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ごあいさつ 
 

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 
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障害者を取り巻く状況は、近年、障害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、障害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
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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トウを継承しつつ、障害者の地域への移

行支援を進めるとともに、児童福祉法改正に伴う障害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

や関係団体トウとの連携を図りながら、障害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害者施策

推進協議会委員の皆様をはじめ、障害者関係団体トウからの意見聴取、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
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平成２７年３月 久喜市長 田中けんじ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪障がい者という表現について≫ 

 

 「害」の字については「害悪」など負のイメージがあり、差別、偏見等を感じられる方もいらっ

しゃいます。このようなことから、全ての人がともに暮らすことのできる地域社会を目指す本市で

は、障がい者の方への配慮の意味からも平仮名で表記をすることといたしました。 

 なお、法令及び条例の名称やそれらの中で定義されている文言、固有名詞などの場合では、表記

を変更することにより、その用語の持つ意味が失われたり、誤解されるおそれがありますので、漢

字による表記とさせていただきます。 

 

 
障害者という表現について 
「害」の字については「害悪」など負のイメージがあり、差別、偏見トウを感じられる

かたもいらっしゃいます。このようなことから、全ての人がともに暮らすことのできる地

域社会を目指す本市では、障害者のかたへの配慮の意味からも平仮名で表記をすることと

いたしました。 
なお、法令及び条例の名称やそれらの中で定義されているモンゴン、固有名詞などの場

合では、表記を変更することにより、その用語の持つ意味が失われたり、誤解されるおそ

れがありますので、漢字による表記とさせていただきます。 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 
 

近年、久喜市においても都市化、少子高齢化、小家族化が進み、家族や地域のあ

り方がおおきく変化しています。以前に比べ、人々の相互のつながりが希薄化し互

助機能が弱体化するなど地域社会が変貌しつつあります。 

 

社会支援を必要とする障がい者にとっても、生活への不安、困難やストレス等が

増大しています。例えば地域自立生活の問題や虐待、消費者被害、災害時要援護者

の問題、発達障がいへの対応、病気や加齢による一時的な支援の必要性など、市民

全体にも関連するような課題がみられます。 

 

これらの課題を解決するためには、これまでの公的及び民間による福祉サービス

を充実するとともに地域の人々による身近な支援も求められており、ここに久喜市

の障がい者福祉の方向を明らかにし、計画的に推進していくことは極めて重要です。 

 

このため、久喜市では平成元年度に『 久喜市障害者行動計画 』を、平成７年度

に『 障害者施策に関する久喜市長期計画 』を、平成１８年度には『 第２次久喜

市障害者基本計画 』を、さらに平成２４年度には『 久喜市障がい者計画 』を策

定するとともに、障害福祉サービスの整備目標などを定めた『 久喜市障がい福祉

計画 』を、平成１８年度を初年度とする第１期以降、平成２１年度に第２期、平

成２４年度に第３期計画を策定してきたところです。 

 

今回、第３期障がい福祉計画の計画期間終了にあたり、この間の法制度や社会情

勢の変化に対応した新たな障害福祉サービスの体系を構築するための『 第４期久

喜市障がい福祉計画 』を策定することとしました。計画には、国の示す基本指針

に沿って、障がい者の地域生活を促進するための目標の設定、子ども・子育て支援

法と関連した障がい児支援体制の整備、個々の事情に配慮した計画相談等支援の充

実、計画の進捗を管理する PDCA サイクルの導入などを盛り込んでいます。 

また、策定にあたっては、関係団体等ヒアリング、久喜市障がい者施策推進協議

会、パブリックコメント等による当事者・関係者の意見等を踏まえつつ策定するこ

ととしました。 
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２ 計画の性格と位置づけ 
 

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。 

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。 

また、平成２４年度から平成２９年度を計画期間とする久喜市障がい者計画の中

間年であることから、この間の法制度の改正などにも留意して策定します。 

 

 

３ 計画の期間 
 

障がい福祉計画は、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。 

 

 

４ 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。 

 

2 ページ 
 
２ 計画の性格と位置づけ 
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トウの数値目標を明示した、障害者計画の福祉分野

における実施計画として策定します。 
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

保険事業計画トウの関連する部門計画との整合・連携を図って定めます。 
また、平成２４年度から平成２９年度を計画期間とする久喜市障害者計画の中間年であ

ることから、この間の法制度の改正などにも留意して策定します。 
 
３ 計画の期間 
障がい福祉計画は、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。 
 
４ 計画の対象 
この計画の対象は、シンタイ障がい、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害がある者であって、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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第２章 障がい者をとりまく現況 
 

１ 障がい者数の推移 
 

 

久喜市の障がい者数について、手帳保持者数と特定疾患医療受給者数からみると、

身体障がい者はこの５年ほどは 4,500 人前後で推移しています。知的障がい者、精

神障がい者は年々増加傾向にあり、特に精神障がい者の伸びが顕著です。 
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①身体障がい者 

身体障害者手帳交付者数 

各年4 月1 日現在 （単位：人）  

 総
数 

視
覚 

平
衡
機
能 

聴
覚 

そ
し
ゃ
く
機
能

音
声
言
語
機
能

肢
体
不
自
由

心
臓 

腎
臓 

呼
吸
器 

膀
胱
機
能 

直
腸
機
能 

小
腸
機
能 

免
疫 

肝
臓 

平成22 年 4,656 332 362 56 2,687 580 359 70 197 1 12 ─ 

平成23 年 4,768 327 368 62 2,724 618 370 67 209 1 17 5

平成24 年 4,512 287 341 58 2,548 615 387 58 196 1 17 4

平成25 年 4,407 267 336 51 2,480 619 391 49 190 2 18 4

平成26 年 4,488 270 341 51 2,528 654 382 51 186 2 18 5

資料：障がい者福祉課 

3 ページ 
 
第２章 障害者をとりまく現況 
１ 障害者数の推移 
久喜市の障害者数について、手帳保持者数と特定疾患医療受給者数からみると、シンタ

イ障害者はこの５年ほどは 4,500 人前後で推移しています。知的障害者、精神障害者は年々

増加傾向にあり、特に精神障害者の伸びが顕著です。 
「障害者の推移グラフ」 
 
①身体障害者 
「身体障害者手帳交付者数の表」 
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②知的障がい者 

療育手帳交付状況 

各年4 月1 日現在 （単位：人） 

 合計 
重度 中度 軽度 

Ａ Ａ Ｂ Ｃ 

平成 22 年 851(247) 203(52) 221(51) 261(64) 166(80)

平成 23 年 887(243) 208(47) 229(57) 263(55) 187(84)

平成 24 年 929(279) 208(44) 234(62) 270(60) 217(113)

平成 25 年 968(288) 213(45) 228(54) 280(59) 247(130)

平成 26 年 1,000(292) 222(47) 229(50) 292(62) 257(133)

※ (  ) 内は１８歳未満の再掲 

資料：障がい者福祉課 

 

③精神障がい者 

精神障害者保健福祉手帳交付状況 

各年4 月1 日現在 （単位：人）             

 合計 1 級 2 級 3 級 

平成 22 年 673 76 411 186 

平成 23 年 736 85 449 202 

平成 24 年 769 84 473 212 

平成 25 年 862 94 557 211 

平成 26 年 917 101 582 234 

資料：障がい者福祉課 

 

④難病患者 

特定疾患医療受給者数 

各年度末現在 （単位：人）             

 
受給者数 

合計 特定疾患 小児慢性特定疾患 

平成 22 年度 916 775 141 

平成 23 年度 993 843 150 

平成 24 年度 1,040 888 152 

平成 25 年度 1,025 872 153 

資料：幸手保健所から提供 

4 ページ 
 
②知的障害者 
「療育手帳交付状況の表」 
 
③精神障害者 
「精神障害者保健福祉手帳交付状況の表」 
 
④難病患者 
「特定疾患医療受給者数の表」 
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２ 障害福祉サービス等の実績 
（平成 26 年度の実績値については、平成 26 年 11 月現在における実績見込を記載しています。） 

 

（１）障害福祉サービス 

障害福祉サービスにおける単位は次のとおりです。 

・人日：「月間の利用者数」×「1人 1月当たりの平均利用日数」 

・人：「月間における利用者数」 
I9 

①訪問系サービス 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

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 

見込量
4,818 時間/月

16 人/月

5,300 時間/月 

16 人/月 

5,830 時間/月

17 人/月

実績値
4,787 時間/月

178 人/月

4,992 時間/月 

199 人/月 

4,815 時間/月

207 人/月

 

②日中活動系サービス 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

生活介護 

見込量
6,402 人日

291 人

6,732 人日 

306 人 

7,062 人日

321 人

実績値
5,432 人日

275 人

5,706 人日 

288 人 

5,970 人日

297 人

自立訓練（機能訓練） 

見込量
0 人日

0 人

44 人日 

2 人 

44 人日

2 人

実績値
0 人日

0 人

18 人日 

1 人 

35 人日

2 人

自立訓練（生活訓練） 

見込量
132 人日

6 人

198 人日 

9 人 

198 人日

9 人

実績値
130 人日

8 人

102 人日 

7 人 

122 人日

8 人

就労移行支援 

見込量
462 人日

21 人

484 人日 

22 人 

506 人日

23 人

実績値
303 人日

18 人

313 人日 

17 人 

409 人日

22 人

就労継続支援（Ａ型） 

見込量
22 人日

1 人

44 人日 

2 人 

66 人日

3 人

実績値
66 人日

4 人

76 人日 

4 人 

95 人日

5 人

就労継続支援（Ｂ型） 

見込量
2,134 人日

97 人

2,354 人日 

107 人 

2,574 人日

117 人

実績値
1,767 人日

93 人

2,035 人日 

107 人 

2,259 人日

120 人
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２ 障害福祉サービストウの実績 
（平成 26 年度の実績値については、平成 26 年 11 月現在における実績見込を記載していま

す。） 
（１）障害福祉サービス 
障害福祉サービスにおける単位は次のとおりです。 
・ニンニチ：「月間の利用者数」×「1 人ヒトツキ当たりの平均利用日数」 
・ニン：「月間における利用者数」 
①訪問系サービス 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者トウ包括支援 
見込量 4,818 時間/月 16 人/月 5,300 時間/月 16 人/月 5,830 時間/月 17 人/月 
実績値 4,787 時間/月 178 人/月 4,992 時間/月 199 人/月 4,815 時間/月 207 人/月 
②日中活動系サービス 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
生活介護 
見込量 6,402 人日 291 人 6,732 人日 306 人 7,062 人日 321 人 
実績値 5,432 人日 275 人 5,706 人日 288 人 5,970 人日 297 人 
自立訓練（機能訓練） 
見込量 0 人日 0 人 44 人日 2 人 44 人日 2 人 
実績値 0 人日 0 人 18 人日 1 人 35 人日 2 人 
自立訓練（生活訓練） 
見込量 132 人日 6 人 198 人日 9 人 198 人日 9 人 
実績値 130 人日 8 人 102 人日 7 人 122 人日 8 人 
就労移行支援 
見込量 462 人日 21 人 484 人日 22 人 506 人日 23 人 
実績値 303 人日 18 人 313 人日 17 人 409 人日 22 人 
就労継続支援（Ａ型） 
見込量 22 人日 1 人 44 人日 2 人 66 人日 3 人 
実績値 66 人日 4 人 76 人日 4 人 95 人日 5 人 
就労継続支援（Ｂ型） 
見込量 2,134 人日 97 人 2,354 人日 107 人 2,574 人日 117 人 
実績値 1,767 人日 93 人 2,035 人日 107 人 2,259 人日 120 人 
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サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

療養介護 

見込量 2 人 2 人 2 人

実績値 18 人 16 人 17 人

短期入所 

見込量
200 人日

16 人

350 人日 

28 人 

625 人日

50 人

実績値
167 人日

21 人

190 人日 

23 人 

181 人日

22 人

 

③居住系サービス 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

共同生活援助 

共同生活介護 

見込量 45 人 48 人 52 人

実績値 50 人 58 人 62 人

施設入所支援 

見込量 146 人 137 人 129 人

実績値 146 人 147 人 147 人

 

④相談支援 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

計画相談支援・ 

障害児相談支援 

見込量 20 人 22 人 25 人

実績値 6 人 24 人 46 人

地域移行支援 

見込量 2 人 2 人 2 人

実績値 0 人 1 人 2 人

地域定着支援 

見込量 2 人 2 人 2 人

実績値 0 人 0 人 1 人

 

6 ページ 
 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
療養介護 
見込量 2 人 2 人 2 人 
実績値 18 人 16 人 17 人 
短期入所 
見込量 200 人日 16 人 350 人日 28 人 625 人日 50 人 
実績値 167 人日 21 人 190 人日 23 人 181 人日 22 人 
 
③居住系サービス 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
共同生活援助 
共同生活介護 
見込量 45 人 48 人 52 人 
実績値 50 人 58 人 62 人 
施設入所支援 
見込量 146 人 137 人 129 人 
実績値 146 人 147 人 147 人 
 
④相談支援 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
計画相談支援・障害児相談支援 
見込量 20 人 22 人 25 人 
実績値 6 人 24 人 46 人 
地域移行支援 
見込量 2 人 2 人 2 人 
実績値 0 人 1 人 2 人 
地域定着支援 
見込量 2 人 2 人 2 人 
実績値 0 人 0 人 1 人 
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（２）地域生活支援事業 
 

①相談支援事業 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

障がい者相談支援事業 

見込量 5 箇所 5 箇所 5 箇所

実績値 5 箇所 5 箇所 5 箇所

地域自立支援協議会 

見込量 1 箇所 1 箇所 1 箇所

実績値 1 箇所 1 箇所 1 箇所

相談支援機能の強化 

見込量 5 箇所 5 箇所 5 箇所

実績値 5 箇所 5 箇所 5 箇所

住宅入居等支援 

見込量 4 箇所 4 箇所 4 箇所

実績値 4 箇所 4 箇所 4 箇所

成年後見制度利用支援 

（人/年） 

見込量 4 人 4 人 4 人

実績値 1 人 1 人 1 人

 

 

②意思疎通支援事業 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

手話通訳者の派遣 

（件/年） 

見込量 384 件 434 件 490 件

実績値 367 件 467 件 432 件

要約筆記者の派遣 

（件/年） 

見込量 2 件 2 件 2 件

実績値 2 件 8 件 4 件

手話通訳者設置事業 

（人/年） 

見込量 100 人 100 人 100 人

実績値 10 人 12 人 12 人

              ※手話通訳者設置事業の見込量は延べ人数で積算していたが、実績値は実人数とする。 

7 ページ 
 
（２）地域生活支援事業 
①相談支援事業 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
障害者相談支援事業 
見込量 5 箇所 5 箇所 5 箇所 
実績値 5 箇所 5 箇所 5 箇所 
地域自立支援協議会 
見込量 1 箇所 1 箇所 1 箇所 
実績値 1 箇所 1 箇所 1 箇所 
相談支援機能の強化 
見込量 5 箇所 5 箇所 5 箇所 
実績値 5 箇所 5 箇所 5 箇所 
住宅入居トウ支援 
見込量 4 箇所 4 箇所 4 箇所 
実績値 4 箇所 4 箇所 4 箇所 
成年後見制度利用支援（ニン/ネン） 
見込量 4 人 4 人 4 人 
実績値 1 人 1 人 1 人 
②意思疎通支援事業 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
手話通訳者の派遣（件/ネン） 
見込量 384 件 434 件 490 件 
実績値 367 件 467 件 432 件 
要約筆記者の派遣（件/ネン） 
見込量 2 件 2 件 2 件 
実績値 2 件 8 件 4 件 
手話ツウヤクシャ設置事業（ニン/ネン） 
見込量 100 人 100 人 100 人 
実績値 10 人 12 人 12 人 
※手話ツウヤクシャ設置事業の見込量は延べ人数で積算していたが、実績値は実人数とす

る。 
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③日常生活用具給付等事業 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

日常生活用具給付等事業 

（件/年） 

見込量 2,930 件 2,990 件 3,050 件

実績値 2,491 件 2,686 件 2,845 件

 

④移動支援事業 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

移動支援事業 

（人/年） 

見込量 125 人 125 人 125 人

実績値 78 人 76 人 78 人

 

⑤地域活動支援センター事業 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

機能強化事業 

地域活動支援センター 

Ⅰ型 

見込量 2 箇所 2 箇所 2 箇所

実績値 2 箇所 2 箇所 2 箇所

機能強化事業 

地域活動支援センター 

Ⅱ型 

見込量 1 箇所 1 箇所 1 箇所

実績値 1 箇所 1 箇所 1 箇所

機能強化事業 

地域活動支援センター 

Ⅲ型 

見込量 1 箇所 1 箇所 1 箇所

実績値 1 箇所 1 箇所 1 箇所

基礎的事業 

見込量 4 箇所 4 箇所 4 箇所

実績値 4 箇所 4 箇所 4 箇所

 

⑥その他事業 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

訪問入浴サービス事業 

（人/年） 

見込量 8 人 8 人 8 人

実績値 8 人 10 人 10 人

8 ページ 
 
③日常生活用具給付トウ事業 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
日常生活用具給付トウ事業（件/ネン） 
見込量 2,930 件 2,990 件 3,050 件 
実績値 2,491 件 2,686 件 2,845 件 
④移動支援事業 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
移動支援事業（ニン/ネン） 
見込量 125 人 125 人 125 人 
実績値 78 人 76 人 78 人 
⑤地域活動支援センター事業 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
機能強化事業 地域活動支援センター1 型 
見込量 2 箇所 2 箇所 2 箇所 
実績値 2 箇所 2 箇所 2 箇所 
機能強化事業 地域活動支援センター2 型 
見込量 1 箇所 1 箇所 1 箇所 
実績値 1 箇所 1 箇所 1 箇所 
機能強化事業 地域活動支援センター3 型 
見込量 1 箇所 1 箇所 1 箇所 
実績値 1 箇所 1 箇所 1 箇所 
基礎的事業 
見込量 4 箇所 4 箇所 4 箇所 
実績値 4 箇所 4 箇所 4 箇所 
⑥そのた事業 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
訪問入浴サービス事業（ニン/ネン） 
見込量 8 人 8 人 8 人 
実績値 8 人 10 人 10 人 
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サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

日中一時支援事業 

（人/年） 

見込量 80 人 80 人 80 人

実績値 24 人 26 人 27 人

福祉タクシー 

利用助成事業 

（人/年） 

見込量 1,132 人 1,178 人 1,226 人

実績値 1,165 人 1,187 人 1,195 人

重度心身障がい者 

自動車燃料費助成事業 

（人/年） 

見込量 2,018 人 2,099 人 2,183 人

実績値 2,113 人 2,195 人 2,272 人

障がい者パソコン講座 

（人/年） 

見込量 6 人 6 人 6 人

実績値 4 人 5 人 6 人

紙おむつ支給事業 

（人/月） 

見込量 76 人 76 人 76 人

実績値 76 人 83 人 75 人

9 ページ 
 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
日中一時支援事業（ニン/ネン） 
見込量 80 人 80 人 80 人 
実績値 24 人 26 人 27 人 
福祉タクシー利用助成事業（ニン/ネン） 
見込量 1,132 人 1,178 人 1,226 人 
実績値 1,165 人 1,187 人 1,195 人 
重度シンシン障害者自動車燃料費助成事業（ニン/ネン） 
見込量 2,018 人 2,099 人 2,183 人 
実績値 2,113 人 2,195 人 2,272 人 
障害者パソコン講座（ニン/ネン） 
見込量 6 人 6 人 6 人 
実績値 4 人 5 人 6 人 
紙おむつ支給事業（ニン/月） 
見込量 76 人 76 人 76 人 
実績値 76 人 83 人 75 人 
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３ 障がい者関連法制度の動向 
 

近年の障がい者に関連する法制度の動向と要点は以下のとおりです。 

 

（１）国際的な動き 
 

平成２５年１２月４日 障害者権利条約（国連）の批准を国会が承認 

平成２６年１月１７日 閣議で批准することを決定 

平成２６年１月２０日 批准書を国連に寄託 

平成２６年２月１９日 条約が国内に法律としての効力発生 
 

（２）国内法の整備 
 

①＜改正＞障害者基本法 〔平成２３年８月施行〕 

・共生社会の実現 

・障がい者の定義の見直し 

・国際的協調 

・差別の禁止 

・消費者としての障がい者の保護 
 

②障害者虐待防止法 〔平成２４年１０月施行〕 

・「障がい者虐待」の定義 

＝養護者・障がい者福祉施設従事者等・障がい者を雇用する使用者による障がい

者虐待 

・障がい者への虐待の禁止 

・市町村等への虐待に係る通報の義務化 

・市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利養護センターの設置 
 

③＜改正＞障害者雇用促進法 〔平成２５年４月施行〕 

・法定雇用率アップ（平成２５年４月） 

・事業主の差別禁止（募集、採用、賃金等）（平成２８年４月） 

・精神障がい者の雇用義務化（平成３０年４月） 
 

④障害者優先調達推進法 〔平成２５年４月施行〕 

・国や地方公共団体において、障がい者施設や障がい者が多数雇用されている企

業に物品と役務を優先発注 
 

⑤障害者総合支援法 〔平成２５年４月施行〕 

・障害者自立支援法の一部改正（障がい者の範囲に難病等を追加） 

・共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元化 

（平成２６年４月） 

・重度訪問介護の対象拡大等（平成２６年４月） 
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３ 障害者関連法制度の動向 
近年の障害者に関連する法制度の動向と要点は以下のとおりです。 
（１）国際的な動き 
平成２５年１２月４日 障害者権利条約（国連）の批准を国会が承認 
平成２６年１月１７日 閣議で批准することを決定 
平成２６年１月２０日 批准書を国連に寄託 
平成２６年２月１９日 条約が国内に法律としての効力発生 
（２）国内法の整備 
① 改正 障害者基本法  平成２３年８月施行 
・共生社会の実現 
・障害者の定義の見直し 
・国際的協調 
・差別の禁止 
・消費者としての障害者の保護 
②障害者虐待防止法  平成２４年１０月施行 
・「障害者虐待」の定義 
＝養護者・障害者福祉施設従事者トウ・障害者を雇用する使用者による障害者虐待 
・障害者への虐待の禁止 
・市町村トウへの虐待に係る通報の義務化 
・市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利養護センターの設置 
③ 改正 障害者雇用促進法  平成２５年４月施行 
・法定雇用率アップ（平成２５年４月） 
・事業主の差別禁止（募集、採用、賃金トウ）（平成２８年４月） 
・精神障害者の雇用義務化（平成３０年４月） 
④障害者優先調達推進法  平成２５年４月施行 
・国や地方公共団体において、障害者施設や障害者が多数雇用されている企業に物品と役

務を優先発注 
⑤障害者総合支援法  平成２５年４月施行 
・障害者自立支援法の一部改正（障害者の範囲に難病トウを追加） 
・共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元化（平成２６

年４月） 
・重度訪問介護の対象拡大トウ（平成２６年４月） 
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⑥＜改正＞公職選挙法 〔平成２５年５月施行〕 

・被後見人の選挙権回復 
 

⑦＜改正＞学校教育法施行令 〔平成２５年９月施行〕 

・就学基準に該当する障がいのある子どもは特別支援学校に原則就学するとい

う従来の就学先決定の仕組みを改め、障がいの状態、本人の教育的ニーズ、本

人・保護者の意見、教育学・医学・心理学等専門的見地からの意見、学校や地

域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする 

・インクルーシブ教育の推進 
 

⑧＜改正＞精神保健福祉法 〔平成２６年４月施行〕 

・精神科入院基準の緩和 

・保護者制度を廃止し、医療保護入院の同意対象者を家族等［配偶者、親権者、

扶養義務者（３親等以内の親族）、後見人、保佐人］へ拡大 
 

⑨地域医療・介護推進法 〔平成２５年６月成立〕 

＜地域介護施設整備促進法等関係＞ 

・提供体制を見直す医療機関に補助金を配る基金を都道府県に創設 

（平成２６年度施行） 

＜医療法関係＞（平成２６年１０月以降施行） 

・都道府県が医療計画において地域医療構想（ビジョン）を策定 

＜介護保険法関係＞（平成２７年４月以降施行） 

・特別養護老人ホームへの入所を原則［要介護３］以上に限る 

・［要支援］の通所／訪問介護サービスを市町村事業に移管（段階的） 

・一定の所得がある人の自己負担割合を１割から２割に上げる 

・低所得の施設入所者向けの食費、部屋代補助を縮小 
 

⑩難病法・改正児童福祉法 〔平成２７年１月施行〕 

・助成対象疾病の拡大（指定難病５６→３００、小児慢性特定疾病５１４→７００） 

・助成の拡大（医療費の自己負担を３割→２割に引き下げ。月額の負担限度額は

所得に応じて異なる。小児慢性特定疾病の負担限度額は成人の半額） 

・重症度分類を導入 
 

⑪障害者差別解消法 〔平成２８年４月施行〕 

・障がいを理由とした差別を禁止 

・正当な理由なしにサービス提供を拒否、制限、排除することは差別的取扱いと

される 

・社会生活を制約する障壁を取り除く合理的配慮の提供は、行政機関に法的義務

とし、民間事業者には努力義務とした 
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第３章 計画の基本的考え方 
 

１ 計画の理念 
 

計画の理念については、久喜市障がい者計画に定める以下の基本理念を継承する

ものとします。 

 

 

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） 
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 
 

  

社会的包摂 

連携 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

12 ページ 
 
第３章 計画の基本的考え方 
１ 計画の理念 
計画の理念については、久喜市障害者計画に定める以下の基本理念を継承するものとしま

す。 
 
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） 
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 
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２ 計画の目標 
 

第４期久喜市障がい福祉計画では、以下の３つを計画の目標として取り組みます。 

 

 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。 

 

 

13 ページ 
 
２ 計画の目標 
第４期久喜市障がい福祉計画では、以下の３つを計画の目標として取り組みます。 
 
１）障害者の自己決定と自己選択の尊重 
障害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

における障害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 
難病患者トウ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、障害者の

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 
障害者の就労トウを通じた社会参加の機会を確保し、障害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。 
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３ 障がい者福祉の推進課題 
 

久喜市の障がい者福祉を推進していくため、以下の４つを課題として取り組んで

いきます。 

 

 １）精神障がい者の地域移行支援  

入院中の精神障がい者が退院し地域で生活していくためには、障がい者とその家

族を支える医療、保健、福祉等の連携・協力が不可欠なことから、今後、精神障が

い者の支援に関わる関係機関、専門家による支援体制や対応手順の構築など、精神

障がい者の地域移行支援を進めていきます。 

 

 ２）難病患者に対する支援  

難病とは、１）発病の仕組みが明らかではない、２）治療方法が確立していない、

３）長期の療養を必要とする、４）患者数が人口の 0.1%以下、５）客観的な診断基

準が確立している、の５つの要素を満たす疾患といわれ、特定の疾病に対する医療

面での支援や経済的支援、国・県レベルでの相談支援などが行われてきました。障

害者総合支援法の対象として難病患者も含まれるようになったことから、今後は障

害福祉サービスの対象となる難病の範囲などの経過を踏まえながら、必要な人に必

要なサービスが提供されるよう努めていきます。 

 

 ３）発達障がいなど障がい児に対する支援  

「久喜市子ども・子育て支援事業計画」では、「特別な支援を必要とする子ども

や家庭への対策」のなかで、障がい児支援として「障がいや発達の遅れ等により支

援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるよう、

児童福祉法に基づく障がい児サービスや療育を受ける機会の拡充を図る」こととし

ています。 

障がい福祉計画においても、児童福祉法による障害児通所支援サービスを位置づ

けるとともに、子ども・子育て分野と連動した切れ目のない支援体制づくりに努め

ていきます。 

 

 ４）地域生活支援拠点の整備  

第４期障がい福祉計画では、国の指針において「平成２９年度末までに障がい者

の地域での生活を支援する拠点等を少なくとも一箇所整備することを基本とする」

とされていますが、国から拠点としての役割や機能等が具体的に示されていないこ

とから、今後の国・県の動向をみながら、久喜市にふさわしい拠点のあり方を検討

していくこととします。 
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第４章 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。 

 
 

訓練等給付 
●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 

補装具 

介護給付 
●居宅介護（ホームヘルプ） 

●重度訪問介護 

●同行援護 

●行動援護 

●重度障害者等包括支援 

●短期入所（ショートステイ） 

●療養介護 

●生活介護 

●施設入所支援 

障害福祉サービス

障
が
い
者
・
児

相談支援 
●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 

久喜市 

障害者総合支援法によ

自立支援医療 
●更生医療 ●育成医療 

●精神通院医療 

（実施主体は都道府県） 

る

障害児入所支援 
●福祉型 

●医療型 

地域生活支援事業 障がい児支援 

●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 

●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 

障害者総合支援法による 児童福祉法による

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 

障害児相談支援 

●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

●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

●保育所等訪問支援 

埼玉県

15 ページ 
 
第４章 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 久喜市障害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。 
 
「障がい福祉サービストウの図」 
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１ 平成２９年度の成果目標 
 

（１）数値目標の設定 
 

第４期障がい福祉計画では、計画に記載すべき事項として、計画の実施により達

成すべき基本的な目標（成果目標）と目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべ

き指標（活動指標）が定められており、数値目標及び必要なサービス量・確保のた

めの方策を定める必要があります。 

 
 

 
 

 

 

 

成果目標と活動指標の関係 

成果目標 活動指標 

施設入所者の地域生活への移行 

○地域生活移行者の増加 

○施設入所者の削減 

入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

○入院後3 か月時点の退院率の上昇 

○入院後1 年時点の退院率の上昇 

○在院期間1 年以上の長期在院者数の減少 

障がい者の地域生活の支援 

○地域生活支援拠点の整備 

福祉施設から一般就労への移行 

○福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加

○就労移行支援事業の利用者の増加 

○就労移行支援事業所の就労移行率の増加 

（都道府県・市町村） 

○ 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 

○ 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 ※施設入所者の削減 

（都道府県・市町村） 

○ 自立訓練（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 

○ 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

（都道府県・市町村） 

○ 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） 

（都道府県） 

○ 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設の利 

用者の支援件数 

○ 委託訓練事業の受講者数 

○ 障害者試行雇用事業の開始者数 

○ 職場適応援助者による支援の対象者数 

○ 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数 

（
基
本
指
針
の
理
念
）
自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現 

障
が
い
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に 

16 ページ 
 
１ 平成２９年度の成果目標 
（１）数値目標の設定 
第４期障がい福祉計画では、計画に記載すべき事項として、計画の実施により達成すべき

基本的な目標（成果目標）と目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標（活動指

標）が定められており、数値目標及び必要なサービス量・確保のための方策を定める必要

があります。 
 
「成果目標と活動指標の関係図」 



── 第４章 福祉サービスの計画（障がい福祉計画） ── 

 17

 

 

（２）本市の成果目標 
 

国が定める基本指針に即して、久喜市における平成２９年度の地域生活への移行

及び就労の支援等の成果目標を定めます。 

 

①施設入所者の地域生活への移行  

項  目 数  値 

【基準値】平成 25 年度末時点の施設入所者数 147 人

【目標値】地域生活移行者数 18 人

◆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とする。 
 

②入院中の精神障がい者の地域生活への移行  

項  目 数  値 

【目標値】入院後１年時点の退院率 76%

 ◆考え方：埼玉県障害者福祉計画に基づき実施する。 

 

③障がい者の地域生活の支援  

項  目 数  値 

【目標値】平成 29 年度末の地域生活支援拠点整備数 － 

◆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つを整備することを基本とする。 

※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。 

 

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 24 年度の一般就労移行者数 6 人

【目標値】平成 29 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割以上増やすこととす

る。 
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（２）本市の成果目標 
国が定める基本指針に即して、久喜市における平成２９年度の地域生活への移行及び就労

の支援等の成果目標を定めます。 
 
①施設入所者の地域生活への移行 
【基準値】平成 25 年度末時点の施設入所者数 147 人 
【目標値】地域生活移行者数 18 人 
◆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

活へ移行することとする。 
 
②入院中の精神障害者の地域生活への移行 
【目標値】入院後１年時点の退院率 76% 
◆考え方：埼玉県障害者福祉計画に基づき実施する。 
 
③障害者の地域生活の支援 
【目標値】平成 29 年度末の地域生活支援拠点整備数 なし。 
◆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つを整備することを基本とする。 
※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。 
 
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 
【基準値】平成 24 年度の一般就労移行者数 6 人 
【目標値】平成 29 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割以上増やすこととする。 
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 イ 就労移行支援事業の利用者 

項  目 数  値 

【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

【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

◆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業利用者数の６割以上増やすことと

する。 

 

 

 ウ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

項  目 数  値 

【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％

◆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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イ 就労移行支援事業の利用者 
【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 
【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 
◆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

る就労移行支援事業利用者数の６割以上増やすこととする。 
 
ウ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率 
【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％ 
◆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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２ サービスごとの見込（活動指標）と確保策 
 

平成２７年度から平成２９年度までの各年度におけるサービスの種類ごとの見

込量（活動指標）とその確保策を定めます。 

 

（平成26年度の実績値については、平成26年11月現在における実績見込を記載しています。） 

障害福祉サービスにおける単位は次のとおりです。 

・人日：「月間の利用者数」×「1人1月当たりの平均利用日数」 

・人：「月間における利用者数」 

 

（１)訪問系サービス 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

居宅介護 障害支援区分１以上の障がい者 

一定の障がいにより支援が必要な障がい児 

食事や排せつなどの身体介

護、調理や洗濯などの家事援

助等 

重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若

しくは精神障がいにより、常時介護を要する

障がい者のうち以下のいずれにも該当する者

 障害支援区分４以上で次の①②のいずれか

に該当する者 

①二肢以上に麻痺があり「歩行」「移乗」

「排尿」「排便」のいずれも「支援不要」

以外 

②認定調査の行動関連項目等（12項目）の

合計点数が10点以上の者 

食事や排せつなどの身体介

護、調理や洗濯などの家事援

助等、コミュニケーション支

援、外出時における移動介護

などを総合的に行う。 

同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有す

る者 

移動時及びそれに伴う外出に

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

要となる援助を行う。 

行動援護 知的障がい又は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、常時介護

を有する者のうち以下のいずれにも該当する

者 

①障害支援区分３以上 

②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 

③一定の障がいにより支援が必要な障がい

児 

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

出支援を行う。（危険回避や

社会的に問題のある行為の抑

止、発作への対応などを含む）
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２ サービスごとの見込（活動指標）と確保策 
平成２７年度から平成２９年度までの各年度におけるサービスの種類ごとの見込量（活動

指標）とその確保策を定めます。 
（平成 26 年度の実績値については、平成 26 年 11 月現在における実績見込を記載していま

す。） 
障害福祉サービスにおける単位は次のとおりです。 
・ニンニチ：「月間の利用者数」×「1 人ヒトツキ当たりの平均利用日数」 
・ニン：「月間における利用者数」 
（１)訪問系サービス 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
居宅介護  
障害支援区分１以上の障害者 
一定の障がいにより支援が必要な障害児 
食事や排せつなどのシンタイ介護、調理や洗濯などの家事援助トウ 
重度訪問介護  
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、常時介護を要する

障害者のうち以下のいずれにも該当する者 
障害支援区分４以上で次の①②のいずれかに該当する者 
①二肢以上に麻痺があり「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援不要」以外 
②認定調査の行動関連項目トウ（12 項目）の合計点数が 10 点以上の者 
食事や排せつなどのシンタイ介護、調理や洗濯などの家事援助トウ、コミュニケーション

支援、外出時における移動介護などを総合的に行う。 
同行援護  
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する者 
移動時及びそれに伴う外出において必要な、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・食事トウの介護その他外出する際に必要となる援助を行う。 
行動援護  
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を

有する者のうち以下のいずれにも該当する者 
①障害支援区分３以上 
②認定調査の行動関連項目トウ（12 項目）の合計点数が 10 点以上 
③一定の障がいにより支援が必要な障害児 
自己判断トウが制限されているかたが行動するときに必要な外出支援を行う。（危険回避や

社会的に問題のある行為の抑止、発作への対応などを含む） 
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重度障害者等 

包括支援 
常時介護を有する障がい者であって、その介

護の必要の程度が著しく高い者 

障害支援区分６に該当する者のうち、意思疎

通に著しい困難を有する者であって、以下に

掲げる者 

①重度訪問介護の対象であって、四肢すべ

てに麻痺があり、寝たきりの状態にある

障がい者（ＡＬＳなど気管切開を伴う人

工呼吸器による呼吸管理を行っている身

体障がい者、または、最重度知的障がい

者） 

②行動関連項目等（12項目）の合計点数が

10点以上の強度行動障がいのある者 

常に介護が必要な方の中でも

介護の必要性がとても高い人

に居宅介護などの障害福祉サ

ービスを包括的に行う。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用時間 
4,787 時間 4,992 時間 4,815 時間

（時間/月） 

利用者数 
178 人 199 人 207 人

（人数/月） 

 

       ◆見込量の考え方 

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、利用者数が増加しており、今後も一定の需要が見込まれる

ことから、利用時間数、利用者数ともに、平成２６年度実績に第３期計画期間にお

ける平均的な伸び率を乗じて見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用時間 
4,935 時間 5,058 時間 5,184 時間

（時間/月） 

利用者数 
212 人 217 人 222 人

（人数/月） 
 

 

◆確保の方策 

在宅における障がい者の自立した生活を支援していくため、事業所に対して、広

く情報提供を行うなどして、事業者の参入促進を図ります。 

重度障害者等包括支援については、ケアマネジメント、２４時間対応などのサー

ビス提供できる事業者の確保を図ります。 
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重度障害者トウ包括支援 
常時介護を有する障害者であって、その介護の必要の程度が著しく高い者 
障害支援区分６に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下に

掲げる者 
①重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺があり、寝たきりの状態にある障害者

（ＡＬＳなど気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理をおこなっている身体障害者、ま

たは、最重度知的障害者） 
②行動関連項目トウ（12 項目）の合計点数が 10 点以上の強度行動障がいのある者 
常に介護が必要なかたの中でも介護の必要性がとても高い人に居宅介護などの障害福祉サ

ービスを包括的に行う。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用時間（時間/月） 4,787 時間 4,992 時間 4,815 時間 
利用者数（人数/月） 178 人 199 人 207 人 
 
◆見込量の考え方 
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、重度障害者トウ包括支

援）については、利用者数が増加しており、今後も一定の需要が見込まれることから、利

用時間数、利用者数ともに、平成２６年度実績に第３期計画期間における平均的な伸び率

を乗じて見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用時間（時間/月） 4,935 時間 5,058 時間 5,184 時間 
利用者数（人数/月） 212 人 217 人 222 人 
 
◆確保の方策 
在宅における障害者の自立した生活を支援していくため、事業所に対して、広く情報提供

を行うなどして、事業者の参入促進を図ります。 
重度障害者トウ包括支援については、ケアマネジメント、２４時間対応などのサービス提

供できる事業者の確保を図ります。 
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（２）日中活動系サービス 

①生活介護 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

生活介護 地域や入所施設において、安定した生活を営

むため、常時介護等の支援が必要な障がい者

①障害支援区分3（施設へ入所する場合は

区分4）以上 

 ②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分

が2（施設へ入所する場合は区分3）以上

主として昼間に障害者支援施

設等で、入浴、排せつまたは

食事の介護、創作的活動、生

産活動の機会の提供などを利

用する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
5,432 人日 5,706 人日 5,970 人日

利用者数 

（人/月） 
275 人 288 人 297 人

◆見込量の考え方 

生活介護の利用者数については、第３期計画期間の実績や、特別支援学校卒業生

の希望等を勘案して、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 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
6,732 人日 6,930 人日 7,040 人日

利用者数 

（人/月） 
306 人 315 人 320 人

 

◆確保の方策 

利用者のニーズに応じた日中活動の場の確保ができるよう、障がい者施設等に対

して、必要な情報を提供していくとともに、新たなサービス事業者の参入促進を図

り増加するサービス利用量の確保に努めます。 
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（２）日中活動系サービス 
①生活介護 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
生活介護 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護トウの支援が必要

な障害者 
①障害支援区分 3（施設へ入所する場合は区分 4）以上 
②年齢が 50 歳以上の場合は、障害支援区分が 2（施設へ入所する場合は区分 3）以上 
主として昼間に障害者支援施設トウで、入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動、生

産活動の機会の提供などを利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 5,432 人日 5,706 人日 5,970 人日 
利用者数（ニン/月） 275 人 288 人 297 人 
 
◆見込量の考え方 
生活介護の利用者数については、第３期計画期間の実績や、特別支援学校卒業生の希望ト

ウを勘案して、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 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 6,732 人日 6,930 人日 7,040 人日 
利用者数（ニン/月） 306 人 315 人 320 人 
 
◆確保の方策 
利用者のニーズに応じた日中活動の場の確保ができるよう、障害者施設トウに対して、必

要な情報を提供していくとともに、新たなサービス事業者の参入促進を図り増加するサー

ビス利用量の確保に努めます。 
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②自立訓練（機能訓練） 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

自立訓練 

（機能訓練） 
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維

持・向上等のため、一定の支援が必要な身体

障がい者 

 ①入所施設・病院を退所・退院した者であ

って、地域生活への移行等を図る上で、

身体的リハビリテーションの継続や身体

機能の維持・回復などの支援が必要な者

 ②特別支援学校を卒業した者であって、地

域生活を営む上で、身体機能の維持・回

復などの支援が必要な者 

期限付のプログラムに基づ

き、身体機能の向上のために

必要な訓練等を利用する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
0 人日 18 人日 35 人日

利用者数 

（人/月） 
0 人 1 人 2 人

◆見込量の考え方 

自立訓練（機能訓練）については、利用者の極端な増減がないため平成２６年度

時点の利用者数で見込みます。 

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 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
44 人日 44 人日 44 人日

利用者数 

（人/月） 
2 人 2 人 2 人

 

◆確保の方策 

対象となる障がい者を受け入れ、サービスを提供できる施設が限定されており、

広域的な見地により、活動の場の確保を図ります。 
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②自立訓練（機能訓練） 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
自立訓練（機能訓練） 
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上トウのため、一定の支援が必要な身

体障害者 
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行トウを図る上で、シン

タイ的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 
②特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復など

の支援が必要な者 
期限付のプログラムに基づき、身体機能の向上のために必要な訓練トウを利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 0 人日 18 人日 35 人日 
利用者数（ニン/月） 0 人 1 人 2 人 
 
◆見込量の考え方 
自立訓練（機能訓練）については、利用者の極端な増減がないため平成２６年度時点の利

用者数で見込みます。 
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 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 44 人日 44 人日 44 人日 
利用者数（ニン/月） 2 人 2 人 2 人 
 
◆確保の方策 
対象となる障害者を受け入れ、サービスを提供できる施設が限定されており、広域的な見

地により、活動の場の確保を図ります。 
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③自立訓練（生活訓練） 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

自立訓練 

（生活訓練） 
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上

等のため、以下に該当する一定の支援が必要

な知的障がい者・精神障がい者 

 ①入所施設・病院を退所・退院した者であ

って、地域生活への移行を図る上で、生

活能力の維持・向上などの支援が必要な

者 

 ②特別支援学校を卒業した者、継続した通

院により症状が安定している者等であっ

て、地域生活を営む上で、生活能力の維

持・向上などの支援が必要な者等 

障がいの状況から自立生活が

困難な人が一定期間プログラ

ムに基づき、地域での生活を

営む上で必要な訓練等を利用

する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
130 人日 102 人日 122 人日

利用者数 

（人/月） 
8 人 7 人 8 人

◆見込量の考え方 

自立訓練（生活訓練）については、利用者の極端な増減がないため平成２６年度

時点の利用者数で見込みます。 

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 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 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

 

◆確保の方策 

対象となる障がい者を受け入れ、サービスを提供できる施設が限定されており、

広域的な見地により、活動の場の確保を図ります。 
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③自立訓練（生活訓練） 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
自立訓練（生活訓練） 
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上トウのため、以下に該当する一定の支援が必

要な知的障害者・精神障害者 
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力

の維持・向上などの支援が必要な者 
②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者トウであって、

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者トウ 
障がいの状況から自立生活が困難な人が一定期間プログラムに基づき、地域での生活を営

む上で必要な訓練トウを利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 130 人日 102 人日 122 人日 
利用者数（ニン/月） 8 人 7 人 8 人 
 
◆見込量の考え方 
自立訓練（生活訓練）については、利用者の極端な増減がないため平成２６年度時点の利

用者数で見込みます。 
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 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 176 人日 176 人日 176 人日 
利用者数（ニン/月） 8 人 8 人 8 人 
 
◆確保の方策 
対象となる障害者を受け入れ、サービスを提供できる施設が限定されており、広域的な見

地により、活動の場の確保を図ります。 
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④就労移行支援 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

就労移行支援 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実

習、職場探し等を通じ、適性にあった職場へ

の就労等が見込まれる65歳未満の障がい者 

①企業等への就労を希望する者 

 ②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望

する者 

一定期間のプログラムに基づ

き、生産活動やその他の活動

を通じて、就労に必要な知識

や能力の向上のために必要な

訓練等を利用する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
303 人日 313 人日 409 人日

利用者数 

（人/月） 
18 人 17 人 22 人

 ◆見込量の考え方 

就労移行支援については、利用者数が増加しており、今後も一定の需要が見込ま

れることから、第３期計画期間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（標準 22 日）を乗じて見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
528 人日 572 人日 638 人日

利用者数 

（人/月） 
24 人 26 人 29 人

 

◆確保の方策 

障害者就労支援センターや公共職業安定所等の関係機関と連携して、就労先の確

保や職場定着の支援に努めます。 

新たなサービス事業者の参入に向け、圏域におけるサービス等に関する情報提供

や、近隣市町との連携を取りながら参入の促進を図ります。 
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④就労移行支援 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
就労移行支援 一般就労トウを希望し、知識・能力の向上、実習、職場探しトウを通じ、適

性にあった職場への就労トウが見込まれる 65 歳未満の障害者 
①企業トウへの就労を希望する者 
②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 
一定期間のプログラムに基づき、生産活動やその他の活動を通じて、就労に必要な知識や

能力の向上のために必要な訓練等を利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 303 人日 313 人日 409 人日 
利用者数（ニン/月） 18 人 17 人 22 人 
 
◆見込量の考え方 
就労移行支援については、利用者数が増加しており、今後も一定の需要が見込まれること

から、第３期計画期間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（標準 22 日）を乗じて見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 528 人日 572 人日 638 人日 
利用者数（ニン/月） 24 人 26 人 29 人 
 
◆確保の方策 
障害者就労支援センターや公共職業安定所トウの関係機関と連携して、就労先の確保や職

場定着の支援に努めます。 
新たなサービス事業者の参入に向け、圏域におけるサービストウに関する情報提供や、近

隣市町との連携を取りながら参入の促進を図ります。 



── 第４章 福祉サービスの計画（障がい福祉計画） ── 

 25

 

⑤就労継続支援（Ａ型） 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

就労継続支援

Ａ型 
就労に必要な知識・能力の向上を図ることに

より、雇用契約に基づく就労が可能な障がい

者（利用開始時に65歳未満） 

 ①就労移行支援事業を利用したが、企業等

の雇用に結びつかなかった者 

 ②特別支援学校を卒業して就職活動を行っ

たが、企業等の雇用に結びつかなかった

者 

 ③企業等を離職した者等就労経験のある者

で、現に雇用関係がない者 

利用者と事業者が雇用関係を

結び、就労の機会の提供を受

け、生産活動その他の活動の

機会を通じて、知識や能力の

向上のために必要な訓練等を

利用する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
66 人日 76 人日 95 人日

利用者数 

（人/月） 
4 人 4 人 5 人

  ◆見込量の考え方 

就労継続支援（Ａ型）については、利用者数が増加しており、今後も一定の需要

が見込まれることから、第３期計画期間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（標準 22 日）を乗じて見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
132 人日 154 人日 176 人日

利用者数 

（人/月） 
6 人 7 人 8 人

 

◆確保の方策 

障害者就労支援センターや公共職業安定所等の関係機関と連携して、就労先の確

保や職場定着の支援に努めます。 

新たなサービス事業者の参入に向け、圏域におけるサービス等に関する情報提供

や、近隣市町との連携を取りながら参入の促進を図ります。 

 

25 ページ 
 
⑤就労継続支援（Ａ型） 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
就労継続支援Ａ型 
就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な障害者

（利用開始時に 65 歳未満） 
①就労移行支援事業を利用したが、企業トウの雇用に結びつかなかった者 
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業トウの雇用に結びつかなかった者 
③企業トウを離職した者トウ就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 
利用者と事業者が雇用関係を結び、就労の機会の提供を受け、生産活動その他の活動の機

会を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練トウを利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 66 人日 76 人日 95 人日 
利用者数（ニン/月） 4 人 4 人 5 人 
 
◆見込量の考え方 
就労継続支援（Ａ型）については、利用者数が増加しており、今後も一定の需要が見込ま

れることから、第３期計画期間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（標準 22 日）を乗じて見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 132 人日 154 人日 176 人日 
利用者数（ニン/月） 6 人 7 人 8 人 
 
◆確保の方策 
障害者就労支援センターや公共職業安定所トウの関係機関と連携して、就労先の確保や職

場定着の支援に努めます。 
新たなサービス事業者の参入に向け、圏域におけるサービストウに関する情報提供や、近

隣市町との連携を取りながら参入の促進を図ります。 
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⑥就労継続支援（Ｂ型） 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

就労継続支援

Ｂ型 
就労の機会を通じ、生産活動にかかる知識及

び能力の向上や維持が期待される障がい者 

 ①企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での

就労経験がある者であって、年齢や体力

の面で雇用されることが困難となった者

 ②就労移行支援事業を利用したが、企業等

又は就労継続支援事業（Ａ型）の雇用に

結びつかなかった者 

 ③上記①、②に該当しない者であって、50

歳に達している者、又は試行の結果、企

業等の雇用、就労移行支援事業や就労継

続支援事業（Ａ型）の利用が困難と判断

された者 

一定の賃金水準のもとでの継

続した就労の機会の提供を受

け、ＯＪＴ、雇用への移行支

援等のサービスを利用する。

年齢が高く雇用が困難な障が

い者も対象となる。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
1,767 人日 2,035 人日 2,259 人日

利用者数 

（人/月） 
93 人 107 人 120 人

◆見込量の考え方 

就労継続支援（Ｂ型）については、第３期計画期間の実績や、特別支援学校卒業

生の希望等を勘案して、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 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
2,838 人日 3,014 人日 3,124 人日

利用者数 

（人/月） 
129 人 137 人 142 人

 

◆確保の方策 

障害者就労支援センターや公共職業安定所等の関係機関と連携して、就労先の確

保や職場定着の支援に努めます。 

新たなサービス事業者の参入に向け、圏域におけるサービス等に関する情報提供

や、近隣市町との連携を取りながら参入の促進を図ります。 
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⑥就労継続支援（Ｂ型） 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
就労継続支援Ｂ型 
就労の機会を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者 
①企業トウや就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年齢や体力の面

で雇用されることが困難となった者 
②就労移行支援事業を利用したが、企業トウ又は就労継続支援事業（Ａ型）の雇用に結び

つかなかった者 
③上記①、②に該当しない者であって、50 歳に達している者、又は試行の結果、企業トウ

の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業（Ａ型）の利用が困難と判断された者 
一定の賃金水準のもとでの継続した就労の機会の提供を受け、ＯＪＴ、雇用への移行支援

トウのサービスを利用する。年齢が高く雇用が困難な障害者も対象となる。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 1,767 人日 2,035 人日 2,259 人日 
利用者数（ニン/月） 93 人 107 人 120 人 
 
◆見込量の考え方 
就労継続支援（Ｂ型）については、第３期計画期間の実績や、特別支援学校卒業生の希望

トウを勘案して、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 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 2,838 人日 3,014 人日 3,124 人日 
利用者数（ニン/月） 129 人 137 人 142 人 
 
◆確保の方策 
障害者就労支援センターや公共職業安定所トウの関係機関と連携して、就労先の確保や職

場定着の支援に努めます。 
新たなサービス事業者の参入に向け、圏域におけるサービストウに関する情報提供や、近

隣市町との連携を取りながら参入の促進を図ります。 
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⑦療養介護 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

療養介護 病院等への長期の入院による医療的ケアに加

え、常時の介護を必要とする障がい者 

 ①ＡＬＳ患者等気管切開を伴う人工呼吸器

による呼吸管理を行っている者であっ

て、障害支援区分６の者 

 ②筋ジストロフィー患者又は重度心身障が

い者であって、障害支援区分5以上の者 

 ③旧重症心身障害児施設に入所した者又は

指定医療機関に入院した者であって、①

及び②以外の者 

主として昼間に病院等におい

て機能訓練、療養上の管理、

看護、医学的管理の下での介

護や日常生活上のサービスを

利用する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数 

（人/月） 
18 人 16 人 17 人

◆見込量の考え方 

療養介護については、利用者の極端な増減がないため平成２６年度時点の利用者

数で見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数 

（人/月） 
17 人 17 人 17 人

 

◆確保の方策 

重症心身障害児施設から療養介護への移行にあたり、引き続きサービス提供が行

われるようサービス提供事業者と協議しながら適切な対応に努めます。 
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⑦療養介護 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
療養介護  
病院トウへの長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 
①ＡＬＳ患者トウ気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理をおこなっている者であって、

障害支援区分６の者 
②筋ジストロフィー患者又は重度シンシン障害者であって、障害支援区分 5 以上の者 
③旧重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、①及び②

以外の者 
主として昼間に病院トウにおいて機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの

介護や日常生活上のサービスを利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用者数（ニン/月） 18 人 16 人 17 人 
 
◆見込量の考え方 
療養介護については、利用者の極端な増減がないため平成２６年度時点の利用者数で見込

みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用者数（ニン/月） 17 人 17 人 17 人 
 
◆確保の方策 
重症心身障害児施設から療養介護への移行にあたり、引き続きサービス提供が行われるよ

うサービス提供事業者と協議しながら適切な対応に努めます。 
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⑧短期入所（福祉型、医療型） 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

短期入所 障害支援区分1以上である障がい者 

一定の障がいにより支援が必要な障がい児 

介護者の疾病その他の理由で

障害者支援施設に短期入所

し、入浴、排せつ、食事の介

護などのサービスを利用す

る。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
167 人日 190 人日 181 人日

利用者数 

（人/月） 
21 人 23 人 22 人

 ◆見込量の考え方 

短期入所（福祉型、医療型）については、利用者数の極端な増減はないが、今後

も一定の需要が見込まれることから、第３期計画期間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（9日）を乗じて見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
216 人日 225 人日 234 人日

利用者数 

（人/月） 
24 人 25 人 26 人

 

◆確保の方策 

地域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、相談支援機関

等と連携し、提供事業者の確保の取り組みに努めます。 
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⑧短期入所（福祉型、医療型） 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
短期入所  
障害支援区分 1 以上である障害者 
一定の障がいにより支援が必要な障害児 
介護者の疾病その他の理由で障害者支援施設に短期入所し、入浴、排せつ、食事の介護な

どのサービスを利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 167 人日 190 人日 181 人日 
利用者数（ニン/月） 21 人 23 人 22 人 
 
◆見込量の考え方 
短期入所（福祉型、医療型）については、利用者数の極端な増減はないが、今後も一定の

需要が見込まれることから、第３期計画期間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（9 日）を乗じて見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 216 人日 225 人日 234 人日 
利用者数（ニン/月） 24 人 25 人 26 人 
 
◆確保の方策 
地域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、相談支援機関トウと連

携し、提供事業者の確保の取り組みに努めます。 
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（３）居住系サービス 
 

①共同生活援助 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

共同生活援助

（グループホ

ーム） 

・介護を必要とせず、就労又は自立訓練、就

労移行支援等を利用している障がい者 

・介護を必要とする障がい者 

事業者と利用者が賃貸契約を

結び、共同生活の場において

相談、入浴、排せつ又は食事

の介護その他の日常生活上の

援助を利用する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数 

（人/月） 
50 人 58 人 62 人

◆見込量の考え方 

共同生活援助については、第３期計画期間の実績や、施設入所者の地域生活への

移行者数を勘案して、利用者数を見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数 

（人/月） 
70 人 79 人 88 人

 

◆確保の方策 

地域移行に向けた生活の場の確保ができるよう社会福祉法人やNPO法人等の動向

の把握に努め、共同生活援助の整備が促進されるよう努めます。 

 

※これまで共同生活援助（グループホーム）と共同生活介護（ケアホーム）に分

類されていましたが、平成２６年４月１日から、ケアホームのグループホーム

への一元化が図られました。 
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（３）居住系サービス 
①共同生活援助 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
共同生活援助（グループホーム） 
・介護を必要とせず、就労又は自立訓練、就労移行支援トウを利用している障害者 
・介護を必要とする障害者 
事業者と利用者が賃貸契約を結び、共同生活の場において相談、入浴、排せつ又は食事の

介護その他の日常生活上の援助を利用する。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用者数（ニン/月） 50 人 58 人 62 人 
 
◆見込量の考え方 
共同生活援助については、第３期計画期間の実績や、施設入所者の地域生活への移行者数

を勘案して、利用者数を見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用者数（ニン/月） 70 人 79 人 88 人 
 
◆確保の方策 
地域移行に向けた生活の場の確保ができるよう社会福祉法人や NPO 法人トウの動向の把

握に努め、共同生活援助の整備が促進されるよう努めます。 
 
※これまで共同生活援助（グループホーム）と共同生活介護（ケアホーム）に分類されて

いましたが、平成２６年４月１日から、ケアホームのグループホームへの一元化が図られ

ました。 
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②施設入所支援 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

施設入所支援 夜間において、介護が必要な者、通所が困難

である自立訓練又は就労移行支援の利用者 

①生活介護利用者のうち、障害支援区分４

以上の者（50歳以上の場合は区分３以

上） 

②自立訓練又は就労移行支援の利用者のう

ち、地域の社会資源の状況等により通所

することが困難である者 

夜間における入浴、排せつ等

の介護や日常生活上の相談支

援等を行う。 

・生活介護の利用者は利用期

間の制限なし 

・自立訓練及び就労移行支援

の利用者は、当該サービス

の利用期間に限定 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数 

（人/月） 
146 人 147 人 147 人

◆見込量の考え方 

施設入所支援については、地域生活への移行の数値目標を設定しているが、入所

待機者がいることも踏まえ、平成２６年度利用者数と同数で利用者数を見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数 

（人/月） 
147 人 147 人 147 人

 

◆確保の方策 

施設入所が必要な方に対し、共同生活援助や介護保険施設等との棲み分けをしな

がら、提供事業者の確保の取り組みに努めます。 
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②施設入所支援 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
施設入所支援  
夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者 
①生活介護利用者のうち、障害支援区分４以上の者（50 歳以上の場合は区分３以上） 
②自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況トウにより通所する

ことが困難である者 
夜間における入浴、排せつトウの介護や日常生活上の相談支援トウを行う。 
・生活介護の利用者は利用期間の制限なし 
・自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービスの利用期間に限定 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用者数（ニン/月） 146 人 147 人 147 人 
 
◆見込量の考え方 
施設入所支援については、地域生活への移行の数値目標を設定しているが、入所待機者が

いることも踏まえ、平成２６年度利用者数と同数で利用者数を見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用者数（ニン/月） 147 人 147 人 147 人 
 
◆確保の方策 
施設入所が必要なかたに対し、共同生活援助や介護保険施設トウとの棲みわけをしながら、

提供事業者の確保の取り組みに努めます。 
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（４）相談支援 
 

①計画相談支援 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

計画相談支援 ・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 

 

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

給決定後のサービス等利用計

画の見直し（モニタリング）

を行う。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数 

（人/月） 
6 人 24 人 46 人

◆見込量の考え方 

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すべて

の方を対象として見込みます。 

なお、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用する方につきましては、基本

的には介護保険において、障害福祉サービスを含めたケアプランを作成しているこ

とから見込量としては算定していません。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数 

（人/月） 
91 人 94 人 97 人

 

◆確保の方策 

サービス等利用計画の作成が円滑に行われるよう、指定特定相談支援事業者の体

制整備に努めます。 

相談支援体制の強化を図るため埼葛北地区地域自立支援協議会において地域の

関係機関のネットワーク化についても協議を行います。 

介護保険サービス利用者が、障害福祉サービスを希望する場合には、利用計画が

円滑に作成できるよう障害福祉と介護保険で連携を図っていきます。 
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（４）相談支援 
①計画相談支援 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
計画相談支援  
・障害福祉サービスを申請した障害者 
・地域相談支援を申請した障害者 
障害福祉サービストウを申請した障害者について、サービストウ利用計画の作成、及び支

給決定後のサービストウ利用計画の見直し（モニタリング）を行う。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用者数（ニン/月） 6 人 24 人 46 人 
 
◆見込量の考え方 
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すべてのかたを

対象として見込みます。 
なお、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用する方につきましては、基本的には介

護保険において、障害福祉サービスを含めたケアプランを作成していることから見込量と

しては算定していません。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用者数（ニン/月） 91 人 94 人 97 人 
 
◆確保の方策 
サービストウ利用計画の作成が円滑に行われるよう、指定特定相談支援事業者の体制整備

に努めます。 
相談支援体制の強化を図るためサイカツキタ地区地域自立支援協議会において地域の関係

機関のネットワーク化についても協議を行います。 
介護保険サービス利用者が、障害福祉サービスを希望する場合には、利用計画が円滑に作

成できるよう障害福祉と介護保険で連携を図っていきます。 
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②地域移行支援 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

地域移行支援 ・障害者支援施設等に入所している障がい者

・精神科病院に入院している精神障がい者 

（１年以上の入院者を原則に市が必要と認め

る者） 

 

障害者支援施設に入所してい

る障がい者、又は精神科病院

に入院している精神障がい者

について、住居の確保その他

の地域における生活に移行す

るための活動に関する相談、

その他の必要な支援を行う。

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数 

（人/月） 
0 人 1 人 2 人

◆見込量の考え方 

地域移行支援については、利用者の極端な増減がないため、平成２６年度時点の

利用者数で見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数 

（人/月） 
2 人 2 人 2 人

 

◆確保の方策 

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。 

相談支援体制の強化を図るため埼葛北地区地域自立支援協議会において地域の

関係機関のネットワーク化についても協議を行います。 
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②地域移行支援 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
地域移行支援  
・障害者支援施設等に入所している障害者 
・精神科病院に入院している精神障害者（１年以上の入院者を原則に市が必要と認める者） 
障害者支援施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者につい

て、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の

必要な支援を行う。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用者数（ニン/月） 0 人 1 人 2 人 
 
◆見込量の考え方 
地域移行支援については、利用者の極端な増減がないため、平成２６年度時点の利用者数

で見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用者数（ニン/月） 2 人 2 人 2 人 
 
◆確保の方策 
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。 
相談支援体制の強化を図るためサイカツキタ地区地域自立支援協議会において地域の関係

機関のネットワーク化についても協議を行います。 
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③地域定着支援 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

地域定着支援 以下の者のうち、地域生活を継続していくた

めの常時の連絡体制の確保による緊急時等の

支援体制が必要と見込まれる者 

・居宅において単身で生活する障がい者 

・居宅において同居している家族等が障がい、

疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれ

ない状況にある障がい者 

居宅において単身等で生活す

る障がい者について、常時の

連絡体制を確保し、障がい者

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う。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数 

（人/月） 
0 人 0 人 1 人

◆見込量の考え方 

地域定着支援については、入所施設や精神科病院等から地域生活へ移行する方の

人数を勘案して、利用者数を見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数 

（人/月） 
2 人 2 人 2 人

 

◆確保の方策 

関係機関と連携し、対象者の地域生活への定着を図ります。 

相談支援体制の強化を図るため埼葛北地区地域自立支援協議会において地域の

関係機関のネットワーク化についても協議を行います。 
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③地域定着支援 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
地域定着支援  
以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時トウ

の支援体制が必要と見込まれる者 
・居宅において単身で生活する障害者 
・居宅において同居している家族等が障がい、疾病トウのため、緊急時トウの支援が見込

まれない状況にある障害者 
居宅において単身トウで生活する障害者について、常時の連絡体制を確保し、障害者の特

性に起因して生じた緊急の事態トウに相談、緊急訪問その他必要な支援を行う。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用者数（ニン/月） 0 人 0 人 1 人 
 
◆見込量の考え方 
地域定着支援については、入所施設や精神科病院トウから地域生活へ移行するかたの人数

を勘案して、利用者数を見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用者数（ニン/月） 2 人 2 人 2 人 
 
◆確保の方策 
関係機関と連携し、対象者の地域生活への定着を図ります。 
相談支援体制の強化を図るためサイカツキタ地区地域自立支援協議会において地域の関係

機関のネットワーク化についても協議を行います。 
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（５）障害児通所支援 
 

①児童発達支援（医療型児童発達支援を含む） 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

児童発達支援 身体に障がいのある児童、知的障がいのある

児童又は精神に障がいのある児童 

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を供与

する。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
515 人日 543 人日 615 人日

利用児童数 

（人/月） 
44 人 46 人 46 人

◆見込量の考え方 

児童発達支援については、利用者数の極端な増減はないが、今後も一定の需要が

見込まれることから、第３期計画期間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（12 日）を乗じて見込みます。 

 
◆見込量 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
564 人日 576 人日 588 人日

利用児童数 

（人/月） 
47 人 48 人 49 人

 

◆確保の方策 

相談支援機関と連携し、ニーズに即したサービスが提供できるように努めます。 
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（５）障害児ツウショ支援 
①児童発達支援（医療型児童発達支援を含む） 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
児童発達支援  
シンタイに障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童 
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を供与す

る。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 515 人日 543 人日 615 人日 
利用児童数（ニン/月） 44 人 46 人 46 人 
 
◆見込量の考え方 
児童発達支援については、利用者数の極端な増減はないが、今後も一定の需要が見込まれ

ることから、第３期計画期間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（12 日）を乗じて見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 564 人日 576 人日 588 人日 
利用児童数（ニン/月） 47 人 48 人 49 人 
 
◆確保の方策 
相談支援機関と連携し、ニーズに即したサービスが提供できるように努めます。 
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②放課後等デイサービス 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

放課後等デイ

サービス 
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（身体に障が

いのある児童、知的障がいのある児童又は精

神に障がいのある児童） 

学校授業終了後又は休業日に

おいて、生活能力の向上のた

めに必要な訓練、社会との交

流の促進その他の便宜を供与

する。 

①自立した日常生活を営むた

めに必要な訓練 

②創作的活動、作業活動 

③地域交流の機会の提供 

④余暇の提供 

 

◆実績 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
1,092 人日 1,158 人日 1,274 人日

利用児童数 

（人/月） 
98 人 103 人 107 人

◆見込量の考え方 

放課後等デイサービスについては、利用者数の極端な増減はないが、今後も一定

の需要が見込まれることから、第３期計画期間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（12 日）を乗じて見込みます。 

 
◆見込量 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
1,332 人日 1,380 人日 1,428 人日

利用児童数 

（人/月） 
111 人 115 人 119 人

 

◆確保の方策 

学校教育と連携し、障がい児の自立の促進、放課後等の居場所づくりに努めます。 
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②放課後トウデイサービス 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
放課後トウデイサービス 
学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障害児（シンタイに障

がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童） 
学校授業終了後又は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進その他の便宜を供与する。 
①自立した日常生活を営むために必要な訓練 
②創作的活動、作業活動 
③地域交流の機会の提供 
④余暇の提供 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 1,092 人日 1,158 人日 1,274 人日 
利用児童数（ニン/月） 98 人 103 人 107 人 
 
◆見込量の考え方 
放課後トウデイサービスについては、利用者数の極端な増減はないが、今後も一定の需要

が見込まれることから、第３期計画期間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（12 日）を乗じて見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 1,332 人日 1,380 人日 1,428 人日 
利用児童数（ニン/月） 111 人 115 人 119 人 
 
◆確保の方策 
学校教育と連携し、障害児の自立の促進、放課後等の居場所づくりに努めます。 
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③保育所等訪問支援 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

保育所等訪問

支援 
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） 

障がい児が集団生活を営む施

設を訪問し、当該施設におけ

る障がい児以外の児童との集

団生活への適応のための専門

的な支援その他の便宜を供与

する。 

①障がい児本人に対する支援

（集団生活適応のための訓

練等） 

②訪問先施設のスタッフに対

する支援（支援方法等の指

導等） 

 

◆実績 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
0 人日 0人日 2 人日

利用児童数 

（人/月） 
0 人 0 人 1 人

◆見込量の考え方 

保育所等訪問支援については、支援を必要とする障がい児の保護者等に周知を図

っていくことで、平成２６年度利用者数から増加するよう見込みます。 

 
◆見込量 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ利用日数 

（人日/月） 
4 人日 6人日 8 人日

利用児童数 

（人/月） 
2 人 3 人 4 人

 

◆確保の方策 

障がい児及び障がい児の保護者の意思を考慮し、利用者の立場に立った適切な指

定保育所等訪問支援の提供に努めます。 
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③保育所トウ訪問支援 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
保育所トウ訪問支援 
保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児（発達障害児、その他の気になる児童） 
障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活

への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する。 
①障害児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練トウ） 
②訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法トウの指導トウ） 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 0 人日 0 人日 2 人日 
利用児童数（ニン/月） 0 人 0 人 1 人 
 
◆見込量の考え方 
保育所トウ訪問支援については、支援を必要とする障害児の保護者トウに周知を図ってい

くことで、平成２６年度利用者数から増加するよう見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
延べ利用日数（ニンニチ/月） 4 人日 6 人日 8 人日 
利用児童数（ニン/月） 2 人 3 人 4 人 
 
◆確保の方策 
障害児及び障害児の保護者の意思を考慮し、利用者の立場に立った適切な指定保育所トウ

訪問支援の提供に努めます。 
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④障害児相談支援 

サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 

障害児相談支

援 
障害児通所支援を申請した障がい児の保護者 障害児通所支援を申請した障

がい児について、障害児支援

利用計画の作成及び支給決定

後の障害児支援利用計画の見

直し（モニタリング）を行う。

 

◆実績 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用児童数 

（人/月） 
1 人 19 人 27 人

◆見込量の考え方 

障害児相談支援については、障害児通所支援を利用するすべての方を対象として

見込みます。 

 
◆見込量 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用児童数 

（人/月） 
40 人 41 人 42 人

 

◆確保の方策 

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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④障害児相談支援 
サービス名 主たる利用対象者 サービス内容 
障害児相談支援 
障害児ツウショ支援を申請した障害児の保護者 
障害児ツウショ支援を申請した障害児について、障害児支援利用計画の作成及び支給決定

後の障害児支援利用計画の見直し（モニタリング）を行う。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用児童数（ニン/月） 1 人 19 人 27 人 
 
◆見込量の考え方 
障害児相談支援については、障害児ツウショ支援を利用するすべてのかたを対象として見

込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用児童数（ニン/月） 40 人 41 人 42 人 
 
◆確保の方策 
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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３ 地域生活支援事業 
 

障がいのある方が、自立した日常生活を営むことができるよう、地域の特性や利

用者の状況に応じた事業を実施します。 

地域生活支援事業には、必ず実施しなければならない必須事業と、地域の特性や

利用者の状況に応じて実施することができる任意事業があります。 

また、埼玉県の実施する地域生活支援事業と連携も図っていきます。 

 

○久喜市が実施する地域生活支援事業の種類 

区分 実施事業 

必須事業 

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 
・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 
・成年後見制度利用支援事業 

・成年後見制度法人後見支援事業 

意思疎通支援事業 

日常生活用具給付等事業 

手話奉仕員養成研修事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター事業 

任意事業 

日常生活支援 
訪問入浴サービス事業 

日中一時支援事業 

社会参加支援 

自動車改造費補助事業 

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 

就業・就労支援 

更生訓練費給付事業 

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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３ 地域生活支援事業 
障がいのあるかたが、自立した日常生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の

状況に応じた事業を実施します。 
地域生活支援事業には、必ず実施しなければならない必須事業と、地域の特性や利用者の

状況に応じて実施することができる任意事業があります。 
また、埼玉県の実施する地域生活支援事業と連携も図っていきます。 
 
○久喜市が実施する地域生活支援事業の種類 
区分 実施事業 
必須事業 
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 ・基幹相談支援センタートウ機能強化事業 ・住宅入居トウ支援事業（居

住サポート事業） 
成年後見制度 ・成年後見制度利用支援事業 ・成年後見制度法人後見支援事業 
意思疎通支援事業 
日常生活用具給付トウ事業 
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 
任意事業 
日常生活支援 訪問入浴サービス事業 日中一時支援事業 
社会参加支援 自動車改造費補助事業 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 
就業・就労支援 更生訓練費給付事業 障害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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（平成26年度の実績値については、平成26年11月現在における実績見込を記載しています。） 

 

《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。 

 

◆確保の方策 

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、地

域自立支援協議会、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等、

その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 

 

◆確保の方策 

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

がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。 
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（平成 26 年度の実績値については、平成 26 年 11 月現在における実績見込を記載していま

す。） 
 
《必須事業》 
（１）理解促進研修・啓発事業 
障害者トウ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、障害

者トウの理解を深めるための研修・啓発事業です。 
◆確保の方策 
障害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、地域自立支援

協議会、当事者や支援団体トウとのネットワークにより、市民にわかりやすい講演会トウ

を実施します。 
 
（２）自発的活動支援事業 
障害者トウ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害者トウ、その家族、

地域住民トウによる地域における自発的な取り組みを支援します。 
◆確保の方策 
障がいのあるかたトウが自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者

トウやその家族、地域住民トウが自発的に行う活動を支援します。 
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（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・調整等の便宜を総合的に行います。 

幸手保健所管内の４市２町（久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）

が共同で、管内の障がい者を対象として、５箇所の指定相談事業所に委託して相談

支援を行います。 

 

具体的な事業 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様々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）を配置するものです。 

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。 

 

◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

障がい者相談支援事業 5 箇所 5箇所 5 箇所

基幹相談支援センター 検討 検討 検討 

相談支援機能強化事業 5 箇所 5箇所 5 箇所

住宅入居等支援事業 4 箇所 4箇所 4 箇所
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（３）相談支援事業 
地域の障害者トウの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行い、指定事業者トウとの連

携・調整トウの便宜を総合的に行います。 
幸手保健所管内の４市２町（久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）が共同

で、管内の障害者を対象として、５箇所の指定相談事業所に委託して相談支援を行います。 
 
具体的な事業 事業の内容 
障害者相談支援事業  
障害者トウの福祉に関する様々な問題について障害者トウからの相談に応じ、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、障害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

福祉士トウ）を配置するものです。 
住宅入居トウ支援事業（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

居困難な障害者を支援する事業で、入居にあたっての支援や、家主トウへの相談・助言な

どを行います。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
障害者相談支援事業 5 箇所 5 箇所 5 箇所 
基幹相談支援センター 検討 検討 検討 
相談支援機能強化事業 5 箇所 5 箇所 5 箇所 
住宅入居トウ支援事業 4 箇所 4 箇所 4 箇所 
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◆確保の方策 

・相談支援事業をはじめ、地域の障がい福祉に関するシステム作りに関し、中核

的な役割を果たす自立支援協議会についても、幸手保健所管内４市２町の広域

で設置し、地域の課題の集約を図ります。 

 

・自立支援協議会に生活支援部会、ケアマネジメント部会、地域移行・地域定着

支援部会、就労支援部会を設置し、各部会での検討内容の調整を運営会議等で

協議します。 

 

・基幹相談支援センターの設置につきましては、指定相談事業所の委託相談の中

で実施すべき事業と、本来基幹相談支援センターが担うべき事業を整理し、検

討を実施します。 

 

・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・情報共有

を行い、途切れのない支援を行えるよう支援体制の強化に図ります。 

 
 

 

 

 

埼葛北地区地域自立支援協議会

ニーズ・課題・困難ケース等

個別支援会議

個別支援会議 個別支援会議

個別支援会議

生活支援
部会

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
部会

地域移行・地域

定着支援部会
就労支援

部会

調整会議（事業所） 行政担当者会議

運営会議（行政・相談支援事業所）

全 体 会

計画会議（行政・事業所）

人 材 育 成
プロジェクト

権 利 擁 護
プロジェクト

41 ページ 
 
◆確保の方策 
・相談支援事業をはじめ、地域の障がい福祉に関するシステム作りに関し、中核的な役割

を果たす自立支援協議会についても、幸手保健所管内４市２町の広域で設置し、地域の課

題の集約を図ります。 
・自立支援協議会に生活支援部会、ケアマネジメント部会、地域移行・地域定着支援部会、

就労支援部会を設置し、各部会での検討内容の調整を運営会議トウで協議します。 
・基幹相談支援センターの設置につきましては、指定相談事業所の委託相談の中で実施す

べき事業と、本来基幹相談支援センターが担うべき事業を整理し、検討を実施します。 
・障害者の地域生活への移行を推進するためにも、住宅入居トウ支援事業を実施し、必要

とするかた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・情報共有を行い、

途切れのない支援を行えるよう支援体制の強化に図ります。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

知的障がいのある方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後の後見人等の報酬の助成を支援することにより、これ

らの障がいのある方の権利擁護を図ることを目的とします。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数 

（人/年） 
1 人 1 人 1 人

◆見込量の考え方 

成年後見制度利用支援事業については、障害福祉サービスの利用等の観点から、

今後ニーズも高まってくることを踏まえ利用者数で見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数 

（人/年） 
2 人 2 人 2 人

 

◆確保の方策 

相談支援事業所や、障害者虐待防止センター等関係機関と連携し、成年後見制度

の普及・利用の促進を図ります。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 
知的障がいのあるかた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後の後見人トウの報酬の助成を支援することにより、これらの障がい

のあるかたの権利擁護を図ることを目的とします。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
利用者数（ニン/年） 1 人 1 人 1 人 
 
◆見込量の考え方 
成年後見制度利用支援事業については、障害福祉サービスの利用トウの観点から、今後ニ

ーズも高まってくることを踏まえ利用者数で見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
利用者数（ニン/年） 2 人 2 人 2 人 
 
◆確保の方策 
相談支援事業所や、障害者虐待防止センタートウ関係機関と連携し、成年後見制度の普及・

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。 

 

◆見込量の考え方 

高齢者福祉部門と連携を図りながら、法人後見事業の体制の整備を進めていきま

す。 

 

◆見込量 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実施の有無 実施 実施 実施 

 

◆確保の方策 

成年後見制度法人後見支援事業については、障がい者だけでなく、高齢者に対す

るニーズが多くを占めており、一体的に仕組みを整備していくことが合理的と考え、

啓発活動を進め、段階的に法人後見が可能となる体制の整備につなげていきます。 
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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トウ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。 
 
◆見込量の考え方 
高齢者福祉部門と連携を図りながら、法人後見事業の体制の整備を進めていきます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
実施の有無 実施 実施 実施 
 
◆確保の方策 
成年後見制度法人後見支援事業については、障害者だけでなく、高齢者に対するニーズが

多くを占めており、一体的に仕組みを整備していくことが合理的と考え、啓発活動を進め、

段階的に法人後見が可能となる体制の整備につなげていきます。 
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（６）意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業は、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。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

実利用件数 

（件/年） 
367 件 467 件 432 件

 

◆見込量の考え方 

手話通訳者派遣事業については、第３期計画期間の実績を考慮して、利用件数を

見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用件数 

（件/年） 
440 件 450 件 460 件

 

◆確保の方策 

現状の派遣状況が確保できるよう、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。 
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（６）意思疎通支援事業 
意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能トウの障がいのため、意思疎通を図るこ

とに支障がある障害者トウに、手話ツウヤクシャ派遣事業、要約筆記者派遣事業、手話ツ

ウヤクシャ設置事業を行い意思疎通の円滑化を図ります。 
 
①手話ツウヤクシャ派遣事業 
聴覚障がいトウのため意思疎通を図ることに支障がある障害者トウに、手話通訳の方法に

より、障害者トウ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。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
実利用件数（件/ネン） 367 件 467 件 432 件 
 
◆見込量の考え方 
手話ツウヤクシャ派遣事業については、第３期計画期間の実績を考慮して、利用件数を見

込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
実利用件数（件/ネン） 440 件 450 件 460 件 
 
◆確保の方策 
現状の派遣状況が確保できるよう、手話ツウヤクシャ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。 
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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。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

実利用件数 

（件/年） 
2 件 8 件 4 件

◆見込量の考え方 

要約筆記者派遣事業については、利用件数の極端な増減がないため平成２６年度

時点の利用件数で見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用件数 

（件/年） 
4 件 4 件 4 件

 

◆確保の方策 

要約筆記を必要とする方への情報提供に努め利用の促進を図ります。 

 

45 ページ 
 
②要約筆記者派遣事業 
聴覚障がいトウのため意思疎通を図ることに支障がある障害者トウに、要約筆記の方法に

より、障害者トウ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。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
実利用件数（件/ネン） 2 件 8 件 4 件 
 
◆見込量の考え方 
要約筆記者派遣事業については、利用件数の極端な増減がないため平成２６年度時点の利

用件数で見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
実利用件数（件/ネン） 4 件 4 件 4 件 
 
◆確保の方策 
要約筆記を必要とするかたへの情報提供に努め利用の促進を図ります。 
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③手話通訳者設置事業 

毎週火曜日、市役所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。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

実設置者数 

（人/年） 
10 人 12 人 12 人

◆見込量の考え方 

手話通訳者養成講座を継続して実施しており、手話通訳者が増加するように見込

みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実設置者数 

（人/年） 
13 人 14 人 15 人

 

◆確保の方策 

手話通訳者養成講座修了者等を対象に、毎年、久喜市登録手話通訳者選考試験を

実施し、手話通訳者の確保に努めます。 
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③手話ツウヤクシャ設置事業 
毎週火曜日、市役所障害者福祉課に手話通訳者を配置し聴覚障害者トウの支援を行います。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
実設置者数（ニン/ネン） 10 人 12 人 12 人 
 
◆見込量の考え方 
手話ツウヤクシャ養成講座を継続して実施しており、手話通訳者が増加するように見込み

ます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
実設置者数（ニン/ネン） 13 人 14 人 15 人 
 
◆確保の方策 
手話ツウヤクシャ養成講座修了者トウを対象に、毎年、久喜市登録手話通訳者選考試験を

実施し、手話通訳者の確保に努めます。 
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（７）日常生活用具給付等事業 

日常生活用具給付等事業については、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又は貸与することにより、日常生活の便宜を図ります。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

実利用件数 

（件/年） 
2,491 件 2,686 件 2,845 件

 

◆見込量の考え方 

日常生活用具給付事業については、利用件数が増加しており、今後も一定の需要

が見込まれることから、第３期計画期間の実績を考慮して見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用件数 

（件/年） 
3,051 件 3,261 件 3,485 件

 

◆確保の方策 

日常生活用具の給付対象者へ適切な給付が出来るように努めます。 
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（７）日常生活用具給付トウ事業 
日常生活用具給付トウ事業については、日常生活を営むのに支障のある障害者トウに対し、

日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図ります。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
実利用件数（件/ネン） 2,491 件 2,686 件 2,845 件 
 
◆見込量の考え方 
日常生活用具給付事業については、利用件数が増加しており、今後も一定の需要が見込ま

れることから、第３期計画期間の実績を考慮して見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
実利用件数（件/ネン） 3,051 件 3,261 件 3,485 件 
 
◆確保の方策 
日常生活用具の給付対象者へ適切な給付が出来るように努めます。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員養成研修事業については、久喜市社会福祉協議会へ委託し、入門課程

と基礎課程の厚生労働省の定める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。 

 

◆見込量の考え方 

手話奉仕員養成研修事業については、受講者の極端な増減がないため平成２６年

度時点の受講者数で見込みます。 

 
◆見込量 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

養成講習修了見込み者数

（人/年） 
13 人 13 人 13 人

 

◆確保の方策 

手話奉仕員養成研修を継続して実施し、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 
手話奉仕員養成研修事業については、久喜市社会福祉協議会へ委託し、入門課程と基礎課

程の厚生労働省の定める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。 
 
◆見込量の考え方 
手話奉仕員養成研修事業については、受講者の極端な増減がないため平成２６年度時点の

受講者数で見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
養成講習修了見込み者数（ニン/ネン） 13 人 13 人 13 人 
 
◆確保の方策 
手話奉仕員養成研修を継続して実施し、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 

移動支援事業については、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、地域での自立と社会参加を図ります。 

 

◆実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

実利用者数 

（人/年） 
78 人 76 人 78 人

 

◆見込量の考え方 

移動支援事業については、利用者数の極端な増減はないが、今後も一定の需要が

見込まれることから、第３期計画期間の実績を考慮して見込みます。 

 
◆見込量 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用見込み人数 

（人/年） 
78 人 78 人 78 人

延べ利用見込み時間数 

（時間/年） 
5,100 時間 5,100 時間 5,100 時間

 

◆確保の方策 

利用ニーズに応じたサービスの確保ができるよう、必要な情報を提供していくと

ともに、新たなサービス事業者の参入促進を図ります。 
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（９）移動支援事業 
移動支援事業については、屋外での移動が困難な障害者トウに外出のための支援を行うこ

とにより、地域での自立と社会参加を図ります。 
 
◆実績 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
実利用者数（ニン/ネン） 78 人 76 人 78 人 
 
◆見込量の考え方 
移動支援事業については、利用者数の極端な増減はないが、今後も一定の需要が見込まれ

ることから、第３期計画期間の実績を考慮して見込みます。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
実利用見込み人数（ニン/ネン） 78 人 78 人 78 人 
延べ利用見込み時間数（時間/ネン） 5,100 時間 5,100 時間 5,100 時間 
 
◆確保の方策 
利用ニーズに応じたサービスの確保ができるよう、必要な情報を提供していくとともに、

新たなサービス事業者の参入促進を図ります。 



── 第４章 福祉サービスの計画（障がい福祉計画） ── 

 50

 

（１０）地域活動支援センター事業 

地域活動支援センター事業については、創作的活動、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。 

地域活動支援センターでは、障がい者に対する創作的活動や生産活動の機会の提

供など基礎的な事業を行うとともに、サービスの類型（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の３種）

に応じて、各種の訓練や意識啓発事業などを行います。 

 

具体的な類型 サービスの内容 

地域活動支援センターⅠ型 

基礎的事業のほか、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のための普及啓発事業を実施

します。 

地域活動支援センターⅡ型 

基礎的事業のほか、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

を実施します。 

地域活動支援センターⅢ型 

これまでの小規模作業所の移行先として想定された事業形態

で、通所による援護事業の実績を概ね５年以上有し、安定的

な経営が図られていることが条件となります。 

 

◆見込量 

  
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

市内 市外 市内 市外 市内 市外 

Ⅰ型 

箇所 1 箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1 箇所 1 箇所

実利用見込み

人数（人/月） 
59 人 21 人 59 人 21 人 59 人 21 人

Ⅱ型 

箇所 1 箇所 0箇所 1箇所 0箇所 1 箇所 0 箇所

実利用見込み

人数（人/月） 
16 人 0 人 16 人 0 人 16 人 0 人

Ⅲ型 

箇所 1 箇所 3箇所 1箇所 3箇所 1 箇所 3 箇所

実利用見込み

人数（人/月） 
15 人 4 人 15 人 4 人 15 人 4 人

 

◆確保の方策 

利用ニーズに応じて既存の事業所の拡大等によりサービスの確保を図るととも

に、事業所への情報提供や各種支援に努めます。 
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（１０）地域活動支援センター事業 
地域活動支援センター事業については、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進トウを図るとともに、日常生活に必要な便宜を供与します。 
地域活動支援センターでは、障害者に対する創作的活動や生産活動の機会の提供など基

礎的な事業を行うとともに、サービスの類型（１型、２型、３型の３種）に応じて、各種

の訓練や意識啓発事業などを行います。 
 
具体的な類型 サービスの内容 
地域活動支援センター１型 
基礎的事業のほか、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のための普及啓発事業を

実施します。 
地域活動支援センター２型 
基礎的事業のほか、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会

適応訓練、入浴トウのサービスを実施します。 
地域活動支援センター３型 
これまでの小規模作業所の移行先として想定された事業形態で、通所による援護事業の実

績を概ね５年以上有し、安定的な経営が図られていることが条件となります。 
 
◆見込量 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
市内 市外 市内 市外 市内 市外 
１型 
箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 
実利用見込み人数（ニン/月） 59 人 21 人 59 人 21 人 59 人 21 人 
２型 
箇所 1 箇所 0 箇所 1 箇所 0 箇所 1 箇所 0 箇所 
実利用見込み人数（ニン/月） 16 人 0 人 16 人 0 人 16 人 0 人 
３型 
箇所 1 箇所 3 箇所 1 箇所 3 箇所 1 箇所 3 箇所 
実利用見込み人数（ニン/月） 15 人 4 人 15 人 4 人 15 人 4 人 
◆確保の方策 
利用ニーズに応じて既存の事業所の拡大トウによりサービスの確保を図るとともに、事業

所への情報提供や各種支援に努めます。 
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《任意事業》 

（１１）地域生活支援事業（任意事業）等の見込量と確保策 

地域生活支援事業の任意事業として、以下の事業を実施します。 

 

サービス名 サービスの内容 

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。 

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。

福祉タクシー利用料助成事業 在宅の重度心身障がい者が、県タクシー協会加盟会社等のタ

クシーを利用した場合、タクシー券により初乗り運賃を助成

します。 

重度心身障がい者自動車燃

料費助成事業 

在宅の重度心身障がい者が、市内指定ガソリンスタンドで給

油する場合、自動車燃料費利用券により1 枚につき500 円助

成します。 

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。 

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。 

 

◆実績 実利用者数

サービス名 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

訪問入浴サービス事業 

（人/年） 
8人 10人 10人

日中一時支援事業 

（人/年） 
24人 26人 27人

福祉タクシー利用料 

助成事業（人/年） 
1,165人 1,187人 1,195人

重度心身障がい者自動車 

燃料費助成事業（人/年） 
2,113人 2,195人 2,272人

パソコン講習会事業 

（人/年） 
4人 5人 6人

在宅障がい者紙おむつ 

給付事業（人/月） 
76人 83人 75人
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《任意事業》 
（１１）地域生活支援事業（任意事業）トウの見込量と確保策 
地域生活支援事業の任意事業として、以下の事業を実施します。 
 
サービス名 サービスの内容 
訪問入浴サービス事業  
入浴が困難なシンタイ障害者に対し、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。 
日中一時支援事業  
日中において障害者トウ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

練トウの必要な支援を行います。 
福祉タクシー利用料助成事業  
在宅の重度シンシン障害者が、県タクシー協会加盟会社トウのタクシーを利用した場合、

タクシー券により初乗り運賃を助成します。 
重度シンシン障害者自動車燃料費助成事業  
在宅の重度シンシン障害者が、市内指定ガソリンスタンドで給油する場合、自動車燃料費

利用券により 1 枚につき 500 円助成します。 
パソコン講習会事業  
重度上肢機能障害者、重度視覚障害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。 
在宅障害者紙おむつ給付事業  
在宅で常時おむつを必要とする障害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。 
 
◆実績 実利用者数 
サービス名 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
訪問入浴サービス事業（ニン/ネン） 8 人 10 人 10 人 
日中一時支援事業（ニン/ネン） 24 人 26 人 27 人 
福祉タクシー利用料助成事業（ニン/ネン） 1,165 人 1,187 人 1,195 人 
重度シンシン障害者自動車燃料費助成事業（ニン/ネン） 2,113 人 2,195 人 2,272 人 
パソコン講習会事業（ニン/ネン） 4 人 5 人 6 人 
在宅障害者紙おむつ給付事業（ニン/月 ）76 人 83 人 75 人 
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◆見込量の考え方 
各サービスの見込み量については、第３期計画期間の実績や今後の需要の伸びを

勘案し、以下のとおり見込みます。 
 

◆見込量 実利用見込み人数

サービス名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問入浴サービス事業 

（人/年） 
10人 10人 10人

日中一時支援事業 

（人/年） 
27人 27人 27人

福祉タクシー利用料 

助成事業（人/年） 
1,203人 1,211人 1,219人

重度心身障がい者自動車 

燃料費助成事業（人/年） 
2,352人 2,435人 2,521人

パソコン講習会事業 

（人/年） 
6人 6人 6人

在宅障がい者紙おむつ 

給付事業（人/月） 
75人 75人 75人

      

◆確保の方策 

利用のニーズに沿った事業の継続に努めます。 
 

（参考）その他 市が実施している主な事業 

○地域生活支援事業（任意事業） 

サービス名 実施内容 

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、生活指導や技能修得訓練等を行うこ

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。 
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◆見込量の考え方 
各サービスの見込み量については、第３期計画期間の実績や今後の需要の伸びを勘案し、

以下のとおり見込みます。 
◆見込量 実利用見込み人数 
サービス名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
訪問入浴サービス事業（ニン/ネン） 10 人 10 人 10 人 
日中一時支援事業（ニン/ネン） 27 人 27 人 27 人 
福祉タクシー利用料助成事業（ニン/ネン）1,203 人 1,211 人 1,219 人 
重度シンシン障害者自動車燃料費助成事業（ニン/ネン） 2,352 人 2,435 人 2,521 人 
パソコン講習会事業（ニン/ネン） 6 人 6 人 6 人 
在宅障害者紙おむつ給付事業（ニン/月） 75 人 75 人 75 人 
◆確保の方策 
利用のニーズに沿った事業の継続に努めます。 
 
（参考）その他 市が実施している主な事業 
○地域生活支援事業（任意事業） 
サービス名 実施内容 
自動車改造費補助事業 シンタイ障害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、シンタイ障害者の就労や社会参

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害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訓練費を支給します。 
障害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かたに対し、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 知的障害者を職親に預け、生活指導や技能修得訓練トウを行

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。 
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○市単独で実施している事業 

サービス名 実施内容 

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。 

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。 

・精神障がい者（発達障がい者を含む）の就労に向けた相談や就

労支援につきましては、就労支援センターサテライト（分所）

を設置し、相談の充実を図ります。 

・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。 

障がい者虐待防止事業 障がい者に対する虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障がい

者の迅速かつ保護並びに養護者に対する適切な支援を行うとと

もに、関係機関との連携協力体制の整備を図ります。 

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、難聴児の言語の取得・

教育等における健全な発達を支援します。 
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第５章 計画の推進体制・評価 
 

１ 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。 

 

 

 

 

久喜市 

社会福祉 

協議会 

各種 

障がい者 

団体 

サービス

提供 

事業者 NPO 

ボラン 

ティア 

 

久喜市 

 

久喜市 

障がい者施策 

推進協議会 

報告 提言 

 

 

市 民 

 

関 係 

機 関 
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第５章 計画の推進体制・評価 
１ 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、久喜市障害者施策推進協議会や障害者団体トウと連携し、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。 
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２ 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。 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Check 

Do Plan 

Act 

久喜市 

障がい福祉計画

計画の策定 

計画の中間評価 見直し後の 

実施・改善

計画の実施・推進 

障がい者施策推進協議会に

意見を聴くとともに、その結

果について公表する 

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 平成30 年度 

障がい者計画 

第3期 

障がい福祉計画 

第4期 

障がい福祉計画 

次期計画 

 

★ 

★ 

見直し

見直し
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２ 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トウを行います。 
中間評価については、久喜市障害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年度には障害者計画及び障害福祉計画の見直しを行

います。 
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資料編 
 

１ 策定経過 
 

時期・日時 主な内容 

平成 26 年 7 月 9 日 第１回久喜市障がい者施策推進協議会 

１）久喜市障がい者計画・久喜市障がい福祉計画について 

２）久喜市障がい福祉計画策定のスケジュールについて 

３）障がい福祉計画の進捗状況について（報告） 

４）関係団体へのヒアリングの実施について 

５）重度心身障害者医療費支給事業の改正について 

平成 26 年 8 月 1 日～ 

平成 26 年 8 月 5 日 

関係団体等ヒアリング 

障がいの種別ごとに３日間で計１４団体に実施 

平成 26 年 10 月 27 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）久喜市障がい者計画・久喜市障がい福祉計画について 

３）久喜市障がい福祉計画策定スケジュール（修正）について 

４）久喜市障がい福祉計画骨子案について 

平成 26 年 12 月 16 日 第３回久喜市障がい者施策推進協議会 

１）第４期久喜市障がい福祉計画素案について 

平成 26 年 12 月 25 日～ 

平成 27 年 1 月 23 日 

市民意見提出制度（パブリック・コメント）による意見募集 

平成 27 年 2 月 2 日 第４回久喜市障がい者施策推進協議会 

１）市民意見提出制度（パブリック・コメント）の結果について 

２）第４期久喜市障がい福祉計画（案）について 
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資料編 
１ 策定経過 
時期・日時 主な内容 
平成 26 年 7 月 9 日  
第１回久喜市障害者施策推進協議会 
１）久喜市障害者計画・久喜市障がい福祉計画について 
２）久喜市障がい福祉計画策定のスケジュールについて 
３）障がい福祉計画の進捗状況について（報告） 
４）関係団体へのヒアリングの実施について 
５）重度心身障害者医療費支給事業の改正について 
平成 26 年 8 月 1 日から平成 26 年 8 月 5 日 
関係団体トウヒアリング 
障がいの種別ごとに３日間で計１４団体に実施 
平成 26 年 10 月 27 日  
第２回久喜市障害者施策推進協議会 
１）久喜市障害者施策推進協議会の役割について 
２）久喜市障害者計画・久喜市障がい福祉計画について 
３）久喜市障がい福祉計画策定スケジュール（修正）について 
４）久喜市障がい福祉計画骨子案について 
平成 26 年 12 月 16 日  
第３回久喜市障害者施策推進協議会 
１）第４期久喜市障がい福祉計画素案について 
平成 26 年 12 月 25 日～平成 27 年 1 月 23 日 
市民意見提出制度（パブリック・コメント）による意見募集 
平成 27 年 2 月 2 日  
第４回久喜市障害者施策推進協議会 
１）市民意見提出制度（パブリック・コメント）の結果について 
２）第４期久喜市障がい福祉計画（案）について 
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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 

(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。 

(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 策定体制 

（１）久喜市障害者施策推進協議会 

① 久喜市障害者施策推進協議会条例 

平成２２年３月２３日 

条例第１３５号 

(設置) 

第１条 本市における障害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３

６条第４項の規定に基づき、久喜市障害者施策推進協議会(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) 障害者の福祉の向上を目的とする団体に属する者、 

(３) 障害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、福祉部障害者福祉課において処理する。 

(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  （敬称略） 
番号 区 分 氏名 所属・役職 

1 
1 号委員  
(公募委員） 奈良

ナ ラ

 千鶴
チ ヅ

 公募委員 

2  鈴木
スズキ

 美穂
ミ ホ

 公募委員 

3  関根
セキネ

 久夫
ヒサオ

 公募委員 

4  神
ジン

 博
ヒロ

孝
タカ

 公募委員 

5  小林
コバヤシ

 芽
メ

美
ミ

 公募委員 

6  石田
イ シ ダ

 久子
ヒ サ コ

 公募委員 

7 
2 号委員  

(障がい者団体） 柳田
ヤナギダ

 俊 一
シュンイチ

 久喜市久喜身体障害者福祉会 会長 

8  押田
オシダ

 憲一郎
ケンイチロウ

 久喜市菖蒲町身体障害者福祉会 会長 

9  桜井
サクライ

 直美
ナ オ ミ

 久喜市栗橋手をつなぐ育成会 会長 

10  中
ナカ

城
ジョウ

 惠里
エ リ

 親和会久喜支部 会員 

11  吉田
ヨ シ ダ

 美與子
ミ ヨ コ

 久喜市聴覚障害者協会 役員 

12 
3 号委員  

(福祉事業者） 山路
ヤマジ

 久彦
ヒサヒコ

 
社会福祉法人 みぬま福祉会  

埼葛北障害者生活支援センターきらら 責任者 

13  ○池内
イケウチ

 征男
ユキオ

 社会福祉法人 啓和会 久喜市いちょうの木 施設長 

14  小金
コ ガ ネ

渕
ブチ

 美保子
ミ ホ コ

 
医療法人 大壮会  

埼葛北障害者生活支援センターベルベール 管理者 

15  野口
ノ グ チ

 扶美
フ ミ

恵
エ

 
社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 

地域福祉課課長補佐兼在宅福祉係長 

16  宮原
ミヤハラ

 静
シズ

枝
エ

 ＮＰＯ法人 あんご工房 代表理事 

17 
4 号委員  

（関係行政機関） 清水
シ ミ ズ

 幸子
コ ウ コ

 埼玉県立久喜特別支援学校 校長 

18  山本
ヤマモト

 典之
ノリユキ

 埼玉県立騎西特別支援学校 教頭 

19  平岡
ヒラオカ

 行
ユキ

光
ミツ

 春日部公共職業安定所 統括職業指導官 

20 
5 号委員  

(学識経験者） ◎櫻井
サクライ

 邦夫
ク ニ オ

 高崎健康福祉大学講師 
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② 委員名簿 ◎会長 ○副会長 （敬称略） 
区分 氏名 所属・役職 
 
1 号委員(公募委員）  
ナラ チヅ 公募委員 
スズキ ミホ 公募委員 
セキネ ヒサオ 公募委員 
ジン ヒロタカ 公募委員 
コバヤシ メミ 公募委員 
イシダ ヒサコ 公募委員 
 
2 号委員(障害者団体） 
ヤナギダ シュンイチ 久喜市久喜身体障害者福祉会 会長 
オシダ ケンイチロウ 久喜市菖蒲チョウ身体障害者福祉会 会長 
サクライ ナオミ 久喜市栗橋てをつなぐ育成会 会長 
ナカジョウ エリ 親和会久喜支部 会員 
ヨシダ ミヨコ 久喜市聴覚障害者協会 役員 
 
3 号委員(福祉事業者） 
ヤマジ ヒサヒコ 社会福祉法人 みぬま福祉会 サイカツキタ障害者生活支援センターきら

ら 責任者 
○イケウチ ユキオ 社会福祉法人 啓和会 久喜市いちょうの木 施設長 
コガネブチ ミホコ 医療法人 大壮会サイカツキタ障害者生活支援センター ベルベール 
管理者 
ノグチ フミエ 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 地域福祉課課長補佐兼在宅福祉係長 
ミヤハラ シズエ ＮＰＯ法人 あんご工房 代表理事 
 
4 号委員（関係行政機関）  
シミズ コウコ 埼玉県立久喜特別支援学校 校長 
ヤマモト ノリユキ 埼玉県立騎西特別支援学校 教頭 
ヒラオカ ユキミツ 春日部公共職業安定所 統括職業指導官 
 
5 号委員(学識経験者） 
◎サクライ クニオ 高崎健康福祉大学講師 
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３ 関係団体等ヒアリング調査結果 
 

計画の策定にあたって、市内の障がい者の当事者団体（身体障がい者、知的障が

い者、精神障がい者、視覚障がい者、聴覚障がい者）及び難病患者の方に対して、

障がい福祉サービスに関する利用や問題点などを中心に団体ヒアリング調査を実

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）調査概要 
 

障がいの種別 団体名等 日 時 場 所 

身体 

障がい 

・久喜市久喜身体障害者福祉会 

・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

平成２６年８月４日（月） 

午前１０時００分～ 

 

 

久喜市役所 

 第６会議室

 

 

知的 

障がい 

・久喜市久喜手をつなぐ育成会 

・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 

・鷲宮手をつなぐ親の会 

平成２６年８月５日（火） 

午前１０時００分～ 

 

 

久喜市役所 

 第４会議室

 

 

精神 

障がい 

・親和会久喜支部 

・埼葛北障害者地域活動支援 

センター ベルベール 

・ＮＰＯ法人あんご工房 

平成２６年８月５日（火） 

午後１時３０分～ 

 

 

久喜市役所 

 第４会議室

 

 

視覚 

障がい 

・久喜市久喜身体障害者福祉会 

 視覚部会 

 

 

平成２６年８月４日（月） 

午後１時３０分～ 

 

 

久喜市役所 

 第６会議室

 

 

聴覚 

障がい 

・久喜市聴覚障害者協会 

 

 

 

平成２６年８月１日（金） 

午後１時３０分～ 

 

 

久喜市役所 

 第４会議室

 

 

難病患者 

・難病患者 

 

 

 

平成２６年８月１日（金） 

午前１０時００分～ 

 

 

久喜市役所 

 第４会議室

 

 
 

＜質問項目＞ 

① 福祉サービスの利用状況と改善して欲しい内容 

② 日常生活や就労などの状況、生活で困っていること、困ったときの相談先に

ついて 

③ 意思疎通支援について 

④ 障がいや障がい者に関する地域の理解促進など 

⑤ 公共施設の利用にあたって不便と感じること 

⑥ その他 
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３ 関係団体トウヒアリング調査結果 

計画の策定にあたって、市内の障害者の当事者団体（シンタイ障害者、知的障害者、精神障害者、視覚障

害者、聴覚障害者）及び難病患者のかたに対して、障がい福祉サービスに関する利用や問題点などを中心

に団体ヒアリング調査を実施しました。調査の概要と主な結果は、以下のとおりです。 

（１）調査概要 

障がいの種別 団体名等 日時 場所 

シンタイ障がい 

・久喜市久喜身体障害者福祉会 ・久喜市菖蒲チョウ身体障害者福祉会 

・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 

平成２６年８月４日（月）午前１０時から 久喜市役所 第６会議室 

知的障がい 

・久喜市久喜てをつなぐ育成会 ・久喜市菖蒲てをつなぐ親の会 

・久喜市栗橋てをつなぐ育成会 ・鷲宮てをつなぐ親の会 

平成２６年８月５日（火）午前１０時から 久喜市役所 第４会議室 

精神障がい  

・親和会久喜支部 ・サイカツキタ障害者地域活動支援センター ベルベール ・ＮＰＯ法人あんご工房 

平成２６年８月５日（火）午後１時３０分～ 久喜市役所 第４会議室 

視覚障がい 

・久喜市久喜身体障害者福祉会 視覚部会 

平成２６年８月４日（月）午後１時３０分～ 久喜市役所 第６会議室 

聴覚障がい 

・久喜市聴覚障害者協会 

平成２６年８月１日（金）午後１時３０分～ 久喜市役所 第４会議室 

難病患者 

・難病患者 

平成２６年８月１日（金）午前１０時から 久喜市役所 第４会議室 

質問項目 

① 福祉サービスの利用状況と改善して欲しい内容 

② 日常生活や就労などの状況、生活で困っていること、困ったときの相談先について 

③ 意思疎通支援について 

④ 障がいや障害者に関する地域の理解促進など 

⑤ 公共施設の利用にあたって不便と感じること 

⑥ その他 
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（２）調査結果（主な意見のまとめ） 

質問項目の主な意見は、以下のとおりです。なお、団体個別の意見については、

〔身体〕〔視覚〕〔聴覚〕〔知的〕〔精神〕〔難病〕と表記しています。 

 

①福祉サービスの利用状況と改善して欲しい内容 

・新たにサービスを行う際の個々の当事者へのアナウンスが少なく、会の仲間から

初めて教わる状況が多い。〔身体〕 

・社会参加の促進という観点からも同行援護の時間を必要に応じて増やしてほしい。

〔視覚〕 

・障害児（者）生活サポート事業について、必要な人が必要な時間を使えるように

するなど充実してほしい。〔知的〕 

・グループホームなど、地域で生活する場をたくさん増設してほしい。〔知的〕 

・施設に通うための交通費の負担が大きく経済的負担の軽減を図るため助成が必要。

〔精神〕 

・利用できるサービス自体を知らない人が多いため、もっと情報を得やすくしてほ

しい。〔精神〕〔難病〕 

 

②日常生活や就労などの状況、生活で困っていること、困ったときの相談先

について 

・障がい者福祉・高齢者福祉などとはせず、「困ったこと相談担当」という窓口が

あっても良いと思う。〔身体〕 

・点字ブロックの定期点検や、安全に歩いて買い物ができるよう出入口に荷物を置

かないように指導してほしい。〔視覚〕 

・身近な相談員を設置してほしい。〔聴覚〕 

・安心して働ける場所を増やしてほしい。就労を支援してほしい。先につながるよ

うに「働く場」を増やしてほしい。〔知的〕〔精神〕 

・総合的に療育や福祉の相談・支援をする機関が必要であり、児童発達支援センタ

ーの新設をお願いする。〔知的〕〔精神〕 

・発達障がいを持つ児童への学習支援、カウンセリング等を実施してほしい。  

〔知的〕 

・ペアレントトレーニング等、保護者への支援や相談も行ってほしい。〔知的〕 

・成年後見制度についての説明がほしい。（利用方法、手続き、費用等）      

〔視覚〕〔難病〕 

・難病患者の特性を理解した相談支援が必要。〔難病〕 
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③意思疎通支援について 

・手話通訳者や要約筆記者の増員、人材育成をお願いする。〔知的〕〔聴覚〕 

・一般の人の理解や周知につながるため、公共の講演会にもっと手話通訳や要約筆

記をつけてほしい。〔聴覚〕 

・病気によって徐々に言語が不自由になる患者もいることを周知してほしい。  

〔難病〕 

・難病患者には意見があっても主張するための体力が無い、意思表明の支援が必要。

〔難病〕 
 

④障がいや障がい者に関する地域の理解促進など 

・障がい者の権利条約に基づいて各種制度の充実と徹底をはかってほしい。〔身体〕 

・視覚障がい者には、近所の人からの積極的な声かけをお願いしたい。〔視覚〕 

・障がい者や障がいに対する理解を広めてほしい。〔聴覚〕 

・学校や地域において、障がいへの知識と理解を深める学習や啓発活動を積極的に

実施してほしい。〔知的〕〔精神〕 

・イベントなどで地域へアピールする機会が必要。〔難病〕 
 

⑤公共施設の利用にあたって不便と感じること 

・デマンド交通の充実のため、菖蒲地区及び栗橋・鷲宮地区のみの運行に限らず、

ふれあいセンター久喜や市役所などの行政機関まで範囲を広げてほしい。〔身体〕 

〔知的〕 

・市内の公民館に（視覚障がい者用）音声、音響装置を設置してほしい。〔身体〕 

〔視覚〕 

・公共施設などにエレベーター、エスカレーター、スロープを設置してほしい。 

〔身体〕〔知的〕〔難病〕 

・公共施設に電光掲示板を設置してほしい。〔聴覚〕 

・循環バスの本数を増やしてほしい。〔精神〕 

・予約しなくても自由に運動できる場所やサークルがあると良い。〔精神〕 
 

⑥その他 

・行政の動きや制度改正があった時、会に連絡してほしい。〔視覚〕 

・災害時が不安。聴覚障がい者用の災害時マニュアルを作成してほしい。〔聴覚〕 

・共に学び、共に育ち合えるよう、家族や教育現場等とスキルアップができるよう

に支援してほしい。〔知的〕 

・行政福祉関係者との懇談会を実施してほしい。〔精神〕 

・当事者の会や交流の場をもちたい。〔難病〕

61 ページ 
 
③意思疎通支援について 
・手話通訳者や要約筆記者の増員、人材育成をお願いする。知的、聴覚。 
・一般の人の理解や周知につながるため、公共の講演会にもっと手話通訳や要約筆記をつ

けてほしい。聴覚。 
・病気によって徐々に言語が不自由になる患者もいることを周知してほしい。難病。 
・難病患者には意見があっても主張するための体力が無い、意思表明の支援が必要。難病。 
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・障害者や障がいに対する理解を広めてほしい。聴覚。 
・学校や地域において、障害への知識と理解を深める学習や啓発活動を積極的に実施して
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・イベントなどで地域へアピールする機会が必要。難病。 
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・デマンド交通の充実のため、菖蒲地区及び栗橋・鷲宮地区のみの運行に限らず、ふれあ

いセンター久喜や市役所などの行政機関まで範囲を広げてほしい。シンタイ、知的。 
・市内の公民館に（視覚障害者用）音声、音響装置を設置してほしい。シンタイ、視覚。 
・公共施設などにエレベーター、エスカレーター、スロープを設置してほしい。シンタイ、

知的、難病。 
・公共施設に電光掲示板を設置してほしい。聴覚。 
・循環バスの本数を増やしてほしい。精神。 
・予約しなくても自由に運動できる場所やサークルがあると良い。精神。 
 
⑥その他 
・行政の動きや制度改正があった時、会に連絡してほしい。視覚。 
・災害時が不安。聴覚障害者用の災害時マニュアルを作成してほしい。聴覚。 
・共に学び、共に育ち合えるよう、家族や教育現場トウとスキルアップができるように支

援してほしい。知的。 
・行政福祉関係者との懇談会を実施してほしい。精神。 
・当事者の会や交流の場をもちたい。難病。 
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４ 用語解説 

英数／あ行 

NPO 

Ｎｏｎ Profit Organizationの略。行政・企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組

織。平成１０年には法人格を与え活動を支援するための特定非営利活動促進法が成立。 

意思疎通支援事業 

障がいのある人とない人の意思疎通を支援するため、平成２５年４月に施行された障害

者総合支援法において、意思疎通の支援を行う者の派遣や養成等を行う制度として「意

思疎通支援」が規定されました。意思疎通を支援するための手段としては、聴覚障がい者

への手話通訳や要約筆記、盲ろう者への触手話や指点字等、視覚障がい者への代読や

代筆、知的障がいや発達障がいのある人とのコミュニケーション、重度の身体障がい者に

対するコミュニケーションボードによる意思の伝達などがある。 

インクルーシブ教育 

初等教育や中等教育段階において、障がいを持った子どもを大半の時間を通常学級

で教育する実践のこと。国ではインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

を推進している。 

 

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担う機関として、身体障がい者、知的障がい

者及び精神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

町村又は当該業務の実施の委託を受けた者が設置することができる。 

共同生活援助（グループホーム） 

地域において共同生活を営むのに支障のない障がいのある方に対して、主として夜間

において共同生活を営む住居で相談や、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生

活上の援助を行う施設。（平成２６年４月から共同生活介護（ケアホーム）は、共同生活援

助に一元化された。） 

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、脳が部分的に損傷を受けたために生ずる、言

語や記憶などの障がいをいう。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、周囲の状況にあった適

切な行動が難しくなり、生活に支障を来たすようになる。 
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交流及び共同学習 

「交流及び共同学習」とは、障がいのある子どもと障がいのない子どもが一緒に参加す

る活動において、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流

の側面と、各教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面の両方の側面が一体と

してあることをより明確に表したものである。したがって、この二つの側面を分かちがたいも

のとしてとらえ、推進していく必要がある。埼玉県では、「交流及び共同学習」の中で、支

援籍学習を実施している。 

雇用率 

すべての事業主は、障がい者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な場を

与える共同の責務を有するものであって、進んで障がい者の雇い入れに努めなければな

らないとされている。このような連帯責任は、原則として、すべての事業主によって平等に

負担されるべきであり、各事業主がその雇用する労働者数に応じて連帯責任を分担する

のが合理的であるとの考えから、障害者雇用率が設定されている。（平成２５年４月以降、

民間企業 2.0％、国・地方公共団体 2.3％、都道府県等の教育委員会 2.2％） 

 

さ行 

埼玉県福祉のまちづくり条例 

高齢者や障がい者をはじめ、すべての県民が安全で快適に生活できる社会環境を目

指して平成７年３月２０日に制定された条例。この条例では、高齢者、障がい者等が円滑

に利用できる生活関連施設の整備の促進等を推進するため、県等の責務、整備基準の

遵守義務などを定めると共に、生活関連施設の整備に当たっての届け出などの手続きを

定めている。 

支援籍学習 

ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、障がいのある児童生徒

と障がいのない児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、障がいのある児童生

徒に対するより適切な教育的支援を行うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導

計画」に基づき、必要な支援を在籍する学校又は学級以外で行うための仕組み。（１）小

中学校の通常の学級で支援を受ける場合、（２）小中学校の特別支援学級で支援を受け

る場合、（３）特別支援学校で支援を受ける場合の３つの形態がある。 

重症心身障がい 

障がいの種別にかかわらず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に限って使われる名称。 

手話 

聴覚障がい者のコミュニケーション手段の一手法であって、手の型・位置・動きを組み

合わせて意味を表すもの。 
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手話通訳者 

市では、手話通訳士の資格を有する方、又は手話通訳者全国統一試験に合格してい

る方並びに、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。 

障害支援区分 

平成２６年４月から「障害程度区分」が、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いを総合的に示す「障害支援区分」に改められた。 

生活や障がいの状況についての面接調査を８０項目において、各地区の市町村職員

または相談支援事業者が行う。 

認定に当たっては、全国統一の調査項目による面接調査の結果をもとにコンピュータ

による一次判定、市町村審査会による二次判定により決定される。 

久喜市では、障害支援区分認定審査会を設置し、医師３人、学識経験者３人で審査会

を構成している。 

障害者基本法 

障害者基本法は、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本

的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障がい者の自

立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障がい

者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障

がい者の福祉を増進することを目的として制定された法律。 

障害者虐待防止法 

正式名称は「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」で

あり、平成２３年６月２４日に公布され、平成２４年１０月１日に施行された。法律では、障害

者虐待を、①養護者、②福祉施設従事者等、③使用者によるものと３つに分類し、ⅰ身体

的虐待、ⅱ性的虐待、ⅲ心理的虐待、ⅳネグレクト、ⅴ経済的虐待の５つの類型に規定

しているほか、何人も虐待をしてはならないこと、虐待の防止に係る国及び地方公共団体

の責務、虐待を発見した人の通報義務、対応の窓口となる「市町村障害者虐待防止セン

ター」「都道府県障害者権利擁護センター」の設置などが規定されている。 

障害者権利条約 

正式名称は「障害者の権利に関する条約」であり、国は平成２６年１月２０日に批准し、

条約の効力は平成２６年２月１９日に発生した。条約では、障がいのある人の人権や基本

的自由の享有を確保し、障がいのある人の固有の尊厳の尊重を促進するため、障がいに

基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定を含む）の禁止など、障がいのある人の権利を実

現するための措置などが規定されている。 
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障害者差別解消法 

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」であり、平成２５年６

月２６日に公布され、平成２８年４月１日に施行される。法律では、差別を解消するための

措置として差別的取扱いの禁止（国・地方公共団体等・民間事業者：法的義務）や合理的

配慮の不提供の禁止（国・地方公共団体等：法的義務／民間事業者：努力義務）及び差

別を解消するための支援措置として啓発活動などが規定されている。 

障害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共に、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。 

障害者就業・生活支援センター 

雇用、保険、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。 

障害者総合支援法 

平成１８年４月に施行された「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」と改め、平成２５年４月から施行さ

れた。 

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会

の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画

的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げられた法律。 

ジョブコーチ 

就職又は職場への定着に際して課題がある障がい者に対して、事業所へ一定期間職

場適応援助者（ジョブコーチ）を派遣して、引き続き職場で安定して働くことができるように、

障がい者本人はもとより家族や事業主に対して支援を行う。 

身体障害者手帳 

身体障害者福祉法の別表に掲げる一定以上の障がいがある人に対し、申請に基づい

て障がい程度を認定し、法に定める身体障がい者であることの証票として都道府県知事

が交付するもの。 

各種援護施策の基本となっていると共に、税の控除・減免や公共交通機関の割引など

についても、手帳の交付を受けていることがその対象の要件となっている場合がある。 
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精神障害者保健福祉手帳 

精神障がい者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾

患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約が

あるものを対象として交付する手帳。所得税等の控除・減免等の優遇施策が講じられてい

る。 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどのために判断能力が十分ではない人を保護し、

支援するための制度。そのような人が契約を結ぶ必要がある場合などに、本人に代わっ

てこ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等を家庭裁判所が選任する

ことによって、その判断能力を補うもの。 

ソーシャルインクルージョン 

もともとヨーロッパ諸国における近年の社会福祉の再編のなかで基調とされている理念

であり、貧困や失業、ホームレス等を社会から排除された人と捉え、その市民権を回復し、

再び社会に参入することを目標に、公的扶助や職業訓練、就労機会の提供等が総合的

に実施されている。近年の日本においては、地域福祉の観点から、障がい者や高齢者に

対する基本理念として用いられるようになっている。 

 

た行 

地域自立支援協議会 

地域生活支援事業のひとつで、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関

するシステムづくりの中核的な役割を果たす協議の場として設置するもの。 

久喜市では、幸手保健所管内の埼葛北地区４市２町（久喜市、蓮田市、幸手市、白岡

市、宮代町及び杉戸町）と共同で設置している。 

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。必須事

業として、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（手話通訳等の派遣など）、日常生活用具の給付又は貸与、手話奉仕員養成研修、

移動支援、地域活動支援センター機能強化事業がある。また、任意事業として、社会参

加支援などの地域の実情に合った事業を実施する。障がい福祉計画で地域生活支援事

業の実施について必要な事項を定めている。 
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デイジー版広報 

視覚に障がいのある方に市の情報を伝えるため、朗読ボランティアの協力により広報の

発行に合わせ CD-ROM 版（デイジー（〔DAISY〕＝デジタル形式で音声化したもので、任

意の場所から再生できるシステム）を作成している。 

点字 

視覚障がい者が文書を読み書きするときに用いるもの。指先で触れて読めるように、紙

面に突起した点を縦３点、横２点で組み合わせて音を標記する文字。 

点字に対して、印刷された文字や手書きの文字は墨字（すみじ）と言い、墨字で書かれ

たものを点字に改めることを点訳という。 

点訳奉仕員 

印刷された文字や手書きの文字を点字に改めることを点訳という。点訳奉仕員とは、所

定の講習を受けて点訳技術を習得し、視覚障がい者のために点字の書籍や文書を作成

する人。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に外出時に同行し、移動に

必要な情報を提供するとともに、代筆・代読を含む視覚的情報の支援を行う。 

特別支援教育 

従来の特殊教育の対象となる障がいだけでなく、学習障がい（LD）、注意欠陥多動性

障がい（ADHD）、高機能自閉症等を含めた障がいのある児童生徒の自立や社会参加に

向けて、一人ひとりの教育的ニーズを把握して、持てる力を高め、生活や学習上の困難を

改善または克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うもの。 

 

な行 

難病 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」（平成２７年１月施行）では、難病とは、①

発病の仕組みが明らかではない、②治療方法が確立していない、③長期の療養を必要

とする、④患者数が人口の 0.1%以下、⑤客観的な診断基準が確立している、の５つの要

素を満たす疾患であると定義している。 

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、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を

整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。障がい者施策のもっとも

重要な概念。 

ノンステップバス 

車両の一部分あるいは全体について、床の高さを下げ、床面までのステップをなくした

バス。歩道をかさ上げすることにより、ほぼ平面移動でバスに乗降可能となる。 
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は行 

発達障がい 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、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現するもの。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 

障がいのある人が社会生活をしていく上でバリア（障壁）となるものを除去するという意

味。 

もともとは建築用語として登場し、建物内の段差の解消等物理的な障壁の除去という意

味合いが強いが、より広く障がい者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理

的なすべての除去という意味でも用いられている。情報バリアフリー、心のバリアフリーな

ど。 

ピア・カウンセリング 

ピア（peer）とは「社会的、法的に地位の等しい人、同等・対等者、仲間、同僚」の意。ピ

ア・カウンセリングとは、同じ課題や問題、不安を共有している当事者自身がカウンセラー

となり、同じような立場や状況にある人に対し相談援助活動を行うことをいう。 

ボランティアセンター 

ボランティア活動の地域における拠点として、①ボランティア活動の相談、登録、あっせ

ん、②ボランティア活動に関する調査研究、情報提供、啓発、③ボランティアの研修、機

材の貸与などを行い、総合的にボランティア活動を促進する機関。久喜市では、久喜市

社会福祉協議会内に設置されている。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン 

バリアフリーの考え方をさらに発展させ、障がいのある人にとっても、高齢の人にとって

も、若年層にとっても「使いやすい」ように製品や生活環境をデザインするという考え方。

ハンディのある人にとって便利なものは、万人にとっても便利なものとなりうる、という考え

方を前提に「普遍性」を強調した概念。 
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要約筆記 

聴覚障がい者のためのコミュニケーション手段の一つの方法であって、話し手の内容を

つかんで、それを筆記して聴覚障がい者に伝えるもの。一般的には OHP（オーバー・ヘッ

ド・プロジェクター）またはＯＨC（オーバー・ヘッド・カメラ）を使用し、話し手の話の内容を

記載し、スクリーンに投影する方法やノートテイクによる方法が多く用いられている。近年

では、パソコンで入力した画面をビデオプロジェクターで投影する方法も用いられてきて

いる。 

要約筆記奉仕員 

所定の講習を受けて要約筆記の技術を習得し、中途失聴者や難聴者などの聴覚障が

い者のために要約筆記を行う人。 

 

ら行 

リハビリテーション 

能力低下やその状態を改善し、障がい者の社会的統合を達成するためのあらゆる手

段。リハビリテーションは障がい者が環境に適応するための訓練を行うばかりでなく、障が

い者の社会的統合を促す全体として環境や社会に手を加えることも目的としている。 

療育手帳 

知的障がい者に対して一貫した指導・相談を行うと共に、各種の援助措置を受けやす

くするために、一定の障がいがある人に対し申請に基づいて障がい程度を判定し、療育

手帳制度要綱に定める知的障がい者であることの証票として県知事が交付するもの。都

道府県によって呼称が異なり、埼玉県では「みどりの手帳」と呼んでいる。 

朗読奉仕員 

所定の講習を受けて朗読の技術を習得し、視覚障がい者のために声の図書（録音テ

ープ）の作成や対面朗読などをする人。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期久喜市障がい福祉計画 
 

平成 27 年 3 月 

 

発行 久喜市 

編集 福祉部障がい者福祉課 

 

〒346-8501 埼玉県久喜市下早見 85-3 

電話  0480-22-1111（代） 

FAX  0480-23-0699 

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

URL  http://www.city.kuki.lg.jp/ 

 

奥付 
 
第４期久喜市障がい福祉計画 
平成 27 年 3 月 
発行 久喜市 
編集 福祉部障害者福祉課 
〒346 の 8501 埼玉県久喜市シモハヤミ 85 の 3 
電話 0480 の 22 の 1111（代表） 
FAX 0480 の 23 の 0699 
E-mail s h o g a I f u k u s h I アットマーク c  I  t  y ドット k u k I ドット l  g ドッ

ト j  p  
URL ｈ ｔ ｔ ｐ コロン / / ｗ ｗ ｗ ドット ｃ ｉ ｔ ｙ ドット ｋ ｕ ｋ ｉ ドット 
ｌ ｇ ドット ｊ ｐ / 
 





この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

リサイクル適性 Ａ

仮背幅 4ｍｍ

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 


