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 現在、国では、障害者基本計画（第４次）に基づき、「地域社

会における共生等」、「差別の禁止」及び「国際的協調」の基本

原則にのっとり、障がい者の自立及び社会参加の支援等のため

の様々な取組が進められています。 

本市では、障がいのある方が、個人の尊厳にふさわしい日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う

ことで共生社会の実現を目指し、平成３０年３月に「第２次久

喜市障がい者計画・第５期久喜市障がい福祉計画・第１期久喜

市障がい児福祉計画」を策定し、各種サービスの充実や、障が

い者（児）施策の取組に加え、障がい者（児）の生活を地域全 

体で支えるサービス提供体制を構築する「地域生活支援拠点の整備」など、新たな施策に

取り組んでまいりました。 

 この間、障がい者の「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や障がい児支援の拡

充等を図るため、障害者総合支援法及び児童福祉法の改正が行われたほか、障がい者雇用

の一層の促進を図るための障害者雇用促進法の改正等、社会環境や制度の変化等により、

障がいのある方のニーズも多様化しています。 

 このような障がい者（児）を取り巻く環境や社会情勢の変化を踏まえ、さらに、障がい

者（児）施策に取り組むため、令和５年度までの３年間を計画期間とする「第６期障がい

福祉計画・第２期障がい児福祉計画」を策定いたしました。 

 本計画では、国の基本指針に基づき、「相談支援体制の充実・強化等」、「地域共生社会」

の実現に向けた取組等、各種障害福祉サービス及び障がい児支援提供体制の整備等を推進

するための目標や活動指針を盛り込んだところです。 

 この計画に基づき、「ともに生き ともに暮らす 地域共生社会づくり」を目指し、各種

施策を実施するに当たり、関係機関や関係団体等とのより一層の連携や協働を図ってまい

ります。本計画の推進に当たっては、市民の皆様をはじめ、関係者の皆様のご理解とご協

力をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました久喜市障がい者施策推進

協議会委員の皆様をはじめ、市内の障がい者団体、関係者の皆様、市民意見提出制度（パ

ブリック・コメント）において貴重なご意見やご提言をお寄せいただきました皆様に心か

らお礼申し上げます。 

令和３年３月 

久喜市長

ごあいさつ



≪「障がい」と「障害」の表記について≫ 

 本計画では、「障がい」等の「がい」の字の表記について、障がいのある人への障

がいを理由とした差別や偏見をなくし、心のバリアフリーを推進する観点から、障

害という言葉が前後の文脈から人や人の状態を表す場合は「害」をひらがな表記と

しています。 

ただし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則等に基づき定義されている事

業等の固有名詞は漢字表記のままとしています。 

このため、本計画では「害」と「がい」の字が混在する表現となっています。 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画の趣旨 
 本市では、平成２４年３月に、「久喜市障がい者計画・障がい福祉計画」を策定し、基

本理念である「ともに生き ともに暮らす 共生社会づくり」の実現を目指して、さま

ざまな障がい者施策を推進してきました。 

この間、国の法制度は大きな転換期を迎え、平成２５年４月に施行された「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」と

いう）では制度の谷間のない支援提供や、法に基づく支援が、地域社会における共生や 

社会的障壁
しょうへき

の除去に資することを目的とする基本理念を掲げるなど、障がいのある人

を取り巻く環境は大きく変化しています。 

こうした動きのなか、平成２７年３月、障害者総合支援法に基づき、具体的な数値目

標や、各年度における障害福祉サービス等の見込量を設定した、「第４期久喜市障がい福

祉計画」を策定しました。 

また、平成２８年６月の児童福祉法の改正により「障害児福祉計画」の策定が新たに

義務付けられたことから、平成３０年３月には、「第５期久喜市障がい福祉計画」と一体

のものとして「第１期久喜市障がい児福祉計画」を策定しました。 

この計画が令和２年度に計画期間を終了することから、障がい者施策を巡る最近の動

向や、本市の障がい者・児を取り巻く現状、これまでの取組の状況等を踏まえ、今後の

障害福祉サービス等の提供体制の確保が計画的に図られるための新たな計画として、「第

６期久喜市障がい福祉計画」と「第２期久喜市障がい児福祉計画」を一体的な計画とし

て策定することとしました。 

２ 計画の位置付け 

（１）法的な位置付け

 「第６期久喜市障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく「市

町村障害福祉計画」に位置付けられ、障害福祉サービスや地域生活支援事業の見込量や

提供体制の確保に関する計画です。 

 「第２期久喜市障がい児福祉計画」は、児童福祉法第３３条の２０に基づく「市町村

障害児福祉計画」に位置付けられ、障がい児への福祉サービスの見込量や提供体制の確

保に関する計画であり、「市町村障害福祉計画」と一体のものとして作成することができ

るものとされています。 
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（２）市の関連計画との関係

 本計画は、「久喜市総合振興計画」の部門別計画であり、福祉分野の計画をはじめとす

る市のさまざまな計画と連携・整合を図りながら策定し、推進していきます。 

３ 計画の期間 

 「第６期久喜市障がい福祉計画」及び「第２期久喜市障がい児福祉計画」は、それぞ

れの根拠法で定められた令和３年度から令和５年度の３か年を計画期間とします。 

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

地域福祉計画・地域福祉活動計画 

第２次久喜市障がい者計画  

（平成 30 年度～令和５年度）

第６期久喜市障がい福祉計画

第２期久喜市障がい児福祉計画

（令和３年度～令和５年度） 

久喜市総合振興計画 

第５期久喜市障がい福祉計画  

第１期久喜市障がい児福祉計画

（平成 30 年度～令和２年度） 
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４ 計画の対象 

 この計画の対象となる「障がい者」の定義については、障害者基本法等の法令の規定

に基づき、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がい、高次脳機能障がいを含

む）、難病等の心身の機能の障がいがある人のうち、障がいと社会的障壁により継続的に

日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人とします。 

５ 計画策定の背景と目的 

（１）計画策定の背景

近年、我が国では、障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）の批准や持続可能

な障がい者・児福祉制度の確立を目指して、一連の法改正が行われてきました。その中

で、障がい者・児をめぐる制度や支援のあり方にも、さまざまな変化が生じています。 

①障害者権利条約の批准

平成１８年に、国連総会において、障がいのある人の人権と基本的自由の享有の確保

や、障がいのある人の尊厳の尊重の促進を目的とする「障害者の権利に関する条約（障

害者権利条約）」が採択されました。我が国は、この条約に平成１９年に署名し、それ以

降、さまざまな国内法の整備を進め、平成２６年１月に同条約を批准、２月に国内で発

効しました。 

【「障害者権利条約」の批准に向けた国内の法整備】 

平成 18 年 12 月 「障害者権利条約」が国連で採択 

平成 19 年９月 日本が「障害者権利条約」に署名 

平成 23 年６月 「障害者虐待
ぎゃくたい

防止法」の成立（平成 24年 10月施行） 

平成 23 年７月 「障害者基本法」の改正 

平成 24 年６月 「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」へ改正 

平成 25 年６月 
「障害者差別解消法」の成立（平成 28 年４月施行） 

「障害者雇用促進法」の改正 

平成 26 年１月 日本が「障害者権利条約」を批准 

②障害者虐待防止法の成立

平成２３年６月に、「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）」が成立しました（平成２４年１０月施行）。 

この法律は、養護者や障がい者福祉施設従事者、使用者などによる障がいのある人へ

の虐待を防止し、養護者に対する支援などを促進することで、障がいのある人の権利や

利益を守ることを目的としています。虐待を受けたと思われる障がいのある人を発見し

た者に、速やかな通報を義務付けるとともに、虐待防止のための具体的なスキーム（枠

組み）を定めています。 
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③障害者基本法の改正

平成２３年７月に、障がいのある人の法律や制度について基本的な考え方を示す「障害

者基本法」が、大幅に改正されました（平成２３年８月施行）。 

この改正で、法の目的を「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人

権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全

ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会を実現する」としました。 

また、障がいのある人の定義を「障害がある者であって、障害及び社会的障壁（障害

がある者にとって障壁となるような事物、制度、慣行、観念その他一切のもの）により

継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定め、それまで

の心身の障がいに起因するものとの考え方（個人モデル）から、障がいを作り出してい

る社会の問題である（社会モデル）という考え方に改めました。 

さらに、障がいのある人がない人と等しく基本的人権を有する個人として、尊厳にふ

さわしい生活を保障されることを前提とし、活動や生活、言語、その他の意思疎通等の

手段についての選択の機会の確保が図られることが規定され、言語には手話が含まれる

ことも明確になりました。 

④障害者総合支援法の改正

平成２４年６月に、「障害者自立支援法」が「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）」として、改正されました（平成２５年４月

施行）。 

「障害者総合支援法」では、障がいのある人の範囲に難病等が加えられ、難病等の 

※対象疾病
しっぺい

に該当する方は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、障害福祉サービス等 

を利用できるようになりました。 

また、これまでの「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められ、区分が障がいの

程度（重さ）ではなく、必要な支援の度合いを示すものであることが明確化されました。 

さらに、重度訪問介護の対象が、それまでの重度の肢体不自由者に加え、重度の知的

障がいのある人や精神障がいのある人にも拡大されたほか、共同生活介護（ケアホーム）

と共同生活援助（グループホーム）の一元化などが定められました。 

また、「障害者総合支援法」は平成２８年５月にも改正され、障がい者が自ら望む地域

生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援（「自立生活援助」や「就

労定着支援」などの創設）の充実や高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用

を促進するための見直しなどが明記されました（平成３０年４月施行）。 

※障害福祉サービス等の対象となる疾病数は、平成２５年４月から１３０疾病としてき

ましたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏まえ、順次見直し

が行われ、令和元年７月から３６１疾病を対象としています。
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⑤障害者差別解消法の成立

平成２５年６月に、「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）」が成立しました（平成２８年４月施行）。 

この法律では、行政機関や民間事業者等における障がいのある人に対する不当な差別

的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供の義務化（民間事業者は努力義務）などが定めら

れました。合理的配慮とは、社会的障壁の除去を必要としている人がいる場合であって、 

その障壁を除去するための負担が過重
かじゅう

でない場合、除去に必要な対策を講じることをい 

います。 

⑥障害者雇用促進法の改正

平成２５年６月に、「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」が改

正され、雇用の分野における障がいを理由とする差別の禁止や、事業主に障がいのある

人が職場で働くにあたっての合理的配慮の提供義務が定められました。 

また、事業主に対し、雇用する障がいのある人からの苦情を自主的に解決することを

努力義務とするとともに、平成３０年度から法定雇用率の算定基礎に精神障がいのある

人を加えることが規定されました。 

【障がい者の法定雇用率】 

平成 30 年 

４月から 

令和３年 

４月までに引き上げ

民間企業 ２．２％ ２．３％ 

国・地方公共団体等 ２．５％ ２．６％ 

都道府県等の教育委員会 ２．４％ ２．５％ 

⑦精神保健福祉法の改正

平成２５年６月に、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が改正され、保護者

制度の廃止や医療保護入院の同意要件の変更、退院後生活環境相談員の選任の義務化な

どが規定されています（平成２６年４月施行）。 

⑧難病法の成立

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（難病法）」が成立しま

した（平成２７年１月施行）。 

この法律では、指定難病に対して、医療費を助成する制度や難病の医療に関する研究

の推進などについて定めています。 

１１０疾病を医療費助成の対象疾病として制度が開始されましたが、その後の対象疾

病の追加により、令和元年７月からは３３３疾病が指定難病となっています。 
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⑤障害者差別解消法の成立

平成２５年６月に、「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）」が成立しました（平成２８年４月施行）。 

この法律では、行政機関や民間事業者等における障がいのある人に対する不当な差別

的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供の義務化（民間事業者は努力義務）などが定めら

れました。合理的配慮とは、社会的障壁の除去を必要としている人がいる場合であって、 

その障壁を除去するための負担が過重
かじゅう

でない場合、除去に必要な対策を講じることをい 

います。 

⑥障害者雇用促進法の改正

平成２５年６月に、「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」が改

正され、雇用の分野における障がいを理由とする差別の禁止や、事業主に障がいのある

人が職場で働くにあたっての合理的配慮の提供義務が定められました。 

また、事業主に対し、雇用する障がいのある人からの苦情を自主的に解決することを

努力義務とするとともに、平成３０年度から法定雇用率の算定基礎に精神障がいのある

人を加えることが規定されました。 

【障がい者の法定雇用率】 

平成 30 年 

４月から 

令和３年 

４月までに引き上げ

民間企業 ２．２％ ２．３％ 

国・地方公共団体等 ２．５％ ２．６％ 

都道府県等の教育委員会 ２．４％ ２．５％ 

⑦精神保健福祉法の改正

平成２５年６月に、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が改正され、保護者

制度の廃止や医療保護入院の同意要件の変更、退院後生活環境相談員の選任の義務化な

どが規定されています（平成２６年４月施行）。 

⑧難病法の成立

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（難病法）」が成立しま

した（平成２７年１月施行）。 

この法律では、指定難病に対して、医療費を助成する制度や難病の医療に関する研究

の推進などについて定めています。 

１１０疾病を医療費助成の対象疾病として制度が開始されましたが、その後の対象疾

病の追加により、令和元年７月からは３３３疾病が指定難病となっています。 
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⑨成年後見制度利用促進法の成立

平成２８年４月に、「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）」が成立しました（平成２８年５月施行）。 

この法律では、地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成

年後見人等となる人材の確保、関係機関等における体制の充実・強化などが規定されま

した。 

⑩発達障害者支援法の改正

平成２８年５月に、「発達障害者支援法」が改正され、ライフステージを通じた切れ目

のない支援、家族なども含めた細やかな支援、地域の身近な場所で受けられる支援など

が規定されました（平成２８年８月施行）。 

⑪児童福祉法の改正

平成２４年４月に、「児童福祉法」が改正され、障がいのある子どもへの支援の拡充が

図られました。 

この改正では、身近な地域での支援が受けられるよう、それまで障がい種別に分かれ

て実施されていた障がい児施設（通所・入所）が一元化されました。 

通所支援は、放課後・夏休みなどにおける生活能力向上のための訓練や居場所づくり

を推進する「放課後等デイサービス」、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活

への適応訓練などを提供する「児童発達支援」や「医療型児童発達支援」、保育所等にお

ける集団生活の適応のための専門的な支援を提供する「保育所等訪問支援」に改められ

ました。 

また、「児童福祉法」は平成２８年５月にも改正され、障がい児支援のニーズの多様化

にきめ細かく対応するための支援（「居宅訪問型児童発達支援」の創設や、「保育所等訪

問支援」の対象範囲を乳児院・児童養護施設の障がい児にも拡大等）の拡充が図られる

ことになりました（平成３０年４月施行）。 

⑫障害者文化芸術推進法の成立

平成３０年６月に、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（障害者文化芸術

推進法）」が公布・施行されました。 

この法律では、文化芸術の鑑賞の機会の拡大や創造の機会の拡大、作品等の発表の機

会の確保などが規定されています。 

⑬読書バリアフリー法の成立

令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフ

リー法）」が公布・施行されました。

この法律では、視覚障がい者等の図書館利用に係る体制整備等、インターネットを利

用したサービス提供体制の強化などが規定されています。 
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（２）計画策定の目的

 本計画は、このような法制度の動向を踏まえ、久喜市における障がい者の地域生活や

社会生活を支えるための障害福祉サービス等の一層の充実を図り、障がい児の健やかな

成長と発達を支える障がい児支援を拡充することを目的として策定するものです。 

題名『鳥』 

ワークハウス・コムラード ＨＡＧＩ
は ぎ

さん 
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第２章 障がい者を取り巻く現状 

１ 障がい者の現状 

（１）身体障がい者の現状

 身体障害者手帳交付者数は、ほぼ横ばいで推移しており、令和２年には４，５００人

となっています。障がいの等級別に見ると、特に１級についてはやや増加傾向が続いて

おり、令和２年には１，６１６人と、平成２７年より約５％増加しています。 

図表１ 身体障害者手帳交付者数の推移 

◆等級別集計

総 数 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

平成 27 年 4,487 人 1,535 人 696 人 754 人 1,043 人 236 人 223 人 

平成 28 年 4,485 人 1,547 人 694 人 747 人 1,052 人 234 人 211 人 

平成 29 年 4,565 人 1,592 人 690 人 757 人 1,081 人 231 人 214 人 

平成 30 年 4,523 人 1,598 人 671 人 751 人 1,072 人 220 人 211 人 

平成 31 年 4,524 人 1,605 人 658 人 744 人 1,080 人 219 人 218 人 

令和２年 4,500 人 1,616 人 633 人 742 人 1,062 人 225 人 222 人 

※１級が最も障がい程度が重く、以下障がい程度に応じて６級までとなっています。

※７級は手帳の交付対象でないため、含めていません。 資料：障がい者福祉課（各年４月１日現在）
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◆障がい部位別集計

総 数 視覚
聴覚・

平衡機能 

音声・

言語・

そしゃく

機能

肢体
したい

 

不自由 
心臓 腎臓

じんぞう
呼吸器

直腸・ 

膀胱
ぼうこう

 
小腸 免疫

めんえき
肝臓

平成 27 年 4,487 人 279 人 351 人 46 人 2,485 人 673 人 390 人 49 人 187 人 2 人 20 人 5 人

平成 28 年 4,485 人 267 人 353 人 49 人 2,440 人 696 人 401 人 46 人 204 人 3 人 21 人 5 人

平成 29 年 4,565 人 254 人 373 人 52 人 2,421 人 729 人 425 人 62 人 215 人 2 人 21 人 11 人

平成 30 年 4,523 人 246 人 389 人 49 人 2,352 人 752 人 431 人 54 人 214 人 2 人 22 人 12 人

平成 31 年 4,524 人 257 人 392 人 52 人 2,297 人 771 人 450 人 48 人 223 人 2 人 22 人 10 人

令和２年 4,500 人 260 人 393 人 51 人 2,249 人 809 人 442 人 44 人 217 人 3 人 21 人 11 人

資料：障がい者福祉課（各年４月１日現在） 

題名『シール貼り』 

久喜けいわ 宮脇
みやわき

 絵里子
え り こ

さん 
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（２）知的障がい者の現状

 療育
りょういく

手帳交付者数は、やや増加傾向が続いており、令和２年には１，１９４人、この 

うち１８歳未満の人数は３１３人となっています。障がいの等級別に見ると、特に療育

手帳のＣについては令和２年が３７４人と、平成２７年より約３８％増加しています。 

図表２ 療育手帳交付者数の推移 

◆等級別集計

総 数 ○Ａ
（最重度）

Ａ 

（重度） 

Ｂ 

（中度） 

Ｃ 

（軽度） 

平成 27 年 1,028 人 216 人 240 人 301 人 271 人 

うち 18 歳未満 282 人 38 人 58 人 57 人 129 人 

平成 28 年 1,066 人 225 人 236 人 315 人 290 人 

うち 18 歳未満 277 人 39 人 54 人 61 人 123 人 

平成 29 年 1,100 人 233 人 241 人 322 人 304 人 

うち 18 歳未満 286 人 44 人 53 人 59 人 130 人 

平成 30 年 1,131 人 242 人 246 人 317 人 326 人 

うち 18 歳未満 295 人 45 人 50 人 55 人 145 人 

平成 31 年 1,161 人 247 人 240 人 322 人 352 人 

うち 18 歳未満 305 人 44 人 43 人 59 人 159 人 

令和２年 1,194 人 248 人 234 人 338 人 374 人 

うち 18 歳未満 313 人 46 人 40 人 65 人 162 人 

資料：障がい者福祉課（各年４月１日現在） 
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（３）精神障がい者の現状

①精神障害者保健福祉手帳交付者数

精神障害者保健福祉手帳交付者数は、増加傾向が続いており、令和２年には１，４３

０人と、平成２７年より約４２％増加しています。 

図表３－１ 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

◆等級別集計

総 数 １ 級 ２ 級 ３ 級 

平成 27 年 1,007 人 115 人 629 人 263 人 

平成 28 年 1,057 人 114 人 663 人 280 人 

平成 29 年 1,131 人 127 人 693 人 311 人 

平成 30 年 1,217 人 139 人 735 人 343 人 

平成 31 年 1,310 人 147 人 781 人 382 人 

令和２年 1,430 人 154 人 845 人 431 人 

※１級が最も障がい程度が重く、以下３級までとなっています。

資料：障がい者福祉課（各年４月１日現在） 
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②自立支援医療（精神通院医療）受給者数

 自立支援医療（精神通院医療）受給者数は、増加傾向が続いており、令和２年には２，

６３８人と、平成２７年より約３４％増加しています。 

図表３－２ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

◆受給者集計

資料：障がい者福祉課（各年４月１日現在） 

自立支援医療（精神通院医療） 

受給者数 

平成 27 年 1,974 人 

平成 28 年 2,084 人 

平成 29 年 2,232 人 

平成 30 年 2,363 人 

平成 31 年 2,474 人 

令和２年 2,638 人 
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（４）難病患者の現状

 指定難病医療受給者数（小児慢性特定疾病を含む）は、旧基準で認定される経過措置

の期間終了に伴い、平成３０年にやや減少しますが、その後再び増加し、令和２年には

１，２４２人と、平成２７年より約１２％増加しています。 

図表４ 指定難病医療受給者数の推移 

◆受給者別集計

総 数 
※指定難病医療 

受給者数 

小児慢性特定疾病 

受給者数 

平成 27 年 1,110 人 947 人 163 人 

平成 28 年 1,168 人 1,015 人 153 人 

平成 29 年 1,215 人 1,067 人 148 人 

平成 30 年 1,142 人 994 人 148 人 

平成 31 年 1,188 人 1,022 人 166 人 

令和２年 1,242 人 1,076 人 166 人 

※指定難病医療受給者数には、特定疾患医療受給者数、指定疾患医療受給者数、県単独指定難病医療

受給者数を含む数値を掲載しています。

※平成２７年から指定難病医療受給者は、難病法の診断基準及び重症度分類により審査されること

となりましたが、平成２９年末までは旧基準で認定される経過措置が設けられていました。平成

３０年からは、新基準では対象とならない方が生じたため、受給者が減少しました。

資料：幸手保健所から提供（各年３月３１日現在） 

163 153 148 148 166 166

947 1,015 1,067 994 1,022 1,076

1,110
1,168

1,215
1,142

1,188
1,242

0

300

600

900

1200

1500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（人）

指定難病

小児慢性

特定疾病

13 

（４）難病患者の現状

 指定難病医療受給者数（小児慢性特定疾病を含む）は、旧基準で認定される経過措置

の期間終了に伴い、平成３０年にやや減少しますが、その後再び増加し、令和２年には

１，２４２人と、平成２７年より約１２％増加しています。 

図表４ 指定難病医療受給者数の推移 

◆受給者別集計

総 数 
※指定難病医療 

受給者数 

小児慢性特定疾病 

受給者数 

平成 27 年 1,110 人 947 人 163 人 

平成 28 年 1,168 人 1,015 人 153 人 

平成 29 年 1,215 人 1,067 人 148 人 

平成 30 年 1,142 人 994 人 148 人 

平成 31 年 1,188 人 1,022 人 166 人 

令和２年 1,242 人 1,076 人 166 人 

※指定難病医療受給者数には、特定疾患医療受給者数、指定疾患医療受給者数、県単独指定難病医療

受給者数を含む数値を掲載しています。

※平成２７年から指定難病医療受給者は、難病法の診断基準及び重症度分類により審査されること

となりましたが、平成２９年末までは旧基準で認定される経過措置が設けられていました。平成

３０年からは、新基準では対象とならない方が生じたため、受給者が減少しました。

資料：幸手保健所から提供（各年３月３１日現在） 

163 153 148 148 166 166

947 1,015 1,067 994 1,022 1,076

1,110
1,168

1,215
1,142

1,188
1,242

0

300

600

900

1200

1500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（人）

指定難病

小児慢性

特定疾病



14 

（５）障がいのある児童・生徒の現状

①特別支援学校児童・生徒数、学級数

 特別支援学校の在籍児童・生徒数は、令和２年には小学部２０６人、中学部１２９人、

高等部１９８人、合計５３３人となっており、平成２７年と比較すると小学部、中学部

はやや増加し、高等部はやや減少しています。 

図表５－１ 特別支援学校児童・生徒数の推移 

◆学部別集計

総数 小学部 中学部 高等部 

学級数 
児童・ 

生徒数 
学級数 児童数 学級数 生徒数 学級数 生徒数

平成 27 年 129 学級 522 人 52 学級 175 人 31 学級 114 人 46 学級 233 人 

平成 28 年 139 学級 521 人 64 学級 196 人 29 学級 100 人 46 学級 225 人 

平成 29 年 140 学級 501 人 63 学級 195 人 34 学級 109 人 43 学級 197 人 

平成 30 年 139 学級 497 人 64 学級 198 人 34 学級 110 人 41 学級 189 人 

令和元年 141 学級 515 人 63 学級 199 人 39 学級 130 人 39 学級 186 人 

令和２年 145 学級 533 人 65 学級 206 人 37 学級 129 人 43 学級 198 人 

※久喜特別支援学校、騎西特別支援学校、宮代特別支援学校に通う児童・生徒数の合計

資料：障がい者福祉課（各年５月１日現在） 
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②特別支援学級設置学校数、学級数、児童・生徒数

 特別支援学級の在籍児童・生徒数は、増加傾向が続いており、令和２年では小学校２

０７人、中学校８８人、合計２９５人となっています。 

図表５－２ 特別支援学級児童・生徒数の推移 

◆学部別集計

総数 小学校 中学校 

学校数 学級数 
児童・

生徒数
学校数 学級数 児童数 学校数 学級数 生徒数

平成 27 年 31 校 56 学級 177 人 22 校 41学級 128 人 9 校 15学級 49 人 

平成 28 年 29 校 56 学級 199 人 21 校 41学級 146 人 8 校 15学級 53 人 

平成 29 年 31 校 60 学級 239 人 22 校 45学級 177 人 9 校 15学級 62 人 

平成 30 年 32 校 66 学級 250 人 22 校 46学級 188 人 10 校 20学級 62 人 

令和元年 32 校 71 学級 280 人 22 校 49学級 202 人 10 校 22学級 78 人 

令和２年 34 校 73 学級 295 人 23 校 50学級 207 人 11 校 23学級 88 人 

資料：学務課（各年５月１日現在） 
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２ 団体ヒアリング調査結果の概要 

本計画の策定にあたって、障がい者団体・事業所の方から、久喜市の障がい者・児の

現状や課題、障がい者・児施策に関する意見・要望等をお聞きすることを目的として、

令和２年８月にヒアリング調査及び書面での意見募集を実施しました。調査の概要と主

な結果は、以下のとおりです。 

（１）ヒアリング調査の概要 

障がいの種別 団体・事業所名 ヒアリング日程 書面での意見募集 

身体障がい 

久喜市久喜身体障害者福祉会 令和２年８月４日 

令和２年７月２９日

～８月２８日

久喜市菖蒲町身体障害者福祉会 － 

久喜市栗橋身体障害者福祉会 － 

久喜市鷲宮地区身体障害者福祉会 － 

知的障がい 

久喜市久喜手をつなぐ育成会 令和２年８月３日 

久喜市菖蒲手をつなぐ親の会 － 

久喜市栗橋手をつなぐ育成会 令和２年８月３日 

鷲宮手をつなぐ親の会 － 

聴覚障がい 久喜市聴覚障害者協会 令和２年８月３日 

精神障がい 

 － 会のいあ

わかちあいるーむ － 

久喜市障がい者生活支援センター

ベルベール 
－ 

あんご工房 令和２年８月５日 

視覚障がい 
久喜市久喜身体障害者福祉会 視覚

部会 
令和２年８月５日 

難病 セルフヘルプグループたんぽぽ － 

発達障がい 凸凹じゃんぷ！の会 － 

 

＜質問項目＞ 

①福祉に関する情報の入手先について 

②福祉に関する情報の入手で困っていることについて 

③医療で困っていることについて 

④地域で生活するために必要なことについて 

⑤外出時に困ることについて 

⑥悩み事や困ったことの相談先について 

⑦働くために重要だと思うことについて 

⑧今後、充実すべきサービスについて 

⑨障がい者（児）支援として充実すべきことについて 
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（２）調査結果の概要

①福祉に関する情報の入手先について

・インターネットやいろいろな先駆的なところでお話を聞くなどして自分で勉強した。新

しい制度については、育成会の学習会や全国組織の研修会に出向いて勉強した。【知的障

がい】

・市の窓口に行っても職員のほうがよくわかっていないということが多かったので、市に

はあまり頼っていない。【知的障がい】

・全日本ろうあ連盟や埼玉県聴覚障害者協会などの上部団体から情報を得ている。また、

インターネットで調べたり、友達と情報交換している。市からの情報が少ないと感じる。

【聴覚障がい】

・医者や看護師、事業所、親御さんから情報を得ている。【精神障がい】

・テレビやラジオの番組から情報を得ることが多い。番組によっては視覚障がい者の番組

もあるので、そこから得ることもある。【視覚障がい】

・日本視覚障害者団体連合や日本点字図書館などで発行している情報誌の音声版を聞いて

得ることが多い。市役所の窓口で教えてもらうこともある。【視覚障がい】

②福祉に関する情報の入手で困っていることについて

・義務教育修了後の療育や就労の情報を早くから入手しておきたいが、子どもの状態に合

ったものを探すのは簡単ではないと感じている。【知的障がい・発達障がい】

・市の広報には障がい者の情報が少ない気がする。インターネット動画についても知らな

い方が多いので、市の広報等でもっと情報発信してほしい。市民の皆さんにそうしたこ

とを知ってもらえるということが、私たちにはとてもありがたい。【聴覚障がい】

・漢字が苦手な人も多いので、日本語の読み方を付けるとわかりやすい。【聴覚障がい】

・スマートフォンは便利だが、操作がわからない。購入しても使えないというのでは困る。

【精神障がい・視覚障がい】 

・視覚障がい者にはインターネットは使いづらい部分もあるので、市の情報で「詳しくは

ホームページをご覧ください」となっているのは困る。【視覚障がい】

③医療で困っていることについて

・今は車、バイク等を運転できるのでよいが、運転できなくなったら通院手段がなくなる。

【身体障がい・精神障がい】 

・小児医療センターでは１８歳までしか診てもらえないので、その年齢以降診てもらえる

医療機関を見つけるのが大変だった。【知的障がい】

・医療ケアありで、親の常時見守りが必要な場合、運転手がいなくて困っている。【知的障

がい】

・近隣に障がいの特性に詳しい医師・医療機関がない。【知的障がい】
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・発達障がいや重度の身体障がいのため、歯科受診も大変。障がい者に理解のある歯科や

耳鼻科などの情報がほしい。【知的障がい・発達障がい】

・もし新型コロナウイルスに感染してしまった場合、どうすればよいのかわからない。そ

ういうことについての説明動画を市のホームページに載せてほしい。【聴覚障がい】

④地域で生活するために必要なことについて

・入所施設やグループホームを整備・充実してほしい。行き届いた支援、視覚障がい者専

用の施設、作業所と一体となった施設など。【知的障がい・視覚障がい・発達障がい】

・地域の人に障がいについて理解してもらえることが重要。【知的障がい・視覚障がい・精

神障がい】

・在宅での医療ケアが充実すれば、親の負担が軽減されると思います。【知的障がい】

・民生委員には、ろう者がどこに住んでいるのかを把握していただき、災害時にはサポー

トをしていただけると助かる。【聴覚障がい】

・不動産を借りる時、病気のことを理解してもらえると良いと思う。病気のことを伝える

と、探すうえで不利になってしまうおそれがあって伝えづらい。【精神障がい】

・視覚障がい者にどう接すればよいのか意外とわからないところがあると思う。例えば、

知人とすれ違っても、相手から声をかけてもらえないと、私たちからあいさつをするこ

ともできない。【視覚障がい】

⑤外出時に困ることについて
・デマンドは使い勝手がよくて助かるが、もう少し本数が増えたり、遠くまで行ってもら

えるとよい。主要な公共施設には行ってもらいたい。【知的障がい】

・歩道は、狭かったり、自転車道が分かれていなかったりと、歩きにくく自転車などと接

触してしまう可能性がある。また、でこぼこや水溜まりが多く、整備が後回しになって

いる感じがする。【知的障がい・視覚障がい】

・お店で「耳が聞こえない」と伝えてもなかなか伝わらなかったり、耳が聞こえないとい

うことの意味がわからない店員が多くいる。中には対応の冷たい店員もいるので、気軽

に行けないこともある。【聴覚障がい】

・外出時は音を頼りに歩いている部分が大きいのだが、最近は車の音が静かになり、横断

歩道を渡ろうとするときなど車が来ていることがわからない。【視覚障がい】

・音響式信号機の音が、以前よりかなり絞られていて困る。【視覚障がい】

・病院を受診する時だけでもタクシーが無料で利用できる等の配慮がほしい。【発達障が

い】

⑥悩み事や困ったことの相談先について

・誰かに相談したりせず、自分で全部解決している。【身体障がい】

・誰が民生委員なのかもわからない。できれば、あいさつに回っていただけるとよい。【身

体障がい】



19 

・相談支援専門員にはもう少し情報を持っていてほしい。すごくできる方とそうでない方

の差があるので、相談支援専門員の質を上げてほしい。【知的障がい】

・銀行で、プライバシーや財産に関することは手話通訳の方にも頼みにくいときがあるの

で、そういうところで手話ができる職員がいると助かる。【聴覚障がい】

・身近に気軽に話すことのできる相談相手がいない。【精神障がい】

・先輩方の体験談は何よりも参考になる。自分も下の世代に何か伝えられることがあれば

と思っている。【発達障がい】

⑦働くために重要だと思うことについて

・自宅で仕事ができるようになるとよい。【身体障がい】

・勤務場所のトイレや洗面台、階段なども障がい者用の設備にしてほしい。【知的障がい】 

・どの職場でもろう者が差別を受けているという話を聞く。コミュニケーションは筆談で

のやり取りになるが、手話を第一言語としている私たちには筆談だけでは不十分。文章

が苦手な方も多く、契約書や資料を読んでもよくわからなかったりする。そのことで下

に見られることもある。市には、聞こえないことについて理解していただけるよう、事

業者に働きかけていただきたい。【聴覚障がい】

・作業所の工賃を上げてほしいということに尽きる。【精神障がい】

・調子が悪い時間帯があるので、勤務時間を柔軟に対応してくれる職場があると良い。【精

神障がい】

・一人一人の状態に合った仕事と支援があってこそ、本人も頑張ってイキイキと働けると

思う。【発達障がい】

⑧今後、充実すべきサービスについて

・市内の医療機関で、ＰＴ、ＳＴ、ＯＴなどを受けられるようにしていただきたい。【知的

障がい】

・短期入所が不足しているので、もっと充実させてほしい。母親が病気になったときや、

ひとり親の方が預けたいときに、空きがなくて困っている。【知的障がい】

・医療的ケアが必要な子どもの場合、保護者が付き添わなければ通学できないケースがあ

り、親の用事のため学校へ行くことのできない子がいる。保護者の依頼した看護師など

が、代われる制度があるとよい。【知的障がい】

・スマートフォンでの動画のやり取りができるようになると助かる。電話と同じように、

直に話ができるようになることを希望する。【聴覚障がい】

・金銭管理の相談、援助が受けられるサービスを充実してほしい。【精神障がい】

・日常生活用具の給付について、対象品目はだいぶ前に決められたと思うが、新しい便利

なものが出てきていると思うので見直してほしい。特に視覚障がい者としては、音声対

応の用具を対象に加えてほしい。【視覚障がい】
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・市から届く文章にはＳＰコードが付いているが、一般に発行されるものはほとんどが墨

字なので、代読サービスを充実してほしい。【視覚障がい】

・小規模多機能施設、生活サポート事業を充実してほしい。【難病】

・移動支援や行動援護の利用時間を増やしてほしい。【発達障がい】

⑨障がい者（児）支援として充実すべきことについて

・文化・スポーツなどを通じた社会参加の支援では、大規模な大会をするよりも、誰もが

気軽に参加できるようなきっかけづくりなどを充実してほしい。【身体障がい・知的障が

い・精神障がい】

・自分に合ったグループホームで、自分らしく暮らせるとよい。【知的障がい・精神障がい】 

・地域生活支援拠点の整備を進めて、安心できる体制をつくってほしい。【知的障がい】

・障がい者（児）に対する理解を深めるために、小さいときから身近に一緒にいることが

大事だと思う。特に知的障がいや発達障がいは理解されにくい部分があるので、久喜市

でもっと啓発活動ができるように応援してもらいたい。【知的障がい】

・地域のサロンには聴者の方が集まって交流しているが、そこにろう者が入るのは難しい。

ろう者にもそういうところでいろいろな方と交流できる場があるとよい。【聴覚障がい】 

・ヘルプマークなどを知らない人も多い。障がい者、福祉に関わる人以外にも浸透してい

くとよい。【精神障がい】

・ボランティア活動を通して障がいの理解へつながることも多いと思う。【精神障がい】

・若い人たちが自立した生活を送ることができるように、基礎的な生活訓練を充実してあ

げたほうがよいと思う。【視覚障がい】

題名『無題』 

久喜市いちょうの木 新井
あ ら い

 貴道
たかみち

さん 
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第３章 計画の理念・視点 

１ 計画の理念 

 久喜市では、障がい福祉のあるべき姿として、その基本理念に「ともに生き ともに

暮らす 地域共生社会づくり」を掲げ、障がいのある人もない人も全ての人がともに生

き、ともに安心して暮らせる地域社会づくりを目指します。 

また、推進の具体的な立場、実践・行動の理念として、市民一人ひとりの存在を最大 

限に尊重することを強調し、「社会的包摂
ほうせつ

（ソーシャルインクルージョン）」「連帯（ノー 

マライゼーション）」「復権（リハビリテーション）」を掲げます。

「社会的包摂」（ソーシャルインクルージョン） 

人と人との新しいつながりを求めて、障がいのある人もない人も全ての人が社会の

構成員として互いに包み支え合う社会をつくるという考え方 

「連帯」（ノーマライゼーション） 

障がいのある人もない人も地域で生活が送れるような条件を整え、ともに生きる社

会こそがノーマルな社会であるという考え方 

「復権」（リハビリテーション） 

ライフステージの全ての段階において、主体性、自立性、自由といった人間本来の

生き方の回復獲得をめざすという考え方 

ともに生き ともに暮らす 地域共生社会づくり 

社会的包摂 

連帯 復権

ソーシャル

インクルージョン

ノーマライゼーション リハビリテーション
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２ 計画の視点 

（１）バリアフリー社会の実現

ノーマライゼーションの理念に基づき、障がいのある人も障がいのない人も地域を構

成する一員として共に支え合い、障がい者・児が自ら望む活動に積極的に参加できる共

生社会を実現するためには、全ての人たちが障がいについての理解を深めることが必要

です。 

市はあらゆる機会や場面を通じて、社会的・物理的なバリアフリーだけでなく、心の

バリアフリーも促進し、安全で豊かな地域社会を目指します。 

（２）総合的な支援が受けられる地域社会の実現

 乳幼児期から学齢期、成年期、高齢期に至るまで、障がい者・児が地域の中で、いき

いきと成長し、その人らしく自立した生活を実現するために、それぞれのライフステー

ジに応じた切れ目のない支援を得ることが必要です。 

 市は障がい者やその家族の相談に的確に応じることをはじめ、関係するさまざまな分

野にわたる支援や連携を強化し、適切な情報やサービスの提供など、障がいのある人が

安心して暮らしていけるよう、総合的な支援を受けられる地域社会の実現を目指します。 

（３）障がい者・児を地域全体で支える体制づくり

 現在、少子高齢化や核家族化が進展し、社会構造が複雑化するとともに、東日本大震

災などの大規模災害が発生するなど、障がい者・児の取り巻く環境も変化し、地域全体

で支えていくことの重要性がますます高まっています。 

市は障がい者・児の生活を地域全体で支えるために、行政だけでなく、市民や民間事 

業者や団体等が協働して、多様で広範
こうはん

な取組を進めることのできる体制づくりを目指し 

ます。 
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第４章 第６期久喜市障がい福祉計画 

１ 障がい福祉計画の基本的な考え方 

（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

共生社会を実現するために、障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に

配慮するとともに、障がい者等が障害福祉サービスなどの必要な支援を受けながら、本

人が望む日常生活や社会生活を送ることができるよう、障害福祉サービスや相談支援、

地域生活支援事業等の提供体制の整備を進めます。 

（２）障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等

 障がいの種別によらず、必要な人が必要な支援を受けられるよう、障害福祉サービス

等を一元的に提供していきます。また、発達障がい者、高次脳機能障がい者、難病患者

が障害者総合支援法に基づく給付の対象になっていることについて、一層の周知を図り

ます。 

（３）施設・病院から地域生活への移行促進、地域生活の継続のための支援、就

労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

 入所施設や精神科病院等から地域生活への移行の促進と、地域生活を継続するための

支援の充実を図るとともに、障がい者の就労や職場定着を支援するために、サービス提

供体制の整備と地域生活支援の拠点づくり、地域の社会資源の活用等を図ります。 

（４）共生社会の実現に向けた取組

共生社会の実現に向け、住民団体等による法律や制度に基づかない地域の支え合い活

動を支援し、地域住民が障がいのある人などを包み込む地域づくりに主体的に取り組む

ための仕組みづくりを推進します。専門的な支援を必要としている人のために、各分野

の協働を通じた総合的な支援体制の構築に向けた取組を計画的に推進します。 

（５）障がい福祉人材の確保

将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供していくために、提供体制の確保

とともに、それを担う人材の確保を図ります。 
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（６）障がい者の社会参加を支える取組

障がい者の地域における社会参加を促進するために、障がい者の文化芸術活動、視覚

障がい者等の読書環境の整備など多様なニーズを踏まえて支援を進めます。 

題名『晴れの日』 

久喜市いちょうの木 高倉
たかくら

 千絵
ち え

さん 
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◆障害福祉サービス・障がい児への福祉サービス等の体系

障害福祉サービス

訪問系サービス 

●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

日中活動系サービス等 

●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）

●就労定着支援

●療養介護

●短期入所（福祉型・医療型）居住系サービス等 

●自立生活援助

●共同生活援助（グループホーム） 

●施設入所支援
補装具 

相談支援 

●計画相談支援

●地域移行支援

●地域定着支援

自立支援医療 

●更生医療

●育成医療

●精神通院医療（実施主体は県）

地域生活支援事業 

障害者総合支援法による 

障害者総合支援法による 

●理解促進研修・啓発事業 ●日常生活用具給付等事業

●自発的活動支援事業 ●手話奉仕員養成研修事業

●相談支援事業 ●移動支援事業

● ●地域活動支援センター事業

●成年後見制度法人後見支援事業

●意思疎通支援事業

●その他の日常生活・社会生活支援

●専門性の高い相談支援 ●人材育成

●広域的な対応が必要な事業

●専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣

●意思疎通支援を行う者の広域的な連絡調整、派遣調整等

●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

●居宅訪問型児童発達支援

●障害児相談支援

障がい児への福祉サービス

児童福祉法による 

●障害児入所支援

（福祉型、医療型）

埼 玉 県 

久 喜 市
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◆障害福祉サービス等利用のための手続き

相談・申請 
障がい者福祉課又は各総合支所各社会福祉係でサービスの利用及びサービス等

利用計画（案）について相談・申請 

サービス等利用計画

案の作成依頼 
作成を依頼したい相談支援事業所を決定 

障害支援区分認定調

査 

生活や障がいの状況についての面接調査（８０項目の調査）を行うため、各地区の

市職員又は相談支援事業所の職員が訪問 

医師意見書 意見書を作成するために医療機関（かかりつけ医）を受診 

一次判定 認定調査のデータ及び医師意見書の一部項目をもとにコンピュータで判定 

市町村審査会・二次

判定 

障害支援区分認定審査会において、一次判定結果を原案としつつ、特記事項や医

師意見書を参考にして判定 

障害支援区分の認定 
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

合を総合的に表す「障害支援区分」を区分１～６の６段階で認定 

サービス等利用計画

案の作成 

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、利用者のアセスメントを踏まえ、最

も適切なサービスの組み合わせや支援の方針等を取り決めたサービス等利用計画

（案）を作成し、市に提出 

サービスの支給決定
サービス等利用計画（案）や申請内容等を参考に、サービスの種類や利用量、モニ

タリングの期間等を決定し、受給者証を交付

サービス担当者会議
本人、家族、関係機関の担当者でサービスについて話し合い、サービス等利用計

画を作成 

サービス利用・モニタ

リング

利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービス

の利用申込みや契約を行い、サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業

者・施設に支払う。 

相談支援専門員は、定期的に環境の変化やサービスの提供状況などを検証するた

め、モニタリングを行う。 
「障がい者のしおり」より 



27 

２ 成果目標・活動指標 

地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、必要な障害福祉サービス

等の提供体制の確保に関して、令和５年度を目標年度とする次の目標を本計画の成果目

標として設定します。また、成果目標を達成するために必要なサービスの見込量等を活

動指標として設定します。 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

国の基本指針では、地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点で福祉施

設に入所している障がい者（施設入所者）のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グ

ループホーム、一般住宅等に移行する人の数を見込み、その上で、令和５年度末におけ

る地域生活に移行する人の目標値を設定することとされています。

当該目標値の設定に当たって、国は令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地

域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて令和５年度末の施設入所者数を

令和元年度末時点の施設入所者数から１．６％以上削減することとしています。 

①令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行

令和元年度末時点の施設入所者数 １２５人 

【成果目標】 

令和５年度末までの地域生活への移行者数 

８人以上 

（上記の約６％以上） 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。

②令和元年度末時点の施設入所者数から１．６％以上削減

令和元年度末時点の施設入所者数 １２５人 

【成果目標】 

令和５年度末の施設入所者数 
－ 

◆考え方：埼玉県では福祉施設への入所待機者が年々増加している状況にあり、施設入

所者の削減数の数値目標は設定していないことから、本市でも設定しないこ

ととします。 
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●活動指標 
・訪問系サービスの利用者数、利用時間数 

・生活介護の利用者数、利用日数 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数 

・就労移行支援の利用者数、利用日数 

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 

・短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数 

・自立生活援助の利用者数 

・共同生活援助の利用者数 

・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数 

・施設入所支援の利用者数 

 

 

（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 

国の基本指針では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるた

め、精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数、精神病

床における１年以上長期入院患者数、精神病床における早期退院率に関する目標値を設

定することとされています。 

当該目標値の設定については、埼玉県において目標値が設定されることとなっていま

す。 

本市においては、第５期久喜市障がい福祉計画の目標に基づいて設置した保健、医療、

福祉関係者による協議の場において、引き続き精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築を推進していきます。 

また、高次脳機能障がいや強度行動障がいを有する障がい者に対する支援体制の整備

や、依存症である者等に対する支援に取り組んでいきます。 

 

①保健、医療、福祉関係者による協議 
【成果目標】 

保健、医療、福祉関係者による協議 
実施 

◆考え方：保健、医療、福祉関係者による協議は、自立支援協議会の地域づくり部会で

実施します。 
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●活動指標
・訪問系サービスの利用者数、利用時間数

・生活介護の利用者数、利用日数

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数

・就労移行支援の利用者数、利用日数

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数

・短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

・自立生活援助の利用者数

・共同生活援助の利用者数

・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数

・施設入所支援の利用者数

（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

国の基本指針では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるた

め、精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数、精神病

床における１年以上長期入院患者数、精神病床における早期退院率に関する目標値を設

定することとされています。 

当該目標値の設定については、埼玉県において目標値が設定されることとなっていま

す。 

本市においては、第５期久喜市障がい福祉計画の目標に基づいて設置した保健、医療、

福祉関係者による協議の場において、引き続き精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築を推進していきます。

また、高次脳機能障がいや強度行動障がいを有する障がい者に対する支援体制の整備

や、依存症である者等に対する支援に取り組んでいきます。 

①保健、医療、福祉関係者による協議
【成果目標】 

保健、医療、福祉関係者による協議 
実施 

◆考え方：保健、医療、福祉関係者による協議は、自立支援協議会の地域づくり部会で

実施します。 
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●活動指標 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度

協議の場の開催回数 ２回 ２回 ２回 

協議の場への関係者の参加者数 １０人 １０人 １０人 

協議の場における目標設定及び評価の実

施回数 
１回 １回 １回 

精神障がい者の地域移行支援の利用者数 １人 １人 １人 

精神障がい者の地域定着支援の利用者数 ５人 ５人 ５人 

精神障がい者の共同生活援助の利用者数 ４０人 ４５人 ５０人 

精神障がい者の自立生活援助の利用者数 １人 １人 １人 
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●活動指標

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度

協議の場の開催回数 ２回 ２回 ２回 

協議の場への関係者の参加者数 １０人 １０人 １０人 

協議の場における目標設定及び評価の実

施回数 
１回 １回 １回 

精神障がい者の地域移行支援の利用者数 １人 １人 １人 

精神障がい者の地域定着支援の利用者数 ５人 ５人 ５人 

精神障がい者の共同生活援助の利用者数 ４０人 ４５人 ５０人 

精神障がい者の自立生活援助の利用者数 １人 １人 １人 
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（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

国の基本指針では、地域生活支援拠点等（面的な体制も含む）について、令和５年度

末までの間、各市町村又は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その

機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討することとされています。 

 

①地域生活支援拠点等の確保 
【成果目標】 

令和５年度末までの間、１つ以上の地域生活支援拠

点等を確保 

１箇所 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。 

 

②地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討 
【成果目標】 

地域生活支援拠点等の機能の充実のため、年１回以

上運用状況を検証及び検討 

年１回 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。 

 

●活動指標 
・地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立

訓練、就労移行支援、就労継続支援）を通じて、令和５年度中に一般就労に移行する人

の目標値を、令和元年度の一般就労への移行実績の１．２７倍以上とすることとされて

います。そのうち、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役

割を踏まえ、令和元年度の一般就労への移行実績の１．３０倍以上とすることとされて

います。また、就労継続支援については、一般就労が困難な人に対し、就労や生産活動

の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であることから、就労継

続支援Ａ型事業については令和元年度の一般就労への移行実績の概ね１．２６倍以上、

就労継続支援Ｂ型事業については概ね１．２３倍以上を目指すこととされています。 

また、障がい者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用

者数については、令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労の移行する

人のうち、７割が就労定着支援事業を利用することとされています。 

さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就

労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることとされています。 
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（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実

国の基本指針では、地域生活支援拠点等（面的な体制も含む）について、令和５年度

末までの間、各市町村又は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その

機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討することとされています。 

①地域生活支援拠点等の確保
【成果目標】 

令和５年度末までの間、１つ以上の地域生活支援拠

点等を確保 

１箇所 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。

②地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討
【成果目標】 

地域生活支援拠点等の機能の充実のため、年１回以

上運用状況を検証及び検討 

年１回 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。

●活動指標
・地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数

（４）福祉施設から一般就労への移行等

国の基本指針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立

訓練、就労移行支援、就労継続支援）を通じて、令和５年度中に一般就労に移行する人

の目標値を、令和元年度の一般就労への移行実績の１．２７倍以上とすることとされて

います。そのうち、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役

割を踏まえ、令和元年度の一般就労への移行実績の１．３０倍以上とすることとされて

います。また、就労継続支援については、一般就労が困難な人に対し、就労や生産活動

の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であることから、就労継

続支援Ａ型事業については令和元年度の一般就労への移行実績の概ね１．２６倍以上、

就労継続支援Ｂ型事業については概ね１．２３倍以上を目指すこととされています。 

また、障がい者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用

者数については、令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労の移行する

人のうち、７割が就労定着支援事業を利用することとされています。 

さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就

労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることとされています。 
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①一般就労への移行者数 
就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援）を通じた、令和元年度の一

般就労への移行実績 

１７人 

【成果目標】 

就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援）を通じた、令和５年度の一

般就労への移行者数 

２２人以上 

（上記の１．２７倍以上）

 

就労移行支援事業の令和元年度の一般就労への移行

実績 
１１人 

【成果目標】 

就労移行支援事業の令和５年度の一般就労への移行

者数 

１５人以上 

（上記の１．３０倍以上）

 

就労継続支援Ａ型事業の令和元年度の一般就労への

移行実績 
５人 

【成果目標】 

就労継続支援Ａ型事業の令和５年度の一般就労への

移行者数 

７人以上 

（上記の概ね１．２６倍以上）

 

就労継続支援Ｂ型事業の令和元年度の一般就労への

移行実績 
０人 

【成果目標】 

就労継続支援Ｂ型事業の令和５年度の一般就労への

移行者数 

１人以上 

（上記の概ね１．２３倍以上）

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。 

 

②就労定着支援事業の利用者の割合 
【成果目標】 

令和５年度の就労移行支援事業等を通じた一般就労

への移行者のうち、就労定着支援事業の利用者の割

合が７割以上 

一般就労移行者数２２人、

うち就労定着支援事業利用

者１６人 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。 
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①一般就労への移行者数
就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援）を通じた、令和元年度の一

般就労への移行実績 

１７人 

【成果目標】 

就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援）を通じた、令和５年度の一

般就労への移行者数 

２２人以上 

（上記の１．２７倍以上）

就労移行支援事業の令和元年度の一般就労への移行

実績 
１１人 

【成果目標】 

就労移行支援事業の令和５年度の一般就労への移行

者数 

１５人以上 

（上記の１．３０倍以上）

就労継続支援Ａ型事業の令和元年度の一般就労への

移行実績 
５人 

【成果目標】 

就労継続支援Ａ型事業の令和５年度の一般就労への

移行者数 

７人以上 

（上記の概ね１．２６倍以上）

就労継続支援Ｂ型事業の令和元年度の一般就労への

移行実績 
０人 

【成果目標】 

就労継続支援Ｂ型事業の令和５年度の一般就労への

移行者数 

１人以上 

（上記の概ね１．２３倍以上）

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。

②就労定着支援事業の利用者の割合
【成果目標】 

令和５年度の就労移行支援事業等を通じた一般就労

への移行者のうち、就労定着支援事業の利用者の割

合が７割以上 

一般就労移行者数２２人、

うち就労定着支援事業利用

者１６人 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。
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③就労定着支援事業の就労定着率 
【成果目標】 

令和５年度の就労定着支援事業所のうち、就労定着

率が８割以上の事業所を全体の７割以上 

１箇所 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。 

 

●活動指標 
・就労移行支援の利用者数、利用日数 

・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数 

（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型） 

・就労定着支援の利用者数 

 

●参考指標（令和元年度の一般就労への移行実績） 

生活介護 ０人 

自立訓練 １人 

就労移行支援 １１人 

就労継続支援Ａ型 ５人 

就労継続支援Ｂ型 ０人 

※市内事業所から一般就労への移行者数 
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③就労定着支援事業の就労定着率
【成果目標】 

令和５年度の就労定着支援事業所のうち、就労定着

率が８割以上の事業所を全体の７割以上 

１箇所 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。

●活動指標
・就労移行支援の利用者数、利用日数

・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数

（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

・就労定着支援の利用者数

●参考指標（令和元年度の一般就労への移行実績）

生活介護 ０人 

自立訓練 １人 

就労移行支援 １１人 

就労継続支援Ａ型 ５人 

就労継続支援Ｂ型 ０人 

※市内事業所から一般就労への移行者数
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（５）相談支援体制の充実・強化等 

国の基本指針では、相談支援体制を充実・強化するため、令和５年度末までに、各市

町村または各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制

の強化を実施する体制を確保することとされています。 
 

①相談支援体制の充実・強化等 
【成果目標】 

令和５年度末までに相談支援体制の充実・強化等に

向けた取組の実施体制を確保 

確保 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。 

 

●活動指標 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度

定期的な巡回訪問による総合的・専門的

な相談支援の実施の有無 
有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問等に

よる専門的な指導・助言件数 
２００件 ２０５件 ２１０件 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援

件数 
２１件 ２１件 ２１件 

地域の相談機関との連携強化の取組の実

施回数 
１００回 １００回 １００回 
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（５）相談支援体制の充実・強化等

国の基本指針では、相談支援体制を充実・強化するため、令和５年度末までに、各市

町村または各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制

の強化を実施する体制を確保することとされています。 

①相談支援体制の充実・強化等
【成果目標】 

令和５年度末までに相談支援体制の充実・強化等に

向けた取組の実施体制を確保 

確保 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。

●活動指標

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度

定期的な巡回訪問による総合的・専門的

な相談支援の実施の有無 
有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問等に

よる専門的な指導・助言件数 
２００件 ２０５件 ２１０件 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援

件数 
２１件 ２１件 ２１件 

地域の相談機関との連携強化の取組の実

施回数 
１００回 １００回 １００回 
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（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

国の基本指針では、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、

令和５年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を

実施する体制を構築することとされています。 
 

①障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築 
【成果目標】 

令和５年度末までにサービスの質の向上を図るため

の取組に係る体制を構築 

構築 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。 

 

●活動指標 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度

埼玉県が実施する障害福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市職員の参加

人数 

４人 ４人 ４人 

障害者自立支援審査支払等システム等に

よる審査結果を事業所や関係者と共有す

る実施回数 

１０回 １０回 １０回 
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（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

国の基本指針では、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、

令和５年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を

実施する体制を構築することとされています。 

①障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築
【成果目標】 

令和５年度末までにサービスの質の向上を図るため

の取組に係る体制を構築 

構築 

◆考え方：国の基本指針に基づき、設定します。

●活動指標

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度

埼玉県が実施する障害福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市職員の参加

人数 

４人 ４人 ４人 

障害者自立支援審査支払等システム等に

よる審査結果を事業所や関係者と共有す

る実施回数 

１０回 １０回 １０回 
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３ 障害福祉サービスの見込量と見込量確保のための方策 

（１）訪問系サービス 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

居宅介護 

自宅での入浴や排せつ、食事の介護などを行い

ます。 

・身体介護（食事、排せつ、入浴など） 

・家事援助（食事の準備、掃除、洗濯、買い物な

ど） 

・通院等介助（身体介護有り・身体介護無し） 

・通院等乗降介助 

在宅障がい者・児 

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、精神

障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい

者であって、常に介護が必要な方に、入浴、排せ

つ、食事等の介助や外出時の移動の補助をしま

す。  

区分４以上で一定の条件を満

たす方 

同行援護 

外出時における支援を行います。 

・移動時及びそれに伴う外出先において、必要な

移動の援護及び視覚的情報の支援（代筆・代読

を含む） 

・排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要

となる援助 

視覚障がいにより、移動に著し

い困難を有する方 

行動援護 

自己判断等が制限されている方が行動するとき

に必要な外出支援を行います（危険回避や社会

的に問題のある行為の制止、発作への対応等を

含む）。 

区分３以上で一定の要件を満

たす知的障がい者・児、精神障

がい者・児 

重度障害者

等包括支援 

常に介護が必要な方の中でも、介護の必要性が

著しく高い方に、居宅介護などの障害福祉サー

ビスを包括的に行います（家事援助や入浴、排せ

つ、食事などの介助や外出時の移動の援助等を

含む）。 

区分６で、意思の疎通に著しい

困難を伴う方であって、以下の

いずれかの条件を満たす方 

①四肢全てに麻痺
ま ひ

があり、寝た

きり状態で（ア）人工呼吸

器による呼吸管理を行なっ

ている身体障がい者・児、

（イ）最重度知的障がい

者・児 

②８０項目の認定調査の行動

関連項目等（１２項目）の合

計点数が１０点以上の方 
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３ 障害福祉サービスの見込量と見込量確保のための方策 

（１）訪問系サービス

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

居宅介護 

自宅での入浴や排せつ、食事の介護などを行い

ます。 

・身体介護（食事、排せつ、入浴など）

・家事援助（食事の準備、掃除、洗濯、買い物な

ど）

・通院等介助（身体介護有り・身体介護無し）

・通院等乗降介助

在宅障がい者・児 

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、精神

障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい

者であって、常に介護が必要な方に、入浴、排せ

つ、食事等の介助や外出時の移動の補助をしま

す。  

区分４以上で一定の条件を満

たす方 

同行援護 

外出時における支援を行います。 

・移動時及びそれに伴う外出先において、必要な

移動の援護及び視覚的情報の支援（代筆・代読

を含む） 

・排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要

となる援助 

視覚障がいにより、移動に著し

い困難を有する方 

行動援護 

自己判断等が制限されている方が行動するとき

に必要な外出支援を行います（危険回避や社会

的に問題のある行為の制止、発作への対応等を

含む）。 

区分３以上で一定の要件を満

たす知的障がい者・児、精神障

がい者・児 

重度障害者

等包括支援 

常に介護が必要な方の中でも、介護の必要性が

著しく高い方に、居宅介護などの障害福祉サー

ビスを包括的に行います（家事援助や入浴、排せ

つ、食事などの介助や外出時の移動の援助等を

含む）。 

区分６で、意思の疎通に著しい

困難を伴う方であって、以下の

いずれかの条件を満たす方 

①四肢全てに麻痺
ま ひ

があり、寝た

きり状態で（ア）人工呼吸

器による呼吸管理を行なっ

ている身体障がい者・児、

（イ）最重度知的障がい

者・児 

②８０項目の認定調査の行動

関連項目等（１２項目）の合

計点数が１０点以上の方
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◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 ※

令和２年度 

利用時間 

（時間／月） 
５，７７４時間 ５，７３９時間 ４，７７１時間

利用者数 

（人／月） 
２５９人 ２６２人 ２３５人

※令和２年度実績は、令和２年９月現在の実績から年度全体の実績を推計しています。以降のページ

も同様に推計値を掲載しています。 

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用時間 

（時間／月） 
５，８３０時間 ５，８９６時間 ５，９６２時間

利用者数 

（人／月） 
２６５人 ２６８人 ２７１人

 

◆見込量算出の考え方 
訪問系サービス（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）については、利用者は増減しているものの、今後も一定の需要が見込まれること

から、利用者数は第５期の実績を考慮して見込みます。 

利用時間は利用者数に平均利用時間数（２２時間）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
訪問系サービスについては、今後増加するサービス利用量に対応するため、引き続き

サービス提供事業所等への情報提供や連携を図り、安定的で質の高いサービスが提供で

きるように努めます。 

また、サービス提供事業者の参入促進や、ホームヘルパーの人材確保・質の向上に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

人：「月間の利用者数」
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◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 ※

令和２年度 

利用時間 

（時間／月） 
５，７７４時間 ５，７３９時間 ４，７７１時間

利用者数 

（人／月） 
２５９人 ２６２人 ２３５人

※令和２年度実績は、令和２年９月現在の実績から年度全体の実績を推計しています。以降のページ

も同様に推計値を掲載しています。

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用時間 

（時間／月） 
５，８３０時間 ５，８９６時間 ５，９６２時間

利用者数 

（人／月） 
２６５人 ２６８人 ２７１人

◆見込量算出の考え方
訪問系サービス（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）については、利用者は増減しているものの、今後も一定の需要が見込まれること

から、利用者数は第５期の実績を考慮して見込みます。 

利用時間は利用者数に平均利用時間数（２２時間）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
訪問系サービスについては、今後増加するサービス利用量に対応するため、引き続き

サービス提供事業所等への情報提供や連携を図り、安定的で質の高いサービスが提供で

きるように努めます。

また、サービス提供事業者の参入促進や、ホームヘルパーの人材確保・質の向上に努

めます。 

人：「月間の利用者数」
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（２）日中活動系サービス 

①生活介護 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

生活介護 

常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せ

つ、食事の介護や創作活動等の機会を提供

します。 

区分３以上（５０歳以上は区

分２以上）で地域や入所施設

において、安定した生活を営

むために、常時介護が必要な方

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
６，４８２人日 ６，４７１人日 ６，６６５人日

利用者数 

（人／月） 
３３０人 ３３２人 ３３２人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
７，３４８人日 ７，３９２人日 ７，４３６人日

利用者数 

（人／月） 
３３４人 ３３６人 ３３８人

 

◆見込量算出の考え方 
生活介護については、利用者数は横ばいで推移しているものの、今後も一定の需要が

見込まれることから、第５期の実績や事業所開設の状況等を勘案して、利用者数を見込

みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
障がい者支援施設に対して、必要に応じて情報提供等をして、常に介護を必要とする

障がいのある人に、ニーズに応じた日中活動の場の確保ができるよう努めます。 

 

 

 

  

人日：「月間の利用者数」×「１人１月あたりの平均利用日数」
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（２）日中活動系サービス

①生活介護

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

生活介護 

常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せ

つ、食事の介護や創作活動等の機会を提供

します。 

区分３以上（５０歳以上は区

分２以上）で地域や入所施設

において、安定した生活を営

むために、常時介護が必要な方

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
６，４８２人日 ６，４７１人日 ６，６６５人日

利用者数 

（人／月） 
３３０人 ３３２人 ３３２人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
７，３４８人日 ７，３９２人日 ７，４３６人日

利用者数 

（人／月） 
３３４人 ３３６人 ３３８人

◆見込量算出の考え方
生活介護については、利用者数は横ばいで推移しているものの、今後も一定の需要が

見込まれることから、第５期の実績や事業所開設の状況等を勘案して、利用者数を見込

みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
障がい者支援施設に対して、必要に応じて情報提供等をして、常に介護を必要とする

障がいのある人に、ニーズに応じた日中活動の場の確保ができるよう努めます。 

人日：「月間の利用者数」×「１人１月あたりの平均利用日数」
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②自立訓練（機能訓練） 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

自立訓練（機能訓

練） 

理学療法や作業療法などのリハビリテーシ

ョンや、生活等に関する相談及び助言等を

行います。 

入所施設・病院を退所、退院

した方等で地域生活への移

行を図る上で支援が必要な

方 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１７人日 ２４人日 ７人日

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 ０人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２２人日 ２２人日 ２２人日

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 １人

 

◆見込量算出の考え方 
自立訓練（機能訓練）については、利用者数が横ばいで推移しているため、第５期の

実績と同程度の利用者数を見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内において、サービスの提供が確保できるよう、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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②自立訓練（機能訓練）

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

自立訓練（機能訓

練） 

理学療法や作業療法などのリハビリテーシ

ョンや、生活等に関する相談及び助言等を

行います。 

入所施設・病院を退所、退院

した方等で地域生活への移

行を図る上で支援が必要な

方 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１７人日 ２４人日 ７人日

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 ０人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２２人日 ２２人日 ２２人日

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 １人

◆見込量算出の考え方
自立訓練（機能訓練）については、利用者数が横ばいで推移しているため、第５期の

実績と同程度の利用者数を見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内において、サービスの提供が確保できるよう、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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③自立訓練（生活訓練） 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

自立訓練（生活訓

練） 

障がいのある方が、地域での生活に困らな

いよう、自分で身の回りのことをする訓練

を行います。 

入所施設・病院を退所、退院

した方等で地域生活への移

行を図る上で支援が必要な

知的・精神障がい者 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１３７人日 １１９人日 １６５人日

利用者数 

（人／月） 
７人 ７人 ８人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１７６人日 １７６人日 １７６人日

利用者数 

（人／月） 
８人 ８人 ８人

 

◆見込量算出の考え方 
自立訓練（生活訓練）については、利用者数が横ばいで推移しているため、第５期の

実績や事業所の開設状況などを勘案して、第５期の実績と同程度の利用者数を見込みま

す。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努め、市内におけるサービス提供先が増やせるよう、民間事業者等

との連携・協力を図ります。 
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③自立訓練（生活訓練）

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

自立訓練（生活訓

練） 

障がいのある方が、地域での生活に困らな

いよう、自分で身の回りのことをする訓練

を行います。 

入所施設・病院を退所、退院

した方等で地域生活への移

行を図る上で支援が必要な

知的・精神障がい者 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１３７人日 １１９人日 １６５人日

利用者数 

（人／月） 
７人 ７人 ８人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１７６人日 １７６人日 １７６人日

利用者数 

（人／月） 
８人 ８人 ８人

◆見込量算出の考え方
自立訓練（生活訓練）については、利用者数が横ばいで推移しているため、第５期の

実績や事業所の開設状況などを勘案して、第５期の実績と同程度の利用者数を見込みま

す。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努め、市内におけるサービス提供先が増やせるよう、民間事業者等

との連携・協力を図ります。 
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④就労移行支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する方に、一定

期間、就労に必要な訓練を行います。 

就労を希望する６５歳未満

の方で、企業等に雇用が可能

と認められる方 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
８８０人日 ６６５人日 ７９６人日

利用者数 

（人／月） 
４８人 ３８人 ４２人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，０１２人日 １，１００人日 １，１８８人日

利用者数 

（人／月） 
４６人 ５０人 ５４人

 

◆見込量算出の考え方 
就労移行支援については、利用者数の増減がありますが、今後も一定の需要が見込ま

れることから、利用者数は一定数増加するものと見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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④就労移行支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する方に、一定

期間、就労に必要な訓練を行います。 

就労を希望する６５歳未満

の方で、企業等に雇用が可能

と認められる方 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
８８０人日 ６６５人日 ７９６人日

利用者数 

（人／月） 
４８人 ３８人 ４２人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，０１２人日 １，１００人日 １，１８８人日

利用者数 

（人／月） 
４６人 ５０人 ５４人

◆見込量算出の考え方
就労移行支援については、利用者数の増減がありますが、今後も一定の需要が見込ま

れることから、利用者数は一定数増加するものと見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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⑤就労継続支援（Ａ型） 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労継続支援（Ａ

型） 

雇用契約等に基づき、就労に必要な知識や

能力向上のために訓練を行います。 

企業等に雇用されることが

困難な６５歳未満の方で継

続的に就労が可能な方 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，１６６人日 １，１４５人日 １，１７２人日

利用者数 

（人／月） 
６２人 ６４人 ６０人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，３６４人日 １，４０８人日 １，４５２人日

利用者数 

（人／月） 
６２人 ６４人 ６６人

 

◆見込量算出の考え方 
就労継続支援（Ａ型）については、利用者数が増減していますが、今後も一定の需要

が見込まれることから、利用者数はやや増加するものと見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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⑤就労継続支援（Ａ型）

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労継続支援（Ａ

型） 

雇用契約等に基づき、就労に必要な知識や

能力向上のために訓練を行います。 

企業等に雇用されることが

困難な６５歳未満の方で継

続的に就労が可能な方 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，１６６人日 １，１４５人日 １，１７２人日

利用者数 

（人／月） 
６２人 ６４人 ６０人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，３６４人日 １，４０８人日 １，４５２人日

利用者数 

（人／月） 
６２人 ６４人 ６６人

◆見込量算出の考え方
就労継続支援（Ａ型）については、利用者数が増減していますが、今後も一定の需要

が見込まれることから、利用者数はやや増加するものと見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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⑥就労継続支援（Ｂ型） 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労継続支援（Ｂ

型） 

生産活動などの機会の提供、就労に必要な

知識や能力向上のための訓練を行います。

企業等への雇用に結びつか

ない方や一定年齢に達して

いる方 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２，４７３人日 ２，７２６人日 ２，９２９人日

利用者数 

（人／月） 
１４３人 １６４人 １７２人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
４，１１４人日 ４，４４４人日 ４，７７４人日

利用者数 

（人／月） 
１８７人 ２０２人 ２１７人

 

◆見込量算出の考え方 
就労継続支援（Ｂ型）については、利用者数が増加していることから、今後も利用者

数は増加するものと見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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⑥就労継続支援（Ｂ型）

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労継続支援（Ｂ

型） 

生産活動などの機会の提供、就労に必要な

知識や能力向上のための訓練を行います。

企業等への雇用に結びつか

ない方や一定年齢に達して

いる方 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２，４７３人日 ２，７２６人日 ２，９２９人日

利用者数 

（人／月） 
１４３人 １６４人 １７２人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
４，１１４人日 ４，４４４人日 ４，７７４人日

利用者数 

（人／月） 
１８７人 ２０２人 ２１７人

◆見込量算出の考え方
就労継続支援（Ｂ型）については、利用者数が増加していることから、今後も利用者

数は増加するものと見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（標準２２日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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⑦就労定着支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労定着支援 

就労に伴う生活面の課題に対応できるよ

う、企業・自宅等への訪問や障がい者の来

所により、生活リズム、家計や体調の管理

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。

就労移行支援等の利用を経

て一般就労へ移行した障が

い者で、就労に伴う環境変化

により生活面の課題が生じ

ている方 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
２人 １４人 １７人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
２０人 ２３人 ２６人

 

◆見込量算出の考え方 
 就労定着支援については、利用者数は増加しており、今後も増加していくものと見込

みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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⑦就労定着支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

就労定着支援 

就労に伴う生活面の課題に対応できるよ

う、企業・自宅等への訪問や障がい者の来

所により、生活リズム、家計や体調の管理

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。

就労移行支援等の利用を経

て一般就労へ移行した障が

い者で、就労に伴う環境変化

により生活面の課題が生じ

ている方 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
２人 １４人 １７人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
２０人 ２３人 ２６人

◆見込量算出の考え方
 就労定着支援については、利用者数は増加しており、今後も増加していくものと見込

みます。 

◆見込量確保のための方策
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況の把握など、引き続き施

設等の情報収集等に努めます。 

また、市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協

力を図ります。 
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⑧療養介護 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする方に、長期の

入院により、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護を行います。 

区分５以上で筋ジストロフ

ィー患者若しくは重度心身

障がい者、又は区分６でＡＬ

Ｓ患者等気管切開を伴う人

工呼吸器利用者 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１７人 １９人 １６人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１７人 １７人 １７人

 

◆見込量算出の考え方 
療養介護については、利用者数の極端な増減はないため、第５期の実績と同程度の利

用者数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況把握に努めるとともに、

引き続きサービス提供事業者と協議し、サービスの提供の確保に努めます。 
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⑧療養介護

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする方に、長期の

入院により、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護を行います。 

区分５以上で筋ジストロフ

ィー患者若しくは重度心身

障がい者、又は区分６でＡＬ

Ｓ患者等気管切開を伴う人

工呼吸器利用者 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１７人 １９人 １６人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１７人 １７人 １７人

◆見込量算出の考え方
療養介護については、利用者数の極端な増減はないため、第５期の実績と同程度の利

用者数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後もサービスを必要とする人やサービス提供事業所の状況把握に努めるとともに、

引き続きサービス提供事業者と協議し、サービスの提供の確保に努めます。 
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⑨短期入所（福祉型） 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

短期入所（福祉型） 
自宅で介護する方が病気の場合などに、短

期間、障がい者支援施設等に入所できます。

身体障がい者・児 

知的障がい者・児 

精神障がい者・児 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３９２人日 ３８６人日 ２７７人日

利用者数 

（人／月） 
３８人 ４９人 ２１人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３９２人日 ４４０人日 ４８８人日

利用者数 

（人／月） 
４９人 ５５人 ６１人

 

◆見込量算出の考え方 
短期入所（福祉型）については、利用者数は増減していますが、今後も一定の需要が

見込まれることから、第５期の実績や事業所の状況等を勘案して、利用者数を見込みま

す。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（８日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
市内において短期入所の受け入れ先が確保できるよう、福祉施設や相談支援機関等と

連携し、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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⑨短期入所（福祉型）

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

短期入所（福祉型） 
自宅で介護する方が病気の場合などに、短

期間、障がい者支援施設等に入所できます。

身体障がい者・児 

知的障がい者・児 

精神障がい者・児 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３９２人日 ３８６人日 ２７７人日

利用者数 

（人／月） 
３８人 ４９人 ２１人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３９２人日 ４４０人日 ４８８人日

利用者数 

（人／月） 
４９人 ５５人 ６１人

◆見込量算出の考え方
短期入所（福祉型）については、利用者数は増減していますが、今後も一定の需要が

見込まれることから、第５期の実績や事業所の状況等を勘案して、利用者数を見込みま

す。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（８日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
市内において短期入所の受け入れ先が確保できるよう、福祉施設や相談支援機関等と

連携し、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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⑩短期入所（医療型） 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

短期入所（医療型） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、短

期間、病院・診療所・介護老人保健施設等

に入所できます。 

重症心身障がい者・児 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
５０人日 ２８人日 １７人日

利用者数 

（人／月） 
１０人 ８人 ５人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３５人日 ３５人日 ３５人日

利用者数 

（人／月） 
７人 ７人 ７人

 

◆見込量算出の考え方 
短期入所（医療型）については、利用者数は減少しています。利用者数は第５期の実

績を考慮して見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（５日）を乗じて見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
医療的ケア等のニーズに対したサービスが提供できるよう、病院等の関係機関との連

携を図りながら、必要量の確保に努めます。 
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⑩短期入所（医療型）

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

短期入所（医療型） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、短

期間、病院・診療所・介護老人保健施設等

に入所できます。 

重症心身障がい者・児 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
５０人日 ２８人日 １７人日

利用者数 

（人／月） 
１０人 ８人 ５人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３５人日 ３５人日 ３５人日

利用者数 

（人／月） 
７人 ７人 ７人

◆見込量算出の考え方
短期入所（医療型）については、利用者数は減少しています。利用者数は第５期の実

績を考慮して見込みます。 

利用日数は利用者数に平均利用日数（５日）を乗じて見込みます。 

◆見込量確保のための方策
医療的ケア等のニーズに対したサービスが提供できるよう、病院等の関係機関との連

携を図りながら、必要量の確保に努めます。 
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（３）居住系サービス等 

①自立生活援助 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

自立生活援助 

本人の意思を尊重した地域生活を支援する

ため、一定の期間にわたり、定期的な巡回

訪問や随時の対応により、障がい者の理解

力、生活力等を補う観点から支援を行いま

す。 

障がい者支援施設やグルー

プホーム等を利用していた

障がい者で一人暮らしを希

望する方等 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
２人 ０人 ０人

 

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 １人

 

◆見込量算出の考え方 
  自立生活援助については、利用者数が減少しています。第６期は、毎年度１人の利用

を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
  支援を必要とする方が安心して生活できるよう、サービスを提供できる事業所の確保

に努めます。 
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（３）居住系サービス等

①自立生活援助

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

自立生活援助 

本人の意思を尊重した地域生活を支援する

ため、一定の期間にわたり、定期的な巡回

訪問や随時の対応により、障がい者の理解

力、生活力等を補う観点から支援を行いま

す。 

障がい者支援施設やグルー

プホーム等を利用していた

障がい者で一人暮らしを希

望する方等 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
２人 ０人 ０人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 １人

◆見込量算出の考え方
 自立生活援助については、利用者数が減少しています。第６期は、毎年度１人の利用

を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
 支援を必要とする方が安心して生活できるよう、サービスを提供できる事業所の確保

に努めます。 
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②共同生活援助（グループホーム） 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で入浴、

排せつ又は食事の介護その他の日常生活上

の相談や自立支援等を行います。 

障がい者（身体障がい者にあ

っては、６５歳未満の方又は

６５歳に達する日の前日ま

でに障害福祉サービス若し

くはこれに準ずるものを利

用したことがある方） 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１０６人 １１９人 １２８人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１３９人 １５０人 １６１人

 

◆見込量算出の考え方 
共同生活援助については利用者数は増加しており、今後も一定の需要が見込まれるこ

とから、第５期の実績や事業所の開設等を勘案して、利用者数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後、退所・退院後の地域生活の拠点として、また、親亡き後の居住の場として、グ

ループホームでの生活を希望する人が増加すると見込まれることから、社会福祉法人や

特定非営利活動法人等の動向を把握し、共同生活援助の整備が促進されるよう努めます。 
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②共同生活援助（グループホーム）

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で入浴、

排せつ又は食事の介護その他の日常生活上

の相談や自立支援等を行います。 

障がい者（身体障がい者にあ

っては、６５歳未満の方又は

６５歳に達する日の前日ま

でに障害福祉サービス若し

くはこれに準ずるものを利

用したことがある方） 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１０６人 １１９人 １２８人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１３９人 １５０人 １６１人

◆見込量算出の考え方
共同生活援助については利用者数は増加しており、今後も一定の需要が見込まれるこ

とから、第５期の実績や事業所の開設等を勘案して、利用者数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後、退所・退院後の地域生活の拠点として、また、親亡き後の居住の場として、グ

ループホームでの生活を希望する人が増加すると見込まれることから、社会福祉法人や

特定非営利活動法人等の動向を把握し、共同生活援助の整備が促進されるよう努めます。 
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③施設入所支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

施設入所支援 
障がい者支援施設等で、夜間や休日、入浴、

排せつ、食事の介護等を行います。 

生活介護を受けている区分

４以上（５０歳以上は区分３

以上）の方等 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１３０人 １２５人 １２１人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１３０人 １３０人 １３０人

 

◆見込量算出の考え方 
施設入所支援については、国の基本指針では施設入所者の削減を基本としていますが、

埼玉県では入所待機者が増加している状況にあります。 

久喜市の利用者数は年々減少していますが、今後も一定の需要が見込まれることから、

平成３０年度時点の利用者数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
入所者の地域生活への移行を進めていくことが求められていますが、現在施設に入所

している方や、新たに施設に入所することを希望する待機者もいることから、サービス

確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協力を図ります。 
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③施設入所支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

施設入所支援 
障がい者支援施設等で、夜間や休日、入浴、

排せつ、食事の介護等を行います。 

生活介護を受けている区分

４以上（５０歳以上は区分３

以上）の方等 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１３０人 １２５人 １２１人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１３０人 １３０人 １３０人

◆見込量算出の考え方
施設入所支援については、国の基本指針では施設入所者の削減を基本としていますが、

埼玉県では入所待機者が増加している状況にあります。 

久喜市の利用者数は年々減少していますが、今後も一定の需要が見込まれることから、

平成３０年度時点の利用者数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
入所者の地域生活への移行を進めていくことが求められていますが、現在施設に入所

している方や、新たに施設に入所することを希望する待機者もいることから、サービス

確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協力を図ります。 
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（４）相談支援 

①計画相談支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

計画相談支援 

障害福祉サービス等を申請した障がい者に

ついて、サービス等利用計画の作成及び支

援決定後のサービス等利用計画の見直しを

行います。 

障害福祉サービスを申請し

た障がい者、地域相談支援を

申請した障がい者 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１２５人 １４１人 １３６人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１４２人 １４８人 １５４人

 

◆見込量算出の考え方 
計画相談支援については、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての方を

対象として見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
障害福祉サービスを利用する全ての障がい者等がサービス等利用計画案を作成できる

よう、市内の相談支援事業所との連携の強化を図ります。 
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（４）相談支援

①計画相談支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

計画相談支援 

障害福祉サービス等を申請した障がい者に

ついて、サービス等利用計画の作成及び支

援決定後のサービス等利用計画の見直しを

行います。 

障害福祉サービスを申請し

た障がい者、地域相談支援を

申請した障がい者 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
１２５人 １４１人 １３６人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１４２人 １４８人 １５４人

◆見込量算出の考え方
計画相談支援については、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての方を

対象として見込みます。 

◆見込量確保のための方策
障害福祉サービスを利用する全ての障がい者等がサービス等利用計画案を作成できる

よう、市内の相談支援事業所との連携の強化を図ります。 
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②地域移行支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

地域移行支援 

住居の確保など地域における生活に移行す

るための活動に関する相談その他必要な支

援を行います。 

障がい者支援施設、児童福祉

施設又は療養介護を行う病

院に入院している障がい者

及び精神科病院に入院して

いる精神障がい者 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
０人 １人 ０人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 １人

 

◆見込量算出の考え方 
地域移行支援については、利用者数は少数にとどまりました。第６期では、毎年度１

人の利用を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
相談支援事業所等の関係機関と連携し、対象者の地域生活への移行促進を図ります。 
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②地域移行支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

地域移行支援 

住居の確保など地域における生活に移行す

るための活動に関する相談その他必要な支

援を行います。 

障がい者支援施設、児童福祉

施設又は療養介護を行う病

院に入院している障がい者

及び精神科病院に入院して

いる精神障がい者 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
０人 １人 ０人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
１人 １人 １人

◆見込量算出の考え方
地域移行支援については、利用者数は少数にとどまりました。第６期では、毎年度１

人の利用を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
相談支援事業所等の関係機関と連携し、対象者の地域生活への移行促進を図ります。 
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③地域定着支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

地域定着支援 

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に

起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急

訪問その他必要な支援を行います。 

居宅において単身で生活す

る障がい者又は家族と同居

している障がい者のうち、家

族が障がい、疾病のため、緊

急時の支援が見込めない状

況にある方 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
５人 ５人 ５人

  

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
５人 ５人 ５人

 

◆見込量算出の考え方 
地域定着支援については、利用者数の極端な増減がないため、第５期の実績と同程度

の利用者数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
相談支援事業所等の関係機関と連携し、対象者の地域生活への定着促進を図ります。 
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③地域定着支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

地域定着支援 

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に

起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急

訪問その他必要な支援を行います。 

居宅において単身で生活す

る障がい者又は家族と同居

している障がい者のうち、家

族が障がい、疾病のため、緊

急時の支援が見込めない状

況にある方 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／月） 
５人 ５人 ５人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／月） 
５人 ５人 ５人

◆見込量算出の考え方
地域定着支援については、利用者数の極端な増減がないため、第５期の実績と同程度

の利用者数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
相談支援事業所等の関係機関と連携し、対象者の地域生活への定着促進を図ります。 
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４ 地域生活支援事業の見込量と見込量確保のための方策 

【必須事業】 

（１）理解促進研修・啓発事業

 障がい者等が日常生活や社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障が

い者等の理解を深めるための研修・啓発事業です。 

◆実施のための⽅策
障がい者や障がいに対する市民の理解を深めるための研修や啓発事業として、自立支

援協議会、当事者や支援団体等とのネットワークにより、市民にわかりやすい講演会等

を実施します。

（２）自発的活動支援事業

 障がい者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障がい者やその

家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援します。 

◆実施のための⽅策
障がいのある方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、障がい

者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。 

（３）相談支援事業

 地域の障がい者等の相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行い、指定事業者等との

連携・調整等を総合的に行います。 

 市内の障がい者等を対象として、２箇所の指定相談事業所に委託して相談支援を行い

ます。 
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事業名 事業の内容 

障がい者相談支援事業 

障がい者等の福祉に関するさまざまな問題について、障がい者等から

の相談に応じ、情報の提供や助言をはじめ、障害福祉サービスの利用支

援、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、障が

い者の権利擁護のために必要な援助などを行う事業です。 

基幹相談支援センター 

総合的な相談（地域の相談支援事業所からの支援方法や困難事案への

対応方法、障がい者の地域生活における支援方法など）に対応するほ

か、権利擁護（成年後見制度や虐待防止の相談）、人材育成や地域のネ

ットワーク化を図るなど、地域における相談の中核的な役割を担う機

関です。 

相談支援機能強化事業 
相談支援機能の強化のため、相談支援機関に専門的職員（社会福祉士、

保健師、精神保健福祉士等）を配置する事業です。 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

公営住宅や民間の賃貸住宅への入居を希望しているが、保証人がいな

いなどの理由から入居困難な障がい者を支援する事業で、入居にあた

っての支援や、家主等への相談・助言などを行います。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

障がい者相談支援事業 ２箇所 ２箇所 ２箇所 

基幹相談支援センター 整備 整備 整備 

相談支援機能強化事業 ３箇所 ３箇所 ３箇所 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 
０箇所 ０箇所 ０箇所 

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障がい者相談支援事業 ２箇所 ２箇所 ２箇所 

基幹相談支援センター 整備 整備 整備 

相談支援機能強化事業 ３箇所 ３箇所 ３箇所 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 
２箇所 ２箇所 ２箇所 
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事業名 事業の内容 

障がい者相談支援事業 

障がい者等の福祉に関するさまざまな問題について、障がい者等から

の相談に応じ、情報の提供や助言をはじめ、障害福祉サービスの利用支

援、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、障が

い者の権利擁護のために必要な援助などを行う事業です。 

基幹相談支援センター 

総合的な相談（地域の相談支援事業所からの支援方法や困難事案への

対応方法、障がい者の地域生活における支援方法など）に対応するほ

か、権利擁護（成年後見制度や虐待防止の相談）、人材育成や地域のネ

ットワーク化を図るなど、地域における相談の中核的な役割を担う機

関です。 

相談支援機能強化事業 
相談支援機能の強化のため、相談支援機関に専門的職員（社会福祉士、

保健師、精神保健福祉士等）を配置する事業です。 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

公営住宅や民間の賃貸住宅への入居を希望しているが、保証人がいな

いなどの理由から入居困難な障がい者を支援する事業で、入居にあた

っての支援や、家主等への相談・助言などを行います。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

障がい者相談支援事業 ２箇所 ２箇所 ２箇所 

基幹相談支援センター 整備 整備 整備 

相談支援機能強化事業 ３箇所 ３箇所 ３箇所 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 
０箇所 ０箇所 ０箇所 

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障がい者相談支援事業 ２箇所 ２箇所 ２箇所 

基幹相談支援センター 整備 整備 整備 

相談支援機能強化事業 ３箇所 ３箇所 ３箇所 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 
２箇所 ２箇所 ２箇所 
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◆実施のための方策 
・久喜市単独の自立支援協議会や基幹相談支援センターを設置し、市全体としての相談

支援体制の強化に努めます。今後も継続的な支援が行えるよう、利用者にサービスの

周知を図り、利用を促します。 

・自立支援協議会にこども部会、はたらく部会、地域づくり部会を設置し、各部会での

取組内容を検討し運営会議等で共有・検証します。今後、当事者及び家族の協議会へ

の参加を検討します。 

・障がい者の地域生活への移行を推進するためにも、住宅入居等支援事業を実施し、必

要とする方への周知を図ります。 

・発達支援が必要な子どもに対する支援として、関係機関が共通理解及び情報共有を行

い、切れ目のない支援を行えるよう、支援体制の強化を図ります。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

  知的障がいや精神障がいのある方について、成年後見制度の市長申立てに要する経費

及び市長申立て後の成年後見人等への報酬の助成を支援することにより、障がいのある

方の権利擁護を図ります。 
 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／年） 
３人 ４人 ５人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／年） 
５人 ６人 ６人

 

◆見込量算出の考え方 
成年後見制度利用支援事業については、利用者数は増加しており、今後も増加が見込

まれることから、第５期の実績を考慮して見込みます。 
 

◆見込量確保のための方策 
相談支援事業所や、障がい者虐待防止センター等の関係機関と連携し、制度の普及・

利用の促進を図ります。 
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◆実施のための方策
・久喜市単独の自立支援協議会や基幹相談支援センターを設置し、市全体としての相談

支援体制の強化に努めます。今後も継続的な支援が行えるよう、利用者にサービスの

周知を図り、利用を促します。

・自立支援協議会にこども部会、はたらく部会、地域づくり部会を設置し、各部会での

取組内容を検討し運営会議等で共有・検証します。今後、当事者及び家族の協議会へ

の参加を検討します。

・障がい者の地域生活への移行を推進するためにも、住宅入居等支援事業を実施し、必

要とする方への周知を図ります。

・発達支援が必要な子どもに対する支援として、関係機関が共通理解及び情報共有を行

い、切れ目のない支援を行えるよう、支援体制の強化を図ります。

（４）成年後見制度利用支援事業

 知的障がいや精神障がいのある方について、成年後見制度の市長申立てに要する経費

及び市長申立て後の成年後見人等への報酬の助成を支援することにより、障がいのある

方の権利擁護を図ります。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 

（人／年） 
３人 ４人 ５人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

（人／年） 
５人 ６人 ６人

◆見込量算出の考え方
成年後見制度利用支援事業については、利用者数は増加しており、今後も増加が見込

まれることから、第５期の実績を考慮して見込みます。 

◆見込量確保のための方策
相談支援事業所や、障がい者虐待防止センター等の関係機関と連携し、制度の普及・

利用の促進を図ります。 
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（５）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する事業です。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実施の有無 実施 実施 実施 

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 実施 実施 実施 

 

◆実施のための方策 
久喜市社会福祉協議会との連携を密にしながら、事業の促進に努めます。 

 

（６）意思疎通支援事業 

  聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障が

い者等に、手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業を行い、意

思疎通の円滑化を図ります。 

 

①手話通訳者派遣事業 

  聴覚障がい等のため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳の方法

により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者を派遣します。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実利用件数 

（件／年） 
４６４件 ３９５件 ２６２件
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（５）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する事業です。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実施の有無 実施 実施 実施 

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 実施 実施 実施 

◆実施のための方策
久喜市社会福祉協議会との連携を密にしながら、事業の促進に努めます。 

（６）意思疎通支援事業

 聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障が

い者等に、手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業を行い、意

思疎通の円滑化を図ります。 

①手話通訳者派遣事業

 聴覚障がい等のため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳の方法

により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者を派遣します。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実利用件数 

（件／年） 
４６４件 ３９５件 ２６２件
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◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用件数 

（件／年） 
４３０件 ４４０件 ４５０件

 

◆見込量算出の考え方 
手話通訳者派遣事業については、第５期の実績を考慮して、利用件数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
現状の派遣体制が確保できるよう、手話通訳者養成講座を継続して実施し、手話通訳

者の確保に努めます。 

 

 

②要約筆記者派遣事業 

  聴覚障がい等のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、要約筆記の方

法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する要約筆記者を派遣します。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実利用件数 

（件／年） 
１件 ８件 ０件

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用件数 

（件／年） 
５件 ５件 ５件

 

◆見込量算出の考え方 
要約筆記者派遣事業については、第５期の実績を考慮して、利用件数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
要約筆記を必要とする方への情報提供に努め、必要なときに利用できる体制の確保に

努めます。 
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◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用件数 

（件／年） 
４３０件 ４４０件 ４５０件

◆見込量算出の考え方
手話通訳者派遣事業については、第５期の実績を考慮して、利用件数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
現状の派遣体制が確保できるよう、手話通訳者養成講座を継続して実施し、手話通訳

者の確保に努めます。 

②要約筆記者派遣事業

 聴覚障がい等のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、要約筆記の方

法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する要約筆記者を派遣します。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実利用件数 

（件／年） 
１件 ８件 ０件

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用件数 

（件／年） 
５件 ５件 ５件

◆見込量算出の考え方
要約筆記者派遣事業については、第５期の実績を考慮して、利用件数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
要約筆記を必要とする方への情報提供に努め、必要なときに利用できる体制の確保に

努めます。
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③手話通訳者設置事業 

  毎週火曜日、市役所の障がい者福祉課に手話通訳者を配置し、聴覚障がい者等の支援

を行います。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実設置者数 

（人／年） 
１人 １人 １人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実設置者数 

（人／年） 
１人 １人 １人

 

◆見込量算出の考え方 
手話通訳者設置事業については、今後も１人の実設置者数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
今後も継続して手話通訳者を設置できるよう委託先と調整していきます。 

  また、平成２９年度から導入した遠隔手話通訳サービスを今後も引き続き実施します。 
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③手話通訳者設置事業

 毎週火曜日、市役所の障がい者福祉課に手話通訳者を配置し、聴覚障がい者等の支援

を行います。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実設置者数 

（人／年） 
１人 １人 １人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実設置者数 

（人／年） 
１人 １人 １人

◆見込量算出の考え方
手話通訳者設置事業については、今後も１人の実設置者数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
今後も継続して手話通訳者を設置できるよう委託先と調整していきます。 

また、平成２９年度から導入した遠隔手話通訳サービスを今後も引き続き実施します。 
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（７）日常生活用具給付等事業 

  日常生活を営むのに支障のある障がい者等に対し、日常生活用具を給付または貸与す 

ることにより、日常生活の便宜
べ ん ぎ

を図ります。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実利用件数 

（件／年） 
３，７０２件 ３，７３３件 ３，９８３件

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用件数 

（件／年） 
４，２５１件 ４，５３５件 ４，８７３件

 

◆見込量算出の考え方 
日常生活用具給付事業については、利用件数は増加しており、今後も一定の需要が見

込まれることから、第５期の実績を考慮して見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
日常生活用具についての情報収集や、利用者や関係者に対して十分な説明をすること

により、サービス内容の理解を図り、給付対象者へ適切な給付及び貸与ができるように

努めます。 
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（７）日常生活用具給付等事業

日常生活を営むのに支障のある障がい者等に対し、日常生活用具を給付または貸与す 

ることにより、日常生活の便宜
べ ん ぎ

を図ります。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実利用件数 

（件／年） 
３，７０２件 ３，７３３件 ３，９８３件

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用件数 

（件／年） 
４，２５１件 ４，５３５件 ４，８７３件

◆見込量算出の考え方
日常生活用具給付事業については、利用件数は増加しており、今後も一定の需要が見

込まれることから、第５期の実績を考慮して見込みます。 

◆見込量確保のための方策
日常生活用具についての情報収集や、利用者や関係者に対して十分な説明をすること

により、サービス内容の理解を図り、給付対象者へ適切な給付及び貸与ができるように

努めます。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

  久喜市社会福祉協議会へ委託して、厚生労働省が定める入門課程と基礎課程のカリキ

ュラムに基づいた講座を開講し、手話奉仕員を養成します。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

入門編修了者数 

（人／年） 
１７人 １５人 ０人

基礎編修了者数 

（人／年） 
２１人 １３人 ０人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

入門編修了者数 

（人／年） 
２０人 ２０人 ２０人

基礎編修了者数 

（人／年） 
２０人 ２０人 ２０人

 

◆見込量算出の考え方 
手話奉仕員養成研修事業については、第５期の実績を考慮して見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
手話奉仕員養成研修を継続して実施し、地域の手話奉仕員や手話通訳者としての担い

手となるよう養成に努めるとともに、その充実に努めます。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業

 久喜市社会福祉協議会へ委託して、厚生労働省が定める入門課程と基礎課程のカリキ

ュラムに基づいた講座を開講し、手話奉仕員を養成します。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

入門編修了者数 

（人／年） 
１７人 １５人 ０人

基礎編修了者数 

（人／年） 
２１人 １３人 ０人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

入門編修了者数 

（人／年） 
２０人 ２０人 ２０人

基礎編修了者数 

（人／年） 
２０人 ２０人 ２０人

◆見込量算出の考え方
手話奉仕員養成研修事業については、第５期の実績を考慮して見込みます。 

◆見込量確保のための方策
手話奉仕員養成研修を継続して実施し、地域の手話奉仕員や手話通訳者としての担い

手となるよう養成に努めるとともに、その充実に努めます。 
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（９）移動支援事業 

  屋外での移動が困難な障がい者等に外出のための支援を行うことにより、地域におけ

る自立生活や社会生活を支援します。 

 

◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実利用人数 

（人／年） 
９３人 ８２人 ８４人

延べ利用時間数 

（時間／年） 
４，２７３時間 ４，０８３．５時間 １，９９４時間

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用人数 

（人／年） 
８８人 ８８人 ８８人

延べ利用時間数 

（時間／年） 
４，１７８時間 ４，１７８時間 ４，１７８時間

 

◆見込量算出の考え方 
移動支援事業については、利用者数は概ね横ばいで推移しており、今後も一定の需要

が見込まれることから、第５期の実績を考慮して見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
サービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協力を図ります。 
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延べ利用時間数 

（時間／年） 
４，１７８時間 ４，１７８時間 ４，１７８時間

◆見込量算出の考え方
移動支援事業については、利用者数は概ね横ばいで推移しており、今後も一定の需要

が見込まれることから、第５期の実績を考慮して見込みます。 

◆見込量確保のための方策
サービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協力を図ります。
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（10）地域活動支援センター事業 

  創作活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとともに、日常生活

に必要な便宜を供与します。サービスの類型（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型）に応じて、各種の訓

練や意識啓発事業なども行います。 

 

◆サービスの類型 
事業名 事業の内容 

地域活動支援センター

Ⅰ型 

精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤

との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対す

る理解促進を図るための普及・啓発等を行います。 

地域活動支援センター

Ⅱ型 

地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会

適応訓練、入浴等のサービスを実施しています。 

地域活動支援センター

Ⅲ型 

地域の障がい者に対し、通所による創作活動又は生産活動の支援を実

施しています。 

 

◆第５期の実績 

 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

市内 市外 市内 市外 市内 市外 

Ⅰ型 

箇所数 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所

実利用人数

（人／月） 
５７人 ３２人 ７４人 ４７人 １３人 １４人

Ⅱ型 

箇所数 １箇所 ０箇所 １箇所 ０箇所 １箇所 ０箇所

実利用人数

（人／月） 
３２人 ０人 ２０人 ０人 ２０人 ０人 

Ⅲ型 

箇所数 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所

実利用人数

（人／月） 
１３人 ４人 １２人 ４人 ８人 ３人
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（10）地域活動支援センター事業

 創作活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとともに、日常生活

に必要な便宜を供与します。サービスの類型（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型）に応じて、各種の訓

練や意識啓発事業なども行います。 

◆サービスの類型
事業名 事業の内容 

地域活動支援センター

Ⅰ型 

精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤

との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対す

る理解促進を図るための普及・啓発等を行います。 

地域活動支援センター

Ⅱ型 

地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会

適応訓練、入浴等のサービスを実施しています。 

地域活動支援センター

Ⅲ型 

地域の障がい者に対し、通所による創作活動又は生産活動の支援を実

施しています。 

◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

市内 市外 市内 市外 市内 市外 

Ⅰ型 

箇所数 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所

実利用人数

（人／月） 
５７人 ３２人 ７４人 ４７人 １３人 １４人

Ⅱ型 

箇所数 １箇所 ０箇所 １箇所 ０箇所 １箇所 ０箇所

実利用人数

（人／月） 
３２人 ０人 ２０人 ０人 ２０人 ０人 

Ⅲ型 

箇所数 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所

実利用人数

（人／月） 
１３人 ４人 １２人 ４人 ８人 ３人
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◆第６期の見込量 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市内 市外 市内 市外 市内 市外 

Ⅰ型 

箇所数 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所

実利用人数

（人／月） 
７４人 ４７人 ７４人 ４７人 ７４人 ４７人

Ⅱ型 

箇所数 １箇所 ０箇所 １箇所 ０箇所 １箇所 ０箇所

実利用人数

（人／月） 
２１人 ０人 ２１人 ０人 ２１人 ０人

Ⅲ型 

箇所数 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所

実利用人数

（人／月） 
１０人 ３人 １０人 ３人 １０人 ３人

 

◆見込量算出の考え方 
  Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型については、利用者数の極端な増減がないことから、第５期の実績

を考慮して見込みます。 
 

◆見込量確保のための方策 
利用ニーズに応じて既存の事業所への情報提供や各種支援に努め、事業所と連携して

サービスの確保を図ります。 

 

【任意事業】 

事業名 事業の内容 

訪問入浴サービス事業 
入浴が困難な身体障がい者に対し、居宅に簡易浴槽を持ち込む巡回型

の入浴サービスを提供します。 

保育所等巡回支援事業 

発達障がいの知識を持つ専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や発

達障がい児等の保護者に対し、発達障がいの早期発見及び早期支援の

ための助言・指導を行います。 

日中一時支援事業 
日中において障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応する

ための日常的な訓練等の必要な支援を行います。 

パソコン講習会事業 
重度上肢機能障がい者、重度視覚障がい者を対象にパソコン講習会を

開催し、情報収集・伝達の手段を広げます。 
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◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 
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実利用人数

（人／月） 
２１人 ０人 ２１人 ０人 ２１人 ０人

Ⅲ型 

箇所数 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所

実利用人数

（人／月） 
１０人 ３人 １０人 ３人 １０人 ３人

◆見込量算出の考え方
 Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型については、利用者数の極端な増減がないことから、第５期の実績

を考慮して見込みます。 

◆見込量確保のための方策
利用ニーズに応じて既存の事業所への情報提供や各種支援に努め、事業所と連携して

サービスの確保を図ります。

【任意事業】 

事業名 事業の内容 

訪問入浴サービス事業 
入浴が困難な身体障がい者に対し、居宅に簡易浴槽を持ち込む巡回型

の入浴サービスを提供します。 

保育所等巡回支援事業 

発達障がいの知識を持つ専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や発

達障がい児等の保護者に対し、発達障がいの早期発見及び早期支援の

ための助言・指導を行います。 

日中一時支援事業 
日中において障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応する

ための日常的な訓練等の必要な支援を行います。 

パソコン講習会事業 
重度上肢機能障がい者、重度視覚障がい者を対象にパソコン講習会を

開催し、情報収集・伝達の手段を広げます。 
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◆第５期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

訪問入浴サービス事業 

（人／年） 
１０人 １０人 １２人

保育所等巡回支援事業 

（巡回回数／年） 
１０回 １５回 １５回

日中一時支援事業 

（人／年） 
３８人 ３３人 ３６人

パソコン講習会事業 

（人／年） 
４人 ２人 １人

 

◆第６期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問入浴サービス事業 

（人／年） 
１２人 １２人 １２人

保育所等巡回支援事業 

（巡回回数／年） 
１５回 １６回 １７回

日中一時支援事業 

（人／年） 
３６人 ３７人 ３８人

パソコン講習会事業 

（人／年） 
３人 ３人 ３人

 

◆見込量算出の考え方 
各サービスの見込量については、第５期の実績や今後の需要の伸びを勘案し、利用者

数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
利用のニーズに即したサービスが提供できるよう、事業所や関係者等と連携を図り、

継続した事業の実施及び適切な給付に努めます。 
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◆第５期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

訪問入浴サービス事業 

（人／年） 
１０人 １０人 １２人

保育所等巡回支援事業 

（巡回回数／年） 
１０回 １５回 １５回

日中一時支援事業 

（人／年） 
３８人 ３３人 ３６人

パソコン講習会事業 

（人／年） 
４人 ２人 １人

◆第６期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問入浴サービス事業 

（人／年） 
１２人 １２人 １２人

保育所等巡回支援事業 

（巡回回数／年） 
１５回 １６回 １７回

日中一時支援事業 

（人／年） 
３６人 ３７人 ３８人

パソコン講習会事業 

（人／年） 
３人 ３人 ３人

◆見込量算出の考え方
各サービスの見込量については、第５期の実績や今後の需要の伸びを勘案し、利用者

数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
利用のニーズに即したサービスが提供できるよう、事業所や関係者等と連携を図り、

継続した事業の実施及び適切な給付に努めます。 
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●その他の任意事業 
事業名 事業の内容 

自動車改造費補助事業 
身体障がい者自らが運転できるよう自動車を改造することにより、就

労や社会参加の機会の拡大を図ります。 

自動車運転免許取得費

補助事業 

運転免許の取得により、身体障がい者の就労や社会参加の機会の拡大

を図ります。 

フレンドシップ学級事業 
就労している知的障がい者の相互の交流や余暇活動を支援することに

より、自主的な社会参加を促進します。 

更生訓練費給付事業 
障害者総合支援法に規定する自立訓練、就労移行支援利用者に、訓練

後の社会復帰促進のための訓練費を支給します。 

障がい者就職支度金給

付事業 

訓練を終了し、就職等により自立する方に対し、就職支度金を支給し、

社会復帰の促進を図ります。 

知的障がい者職親委託

事業 

知的障がい者を職親に預け、生活指導や技能習得訓練等を行うことで、

雇用の促進を図ります。 

ボランティア育成事業 
地域ボランティアの養成、ボランティア団体の活動助成、地域福祉の

振興を図ります。 

 

【市単独事業】 

事業名 事業の内容 

重度心身障害者医療給

付事業 

重度の心身障がい者が病院等で診療を受ける場合に、各種医療保険制

度による医療費の一部負担金を助成する制度です。 

難病患者見舞金支給事業 

難病患者の精神的な負担に対する慰謝及び経済的負担の軽減を図りま

す。指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証等の交付

を受けている方に対し、見舞金を支給します。 

重度身体障害者居宅改

善整備補助事業 

重度身体障がい者の日常生活における利便を図るため、居宅の一部を

障がいに応じて使いやすく改造する場合に補助します。 

障がい者外出支援事業 

在宅の重度心身障がい者へ、福祉タクシー券利用券・自動車燃料費利

用券（どちらか一方）交付し、社会参加の機会を拡大するとともに、経

済的負担の軽減を図ります。 

障害児（者）生活サポー

ト補助事業 

在宅の心身障がい児（者）の地域生活を支援するため、身近な場所で、

障がい者及びその家族の介護需要に対してサービスを提供する団体に

補助することにより、障がい者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を

図ります。 
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●その他の任意事業
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度による医療費の一部負担金を助成する制度です。 

難病患者見舞金支給事業 

難病患者の精神的な負担に対する慰謝及び経済的負担の軽減を図りま

す。指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証等の交付

を受けている方に対し、見舞金を支給します。 

重度身体障害者居宅改

善整備補助事業 

重度身体障がい者の日常生活における利便を図るため、居宅の一部を

障がいに応じて使いやすく改造する場合に補助します。 

障がい者外出支援事業 

在宅の重度心身障がい者へ、福祉タクシー券利用券・自動車燃料費利

用券（どちらか一方）交付し、社会参加の機会を拡大するとともに、経

済的負担の軽減を図ります。 

障害児（者）生活サポー

ト補助事業

在宅の心身障がい児（者）の地域生活を支援するため、身近な場所で、

障がい者及びその家族の介護需要に対してサービスを提供する団体に
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図ります。 
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事業名 事業の内容 

障がい者就労支援事業 

障がい者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障がい者の就労と

生活を総合的に支援する事業を実施することで、障がい者の自立と社

会参加の促進を図ります。また、働く意欲はあるが、就労機会の少ない

障がい者の雇用推進の施策を検討し、新たな就労機会の拡大に努めま

す。 

パーキングパーミット

（おもいやり駐車場）

交付事業 

障がい者、要介護者、妊産婦等に対し、おもいやり駐車場利用者証を交

付することにより、車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進します。

難聴児補聴器購入費助

成事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器

購入費の一部を助成することにより、難聴児の言語の習得・教育等にお

ける健全な発達を支援します。 

在宅障がい者紙おむつ

給付事業 

在宅で常時おむつを必要とする障がい者に紙おむつを給付し、経済的・

精神的負担の軽減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題名『クラブの仲間』 

久喜市ゆう・あい 浅野
あ さ の

 幸利子
ゆ り こ

さん 
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題名『クラブの仲間』 

久喜市ゆう・あい 浅野
あ さ の

 幸利子
ゆ り こ

さん 
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５ 計画の円滑な実施を確保するために必要な事項 

※ 以下の事項は「第５章 第２期久喜市障がい児福祉計画」と共通するため、一体的

に取組を推進します。

（１）障がい者等に対する虐待の防止

サービス事業者は、障害者虐待防止法の趣旨を踏まえ、利用者の人権の擁護、虐待の

防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備し、従業者に対して、研修を実施す

る等の措置を講じなければならないとされています。 

市は、障がい者虐待防止センターを中心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健

福祉センター、障がい者及び障がい児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委

員・児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークを活用し、障がい者等に対する虐

待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むと

ともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行い、必要に応じて要綱の見

直し等を行います。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組

を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を構築します。 

（２）障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進

市は、国や県と連携を図りながら、障がい者の芸術文化活動の振興を図ることにより、

障がい者などの社会参加や障がい者などに対する理解を促進していきます。そのために、

相談支援や人材育成、発表の機会、住民の参加機会の確保等の芸術文化活動の支援を行

います。 

（３）障がいを理由とする差別の解消の推進

共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障がい者等の活動を制限

し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要です。障害者差別解

消法では、障がい者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規

定するとともに、対象となる障がい者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるも

のではないこととされています。 

市は、障がいを理由とする差別の解消や障がいに対する理解を深めるための啓発活動

などを行います。また、サービス事業者など福祉分野の事業者については、障がいを理

由とする差別を解消するための取組を行うにあたり、厚生労働省が作成した「福祉分野

における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指

針」を踏まえ、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に

対応します。 
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（４）サービス事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所におけ

る研修等の充実 

サービス事業所においては、共生社会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となる

べきというこれまでの方向性を堅持し、日頃の地域住民や関係機関との緊密な関係性の

構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重要であることから、市

はその支援を行います。 

また、それらの取組の際には、日常的な地域との繋がりが災害時における障がい者等

の安全確保に繋がるとともに、サービス事業所が災害時には福祉避難所として地域の安

全提供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策を事業所とともに考えます。 

さらに、障害福祉サービス等を利用する障がい者等が安心して生活できるよう、権利

擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、職員が過重な労働負担等により精

神的に孤立することなく、いきいきと障がい者等への支援に従事できるよう、職員の処

遇改善等により職場環境の改善を進めます。 

題名『はる・なつ・あき・ふゆ★』 

久喜市あゆみの郷 いつきさん 
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第５章 第２期久喜市障がい児福祉計画 

１ 障がい児福祉計画の基本的な考え方 

◆ 障がい児の健やかな育成のための発達支援

障がい児支援を推進するためには、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障が

い児の健やかな育成を支援することが必要です。このため、障がい児とその家族に対し、

障がいの疑いがある段階から身近な地域で支援できるよう、地域支援体制の構築を図り

ます。

また、障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、

教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制

の構築を図ります。 

さらに、障がい児が支援サービスを利用することにより、地域の保育、教育等の支援

を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共

に成長できるよう、地域社会への参加を促し、互いに包み支え合う社会を推進します。 

加えて、医療的ケア児が保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の支援を円滑に受け

られるよう、包括的な支援体制の構築を図ります。 
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２ 成果目標・活動指標 

国の基本指針では、障がい児支援の提供体制の整備等を推進するための、次の成果目

標・活動指標が示されています。 

 

（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 

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和

５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置するこ

ととされています。 

また、障がい児の地域社会への参加を促し、互いに包み支え合う社会を推進するため、

児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどの方法で、令和５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こととされ

ています。 

 

①児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置 
【成果目標】 

児童発達支援センターを１箇所以上設置 
１箇所以上 

◆考え方：令和３年４月に１箇所開所予定です。今後はさらに充実に努めます。 

 

②保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 
【成果目標】 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 
維持 

◆考え方：保育所等訪問支援体制は、既に整備されているため、提供体制の維持と充実

を図る取組を行います。 

 

 

（２）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所の確保 

重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、令和５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事業所及び放課後等デイサービス事業所を各

市町村に少なくとも１箇所以上確保することとされています。 

 

  

70 

２ 成果目標・活動指標 

国の基本指針では、障がい児支援の提供体制の整備等を推進するための、次の成果目

標・活動指標が示されています。 

（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

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和

５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置するこ

ととされています。 

また、障がい児の地域社会への参加を促し、互いに包み支え合う社会を推進するため、

児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどの方法で、令和５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こととされ

ています。 

①児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置
【成果目標】 

児童発達支援センターを１箇所以上設置 
１箇所以上 

◆考え方：令和３年４月に１箇所開所予定です。今後はさらに充実に努めます。

②保育所等訪問支援を利用できる体制の構築
【成果目標】 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 
維持 

◆考え方：保育所等訪問支援体制は、既に整備されているため、提供体制の維持と充実

を図る取組を行います。 

（２）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所の確保

重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、令和５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事業所及び放課後等デイサービス事業所を各

市町村に少なくとも１箇所以上確保することとされています。 
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●重症心身障がい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の確保 
【成果目標】 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所を

１箇所以上設置 

１箇所以上 

【成果目標】 

重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス

事業所を１箇所以上設置 

１箇所以上 

◆考え方：重症心身障がい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

事業所は、既に各１箇所設置されていますが、さらに充実に努めます。 

 

 

（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及びコーディネー

ターの配置 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、令和５年度末までに、各都道府県、各

圏域及び各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連

携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーター

を配置することとされています。 

 

●医療的ケア児支援のための関係機関の協議及びコーディネーターの配置 
【成果目標】 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議 
実施 

【成果目標】 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 
継続 

◆考え方：医療的ケア児支援のための関係機関の協議は、自立支援協議会のこども部会

で実施します。また、医療的ケア児等に関するコーディネーターは配置済み

のため、支援の充実に向けた取組を行います。 

 

●活動指標 
・児童発達支援の利用児童数、利用日数 

・医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数 

・放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数 

・保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 

・居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数 

・障害児相談支援の利用児童数 

・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 
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●重症心身障がい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の確保
【成果目標】 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所を
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１箇所以上 

【成果目標】 

重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス

事業所を１箇所以上設置 

１箇所以上 

◆考え方：重症心身障がい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

事業所は、既に各１箇所設置されていますが、さらに充実に努めます。 

（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及びコーディネー

ターの配置

医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、令和５年度末までに、各都道府県、各

圏域及び各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連

携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーター

を配置することとされています。 

●医療的ケア児支援のための関係機関の協議及びコーディネーターの配置
【成果目標】 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議 
実施 

【成果目標】 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 
継続 

◆考え方：医療的ケア児支援のための関係機関の協議は、自立支援協議会のこども部会

で実施します。また、医療的ケア児等に関するコーディネーターは配置済み

のため、支援の充実に向けた取組を行います。 

●活動指標
・児童発達支援の利用児童数、利用日数

・医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数

・放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数

・保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数

・居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数

・障害児相談支援の利用児童数

・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
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（４）発達障がい者等に対する支援 

発達障がい者等の早期発見・早期支援には、発達障がい者等及びその家族等への支援

が重要であることから、保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や

方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレー

ニング等の発達障がい者等及びその家族等に対する支援体制を確保します。 

 

●活動指標 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ペアレントトレーニングやペアレントプ

ログラム等の支援プログラム等の受講者

数 

５５人 ６０人 ６５人 

ペアレントメンターの人数 １０人 １０人 １０人 

ピアサポートの活動への参加人数 ２人 ２人 ２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題名『なかよし』 

久喜けいわ 山口
やまぐち

 開代子
か よ こ

さん 
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 開代子
か よ こ

さん 
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３ 障がい児への福祉サービスの見込量と見込量確保のための方策 

①児童発達支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

児童発達支援 

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。 

身体障がい、知的障がい、精

神障がいのある児童 

 

◆第１期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 ※

令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
８５４人日 １，０１２人日 １，２１０人日

利用児童数 

（人／月） 
８１人 ９５人 １０１人

※令和２年度実績は、令和２年９月現在の実績から年度全体の実績を推計しています。以降のページ

も同様に推計値を掲載しています。 

 

◆第２期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，２２１人日 １，３３１人日 １，４４１人日

利用児童数 

（人／月） 
１１１人 １２１人 １３１人

 

◆見込量算出の考え方 
児童発達支援については、利用児童数は増加しており、今後も一定の需要が見込まれ

ることから、第１期の実績を考慮して見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
市内において、サービスの提供が確保できるよう、民間事業者等との連携・協力を図

ります。 

 

 

  

人日：「月間の利用者数」×「１人１月あたりの平均利用日数」
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３ 障がい児への福祉サービスの見込量と見込量確保のための方策 

①児童発達支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

児童発達支援 

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。 

身体障がい、知的障がい、精

神障がいのある児童 

◆第１期の実績
平成 30 年度 令和元年度 ※

令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
８５４人日 １，０１２人日 １，２１０人日

利用児童数 

（人／月） 
８１人 ９５人 １０１人

※令和２年度実績は、令和２年９月現在の実績から年度全体の実績を推計しています。以降のページ

も同様に推計値を掲載しています。

◆第２期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１，２２１人日 １，３３１人日 １，４４１人日

利用児童数 

（人／月） 
１１１人 １２１人 １３１人

◆見込量算出の考え方
児童発達支援については、利用児童数は増加しており、今後も一定の需要が見込まれ

ることから、第１期の実績を考慮して見込みます。 

◆見込量確保のための方策
市内において、サービスの提供が確保できるよう、民間事業者等との連携・協力を図

ります。 

人日：「月間の利用者数」×「１人１月あたりの平均利用日数」
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②医療型児童発達支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

医療型児童発達支

援 

肢体不自由のある児童を対象に、児童発達

支援及び医療の提供を行います。 
肢体不自由のある児童 

 

◆第１期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１４人日 ０人日 ０人日

利用児童数 

（人／月） 
２人 ０人 ０人

 

◆第２期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１４人日 １４人日 １４人日

利用児童数 

（人／月） 
２人 ２人 ２人

 

◆見込量算出の考え方 
  医療型児童発達支援については、利用児童数は少数にとどまりました。第２期計画で

は平成３０年度時点の利用児童数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
  対象となる障がい児の受け入れ、サービスを提供できる医療機関等が限定されている

ことから、提供可能な医療機関等と連携し、必要なサービス提供の確保に努めます。 
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②医療型児童発達支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

医療型児童発達支

援 

肢体不自由のある児童を対象に、児童発達

支援及び医療の提供を行います。 
肢体不自由のある児童 

◆第１期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１４人日 ０人日 ０人日

利用児童数 

（人／月） 
２人 ０人 ０人

◆第２期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１４人日 １４人日 １４人日

利用児童数 

（人／月） 
２人 ２人 ２人

◆見込量算出の考え方
 医療型児童発達支援については、利用児童数は少数にとどまりました。第２期計画で

は平成３０年度時点の利用児童数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
 対象となる障がい児の受け入れ、サービスを提供できる医療機関等が限定されている

ことから、提供可能な医療機関等と連携し、必要なサービス提供の確保に努めます。 
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③放課後等デイサービス 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

放課後等デイサービス 

学校（幼稚園、大学を除く）に通う障がい

のある児童で、授業の終了後又は休業日に

支援が必要な者に、生活能力の向上のため

に必要な訓練、社会との交流の促進その他

必要な支援を行います。 

学校教育法に規定する学校

（幼稚園、大学を除く）に就

学している障がい児（身体障

がい、知的障がい、精神障が

いのある児童） 

 

◆第１期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２，８６９人日 ３，０７９人日 ３，３５０人日

利用児童数 

（人／月） 
２２３人 ２４３人 ２４７人

 

◆第２期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３，３６７人日 ３，５２３人日 ３，６７９人日

利用児童数 

（人／月） 
２５９人 ２７１人 ２８３人

 

◆見込量算出の考え方 
放課後等デイサービスについては、利用児童数は増加しており、今後も一定の需要が

見込まれることから、第１期の実績を考慮して見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協力を図

ります。 

 

 

 

75 

③放課後等デイサービス

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

放課後等デイサービス 

学校（幼稚園、大学を除く）に通う障がい

のある児童で、授業の終了後又は休業日に

支援が必要な者に、生活能力の向上のため

に必要な訓練、社会との交流の促進その他

必要な支援を行います。 

学校教育法に規定する学校

（幼稚園、大学を除く）に就

学している障がい児（身体障

がい、知的障がい、精神障が

いのある児童） 

◆第１期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２，８６９人日 ３，０７９人日 ３，３５０人日

利用児童数 

（人／月） 
２２３人 ２４３人 ２４７人

◆第２期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
３，３６７人日 ３，５２３人日 ３，６７９人日

利用児童数 

（人／月） 
２５９人 ２７１人 ２８３人

◆見込量算出の考え方
放課後等デイサービスについては、利用児童数は増加しており、今後も一定の需要が

見込まれることから、第１期の実績を考慮して見込みます。 

◆見込量確保のための方策
市内においてサービス確保の必要が生じた場合は、民間事業者等との連携・協力を図

ります。 



76 

 

④保育所等訪問支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

保育所等訪問支援 

障がいのある児童が通う保育所・幼稚園・

小学校・放課後児童クラブ（学童保育）等

を訪問し、障がいのある児童以外の児童と

の集団生活への適応のための専門的な支援

その他必要な支援を行います。 

保育所や児童が集団生活を

営む施設に通う障がい児（発

達障がい児、その他の気にな

る児童） 

 

◆第１期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１人日 ２人日 ２人日

利用児童数 

（人／月） 
１人 ２人 １人

 

◆第２期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２人日 ２人日 ２人日

利用児童数 

（人／月） 
２人 ２人 ２人

 

◆見込量算出の考え方 
保育所等訪問支援については、利用児童数は少数にとどまりました。第２期計画では

第１期の実績と同程度の利用児童数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
障がい児及びその保護者に対するサービスの周知をし、必要に応じてサービス提供事

業所の確保に努めます。 
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④保育所等訪問支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

保育所等訪問支援 

障がいのある児童が通う保育所・幼稚園・

小学校・放課後児童クラブ（学童保育）等

を訪問し、障がいのある児童以外の児童と

の集団生活への適応のための専門的な支援

その他必要な支援を行います。 

保育所や児童が集団生活を

営む施設に通う障がい児（発

達障がい児、その他の気にな

る児童） 

◆第１期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
１人日 ２人日 ２人日

利用児童数 

（人／月） 
１人 ２人 １人

◆第２期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
２人日 ２人日 ２人日

利用児童数 

（人／月） 
２人 ２人 ２人

◆見込量算出の考え方
保育所等訪問支援については、利用児童数は少数にとどまりました。第２期計画では

第１期の実績と同程度の利用児童数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
障がい児及びその保護者に対するサービスの周知をし、必要に応じてサービス提供事

業所の確保に努めます。 
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⑤居宅訪問型児童発達支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

居宅訪問型児童発

達支援 

障がい児の居宅を訪問し、日常生活におけ

る基本的な動作の指導、知的技能の付与等

の支援を実施します。 

重症心身障がい児などの重

度の障がい児等で、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 

 

◆第１期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
０人日 ０人日 ０人日

利用児童数 

（人／月） 
０人 ０人 ０人

 

◆第２期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
５人日 ５人日 ５人日

利用児童数 

（人／月） 
１人 １人 １人

 

◆見込量算出の考え方 
  居宅訪問型児童発達支援については、利用がありませんでした。今後は事業の周知に

努め、利用の促進を図ります。 

 

◆見込量確保のための方策 
 支援を必要とする方が安心して生活できるよう、サービスを提供できる事業所の確保

に努めます。 
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⑤居宅訪問型児童発達支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

居宅訪問型児童発

達支援 

障がい児の居宅を訪問し、日常生活におけ

る基本的な動作の指導、知的技能の付与等

の支援を実施します。 

重症心身障がい児などの重

度の障がい児等で、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 

◆第１期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
０人日 ０人日 ０人日

利用児童数 

（人／月） 
０人 ０人 ０人

◆第２期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用日数 

（人日／月） 
５人日 ５人日 ５人日

利用児童数 

（人／月） 
１人 １人 １人

◆見込量算出の考え方
 居宅訪問型児童発達支援については、利用がありませんでした。今後は事業の周知に

努め、利用の促進を図ります。 

◆見込量確保のための方策
 支援を必要とする方が安心して生活できるよう、サービスを提供できる事業所の確保

に努めます。 
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⑥障害児相談支援 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

障害児相談支援 

障害児通所支援等の利用を希望する障がい

児の解決すべき課題を踏まえ、総合的な援

助の方針や最も適切なサービスの組み合わ

せ等について検討し、障害児支援計画の作

成を行います。計画相談後には一定期間ご

とに計画の見直しを行い、計画の変更や支

給決定の申請の勧 奨
かんしょう

を行います。 

障害児通所支援を申請した

障がい児 

 

◆第１期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用児童数 

（人／月） 
５６人 ６９人 ７６人

 

◆第２期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用児童数 

（人／月） 
８６人 ９６人 １０６人

 

◆見込量算出の考え方 
障害児相談支援については、障害児通所支援を利用する全ての方を対象として見込み

ます。 

 

◆見込量確保のための方策 
児童の心身の状況や生活環境などを考慮し、児童またはその保護者のサービス利用の

意向が反映されるよう、相談支援事業者などと連携し、相談支援の充実に努めます。 
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⑥障害児相談支援

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

障害児相談支援 

障害児通所支援等の利用を希望する障がい

児の解決すべき課題を踏まえ、総合的な援

助の方針や最も適切なサービスの組み合わ

せ等について検討し、障害児支援計画の作

成を行います。計画相談後には一定期間ご

とに計画の見直しを行い、計画の変更や支

給決定の申請の勧 奨
かんしょう

を行います。 

障害児通所支援を申請した

障がい児 

◆第１期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用児童数 

（人／月） 
５６人 ６９人 ７６人

◆第２期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用児童数 

（人／月） 
８６人 ９６人 １０６人

◆見込量算出の考え方
障害児相談支援については、障害児通所支援を利用する全ての方を対象として見込み

ます。 

◆見込量確保のための方策
児童の心身の状況や生活環境などを考慮し、児童またはその保護者のサービス利用の

意向が反映されるよう、相談支援事業者などと連携し、相談支援の充実に努めます。 
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⑦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 

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

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 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の

構築に向けて、関連分野の支援を調整する

コーディネーターとして養成された相談支

援専門員等を配置します。 

医療的ケア児 

・人工呼吸器を装着してい

る障がい児、その他日常生

活を営むために医療を要

する状態にある障がい児 

・重度の知的障がいと重度

の肢体不自由が重複して

いる重症心身障がい児 

 

◆第１期の実績 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

配置人数 

（人） 
０人 １人 １人

 

◆第２期の見込量 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配置人数 

（人） 
１人 １人 １人

 

◆見込量算出の考え方 
  医療的ケア児の支援を調整するコーディネーター必要数を見込みます。 

 

◆見込量確保のための方策 
  支援を必要とする方が安心して生活できるよう、コーディネーターを継続して配置し

ていけるように事業所と調整していきます。 
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⑦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

サービス名 サービスの内容 利用対象者 

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 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の

構築に向けて、関連分野の支援を調整する

コーディネーターとして養成された相談支

援専門員等を配置します。

医療的ケア児 

・人工呼吸器を装着してい

る障がい児、その他日常生

活を営むために医療を要

する状態にある障がい児

・重度の知的障がいと重度

の肢体不自由が重複して

いる重症心身障がい児

◆第１期の実績
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

配置人数 

（人） 
０人 １人 １人

◆第２期の見込量
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配置人数 

（人） 
１人 １人 １人

◆見込量算出の考え方
医療的ケア児の支援を調整するコーディネーター必要数を見込みます。 

◆見込量確保のための方策
 支援を必要とする方が安心して生活できるよう、コーディネーターを継続して配置し

ていけるように事業所と調整していきます。 
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４ 障がい児の子ども・子育て支援等の利用と提供体制の確保 

保育所等の子ども・子育て支援等の利用を希望する障がい児が希望に沿った利用がで

きるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等に

おける障がい児の受入れの体制整備を行います。 

 

◆利用希望及び受入れ人数（実人数） 

施設名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用希望 

人数 

受入可能

人数 

利用希望

人数 

受入可能

人数 

利用希望 

人数 

受入可能

人数 

保育所 ６５人 ６５人 ６２人 ６２人 ６０人 ６０人

認定こども園 ６人 ６人 ６人 ６人 ６人 ６人

放課後児童健全育成

事業 

（放課後児童クラブ） 

３２人 ３２人 ３３人 ３３人 ３３人 ３３人

幼稚園 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人

特定地域型保育事業
※
 ７人 ７人 ７人 ７人 ７人 ７人

 ※ 小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育 

 

 

◆教育・保育の提供体制の確保 
  障がい児が必要な配慮を受けながら教育・保育を受けられるよう、関係機関等との連

携を図りながら受入れ体制の拡充に努めます。 

 

 

 

  

80 

４ 障がい児の子ども・子育て支援等の利用と提供体制の確保 

保育所等の子ども・子育て支援等の利用を希望する障がい児が希望に沿った利用がで

きるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等に

おける障がい児の受入れの体制整備を行います。 

◆利用希望及び受入れ人数（実人数）

施設名 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用希望 

人数 

受入可能

人数 

利用希望

人数 

受入可能

人数 

利用希望 

人数 

受入可能

人数 

保育所 ６５人 ６５人 ６２人 ６２人 ６０人 ６０人

認定こども園 ６人 ６人 ６人 ６人 ６人 ６人

放課後児童健全育成

事業 

（放課後児童クラブ） 

３２人 ３２人 ３３人 ３３人 ３３人 ３３人

幼稚園 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人

特定地域型保育事業
※ ７人 ７人 ７人 ７人 ７人 ７人

※ 小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育

◆教育・保育の提供体制の確保
障がい児が必要な配慮を受けながら教育・保育を受けられるよう、関係機関等との連

携を図りながら受入れ体制の拡充に努めます。 



81 

第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 
 計画の推進にあたっては、市の関係部署が連携して施策や事業に取り組むとともに、

障がい者団体やサービス事業者、久喜市社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア団体、

医療機関、教育機関、公共職業安定所、その他関係者・関係団体等と連携し、全ての市

民の協力のもと、久喜市全体で「ともに生き ともに暮らす 地域共生社会づくり」の

実現を目指します。 

２ 計画の評価と見直し 

 計画期間中は年度ごとに久喜市障がい者施策推進協議会に進捗
しんちょく

状況を報告して評価 

を行うとともに、計画最終年度（令和５年度）には全体的な総括を行って、その結果を

次期計画の策定に反映していきます。また、社会情勢や法制度改正などに対応するため、

必要に応じて計画期間中にも見直しを行います。 

障がい者・児 

久喜市障がい者施策推進協議会

久喜市 

社会福祉 

協議会 

サービス

事業者 

ＮＰＯ 

ボランティア 

団 体 

提言報告

医療機関 

教育機関

公共職業 

安定所 

障がい者

団 体
市 民

久喜市

久喜市自立支援協議会 

連携
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資料編 

１ 策定経過 

年月日 会議名等 審議内容 

令和２年 

７月２９日～ 

８月２８日 

団体ヒアリング調査
１６団体を対象に書面での意見募集を実施、 

うち６団体からヒアリング調査を実施 

令和２年 

１１月１８日 

第２回久喜市障がい

者施策推進協議会 

(1)久喜市障がい者施策推進協議会の役割について

(2)久喜市障がい（児）福祉計画について

令和２年 

１２月１７日 

第３回久喜市障がい

者施策推進協議会 
(1)久喜市障がい（児）福祉計画について

令和３年 

１月８日～ 

２月８日 

市民意見提出制度に

よる意見募集（パブ

リック・コメント）

意見書提出：５人（１２件） 

令和３年 

２月１８日 

第４回久喜市障がい

者施策推進協議会 
(1)久喜市障がい（児）福祉計画について
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資料編 
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２ 策定体制 

（１）久喜市障がい者施策推進協議会

①久喜市障がい者施策推進協議会条例

平成２２年３月２３日 

条例第１３５号 

改正 平成２４年１０月１日条例第３４号 

（設置） 

第１条 本市における障がい者に関する施策の推進を図るため、障害者基本法（昭和４５

年法律第８４号）第３６条第４項の規定に基づき、久喜市障がい者施策推進協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員２０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市長が委嘱する。 

（１） 公募による市民

（２） 障がい者の福祉の向上を目的とする団体に属する者

（３） 障がい者の福祉に関する事業に従事する者

（４） 関係行政機関の職員

（５） 学識経験を有する者

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、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。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、第１回目の会議は、

市長が招集する。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、福祉部障がい者福祉課において処理する。 
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（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成２２年３月２３日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月１日条例第３４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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②委員名簿 ◎会長 ○副会長

区 分 番号 氏名（敬称略） 所属 

１号委員 

（公募） 
１ 奥澤

おくざわ

 彰
あきら

公募による市民 

２ 金井
かない

 清恵
きよえ

 

３ 寺方
てらかた

 克彦
かつひこ

 

４ 黒川
くろかわ

 恵美
え み

 

５ 奈良
な ら

 千鶴
ち づ

 

６ 小林
こばやし

 芽美
め み

 

２号委員 

（障がい者団体） 
７ 鈴木

すずき

 秀明
ひであき

 久喜市菖蒲町身体障害者福祉会 

８ 新藤
しんどう

 朝子
あさこ

 セルフヘルプグループ たんぽぽ

９ 桜井
さくらい

 直美
なおみ

 久喜市栗橋手をつなぐ育成会 

10 中 城
なかじょう

 俊昭
としあき

 精神障がい者家族会 わかちあいるーむ 

11 大内
おおうち

 伸一
しんいち

 久喜市聴覚障害者協会 

３号委員 

（福祉事業者） 
12 齋藤

さいとう

 裕子
ゆうこ

 久喜市地域活動支援センター たいよう 

13 ○ 松本
まつもと

 雅年
まさとし

 社会福祉法人啓和会 久喜市ゆう・あい 

14 川島
かわしま

 恵
めぐみ

久喜市障がい者生活支援センター ベルベール 

15 野口
のぐち

 扶美恵
ふ み え

 社会福祉法人久喜市社会福祉協議会 

16 宮原
みやはら

 静枝
しずえ

 特定非営利活動法人あんご工房 

４号委員 

（関係行政機関） 
17 池田

いけだ

 宏
ひろし

埼玉県立久喜特別支援学校 

18 城戸
き ど

 真理
ま り

 埼玉県立騎西特別支援学校 

19 小沢
おざわ

 洋二
ようじ

 春日部公共職業安定所 

５号委員 

（学識経験者） 
20 ◎ 新井

あらい

 利民
としたみ

 立正大学社会福祉学部社会福祉学科 
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３ 用語解説集 

用語 内容 

あ

行 

医療的ケア たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を流

し込む経管栄養など、在宅で家族等が日常的に

行っている医療的介助行為のことで、医師が行

う「医療行為」と区別してこのように呼ばれてい

る。 

ＮＰＯ Non-Profit Organization の略語。営利を目的と

しないで、福祉の増進や文化・芸術振興、環境保

全など様々な課題に、市民が自主的、自発的なボ

ランティア活動や社会貢献活動を行う団体のこ

と。

遠隔手話通訳サービス 手話を必要とする人（聴覚障がい者）と市職員と

の間で、手話によるコミュニケーションを行う

時、タブレット型端末のテレビ電話機能を通じ

て、手話通訳者と画面越しに手話通訳を行い、コ

ミュニケーションをとる仕組みのこと。

か

行 

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を果たす

機関として、障がい者の相談支援に関する業務

を総合的に行うことを目的とする施設。市町村

または当該業務の実施の委託を受けた者が設置

できる。 

高次脳機能障がい 病気や交通事故などさまざまな原因で脳に損傷

を受けたために、記憶や言語、行動等に生じる障

がいのこと。新しいことが覚えられない、注意力

や集中力の低下、感情や行動の抑制がきかなく

なるなどの精神・心理的症状が出現し、周囲の状

況に合った適切な行動ができなくなり生活に支

障をきたすことがある。 
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用語 内容 

か

行 

障的会社なまざまさるす面直が人るあのいが障 慮配的理合

壁を取り除くための個別の調整や変更のこと。

障がいのある人から必要としている旨の意思の

表明があり、実施に伴う負担が過重でないとき、

その提供は行政機関等の法的義務、事業者の努

力義務とされている。 

雇用率（障がい者雇用率） 常用雇用者数に占める障がい者の割合のこと。

障がい者が地域の一員として普通に生活できる

共生社会の実現に向けて、全ての事業者には法

定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務

がある。法定雇用率は、令和３年４月までに民間

企業で２．３％、国・地方公共団体等で２．６％、

都道府県等の教育委員会で２．５％に引き上げ

となる。 

さ 

行 

重度心身障がい 障がいの種別に関わらず２つ以上の障がいのあ

る｢重複障がい｣とは異なり、重度の肢体不自由

と重度の知的障がいが重複する場合を指す。 

手話 耳が聞こえない人や聞こえづらい人が物事を考

え会話をするときに、手指や体の動き、顔の表 

情を使って視覚的に表現する独自の語彙
ご い

と文法 

体系を持つ言語のこと。 

手話通訳者 久喜市では、手話通訳士の資格を有する方、手話

通訳者全国統一試験に合格している方、久喜市

手話通訳者養成講習会の修了者を対象に登録手

話通訳者選考試験を実施し、合格者を久喜市手

話通訳者として登録している。 
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用語 内容 

か

行 

合理的配慮 障がいのある人が直面するさまざまな社会的障

壁を取り除くための個別の調整や変更のこと。

障がいのある人から必要としている旨の意思の

表明があり、実施に伴う負担が過重でないとき、
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がある。法定雇用率は、令和３年４月までに民間

企業で２．３％、国・地方公共団体等で２．６％、

都道府県等の教育委員会で２．５％に引き上げ

となる。 

さ 

行 

重度心身障がい 障がいの種別に関わらず２つ以上の障がいのあ

る｢重複障がい｣とは異なり、重度の肢体不自由

と重度の知的障がいが重複する場合を指す。 

手話 耳が聞こえない人や聞こえづらい人が物事を考

え会話をするときに、手指や体の動き、顔の表 

情を使って視覚的に表現する独自の語彙
ご い

と文法 

体系を持つ言語のこと。 

手話通訳者 久喜市では、手話通訳士の資格を有する方、手話

通訳者全国統一試験に合格している方、久喜市

手話通訳者養成講習会の修了者を対象に登録手

話通訳者選考試験を実施し、合格者を久喜市手

話通訳者として登録している。 
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用語 内容 

さ 

行 

障害支援区分 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、障がい者等に対する介護給付の必

要度を表す６段階の区分のこと。生活や障がい

の状況についての８０項目にわたる面接調査を

市町村職員または相談支援事業者が行い、その

結果に基づいてコンピュータによる一次判定、

市町村審査会による二次判定を行って決定され

る。 

障がい者就業・生活支援センター 雇用、保健、福祉、教育等の関係機関と連携しな

がら、障がい者の就業及びそれに伴う生活に関

する指導・助言、職業準備訓練のあっせんなど、

障がい者の職業生活における自立を図るために

必要な支援をする施設のこと。 

障がい者就労支援センター 障がい者の一般就労の機会の拡大を図るととも

に、障がい者が安心して働き続けられるよう、身

近な地域において就労面と生活面の支援を一体

的に提供し、障がい者の自立と社会参加の一層

の促進を図るよう支援する施設のこと。 

自立支援協議会 地域生活支援事業の一つで、相談支援事業をは

じめとする地域の障がい者福祉に関するシステ

ムづくりの中核的な役割を果たす協議の場のこ

と。

成年後見制度 知的障がい、精神障がい、認知症などのために判

断能力が十分ではない人の権利を守り、支援す

るための制度のこと。本人が契約を結ぶ場合な

どに本人に代わってそれらの行為を行うなどの

後見的役割を務める成年後見人を家庭裁判所が

選任することによって、本人の判断能力を補う

などの支援を行う。 
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用語 内容 

さ 
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るための制度のこと。本人が契約を結ぶ場合な
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用語 内容 

さ 

行 

ソーシャルインクルージョン 人と人との新しいつながりを求めて、障がいの

ある人もない人も全ての人が社会の構成員とし

て互いに包み支え合う社会をつくるという考え

方のこと。 

た

行 

地域包括ケアシステム 介護や支援が必要であったり、疾患を抱えてい

ても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、住まい・医療・介護・生

活支援等を一体的に提供する仕組みのこと。 

地域生活支援拠点 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据

え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・

場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体

制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫によ

り整備し、障がい者の生活を地域全体で支える

ための施設。さまざまな機能を集約して整備す

る「多機能拠点整備型」（グループホーム併設型、

単独型）と地域において機能を分担して担う「面

的整備型」などがある。 

地域生活支援事業 市町村の創意工夫によって利用者の状況に応じ

て柔軟に実施される事業のこと。相談支援事業、

意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業な

どの必須事業と、社会参加支援など地域の実情

に合わせて実施する任意事業がある。 

点字 紙面等に突起した点を一定の方式で組み合わせ

て表した、視覚障がい者用の記号文字のこと。縦

３点、横２点の６点の各点の組み合わせによっ

てできる６３種類を基本に点字組織を形成す

る。点字に対して、印刷された文字や手書きの 

文字は墨
すみ

字
じ

と言い、墨字で書かれたものを点字 

に翻訳することを点訳という。 
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用語 内容 

な 

行 

し立確が法方療治、くなでから明が構機の病発 病難

ていない希少な疾病であって、当該疾病にかか

ることにより長期にわたり療養を必要とするこ

ととなるもののこと。令和元年７月からは３３

３の疾病が指定難病に指定され、医療費助成等

の対象となっている。 

ノーマライゼーション 障がい者を特別視するのではなく、一般社会で

普通の生活を送れるような条件を整え、共に生

きる社会こそがノーマルであるという考え方。 

は 

行 

発性汎広の他のそ群候症ーガルペスア、症閉自 いが障達発

達障がい、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥・多動

性障がい（ＡＤＨＤ）、その他これに類する脳機

能の障がいであってその症状が通常低年齢にお

いて発生する障がいのこと。平成２２年の障害

者自立支援法改正により障がい者の範囲に含ま

れることが明文化された。 

バリアフリー 障壁となるものを取り除き、生活しやすくする

ことを意味する用語。建築内の段差など、物理的

な障壁の除去という意味合いから、最近ではよ

り広い意味で用いられてきている。 

ピア・サポート 同じ課題や問題、不安があり、同じような立場に

ある人が互いに支え合う活動のこと。 

フレンドシップ学級 就労している知的障がい者の余暇活動を支援す

るとともに、相互の交流を深め、自主的な社会参

加を図るため、市が実施している事業のこと。 

90 

用語 内容 

な 

行 

難病 発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立し

ていない希少な疾病であって、当該疾病にかか

ることにより長期にわたり療養を必要とするこ
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用語 内容 

や

行 

たの者いが障覚聴 記筆約要 めのコミュニケーション手段

の一つであり、話し手の発言内容を要約して筆

記することで聴覚障がい者に伝えるもの。紙に

手書きで要約した内容を記載するノートテイク

や、パソコンで要約文を入力してビデオプロジ

ェクターで投影する方法などがある。 

ら 

行 

ライフステージ 出生から、学校卒業、就職、結婚、出産、子育て、

定年退職などの人生の節目によって変わる生活

（ライフサイクル）に着目した区分のこと。

リハビリテーション 能力低下やその状態の改善を図ることで、障が

い者の社会的統合を実現するあらゆる手段のこ

と。障がい者が環境に適応するための訓練を行

うことだけでなく、障がい者の社会的統合を促

すために環境や社会に手を加えることも含んで

いる。 
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本書に掲載した作品の紹介

ページ 作品／題名 氏名 利用施設・事業所 

表紙 

『草原に咲く向日葵』 

大島
おおしま

 恒司
こ う じ

さん 久喜市あゆみの郷 

７ 

『鳥』 

ＨＡＧＩ
は ぎ

さん 
ワークハウス・コム

ラード

９ 

『シール貼り』 

宮脇
みやわき

 絵里子
え り こ

さん 久喜けいわ 

２０ 

『無題』 

新井
あ ら い

 貴道
たかみち

さん 久喜市いちょうの木 

２４ 

『晴れの日』

高倉
たかくら

 千絵
ち え

さん 久喜市いちょうの木 

６６ 

『クラブの仲間』 

浅野
あ さ の

 幸利子
ゆ り こ

さん 久喜市ゆう・あい 

６８ 

『はる・なつ・あき・ふゆ★』

いつきさん 久喜市あゆみの郷 

７２ 

『なかよし』 

山口
やまぐち

 開代子
か よ こ

さん 久喜けいわ 
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第６期久喜市障がい福祉計画 

第２期久喜市障がい児福祉計画 

令和３年３月 

〒346-8501 埼玉県久喜市下早見 85-3 

電 話 0480-22-1111（代表） 

ＦＡＸ 0480-22-3319 

E-mail shogaifukushi@city.kuki.lg.jp

ＵＲＬ https://www.city.kuki.lg.jp/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

に基づく基本方針の判断基準を満たす紙を使用しています。 

○リサイクル適正の表示 

この印刷物はＡランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクルできます。 




