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リサイクル適性 Ａ
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

障がい者を取り巻く状況は、近年、障がい者の権利擁護に向けた取
り組みが国際的に進展し、障害者基本法の改正をはじめ、障害者虐待
防止法、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの国内法が相次い
で整備されたことで、障がい者の権利擁護や支援が推進されていると
ころです。
また、本市におきましても、これらの多岐にわたる法制度に対応す
べく、平成２４年３月に策定いたしました「久喜市障がい者計画」
「久
喜市障がい福祉計画」に基づき、障がい者の自立支援や社会参加の推
進、障がいの特性に応じた障害福祉サービスの充実に向けた取組みを
進めてまいりました。
このような中、障害者総合支援法に基づき３年間の計画期間として
策定します「久喜市障がい福祉計画」の計画期間が満了することから、
このたび、見直しを行い、平成２９年度までの３年間を計画期間とす
る「第４期久喜市障がい福祉計画」として策定いたしました。
この計画においては、前期計画からの基本理念等を継承しつつ、障がい者の地域への移行支援を
進めるとともに、児童福祉法改正に伴う障がい児支援の強化策の実施や、計画相談支援の提供体制
の整備などを盛り込んだところであり、
「障がいのある人もない人もすべての人がともに生き、と
もに安心して暮らせる新しい共生社会づくり」をめざし、関係機関や関係団体等との連携を図りな
がら、障がい者の社会参加を推進してまいりますので、市民の皆様のご理解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まして多大なご尽力を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、障がい者関係団体等からの意見聴取、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をお寄せいただいた、多くの市民・関係者の皆様に心から感謝申
し上げます。
平成２７年３月

計画の概要
計画の性格

障がい福祉計画は、障害者総合支援法に定める計画で、障害福祉サービス
や相談支援の種類ごとに必要なサービス量の見込み等の数値目標を明示
した、障がい者計画の福祉分野における実施計画として策定します。

位置づけ

この計画は、国及び埼玉県障害者計画、埼玉県障害福祉計画や、久喜市総
合振興計画、久喜市地域福祉計画、久喜市子ども・子育て支援事業計画、
久喜市高齢者福祉計画・介護保険事業計画等の関連する部門計画との整
合・連携を図って定めます。

期間

計画期間は、障害者総合支援法に定められた平成２７年度から平成２９年
度の３か年の計画とします。

計画の対象

この計画の対象は、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）その他の心身の機能の障がいがある者であっ
て、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当
な制限を受ける状態にある者（難病等を含む）とします。
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計画の理念

ともに生き

ともに暮らす

共生社会づくり

障害者基本法の基本理念である、「連帯（ノーマライゼーション）」と「復権（リハビリテ
ーション）」の２つの理念を踏まえ、
「社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）
」の考え
方に基づき、障がいのある人もない人もすべての人がともに生き、ともに安心して暮らせ
る新しい共生社会をめざします。

社会的包摂
ソーシャル
インクルージョン

復権

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すべて
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

連携

リハビリテーション

ノーマライゼーション

ライフステージのすべての段階において、
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

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

計画の目標
１）障がい者の自己決定と自己選択の尊重
障がい者が自己の選択により、多様なサービスを適切に利用できる体制づくりを進め、地
域における障がい者の生活を総合的に支援します。

２）新たな課題に対応したサービス基盤づくり
難病患者等に対する支援や施設・病院から地域生活への移行支援など、新たな課題に対応
し、福祉・保健・医療分野をはじめとするさまざまな分野が相互に連携して、障がい者の
生活を支えるサービス基盤の整備を進めます。

３）地域生活のための支援の充実
障がい者の就労等を通じた社会参加の機会を確保し、障がい者が地域社会で自立した生活
を営むことができるよう、必要な支援の充実に努めます。

障がい者福祉の推進課題
１）精神障がい者の地域移行支援
２）難病患者に対する支援
３）発達障がいなど障がい児に対する支援
４）地域生活支援拠点の整備
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福祉サービスの計画（障がい福祉計画）
平成２７年度から平成２９年度までの第４期久喜市障がい福祉計画で定める法定事業（障
害者総合支援法、児童福祉法）は以下のとおりです。

久喜市
障害福祉サービス

障害者総合支援法による

者総合支援法、

訓練等給付

●居宅介護（ホームヘルプ）
●重度訪問介護
●同行援護
●行動援護
●重度障害者等包括支援
●短期入所（ショートステイ）
●療養介護
●生活介護
●施設入所支援

●自立訓練
●就労移行支援
●就労継続支援
●共同生活援助（グループホーム）
※従来のケアホームは、グループホー
ムに一元化

障がい者・児

介護給付

補装具

相談支援

自立支援医療

●地域移行支援、地域定着支援
●サービス利用支援、継続サービス利
用支援

●更生医療 ●育成医療
●精神通院医療
（実施主体は都道府県）

地域生活支援事業

障がい児支援
児童福祉法による

障害者総合支援法による

●理解促進研修・啓発
●自発的活動支援
●相談支援
●成年後見制度
●意思疎通支援
●日常生活用具の給付又は貸与

●専門性の高い相談支援
●広域的な対応が必要な事業
●人材育成

●手話奉仕員養成研修
●移動支援
●地域活動支援センター
●訪問入浴サービス
●日中一時支援
●その他の日常生活又は
社会生活支援

●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

埼玉県
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障害児通所支援
●児童発達支援
（医療型児童発達支援を含む）
●放課後等デイサービス
●保育所等訪問支援

障害児相談支援
障害児入所支援
●福祉型
●医療型

平成２９年度の成果目標
①施設入所者の地域生活への移行
項

目

数

4 ページ
【基準値】平成
25 年度末時点の施設入所者数

値

147 人

【目標値】地域生活移行者数

18 人

平成２９年度の成果目標

◆考え方：国の指針に基づき、平成２５年度末時点の施設入所者数の１２％以上が地域生活へ移行すること
①施設入所者の地域生活への移行
とする。
【基準値】平成 25 年度末時点の施設入所者数 147 人

②入院中の精神障がい者の地域生活への移行
【目標値】地域生活移行者数 18 人

項

目

数

値

◆考え方：国の指針に基づき、平成２５年度末時点の施設入所者数の１２％以上が地域生活へ移行するこ

【目標値】入院後１年時点の退院率

76%

ととする。

◆考え方：埼玉県障害者福祉計画に基づき実施する。
②入院中の精神障害者の地域生活への移行

③障がい者の地域生活の支援
【目標値】入院後１年時点の退院率 76%
項 目
◆考え方：埼玉県障害者福祉計画に基づき実施する。

数

【目標値】平成
29 年度末の地域生活支援拠点整備数
③障害者の地域生活の支援

値
－

◆考え方：地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を各市町村又は各圏域に少なくとも１つを整備する
【目標値】平成 29 年度末の地域生活支援拠点整備数 なし
ことを基本とする。
◆考え方：地域生活を支援する機能の集約を行う拠点トウを各市町村又は各圏域に少なくとも１つを整備

※国・県より拠点の役割や機能等が具体的に示されていないため、現時点では設定しない。
することを基本とする。

④福祉施設から一般就労への移行
※国・県より拠点の役割や機能トウが具体的に示されていないため、現時点では設定しない。
ア 福祉施設から一般就労への移行
④福祉施設から一般就労への移行
ア 福祉施設から一般就労への移行

項

目

数

値

【基準値】平成
年度の一般就労移行者数
【基準値】平成 24
24 年度の一般就労移行者数
6人

6人

【目標値】平成 29
29 年度の一般就労移行者数
8人
【目標値】平成
年度の一般就労移行者数

8人

◆考え方：福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業トウを通じて、平成２９年度中に一般就労に移行
◆考え方：福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成２９年度中に一般就労に移行する

者の目標値を設定する。平成２４年度の一般就労への移行実績を、埼玉県が示す３割以上増やす
する者の目標値を設定する。平成２４年度の一般就労への移行実績を、埼玉県が示す３割以上増やすこと
こととする。

とする。

イ 就労移行支援事業の利用者
イ 就労移行支援事業の利用者

項 目
【基準値】平成 25 年度末の就労移行支援事業の利用者数
18 人

数

【目標値】平成 25
29 年度末の就労移行支援事業の利用者数
29 人
【基準値】平成
年度末の就労移行支援事業の利用者数

値
18 人

◆考え方：国の指針に基づき、平成２９年度末における利用者数が平成２５年度末における就労移行支援

【目標値】平成 29 年度末の就労移行支援事業の利用者数

29 人

事業利用者数の６割以上増やすこととする。

◆考え方：国の指針に基づき、平成２９年度末における利用者数が平成２５年度末における就労移行支援事
ウ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率
業利用者数の６割以上増やすこととする。
【目標値】平成 29 年度末の就労移行支援事業所ごとの就労移行率 100％

ウ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率

◆考え方：国の指針に基づき、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割

項

目

数

以上とする。

【目標値】平成 29 年度末の就労移行支援事業所ごとの就労移行率

値

100％

◆考え方：国の指針に基づき、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以
上とする。
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障害福祉サービス・障がい児支援
（１)訪問系サービス

（４）相談支援
計画相談支援
地域移行支援
地域定着支援

就労

生活介護
自立訓練（機能訓練）
自立訓練（生活訓練）
就労移行支援
就労継続支援（Ａ型）
就労継続支援（Ｂ型）
療養介護
短期入所（福祉型、医療型）

（５）障害児通所支援
児童発達支援
（医療型児童発達支援を含む）
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
障害児相談支援

地域生活支援事業（市が地域の特性や利用者の状況に応じて行う事業）

障害児相

区分

学級事業

実施事業
理解促進研修・啓発事業
自発的活動支援事業
相談支援事業

必須事業

成年後見制度

・基幹相談支援センター等機能強化事業
・住宅入居等支援事業（居住サポート事業）
・成年後見制度利用支援事業
・成年後見制度法人後見支援事業

意思疎通支援事業

サポート事業）

託事業

共同生活援助（グループホーム）
施設入所支援

（２）日中活動系サービス

（Ａ型）

支援

（３）居住系サービス

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

日常生活用具給付等事業
手話奉仕員養成研修事業
移動支援事業
地域活動支援センター事業
訪問入浴サービス事業
日常生活支援
日中一時支援事業
自動車改造費補助事業
社会参加支援
パソ

任意事業

自動車運転免許取得費補助事業
フレンドシップ学級事業
パソコン講習会事業
更生訓練費給付事業

就業・就労支援

障がい者就職支度金給付事業
知的障がい者職親委託事業

その他

ボランティア育成事業
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計画の推進体制
計画の推進にあたっては、市の関係部課及び関係諸機関が連携、協働して計画の事業に取
り組むとともに、久喜市障がい者施策推進協議会や障がい者団体等と連携し、久喜市全体
で「ともに生き ともに暮らす 共生社会づくり」を進めます。

各種
障がい者
団体

サービス
提供
事業者

市 民

久喜市
社会福祉
協議会

NPO
ボラン
ティア
関係
機関

久喜市
提言

報告

久喜市障がい者施策推進協議会

計画の評価と見直し
障がい福祉計画に定めた成果目標等に関する実績について、１年に１回、中間評価を行い、
必要があると認められるときは計画の変更や事業の見直し等を行います。中間評価につい
ては、久喜市障がい者施策推進協議会に意見を聴くとともに、その結果を公表します。
また、計画の最終年度である平成２９年度には障がい者計画及び障がい福祉計画の見直し
を行います。
平成 24 年度

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

平成 28 年度 平成 29 年度

次期計画

障がい者計画
★
見直し

第3期
障がい福祉計画

平成 30 年度

第4期
障がい福祉計画
★
見直し
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