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第１章 基本的な考え方 

  

１ 計画策定の趣旨 

本町では、平成 27 年３月に「第４期吉田町障害福祉計画」を策定し、障害のある人の地域生

活を支援するためのサービス基盤の整備等について、計画的に施策の推進を図ってきました。 

この間、国においては、「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」（障

害者総合支援法）及び「児童福祉法」が改正、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」（障害者差別解消法）の成立、「障害者権利条約」の批准など、障害福祉を取り巻く環境に大

きな改革がなされました。また、平成 30 年４月には「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」（障害者総合支援法）と「児童福祉法」が改正されることとなり、新た

なサービスにも対応した第５期障害福祉計画と第１期障害児福祉計画の策定が義務付けられま

す。 

以上のような状況を踏まえ、本町においては全ての人々の人権が尊重され、一人ひとりを大切

にする共生社会を進めていくため、第５期吉田町障害福祉計画と第１期吉田町障害児福祉計画を

一体的に策定し、障害福祉サービス等の具体的な数値目標（成果目標及び見込量）を設定すると

ともに、施策の推進についての取組みを定めるものです。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、上位計画である「吉田町障害者計画」に定められた障害福祉サービスの充実を図る

ための実施計画として位置づけられます。 

また、「吉田町総合計画」や高齢者・児童・保健等の福祉分野を包括した「吉田町地域福祉計

画」との整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

吉田町総合計画 
        

吉田町地域福祉計画 
             

吉田町障害者計画 

 

 第５期吉田町障害福祉計画 

第１期吉田町障害児福祉計画 
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３ 計画の期間 

障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、第５期吉田町障害福祉計画及び第１期吉田町

障害児福祉計画の期間は、平成 30年度から平成 32年度までの３年間とします。 

また、町の地域福祉計画、障害者計画と連動し計画の見直しも想定されます。 

 

 

平成 18年度 

～ 

平成 20年度 

平成 21年度 

～ 

平成 23年度 

平成 24年度 

～ 

平成 26年度 

平成 27年度 

～ 

平成 29年度 

平成 30年度 

～ 

平成 32年度 

 

 

  

 

 

障害者総合支援法 

第 2期障害者計画 

（平成 30年度迄） 

第 1期 

障害福祉計画 

第 2期 

障害福祉計画 

第 3期 

障害福祉計画 

第 4期 

障害福祉計画 

第 1期障害者計画 

障害者自立支援法 

第 5期 

障害福祉計画 

第 1期 

障害児福祉計画 
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４ 計画の基本理念及び基本目標 

「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、次の五つの基本的な視点に立って計画を推進します。 

 

１ 障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら、ともに生きる社会（共生社

会）の実現を目指して、障害者自身が障害福祉サービスを選択し、必要な支援を受けながら障

害者自身の自立と社会参加の実現を図るため、障害福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 

 

２ 町が主体となった障害種別によらない一元的なサービス提供体制の確立 

障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者

（発達障害者及び高次機能障害者を含む。以下同じ。）並びに難病患者等であって 18歳以上の

者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、障害種別によらない一元的サービスを町が主体

となって提供する体制を確立します。 

 

３ 地域生活移行や就労支援等の課題に対したサービス提供体制の整備 

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応したサー

ビスを提供する基盤づくりを整備します。また、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを

実現するため、地域の社会資源を最大限に活用する基盤整備を進めます。 

 

４ 地域共生社会の実現に向けた取組み 

地域住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをとも

に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け次のような取組みを推進します。 

⑴ 地域の充実に応じた、制度の縦割りを超えた柔軟な支援の構築 

⑵ 地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作り 

⑶ 医療ケアを必要とする障害者等が保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労等の支 

援を円滑に受けられるように、各関係分野が共通理解に基づき協働する包括的な支援 

体制の構築 

 

５ 障害児の健やかな育成のための発達支援 

障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障

害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図ります。

また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支

援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。 
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第２章 成果目標 

 

１ 第５期吉田町障害福祉計画の成果目標 

障害者総合支援法の趣旨や国の計画策定の基本指針等に基づき、平成 32 年度を目標年度とす

る四つの目標を設定し、福祉施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行、地域生活支

援拠点整備及び福祉施設から一般就労への移行を推進していきます。 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

障害者支援施設等や療養介護を行う病院に入所している障害者が、グループホームや一般住

宅等の地域生活への移行を推進するため、国の基本方針及びサービスの利用実態を参考にして、

平成 32年度における数値目標を設定します。 

 

■国の基本方針■ 

平成 28年度末時点での施設入所者数が平成 32 年度末時点の施設入所者数を２％以上減少さ

せることを基本とします。また、平成 32 年度までに平成 28年度末の施設入所者の９％以上

が地域生活へ移行することを基本とします。また、第４期で定められた数値目標が見込まれ

ない場合は、その未達成と見込まれる人数を加味して目標値を設定することとされています。 

 

項 目 目 標 備 考 

平成 28年度末の施設入所者数    (A) 14人 平成 29年３月 31日時点 

平成 32年度末の施設入所者数    (B) 13人 平成 33年３月 31日時点 

【目標値】削減数        (A-B) 1人 平成 32年度末までに減少を目指す数 

【目標値】削減率           (1-B/A) 7.1％ 
平成 32 年度末までに減少を目指す率

（国の基本方針：2％以上） 

【目標値】平成 32年度末の入所施設か

ら地域生活への移行者数      (C) 
1人 

平成 32 年度末までに入所施設から GH

等への移行を目指す数(累計) 

【目標値】累計率            (C/A) 7.1％ 
平成 32 年度末までに減少を目指す率

（国の基本方針：9％以上） 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

長期入院精神障害者の地域移行を進めるにあたっては、町と地域保健医療福祉の一体的な取

組みの推進に加え、住民の協力を得ながら、差別や偏見のないあらゆる人が共生できる社会を

構築していく必要があります。 

退院支援にあたっては、入院中に退院に向けた検討がされた時点で、医療機関や家族、関係

機関と連絡調整を行い、本人の了解の上で退院に向けた準備をしていきます。 

 

■国の基本方針■ 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障

害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し、市町村ごとの保健、医療、福祉関係

者による協議の場を平成 32年度末までに設置することとしています。 

 

項 目 目 標 備 考 

地域包括ケアシステムの構築 実施 平成 32年度末までに協議会等を設置 

 

 

３ 地域生活支援拠点等の整備 

平成 32 年度末までに町もしくは志太榛原圏域に１つの拠点を整備することを目標に県や圏

域各市町と調整していきます。 
 

■国の基本方針■ 

地域生活支援拠点等の整備について、平成 32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも

１つを整備することとされています。 

 

項 目 目 標 備 考 

志太榛原圏域内 1箇所 
平成 32年度末までに圏域の地域生活支

援拠点箇所数 
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４ 福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設から就労移行支援事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を通

じて一般就労への移行を推進するために、共生社会に向けた体制整備に努めネットワークの構

築や就労相談の強化を図ります。平成 32 年度末までの福祉施設利用者のうち、一般就労に移

行する者の数値目標を設定します。 

また、一般就労へ移行した者への生活面等への支援を行うことで就労定着を図ります。 

 

■国の基本方針■ 

就労移行支援事業を通じて、福祉施設から一般就労への移行者数を、平成 32年度末には平成

28 年度実績の 1.5 倍とすることを基本とします。また、平成 32 年度末の就労移行支援事業

の利用者数は平成 28 年度末の就労移行支援事業の利用者数の２割以上増加することを基本

とします。 

 

⑴ 福祉施設から一般就労への移行 

項 目 目 標 備 考 

平成 28年度の一般就労移行者数 (A) 3人 平成 29年３月 31日時点 

【目標値】平成 32年度の一般就労移行

者数               (B) 
5人 平成 33年３月 31日時点 

【目標値】一般就労移行者数の伸び率 

(B/A) 
167％ 

平成 28 年度から平成 32 年度までの福

祉施設から一般就労への移行者数の伸

び率（国の基本方針：1.5倍） 

 

⑵ 就労移行支援事業の利用者数 

項 目 目 標 備 考 

平成 28年度末時点の就労移行支援事業

所の利用者数           (C) 
3人 平成 29年３月 31日時点 

平成 32年度末時点の就労移行支援事業

所の利用者数            (D) 
6人 平成 33年３月 31日時点 

【目標値】就労移行支援事業所の利用

者数の伸び率          (D/C) 
200％ 

平成 32年度末までの就労移行支援事業

所の利用者数の伸び率（国の基本方

針：２割以上） 

 

⑶ 就労移行支援事業所の就労移行率 

項 目 目 標 備 考 

就労移行率が３割以上の就労移行支援

事業所の率 
50％ 

平成 30年度における就労移行率３割以

上を達成する事業所の割合（達成率） 

（国の基本方針：平成 32年度における

事業所全体の 5 割以上の事業所が 3 割

以上を達成） 
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⑷ 就労定着支援率 

項 目 目 標 備 考 

就労定着支援事業による支援を開始し

た時点から１年後の職場定着率 
80％ 

（国の基本方針：就労定着支援事業に

よる支援を開始した時点から１年後の

職場定着率を８割以上） 
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２ 第１期吉田町障害児福祉計画の成果目標 

児童福祉法の趣旨や国の計画策定の基本指針等に基づき、居宅介護や短期入所等の障害福祉サ

ービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の利用促進の観点から、関係機関

とも連携し、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業までの一貫した包括的な支援

を身近な場所で提供する地域支援体制の構築を図ります。 

 

１ 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

町立の児童発達支援事業所が、保育・医療・保健等の関係機関と連携した包括的な児童発達

支援センターとしての機能を担っていけるよう検討していきます。 

また、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保育所等訪

問支援の体制構築を検討していきます。 

 

■国の基本方針■ 

平成 32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は圏域に少なくとも 1箇所以上設

置する。平成 32年度末までに、全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。 

 

項 目 目 標 備 考 

児童発達支援センター 1箇所 
平成 32年度末までに児童発達支援セン

ターを設置 

保育所等訪問支援の体制構築 実施予定 
平成 32年度末までに保育所等訪問支援

の体制構築について検討 

 

 

２ 主に重症心身障害児を支援する事業所の確保 

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けることができるよう努めます。 

 

■国の基本方針■ 

平成 32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも 1箇所以上設置する。 

 

項 目 目 標 備 考 

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 

設置済み 

重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所については、圏域で設置済み

であり、放課後等デイサービス事業所

については、町内で設置済み 
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３ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

  医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、各関係機関との連携を図ります。 

 

■国の基本方針■ 

平成 30年度末までに、圏域及び各市町村において、保健・医療・福祉・保育・教育等の関係

機関が連携、協議できる場を設置する。 

 

項 目 目 標 備 考 

医療的ケア児支援のための関係機関の

協議の場の設置 
設置済み 

当町では、「吉田町障害者（児）福祉推

進委員会」として、既に設置済み 
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第３章 障害福祉サービス等の見込量 

１ 障害福祉サービスの見込量 

障害福祉サービスの種類ごとの具体的な目標値として、１月当たりの必要なサービス量を平成

32年度まで見込みます。 

 

１ 訪問系サービス                        （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 

居宅介護、重度訪問介

護、同行援護、行動援護、

重度障害者等包括支援    

36人 465 時間 50人 610 時間 53人 646 時間 54人 658 時間 

 

在宅障害者が在宅において自立した生活ができるよう支援するサービスである、居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護など訪問系サービスは、住み慣れた土地、家での生活を保

障するためにも重要なサービスです。障害者一人ひとりのニーズに応じたサービス量の確保を

図ることが求められます。 

 

見込量確保のための方策 

「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」においては、実施事業所が十分ではなく必要な

人が全て希望通りに利用できている状況ではないことから、ニーズを整理し事業所へ働きかけ

確保に努めます。 

また、関係機関が連携することで、訪問系サービスを利用している方のニーズに適合したサ

ービスが提供できるよう努めます。 



 

- 11 - 

２ 日中活動系サービス                      （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 

生活介護 43人 760日 45人 800日 45人 800日 47人 838日 

自立訓練（機能訓練） 0人 0日 0人 0日 0人 0日 0人 0日 

自立訓練（生活訓練） 1人 24日 0人 0日 0人 0日 0人 0日 

就労移行支援 5人 98日 5人 100日 5人 100日 6人 120日 

就労継続支援（Ａ型） 22人 409日 24人 428日 25人 446日 26人 465日 

就労継続支援（Ｂ型） 44人 738日 47人 787日 47人 787日 49人 820日 

就労定着支援 －  0人  4人  3人  

療養介護 2人  2人  2人  2人  

短期入所（福祉型） 16人 62日 18人 77日 20人 87日 20人 87日 

短期入所（医療型） 1人 3日 3人 9日 3人 9日 6人 18日 

 

日中活動系サービスには、常時介護を要する方に、昼間、排泄・食事等の介護等を行うとと

もに、創作的活動または生産活動の機会を提供する生活介護や継続的な就労や就労に必要な知

識や能力を高めるための就労移行支援、就労継続支援（A 型）、就労継続支援（B 型）等があ

ります。 

就労定着支援については、一般就労した方に、相談を通じて生活面の課題を把握するととも

に、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を実施します。

また、企業・自宅への訪問や来所面談により、生活リズム、家計や体調管理などに関する課題

解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

 

見込量確保のための方策 

各事業所との連携強化・支援体制の整備によりサービスの質の向上を図り、障害者総合支援

法の基本理念にある「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に繋がるよ

う日中活動系サービスの拡充に努めます。 

  医療的ケアの必要な重度の障害児・者の医療型短期入所については、施設の開設に向けて医

療機関等への働きかけを行っていきます。 
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３ 居住系サービス                               （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込者数 利用見込者数 利用見込者数 

自立生活援助 － 0人 2人 2人 

共同生活援助 

（グループホーム） 
18人 20人 22人 24人 

施設入所支援 13人 13人 13人 13人 

 

グループホームや施設にて生活する障害者に対し、相談やその他日常生活上の援助を行いま

す。 

自立生活援助では、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する

障害者について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定期間にわたり、定期的

な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力や生活力等を補う観点から適切な支援を行い

ます。 

 

見込量確保のための方策 

国では、「平成 32 年度末時点の施設入所者数を平成 28 年度末時点の施設入所者数から２％

以上削減すること」を目標としています。しかし、介護者の高齢化や障害支援区分６の障害者

など、在宅で十分な介護を受けられず入所待機となっている方もいることから、障害支援区分

が比較的軽度で地域移行を相談支援とともに検討し進めていきます。 

住み慣れた地域で暮らし続けられるように、グループホームのニーズを把握し、支援の充実

を図ります。 

  障害者施設におけるサービスの提供状況を把握し、利用者や家族への情報提供を行います。 
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４ 相談支援（サービス利用計画作成）           （年度毎の対象者の合計人数） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込量 内セルフプラン 利用見込量 内セルフプラン 利用見込量 内セルフプラン 利用見込量 内セルフプラン 

計画相談支援 162人 7人 166人 0人 168人 0人 170人 0人 

 

計画相談支援の利用者数については、障害福祉サービスを利用する全ての利用者にサービス

等利用計画が作成され、新規の計画作成やモニタリングの頻度等を勘案し、計画相談支援の利

用人数を見込んでいます。 

 

見込量確保のための方策 

当事者や家族などが気軽に相談できるように、情報の発信や啓発に努めます。                  

  全ての利用者に適切な「サービス等利用計画」が作成されるように、相談支援事業所へ研修

の参加を促し、人材育成を支援します。 

  また、相談支援事業所に負担が偏らないように、関係機関の連携を強化し地域で支援できる

よう努めます。 
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２ 地域生活支援事業の見込量 

地域生活支援事業とは、障害のある人が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができ

るよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を効率的・効果的に行い、障害者の福祉

推進を図るとともに、障害の有無に関わらず人格と個性を尊重し安心して暮らすことができる地

域社会の実現のために必要な事業を実施します。 

 地域生活支援事業は、障害者総合支援法により町の必須事業として位置づけられているものと、

町の施策により任意に実施する事業があります。 

  

【必須事業】 

１ 理解促進研修・啓発事業 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

実施の有無 実施の有無 実施の有無 実施の有無 

理解促進研修・啓発事業 無 無 無 有 

 

実施に関する考え方 

障害者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者の

理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化します。 

 

 

２ 自発的活動支援事業 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

実施の有無 実施の有無 実施の有無 実施の有無 

自発的活動支援事業 無 無 無 有 

 

実施に関する考え方 

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者及びその家族、地

域住民等による地域における自発的な取組みを支援します。 

今後、地域包括ケアシステムを構築し地域全体での支援体制を整備し、その後、地域力強化

を推進していきます。 
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３ 相談支援事業 

区  分 平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

①
相
談
支
援
事
業 

ア 障害者相談支援事業 実施個所 1箇所 実施個所 1箇所 実施個所 1箇所 実施個所 1箇所 

イ 基幹相談支援センター 無 無 無 無 

ウ 地域自立支援協議会 有 有 有 有 

②相談支援機能強化事業 有 有 有 有 

③住宅入居等支援事業 有 有 有 有 

 

実施に関する考え方 

平成 29 年度に吉田町自立支援協議会の体制の見直しと相談支援包括化推進員を配置するな

ど地域包括ケアシステムの構築に努めました。今後もシステム構築に努め、障害者やその家族

からの相談に応じ、情報の提供、権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日

常生活や社会生活を営むことができるよう支援に努めます。 

 

 

４ 成年後見制度利用支援事業 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

実施の有無 実施の有無 実施の有無 実施の有無 

成年後見制度利用支援事業 有 有 有 有 

 

実施に関する考え方 

平成 28 年５月から成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後見制度利用促進法）の

施行に伴い、成年後見制度の利用の促進及び利用に関する体制の整備への取組みがより一層求

められることとなりました。 

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害

者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、地域包括支援センター、社会福祉協議

会、司法書士会等と連携し、障害者の権利擁護を図ります。 
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５ 成年後見制度法人後見支援事業   

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

実施の有無 実施の有無 実施の有無 実施の有無 

成年後見制度法人後見支援事業  無 無 無 有 

 

実施に関する考え方 

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、法人後見の活動を支援します。社会福祉協議会と連携を密にしながら、事業

を推進します。 

 

 

６ 意思疎通支援事業 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 

手話通訳者派遣事業 64人 70人 75人 80人 

要約筆記者派遣事業 35人 40人 45人 50人 

 

実施に関する考え方 

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

る障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者との意思疎通を支

援する手話通者、要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

平成 28 年度より要約筆記者派遣事業を開始し、意思疎通を図ることが困難な方の社会参加

拡大の支援に努めました。今後も手話通訳者及び要約筆記者を派遣の利用促進のために静岡県

聴覚障害者情報センターやボランティア団体などと連携や広報に努めます。 
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７ 日常生活用具給付等事業                           （年間給付件数） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

給付等見込件数 給付等見込件数 給付等見込件数 給付等見込件数 

①介護・訓練支援用具 5件 5件 5件 5件 

②自立生活支援用具 6件 6件 6件 6件 

③在宅療養等支援用具 6件 6件 6件 6件 

④情報・意思疎通支援用具 12件 12件 12件 12件 

⑤排泄管理支援用具 350件 360件 370件 380件 

⑥居宅生活動作補助用具 1件 1件 1件 1件 

⑦市町独自給付用具 2件 2件 2件 2件 

 

用具の機能や性能の向上に合わせ、給付品目の見直しを定期的に行うなど事業の拡充に努め、

利用者の日常生活の便宜を図ります。見込み件数は、前年度利用者実績を考慮して推計してい

ます。 

 

①介護・訓練支援用具 カーシート、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト 等 

②自立生活支援用具 頭部保護帽、移動・移乗支援用具、電磁調理器 等 

③在宅療養等支援用具 パルスオキシメーター、視覚障害者用血圧計 等 

④情報・意思疎通支援用具 点字ディスプレイ、視覚障害者用時計、点字図書 等 

⑤排泄管理支援用具 ストーマ用具、紙おむつ 等 

⑥居宅生活動作補助用具 住宅改修費 

 

実施に関する考え方 

重度障害のある方等に対して、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を図っていきます。 
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８ 手話奉仕員養成研修事業 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

終了見込者数 終了見込者数 終了見込者数 終了見込者数 

手話奉仕員養成研修事業 4人 4人 5人 5人 

 

実施に関する考え方 

手話通訳者の養成講座を引き続き牧之原市と合同で開講し、人材養成に努めていきます。ま

た、登録手話通訳者及び登録要約筆記者と情報の共有や意見交換を図りサービスの向上に努め

ます。 

 

 

９ 移動支援事業                          （年間利用時間） 

区  分 

平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

委託見込事業所 
実利用者数 

委託見込事業所 
実利用者数 

委託見込事業所 
実利用者数 

委託見込事業所 
実利用者数 

延べ利用時間 延べ利用時間 延べ利用時間 延べ利用時間 

移動支援事業 6箇所 
43人 

6箇所 
45人 

6箇所 
47人 

6箇所 
49人 

2200時間 2300時間 2400時間 2500時間 

 

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行いことにより、地域におけ

る自立生活及び社会参加を促進します。 

 

実施に関する考え方 

  ヘルパー不足の状況において、利用方法や利用目的を見直し、限られた社会資源を増やすよ

う努めました。今後も、サービス提供事業所と連携し、社会資源の確保や安定したサービス提

供に努めます。 
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１０ 地域活動支援センター事業                         （年間登録者数） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 

地域活動支援センター 1箇所 20人 1箇所 22人 1箇所 24人 1箇所 26人 

 

障害者への創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流を支援することを目的として

事業を展開する地域活動支援センターの機能強化するための事業を実施します。 

 

実施に関する考え方 

障害者の創作的活動・生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進し、自立した生活を支

援するため、地域活動支援センターの事業の拡大・充実に努めます。 

 



 

- 20 - 

【任意事業】 

１ 訪問入浴サービス 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 

訪問入浴サービス 2箇所 4人 2箇所 4人 2箇所 5人 2箇所 5人 

 

在宅の重度の身体障害者の自宅を訪問し、居宅において入浴サービスを提供し身体の生活の

保持、心身機能の維持等を図ります。 

 

実施に関する考え方 

引き続き通所や居宅介護により入浴が可能でない方へサービスを提供し福祉の増進を図り

ます。 

 

 

２ 日中一時支援事業 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 実施見込箇所 実利用見込者数 

日中一時支援 6箇所 13人 6箇所 15人 7箇所 18人 7箇所 21人 

 

介護者の疾病等のため一時的に介護ができない場合に施設等で日帰りの預かりを行うもの

です。 

 

実施に関する考え方 

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常

的に介護している家族の一時的な休息を図ります。 
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３ 障害児福祉サービスの見込量 

障害児の地域での健やかな育ちや地域での豊かな暮らしの保障に努め、児童福祉法に基づいて、

障害児支援を提供します。 

 

１ 児童発達支援                      （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 

児童発達支援 52人 516日 56人 576日 60人 636日 64人 696日 

 

地域で就学前の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集

団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 

 

実施に関する考え方 

早期の療育を行う専門的な場としての位置づけであることから、保健医療担当部局や、子育

て支援担当部局との連携体制を確保するとともに、サービス事業者と連携を図りながら、サー

ビスの充実を図ります。 

 

 

２ 医療型児童発達支援                   （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 

医療型児童発達支援 0人 0日 0人 0日 0人 0日 0人 0日 

 

  地域で就学前の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集

団生活への適応訓練などを行うことと併せて、上肢、下肢または体幹機能に障害のある障害児

に対し、理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行います。 

 

実施に関する考え方 

サービス提供者である医療機関との連携を図りながら、サービスの充実を図ります。 
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３ 放課後等デイサービス                   （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 

放課後等デイサービス 46人 752日 51人 892日 56人 1032日 61人 1172日 

 

学齢期の障害児に対し、授業の終了後や夏休み等の長期休暇時において、生活能力の向上の

ための訓練、社会との交流の促進等を継続的に提供することにより、学校教育と連携しながら

放課後の居場所づくりを推進します。 

 

実施に関する考え方 

放課後等デイサービスガイドラインの遵守と支援の質の向上を確保するため、サービス事業

者と連携を図りながら、サービスの充実を図ります。 

 

 

４ 保育所等訪問支援                    （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 

保育所等訪問支援事業 0人 0日 0人 0日 0人 0日 0人 0日 

 

障害児が集団生活を営む施設（保育所、幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブな

ど）を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支

援を行います。 

 

実施に関する考え方 

地域での育ちを支援する重要な事業であることから、保育、教育等関係機関との緊密な連携

を確保するとともに、サービス事業者と連携を図りながら、サービスの充実を図ります。 
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５ 居宅訪問型児童発達支援                 （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 利用見込者数 利用見込量 

居宅訪問型児童発達支援 － － 0人 0日 0人 0日 0人 0日 

 

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出すること

が著しく困難な障害児に発達支援が提供できるように障害児の居宅を訪問して発達支援を行

うものです。 

 

実施に関する考え方 

国からの情報提供により、今後の方策を検討していきます。 

 

 

６ 障害児相談支援                     （１月あたり延利用量） 

区  分 
平成 29 年度実績見込 平成 30 年度見込量 平成 31 年度見込量 平成 32 年度見込量 

利用見込量 内セルフプラン 利用見込量 内セルフプラン 利用見込量 内セルフプラン 利用見込量 内セルフプラン 

障害児相談支援 99人 47人 122人 42人 133人 37人 146人 32人 

 

障害福祉サービスを利用する全ての障害のある児童に対し、支給決定時において、障害児支

援利用計画を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整等を行います。また、支給決定

後において、一定期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しやサービス

事業者との連絡調整等を行います。 

 

実施に関する考え方 

障害児通所支援は、障害児が身近な地域において専門的な療育や発達支援を受けるために必

要なサービスであり、障害児一人ひとりのニーズに応じたサービス量の確保を図ることが求め

られるため、相談支援専門員が行うケアマネジメントにより、対象者にきめ細かい支援を行い、

一人ひとりの利用者の実情に応じたモニタリングの実施に努めます。 
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第４章 計画の推進体制 

 

１ 障害者（児）福祉推進委員会における推進 

本計画の推進にあたっては、庁内関係課や国・県の関係行政機関との連携を強化します。行政・

福祉・保健・医療等の関係者を構成メンバーとした障害者（児）福祉推進委員会において、相談

支援、虐待防止を含む権利擁護、就労支援などの様々な課題について、連絡・調整、政策検討を

行うとともに、本計画の推進状況の評価を行い、町、相談支援事業者、サービス事業者、更には

雇用分野、教育分野などの関係者によるネットワークを活用し、計画の推進を図ります。 

 

 

２ 地域社会への広報及び啓発活動 

障害に対する差別や偏見をなくし、障害のある人もない人も共に暮らす共生社会の実現につい

て、町民意識の醸成に努め、町民に理解と協力、そして支援への参画等を、あらゆる機会を通じ

て広く呼びかけていきます。 

 

 

３ 障害のある人や障害者団体の役割 

障害のある人も、社会の対等な構成員として、自己選択・自己決定のもと、社会の様々な活動

に参加し、社会の一員としての役割を分担します。 
障害者団体は、行政、関係機関と連携し、地域福祉の担い手として、当事者・利用者の視点で

行われる相談支援や協働のまちづくりへの参加・参画など地域福祉活動等に積極的に関わること

が求められています。 

 

 

４ 地域社会の役割 

障害による日常生活や社会参加の困難さを、障害のある人の問題として捉えるのではなく、学

校や職場、地域社会など環境との関係から生じるものと捉え、全ての町民が相互に理解し、積極

的に関わり合える地域包括ケアシステムの構築を推進し、誰もが人生に希望や喜びを感じ、安心

して暮らすことができるまちの実現を目指しています。 

 

 

５ 障害者虐待の防止、養護者に対する支援 

平成 27年４月の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（障害者

虐待防止法）の施行に伴い、引き続き、障害者虐待防止センターを中心に障害者等に対する虐待

の未然防止など、虐待防止に向けた取組みを進めます。 
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６ 障害を理由とする差別の解消の推進 

平成 28年４月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の

施行に伴い、障害者に対する差別 的取扱い及び合理的配慮の不提供が禁止されています。町で

は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する吉田町職員対応要領」を平成 29年４月に施行

し、全庁的な差別解消の取組みを行っています。また、町主催の講演会等に手話通訳者派遣する

事業や手話奉仕員養成事業などを行い、今後も差別解消に向けた支援事業の推進及び広報・啓発

活動、施設のバリアフリー化等に努めます。 

 

 

７ 計画の点検・評価体制の構築 

本計画の着実な実行に努めるため、PDCA マネジメントサイクルに基づいて、計画の評価・点

検を行います。計画の定期的な進行状況の取りまとめを行い、必要に応じて関係機関と協議をし、

計画（Plan）、実施・実行（Do）、点検・評価（Check）、処置・改善（Action）のサイクルの着

実な実行に努めます。 

 

 

８ 行政の役割 

行政は町民、企業や事業主などに対して、障害や障害のある人についての理解の促進に努める

とともに、関係機関などの連携のもと、施策を着実に推進していきます。 

障害者保健福祉行政を推進していくためには、保健・医療・福祉の分野だけでなく、保育・教

育、雇用・就労、生活環境など、様々な分野による有機的・横断的な取組みが重要です。このた

め、障害者保健福祉の重要性に対する認識を全庁的なものとし、統一的に計画の推進を図ります。 

また、障害者自立支援ネットワークを確立し、関係機関との情報の共有や協議を行い、障害者

等の自立した生活の支援を包括的に行えるよう推進を図ります。 
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障害者自立支援法及び児童福祉法によるサービスの全体像 

〈市町村〉 

自立支援給付 

 【介護給付】 

○居宅介護 

（ホームヘルプ） 

○重度訪問介護 

○同行援護 

○行動援護 

○重度障害者等包括支援 

○短期入所 

（ショートステイ） 

○生活介護 

○施設入所支援 

障
害
者
・障
害
児 

 【訓練等給付】 

○自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

○就労移行支援 

○就労継続型支援 

 （Ａ型・Ｂ型） 

○就労定着支援 

○共同生活援助 

 （グループホーム） 

○自立生活援助 

 【自立支援医療】 

○更生医療 

○育成医療 

○精神通院医療 

○療養介護医療 

地域生活支援事業 

 【相談支援給付】 

○計画相談支援 

○地域相談支援 

 （地域移行・地域定着） 

 【障害児通所支援】 

○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 

○保育所等訪問支援 

 【補装具】 

身体機能を補完し、又は代

替し、かつ長期的にわたり

継続して使用される用具費

を支給する 

 ○理解促進研修・啓発事業 ○自発的活動支援事業 

○相談支援事業 ○成年後見制度利用支援事業 

○成年後見制度法人後見支援事業 ○意思疎通支援事業 

○日常生活用具給付等事業 ○手話奉仕員養成研修事業 

○移動支援事業 ○地域活動支援センター事業 

○訪問入浴サービス ○日中一時支援事業 

〈都道府県〉 
◇専門性の高い相談支援 

◇広域的な対応が必要な事業 

◇人材育成 等 

支援 

参考資料 
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自立支援給付 

事業名 サービス内容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
居宅において入浴、排せつ、食事の介護などの支援 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者及び常に介護を必要とし行動障害を有する人に対

し行う、入浴、排せつ、食事の介護、外出介護などの総合的な支援 

同行援護 
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に対して行う、移動に

必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護等の外出支援 

行動援護 
行動障害のある知的障害児・者、精神障害者で、常に介護を必要とす

る人に対し行う、外出の介護、危険回避のための援護などの支援 

重度障害者等包括支援 
常に介護を必要としている人の中でも介護の必要性が著しく高い人に

対し行う、居宅介護などの障害福祉サービスの包括的な支援 

短期入所 

（ショートステイ） 

居宅において介護を行う人の疾病などの理由により短期間の入所を必

要とする障害のある人に対する、障害者支援施設等への短期間入所支

援 

療養介護 

医療を要する障害者で、常に介護を必要とされる人に対し、病院など

の施設において行われる機能訓練、必要な医療、療養上の管理、看護、

介護 

生活介護 
常に介護を必要とする人に対して、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する日中活動支援 

施設入所支援 
障害者支援施設等において、主に夜間に入浴、排せつ、食事等の介護

を提供する支援 

自立訓練 

（機能訓練） 

地域生活を営む上で、身体機能の維持、回復等の必要がある障害のあ

る人に対して行う身体的リハビリテーション 

自立訓練 

（生活訓練） 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある障害のあ

る人に対する日常生活能力を向上するための支援 

就労移行支援 

一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる障害のある人であっ

て、就労を希望する人に対し、生産活動等を通じて就労に必要な知識

及び能力の向上を目的として行う訓練 

就労継続支援 

（Ａ型） 

一般企業等への就労が困難な障害者のうち、雇用契約に基づく就労が

可能と見込まれる人に対し、知識及び能力の向上を目的として行う訓

練 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

一般企業等へ就労が困難な障害者のうち、年齢や体力等の面で雇用さ

れることが困難な人に対し、知識及び能力の向上を目的として行う訓

練 

共同生活援助 

（グループホーム） 

介護を要する障害のある人に対し行う、共同生活の場における、入浴、

排せつ、食事など日常生活の世話、介護等の支援 

就労定着支援 
一般就労した方に、相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係

機関等との連絡調整や課題解決に向けて行う支援 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望す

る障害者に対して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、

一定期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の

理解力や生活力等を補うための支援 

参考資料 
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地域生活支援事業 

事業名 サービス内容 

理解促進研修・啓発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を

除去することを目的とする、障害者等の理解を深めるための研修や啓

発活動 

自発的活動支援事業 

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、

障害者等やその家族及び地域住民等が行う自発的な地域活動に対する

支援 

相談支援事業 

障害のある人、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報

の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活の実現を目的と

する相談支援 

成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有

効であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、権利擁護を

図ることを目的として行う成年後見制度の利用を支援する事業 

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正に行うことができる法人に

対して、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する事業 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図

ることに支障がある人に対し行う、手話通訳者や要約筆記者の派遣、

点訳、代筆、代読、音声訳等の支援 

日常生活用具給付事業 
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給

付又は貸与する事業 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障害のある人との交流活動の促進、市区町村の広報活動などの支

援者として期待される手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を取

得した者）の養成研修を行う事業 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人に対して行う、外出のための支援 

地域活動支援センター 

施設等への通所等が困難な障害のある人に対して、創作的活動又は生

産活動の機会、社会との交流、日常生活に必要な便宜を供与する場を

提供するセンター 

訪問入浴サービス 

居宅において入浴することが困難で、かつ、通所または病院等への移

送が困難な重度障害のある人に対して、自宅へ訪問し、専用の浴槽を

利用して行う入浴サービス 

日中一時支援事業 

障害のある人や児童を日常的に介護している家族の一時的な休息、介

護者の負担軽減、障害のある人や児童に対する日中における活動の場

を提供する事業 

参考資料 
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障害児福祉サービス 

事業名 サービス内容 

児童発達支援 
地域で就学前の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援 

医療型児童発達支援 

地域で就学前の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うことと併せて、上

肢、下肢または体幹機能に障害のある障害児に対し、理学療法等の訓

練や医療的管理に基づいた支援 

放課後等デイサービス 

学齢期の障害児に対し、授業の終了後や夏休み等の長期休暇時におい

て、生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進等を継続的に

提供することにより、学校教育と連携しながら放課後の居場所づくり

の推進 

保育所等訪問支援 

障害児が集団生活を営む施設（保育所、幼稚園、認定こども園、学校、

放課後児童クラブなど）を訪問し、当該施設における障害児以外の児

童との集団生活への適応のための専門的な支援 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用す

るために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できる

ように障害児の居宅を訪問して行う支援 

障害児相談支援 

障害福祉サービスを利用する全ての障害のある児童に対し、支給決定

時において、障害児支援利用計画を作成するとともに、サービス事業

者との連絡調整等を実施 

支給決定後における、一定期間ごとのサービス等利用状況の検証を行

い、計画の見直しやサービス事業者との連絡調整等を実施 

 

参考資料 


