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１．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。

２．『かながわ障害者計画』、『神奈川県障がい福祉計画』との整合・連携を図ります。
３．『中井町総合計画』の部門計画として策定します。
４．そのほか、『中井町地域福祉計画』、『中井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』、『中井町健康増
進計画』等、町が策定した各種計画等との整合・連携を図ります。

５．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り、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す。

計画策定の位置づけ

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、
「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年間とします。

計画の期間

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。

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。

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。

計画の対象

計画の策定にあたって 新たなこれからの課題について

▶本計画に掲げた施策を全庁的に推進するため、施策の進行管理を行うとともに、必要に応じて施策を見直し、
事業を推進します。
▶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。

求められていること

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

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。

▶高次脳機能障がい者への支援

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。

▶難病疾患への情報提供の充実

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 平成34年度 平成35年度 平成36年度

中井町
第５期障がい福祉計画
第1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３次障がい者計画
中井町

第２次障害者計画

（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

見直し 見直し見直し
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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「第六次中井町総合計画」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。

●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

基本理念

基本目標

第3次障がい者計画
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。

相談支援体制の充実

障害福祉サービスの充実

地域生活支援拠点の整備

権利擁護体制の確立

経済的支援の充実
主な
取り組み

福祉サービスの充実及び地域における生活支援基本
目標 2

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。

啓発、広報活動の推進

地域福祉活動、ボランティア活動の推進

支援者の養成と確保

主な
取り組み

「ノーマライゼーション」の推進基本
目標 1

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。

生活環境の整備

住居の整備

防災・防犯体制の整備主な
取り組み

人にやさしい安全・安心なまちづくり基本
目標 3

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。

保育体制の充実

障がい児支援体制の充実

教育の推進主な
取り組み

個性に応じた保育・教育・学習の充実基本
目標 4
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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。

生活環境の整備

住居の整備

防災・防犯体制の整備主な
取り組み

人にやさしい安全・安心なまちづくり基本
目標 3

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。

保育体制の充実

障がい児支援体制の充実

教育の推進主な
取り組み

個性に応じた保育・教育・学習の充実基本
目標 4
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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。

就労への支援

スポーツ・レクリエーション・生涯学習の促進

移動支援の充実主な
取り組み

社会参加の促進基本
目標 5

誰もが必要とする情報を確実に入手できるよう、「情報バリアフリー」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。

情報提供の充実

コミュニケーション支援体制の充実

主な
取り組み

情報のバリアフリー化基本
目標 7

計画の全体像と施策の体系

計画の評価と進捗管理
●本計画を効果的・効率的に推進していくために、
福祉・保健・医療分野を中心に庁内関係部署の連
携を強化し、全庁が一体となって各施策を展開し
ていきます。
●障がい福祉計画の着実な推進をめざして、計画の
実施において、ＰＤＣＡサイクルを導入し、「成果
目標」「活動指標」を整理・明確化するとともに、
各年度の中間評価、評価結果の公表等を行い、必
要に応じた見直しを行います。

事業実施における問題
・課題への対応

Action : 見直し
サービス等の見込量や
その確保策を定める

Plan : 計画

関連施策等の動向を踏
まえた分析・評価

Check : 評価
計画の内容を踏まえた
事業の実施

Do : 実行

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。

障がいの早期発見、療育体制の充実

精神保健施策の充実

高次脳機能障がいのある人への支援

地域包括支援体制の整備

保健・医療・福祉の連携

難病疾患者への情報提供の充実主な
取り組み

障がいの早期発見と地域包括支援体制の充実基本
目標 6

新規

新規

●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

計画策定の
視点

基本理念 基本目標 基本施策

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情報提供の充実
②コミュニケーション支援体制の充実

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障がいの早期発見、療育体制の充実
②保健・医療・福祉の連携
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
⑤高次脳機能障がいのある人への支援
⑥地域包括支援体制の整備
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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。

就労への支援

スポーツ・レクリエーション・生涯学習の促進

移動支援の充実主な
取り組み

社会参加の促進基本
目標 5

誰もが必要とする情報を確実に入手できるよう、「情報バリアフリー」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。

情報提供の充実

コミュニケーション支援体制の充実

主な
取り組み

情報のバリアフリー化基本
目標 7

計画の全体像と施策の体系

計画の評価と進捗管理
●本計画を効果的・効率的に推進していくために、
福祉・保健・医療分野を中心に庁内関係部署の連
携を強化し、全庁が一体となって各施策を展開し
ていきます。
●障がい福祉計画の着実な推進をめざして、計画の
実施において、ＰＤＣＡサイクルを導入し、「成果
目標」「活動指標」を整理・明確化するとともに、
各年度の中間評価、評価結果の公表等を行い、必
要に応じた見直しを行います。

事業実施における問題
・課題への対応

Action : 見直し
サービス等の見込量や
その確保策を定める

Plan : 計画

関連施策等の動向を踏
まえた分析・評価

Check : 評価
計画の内容を踏まえた
事業の実施

Do : 実行

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。

障がいの早期発見、療育体制の充実

精神保健施策の充実

高次脳機能障がいのある人への支援

地域包括支援体制の整備

保健・医療・福祉の連携

難病疾患者への情報提供の充実主な
取り組み

障がいの早期発見と地域包括支援体制の充実基本
目標 6

新規

新規

●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

計画策定の
視点

基本理念 基本目標 基本施策

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情報提供の充実
②コミュニケーション支援体制の充実

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障がいの早期発見、療育体制の充実
②保健・医療・福祉の連携
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
⑤高次脳機能障がいのある人への支援
⑥地域包括支援体制の整備
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第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画 障がい福祉サービス等の見込量

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。

第5期障がい福祉計画の成果目標 指定障害福祉サービスと提供見込み量一覧（１）

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。

第１期障がい児福祉計画の成果目標

▶福祉施設の施設入所者の地域生活への移行

平成32年度末までの地域移行者数

区　　分 目　　標

平成32年度末までの施設入所者数
2人
12人

▶障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築

児童発達支援センターの設置

区　　分 目　　標

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築
1か所
1か所

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

▶福祉施設から一般就労への移行等

平成32年度末までの一般就労への移行者数

区　　分 目　　標

平成32年度末の就労移行支援事業の利用者数
2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
9人
80％

平成32年度の就労定着支援による職場定着率の増加 80％

▶地域生活支援拠点等の整備

地域生活支援拠点等の整備

区　　分 目　　標

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。

▶医療的ニーズへの対応について

主に重症心身障害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

区　　分 目　　標

●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

▶精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

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

設置

居宅介護

訪
問
系

日
中
活
動
系

居
住
系

区　　分 内　　容
見 込 量

460時間/月
10人/月

415時間/月
9人/月

370時間/月
8人/月

平成32年度平成31年度平成30年度

重度訪問介護

重度障害者等包括支援

同行援護

485人日/月460人日/月435人日/月生活介護

9人/月8人/月7人/月就労移行支援

1人/月1人/月１人/月療養介護

55人日/月45人日/月35人日/月短期入所

8人/月7人/月6人/月共同生活援助

12人/月12人/月12人/月施設入所支援

1人/月1人/月1人/月自立生活援助
（平成30年度新設）

行動援護

1人/月1人/月1人/月自立訓練（機能訓練）

1人/月1人/月1人/月自立訓練（生活訓練）

１人/月１人/月１人/月就労定着支援
（平成30年度新設）

3人/月2人/月1人/月就労継続支援（Ａ型）

39人/月38人/月37人/月就労継続支援（Ｂ型）

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度の肢体不自由者に、介護や外出時の移動支
援を総合的に行います。

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する
人に、移動時やそれに伴う外出先において必要
な支援、援助を行います。

常に介護を必要とする人に、介護等を行うとと
もに、創作的活動または生産活動の機会を提供
します。

知的障がいや、精神障がいのある人が行動する
際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
や外出支援を行います。

自立した日常生活または社会生活ができるよう、
一定期間、身体機能または生活能力の向上のた
めに必要な訓練を行います。

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。

医療と常時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。

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、
夜間も含め施設で、介護等を行います。

夜間や休日、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。

施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、
排せつ、食事の介護等を行います。

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。

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。

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。

介護の必要性がきわめて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。
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第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画 障がい福祉サービス等の見込量

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。

第5期障がい福祉計画の成果目標 指定障害福祉サービスと提供見込み量一覧（１）

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。

第１期障がい児福祉計画の成果目標

▶福祉施設の施設入所者の地域生活への移行

平成32年度末までの地域移行者数

区　　分 目　　標

平成32年度末までの施設入所者数
2人
12人

▶障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築

児童発達支援センターの設置

区　　分 目　　標

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築
1か所
1か所

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

▶福祉施設から一般就労への移行等

平成32年度末までの一般就労への移行者数

区　　分 目　　標

平成32年度末の就労移行支援事業の利用者数
2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
9人
80％

平成32年度の就労定着支援による職場定着率の増加 80％

▶地域生活支援拠点等の整備

地域生活支援拠点等の整備

区　　分 目　　標

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。

▶医療的ニーズへの対応について

主に重症心身障害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

区　　分 目　　標

●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

▶精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

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

設置

居宅介護

訪
問
系

日
中
活
動
系

居
住
系

区　　分 内　　容
見 込 量

460時間/月
10人/月

415時間/月
9人/月

370時間/月
8人/月

平成32年度平成31年度平成30年度

重度訪問介護

重度障害者等包括支援

同行援護

485人日/月460人日/月435人日/月生活介護

9人/月8人/月7人/月就労移行支援

1人/月1人/月１人/月療養介護

55人日/月45人日/月35人日/月短期入所

8人/月7人/月6人/月共同生活援助

12人/月12人/月12人/月施設入所支援

1人/月1人/月1人/月自立生活援助
（平成30年度新設）

行動援護

1人/月1人/月1人/月自立訓練（機能訓練）

1人/月1人/月1人/月自立訓練（生活訓練）

１人/月１人/月１人/月就労定着支援
（平成30年度新設）

3人/月2人/月1人/月就労継続支援（Ａ型）

39人/月38人/月37人/月就労継続支援（Ｂ型）

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度の肢体不自由者に、介護や外出時の移動支
援を総合的に行います。

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する
人に、移動時やそれに伴う外出先において必要
な支援、援助を行います。

常に介護を必要とする人に、介護等を行うとと
もに、創作的活動または生産活動の機会を提供
します。

知的障がいや、精神障がいのある人が行動する
際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
や外出支援を行います。

自立した日常生活または社会生活ができるよう、
一定期間、身体機能または生活能力の向上のた
めに必要な訓練を行います。

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。

医療と常時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。

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、
夜間も含め施設で、介護等を行います。

夜間や休日、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。

施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、
排せつ、食事の介護等を行います。

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。

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。

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。

介護の必要性がきわめて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。
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指定障害福祉サービスと提供見込み量一覧（２）

相
談
支
援

区　　分 内　　容
見 込 量

計画相談支援 75人/月70人/月65人/月

平成32年度平成31年度平成30年度

1人/年1人/年1人/年地域移行支援

1人/年1人/年1人/年地域定着支援

必
須
事
業

任
意
事
業

区　　分 内　　容
見 込 量

移動支援事業 7人/月7人/月6人/月

平成32年度平成31年度平成30年度

屋外での移動が困難な障がいのある人に社会参
加等のための支援を行います。

児童発達支援センター等の施設において、日常
生活における基本的な動作の指導、知識技能の
付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提
供します。

障がいのある人等が通い、創作的活動や生産活
動、社会との交流を進める等多様な活動を行う
場を設けます。

共生社会の実現を図ることを目的として、障が
いのある人等に対する理解を深めるための研
修・啓発事業を行います。

共生社会の実現を目的として、障がいのある人、
その家族、地域住民等による地域における自発
的な取り組みを支援します。

身体に重度の障がいのある人で、自宅での入浴
が困難な人に対し移動入浴車を派遣し、入浴の
介助等を行います。

ご家族の就労や一時的な休息を支援するため障が
いのある人の日中における活動の場を提供します。

身体に重度の障がいのある人が、就労等に伴い
自動車を使用する場合、その自動車の改造に要
する経費の一部を助成します。

障がい者施設等に通所する障がいのある人に、
施設への通所に要する交通費を助成します。

１箇所１箇所１箇所地域活動支援センター

実施実施実施理解促進・研修啓発事業

実施実施実施自発的活動支援事業

成年後見制度における後見等の業務を適正に行
うことができる法人を確保できる体制を整備す
るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後
見の活動を支援します。

5人/月4人/月3人/月日中一時支援事業

1人/年1人/年1人/年身体障害者用自動車改造費
助成事業

50人/年45人/年40人/年障害者施設通所交通費
助成事業

2人/年2人/年1人/年重度障害者訪問入浴サービス

実施実施実施成年後見制度法人後見
支援事業

障害児支援事業（児童福祉法による事業）

障
害
児
通
所
支
援
・
障
害
児
相
談
支
援

区　　分 内　　容
見 込 量

児童発達支援 135人日/月115人日/月95人日/月

平成32年度平成31年度平成30年度

－－－医療型児童発達支援

165人日/月150人日/月135人日/月放課後等デイサービス

2人日/月2人日/月2人日/月保育所等訪問支援

20人日/月15人日/月13人日/月障害児相談支援

－－－居宅訪問型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童
に対し、医療型児童発達支援センター等におい
て、児童発達支援及び治療を行います。

就学している児童に対し、授業の終了後又は休
業日に施設において、必要な訓練、社会との交
流の促進その他の便宜を提供します。

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。

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。

重度の障がいがあり、児童発達支援等のサービス
を利用するために外出することが著しく困難な障
がいのある児童を対象に、事業所の支援員が児童
の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。

障害福祉サービス、地域相談支援（「地域移行
支援」及び「地域定着支援」）を利用するすべ
ての人に、サービス等利用計画を作成し、支援
を行います。

障がい者支援施設に入所している人や、病院に
入院している精神障がいのある人に、住居の確
保等の地域生活に移行するための相談や、支援
を行います。

施設や病院から地域生活に移行した人、家族と
の同居からひとり暮らしを始めた人等に、常時
の連絡体制を確保し、緊急時の対応を行います。

障がいのある人やその家族が抱えるさまざまな
問題に関する相談に応じるとともに、情報提供、
権利擁護のための援助等を行います。

地域生活支援事業と提供見込み量一覧

必
須
事
業

区　　分 内　　容
見 込 量

相談支援事業

平成32年度平成31年度平成30年度

成年後見制度の利用が、有効と認められる知的
障がいのある人または精神障がいのある人の権
利擁護を図るため、成年後見制度の利用を支援
します。

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのた
め意思の疎通を図ることに支障がある人に、手
話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化
を図ります。

在宅の心身に重度の障がいのある人に対し、自
立生活支援用具等の日常生活用具を給付または
貸与すること等により、生活の便宜を図り、福
祉の増進を図ります。

障害者相談支援事業 1箇所1箇所1箇所

基幹相談支援センター 1箇所1箇所1箇所

コミュニケーション支援事業

手話通訳者設置事業 0箇所0箇所0箇所

手話通訳者・要約筆記者
派遣事業

1人1人1人

市町村相談支援機能強化
事業 1箇所1箇所1箇所

住宅入居等支援事業 1箇所1箇所1箇所

日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具 1件1件1件

自立生活支援用具 1件1件1件

在宅療養等支援用具 1件1件1件

排泄管理支援用具 220件209件200件

居宅生活動作補助用具
（住宅改修費） 2件2件2件

情報・意思疎通支援用具 1件1件1件

成人後見制度利用支援事業 2人2人2人
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指定障害福祉サービスと提供見込み量一覧（２）

相
談
支
援

区　　分 内　　容
見 込 量

計画相談支援 75人/月70人/月65人/月

平成32年度平成31年度平成30年度

1人/年1人/年1人/年地域移行支援

1人/年1人/年1人/年地域定着支援

必
須
事
業

任
意
事
業

区　　分 内　　容
見 込 量

移動支援事業 7人/月7人/月6人/月

平成32年度平成31年度平成30年度

屋外での移動が困難な障がいのある人に社会参
加等のための支援を行います。

児童発達支援センター等の施設において、日常
生活における基本的な動作の指導、知識技能の
付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提
供します。

障がいのある人等が通い、創作的活動や生産活
動、社会との交流を進める等多様な活動を行う
場を設けます。

共生社会の実現を図ることを目的として、障が
いのある人等に対する理解を深めるための研
修・啓発事業を行います。

共生社会の実現を目的として、障がいのある人、
その家族、地域住民等による地域における自発
的な取り組みを支援します。

身体に重度の障がいのある人で、自宅での入浴
が困難な人に対し移動入浴車を派遣し、入浴の
介助等を行います。

ご家族の就労や一時的な休息を支援するため障が
いのある人の日中における活動の場を提供します。

身体に重度の障がいのある人が、就労等に伴い
自動車を使用する場合、その自動車の改造に要
する経費の一部を助成します。

障がい者施設等に通所する障がいのある人に、
施設への通所に要する交通費を助成します。

１箇所１箇所１箇所地域活動支援センター

実施実施実施理解促進・研修啓発事業

実施実施実施自発的活動支援事業

成年後見制度における後見等の業務を適正に行
うことができる法人を確保できる体制を整備す
るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後
見の活動を支援します。

5人/月4人/月3人/月日中一時支援事業

1人/年1人/年1人/年身体障害者用自動車改造費
助成事業

50人/年45人/年40人/年障害者施設通所交通費
助成事業

2人/年2人/年1人/年重度障害者訪問入浴サービス

実施実施実施成年後見制度法人後見
支援事業

障害児支援事業（児童福祉法による事業）

障
害
児
通
所
支
援
・
障
害
児
相
談
支
援

区　　分 内　　容
見 込 量

児童発達支援 135人日/月115人日/月95人日/月

平成32年度平成31年度平成30年度

－－－医療型児童発達支援

165人日/月150人日/月135人日/月放課後等デイサービス

2人日/月2人日/月2人日/月保育所等訪問支援

20人日/月15人日/月13人日/月障害児相談支援

－－－居宅訪問型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童
に対し、医療型児童発達支援センター等におい
て、児童発達支援及び治療を行います。

就学している児童に対し、授業の終了後又は休
業日に施設において、必要な訓練、社会との交
流の促進その他の便宜を提供します。

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。

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。

重度の障がいがあり、児童発達支援等のサービス
を利用するために外出することが著しく困難な障
がいのある児童を対象に、事業所の支援員が児童
の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。

障害福祉サービス、地域相談支援（「地域移行
支援」及び「地域定着支援」）を利用するすべ
ての人に、サービス等利用計画を作成し、支援
を行います。

障がい者支援施設に入所している人や、病院に
入院している精神障がいのある人に、住居の確
保等の地域生活に移行するための相談や、支援
を行います。

施設や病院から地域生活に移行した人、家族と
の同居からひとり暮らしを始めた人等に、常時
の連絡体制を確保し、緊急時の対応を行います。

障がいのある人やその家族が抱えるさまざまな
問題に関する相談に応じるとともに、情報提供、
権利擁護のための援助等を行います。

地域生活支援事業と提供見込み量一覧

必
須
事
業

区　　分 内　　容
見 込 量

相談支援事業

平成32年度平成31年度平成30年度

成年後見制度の利用が、有効と認められる知的
障がいのある人または精神障がいのある人の権
利擁護を図るため、成年後見制度の利用を支援
します。

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのた
め意思の疎通を図ることに支障がある人に、手
話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化
を図ります。

在宅の心身に重度の障がいのある人に対し、自
立生活支援用具等の日常生活用具を給付または
貸与すること等により、生活の便宜を図り、福
祉の増進を図ります。

障害者相談支援事業 1箇所1箇所1箇所

基幹相談支援センター 1箇所1箇所1箇所

コミュニケーション支援事業

手話通訳者設置事業 0箇所0箇所0箇所

手話通訳者・要約筆記者
派遣事業

1人1人1人

市町村相談支援機能強化
事業 1箇所1箇所1箇所

住宅入居等支援事業 1箇所1箇所1箇所

日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具 1件1件1件

自立生活支援用具 1件1件1件

在宅療養等支援用具 1件1件1件

排泄管理支援用具 220件209件200件

居宅生活動作補助用具
（住宅改修費） 2件2件2件

情報・意思疎通支援用具 1件1件1件

成人後見制度利用支援事業 2人2人2人
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