

進に努めます。 

６ 教職員の研修の充実 特別支援教育担当者研究会等の研修会を開催し、指

導支援等の諸問題について研究協議する等、特別支援

教育の充実を図ります。 

７ 教育相談の拡大・充実 教育相談コーディネーターと臨床心理士からなる

スクールカウンセラーが児童・生徒や保護者の相談に

対応するとともに、教育支援センターに相談員を配置

し、教育支援に努めます。 

〔関連事業〕○町学校カウンセリング事業 

○たんぽぽ教室 
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③ 障がい児支援体制の充実 

【施策の方針】 

 教育、保育等の関係機関とも連携を図った上で、効果的な支援を身近な場所で

提供する体制の構築を図ります。 

 療育体制の整備を課題とし、児童発達支援センターの整備を視野に入れた、児

童発達支援サービスの確保を目指します。 

 児童発達支援センターについては、圏域内での関係市町や事業所等と連携し、

調整します。 

 施策・事業 内  容 

１ 児童発達支援 障がいのある未就学児を対象に、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

適応訓練などのサービスの確保に努めます。 

２ 障害児相談支援 児童通所支援を利用する時に、指定障害児相談支援

事業者が、利用するサービスの種類や内容等を記載し

た障害児支援利用計画を作成します。 
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（５）社会参加の促進 

① 就労への支援 

【施策の方針】 

 誰もがその人らしく自立した生活を営めるよう、関係機関と連携し、就労相談

から地域定着支援まで一貫した支援体制の整備を図ります。 

 障がい者雇用に関する法律・制度の周知に努めるとともに、雇用者等に理解を

求めていきます。 

 障がいのある人の就労機会の拡大に向けて、企業への障がいの理解促進を図り

ます。 

 施策・事業 内  容 

１ 就業相談の充実 公共職業安定所（ハローワーク）や「障害者就業・

生活支援センター」、特別支援学校等の教育機関との

連携を図り、就労相談から定着支援まで、一体的な支

援を推進します。 

〔関連事業〕○障がい者就業支援事業 

（障害者支援センター ぽけっと） 

２ 多様な就労の場の確保 就労困難な障がいのある人に、障がいに応じた就労

の場を提供するため、相談支援事業所や関係企業、地

域生活支援センター、就労継続支援事業所等との連携

を図ります。 

〔関連事業〕○就労継続支援 

     ○地域生活支援センター 

３ 企業等への障がい者雇用に関

する法律・制度の周知 

障がいのある人も働きやすい環境づくりを推進す

るために、企業等へ障がい者雇用に関する法律・制度

の周知に努めます。 
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② 移送支援の充実 

【施策の方針】 

 地域生活支援事業において「移動支援事業」、任意事業として「身体障害者用

自動車改造費助成事業」「障害者施設通所交通費助成事業」「重度障害者等タク

シー券助成事業」「重度障害者等自動車燃料費助成事業」を実施し、移送支援

の充実に努めます。 

 施策・事業 内  容 

１ 移送支援の充実 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外

出の際の支援を行うことにより、地域における自立生

活及び社会参加を促進します。 

 

 

③ スポーツ・レクリエーション・生涯学習の促進 

【施策の方針】 

 障がいのある人が地域社会の中で生きがいのある生活を送ることができるよ

う、各種講座等への参加の促進を図り、また、「中井町スポーツ推進計画」と

の整合性を図りつつ、スポーツ・レクリエーション活動等への支援を行います。 

 施策・事業 内  容 

１ 各種大会への支援 家族や地域住民が集まり、スポーツや文化活動を楽

しめる各種大会の支援を行います。 

〔関連事業〕○障がい者スポーツ大会 

○県西地区障がい者文化事業 

〇なかいスポ・レク祭 

２ 自主活動への支援 スポーツ、文化団体等の育成を図るため、活動拠点

の提供、活動費の補助やアドバイス等を行います。 

３ 各種講座等への参加の促進 障がいのある人が各種講座等に安心して参加でき

るよう、手話通訳奉仕員等の派遣をはじめとする環境

づくりを進めます。 

 

  



90 

 

（６）障がいの早期発見と地域包括支援体制の充実 

① 障がいの早期発見、療育体制の整備 

【施策の方針】 

 母子保健事業（健康診査等）を推進し、疾病や障害の早期発見に努め、広域的

な連携も含めた療育支援体制を整備、強化します。 

 施策・事業 内  容 

１ 母子保健事業の充実 疾病、障がいの早期発見のため、関係機関との連携

により、妊婦・乳幼児健康診査をはじめとした母子保

健事業の充実を図ります。 

〔関連事業〕○１歳６カ月児健康診査  

○３歳児健康診査 

２ 療育支援体制の充実 発育・発達の気になる子どもについての相談に応

じ、健診時の心理相談やフォロー教室、医療機関等と

の連携による支援体制の充実を図ります。 

〔関連事業〕○育児相談 

○健診事後フォロー教室「あいあい」 
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② 保健・医療・福祉の充実 

【施策の方針】 

 中途障がいの原因疾病を予防するための各種保健等事業や、障がいの重度化や

二次障がいの予防に向けたリハビリテーションの充実を図ります。 

 安心した地域生活を支えるため、保健・医療・福祉のサービスを必要なときに

適切に受けることができるよう、保健・医療・福祉の多分野、多職種連携を推

進し、提供体制の充実を図ります。 

 障がいのある人の医療的ケアへの対応、施設から在宅生活への意向、在宅での

療育支援を踏まえ、保健・医療・福祉サービスの提供を効率的・効果的に推進

します。 

 施策・事業 内  容 

１ 生涯を通じた健康づくり・一次

障がい予防の推進 
生涯を通じた健康づくりを支援し、中途障がいの原

因疾患となる生活習慣病等を予防するため、健康診

査、健康教育、健康相談等各種保健事業を推進します。 

〔関連事業〕○介護予防事業 

中井町転倒骨折予防体操 

（こゆるぎ体操） 

２ 二次障害がい予防の推進 既存の障がい（一次障がい）から生じる合併症や日

常生活能力の低下（二次障がい）を生み出さないため

に、理学療法士による訪問指導等の治療やリハビリテ

ーションを実施します。また、生活環境等についての

正しい知識の普及のために本人や介護家族へのアド

バイス等を行い、必要に応じ医療機関との連携を図り

二次障がいの予防に努めます。 

〔関連事業〕○運動器の機能向上事業 

（はつらつ体操教室） 

○理学療法士等による訪問事業 

３ 広域的連携による医療体制の

充実 
一人ひとりの多様な医療ニーズに対応できるよう、

広域的な連携による医療体制の充実を図ります。 

〔関連事業〕○障がい者歯科二次診療 
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③ 精神保健施策の充実 

【施策の方針】 

 保健福祉事務所や相談支援事業所等の関係機関との連携により、精神保健福祉

の向上に努めます。 

 精神障がいのある人の地域での生活を推進するため、精神疾患に関する正しい

知識の普及に努めます。 

 精神保健福祉に関する普及活動を継続かつ充実させ、同時に相談支援の充実を

図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 相談支援の充実 町専門職員による相談対応のほか、保健福祉事務所

や相談支援事業所等との連携により、精神障がいのあ

る人や家族等の介護者のための相談支援の充実を図

ります。 

〔関連事業〕○相談支援事業 

 

２ 

精神疾患に関する正しい知識

の普及啓発 

精神保健福祉ボランティアやピアカウンセラーの

育成、講演会の開催等により、精神疾患に関する正し

い知識の普及に努めます。 

 

④ 難病疾患者への情報提供の充実（新規） 

【施策の方針】 

 難病疾患などをめぐる法改正に対して適切に対応し、希望する人に必要な支援

が届くよう、体制の整備を推進します。 

 在宅の難病疾患者に対し、保健・医療・福祉の各サービスを提供できるよう、

相談支援機能の強化を図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 難病患者への適切な支援 
「障害者総合支援法（平成 25 年 4 月施行）」等に

基づき、難病患者への適切な支援に努めます。また、

制度変更に対し、円滑に対応できるよう推進します。 

 

２ 

難病患者への情報提供 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に

あたっては、難病等の特性（病状の変化や進行、福祉

ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施されるよう、

理解と協力の促進を図り、難病患者に対し、保健・医

療・福祉の情報提供が円滑にできるよう県や関係機関

と連携し、相談体制の整備に努めます。 



93 

 

⑤ 高次脳機能障がいのある人への支援（新規） 

【施策の方針】 

 高次脳機能障がいを発症した人に対し、医療からリハビリを経て、地域社会の

中で生活できるように、社会復帰までの一貫した効果的な支援に向けて、関係

機関との連携による支援体制の構築を図ります。 

 町民への障がいに対する理解に向けた周知を図ると同時に、身近な存在である

家族の理解が得られるよう、医療機関や福祉機関との連携により、家族への支

援の推進に努めます。 

 施策・事業 内  容 

１ 高次脳機能障がいについての

知識普及と啓発 

認知が進んでいない高次脳機能障がいについての

啓発や、正しい知識の普及を図ります。 

２ 高次脳機能障がい者への支援 高次脳機能障がい者及びその家族に対する相談支

援に努め、相談体制の整備を図ります。 
 

⑥ 地域包括支援体制の整備 

【施策の方針】 

 各福祉制度を横断的に捉え、より迅速に適切な支援につながるよう、医療機関

も含め関係機関・担当者間の連携を強化することにより地域包括支援体制の整

備を目指すとともに、相談支援員の資質向上を図るための環境を整えます。 

 ライフステージの各場面で、一人ひとりにあった支援が受けられるよう、個別

のニーズを把握し、保健、教育、医療、福祉、就労等の各関係機関が情報を共

有でき、重層的に支援する体制を整えます。また、地域などへの社会参加が円

滑にできるような支援体制を整えるとともに、障がいのある人が地域で自立す

るために必要な配慮を整理し、関係機関で共有できる仕組みを作ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 居住支援機能と地域支援機能

の一体的な整備・構築 
県、周辺市町村等との連絡・調整を図り、各地域、

事業所において、複数の機関が分担して居住支援機能

と地域支援機能の一体的な整備を構築します。 

２ 地域包括支援体制の整備 本町では他圏域との連携、県ナビ事業、あんしんネ

ット事業等の活用を含め、障がい種別を限定すること

なく、地域で安心して生活できるように、必要なサー

ビスや情報を共有できるネットワーク機能について

も、地域生活支援拠点の機能に組み込むことも検討し

ていきます。 
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（７）情報のバリアフリー化 

① 情報提供の充実  

【施策の方針】 

 誰もが必要とする情報を確実に入手できるよう、障がい特性に配慮した情報提

供の充実を図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ 情報提供の充実 「広報なかい」や町ホームページ、窓口で配布して

いる「障害児者のための制度案内」等、さまざまな媒

体を用いて情報提供の充実を図ります。 

２ 障がいに配慮した情報提供の

推進 

文字による情報入手が困難な障がいのある人への

点訳や音訳等による情報提供を推進していきます。 

〔関連事業〕○中井町ボランティア連絡協議会による

点訳・音訳事業 

 

 

② コミュニケーション支援体制の充実  

【施策の方針】 

 障がいのある人の日常生活における必要な情報の入手や社会参加の機会を保

障するため、手話通訳奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣等のコミュニケーション

支援体制の充実を図ります。 

 施策・事業 内  容 

１ コミュニケーション支援の充

実 

個人や団体からの要請に応じて、手話通訳奉仕員や

要約筆記奉仕員の派遣を行う等、コミュニケーション

支援の充実を図ります。 

〔関連事業〕○手話通訳者等派遣事業 

     〇手話奉仕員養成研修 
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第５章 第５期障がい福祉計画・第１期障がい

児福祉計画（障がい福祉計画にかかる数値目標） 

第１節 「第４期障害福祉計画」の成果目標実施状況                       

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

地域生活移行者数 数値 

【目標値】 

平成 25年度末時点の入所者のうち、平成 29年度末

までに地域生活へ移行する人の目標値 

２人 

第４期計画施設入所者数【見込】 １２人 

平成 28年度末の施設入所者数【実績】 １３人 

 

福祉施設入所者削減数 数値 

【目標値】 

平成 25 年度末時点の施設入所者数から平成 29 年

度末の利用人員見込を差引現状した入所削減見込 

1人 

平成 28年度末の施設入所者削減数【実績】 ０人 

 

（２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

精神障がい者の退院者数 数値 

【目標値】 

平成 29 年度末までに、地域生活へ移行する精神障

がい者の退院者数の目標値 

1人 

平成 28年度末の退院数【実績】 ０人 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点等の整備 

【目標】 

県との間で連携を図ることが必要であるとともに、周辺市町村等との連絡・

調整を図り、各地域、事業所において、複数の機関が分担して機能を担う

体制の整備に努めます。 

【達成状況】 

地域生活支援拠点等の整備については、足柄上地区地域自立支援協議

会の地域生活支援部会で、足柄上地区における地域生活支援拠点事業の

あり方について議論を行ってきました。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

一般就労移行者数 

（就労移行支援事業等を通じて、同年中に福祉施設利用

から一般就労へ移行した人） 

数値 

【目標値】 

平成 29年度中に一般就労に移行する人の数 
１人 

【実績見込み】平成 29年度の年間一般就労移行者数 0人 

 

平成 29年度末の就労移行支援事業利用者数 数値 

【目標値】 

平成 29年度末に就労移行支援事業を利用する人の数 
１人 

【実績見込み】 

就労移行支援事業利用者数の実績見込 
０人 
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第２節 指定障害福祉サービス・相談支援の計画値（見込量）と実績 

 訪問系サービス 

 

 

【概括】 

訪問系サービスでは、年々利用者が増加し、平成 29 年度より実績が目標を上回

っています。 

 

【今後の見込み】 

平成 29 年度より、共同生活援助における重度訪問介護の生活圏での利用増加が

見込まれることや、障がい支援区分の重症化が見込まれることなどを検証し、目標

値を設定します。 
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 日中活動系サービス（その１） 

 
 

【概括】 

「生活介護」の実績は年々増加していますが、目標より下回り推移しています。

「自立訓練（機能訓練）」は、利用人数は実績が目標と同数で推移していますが、

利用人日分は毎年実績が目標を上回っています。 

 

【今後の見込み】 

訪問系サービス同様に、障がい者支援区分の重症化が見込まれることなどから、

目標値を設定します。 
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 日中活動系サービス（その２） 

 
 

【概括】 

「就労移行支援」、「就労継続支援（Ａ型）」、「就労継続支援（Ｂ型）」とも

に、年々利用者が増加しています。 

 

【今後の見込み】 

社会生活に適応が困難な精神障がい者のサービス利用が増加傾向にあることか

ら、今後のサービス利用についても適切に目標を設定します。 

就労継続支援（Ｂ型）事業所が、町内に 1 か所開設されているものの、利用者の

大半は近隣市町村の事業所を利用していることから、町内での事業所整備について

も検討していく必要があります。 
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 日中系サービス（その３） 

 

 

【概括】 

「療養介護」は毎年横ばいで推移し、一か月一人あたりの平均利用日数もほぼ横

ばいで推移しています。「短期入所」においては、利用者はほぼ横ばいですが、一

か月一人あたりの平均利用日数は僅かですが減少傾向にあります。 

 

【今後の見込み】 

障がい者の介護をしている人の高齢化が進み、介護を担う人の減少がみられます。

今後、介護者の負担軽減も含め、「短期入所（ショートステイ）」の利用について、

適切に目標値を設定します。 
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 居宅系サービス 

 

 

【概括】 

「共同生活援助（グループホーム）」の利用実績は毎年同数で推移しています。

「施設入所支援」においても、目標と実績がほぼ同数となっています。 

 

【今後の見込み】 

障がい者の介護者の高齢化が進んでいます。今後、居宅での生活が困難になるこ

とが想定されることから、居宅系サービス等の利用について、適切に目標値を設定

します。 

 

 相談支援 

 

 

【概括】 

「計画相談支援」は、毎年目標を下回っています。 

 

【今後の見込み】 

サービス利用状況や、地域生活への移行を勘案して見込量を設定し、相談支援事

業者の参入促進や相談支援人材の確保・育成に取り組み、円滑なサービス提供を図

ります。 
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 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 

 

 

【概括】 

「地域移行支援」及び「地域定着支援」は目標達成していません。 

 

【今後の見込み】 

「地域移行支援」においては、施設や精神科病院、保護施設、矯正施設に入所、

入院されている方に対して、住居の確保や地域における生活に移行するための活動

などの支援を行います。 

「地域定着支援」においても、居宅において一人暮らしの人等に対して、常時の

連絡体制を確保し、緊急時等の相談に対応できるようにします。 
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 相談支援事業 

 

 

【概括】 

相談支援事業は、平成 27 年度より目標設定していますが、各事業において各年

度の利用者は少ない状況でした。 

 

【今後の見込み】 

成年後見人制度とは、判断能力が十分ではない方を法律的に支援・援助するため

の制度であり、制度利用により、障がいのある人の生活を支援します。 
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 意思疎通支援事業 

 
 

【概括】 

意思疎通支援事業は、平成 27 年度より目標を設定し事業を推進していますが、

現在、利用実績はありません。 

 

【今後の見込み】 

障がいのある人の社会参加を促進するためにも、手話を使用する聴覚障がい者な

どの日常生活で必要な場面において、手話通訳者の派遣を積極的に推進します。 

 移動支援事業 

 
 

【概括】 

「移動支援事業」においては、各年度利用数は横ばい状況ですが、利用時間につ

いては目標を大きく上回り推移しています。 

 

【今後の見込み】 

移動が困難な障がい者（児）が充実した日常生活を営むことができるよう、通院

や社会参加等に必要な外出時の支援を行います。障がい者（児）のニーズを的確に

捉え、目標値を設定します。  
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 日常生活用具給付事業 

 
 

【概括】 

日常生活用具給付事業においては、排せつ管理支援用具が増加傾向にありますが、

他の給付利用については、各年度ほぼ同様の実績で推移しています。 

 

【今後の見込み】 

障がいのある人が、家庭で生活を営むうえでの不便を解消し、自らの力で生活す

ることを容易にするために、給付実態等を適切に把握し、目標値を設定します。 
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 任意事業 

 

 

【概括】 

本町において任意事業は、「日中一時支援事業」と「訪問入浴サービス事業」を

実施しています。 

平成 27 年度から目標値を設定していますが、「日中一時支援事業、「訪問入浴

サービス事業」ともに利用者は、各年度ほぼ横ばいで推移しています。 

 

【今後の見込み】 

「日中一時支援事業」は、障がい者（児）の日中における活動の場を確保し、障

がい者（児）の家族の就労支援及び障がいのある人などを日常的に介護している家

族の一時的な休息を目的としていることから、介護者のニーズを的確に把握し、目

標値を設定します。 
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第３節 障がい児支援の計画値（見込量）と実績              

 障害児通所系サービス 

 

 

 

【概括】 

「放課後等デイサービス」、「児童発達支援」、「障害児相談支援」は年々利用

実績が増加しています。「保育所等訪問支援」についての利用実績は、目標を下回

っていますが、増加傾向となっています。 

 

【今後の見込み】 

利用実績をもとに、今後の新規利用者数を勘案し、見込量を設定します。以前に

比べ、知的障がいに対する認知度が高くなっています。今後、サービスの利用も増

加することが予測されることから、サービス利用の増加を前提に適切な目標値を設

定します。 
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第４節 第５期障がい福祉計画の成果目標                            

国が平成 29年 3 月に示した「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」に基づき、障がい福祉計画における成果目標を次の

ように設定します。 

 

（１）福祉施設の施設入所者の地域生活への移行 

区分 目標 備考 

平成 32年度末までの 

地域移行者数 
２人 

国の考え方 

 平成 28年度末時点の施設入所者 9％以上が

地域移行する 

 

本町における設定方法 

 平成 28 年度末時点の施設入所者数 13 人で

す。平成 30年度から平成 32年度までの数値

目標については、平成 28 年度末施設入所者

13人から 2人が地域生活へ移行することを目

標とします。 

平成 32年度末までの 

施設入所者数 
１２人 

国の考え方 

 平成 28 年度末時点の施設入所者数から 2％

以上を削減する 

 

本町における施設方法 

 平成 28 年度末時点の施設入所者数 13 人の

2％にあたる 1人を除した 12人を平成 32年度

末時点での施設入所者目標とします。 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

区分 目標 備考 

精神障がいにも対応

した地域包括ケアシ

ステムの構築 

設置 

国の考え方 

 平成32年度末までにすべての市町村ごとに

保健・医療・福祉関係者による協議の場を

設置する 

 

本町における取組み 

 精神障がい者の地域移行にあたっては、個

別ケースに応じて関係機関が協議を行って

いるところですが、その中で抽出された地

域課題や行政区をまたがる圏域の課題につ

いては、足柄上地区地域自立支援協議会を

活用し、精神障がい者にも対応した地域包

括ケアシステムの構築に向けて協議を行っ

てまいります。 

 

「圏域」とは 

・「障害保健福祉圏域」… 二次保健医療圏を基本とした圏域（県西地域２市８町） 

・「日常生活圏域」…住民が日常生活を営んでいる地域（秦野市・二宮町・平塚市等） 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

区分 目標 備考 

地域生活支援拠点等

の整備 

平成 32年度末までに地域生活

支援拠点を地域自立支援協議

会圏域等で１箇所整備しま

す。 

国の考え方 

 平成 32 年度末までに各市町

村または各圏域に整備する 

 

本町における取組み 

 地域生活支援拠点等の整備

については、足柄上地区地域

自立支援協議会の地域生活

支援部会で、足柄上地区にお

ける地域生活支援拠点事業

のあり方について議論を行

ってまいりました。 

今後も地域生活支援拠点の

整備に向けて、近隣市町との

連携も含め、県や圏域と協議

し、拠点整備に向け取組みま

す。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

区分 目標 備考 

平成 32 年度末まで

の一般就労への移行

者数 

２人 

国の考え方 

 福祉施設からの一般就労者数を平成 28 年度

実績の 1.5倍以上とすること 

 

本町における設定方法 

 平成 28 年度末時点の一般就労への移行者数

1人×2倍＝2人 

平成 32年度末の 

就労移行支援事業の

利用者数 

９人 

国の考え方 

 就労移行支援事業利用者を平成 28 年度末か

ら 2割以上増加させる 

 

本町における設定方法 

 平成 28 年度末時点の利用移行者 2 人×4.5

倍＝9人 

平成 32 年度の就労

移行支援事業所ごと

の就労移行率の増加 

８０％ 

国の考え方 

 就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3

割以上の事業所が全体の 5割以上 

 

本町における設定方法 

 平成 28年度実績に基づき、設定する 

平成 32 年度の就労

定着支援による職場

定着率の増加 

８０％ 

国の考え方 

 就労定着支援事業利用者の支援開始 1 年後

の職場定着率を 80％以上 

 

本町における設定方法 

 国の方向性に従い、設定する 
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第５節 第１期障がい児福祉計画の成果目標                            

国が平成 29年 3 月に示した「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」に基づき、障がい児福祉計画における成果目標を次

のように設定します。 

 

（１）障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築 

区分 目標 備考 

児童発達支援センター

の設置 
1か所 

国の考え方 

 平成 32 年度末までに児童発達支援セン

ターを各市町村または圏域に少なくと

も 1か所以上設置 

 

本町における設定方法 

 児童発達支援センターは県西障害保健

福祉圏域において１箇所整備されてい

ますが、今後も圏域内の関係市町及び周

辺自治体との連携を図り、障がい児とそ

の家族に対し、年齢別等のニーズにも対

応できるように平成 32 年度末までに１

か所以上整備することを目標とします。 

保育所等訪問支援を利

用できる体制の構築 
1か所 

国の考え方 

 平成 32 年度末までにすべての市町村に

おいて保育所等訪問支援を利用できる

体制を構築する 

 

本町における設定方法 

 障がい児の地域社会への参加・抱擁（イ

ンクルージョン）を推進するため、今後

も保育所等訪問支援を継続して利用で

きる体制を構築していきます。 
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（２）医療的ニーズへの対応について 

区分 目標 備考 

主に重症心身障がい児

を支援する児童発達支

援及び放課後等デイサ

ービス事業所の確保 

児童発達支援事業所 

1か所 

 

放課後等デイサービス 

1か所 

国の考え方 

 平成 32 年度末までに主に重症心

身障がい児を支援する児童発達

支援及び放課後等デイサービス

事業所を各市町村または圏域で

少なくとも 1か所以上確保 

 

本町における設定方法 

 重症心身障がい児が身近な地域

で児童発達支援や放課後等デイ

サービスの必要な支援が受けら

れるよう、県西障害保健福祉圏域

や周辺自治体との連携を図り、各

事業所を１か所以上整備するこ

とを目標とします。 

関係機関による連携・

協議の場の設置 

圏域で連携 

の上設置 

国の考え方 

 平成 32 年度末までに各圏域及び

市町村において、保健・医療・福

祉・保育・教育等の関係機関が連

携、協議できる場の設置 

 

本町における設定方法 

 本町では医療的ケア児の個別の

検討会議の中で抽出された地域

課題や行政区をまたがる圏域の

課題について、足柄上地域自立支

援協議会の部会を活用して協議

を行い、関係機関と連携が図れる

体制づくりを行っていきます。 
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第６章 障害福祉サービス等の見込量              

第１節 障害福祉サービスの見込量                   

（１）訪問系サービス 

【サービス内容】 

名称 説明 

居宅介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障

がいにより行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要

とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時

における移動支援などを総合的に行います。 

行動援護 
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や外出支援を行います。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動

に必要な情報の提供（代筆、代読含む）、移動の援護等の外

出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービ

スを包括的に行います。 

 

【サービスの見込量】 

訪問系サービスに分類される「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「同行援

護」「重度障害者等包括支援」の見込量については、次のとおり、平成 30 年度から

32 年度までのサービス量を見込んでいます。 

 

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

見込量（時間） 235 370 415 460

見込利用者数（人） 8 8 9 10

※時間分＝月間のサービス提供時間　　　人分＝月間の利用人数

居宅介護
重度訪問介護

行動援護
同行援護

重度障害者等包括支援
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（２）日中活動系サービス 

【サービス内容】 

名称 説明 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の

介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を

提供します。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、

身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行いま

す。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとと

もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

雇用契約を結ぶＡ型と、雇用契約を結ばないＢ型がありま

す。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した障がい

のある人で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生

じている人に対し、相談や連絡調整等、課題解決に向けて

必要となる支援を行います。 

※平成 30年度から新たに新設されるサービスです。 

療養介護 

医療を必要とする人であって、常に介護を必要とする人に、

医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常

生活の世話を行います。 

短期入所 

（福祉型・医療型） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含

め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
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【サービスの見込量】 

日中活動系サービスに分類される「生活介護」「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」

「就労移行支援」「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」「療育介護」及び「短期入所」の

平成 30 年度から 32年度までのサービス量を見込んだ見込量は、次のとおりです。 

 

 

  

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

見込量（人日分） 415 435 460 485

見込利用者数（人） 21 22 23 24

見込量（人日分） 0 15 15 15

見込利用者数（人） 0 1 1 1

見込量（人日分） 0 20 20 20

見込利用者数（人） 0 1 1 1

見込量（人日分） 105 125 150 175

見込利用者数（人） 9 7 8 9

見込量（人日分） 25 20 40 60

見込利用者数（人） 2 1 2 3

見込量（人日分） 540 565 590 615

見込利用者数（人） 36 37 38 39

就労定着支援
(平成30年度開始サービス）

見込利用者数（人） - 1 1 1

療養介護 見込利用者数（人） 1 1 1 1

見込量（人日分） 30 35 45 55

見込利用者数（人） 9 9 10 11

見込量（時間） 30 35 45 55

見込利用者数（人） 9 9 10 11

見込量（時間） - - - -

見込利用者数（人） - - - -

※時間分＝月間のサービス提供時間　　　人分＝月間の利用人数

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

短期入所
（ショートステイ）

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）

就労移行支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）
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（３）居住系サービス 

【サービス内容】 

名称 説明 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の

介護等を行います。 

共同生活援助 

(グループホーム) 

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行いま

す。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定さ

れている方には介護サービスも提供します。 

自立生活援助 

一人暮らしを希望する人に対して、定期的な訪問等を行っ

て生活状況を確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調

整等を行います。 

※平成 30年度から新たに新設されるサービスです。 

 

【サービスの見込量】 

居住系サービスについての、平成 30年度から 32年度までのサービス量の見込みは、

次のとおりです。 

 

 

 

  

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

施設入所支援 見込利用者数（人） 12 12 12 12

共同生活援助 見込利用者数（人） 6 6 7 8

自立生活援助
(平成30年度開始サービス）

見込利用者数（人） - 1 1 1

※数値は年度あたり
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（４）計画相談支援等 

【サービス内容】 

名称 説明 

計画相談支援 

■サービス利用支援 

 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービ

ス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス時利

用者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計

画の作成を行います。 

■継続サービス利用支援 

 支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリ

ング）を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行

います。 

地域移行支援 

障がい者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を

退所する障がい者、児童福祉施設を利用する 18歳位以上の

者を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不

安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整

等を行います。 

地域定着支援 
居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時

の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 

 

【サービスの見込量】 

計画相談支援等の平成 30 年度から 32 年度までのサービス量の見込みは、次のとお

りです。 

 

  

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

計画相談支援 見込量（件） 60 65 70 75

地域移行支援 見込量（人） 0 1 1 1

地域定着支援 見込量（人） 0 1 1 1

※数値は年度あたり
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第２節 障害児福祉サービスの見込量                   

（１）障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 

【サービス内容】 

名称 説明 

児童発達支援 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると

認められる未就学の障がい児を対象に、日常生活における

基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応

訓練、その他必要な支援を行います。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管

理下での支援が必要であると認められた障がい児を対象

に、児童発達支援及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期

休暇中において、生活能力の向上のための訓練等を継続的

に提供します。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問して、障がい児に障がいのない児童との集

団生活への適応のための支援を行います。 

障害児相談支援 

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利

用計画を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連

絡調整を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行い

ます。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童

発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出すること

が著しく困難な障がい児に対して、居宅を訪問して発達支

援を提供するサービスです。 

医療的ケア児に対する

関連分野の支援を調整

するコーディネーター

の配置 

医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を

調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるととも

に、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資

源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支援のた

めの地域づくりを推進するといった役割を担いうるコーデ

ィネーターとして養成された相談支援専門員等の配置の促

進を図ります。 
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【サービスの見込量】 

障害児通所支援サービスの平成 30 年度から 32 年度までのサービス量の見込みは、

次のとおりです。障害児通所支援サービスは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サ

ービスとは異なり、児童福祉法に基づくサービスとなります。 

福祉型障害児入所施設については、1 施設確保することとします。 

 

 

 

  

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

見込量（人日） 75 95 115 135

見込利用者数（人） 8 9 10 11

見込量（人日） 0 - - -

見込利用者数（人） 0 - - -

見込量（人日） 120 135 150 165

見込利用者数（人） 11 9 10 11

見込量（人日） 0 2 2 2

見込利用者数（人） 0 1 1 1

障害児相談支援 見込利用者数（人） 10 13 15 20

医療的ケア児に対する関連分野
の支援を調整するコーディネー
ターの配置人数

見込配置数（人） - 1 1 1

見込量（人日） - - - -

見込利用者数（人） - - - -

※数値は1か月あたり

保育所等訪問支援

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援
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第３節 地域生活支援事業の見込量                    

（１）相談支援事業等 

【サービス内容】 

名称 説明 

理解促進・研修啓発 

事業 

地域住民に対して障がいのある人等への理解を深めるため

の研修や啓発を行います。 

自発的活動支援事業 

障がいのある人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、障がいのある人、その家族、地域住民等

が地域で行う自発的な取り組みを支援します。 

障害者相談支援事業 

障がいのある人やその保護者、介護を行っている人などか

らの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サー

ビスの利用支援、関係機関との連絡調整など必要な援助を

行います。 

基幹相談支援センター

の設置等機能強化事業 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関となる基

幹相談支援センターの設置に向けて協議・調整を進めます。

また、センターの設置に際して専門的職員の配置や地域の

相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・

提供、人材育成の支援、地域移行・地域定着に向けた取り

組みの実施など、相談支援機能の強化を図ります。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅※への入居を希望しているが、保

証人がいない等の理由により入居が困難な障がいのある人

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・助言を通じて障がいのある人の地域生活

の支援を行い、関係機関との連絡・調整等必要な支援を図

ります。 

※「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅（アパ

ート、マンション、一戸建て）のことを言う。 
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名称 説明 

成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度は、知的障がいや精神障がいがあり判断能力

が不十分な人が、不利益を被らずに地域で安心して暮らせ

るように、本人に代わって成年後見人等が財産管理や福祉

サービスの契約を行います。 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における

後見等の業務を適性に行うことができる体制を整備すると

ともに、住民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援

することで、障がいのある人の権利擁護を図るものです。 

 

【サービスの見込量】 

相談支援事業等については、次のとおり、平成 30 年度から 32 年度のサービス量を

見込んでいます。 

また、現在の障害者相談支援事業を発展させ、平成 32 年度までに基幹相談支援セ

ンターの創設を目指します。  

 

 

  

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

理解促進・研修啓発事業 実施の有無 0 実施 実施 実施

自発的活動支援事業 実施の有無 0 実施 実施 実施

障害者相談支援事業 見込量（か所） 1 1 1 1

基幹相談支援センターの
設置

見込 0 0 0 1

基幹相談支援センターの
設置等機能強化事業

見込 0 1 1 1

住宅入居等支援事業 見込 0 1 1 1

成年後見制度利用
支援事業

見込量（人） 0 2 2 2

成年後見制度法人後見
支援制度事業

見込 0 1 1 1

※数値は1か月あたり
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（２）意思疎通支援事業 

【サービス内容】 

名称 説明 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人を対象と

して、手話通訳者や要約筆記者等の派遣、手話通訳者の設

置、点訳・音訳による支援などの事業を実施し、意思疎通

の円滑化を図ります。 

 

【サービスの見込量】 

意思疎通支援事業については、次のとおり、平成 30 年度から 32 年度までのサービ

ス量を見込んでいます。 

 

 

（３）日常生活用具給付事業 

【サービス内容】 

名称 説明 

日常生活用具給付等 

事業 

重度障がい者を対象に、日常生活上の困難を解消するため

の用具を給付します。サービスを利用する人が円滑に利用

できるよう、適切な情報提供等に努めるとともに、利用者

のニーズをよく把握し、適切な給付を行います。 

 

  

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

手話通訳者派遣事業 見込量（人） 0 1 1 1

手話通訳者設置事業 設置数（か所） 0 0 0 0

※数値は1か月あたり
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【サービスの見込量】 

日常生活用具給付事業については、次のとおり、平成 30 年度から 32年度までのサ

ービス量を見込んでいます。 

 

 

 

（４）移動支援事業 

【サービス内容】 

名称 説明 

移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人を対象にガイドヘル

パーを派遣し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動な

ど社会参加のための外出を支援します。 

 

【サービスの見込量】 

移動支援事業については、次のとおり、平成 30年度から平成 32 年度までのサービ

ス量を見込んでいます。 

 

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

介護・訓練支援用具 見込量（件） 0 1 1 1

自立生活支援用具 見込量（件） 0 1 1 1

在宅療養等支援用具 見込量（件） 0 1 1 1

情報・意思疎通支援
用具

見込量（件） 1 1 1 1

排せつ管理支援用具 見込量（件） 204 200 209 220

居宅生活動作補助用具 見込量（件） 1 2 2 2

合　計 見込量（件） 206 206 216 227

※数値は1か月あたり

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

見込利用者(人） 6 6 7 7

見込時間数（時間） 625 656 689 724

※数値は1か月あたり

移動支援事業



125 

 

（５）地域活動支援センター（地域作業所を含む） 

【サービス内容】 

名称 説明 

地域活動支援センター

（地域作業所を含む） 

障がいのある人を受入れ、創作活動または生産活動の機会

の提供、社会との交流促進等、地域の実情に応じた便宜を

図り、障がいのある人の地域での生活を支援します。 

地域活動支援センターＩ型事業所においては、相談支援や

専門職員による福祉及び地域の社会基盤との連携強化、地

域住民ボランティア育成、普及啓発等の事業を行います。 

 

【サービスの見込量】 

地域作業所を含む地域活動支援センターについては、平成 28 年度実績を基にした

算出となっています。 

 

 

 

（６）障害児等療育支援事業 

【サービス内容】 

名称 説明 

障害児等療育支援事業 

障害者総合支援法に基づく、県の地域生活支援事業です。

在宅の障がい児（者）及び療育的支援を必要とする子ども

とその家族の地域における生活を支えるため、専門的な支

援を行うとともに、関係機関の職員に対する支援、育成を

行います。 

 

【サービスの見込】 

本町は、障害児等療育支援事業については、県と関係機関等との連携を図りながら、

各種福祉サービスの提供の援助・調整や情報提供等を行います。 

 

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

見込量（か所） 1 1 1 1

見込利用者数（人） 0 1 2 2

※数値は1か月あたり

地域活動支援センター
（地域作業所を含む）
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（７）その他事業【任意事業】 

① 重度障害者訪問入浴サービス 

【サービス内容】 

名称 説明 

重度障害者 

訪問入浴サービス 

居宅において入浴することが困難、かつ、デイサービスセ

ンター等の通所又は病院への移送が困難な重度障がいの

ある人に対して、自宅訪問のうえ専用浴槽を利用して入浴

サービスを行います。 

 

【サービスの見込】 

重度障害者訪問入浴サービスは、次のとおり平成 30 年度から平成 32年度までの

サービス量を見込んでいます。 

 

 

② 日中一時支援事業 

【サービス内容】 

名称 説明 

日中一時支援事業 

障がいのある人の日中における活動の場を確保し、家族の

就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息

を目的とし実施します。 

 

【サービスの見込】 

日中一時支援事業は、次のとおり平成 30 年度から平成 32 年度までのサービス量

を見込んでいます。 

 

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

重度障害者訪問入浴
サービス

見込利用者数
（人/月）

1 1 2 2

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

日中一時支援事業
見込利用者数

（人/月）
2 3 4 5
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③ 身体障害者用自動車改造費助成事業 

【サービス内容】 

名称 説明 

身体障害者用自動

車改造費助成事業 

身体障害者手帳をお持ちの方が、就労等に伴い自動車を改

造する場合、その改造費を助成します。 

 

【サービスの見込】 

身体障害者用自動車改造費助成事業は、次のとおり平成 30 年度から平成 32 年度

までのサービス量を見込んでいます。 

 

 

④ 障害者施設通所交通費助成事業 

【サービス内容】 

名称 説明 

障害者施設通所 

交通費助成事業 

障がい者施設等に通所する障がい者の方に、施設への通所

に要する交通費を助成します。 

 

【サービスの見込】 

障害者施設通所交通費助成事業は、次のとおり平成 30 年度から平成 32年度まで

のサービス量を見込んでいます。 

 

 

  

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

身体障害者用自動車
改造費助成事業

見込利用者数
（人/月）

0 1 1 1

平成29年度
実績見込

平成30年度 平成31年度 平成32年度

障害者施設通所
交通費助成事業

見込利用者数
（人/月）

35 40 45 50
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第７章 計画の推進体制等                   

第１節 計画の推進のために                       

（１）障がい者（児）のニーズ把握・反映 

障がいの重複化や障害福祉制度の谷間にある人、難病患者やひきこもり等への支援拡

大の検討など、対象を広げた多様な障がい者（児）のニーズに柔軟に対応する谷間のな

い障がい者福祉施策の推進が求められています。 

出来る限り、身近な地域において日常生活や社会生活を営むことができるように、障

がいの特性や、ニーズに応じたサービス提供体制の充実を図るなどの自立生活を支援す

る仕組みづくりが必要です。 

この仕組みづくりのためにも、施策の内容や提供方法などについて、地域自立支援協

議会などを活用し、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの把握に努めます。 

 

 

（２）地域社会の理解促進 

発達障がい、高次脳機能障がいや難病患者については、見た目には障がいがあること

が分かりにくいという特徴があり、そのため周囲とのコミュニケーションが上手くいか

なかったり、学校、職場や地域で困難を抱えたりすることがあります。 

障がいのある人もない人も、ともに暮らす地域の実現のために、地域の住民に障がい

や障がい者（児）についての正しい理解をさらに深めていく必要があります。 

社会福祉協議会とも連携し、町民に対する広報・啓発を積極的かつ継続的に行うとと

もに、各種の交流事業の充実や地域住民の参加を得た福祉活動を促進します。 

 

 

（３）障がい者（児）の地域参加の促進 

障がいのある人もない人も、ともに暮らす地域の実現のためには、地域とのつながり

を強めていくことが大切です。地域行事や各種イベントに、障がい者（児）が積極的に

参加していけるよう、環境づくりを進めていく必要があります。 

また、地域参加を支援していけるよう、地域福祉活動を促進します。 
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（４）医療的ケアをはじめとする障がい特性を理解した人材の育成・確保 

多様な障がい特性を理解した人材及び医療的ケアに対応できる人材が不足しており、

福祉・医療人材の質と量の充実が求められています。 

それぞれの地域で、適切な医療的ケア等の支援を、誰もが施設と在宅の区別なく安心

して受けられるよう、専門性の高い人材の確保に向けた勉強会や、質の向上に向けた研

修を実施する等により、福祉人材の育成・確保を図ります。 

 

 

第２節 推進体制の整備                         

（１）庁内の推進体制の整備 

本計画を確実に実施していくために、関連各課や関係機関との連携をさらに強化し、

庁内の推進体制の充実に努めます。 

また、すべての職員が、障がい者（児）に配慮しつつ各自の職務を遂行することがで

きるよう、職員の障がい福祉に関する知識と意識を高めていきます。 

 

（２）地域ネットワークの強化 

地域における福祉の推進は、行政だけではなく広く町民に期待される役割であり、

様々な団体や組織、そして一人ひとりの町民の参加が不可欠です。 

町民と行政の連携をより一層強め、それぞれの役割を検討しつつ、計画の実現に向け

て取り組んでいきます。 

 

（３）計画の評価・管理体制 

障がい者（児）やその家族、関係団体との意見交換とともに、計画の進捗状況につい

て調査・評価・把握するとともに、ＰＤＣＡサイクルにより計画を着実に推進します。 

また、本計画の実施状況は定期的に、「中井町障害者福祉計画策定委員会」に報告し、

成果目標・活動指標等について評価・検証を行うとともに、その結果を公表します。 

そして、計画推進における課題の確認と改善方策の検討を進め、同審議会での検証に

向けた情報提供を行います。 

これらの評価を踏まえ、計画変更の必要が生じた場合には、柔軟に計画の見直しを行

い、障害福祉サービス等の提供体制の確保に努めます。 



130 

 

 

 

 

（４）連携・協力体制の確保 

本計画の推進にあたり、障がい者（児）の地域生活基盤の充実を図ることを目的とし

て各種福祉サービスの提供を行うサービス提供事業者や当事者団体、民生委員・児童委

員、さらに自治会等の地域団体との連携・協力を図ります。 

また、障害福祉サービスの提供や就労支援、地域生活への移行促進等においては、本

町における取り組みだけではなく、神奈川県並びに周辺自治体を含む関係機関との広域

的な調整が必要不可欠であり、適宜、連携・協力を図りながら、計画を推進します。 

 

（５）広報・啓発活動の推進 

本計画に基づく事業・施策を広く町民の理解を得ながら推進するために、関係機関・

団体との連携による幅広い広報・啓発活動を行うとともに、関係機関、団体の啓発事業

との協働等により、町民、地域団体、当事者団体など、地域全体に広く周知されるよう

に広報・啓発活動を推進します。 

また、本計画の趣旨や施策、実施状況等については、本町ホームページ等を通じ、広

く情報提供を行い、町民の理解促進を図ります。 

  

•計画の内容を踏まえ、
事業を実施する

•実績を把握し、評
価・分析を行い、計
画とのかい離等を確
認、必要に応じて協
議会等からの意見聴
取等を行う

•「基本指針」に即し
て目標を設定、その
目標を達成するため
の障害福祉サービス
の見込量の設定やそ
の他確保方策等を定
める

•目標達成度や実績等
を踏まえ、必要に応
じて施策、予算また
は計画を見直す Ａction

見直し

Ｐlan

計画

策定

Do

推進

Ｃheck

評価
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資料編                            

中井町障害者福祉計画策定委員会設置要綱                           

（目的） 

第１条 この要綱は、中井町障害者福祉計画策定員会の設置に関し、必要な事項を定め

る。 

 

（設置） 

第２条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づく障害

者計画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（平成１７年

法律第１２３号）第８８条の規定に基づく障害福祉計画の策定及び推進のために必要な

調査及び審議を行うため、中井町障害者福祉計画策定員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 計画の策定に関すること。 

⑵ 計画の策定及び推進のための調査及び研究に関すること。 

⑶ その他計画の策定及び推進のために必要な事項。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、委員１２人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町長が委嘱する。 

障害者及び 

⑴ の代表者 

⑵ 障害者福祉施設の代表者 

⑶ 保健福祉関係団体の代表者 

⑷ 行政機関職員 

⑸ 町民代表 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から策定した障害福祉計画の終了年度の前年度の３月

３１日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は会務を総理し、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７条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、町長が招集す

る。 

２ 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、予め委員

長の承認を得て代理人を出席させることができる。 

３ 委員会は、委員（前項に規定する代理人を含む）の過半数が出席しなければ会議を

開くことができない。 

 

（意見等の聴取） 

第８条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求

め、意見を聞くことができる。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、中井町福祉課において処理する。 

 

（委任） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の

同意を得て委員長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年６月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年５月２３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  
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中井町障害者福祉計画策定委員会委員名簿                   

 

 

  

委嘱区分 氏  名 備考

加　藤　充　一

藤　江　洋　子

矢　澤　　　隆

石　綿 　 　登

渡　辺　直　人

真　間　益　雄

星　野　武　夫 〇

町民代表 原　　　礼　子

髙　橋　みどり

加　藤　幸一郎 ◎

神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター
保健福祉課長

中井町 副町長

神奈川県立中井やまゆり園
生活支援部　地域支援課　課長

社会福祉法人よるべ会　障害者支援センター
ぽけっと（障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ）課長

公募

（選出区分別・敬称略）

中井町身体障がい者福祉協会　会長
障害者及び障害者
団体の代表者

＊「備考」欄中、「◎」印は委員長、「〇」印は副委員長

行政機関職員

障害者福祉施設の
代表者

保健福祉関係団体の
代表者

所属役職等

中井町民生委員･児童委員協議会 会長

中井町社会福祉協議会 事務局長

中井町障がい児者親の会「あゆ夢会」会長

特定非営利活動法人ＫＯＭＮＹ
ほたるの家　所長
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用語一覧                                 

あ
行 

あんしんネット事業 広域連携を活用した支援体制づくりを行い、在宅で生活している重症心身障が

い者又は医療的ケアが必要な重度の障がいをお持ちの方で、短期入所サービス

を利用していない又は十分なサービスが行き届かない方を対象に短期入所サ

ービスを提供することで、地域で安心して暮らせるよう皆さんの生活をサポー

トする事業のこと 

育成医療 児童福祉法第 4 条第 2 項に規定する障がい児（障害に係る医療を行わないとき

は将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。）で、その身体障がい

を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提

供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもの 

医療的ケア児 人工呼吸器やたんの吸引、胃ろうによる栄養の注入などの生活支援が日常的に

必要な子どものこと 

オストメイト 直腸がんや膀胱がんなどにより、臓器に機能障がいを負い、腹部に人工的に排

泄のための孔（ラテン語でストーマ）を造設した人のこと 

か
行 

 

基幹相談支援センター 地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務（身体障がい・知的障がい・

精神障がい）及び 成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて

以下の業務を行う機関 

グリーンベルト 安全・安心に通行できる道路環境の確保のため、道路の路肩を緑色に塗り、歩

行者の安全を確保する道路整備のこと 

ケアマネージャー 介護支援専門員のことであり、介護保険制度においてケアマネジメントを実施

する有資格者のこと。要支援・要介護認定者およびその家族からの 相談を受

け、介護サービスの給付計画（ケアプラン）を作成し、自治体や他の介護 サ

ービス事業者との連絡、調整等を行う。介護保険法に基づく名称は介護支援専

門員 

県ナビ事業 神奈川県では、重層的な相談支援体制を構築し、広域的かつ専門的な支援を行

うことにより、障がい者の福祉の増進を図ることを目的に「障害保健福祉圏域

相談支援等ネットワーク形成事業」を横浜・川崎・相模原を除く県内 5 圏域で

民間の相談支援事業者に委託して実施している事業のこと 

高次脳機能障がい 脳損傷に起因する認知障がい全般を指し、この中にはいわゆる巣症状としての

失語・失行・失認のほか記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がい、社会的行

動障がいなどが含まれる 

更生医療 身体障害者福祉法第 4 条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減

する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、

更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うもの 

さ
行 

指定難病 医療費助成の対象となる難病のことであり、平成 30 年 3 月現在、障害者総合

支援法の対象疾病は 358疾病 

児童発達支援センター 地域の障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、

自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う

施設 

社会的障壁 障がい者が社会的生活を営むうえで妨げとなる社会的な制度や慣行のこと 

重症心身障がい児 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、その状態にある児童・生徒を称する、医学的診断名ではなく、児童福祉

での行政上の措置を行うための定義（児童福祉法第 7条第 2項） 

巡回更生相談 障がいの状況や地理的理由のため、更生相談所に来所できない身体に障がいの

ある人を対象に、小田原市保健センターでの補装具費の支給適合判定や相談を

2 市 8 町で実施している巡回相談 
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さ
行 

障がい支援区分認定 「障がい支援区分」とは、障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必

要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものであり、その度合に応じ区

分 1 から区分 6 までの 6段階で認定される。認定に当たっては、全国一律で定

められた 80 項目の認定調査結果や医師意見書を踏まえ、市町村審査会の審査

を経て認定され、「障がい支援区分」は障害福祉サービス等を受けるための要

件や、支給量、期間を定めるための基準となる 

障害者総合支援法 2012 年に、障害者自立支援法を改正して成立。障がい者の範囲に難病等を追

加し、難病患者等が障害福祉サービスの給付対象に含められるようになった 

小児慢性特定疾患 18 歳未満の子どもの病気のうち、①慢性に経過する疾病であること、②生命

を長期に脅かす疾病であること、③症状や治療が長期にわたって生活の質を低

下させる疾病であること、④長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病で

あることの 4 項目を満たしていると厚生労働大臣が認定した子どもの病気の

ことを指す。平成 29 年 4 月 1 日現在、722 疾病が対象となっており、代表的

な病気はⅠ型/Ⅱ型糖尿病や小児ぜんそく、ダウン症などがあげられる 

精神通院医療 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する統合失調症、精神

作用物質による急性中毒、その他の精神疾患（てんかんを含む。）を有する者

で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療

に係る自立支援医療費の支給を行うもの 

成年後見制度 精神神経疾患が原因で判断能力の低下した成年者（認知症高齢者、精神障がい

者、知的障がい者など）について、本人に代わって財産保護や運用、権利保護

を行う代理人を家庭裁判所が選定し、本人の財産や権利を保護する制度 

成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度の利用を支援するため、一定の要件のもと、家庭裁判所への申立

費用や後見人等に支払う報酬について助成を行う事業 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適切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動を支

援することで、障がい者の権利擁護を図ることを目的とし行う事業 

た
行 

地域自立支援協議会 
大きく分けて 6 つの機能（①情報機能、②調整機能、③開発機能、④教育機能、

⑤権利擁護機能、⑥評価機能）があり、共通の目的である障がいのある人が普

通に暮らせる地域づくりを目指して、情報を共有して、具体的に協働する組織

のことであり、本町では南足柄市と足柄上郡 5町の共同で設置している 

地域包括支援 地域住民が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続する

ことができるように、介護保険制度による公的サービスのみならず、その他の

フォーマルやインフォーマルな多様な社会資源を本人が活用できるように、包

括的および継続的に支援すること 

特定疾病 指定難病（医療費助成の対象となる難病）の基準を踏まえつつ、障害者総合支

援法の対象となる難病等の対象疾病のこと 

特別障害者手当 精神又は身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時特別の介護

を必要とする状態にある在宅の 20 歳以上の人を対象に、福祉的措置の一環と

して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一

助として手当を支給する 
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な
行 

日常生活自立支援事業 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が

地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サー

ビスの利用援助等を行う事業のこと 

認定こども園 教育･保育を一体的に行う施設で､いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ

持っている施設のこと 

ノーマライゼーション 障がい者や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備、実現を

目指す考え方 

は
行 

発達障がい 子どもの発達途上において、生体の機能の一部が成熟しないでとどまっている

状態。広汎性発達障がい・学習障がい・注意欠陥多動性障がい（ADHD）・知

的障がい・発達性言語障がい・発達性協調運動障がいなど 

バリアフリー 障がいをもつ人々が、生活環境（住宅、地域施設、交通施設）において、普通

に生活することを阻んでいる障壁（バリア）をなくすこと 

ピアカウンセラー ピア（peer）とは、仲間という意味で、同じような悩みや障がいを持つ人の相

談相手となり、自立生活を支援する人のこと 

避難行動要支援者 高齢者・障がい者・乳幼児など、特に配慮を要する人のうち、災害が発生した

場合やそのおそれがある場合に、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速に

避難するために、特に支援を要する人のこと 

ま
行 

民生委員・児童委員 民生委員は、社会奉仕の精神をもって，生活困窮者や母子世帯などの保護指導

にあたり，社会福祉の増進に努めるのを任務とする者（民生委員法）であり、

児童委員は、児童および妊産婦の保護・保健・福祉に関する援助・指導を行う

民間奉仕者。厚生労働大臣から委嘱され、民生委員がこれを兼ねる 

や
行 

ユニバーサルデザイン 小さな子どもから成人、障害の有無に関係なく、すべての人が使いやすい設計

のこと。バリアフリーという概念は、世の中に障害（バリア）があることを前

提とし、それを取り除くことを意味するのに対し、ユニバーサルデザインはは

じめから障がい（バリア）を作らずに設計していこうという概念 

ら
行 

ライフステージ 人の一生を幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期など人生の節目ごとの段

階に分けること。 

療育体制 障がいのある子どもが、社会的に自立することを目的として行われる医療と保

育体制のこと 
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