
第６期八女市障がい福祉計画
（2021 年度～2023 年度）

第２期八女市障がい児福祉計画
（2021 年度～2023 年度）

２０２１年４月

八女市



2

目 次

第１章 計画の基本的考え方

１ 計画の趣旨················································································································································· ４

２ 計画の位置づけと他計画との関係··································································································· ５

３ 計画の期間················································································································································· ５

４ 本計画に関する国の動向····················································································································· ６

第２章 障がい者に関する現況

１ 障がい児・者の手帳所持者数の推移······························································································ ８

第３章 第６期八女市障がい福祉計画

１ 計画の成果指標······································································································································· １４

２ 障がい福祉サービスの見込み··········································································································· １８

３ 見込量確保のための方策 ～障がい福祉サービス～························································· ２５

４ 地域生活支援事業の見込み··············································································································· ２６

５ 見込量確保のための方策 ～地域生活支援事業～····························································· ３４

第４章 第２期八女市障がい児福祉計画

１ 計画の成果指標······································································································································· ３６

２ 障がい児通所支援等の見込み·········································································································· ３７

３ 見込量確保のための方策 ～障がい児通所支援～····························································· ４１



3

第 1章 計画の基本的考え方



■ 第１章 計画の基本的考え方

4

１ 計画の趣旨

平成 18 年 4 月、障害者自立支援法の施行により障がい福祉サービスの一元化、就労支援の強化、障がい
福祉サービス利用のための手続や基準の透明化・明確化など障がい福祉サービスや相談支援等が地域で計画的
に提供されるよう、市町村障害福祉計画の策定が義務付けられ、平成28年に改正された児童福祉法により、平
成 30年 4月より第 5期八女市障がい福祉計画・第 1期八女市障がい児福祉計画を障がい者・児を一体のも
のとして計画を策定し、障がい福祉サービスや地域支援事業、児童福祉法に基づくサービス提供や体制確保のた
めの施策に取り組んで参りました。
また平成25年度の障害者自立支援法が改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」（以下、「障害者総合支援法」）として施行されたことにより、障がい者の定義に難病等を追加、平
成 26年 4月から重度訪問介護の対象者の拡大、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。
障がい福祉サービスについては、引き続き市を基本単位として、きめ細やかな提供体制の整備が必要となってい

ます。
近年、障がいのある人の重度化・支援者の高齢化が進む中で、障がい福祉のニーズは益々多種多様化してお

り、「共生社会をめざす方向性」「障がいある人の自立」「発達支援を必要とする障がいのある児童への的確な対
応」といった観点から、福祉施設や病院から地域生活への移行、移行後における地域生活の継続支援、就労支
援などサービス提供体制の整備、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムなど、障がいのある人の生活を地
域全体で支える体制の構築や医療的ケアが必要な児童や重症心身障がい児に対する支援体制の充実が課題と
なっています。
このような近年の国の障がい者支援関連施策や法整備の状況、本市における現状やニーズを踏まえ、今後の

障がい福祉サービス等の提供に係る基本方向や見込みを改定し、令和3年度から令和5年度までの障がい者が
安心して暮らせるまちをつくるための第 6期八女市障がい福祉計画・第 2期障がい児福祉計画を策定するもので
す。

＜障害福祉計画に関する条文（障害者総合支援法第８８条）＞
市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の

円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの

必要な量の見込み

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよ

う努めるものとする。

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必

要な見込量の確保のための方策

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三

号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他

の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

＜障害児福祉計画に関する条文（児童福祉法第３３条の２０）＞

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害

児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。
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２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定める

よう努めるものとする。

一 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための

方策

二 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機

関その他の関係機関との連携に関する事項

(４～５ 略)

６ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八

十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

２ 計画の位置づけと他計画との関係

「第 6期八女市障がい福祉計画」は障害者総合支援法第88条に規定された、障がい福祉サービスの確保に
関する計画であり、「第 2期八女市障がい児福祉計画」は、児童福祉法の改正に伴い、障がい児のサービスに係
る提供体制の計画的な構築を推進するため、障がい児通所支援や障がい児相談支援の提供体制の確保に関
する計画を義務付けられた新たな計画です。
本計画は、国及び福岡県の計画との整合性を図りながら、上位計画である「八女市総合計画」、障がい者福

祉分野計画である「第3期八女市障がい者基本計画(障害者基本法に基づく市町村障害者計画)」等との整合
を考慮し策定するものです。

３ 計画の期間

「第6期八女市障がい福祉計画」、「第2期八女市障がい児福祉計画」は、いずれも2021（令和2年）年
度から 2023年度までの 3年間を計画期間とします。
2019年

度

2020年

度

2021年

度

2022年

度

2023年

度

2024年

度

2025年

度

2026年

度

2027年

度

2028年

度

2029

年度

第6期八女市障がい
福祉計画

第7期八女市障がい
福祉計画

第2期八女市障がい児
福祉計画

第３期八女市障がい児
福祉計画

第8期八女市障がい
福祉計画

第4期八女市障がい児
福祉計画

第５期八女
市障がい福祉
計画

福祉計画

第３期八女市障がい者基本計画
（2019 年度～2028 年度）

第１期八女市
障がい児福祉
計画

本計画と関連するＳＤＧｓの目標
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４ 本計画に関する国の動向

国の第６期障害福祉計画（2021 年度～2023 年度）では、主な基本方針の改正ポイントとして以下をあ
げています。

● 地域における生活の維持及び継続の推進

◇福祉施設の入所者の地域生活への移行
◇地域生活を希望する者が地域生活での暮らしを継続できるよう体制を整備する
◇地域生活支援拠点等が有する機能の充実
● 精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築

◇精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障がいにも対応した
地域包括ケアシステムの構築を推進

● 福祉施設から一般就労への移行等

◇福祉施設から一般就労への移行及び定着の推進、障がい者が安心して働き続けられる環境整備の推進
● 「地域共生社会」の実現に向けた取組み

◇地域の実態等を踏まえた包括的な支援体制の構築
● 相談支援体制の充実・強化等

◇総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化に向けた取り組みの推進
● 「障がい福祉サービス等の質の向上」

◇多様化になっている障がい福祉サービスを円滑に実施、より適切な提供・検証ができる体制を整備
● 発達障がい者等支援の一層の充実

◇発達障がい者等の家族等への支援体制の充実
● 障がい福祉人材確保

◇安定的な障がい福祉サービスの提供、様々な障がい福祉に関する事業を担う人材を確保するために、関係者の
協力による研修の実施、多職種間の連携の推進、積極的な周知・広報等

● 障がい者の社会参加を支える取組み

◇障がい者の多様なニーズを踏まえた支援
◇文化芸術の享受等を通じた個性や能力の発揮及び社会参加の推進
◇視覚障がい者等の読書環境の計画的な整備の推進
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１ 障がい児・者の手帳所持者数の推移

（１） 身体障害者手帳交付者数の推移

本市の身体障害者手帳交付者数は、直近の 2019（令和元）年度は 3,289 人となっており、2017
（平成 29）年度以降増加傾向にあります。
障がい種別にみると、いずれの年度も「肢体不自由」の方が過半数以上を占めています。

＜身体障害者手帳交付者数の推移＞

（資料：八女市福祉課）

＜障がい種別身体障害者手帳交付者数の推移＞

（資料：八女市福祉課）

※下段の％は各年度の構成

3,009

3,151

3,289

2,850
2,900
2,950
3,000
3,050
3,100
3,150
3,200
3,250
3,300
3,350

平成29年度 平成30年度 令和元年度

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

総数
3,009 人

100.0％

3,151 人

100.0％

3,289 人

100.0％

視覚障がい
216 人

7.2％

223 人

7.1％

229 人

7.0％

聴覚障がい

平衡機能障がい

273 人

9.1％

292 人

9.2％

310 人

9.4％

音声・言語機能障がい
29 人

0.9％

30 人

1.0％

33 人

1.0％

肢体不自由
1,768 人

58.8％

1,825 人

57.9％

1,877 人

57.0％

内部障がい
723 人

24.0％

781 人

24.8％

840 人

25.6％
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＜障がい等級別身体障害者手帳交付者数の推移＞

（資料：八女市福祉課）

※下段の％は各年度の構成比

＜令和元年度等級別身体障害者手帳交付者数の内訳＞

（資料：八女市福祉課）

※下段の％は各年度の構成比

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

総数
3,009 人

100.0％

3,151 人

100.0％

3,289 人

100.0％

1級
769 人

25.6％

839 人

26.6％

899 人

27.3％

2級
446 人

14.8％

463 人

14.7％

469 人

14.3％

3級
486 人

16.2％

496 人

15.7％

514 人

15.6％

4級
854 人

28.3％

880 人

28.0％

914 人

27.8％

5級
241 人

8.0％

246 人

7.8％

254 人

7.7％

6級
213 人

7.1％

227 人

7.2％

239 人

7.3％

1 級 2 級 3 級 4 級 5級 6 級 合計

総数
899 人 469 人 514 人 914 人 254 人 239 人 3,289 人

27.3% 14.3% 15.6% 27.8% 7.7% 7.3% 100.0%

視覚障がい
75 人 78 人 9 人 19 人 30 人 18 人 229 人

32.8% 34.0% 4.0% 8.2% 13.1% 7.9% 100.0%
聴覚障がい

平衡機能障がい

13 人 72 人 37 人 62 人 1 人 125 人 310 人

4.2% 23.2% 11.9% 20.0% 0.3% 40.4% 100.0%
音声・言語機能

障がい

1 人 4人 15 人 13 人 33 人

3.0% 12.1% 45.5% 39.4% 100.0%

肢体不自由
231 人 300 人 355 人 672 人 223 人 96 人 1,877 人

12.3% 16.0% 18.9% 35.8% 11.9% 5.1% 100.0%

内部障がい
579 人 15 人 98 人 148 人 840 人

68.9% 1.8% 11.7% 17.6% 100.0%
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（２） 療育手帳交付者数の推移

本市の療育手帳交付者数は、直近の 2019（令和元）年度は 840 人となっており、2017（平成 29）
年度以降増加傾向にあります。
障がいの程度別にみると、各年度 A（重度）が 40～41％程度、B（中・軽度）が 58～59％程度で

推移しています。

＜療育手帳交付者数の推移＞

（資料：八女市福祉課）

※下段の％は各年度の構成比

＜障がい程度別療育手帳交付者数の推移＞

（資料：八女市福祉課）

※下段の％は各年度の構成比

805

820

840

780

790

800

810

820

830

840

850

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

平成 29年度 平成 30 年度 令和元年度

総数
805 人

100.0％

820 人

100.0％

840 人

100.0％

A（重度）
337 人

41.9％

343 人

41.8％

343 人

40.8％

B（中・軽度）
468 人

58.1％

477 人

58.2％

497 人

59.2％
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（３） 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移

本市の精神障害者保健福祉手帳交付者数は、2019（令和元）年度は519人となっており、毎年増
加傾向で推移しています。
精神障がいの程度別にみると、各年度 2 級（中度）が 76％程度と最も多くなっています。

＜精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移＞

（資料：八女市福祉課）

※下段の％は各年度の構成比

＜等級別精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移＞

（資料：八女市福祉課）

※下段の％は各年度の構成比

471

502

519

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

総数
471 人

100.0％

502 人

100.0％

519 人

100.0％

１級
45 人

9.6％

46 人

9.2％

46 人

8.9％

２級
361 人

76.6％

382 人

76.0％

397 人

76.5％

３級
65 人

13.8％

74 人

14.8％

76 人

14.6％
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（４） 障がいのある児童等の保育所・小中学校での在籍状況

2020（令和２）年度の保育所における障がいのある幼児の在籍数は 43 人、小中学校における障が
いのある児童生徒の在籍数は 125 人となっており、年々微増しています。
通級指導教室については小学校で 20 人、中学校で８人となっています。

＜保育所の障がいのある幼児の在籍状況＞ 単位：人

（資料：八女市福祉課）

＜八女市立学校の特別支援学級の状況＞

（資料：八女市福祉課）

＜通級指導教室の状況＞ 単位：人

（資料：八女市福祉課）

３歳未満 ３歳 ４歳以上 合計

在籍児数 675 265 634 1574

在籍障がいのある

幼児数
4 6 33 43

加配保育士数 3 4 23 30

設置校数 学級数 児童生徒数（人）

小学校・義務教育学校（前期） 14 27 90

中学校・義務教育学校（後期） 9 16 35

合計 23 43 125

通級児童生徒数

小学校 20

中学校 8
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１ 計画の成果指標

本計画では、国の計画での成果指標をふまえ、障がいのある人の地域生活移行や就労支援等に関する目標につ
いて、最終年度にあたる 2023(令和５）年度における目標値を以下のように設定します。

【国計画における新たな成果指標（令和５年度末の目標）】

① 施設入所者の地域生活への移行

・地域移行者数：令和元年度末施設入所者の６％以上

・施設入所者数：令和元年度の1.6％以上削減

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

・精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数３１６日以上

（H30年時点の上位10%の都道府県の水準）（新）

・精神病床の1年以上入院患者数：10.6 万人～12.3 万人に

（H30年度の17.2 万人と比べて6.6 万人～4.9 万人減）

・退院率：3か月後 69％以上、6カ月後 86％以上、1年後 92％以上

（H30年時点の上位10％の都道府県の水準）

③ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実

・各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上確保しつつ年1回以上運用状況を検証、検討

④ 福祉施設から一般就労への移行

・一般就労への移行者数：令和元年度の1.27倍

うち就労移行支援事業：1.3 倍、就労継続支援A型1.26倍、就労継続支援B型1.23倍

・就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、７０％以上の利用（新）

・就労定着率8割以上の就労定着支援事業所の割合７０％以上（新）

⑤ 相談支援体制の充実・強化【新しい項目】

・各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保

⑥ 障がい福祉サービス等の質の向上【新しい項目】

・各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制構築

（１） 施設入所者の地域生活への移行

地域生活移行者数については、令和元年度末の時点で、地域移行者数15人（前計画の目標値）

に対して実績値は8人で未達成、施設入所者数４人削減は達成しております。今後も国の指針に則

り、グループホームや一般住宅等への移行を促進することで目標値の達成をめざします。

【施設入所者の地域生活への移行に関する目標値】

項目 数値 考え方

令和元年度末時点の施設入所者数

（A）
156人 令和元年度末時点の施設入所者数

【目標】地域生活移行者の増加
10人 （A）のうち、令和５年度末までに

地域生活に移行する人の目標値6％
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（２） 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

本市の協議の場については、令和２年度末現在、関係機関等との連携できる体制を協議中。

令和５年度末までに設置することを目標とします。

【精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する目標値】

（３） 障がいの重度化・障がいのある人の高齢化や「親亡き後」をみすえた地域生活支援拠点

の整備

地域生活支援拠点の整備については、平成30年度に設置。地域生活支援拠点が有する機能の運

用状況に向けた検証及び検討の機会を年２回設けており、以後も継続して参ります。

【地域生活拠点等の整備に関する目標値】

（４） 福祉施設から一般就労への移行

国の指針とする一般就労への移行者数については、令和元年度末時点で福祉施設から一般就労へ

の移行者３２人（前計画の目標値）に対して実績は8人に留まり目標未達成。就労移行支援からの

一般就労移行者２２人（前計画の目標値）に対して実績は５人に留まり目標未達成。今後も国の指

針に則り、障がい者本人の一般就労に向けた準備や訓練による支援、障害者就業・生活支援センタ

ーデュナミスとの連携から、一般就労への移行を促進することで目標値の達成を目指します。

※福祉施設とは就労移行支援事業等を行う施設のこと。

【福祉施設から一般就労への移行等に関する目標値】

【目標】施設入所者の削減
３人 （A）のうち、令和５年度末時点におけ

る施設入所者の削減目標値1.6％減

令和５年度末時点の施設入所者 153人

項目 目標値

【目標】保健・医療・福祉関係者による

協議の場の設置
令和５年度末までに設置

項目 目標値

【目標】地域生活拠点等の検証・検討 検証・検討の機会を年2回実施を継続する。

項目 数値 考え方

令和元年度の一般就労への移行者

（①）
11人 福祉施設への実績調査による。

【目標】福祉施設から一般就労への

移行者数

16人 福祉施設から令和５年度末に一般就労

に移行する人数（①）×1.45倍
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【就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、70％以上の利用（令和５年度末）】

【就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所の割合70 ％（令和５年度末）】

＊就労定着率：過去３年の就労定着支援事業の総利用者のうち、前年度時点の就労定着者

の割合

令和元年度の就労移行支援事業から

一般就労への移行者（②）
４人

各就労移行支援事業所への実績調査に

よる。

【目標】就労移行支援から一般就労

への移行者数

6人 令和５年度末に就労移行支援から一般

就労に移行する人数（②）×1.３倍

項目 数値 考え方

令和元年度の就労継続支援Ａ型から

一般就労への移行者（③）
６人

各就労継続支援Ａ型事業所への実績調

査による。

【目標】就労継続支援Ａ型から一般

就労への移行者数

8人 令和５年度末に就労継続支援Ａ型から

一般就労に移行する人数（③）×1.2６倍

令和元年度の就労継続支援Ｂ型から

一般就労への移行者（④）
1人

各就労継続支援Ｂ型事業所への実績調

査による。

【目標】就労継続支援Ｂ型から一般

就労への移行者数

2人 令和５年度末に就労継続支援Ｂ型から

一般就労に移行する人数（④）×1.2３倍

項目 目標値

【目標】就労移行支援事業等を通じて

一般就労へ移行する者のうち、就労定着

支援事業を利用している者の割合

国の基本指針に沿った目標設定（７０％）とする。

項目 目標値

【目標】就労定着支援事業所のうち

就労定着率が８割以上の事業所の割合 国の基本指針に沿った目標設定（７０％）とする。
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（５） 相談支援体制の充実・強化

令和５年度末までに、本市または各圏域において総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相

談支援体制の強化を実施する体制を確保します。

八女市障がい者基幹相談支援センター（リーベル）と相談支援事業者が連携して、障がい種別や

各種ニーズに対応した総合的・専門的な相談支援を実施するとともに、地域の相談支援事業者への

専門的指導・助言や人材育成などに取り組みます。

【相談支援体制の充実・強化等に関する目標値】

【推移の考え方】地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言件数は、週１回地域の相談支援事業

所を訪問。地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数は、２か月に１回６事業へ支援。地域の相談機関と

の連携強化の取組みは６事業所へ実施見込です。

（6）障がい福祉サービス等の質の向上

令和５年度末までに、障がい福祉サービスなどの多様化と事業所の増加に対応し、障がい福祉サ

ービス等の質を向上させるための取組みに関する事項を実施する体制を構築します。

【障がい福祉サービス等の質の向上に関する目標値】

毎年開催される障害者福祉管理システム研修への参加をします。県南13市町村担当者会議等の

機会において関係自治体と、事業所においては八女市障がい者等自立支援協議会における分科会に

て共有し体制を構築します。

活動指標
目標値

令和３年度 令和４年度 令和５年度

総合的・専門的な相談支援の有無 有 有 有

地域の相談支援事業者に対する専門的

な指導・助言件数
５２件 ５２件 ５２件

地域の相談支援事業者の人材育成の

支援件数
３６件 ３６件 ３６件

地域の相談機関との連携強化の取組の

実施回数
６回 ６回 ６回

活動指標
目標値

令和３年度 令和４年度 令和５年度

都道府県が実施する障がい福祉サービス

等に係る研修その他の研修への市職員の

参加人数

２人 ２人 ２人

障害者自立支援審査支払等システム等を

活用し、事業所や関係自治体と共有する体

制の有無

有 有 有
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２ 障がい福祉サービスの見込み

（１） 訪問系サービス

① 居宅介護（ホームヘルプ）

障がい者で、日常生活を営むのに支障がある人に、日常生活の支援サービスを提供する居宅介

護（ホームヘルプ）費の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「時間/月」は1か月当りの延利用時間 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】居宅介護をはじめとする訪問系サービスは、障がい者の自宅での日常生活を援

助するものとして、住み慣れた地域で暮らし続けるための支援の根幹となるサービスです。実績

を踏まえ今期も、利用者数、利用時間ともに増加すると見込みます。

② 重度訪問介護

重度の肢体不自由者等を対象に、居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的な

サービスである重度訪問介護費の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「時間/月」は1か月当りの延利用時間 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期も、利用者数、利用時間ともに同程度になると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

居宅介護
時間/月 1,849 1,901 2,029 2,058 2,156 2,254

人/月 130 134 140 147 154 161

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

重度訪問介護
時間/月 1,175 1,153 1,073 1,100 1,100 1,100

人/月 8 8 8 8 8 8
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③ 同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難がある人等に対して、外出移動における必要な情報を提

供するとともに、移動の援護を行う同行援護費の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「時間/月」は1か月当りの延利用時間 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあ

りますが、実績を踏まえ今期も、利用者数、利用時間ともに同程度になると見込みます。

④ 行動援護

知的・精神障がいにより行動上著しく困難があり、常時介護を要する人に対して、行動の際に

生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出時における移動中の介護などを行う行動援護費

の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「時間/月」は1か月当りの延利用時間 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期も、利用者数、利用時間ともに同程度になると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

同行援護
時間/月 211 227 204 210 210 210

人/月 16 15 14 15 15 15

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

行動援護
時間/月 9 6 6 6 6 6

人/月 2 1 1 1 1 1
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⑤ 重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度障がいのある人を対象に提供するサービスですが、サービスを提供する

事業所の整備が進んでおらず、既存のサービスを組み合わせていきます。

【実績と必要量見込み】

※「時間/月」は1か月当りの延利用時間 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】近隣に同サービスを提供する事業所がなく、今後も利用はないと見込みます。

（２） 日中活動系サービス

① 生活介護

常時介護を要する障がいのある人を対象に、主として日中に障がい者支援施設などで行われる、

日常生活の支援や、創作的活動または生産活動の機会の提供などを行う生活介護費の給付を行い

ます。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】実績をみると今期も、利用者数、利用日数ともに増加すると見込みます。

② 自立訓練（機能訓練）

自立した日常生活や社会生活を営むことを目的に、身体機能や生活能力の向上のための有期の

訓練などを行う「自立訓練（機能訓練）」のための費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期も、利用者数、利用日数ともに同程度になると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和 2 年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

重度障害者等包括

支援

時間/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

生活介護
人日/月 4,448 4,423 4,549 4,620 4,700 4,780

人/月 221 219 227 231 235 239

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

自立訓練

（機能訓練）

人日/月 49 23 0 23 23 23

人/月 2 1 0 1 1 1
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③ 自立訓練（生活訓練）

自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言などの支援を行う「自

立訓練（生活訓練）」のための費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあ

りますが、実績を踏まえ今期も、利用者数、利用日数ともに同程度になると見込みます。

④ 就労移行支援

職場実習など、就労に必要な知識・能力の向上のための有期の訓練などを行う就労移行支援費

の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】減少傾向ではありますが、今期は利用希望者を掘り起こし、利用者数、利用日

数ともに同程度になると見込みます。

⑤ 就労継続支援（A型）

通常の事業所への雇用が困難な障がいのある人を対象に、就労機会の提供及び就労に必要な知

識・能力の向上のための訓練などを行う就労継続支援費の給付を行います。（雇用型）

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】微減傾向はありますが、今期は利用希望者を掘り起こし、利用者数、利用日数と

もに同程度になると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

自立訓練

（生活訓練）

人日/月 22 20 20 20 20 20

人/月 1 1 １ 1 1 1

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

就労移行支援
人日/月 320 263 204 204 204 204

人/月 18 16 13 13 13 13

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

就労継続支援

（A型）

人日/月 2,197 2,141 2,123 2,120 2,120 2,120

人/月 110 108 105 105 105 105
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⑥ 就労継続支援（B型）

通常の事業所への雇用が困難な障がい者を対象に、就労機会の提供及び就労に必要な知識・能

力の向上のための訓練などを行う就労継続支援費の給付を行います。（非雇用型）

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】実績を踏まえ今期も、利用者数、利用日数ともに増加していくと見込みます。

⑦ 就労定着支援

就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応できる

よう支援する費用の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】実績を踏まえ今期も、利用者数は微増すると見込みます。

⑧ 療養介護

主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での

介護や日常生活上の援助などを行う療養介護費の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】重度障がい者の方が対象となるため、実績を踏まえ今期も利用者数は同程度にな

ると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

就労継続支援

（B型）

人日/月 4,180 4,356 4,680 4,794 4,964 5,134

人/月 220 239 262 282 292 302

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

就労定着支援 人/月 3 3 4 5 6 7

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

療養介護 人/月 18 18 19 19 19 19
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⑨ 短期入所

介護者の病気や家族の休養などのため、障がい者支援施設などへの短期入所による日常生活の

支援などを行う短期入所（ショートステイ）費の給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】実績を踏まえ、令和２年度外出制限で減少したものの福祉型は増加し、医療型は

受入れる施設や対象者が限定されますが、関係機関と連携し、わずかに微増すると見込みます。

（３） 居住系サービス

① 自立生活援助

障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がいや精神

障がいなどがある人について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわ

たり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がいのある人の理解力、生活力等を補う観点か

ら、適時に適切な支援を行う費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人/月」は1か月当りの実人数 ※（ ）は精神障がいの利用者数

【推移の考え方】実績はありませんが、今後事業所に情報の提供を行い、わずかに微増すると見込

みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

福祉型短期入所
人日/月 261 300 254 306 315 324

人/月 36 36 28 34 35 36

医療型短期入所
人日/月 0 0 0 29 29 29

人/月 0 0 0 1 1 1

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

自立生活援助 人/月 0 0 0 1（1） 1（1） 1（1）
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② 共同生活援助

主として夜間に行われる、共同生活を営む住居における相談やその他の日常生活上の援助を行

う「共同生活援助（グループホーム）」の費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人/月」は1か月当りの実人数 ※（ ）は精神障がいの利用者数

【推移の考え方】重度化や高齢化した方の地域移行の受け皿として、今後需要は一層高まると予想

されます。実績を踏まえ今期も増加すると見込みます。

③ 施設入所支援

施設入所者を対象に、主として夜間に行われる、日常生活の支援を行う「施設入所支援」への

給付を行います。

【実績と必要量見込み】

※「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】国の示す方針を踏まえ、2019（令和元）年度末の利用者（156人）から1.6％

の削減を目標とします。

（４） 相談支援

① 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

入所施設等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設等における地域移行

や地域生活を継続していくための支援を行う費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

共同生活援助 人/月 108（31） 112（35） 122（43） 130（45） 140（49） 150（53）

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

施設入所支援 人/月 159 156 156 156 155 153

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

地域相談支援

（地域移行支援）
人/月 0 0 0 １（１） １（１） １（１）
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※「人/月」は1か月当りの実人数 ※（ ）は精神障がいの利用者数

【推移の考え方】地域相談支援（地域移行支援）の実績はありませんが、今後事業所に情報の提供

を行い微増すると見込みます。地域相談支援（地域定着支援）は、微増すると見込みます。

② 計画相談支援

障がい福祉に関するさまざまな問題について、当事者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、

障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行う費用を給付し

ます。

【実績と必要量見込み】

※「人/年」は年間の実人数

【推移の考え方】実績を踏まえ今期も、利用者数は増加すると見込みます。

見込量確保のための方策 ～障がい福祉サービスについて～

（訪問系サービス）

○障がいのある人の地域生活を支える上で重要となる訪問系サービスについては、積極的な情報

提供により、必要なサービス量の確保に努めます。特に居宅介護については今後も増加が見込

まれることから、ニーズに応じたサービス必要量の確保に努めます。

〇重度障害者等包括支援については、現在まで実績はありません。サービス提供を行える要件が

厳しい等の理由から、サービスを提供する事業所の整備が進んでいません。既存のサービスを

組み合わせて、対応していきます。

（日中活動系サービス）

○各日中活動系サービスについては、関係機関との連携によりニーズの掘り起こしに努めるとと

もに、そのニーズに対応できるように努めます。「生活介護」や「就労継続支援（Ａ・Ｂ型）」

など、障がいのある人の日中活動の場として多くの利用が見込まれるサービスについては、本

計画の期間中に事業者との連携を密にしながら、利用者への情報提供などに努めます。

特に「就労継続支援（Ｂ型）」は、令和元年度よりニーズの高まりを見せており、障がいのあ

る人の日中活動の場、就労の機会の場として利用者の増加が見込まれます。

○「短期入所」については、ショートステイの受入体制の充実に向けて、関係事業所へ働きかけ

ます。

地域相談支援

（地域定着支援）
人/月 0 0 １（１） 2（2） 2（2） 2（2）

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

計画相談支援 人/年 737 743 760 780 800 820
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〇「就労移行支援」は利用希望の掘り起こしのため、相談支援などを通じて利用促進を図ってい

きます。

〇「就労定着支援」については、2018年（平成30年）度からの新しいサービスで、今後事業

者に対し情報の提供を行い、必要量の確保に努めます。

（居住系サービス）

○「自立生活援助」については、2018年（平成30年）度からの新しいサービスで、実績はあ

りませんが、今後事業者に対し情報の提供を行い、必要量の確保に努めます。

○「共同生活援助」については、障がいのある人が地域の中で必要な支援を受けながら暮らす生

活の場として、介護者の高齢化などを背景にニーズが高まっており、サービス提供事業者との

連携や情報提供などを通じて新規参入の促進に努めます。

○「施設入所支援」については、利用対象にあたる人にはサービスの情報を積極的に伝えるなど

して、必要な人が円滑に利用できるように努めます。

（相談支援）

○計画相談支援については、利用者の増加が見込まれるため、既存の相談支援事業所を含め、適

切に対応できる体制の整備と広報・周知に努めます。

〇地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）については、サービス提供の体制を整えます。

３ 地域生活支援事業の見込み

（１） 必須事業

① 理解促進研修・啓発事業

障がいのある人が日常生活及び社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」が除去されるよう

障がいのある人への理解を深めるため、研修・啓発を行います。

【実績と見込み】

【推計の考え方】障がい者理解の重要性から当事業は重要であり、令和２年度は中止となりまし

たが、今後も同様に取り組んでいく予定です。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和３年度 令和４年度 令和５年度

理解促進研修・

啓発事業

実施の

有無
有 有 ― 有 有 有
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② 自発的活動支援事業

障がいのある人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、障がいのある人、

その家族、地域住民等による地域における自発的な取組みを支援します。

【実績と見込み】

【推計の考え方】障がい者福祉において、市民との協働は重要であることから、市民へのイン

フォーマルな活動への支援については、今後も同様に取り組んでいく予定です。

③ 相談支援事業

１）障害者相談支援事業

障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、障がいのある

人からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な一

般的な相談を行います。

【実績と見込み】

【推移の考え方】困難ケース等への対応能力の確保は不可欠であると考えられるため、今後も同

様に取り組んでいく予定です。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和３年度 令和４年度 令和５年度

自発的活動支援

事業

実施の

有無
有 有 有 有 有 有

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和３年度 令和４年度 令和５年度

相談支援事業 箇所 1 1 1 1 1 1

基幹相談支援センタ

ーの設置
有無 有 有 有 有 有 有
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２）基幹相談支援センター等機能強化事業

一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を本市の相談

員として配置し、相談支援機能の一層の強化を図ります。

【実績と見込み】

【推移の考え方】困難ケース等への対応能力の確保は不可欠であると考えられるため、今後も

同様に取り組んでいく予定です。

３）住居入居等支援事業（住居サポート事業）

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が

困難な障がいのある人に対し、入居が必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への

相談・助言を通じて障がいのある人の地域生活を支援しますが、２４時間対応と個別対応が難

しいため他のサービスを組み合わせて支援します。

【実績と見込み】

【推移の考え方】実績はありません。要件が厳しく、他のサービス等を組み合わせることで対応

するため、今後も利用はないと見込みます。

④ 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の申し立てに要する経費や後見人の報酬の一部を助成する成年後見制度利用支援

事業を実施します。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和３年度 令和４年度 令和５年度

住居入居等支援

事業

実施の

有無
- - - - - -

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

成年後見制度利用

支援事業
件/年 1 2 1 2 3 4

サービス名
単位

こ

実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和３年度 令和４年度 令和５年度

基幹相談支援セ

ンター等機能強

化事業

実施の

有無
有 有 有 有 有 有
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ますが、実績を踏まえ今期も、利用件数は毎年1件程度の利用者増加を見込みます。

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するとともに、実施

団体に対する研修を支援します。

【実績と見込み】

【推移の考え方】成年後見制度法人と連携し、支援体制の構築を図ります。

⑥ 意思疎通支援事業

１）手話通訳者・要約筆記者派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人、手話

通訳や要約筆記の方法により障がいのある人との意思疎通を仲介する人の派遣等を行い意思疎

通の円滑化を図ります。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】手話通訳者、要約筆記者が不足している現状ではありますが、実績を踏まえ今期

は利用件数は同程度になると見込みます。

⑦ 日常生活用具給付等事業

１）介護・訓練支援用具

特殊寝台や特殊マットなど障がいのある人の身体介護を支援する用具や、障がいのある児童

が訓練に用いる椅子など。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期の利用件数は同程度なると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

成年後見制度法人

後見支援事業

実施の

有無
無 無 無 有 有 有

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和 2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

手話通訳者・要約

筆記者派遣事業
件 48 51 51 70 70 70

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

介護・訓練支援用

具
件 3 10 4 8 8 8
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２）自立生活支援用具

障がいのある人の入浴補助用具や聴覚がい者用屋内信号装置など、入浴、食事、移動などの

自立生活を支援する用具。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】利用件数が少ないため、利用件数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期の利用件数は同程度になると見込みます。

３）在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器や視覚障がい者用体温計など、障がいのある人の在宅療養等を支援する用具。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期の利用件数は同程度になると見込みます。

４）情報・意思疎通支援用具

点字器や人工喉頭など、障がい者（児）の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期の利用件数は同程度になると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和 2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

自立生活支援用具 件 8 7 5 6 6 6

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和 2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

在宅療養支援用具 件 21 26 20 24 24 24

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成 30 年度 令和元年度
令和 2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

情報・意思疎通支

援用具
件 6 14 16 18 18 18
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５）排泄管理支援用具

ストマ用装具など、障がいのある人の排せつ管理を支援する衛生用品。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】実績を踏まえ今期も、利用件数は増加していくと見込みます。

６）居宅生活動作補助具（住宅改修費）

障がいのある人の居宅生活活動等を円滑にし、設置に小規模な住宅改修をともなうもの。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期の利用件数は同程度になると見込みます。

⑧ 移動支援事業

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

自立生活及び社会参加を促進します。

【実績と必要量見込み】

※「時間/月」は1か月当りの延利用時間 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】外出制限期間のため減少傾向にはありましたが、今期は、利用者数、利用時間と

もに増加していくと見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和 2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

排泄管理支援用具 件 1,355 1,124 1,385 1,390 1,395 1,400

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

居宅生活動作補助

用具（住宅改修

費）

件 0 1 3 2 2 2

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

移動支援事業
時間/月 282 242 188 260 272 284

人/月 68 67 52 65 68 71
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⑨ 地域活動支援センター機能強化事業

障がいのある人に対して、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の

便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、障がいのある人の地域生活支援を促

進します。※平成３０年度末に３箇所を閉鎖。令和3年度より開設予定。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】今後も同様の体制を維持していきます。

⑩ 手話奉仕員養成研修講座

聴覚障がい者とのコミュニケーション支援のため、手話奉仕員を養成するための研修を実施し、

障がいのある人の社会参加と交流を促進します。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】令和２年度は中止となりましたが、実績を踏まえ、今後は同程度になると見込み

ます。

（２） 任意事業

① 訪問入浴サービス事業

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提

供する事業を実施します。

【実績と必要量見込み】

※「人/月」は１か月当りの実人数

【推移の考え方】対象者・入浴サービスを提供する事業所も限定されるため、実績を踏まえ、今後

は同程度になると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

地域活動支援セン

ター機能強化事業
箇所 3 － － 1 1 １

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

手話奉仕員養成研

修講座
回 25 25 － 25 25 25

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和３年度 令和4年度 令和5年度

訪問入浴サービス

事業

箇所 1 1 2 2 2 2

人/月 1 1 2 2 2 2
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② 日中一時支援事業

障がい者の日中における活動の場を確保し、障がいのある人の家族の就労支援及び障がいのあ

る人を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る事業を事業所の協力により実施します。

【実績と必要量見込み】

※「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】外出制限期間のため減少傾向にはありましたが、今期は利用者数、利用個所とも

に同程度になると見込みます。

③ 社会参加促進事業

１） 点字・声の広報等発行事業

市の広報紙の点字版、音声版を発行します。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】月２回程度広報等の発行を見込みます。

④ 自動車運転免許取得・改造助成事業

障がいのある人の社会参加、就労を支援するため、自動車運転免許の取得や自動車改造に要す

る費用の一部を助成する事業を実施します。

【実績と必要量見込み】

【推移の考え方】実績を踏まえ今期の利用件数は微増すると見込みます。

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和３年度 令和4年度 令和5年度

日中一時支援事業
箇所 29 29 29 29 29 29

人/月 32 26 19 26 26 26

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

点字・声の広報等

発行事業
回 24 24 24 24 24 24

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和２年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

自動車運転免許取

得・改造助成事業
件 2 4 5 6 7 8
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見込量確保のための方策 ～地域生活支援事業～

【理解促進研修・啓発事業】

○引き続き市民への「障害者差別解消法」についての出前講座を通して、障がいのある人につい

ての理解を深める機会を継続します。

【自発的活動支援事業】

○圏域に複数の親の会が活動しており、引き続き活動団体の周知協力を継続します。

【相談支援事業】

○相談支援事業については、引き続き事業内容の周知徹底を図るとともに、サービス提供事業者

と連携して必要な相談支援を実施します。

○障がいのある人や介護する親の高齢化にともない、成年後見制度の必要性が高まっていること

から、障がいのある人やその家族、サービス提供事業者等に対し、本事業の啓発に努めます。

○住居入居等支援事業は、他の機関において代替的な役割を担っております。

【意思疎通支援事業】

○手話通訳者を必要に応じて派遣し、コミュニケーション手段の確保及び情報保障を図ります。

【日常生活用具給付等事業】

○利用希望者や希望内容の把握に努めるとともに、障がいのある人が生活の質の向上を図ること

ができるよう、障がい特性に合わせた適切な日常生活用具の給付を行います。

【移動支援事業】

○障がいのある人の自立のためには外出の機会や、外出のしやすさを確保することは重要であり、

十分な見込量の確保に努めていきます。

【地域活動支援センター機能強化事業】

〇令和３年度に地域活動支援センターを開設し、体制整備に努めます。

【手話奉仕員養成講座】

〇手話奉仕員養成講座を毎年開催し、聴覚障がいのある人への支援ができる人材育成に努めます。

【日中一時支援事業】

○障がいのある児童の家族等からのニーズに対応して利用できるよう、必要量の確保に努

めます。
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第４章 第２期八女市障がい児福祉計画
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１ 計画の成果指標

本計画では、障がいのある児童のライフステージに沿って地域支援体制（保健、医療の構築）に

向け、施設や体制の整備について、令和５年度の最終年度における目標値を以下のように設定しま

す。

【国計画における新たな成果指標】

① 令和5年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも１か所以上設置する。

② 令和5年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。

③ 令和５年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所を１か所以上確保する。

④ 医療的ケア児支援協議の場（都道府県、圏域、市町村ごと）の設置及び医療的ケア児等に

関するコーディネータの配置

（１） 障がい児支援の影響体制の整備等

平成29年度に設置済。今後センターとしての機能（関係機関との連携・協力による支援機能

の充実、相談支援事業等）を充実した体制を構築することを進めます。

上記については体制を構築済。現在利用件数は少数ではありますが、増加した場合対応できる

よう体制維持に努めます。

重症心身障がい児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービスはいずれも設置済となって

おります。

項目 目標値

①令和5年度末までに児童発達支援センターを少なくとも

1か所以上設置する
1か所（達成済）

項目 目標値

②令和5年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制を

構築する
体制有（達成済）

項目 目標値

③令和５年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発

達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を１箇所以上

確保する。

4か所（達成済）
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これまで対象者がいないため、協議の場はありませんでしたが、対象者を見込んだ上で

設置を検討します。

【推移の考え方】医療的ケア児等のコーディネータについては市内相談支援事業所に令

和2年度現在で4人在籍。各相談支援事業所にヒアリングを実施した結果から上記の

見込みとなります。

２ 障がい児通所支援の見込み

① 児童発達支援

障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適

応訓練等を行う費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】実績を踏まえ、利用者数、利用日数ともに今後も増加すると見込みます。

項目
見込み数値

令和３年度 令和４年度 令和5年度

④-2 医療的ケア児等に関するコー

ディネータの配置
４人 ５人 ７人

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

児童発達支援
人日/月 229 279 292 360 408 456

人/月 32 37 39 45 51 57

項目 目標値

④1 医療的ケア児支援協議の場
令和5年度末までに

設置検討
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② 放課後等デイサービス

学校通学中の障がいのある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の

ための訓練等を継続的に実施するための費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】実績を踏まえ、利用者数、利用日数ともに今後も増加すると見込みます。

③ 保育所等訪問支援

保育所等を現在利用中（または利用予定）の障がいのある児童が、集団生活に適応するための

専門的な支援を必要とする場合、その本人及び保育所等のスタッフに対して集団生活に適応する

ための訓練や支援方法の指導等を行う費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期は、利用者数、利用日数ともに微増になると見込みます。

④ 居宅訪問型児童発達支援

重症心身障がいのある児童など、重度の障がいがあり、障がい児通所支援を受けるために外出

することが著しく困難な児童に、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与等の支援を実施する費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

放課後等デイサービ

ス

人日/月 1,531 1,672 1,853 1,932 2,100 2,268

人/月 107 114 126 138 150 162

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

保育所等訪問支援
人日/月 1 1 2 3 4 5

人/月 1 1 2 3 4 5

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

居宅訪問型児童発

達支援

人日/月 0 0 0 9 9 9

人/月 0 0 0 1 1 1
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【推移の考え方】実績はありませんが、支援する体制を整備するため、わずかな利用を見込み

ます。

⑤ 医療型児童発達支援

通常の児童発達支援に加え、治療を行う費用を給付します。

【実績と必要量見込み】

※「人日/月」は1か月当りの延利用日数 「人/月」は1か月当りの実人数

【推移の考え方】実績はありませんが、支援する体制を整備するため、今期はわずかな利用

を見込みます。

⑥ 障がい児相談支援

障がい児通所支援の利用に際し、障がい児支援利用計画を作成。また、通所支援開始後は、モ

ニタリングを行う等の支援を行います。

【実績と必要量見込み】

※「人/年」は年間の実人数

【推移の考え方】実績を踏まえ今期の利用者数は増加するものと見込みます。

発達障がいのある人への支援

⑦ ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の講座の開催回数

【実績と必要量見込み】

ペアレントトレーニングとは、発達障がいのあるの子どもをもつ保護者や養育者の方を対象に、

子どもへの関わり方や心理的ストレスの改善等をめざす家族支援のアプローチのひとつです。また

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

医療型児童発達支

援

人日/月 0 0 0 23 23 23

人/月 0 0 0 １ １ １

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

障がい児相談支援 人/年 157 178 195 213 231 249

サービス名 単位
実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

ペアレントトレーニン

グやペアレントプロ

グラム等支援プログ

ラム等の受講者数

人/年 ― 5 4 5 5 5
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ペアレントプログラムとは子どもや自分自身の行動を把握することで見えてくる保護者の認知的

な枠組みを修正していくためのプログラムで、発達障がいある児童に限らず、子育て支援全般に幅

広く活用できます。

【推移の考え方】利用者数が少ないため、利用者数の増減により大きく影響を受ける可能性はあり

ますが、実績を踏まえ今期の利用者数は同程度になると見込みます。

⑧ ペアレントメンター・ピアサポートの活動への参加人数

【実績と必要量見込み】

ペアレントメンターとは、発達障がいの子どもを育てた保護者が、同じ立場にある保護者等に対

し、それまでの育児経験を活かした助言や情報提供を行う施策です。

ピアサポート活動とは「仲間同士の支え合い活動」のことで、同じ障がいを持つ方をサポートする

活動のことです。

【推移の考え方】実績はありませんが、地域活動支援センター開設に伴い、人材を発掘し若干名の

参加を見込みます。

サービス名 単位

実績 第 6期計画見込み

平成30年度 令和元年度
令和2年度

（見込値）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

ペアレントメンターの

人数
人/年 ― ― ― ― ― １

ピアサポート活動へ

の参加人数
人/年 ― ― ― ― ― １
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３ 見込量確保のための方策 ～障がい児通所支援～

○サービス内容や事業所の周知を進め、身近な地域での支援や障がい特性に応じた専門的な支援

が行き届くよう努めます。特に利用者が増加傾向にある障がい児相談支援・児童発達支援・放

課後等デイサービスについては、適切な利用に向け、各機関と連携するように努めます。また、

発達障がい等に関する正しい知識が市民全般に広がるよう、啓発に努めます。

〇居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援は、現在のところ利用はありませんが、支援体

制について整備を行います。

○医療的ケア児に対する関連分野の連携のいっそうの推進については、保健、医療、障がい福祉、

保育、教育など関連する分野の支援を調整するコーディネーターの配置を促進し、ニーズが発

生した場合に対応できるよう努めます。

〇ペアレントメンターの養成については、ペアレントトレーニング受講者の方々が、意見交換・

情報交換などの活動を行うサークルを独自で結成し、自主的に活動するなど拡がりを見せて

いるため、体制整備に努めます。


