
第 6期東御市障がい福祉計画

計画期間：令和 3年度～令和 5年度



第 1章 アンケート調査からみた課題

65 歳未満の障害者手帳所持者 612 人を対象に、令和 2年 6月 15 日～7月 10 日まで実施し

たアンケート調査から、次のような課題が得られました。

１．在宅における生活を継続するための支援

「現在どのように暮らしているか」（アンケート結果※1）では、サービス利用者、サービ

ス未利用者ともに全体の約 7割～8 割の方が家族と同居していることがわかりました。「日

頃の主な介護者」（アンケート結果※2)から全体の約 8割の方が父母、祖父母、きょうだい、

配偶者等、同居の家族に介助をしてもらっているという結果となりました。また、今後の生

活については「どのように暮らしたいか」（アンケート結果※3）から、多くの方が今後も現

在の生活の継続や家族との同居を希望していますが、近年、障がい者を支える介護者の高齢

化が進んでおり、それに伴って、介護者の健康、緊急時の対応、親がいなくなった時の生活

等について不安を抱えている方が多い結果となりました。（アンケート結果※4・※5）

住みなれた地域や家で現在の生活を継続するためには、介護者に代わる支援が提供できる

居宅介護等の訪問系サービスが必要不可欠であり、需要も増加していくと考えられることか

ら、訪問系サービス提供体制の整備等が課題です。また、緊急時に備え、受け入れ体制、相

談支援体制、体験機会の提供等の体制整備が課題です。

対象者 障がい福祉サービス利用者 障がい福祉サービス未利用者

送付者数 135 人 477 人

回答数 94 人 180 人

回答率 70％ 37％

8.7%

69.6%

20.7%

1.1%

0.0%

13.1%

81.1%

0.0%

3.4%

2.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

一人で暮らしている

家族と暮らしている

グループホームで暮らしている

病院に入院している

その他

※１　どのように暮らしているか

利用者 未利用者



44.0%

16.5%

25.3%

5.5%

2.2%

6.6%

66.1%

8.0%

21.3%

1.7%

0.6%

2.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

今のまま生活したい

一人で暮らしたい

家族と暮らしたい

グループホームで暮らしたい

福祉施設で暮らしたい

その他

※３　どのように暮らしたいか

利用者 未利用者
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1.0%

0.0%

8.9%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

父母・祖父母・きょうだい

配偶者

子ども

友人・仲間

ボランティアの方

ホームヘルパー施設の職員

その他

※２　日頃、主に援助・介助・介護者　

利用者 未利用者
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12.8%

19.3%
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0.0%
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18.3%
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6.8%

13.6%
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9.0%
19.8%

2.8%
1.1%

3.4%
10.2%

1.7%
18.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

支援者自身の健康に不安がある

代わりに支援を頼める人がいない

緊急時の対応に不安がある

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

支援者が仕事に出られない

支援者が旅行に出かけられない

支援者に休養の時間がない

支援者が高齢であること

その他

特になし

※４　支援について感じること（複数回答）

利用者 未利用者



２．障がい福祉サービスの周知

２．情報提供の充実

障がい者の人数は年々増加傾向にあり、また障がいは重複化、多様化しており、それに伴

いサービスの利用者や利用量も増加傾向にあります。障がい福祉サービスを利用している方

は障害者手帳を所持している方の約 25％という状況で、「サービスを利用していない理由」

（アンケート結果※6）では約 3割の方が利用方法がわからないと回答しています。「サービ

スを利用する上で困っていること」（アンケート結果※7）ではサービスの内容に関する情報

が少ないという回答が上位を占めており、障がい者団体からは「受けられるサービスがわか

らない」「サービスがあっても使いこなせない」「情報が不足している」との意見をいただき

ました。障がい福祉サービスを必要としている方に、情報がきちんと行き届いていないとい

うことが課題です。

26.6%
54.8%

2.1%
1.6%

3.2%
11.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

利用方法がわからない

利用しなくても生活に支障がない

利用しても効果がない

サービスの利用料が高い

サービスを利用していることを知られたくない

その他

※６ サービスを利用していない理由

16.5%
11.4%

5.7%

0.0%
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4.4%
4.4%

1.3%
8.2%
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7.0%
4.4%
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6.3%
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22.7%

1.4%
1.0%
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1.7%
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1.7%
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11.2%
4.5%
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0.0%

5.9%
1.7%
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13.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

高齢になったときのこと

生活費などの経済的なこと

緊急時や災害時のこと

介助や介護のこと

親がいなくなった時の生活のこと

住まいのこと

外出や移動のこと

家事（炊事、洗濯、掃除）のこと

福祉などに関する情報収集のこと

自分の健康や医療のこと

人間関係のこと

園や学校生活のこと

就学や進学のこと

仕事や就職のこと

恋愛、結婚のこと

その他

特になし

※５　現在悩んでいる事や相談したいこと（複数回答）

利用者 未利用者



【サービス未利用者のみ回答】

【サービス利用者のみ回答】

３．就労支援の充実

サービス利用者のうち「平日の日中に収入を得る仕事をしていない人」（アンケート結果

※8）は全体の約 9割で、そのうち「今後の収入を得る仕事をしたい」（アンケート結果※6）

と回答した方は全体の約 6割を占めました。サービス未利用者のうち「平日の日中に収入を

得る仕事をしていない人」は全体の約 5割で、そのうち「今後の収入を得る仕事をしたい」

と回答した方は全体の約 5割を占めました。また、「今後利用したいサービス」（アンケート

結果※9）については、簡単な仕事ができるサービス、働くための訓練が受けられるサービ

スと就労関係のサービスの希望が上位を占め、サービス利用者、未利用者ともに就労への意

識の高さがうかがえます。

また、「就労支援として何が必要か」（アンケート結果※10）の質問に対してサービス利用

者、未利用者ともに「職場内で障がい者の理解があること」「障がいの状況に合わせて働き

方が柔軟であること」と回答した方が全体の 2割～3割を占めました。

一般就労や福祉的就労は、生活リズム・社会性の確立、収入を得る事による自信獲得や生

きがいづくりなど、大きな役割を果たすことから、充実した支援の提供し、就労機会拡大の

ための環境整備が必要です。また、企業向けの障がいセミナー等を開催し障がいについての

理解を深める取り組みや、同じ職場で長く働き続けられるための定着支援が課題です。

18.9%
21.3%

12.3%
10.7%

6.6%
13.9%

7.4%
5.7%

25.4%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

サービスの内容に関する情報が少ない

サービス利用の手続きが大変

サービスの質について

利用者負担について

特に困っていることはない

※７ サービスを利用する上で、困っていること（複数回答）

11.5%

58.6%

6.9%

23.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

50.3%

0.0%

5.2%

37.6%

1.2%

1.2%

4.6%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

会社勤めや自営業などで収入を得て仕事をしている

福祉施設に通って作業したり、介護を受けている

病院などのデイケア、リハビリに通っている

自宅で過ごしている

大学、専門学校、職業訓練校などに通っている

特別支援学校（小中高等部）に通っている

一般の高校、小中学校に通っている

幼稚園、保育所、障害児通園施設などに通っている

その他

※８　平日の日中をどのように過ごしているか

利用者 未利用者



61.1%

38.9%

47.6%

52.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

仕事をしたい

仕事はしたくない、できない

※９　収入を得る仕事をしたいか

利用者 未利用者

9.0%
6.0%

23.3%
12.8%

9.8%
24.8%

11.3%
3.0%

11.0%
11.4%

26.5%
8.6%

2.0%
31.0%

6.1%
3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

就業に対する相談支援体制が充実していること

障がい者向け求人情報の提供が充実していること

職場内で障がい者に対する理解があること

通勤手段の確保

職場で介助や援助が受けられること

障がいの状況に合わせて、働き方（仕事内容や勤務...
就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

その他

※11　就労支援として何が必要か

利用者 未利用者

9.4%

15.7%

10.2%

6.3%

3.9%

7.9%

9.4%

8.7%

5.5%

0.8%

11.0%

2.4%

8.7%

4.5%

5.0%

0.5%

4.5%

3.5%

3.0%

12.9%

10.9%

5.4%

0.0%

7.9%

6.4%

35.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自宅で入浴等の介助を受けるサービス

支援者と一緒に外出するサービス

短期間入所できるサービス

長期間入所できるサービス

入所しながら医療と介護を受けることができるサービス

食事等の支援を受けながら、少人数で生活するサービス

簡単な仕事ができるサービス

働くための訓練が受けられるサービス

自立した生活を送るための訓練が受けられるサービス

通所先で入浴等の介助を受けるサービス

自宅以外の居場所として過ごせる施設

体の機能の訓練（リハビリ）が受けられるサービス

受けたいサービスはない

※10 今後利用したいサービス（複数回答）

利用者 未利用者



第２章 障がい福祉サービス等の提供体制に係る目標（成果目標）

【成果目標１】 福祉施設の入所者の地域生活への移行

１．第 5 期計画における目標値と実績
※R2 年度は見込値（以下同様）

施設入所者の現状は、重度化、高齢化が進み、加齢等による身体機能の低下等によ

り、施設職員による介護量が増加している状況です。日中や夜間の支援体制が充実し

ている入所施設における施設入所支援が求められています。地域移行者は平成 30 年

以降０人で地域移行が進まない状況が続いており、その理由として、施設入所者の身

体状況に合わせた地域の受け入れ体制や支援体制が整っていないという事が考えら

れます。

一方、施設入所者は年々増加傾向であり、令和２年度は死亡による退所が増えたた

め結果として減少に転じたものの、現在も８名の施設入所待機者があり、今後も施設

入所者は増加していくものと推察されます。

項目
H30～R2年度

3ヶ年の目標値
区分 H30年度 R1年度 R2年度

見込量(人) 1 1 2

実績(人) 0 0 0

(1)施設入所支援利用者の地域生活
　への移行者数

累計4人

項目
H28年度末の
入所者数

区分 H30年度 R1年度 R2年度

利用者見込数 36 36 35

実績(人) 38 39 36

削減見込数 0 0 1(減)

実績(人) 2(増) 3(増) 1(増)

(2)施設入所支援入所者の削減数 36人



２．第 6 期計画の目標値と確保方策
（1）サービス見込量算定の考え方

（2）第 6 期計画における目標値

（3）見込量の確保策

・不安なく施設から地域生活へ移行できるよう、住居の確保や新生活の準備

等の支援を行う地域移行支援の充実を図ります。

・地域移行や地域定着を一層支援するため、相談支援体制の充実を図ります。

・手厚い介護が必要になった方が地域での生活が継続できるように、支援体

制の整っ た居住場所、日中活動場所等の整備に努めます。

・地域における住まいの場であるグループホームの整備促進に努め、また、

サテライト型グループホームの設置についてグループホーム運営事業者に

働きかけます。

・福祉施設に入所している方が、安心して地域生活へ移行できるように、地

域生活の体験事業（グループホーム、日中活動等の体験）を引き続き実施し

ます。

項目 算出方法

施設入所者の地域生活への移行 令和元年度末の施設入所者数　39人

地域移行者数

令和3年度中に、地域の受け入れ体制・支援体制の整備を
目指し、令和5年度末に令和元年度末の施設入所者数(39
人)の5.1％の障がい者の地域移行を目標にします。

施設入所者の削減数

多くの施設入所待機者がいる中で、施設入所者を減らすこ
とは現実的でないことから、令和元年度末の施設入所者を
上回らない事を目標にします。
（国の指針：令和元年度末の施設入所者の1.6％削減）

項目 ３ヶ年の目標 区分 R3年度 R4年度 R5年度

施設入所支援利用者の地域生活へ
の移行者数

累計2人 見込量(人) 0 1 1

地域移行者数の割合 見込量(％) 5.1

項目 ３ヶ年の目標 区分 R3年度 R4年度 R5年度

削減数 見込量(人) 0 0 0

施設入所支援の利用者数
基準値：R1年度末の入所者数39人

現状維持 見込量(人) 39 39 39



【成果目標２】 精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築

１．第 5 期計画における目標と実績

近年、精神疾患者は急激に増加しており、精神病床における入院患者は徐々に減

少傾向にあるものの、１年以上の長期入院患者が全体の半数以上を占める状況とな

っています。また、高齢化に伴い、障がい者を支える介護者が亡くなった時や障が

い者自身が高齢になった時の課題が顕著になっており、障がい者が地域の一員とし

て安心して生活ができるように、障がい者や高齢者等の分野にとらわれずに、一体

的に支援を行う体制整備が必要です。

２．第 6 期計画の目標と確保方策
（1）第 6 期計画における目標

（2）成果目標達成のための見込量（活動指標）

（3）見込量の確保策

・市における協議の場を設け、令和 4 年度までに障がいや高齢等の分野にとらわ

れない一体的な支援体制の構築を目指します。

・地域課題に即した協議を行うため、地域課題の明確化、共有化に努めます。

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度

目標
地域包括ケアシステムに
ついて検討

地域包括ケアシステムの
構築に向けた協議体制の
検討

保健・医療・福祉関係者
による協議の場の設置

実績
地域包括ケアシステムに
ついて検討を実施

地域包括ケアシステムの
構築に向けた協議体制の
検討を実施

上小圏域において、保
健・医療・福祉関係者に
よる協議の場を設置

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標

市において地域包括ケア
システムの構築に向けた
協議の場の設置及び課題
の共有と検討の実施

地域包括ケアシステムの
構築に向けた課題の共有
と検討の実施

地域包括ケアシステムの
拡充・充実・強化に向け
た協議の実施

項目 R3年度 R4年度 R5年度

保健・医療・福祉関係者による協議の開催回数 1回 2回 2回

関係機関 保健 1人 1人 1人

関係機関 医療(精神科） 1人 1人 1人

関係機関 医療（精神科以外）

関係機関 福祉 3人 3人 3人

関係機関 介護 2人 2人 2人

関係機関 当事者 2人 2人 2人

関係機関 家族 2人 2人 2人

関係機関 その他

目標設定
課題共有
と検討

課題共有
と検討

課題共有
と検討

評価の実施回数 1回 1回 1回

保健・医療・福祉関係者による目標設
定及び評価

保健・医療・福祉関係
者による協議の場の参
加者数



【成果目標３】 障がい者の地域生活拠点等が有する機能の充実

１．第 5 期計画における目標と実績

地域生活支援拠点等の支援は平成 29 年度からの支援が始まり、障がい者の重度

化・高齢化や「親亡き後」を見据え①相談体制の整備②緊急時の受け入れ・対応③

体験の機会・場の提供④専門的人材の確保・養成⑤地域の体制づくりの 5 つの居住

支援のための機能を整備し、地域全体で障がい者の生活を支えるサービス提供体制

の構築を目指しています。

現在は、上小圏域にある 7 施設の輪番により、緊急時の受け入れ・対応の取り組

みが行われており、市においても 1 施設が輪番施設として緊急時の対応を実施して

います。

２．第 6 期計画の目標と確保方策
（1）サービス見込量算定の考え方

（2）第 6 期計画における目標

※上記は上小圏域における統一目標

（3）成果目標達成のための見込量（活動指標）

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度

目標
地域生活支援拠点等の運
用

地域生活支援拠点等の充
実

地域生活支援拠点等の充
実・強化

実績

地域生活支援拠点等の運用
（上小圏域7施設の輪番によ
り、緊急時の受け入れ・対応
の実施）

地域生活支援拠点等の運用の
みで充実は図れなかった（上
小圏域7施設の輪番により、
緊急時の受け入れ・対応の実
施）

地域生活支援拠点等の運用の
みで充実・強化は図れなかっ
た（上小圏域7施設の輪番によ
り、緊急時の受け入れ・対応
の実施）

項目 算出方法

障害者の地域生活拠点等が有す
る機能の充実

地域生活支援拠点を上小圏域において1拠点を確保しつ
つ、機能充実のため年1回以上運用状況を検証及び検討し
ます。

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標

地域生活支援拠点等の機
能充実に向けた運用状況
の評価検証及び検討
年3回以上実施

地域生活支援拠点等の機
能充実に向けた運用状況
の評価検証及び検討
年3回以上実施

地域生活支援拠点等の機
能充実に向けた運用状況
の評価検証及び検討
年3回以上実施

項目 区分 R3年度 R4年度 R5年度

地域生活拠点等の数 見込量(箇所) 1 1 1

運用状況の検証及び検討の回数 見込量(回) 3 3 3



（4）見込量の確保策

・上小圏域 4 市町村(東御市、上田市、長和町、青木村)において 1 拠点を確保しつ

つ、機能充実のため、年 3 回の運用状況の検証を実施します。

・緊急時の受け入れ体制に加え、相談体制の整備、体験の機会・場の提供等、居住

支援のための他の機能の整備に努めます。

・市における緊急時の受け入れ体制、体験の機会の提供、相談支援体制等の課題や

ニーズを把握し、市内事業所と連携をして、市独自の支援体制の構築を図ります。

【成果目標４】 福祉施設からの一般就労への移行等

１．第 5 期計画における目標値と実績

福祉事業所から一般就労への移行者は、年度ごとにばらつきがありましたが、どの

年度においても見込量を上回る結果となりました。特に、就労移行支援事業利用者が

一般就労に移行する割合が高くなっています。

また、就労定着支援が新設される等、継続や定着支援も充実してきており、離職者

も減少しています。

項目 R2年度の目標 区分 H30年度 R1年度 R2年度

見込量(人) 2 2 3

実績(人) 8 3 4

見込量(人) 5 5 6

実績(人) 4 6 6

(1)一般就労への移行者数 年間3人

(2)就労移行支援事業利用者数 年間6人

項目 区分 H30年度 R1年度 R2年度

市内に所在する就労移行事
業所数の内、就労移行率3
割以上の事業所数（見込）

1 1 1

実績(箇所) 0 1 0

実績(割合) 0% 100% 0%

就労移行率3割以上の就労移行支援事業
所数の割合



２．第 6 期計画の目標値と確保方策

（1）サービス見込量算定の考え方

（2）第 6 期計画における目標値

項目 算出方法

福祉施設利用者の一般就
労への移行者数の増加

現状から今後の動向を予測し、概ね国の指針に沿った目標にします。

【国の指針】
・令和元年度の一般就労への移行実績の1.27倍以上
・就労移行支援：令和元年度の一般就労への移行実績の1.30倍以上
・就労継続支援A型：令和元年度の一般就労への移行実績の概ね1.26倍以上
・就労継続支援B型：令和元年度の一般就労への移行実績の概ね1.23倍以上
                              　　　　　※上記は令和5年度末の伸び率

職場定着率の増加

就労定着支援事業所の整備の促進及び就労定着支援事業利用者増加を目標に
します。

【国の指針】
・就労移行支援事業所等を通じて一般就労へ移行する者のうち7割が就労定
　着支援事業を利用
・就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割
　以上

項目 R1年度末の人数 R3年度 R4年度 R5年度
R1年度実績に対す

る伸び

福祉施設利用者の一般就労への移行 3 5 5 6 2.00倍

(1)就労移行支援から 1 3 3 3 3.00倍

(2)就労継続支援A型から 1 1 1 2 2.00倍

(3)就労継続支援B型から 1 1 1 1 1.00倍

(4)生活介護・自立訓練から 0 0 0 0 ―

項目 R1年度末の数値 R3年度 R4年度 R5年度

福祉施設から一般就労への移行者の
うち、就労定着支援利用者数

(1)福祉施設から一般就労への移
行者数

3 5 5 6

(2)上記のうち就労定着支援の利
用者数

0 2 2 3

上記（1）に対する(2)の割合 0% 40% 40% 50%

就労定着率8割以上の就労定着支援事
業所数

(1)市内に所在する就労定着支援
事業所数

0 1 1 1

(2)上記事業所のうち就労定着率
8割以上の事業所数

0 1 1 1

上記（1）に対する(2)の割合 0% 100% 100% 100%



（3）見込量の確保策

・障がい福祉サービス事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等の

各関係機関と連携を図り、就労支援及び就労定着支援に努めます。

・障がい福祉サービスに関する情報の周知に努め、利用者増加を促進します。

・上小圏域自立支援協議会専門部会（就労支援部会）等を活用しながら、他事業所

の取組み事例等を共有する場を設け、事業所同士の連携の強化及び事業所の質の

向上を図ります。

・企業を対象にしたセミナー等を開催し、障がいの理解促進を図りながら、障がい

者雇用の啓発に努めます。

【成果目標５】 相談支援体制の充実・強化等（新規）

１．第 6 期計画の目標値と確保方策

（1）サービス見込量算定の考え方

項目 算出方法

総合的・専門的な相談件
数

上小圏域基幹相談支援センターで実施している年間の相談件数に対
し、上小圏域4市町村の人口で按分した件数を目標にします。
（R1年度　圏域相談件数 851件　　東御市人口割 15％）　　

地域の相談支援事業者に
対する訪問等による専門
的な指導・助言の回数

市内の指定特定相談支援事業所6か所に対し年間2回の指導・助言の
の実施を目標にします。

地域の相談支援事業者の
人材育成の支援の件数

市内相談支援専門員9名に対し年間6回程度の研修等の参加率増によ
る人材育成を目標にします。

地域の相談支援機関との
連携強化の取組の実施回
数の見込み

市及び上小圏域において、年6回の相談支援事業所連絡会の開催を目
標にします。

主任相談支援専門員の配
置人数

上小圏域において、3人／年　増を目標にします。（R2年度　2人）



（2）第 6 期計画における目標値

（3）見込量の確保策

・指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の設置促進に努めます。

・相談支援事業所同士の情報交換の場や研修会等を通じて、相談支援専門員の質の

向上や連携の強化を図ります。

・主任相談支援専門員の配置により、更なる相談支援体制の充実及び質の向上を図

ります。

・地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターにおける指導的役

割等の機能を有効に活用します。

【成果目標６】 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係る

体制の構築（新規）

１．第 6 期計画に係る目標値と確保方策

（1）サービス見込量算定の考え方

①障害福祉サービス等に係る各種研修の活用

②障害者自立支援審査システムによる審査結果の共有

項目 区分 R3年度 R4年度 R5年度

総合的・専門的な相談件数 見込量(件) 130 135 140

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的
な指導・助言の回数

見込量(回) 12 12 12

地域の相談支援事業者の人材育成の支援の件数 見込量(件) 35 37 39

地域の相談支援機関との連携強化の取組みの実施回
数の見込み

見込量(回) 6 6 6

主任相談支援専門員の配置人数（上小圏域における目標） 見込量(人) 5 8 11

項目 算出方法

県が実施する障害福祉
サービス等に係る研修等
への市職員の参加人数

障害福祉サービス等に係る職員5名（ケースワーカー、事務員）が年
1～2回研修に参加することを目標にします。
（自治体職員向け研修の他、事業所向けのものや資格取得のための
研修の聴講を含む。）

項目 算出方法

障害者自立支援審査シス
テムによる審査結果の共
有

審査支払結果を分析してその結果を活用するための圏域内での共有
体制の構築や、請求におけるエラー・警告案件の原因や対処方法等
について、事業所への情報提供及び指導方法等を検討するため、市
町村及び事業者の給付請求担当者に対し、年１回の説明会の実施を
目標にします。



（2）第 6 期計画における目標値

①障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用

②障害者自立支援審査システムによる審査結果の共有

（3）見込量の確保策

・障がい福祉サービス等の質の向上を図るため、障がい福祉サービスに携わる職員の

スキルアップを目指し、各種研修等の情報を収集し、積極的に研修等に参加します。

・市における障害者自立支援審査システムの請求における警告やエラーの傾向を知

り、他市町村との情報共有を図ります。

項目 区分 R3年度 R4年度 R5年度

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修等への
市職員の参加人数

見込量(人) 8 8 8

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標
圏域内事業所の請求担当
者向け説明会の開催　

圏域内事業所の請求担当
者向け説明会の開催　

圏域内事業所の請求担当
者向け説明会の開催　



第 3 章 各サービスの見込量及び確保方策（活動指標）

１．障がい福祉サービスの見込量及び確保方策

１－１ 訪問系サービス

訪問系サービスとは、「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」の５つのサービスを総称したものです。

居宅介護

居宅での入浴、排泄、食事、家事などの援助、通院の介助等を行います。ホー

ムヘルプサービスと呼ばれています。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的・精神障がいにより、行動上著しい困難

を有する人で常に介護を必要とする障がい者に、自宅で、入浴、排泄、食事の介

護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に困難を有する障がい者に、外出時において移動に必要

な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。

行動援護

重度の知的・精神障がいにより著しい行動障害のある方に、危険回避の支援や

外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障がい者で、その介護の必要性が高い方に対し、サービス利

用計画に基づき複数のサービスを包括的に提供します。

（1）第 5 期計画における見込量と実績
①居宅介護の実績は見込量を上回り、増加傾向で推移しましたが、その他の訪問系

サービスの実績は概ね見込量を下回って推移しました。

②同行援護は利用時間数及び利用者数共にほぼ横ばい傾向となりました。

③行動援護は各年度の見込量を大幅に下回って推移しました。市内にサービスを提

供できる事業所が無いことが、利用者の増加につながらない要因となっています。

④重度障害者等包括支援は令和元年度中に１名退所し、実績は１名分となり減少し

ました。



ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※令和 2 年度は見込値（以下同様）
※見込量・実績は 1 ヶ月当たりの延時間数、利用者数は年間の実人数

（参考）R2 年度実利用者数障害種別内訳

※（ ）の数値は重複

(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．サービス見込量算定の考え方

平成 30 年度から令和 2 年度の利用実績とアンケート調査結果に基づき、障がい種別

ごとに各サービスの利用量の伸びを勘案し、令和 2 年度末の利用者数と平均月間利用量

を見込みます。

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 355 365 365 時間

実績 406 418 431 時間

利用者数 44 37 39 人

見込量 50 50 50 時間

実績 0 0 0 時間

利用者数 0 0 0 人

見込量 88 96 104 時間

実績 81 74 79 時間

利用者数 11 11 10 人

見込量 150 200 200 時間

実績 74 24 30 時間

利用者数 4 4 4 人

見込量 470 470 470 時間

実績 471 335 274 時間

利用者数 2 2 1 人

居宅介護
（身体介護・家事援助）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

サービス名 児童 重心 身体 視覚 聴覚 知的 精神 発達 難病 合計 男 女

居宅介護（身体介護） (2) 2 3 4 1 10 3 7

居宅介護（家事援助） (1) 5 5 5 15 1 31 10 21

重度訪問介護 0

同行援護 10 10 4 6

行動援護 (4) 6 6 4 2

重度障害者等包括支援 1 1 1

合計 (7) 2 8 15 16 16 1 58 22 36

サービス名 算出方法

居宅介護
令和2年度末を39人と見込み、過去の傾向から　1人／年 
増として算出。（月平均利用時間約11時間／人）

重度訪問介護
令和2年度末を0人と見込み、過去の傾向から　1人／年 
として算出。（月平均利用時間50時間／人）

同行援護
令和2年度末を10人と見込み、過去の傾向から0～1人／年 
増として算出。（月平均利用時間8時間／人）

行動援護
令和2年度末を4人と見込み0～1人／年　増 として算出。
（月平均利用時間16時間／人）

重度障害者等包括支援
令和2年度末を1人と見込み、過去の傾向から 増減無しと
して算出。（月平均利用時間280時間／人）



イ．第 6 期計画における見込量 ※見込量は 1 ヶ月当たりの延時間数、利用者数は年間の実人数

ウ．見込量の確保策
(ア)必要なサービスが適切に利用できるように、福祉のしおり・ホームページ・説明 会

等を通じて制度の周知を十分に行い、サービスの利用促進に努めます。

(イ)視覚障がいや強度行動障がい等、個々の障がい特性に対応できるヘルパーの人材

確保・育成を促進するため、事業所へ研修会等の参加を呼びかけます。

(ウ)現状やニーズの把握に努め、必要なサービスが適切に提供できるように努めます。

(エ)高齢化が進む中、切れ目なく適切な支援が受けられるように、介護保険制度との 連

携を図ります。

１－２ 日中活動系サービス

日中活動系サービスとは、通所・入所施設の昼間のサービスである「生活介護」「自立訓練

（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練）」「就労移行支援」「就労継続支援（A 型・B 型）」

などを言います。

生活介護

いつも介護を必要とする障がい者に、主に昼間に入浴・排せつ・食事の介護を行うと

ともに、創作活動または生産活動の機会の提供を行うサービスです。

自立訓練（機能訓練）

身体障がい者に対し、自立した日常生活または社会生活が送れるように、一定期間、

身体機能や生活能力の向上のための訓練を行うサービスです。

自立訓練（生活訓練）

知的・精神障がい者（発達障がい者を含む）に対し、自立した日常生活または社会生

活が送れるように、一定期間、日常の生活能力の向上のための訓練を行うサービスです。

自立訓練（宿泊型自立訓練）

日中、一般就労や外部・同一敷地内の日中活動サービスを利用している知的・精神障

がい者（発達障がい者を含む）に対し、一定期間、夜間の住居の場を提供し、帰宅後に

生活能力等の維持・向上のための訓練を行うサービスです。

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度 単位

見込量 440 451 462 時間

利用者数 40 41 42 人

見込量 50 50 50 時間

利用者数 1 1 1 人

見込量 80 88 88 時間

利用者数 10 11 11 人

見込量 80 96 96 時間

利用者数 5 6 6 人

見込量 280 280 280 時間

利用者数 1 1 1 人

居宅介護
（身体介護・家事援助）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援



就労移行支援

一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行うサービスです。

就労継続支援（A 型）

一般企業等での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力

向上のために必要な訓練を行うサービスです。事業所内において雇用契約に基づいて就

労の機会を提供します。

就労継続支援（B 型）
一般企業等での就労が困難な障がい者や、一定の年齢に達している障がい者に一定の賃金

水準のもとで、働く場や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力向上・維持を図

るサービスです。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環境変化に

より生活面の課題が生じている者に対し、企業や自宅に訪問等をし、相談を通じて生活

面の課題を把握したり、企業や関係機関と連絡調整等を行い、課題解決に向けて必要な

支援を行うサービスです。

療養介護

医療と常時介護を必要とする障がい者に、主に昼間において病院で機能訓練、療養上

の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行うサービスです。

短期入所

自宅で介護する人が病気の場合などに、障がい者等に短期間、夜間も含め施設において、

入浴・排せつ・食事の介護等を行うサービスです。

(1)第 5 期計画における見込量と実績
①令和２年度は新型コロナウィルスの影響により、全体的に実績が減少しました。

②宿泊型自立訓練は、令和２年度より市内の事業所が休止となり、事業所数は圏域内で１

ヶ所のみとなりました。

③就労移行支援では、近年リワーク（復職）支援の希望者が増加しており、それに伴い利

用者も増加傾向にあります。

④就労継続支援(Ａ型)は、令和２年度に圏域内に新たに３事業所が参入し、実績・利用者と

もに、増加傾向となっています。

⑤就労継続支援(Ｂ型)は、各年度において見込量を下回って推移しましたが、利用者及び実

績は年々増加傾向にあります。市内に６ヶ所の事業所があり、また、圏域内 にも多く

の事業所があり、資源的に充実しており、より自分に合った事業所の選択ができるサー

ビスです。（R2 年度は①による減少）

⑥短期入所は、万一の緊急時に備えてサービスの支給決定を受ける方が多く、各年度の支

給決定者数は平成 30 年度は 28 人、令和元年度は 31 人、令和 2 年度は 27 人であり、実

利用者数との差が大きいサービスです。



ア．第 5 期計画における見込量と利用実績※見込量・実績は 1 ヶ月当たりの延人日数、利用者数は年間の実人数

（参考）R2 年度実利用者数障害種別内訳

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 1,300 1,350 1,400 人日分

実績 1,303 1,483 1,239 人日分

利用者数 64 67 65 人

見込量 15 15 15 人日分

実績 1 0 0 人日分
利用者数 1 0 0 人

見込量 126 126 144 人日分

実績 98 96 90 人日分
利用者数 5 6 5 人

見込量 150 150 150 人日分

実績 110 60 66 人日分
利用者数 4 2 2 人

見込量 110 110 132 人日分

実績 68 52 143 人日分
利用者数 5 6 7 人

見込量 44 44 66 人日分

実績 38 19 23 人日分

利用者数 2 2 3 人
見込量 1,250 1,300 1,350 人日分

実績 1,159 1,191 1,137 人日分

利用者数 72 82 78 人
見込量 2 2 3 人

実績 0 0 0 人

見込量 4 4 4 人
実績 4 5 5 人

見込量 88 104 120 人日分

実績 62 57 55 人日分
利用者数 18 22 10 人

見込量 30 30 30 人日分

実績 1 7 5 人日分

利用者数 1 2 1 人

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

自立訓練（宿泊型自立訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労定着支援

療養介護

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）

サービス名 児童 重心 身体 視覚 聴覚 知的 精神 発達 難病 合計 男 女

生活介護 4 10 44 7 65 39 26

自立訓練（機能訓練） 0

自立訓練（生活訓練） 1 1 1 3 2 1

自立訓練（宿泊型自立訓練） 1 1 1

就労移行支援 2 4 6 3 3

就労継続支援（A型） 2 2 4 2 2

就労継続支援（B型） 2 2 1 50 24 79 48 31

療養介護 5 5 3 2

短期入所 (2) 1 1 9 11 8 3

合計 (2) 10 12 4 1 109 38 0 0 174 106 68



（2）第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．サービス見込量算定の考え方

平成 30 年度から令和 2 年度の利用実績とアンケート調査結果に基づき、障がい種別

ごとに各サービスの利用量の伸びを勘案し、令和 2 年度末の利用者数と平均月間利用量

を見込みます。

サービス名 算出方法

生活介護
令和2年度末を65人と見込み、過去の傾向と施設入所支援
待機者数から　2人／年 増として算出。
（月平均利用日数　約20日／人）

自立訓練（機能訓練）
令和2年度末を0人と見込み、過去の傾向から1人／年とし
て算出。（月平均利用日数10日／人）

自立訓練（生活訓練）
令和2年度末を5人と見込み、過去の傾向から　5人／年 
として算出。
（月平均利用日数22日／人）

自立訓練（宿泊型自立訓練）
令和2年度末を2人と見込み、過去の実績及び利用期間終
了者を見込んで算出。（月平均利用日数30日／人）

就労移行支援
令和2年度末を7人と見込み、過去の実績及び利用期間終
了者を見込んで0～1人／年 増 として算出。（月平均利
用日数22日／人）

就労継続支援（A型）
令和2年度末を3人と見込み、過去の実績と近隣の基盤整
備の状況からから1人／年 増として算出。（月平均利用
日数22日／人）

就労継続支援（B型）
令和2年度末を78人と見込み、過去の傾向から2人／年 増
として算出。（月平均利用日数18日／人）

就労定着支援
一般就労移行者をR3年度は5人、R4年度は5人、R6年度は6
人と見込み、一般就労をした者のうち2～3人／年として
算出。

療養介護
令和2年度末を5人と見込み、過去の実績から5人／年とし
て算出。

短期入所（福祉型）
過去の傾向と社会の動向（介護者の高齢化）から　令和3
年度を20人と見込み2人／年　増として算出。
（月平均利用日数4日／人）

短期入所（医療型）
令和2年度末を1人と見込み、過去の傾向から2人／年とし
て算出。（月平均利用日数2日／人）



イ．第 6 期計画における見込量 ※見込量・実績は 1 ヶ月当たりの延人日数、利用者数は年間の実人数

ウ．見込量の確保策
(ア)それぞれの障がい特性に応じた日中活動場所が選択できるよう、見学や体験の機会の

充実を図ります。

(イ)有効期間のある自立訓練（機能訓練・生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労移行支援は事

業者・相談支援専門員と連携を図り、サービス有効期間内に身体機能、生活能力の向

上や一般就労につながるように努めます。

(ウ)就労継続支援（Ｂ型）は障害者優先調達推進法に基づき、市内の事業所が供給する物品

等の調達を積極的に推進し、福祉的就労における工賃アップを支援します。

(エ)短期入所は緊急時においてスムーズな受け入れ体制が取れるように、サービスを実施

する事業所との連携・調整を行い、また需要に見合ったサービス供給体制の確保に努

めます。

(オ)全てのサービスにおいて、サービス内容や利用方法等についての周知・広報に努めま

す。

(カ)事業所に対し障がい者のニーズや地域の実態を伝え、地域に即したサービス提供体制

の拡充について呼びかけます。

１－３ 居住系サービス
自立生活援助

入所施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望する者等対

象に、定期的に居宅を訪問し家事等の問題や、地域住民との関係等について確認を行い、

必要な助言や各関係機関等との連絡調整を行うサービスです。

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度 単位

見込量 1,340 1,380 1,420 人日分

利用者数 67 69 71 人

見込量 10 10 10 人日分

利用者数 1 1 1 人

見込量 110 110 110 人日分

利用者数 5 5 5 人

見込量 60 60 60 人日分

利用者数 2 2 2 人

見込量 154 176 176 人日分

利用者数 7 8 8 人

見込量 88 110 132 人日分

利用者数 4 5 6 人

見込量 1,440 1,476 1,512 人日分

利用者数 80 82 84 人

就労定着支援 見込量 2 2 3 人

療養介護 見込量 5 5 5 人

見込量 80 88 96 人日分

利用者数 20 22 24 人

見込量 4 4 4 人日分

利用者数 2 2 2 人

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

自立訓練（宿泊型自立訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）



共同生活援助（グループホーム）

共同生活を営む住居で相談や食事提供等の支援、入浴、排せつ、食事などの介護等を

提供するサービスです。

施設入所支援

施設に入所している障がい者に、主に夜間において、入浴、排せつ、食事などの介助

を行うサービスです。

(1)第 5 期計画の見込量と実績

①平成 29 年に新設された自立生活援助は 3 年間実績がありませんでした。利用につなが

らなかった理由は、「施設からの地域移行者がいなかったことと、サービスを提供できる

事業者が市内に無い」ことなどが考えられます。

②グループホームは、各年度において見込量を下回って推移しました。入居者が高齢にな

ってグループホームの生活が難しくなり、入所施設へ移行した人や、反対にグループホ

ームで力をつけてアパートに移行した人など、退所した人も数名いましたが、それを上

回るニーズがあり、利用者は増加となりました。

③施設入所支援は、国が示す地域移行目標に合わせて、施設入所者の減少を見込みました

が、令和元年度までは増加傾向にありました。令和 2 年度の入所者の減少は死亡による

自然減によるものであり、現在も入所待機者が 9 名おり、施設入所者の減少は見込めな

い状況です。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は年間の実人数

（参考）令和 2 年度実利用者数障がい種別内訳

(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．サービス見込量算定の考え方

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 3 3 3 人

実績 0 0 0 人

見込量 29 30 32 人

実績 29 28 31 人

見込量 36 36 35 人

実績 38 39 36 人

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

サービス名 児童 重心 身体 視覚 聴覚 知的 精神 発達 難病 合計 男 女

自立生活援助 0

共同生活援助（グループホーム） 1 19 11 31 24 7

施設入所支援 7 27 2 36 23 13

合計 7 1 46 13 67 47 20

サービス名 算出方法

自立生活援助
令和2年度末を0人と見込み、地域移行者の見込みに合わ
せて　1人／年として算出。

共同生活援助（グループホーム）
令和2年末を31人と見込み、過去の実績から　1人／年　
増として算出。

施設入所支援
令和元年度末の39人を上回らないことを目標として算
出。



イ．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の実人数

ウ．見込量の確保策
(ア)福祉施設に入所または入院している方が、安心してグループホームに移行できるよう

にするために、地域生活の体験事業を引き続き実施します。

(イ)地域移行支援及び地域定着支援を行う指定一般相談支援事業所や、地域の生活を支え

る自立生活援助を行う事業所の整備を促進し、住居確保から入居後の生活に至るまで、

一貫したフォローアップ体制の構築に努めます。

１－４ 相談支援

計画相談支援
障がい福祉サービスを利用する全ての障がい者等に対し、支給決定前のサービス等利用計

画（案）の作成から支給決定後のサービス利用者等との連絡調整、計画の作成を行います。

更に一定期間ごとにサービスの利用状況の検証を行い、計画の見直し（モニタリング）を行

うことにより、障がい者等の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図るサービスです。

地域移行支援

障がい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、保護施設・矯正施設等を退所する障がい者等を対象に、住居の確保やその他の地域

における生活に移行するための支援を行うサービスです。

地域定着支援

居宅において単身で生活している障がい者や、施設・病院から退所・退院した者や、

地域生活が不安定な障がい者を対象にして、24 時間連絡体制を確保し、緊急事態の際に

相談や訪問等を実施するサービスです。

（1）第 5 期計画の見込量と実績
ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は 1 ヶ月当たりの人数

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度 単位

自立生活援助（新） 見込量 1 1 1 人

うち精神障がい者の数 見込量 1 1 1 人

共同生活援助（グループホーム） 見込量 32 33 34 人

うち日中サービス支援型共同生活援助 見込量 0 0 0 人

うち精神障がい者の数 見込量 12 13 14 人

施設入所支援 見込量 39 39 39 人

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 45 47 49 人

実績 49 58 71 人

見込量 1 1 2 人

実績 0 0 0 人

見込量 5 6 7 人

実績 3 4 4 人

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援



(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．サービス見込量算定の考え方

イ．第 6 期計画における見込量※見込量は 1 ヶ月当たりの実人数

ウ．見込量の確保策
(ア)相談支援事業所に対して、相談支援専門員の増員の勧奨を行います。

(イ)事業者に対して「指定特定相談支援事業所」への参入勧奨を行います。また、地域

移行支援、地域定着支援を行うことができる「指定一般相談支援事業所」の参入勧

奨を行います。

(ウ)計画の精査機能を充実させ、ニーズに応じた適切なサービスの支給決定に努めま

す。

サービス名 算出方法

計画相談支援

計画は最低年１回の更新をし、計画のモニタリングは3ヶ
月～半年に1回の頻度を見込んで算出。
令和2年度末を71人と見込み、過去の実績・傾向から　　　
2人／年 増として算出。

地域移行支援 過去の実績・傾向から　　1人／年を目標として算出。

地域定着支援
令和2年度末を4人と見込み、過去の実績・傾向から　　　
1人／年 増として算出。

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度 単位

計画相談支援 見込量 73 75 77 人

地域移行支援 見込量 1 1 1 人

うち精神障がい者の数 見込量 1 1 1 人

地域定着支援 見込量 5 6 7 人

うち精神障がい者の数 見込量 2 3 3 人



２．地域生活支援事業の実施に関する事項

２－１ 理解促進研修・啓発事業

理解促進研修・啓発事業

障がい者等が日常生活または社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去

し、共生社会の実現を図ることを目的として、地域住民に対して障がい者等の理

解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動を通じて地域住民への働き

かけを強化する事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
①各年度において地域住民や事業者等を対象として、障がいについての理解を深め

る講演会を開催しました。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※令和 2 年度は見込値（以下同様）

(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量

イ．見込量の確保策

(ア)地域住民や事業者等に対して講演会や研修会を継続して実施し、障がいについ

ての理解を深めることにより、障がい者等に対する差別や偏見を無くしたり、

より良い対応をしていけるように努めます。

(イ)より多くの地域住民や事業者の参加を促進するため、事業の周知・広報に努め

ます。

２－２ 自発的活動支援事業

自発的活動支援事業

障がい者等が日常生活または社会生活を営むことができるよう「社会的障壁」

を除去するため、障がい者等、その家族、住民等による地域における自発的な取

り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とした事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
①各年度において精神障がい者家族会の活動支援を行いました。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度

見込量 実施 実施 実施

実績 実施 実施 実施
理解促進研修・啓発事業

サービス名 区分 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 見込量 実施 実施 実施

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度

見込量 実施 実施 実施

実績 実施 実施 実施
自発的活動支援事業



(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量

イ．見込量の確保策

(ア)様々な障がい団体等の活動を促進するため、事業の周知・広報に努めます。

２－３ 相談支援事業

相談支援事業

障がい者の福祉に関する様々な問題について相談に応じ、情報提供や助言をは

じめ、障がい福祉サービスの利用支援、虐待防止とその早期発見に向けた関係機

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。

市町村相談支援機能強化事業

市町村の相談支援を強化するために、一般的な相談事業に加え、特に必要とす

る資格を有する専門職員（社会福祉士、精神保健福祉士等）を配置する事業です。

現在、東御市・上田市・長和町・青木村の合同で委託している、上小圏域障害者

総合支援センターで実施しています。

住居入居等支援事業（居住サポート事業）

公営住宅や民間住宅へ入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由から

入居の困難な障がい者を支援する事業で、入居手続き支援や、家主等への相談・

助言などを行う事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
①地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターにおいて、専門

職員を配置し、困難ケースの対応や、専門的なアドバイスをするスーパーバイ

ザーとして支援を実施しました。

②令和元年度には市内の指定特定相談支援事業所が 5 ヶ所から 6 ヶ所に増え、相

談支援専門員の人数も増加傾向にあります。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度

自発的活動支援事業 見込量 実施 実施 実施

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

実施見込箇所数 5 6 6 箇所

実績 5 6 6 箇所

基幹相談支援センター

設置見込 設置 設置 設置

実績 設置 設置 設置

実施見込 実施 実施 実施

実績 実施 実施 実施

実施見込 実施 実施 実施

実績 未実施 未実施 未実施

障害者相談支援事業

市町村相談支援機能強化事業

住宅入居等支援事業



(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量

イ．見込量の確保策

(ア)基幹相談支援センターや相談支援事業所との連携を図り、地域における相談支

援体制の充実・強化を図ります。

(イ)身近な相談機関で、気軽に安心して相談できる相談支援体制の構築を図ります。

(ウ)住宅入居等支援事業の実施に向けて、圏域内で連携をし、体制整備に努めます。

２－４ 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が必要とされる知的障がい者や精神障がい者に対して、親族が

いない等の理由がある場合には、市長による申し立てを行い、また、低所得の方に対

して、申し立てに必要な経費や後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業です。

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を適正に行うことができる法人を整備するとともに、

市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい者の権利擁護を

図ることを目的とした事業です。

（1）第 5 期計画の見込量と実績
①介護者及び障がい者の高齢化に伴い、年々需要が高まっており、申立件数も増加傾

向です。

②成年後見制度利用支援事業は実施できる体制は整っていますが、実績はありません

でした。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績

（2）第 6 期計画の見込量と確保方策

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度 単位

実施見込箇所数 6 6 6 箇所

基幹相談支援センター

設置の有無 有 有 有

市町村相談支援機能強化事業 実施見込 実施 実施 実施

住宅入居等支援事業 実施見込 実施 実施 実施

障害者相談支援事業

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度

見込量 実施 実施 実施

実績 実施 実施 実施

見込量 実施 実施 実施

実績 実施 実施 実施

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

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

市長申立件数 実績 0 0 1 件



ア．第 6 期計画における見込量

イ．見込量の確保策

(ア)障がい者の権利擁護のため、成年後見制度利用支援事業のさらなる周知や、手続

きの支援に努めます。

(イ)上小圏域成年後見支援センターとの連携強化を図り、成年後見制度の利用等に関

する相談支援体制の充実を図ります。

２－５ コミュニケーション支援事業

手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業

聴覚障がい者及び音声または言語機能障がい者が公的機関を訪れたり、受診等

で医療機関に行く場合など、意思疎通の円滑化を図るために手話通訳者や要約筆

記者を派遣する事業です。

手話通訳者設置事業

市役所に手話通訳者を配置して、聴覚障がい者とのコミュニケーションを図る

ことを目的とした事業です。

（1）第 5 期計画の見込量と実績
①令和 2 年度は新型コロナウィルスの影響で利用実績は減少しましたが、月平均

30 件ほどの利用があり、聴覚障がい者の日常生活に必要な情報の提供やコミュ

ニケーションの支援を実施しました。

ア．第 6 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は年間の実人数

（2）第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の実人数

イ．見込量の確保策

サービス名 区分 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 見込量 実施 実施 実施

成年後見制度法人後見支援事業 見込量 実施 実施 実施

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

利用見込者数 17 17 17 人

実績 17 16 17 人

実績（件数） 344 337 300 件

設置見込者数 1 1 1 人

実績 1 1 1 人

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

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度 単位

利用見込者数 17 17 17 人

利用見込件数 350 350 350 件

手話通訳者設置事業 設置見込者数 1 1 1 人

手話通訳者派遣事業
要約筆記者派遣事業



(ア)手話通訳者派遣事業では、手話奉仕員養成研修事業を今後も継続して実施し、

人材を養成します。

(イ)利用者が少ない要約筆記派遣事業について、利用者の増加を図るため、事業の

周知・広報に努めます。

(ウ)災害時等に対応できる支援体制の整備を図ります。

２－６ 日常生活用具給付事業

日常生活用具給付事業

障がい者等の日常生活を容易にするために、用具の給付や貸与を行う事業です。

（1）第 5 期計画の見込量と実績
①実績値は各年度において、ばらつきがありました。在宅療養等支援用具について

は減少傾向、排泄管理支援用具については増加傾向です。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は年間の延件数

（2）第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の延件数

イ．見込量の確保策

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 2 2 2 件

実績 0 3 1 件

見込量 5 5 5 件

実績 2 4 5 件

見込量 4 4 4 件

実績 11 6 4 件

見込量 6 6 6 件

実績 9 4 6 件

見込量 485 485 485 件

実績 486 536 565 件

見込量 1 1 1 件

実績 0 0 2 件

介護・訓練支援用具
（入浴担架・特殊寝台など）

自立生活支援用具
（入浴補助用具・便器・聴覚障がい者用

屋内信号装置など）

在宅療養等支援用具
（電気式たん吸引器など）

情報・意思疎通支援用具
（携帯用会話補助装置・点字図書など）

排泄管理支援用具
（ストマ用装具など）

居宅生活動作補助用具
（住宅改修費）

サービス名 区分 令和3年度令和4年度令和5年度 単位

介護・訓練支援用具
（入浴担架・特殊寝台など）

見込量 2 2 2 件

自立生活支援用具
（入浴補助用具・便器・聴覚障がい者用

屋内信号装置など）

見込量 5 5 5 件

在宅療養等支援用具
（電気式たん吸引器など）

見込量 4 5 5 件

情報・意思疎通支援用具
（携帯用会話補助装置・点字図書など）

見込量 6 6 6 件

排泄管理支援用具
（ストマ用装具など）

見込量 580 600 600 件

居宅生活動作補助用具
（住宅改修費）

見込量 1 1 1 件



(ア)必要とする人が利用できるように、日常生活用具給付事業の周知・広報と利用

の促進を図ります。

(イ)生活実態やニーズ等を確認し、適切な給付に努めます。

(ウ)医療機関等との連携を図り、障がいの特性に応じた用具の給付に努めます。

２－７ 移動支援事業

移動支援事業

一人で外出することが困難な障がい者等が外出する場合にヘルパーが付き添い

移動支援を行う事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
①実績値及び利用者ともに年々減少傾向にあり、令和 2 年度においては新型コロナ

ウィルスの影響で利用実績・利用人数ともに大幅に減少しました。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績※見込量・実績は 1 ヶ月・年間の延時間数、利用者数は年間の実人数

（参考）R2 年度実利用者数障害種別内訳

(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．サービス見込量算定の考え方

イ．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の延時間数、利用者数は年間の実人数

ウ．見込量の確保策

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

延べ利用見込時間数
（年間） 2,800 3,000 3,200 時間

実績(年間延べ利用時間) 2,915 2,225 1,130 時間

実利用見込者数 25 27 29 人

実利用者数 27 24 18 人

移動支援事業

サービス名 児童 重心 身体 視覚 聴覚 知的 精神 発達 難病 合計 男 女

移動支援事業 (7) 1 3 10 2 2 18 14 4

サービス名 算出方法

移動支援事業
過去の実績から令和元年度末を21人と見込み、1～2人／年　
増として算出。（年平均利用時間約100時間／人）

サービス名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 単位

延べ利用見込時間数 2,300 2,400 2,400 時間

実利用見込者数 23 24 24 人
移動支援事業



(ア)障がいのある人が安心して外出ができるよう、サービスを提供できる事業者の

情報や制度の内容を周知し、事業者と連携して社会参加や余暇活動の促進に努

めます。

(イ)人材の確保に努めるとともに、障がい特性に応じた支援の提供を図ります。

(ウ)ライフステージに応じた利用ニーズを把握し、利用促進が図られるようにサー

ビスの充実に努めます。

２－８ 地域活動支援センター事業

手話通訳者設置事業

在宅の障がい者が地域で自立した社会生活を送れるよう、創作的活動または生産

活動の場を提供し、社会との交流促進を図る事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
①利用者のほとんどが精神障がい者で、実利用人数、年間延利用人数ともに減少傾

向にありますが、就労や障がい福祉事業所への通所と併用し、息抜きの場所とし

て利用する人が増加しており、利用の仕方が変化しています。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績

（参考）R2 年度実利用者数障がい種別内訳

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

設置見込量 1 1 1 箇所

実績 1 1 1 箇所

実利用見込者数 24 28 32 人

実績 24 21 18 人

年間延利用見込者数 1,450 1,680 1,920 人

実績 1,210 1,159 750 人

設置見込量 1 1 1 箇所

実績 1 1 1 箇所

実利用見込者数 6 6 6 人

実績 13 4 3 人

年間延利用見込者数 220 220 220 人

実績 317 273 300 人

地域活動支援センター
（東御市設置分）

地域活動支援センター
（圏域設置分）

サービス名 児童 重心 身体 視覚 聴覚 知的 精神 発達 難病 合計 男 女

地域活動支援センター 1 17 18 7 11



(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量 ※延利用見込者数は年間の利用人数

イ．見込量の確保策

(ア)障がいのある人が安心して過ごすことができる居場所となるよう、施設整備や

障がい特性に応じた支援のできる専門性の高い人材の育成に努めます。

(イ)地域活動支援センターの周知・広報に努め、利用者の増加を図ります。

２－９ その他の事業

日中一時支援事業

障がい者が家族の病気等により、昼間に一時的に支援を必要とする場合に、福祉

サービス事業所等で見守りを行うサービスを提供する事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
①障がい福祉サービスの日中活動系サービスの体験利用と障がい児の放課後支援

が別のサービスへ移行したことにより、利用者及び利用時間が見込みを大幅に下

回り、また年々減少傾向となりました。

ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は 1 ヶ月の延時間数、利用者数は年間の実人数

(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．サービス見込量算定の考え方

イ．第 6 期計画における見込量 ※見込量は 1 ヶ月の延時間数、利用者数は年間の実人数

サービス名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 単位

設置見込量 1 1 1 箇所

実利用見込者数 20 22 24 人

年間延利用見込者数 1,200 1,250 1,300 人

設置見込量 1 1 1 箇所

実利用見込者数 4 5 6 人

年間延利用見込者数 280 300 320 人

地域活動支援センター
（東御市設置分）

地域活動支援センター
（圏域設置分）

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

実利用見込者数 30 32 34 人

実績 26 19 12 人

利用時間見込量 480 512 544 時間

実績 264 223 39 時間

日中一時支援事業

サービス名 算出方法

日中一時支援事業
令和2年度末を20人と見込み、過去の実績から横ばいの数
値で算出。（月平均利用時間数12時間／人）

サービス名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 単位

実利用見込者数 20 20 20 人

利用時間見込量 240 240 240 時間
日中一時支援事業



ウ．見込量の確保策

(ア)日中一時支援事業の周知・広報と必要時に適切にサービスが提供できるように努

めます。

点字・声の広報等発行事業

文字による情報収集が困難な障がい者のために、点訳・音訳により広報紙などの

情報を定期的に提供する事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は年間の実人数

(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の実人数

イ．見込量の確保策

(ア)視覚障がい者へ事業の周知・広報に努め、利用者の増加を図ります。

奉仕員養成研修事業

聴覚障がい者や視覚障がい者との交流活動促進のため、奉仕員の養成研修を行

う事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は年間の回数 登録数は年間の実人数

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 8 8 8 人

実績 8 8 8 人
点字・声の広報等発行事業

サービス名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 単位

点字・声の広報等発行事業 見込量 9 10 10 人

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 22回 25回 22回 回

実績 25回 25回 22回 回

手話奉仕員 登録数 73 82 82 人

要約筆記奉仕員 登録数 5 5 5 人

点訳奉仕員 登録数 10 10 10 人

朗読奉仕員 登録数 20 20 20 人

奉仕員養成研修事業



(2)第 6 期計画の見込量と確保方策
ア．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の回数 登録数は年間の実人数

イ．見込量の確保策

(ア)奉仕員養成研修の広報に努め、研修参加者及び手話奉仕員の増加を図ります。

身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業

重度身体障がい者が就労等社会活動へ参加するため、自動車運転免許を取得する

場合に、その経費を助成する事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は年間の件数

(2)第 6 期計画の見込量
ア．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の件数

イ．見込量の確保策

(ア)身体障がい者へ事業の周知・広報に努めます。

サービス名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 単位

奉仕員養成研修事業 見込量 22回 25回 22回 回

手話奉仕員 登録数 90 90 98 人

要約筆記奉仕員 登録数 5 5 6 人

点訳奉仕員 登録数 10 11 12 人

朗読奉仕員 登録数 20 21 22 人

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 1 1 1 件

実績 0 0 0 件

身体障がい者自動車運転免許
取得費助成事業

サービス名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 単位

身体障がい者自動車運転免許
取得費助成事業

見込量 1 1 1 件



身体障がい者自動車改造費助成事業

重度身体障がい者が自立した生活を送るため、社会活動や就労を目的として、自

らが所有し運転する自動車を改造する場合に、その経費を助成する事業です。

(1)第 5 期計画の見込量と実績
ア．第 5 期計画における見込量と利用実績 ※見込量・実績は年間の件数

(2)第 6 期計画の見込量
ア．第 6 期計画における見込量 ※見込量は年間の件数

イ．見込量の確保策

(ア)身体障がい者へ事業の周知・広報に努めます。

サービス名 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位

見込量 1 1 1 件

実績 0 0 0 件

身体障がい者自動車改造費
助成事業

サービス名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 単位

身体障がい者自動車改造費
助成事業

見込量 1 1 1 件


