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第４章 施策の方向性・展開 

  第３章の取組の検証を踏まえ、当市が取り組むべき施策の柱と方向性、また主な取組につい

て整理します。 

 

 【図表 4-1】施策の柱・方向性（改定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 共生社会の実

現に向けた取組

の推進 

２ 障害のある人

が安心して暮ら

せる地域生活の

実現 

３ 障害のある人

の社会参加等に

よる豊かな暮ら

しの実現 

４ 就労の支援と定

着の促進 

５ 障害児支援体制

の整備 

＜施策の柱＞ ＜施策の方向性＞ 

⑵重症心身障害児等に対応した児童発達支援事業等の充実 

⑴障害を理由とする差別の解消の推進 

⑵権利擁護の推進 

⑶精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

⑷市民の意識啓発 

⑴包括的な支援体制の整備 

⑵障害福祉サービスの充実 

⑶各種助成制度の適切な運用 

⑷災害時への備えの充実 

⑴社会参加の促進 

⑵日中活動の充実 

⑶当事者活動の促進 

⑴一般就労の促進 

⑵福祉的就労の促進 

⑴児童発達支援センターの設置 

⑶医療的ケア児支援体制の確保 
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◆「取組の検証」を踏まえた「施策の方向性・展開」 

  前計画における取組の検証を踏まえ、改定後の計画について施策の方向性・展開を構成しま

した。 

 

 【図表 4-2】① 改定前の取組の検証 

施策の柱 施策の方向性 計画への反映 

１ 日常生

活支援の

充実 

⑴通所サービスの拡充 【新規】共生型サービスの円滑な導入(生活介護、平成 30年度) 

【新規】障害児支援体制の整備 

⑵居宅サービスの充実 【新規】共生型サービスの円滑な導入(訪問介護、平成 30年度) 

⑶グループホームの拡

充 

［充実］グループホームの整備促進(重度障害者等への対応を含

む) 

⑷短期入所施設の拡充 【新規】共生型サービスの円滑な導入(平成 30年度) 

⑸入所施設の拡充 （継続）施設入所支援の継続 

⑹地域生活支援の拠点

整備 

（継続）地域生活拠点整備に向けた取組の推進 

⑺補装具の適切な給付 （継続）補装具の適切な給付の継続 

サービス全般 ［充実］その他障害福祉サービスの充実 

２ 就労支

援・雇用

促進 

⑴就労支援体制の充実 【新規】障害のある方の現状(就労状況、就労意向等)の把握と

これを踏まえた取組の推進 

⑵一般就労の推進 ［充実］就労移行支援事業等の利用の促進 

［充実］共生社会実現に向けた市民や企業への意識啓発 

【新規】障害を理由とする差別の解消に向けた取組 

⑶福祉的就労の推進 ［充実］就労継続支援事業（Ｂ型）の充実 

３ 相談支

援体制の

充実 

⑴相談支援体制の強化 【新規】共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築 

【新規】精神障害にも対応した関係者の協議の場の設置 

【新規】障害児支援体制の整備 

【新規】医療的ケア児支援のための協議の場の設置 

［充実］相談支援業務の増加への対応 

⑵差別の解消・権利擁

護の推進 

【新規】障害を理由とする差別の解消に向けた取組 

⑶情報提供の充実 （継続）適切な情報提供の実施 

４ 安全・

安心な生

活の確保 

⑴防犯・防災対策の整

備推進 

【新規】共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築 

⑵生活・住環境の整備

支援 

【新規】障害を理由とする差別の解消に向けた取組 

⑶医療支援の充実 ［充実］医療機関や療育専門機関との連携 

⑷医療費や手当の経済

的支援 

（継続）県等の動向を踏まえた医療費助成等の経済的支援の継

続 

５ 地域生

活支援の

充実 

⑴移動支援の拡充 （継続）移動支援の充実に向けた検討 

⑵交流の促進支援 【新規】共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築 

⑶コミュニケーション

支援の充実 

［充実］ニーズを踏まえた日常生活用具の給付 

（継続）手話奉仕員、要約筆記奉仕員の養成 

⑷地域活動支援セン

ターの拡充 

［充実］三障害に対応した日中活動の場の充実 
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 【図表 4-3】② 施策の方向性・展開（改定後） 

施策の柱 施策の方向性 主な取組 

１ 共生社

会の実現

に向けた

取組の推

進 

⑴障害を理由とする差別の解消

の推進 

・障害を理由とする差別の解消の推進 

⑵権利擁護の推進 ・成年後見制度等の利用促進 

・障害者虐待防止の取組の推進 

⑶精神障害にも対応した地域包

括ケアシステムの構築 

・共生社会実現に向けた包括的な支援体制の構築 

⑷市民の意識啓発 ・共生社会実現に向けた市民等の意識啓発 

２ 障害の

ある人が

安心して

暮らせる

地域生活

の実現 

⑴包括的な支援体制の整備 ・地域生活支援拠点の整備に向けた取組の推進 

・相談支援業務の増加への対応 

・ニーズ等を踏まえた計画相談の実施 

・各種支援策の適切な活用につながる効果的な情報提供

の実施 

⑵障害福祉サービスの充実 ・共生型サービスの円滑な導入(訪問介護、生活介護、

短期入所等の介護保険サービス事業所の活用) 

・グループホームの整備促進(重度障害に対応した施設

の整備を含む) 

・施設入所支援の継続 

・緊急短期入所用居室の確保 

・ニーズを踏まえた各種障害福祉サービスの充実 

⑶各種助成制度の適切な運用 ・県等の動向を踏まえた医療費助成制度の適切な運用 

・県等の動向を踏まえた各種手当支給制度の適切な運用 

⑷災害時への備えの充実 ・災害時の避難体制の維持及び充実 

３ 障害の

ある人の

社会参加

等による

豊かな暮

らしの実

現 

⑴社会参加の促進 ・移動支援の充実 

・コミュニケーション支援の充実 

・スポーツや文化活動等余暇活動の支援 

⑵日中活動の充実 ・地域活動支援センターの充実 

・日中活動系サービスの利用促進 

⑶当事者活動の促進 ・当事者及び家族等の支援者の活動に対する支援 

・ピアサポート等障害のある人の活動に対する支援 

４ 就労の

支援と定

着の促進 

⑴一般就労の促進 ・就労移行支援事業等の利用促進 

・就労定着支援 

・就労先の拡大(農業分野を含む) 

・市民や企業の意識啓発(障害を理由とする差別の解消) 

⑵福祉的就労の促進 ・就労継続支援の拡充 

５ 障害児

支援体制

の整備 

⑴児童発達支援センターの設置 ・児童発達支援センターの設置 

⑵重症心身障害児等に対応した

児童発達支援事業等の充実 

・重症心身障害児等のための「児童発達支援事業所」及

び「放課後等デイサービス」の確保 

⑶医療的ケア児支援体制の確保 ・医療的ケア児支援のための協議の場の設置 

・医療的ケア児支援体制の充実 
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１ 共生社会の実現に向けた取組の推進                        

 

 

 ⑴ 障害を理由とする差別の解消の推進 

   障害を理由とする差別のない社会をつくるため、差別の解消と再発防止に着実に取り組み

ます。 

 ⑵ 権利擁護の推進 

   障害のある人の権利が守られるよう、成年後見制度の利用促進や障害者虐待の防止に取り

組みます。 

 ⑶ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

   保健・医療・福祉関係者の連携はもとより、地域の皆さんとの関わりを持ちながら、地域

全体で障害のある人を支える体制を整えていきます。 

 ⑷ 市民の意識啓発 

   障害のある人が地域や職場で自分らしく活躍できるよう、市民の皆さんの障害に対する理

解促進や意識啓発に努めます。 

 

 

■ 基本的な考え方 

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

いながら共生する社会の実現を目指して、平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行されました。

また、国では、制度や分野の「縦割り」「支え手、受け手」という関係を超えた「我が事、丸

ごと」の理念の下に、様々な改革を進めていくこととしています。 

一方、市が平成 29 年 3 月に障害者手帳所持者 1,100 人を対象に行った「障害福祉ニーズアン

ケート調査」においては、“今後特に必要と思うもの”として最も多くの回答を得たのは、

「障害のある人もない人も、お互いに理解しあって協力していくこと」となっており、これま

でのサービスや支援などの「受け手」側から、社会の一員として生活したいことを伺わせるも

のとなっています。 

  こうした状況を踏まえ、当市においては、障害のある人を正しく理解し、個人の人格や個性

を尊重し合うことを目指し、障害を理由とした差別の解消や障害のある人の権利擁護を推進す

るとともに、上越市版地域包括ケアシステムの構築に向け、人と人、人と地域、地域と地域が

結び合って、誰もが地域の一員として、地域の人や社会と関わり共に暮らせる、共生社会を実

現していきます。 

 

■ 施策の展開 

⑴ 障害を理由とする差別の解消の推進 【新規】 

  ・相談支援専門員や障害福祉サービス事業所との連携により、障害を理由とする差別等事案

の情報収集に努め、差別の解消に向けた助言や再発防止のための周知・啓発等に取り組み

ます。 

＜施策の方向性＞ 
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  ・上越市障害者差別解消支援地域協議会において、障害者差別に関する相談事例等に係る情

報共有を行うとともに、障害者差別の解消に資する取組や、周知啓発などに関する協議を

行い、各種事業に取り組みます。 

  ・障害者差別解消法の趣旨や市の取組等について周知するため、市のホームページ等を通じ

て、障害のある人、家族やその支援者等に情報発信を行うとともに、市民や民間事業者等

を対象とした講演会等を開催します。併せて、市職員の研修会等を継続的に実施します。 

 

⑵ 権利擁護の推進 

 ① 成年後見制度等の利用促進 [拡充] 

・上越市社会福祉協議会が実施する「日常生活自立支援事業」を引き続き支援し、成年後見

制度の利用に至らないまでも、同様の支援を必要とする人が事業を活用できるよう連携を

図ります。 

  ・障害により判断能力が十分でない人の権利を守るため、各種相談機関の協力のもと、成年

後見制度の周知と相談の充実を図ります。 

  ・成年後見制度における後見等の業務を適正に担うことができる法人を確保するため、研修

会の開催等に取り組みます。 

  ・市町村成年後見制度利用促進基本計画＊22 の策定に向けて検討を進めます。また、計画の策

定に当たっては、成年後見センター＊23 などの相談窓口のあり方や、成年後見制度の利用促

進に関する基本的な事項を審議する場の設置について検討し、当市の実情を踏まえた権利

擁護支援の地域連携ネットワークの構築に取り組みます。 

 ② 障害者虐待防止の取組の推進  

  ・障害のある人への虐待防止に向けて、広報等による啓発を強化するとともに、福祉・教

育・医療等の関係機関との連携などを通じて、虐待防止対策の充実に努めます。 

 

⑶ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 【新規】 

 ① 共生社会実現に向けた包括的な支援体制の構築 

  ・当市では、高齢者の皆さんを対象とした地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進め

ており、第 7 期介護保険事業計画・第 8 期高齢者福祉計画の計画期間（平成 30～32 年度）

において、さらに深化・推進を図ることとしています。 

・同様に、障害のある人が、地域で安心して自分らしく暮らすことができるよう、地域にお

ける支え合いの体制を整備するとともに、精神科の医師や障害者相談支援専門員等と連携

を図り、地域定着支援などのサービス利用を取り入れながら地域で生活ができる環境を整

えることで、障害のある人にも対応した「上越市版地域包括ケアシステム」を構築してい

きます。 

  ・保健・医療・福祉関係者による協議の場を設け、継続した支援体制を整備するとともに、

地域移行支援サービスの利用などにより長期入院者の地域移行を推進していきます。 

  ・精神障害のある人や知的障害のある人が地域で一人暮らしを希望した場合は、理解力や生

活力を補い本人の意思を尊重した地域生活の実現を支援するため、一定の期間にわたり巡

回訪問を行う自立生活援助の支援を行います。 
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 【図表 4-4】地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （厚生労働省ホームページから） 

 

⑷ 市民の意識啓発 [拡充] 

 ① 共生社会実現に向けた市民等の意識啓発 

  ・市の広報誌やホームページ等による情報発信を充実します。 

  ・「障害者週間」（11 月の第 1 土曜日・日曜日の 2 日間）を踏まえた事業の実施や、地域の

人と障害のある人との交流を促進するイベント等の開催支援、イベント等の機会を活用し

た周知・啓発活動の実施により、障害を理由とする偏見や差別の解消、障害特性について

の理解などを促し、障害のある人もない人も、ともに地域の一員として暮らしていくため

の市民意識の醸成を図っていきます。 
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２ 障害のある人が安心して暮らせる地域生活の実現                  

 

 

 ⑴ 包括的な支援体制の整備 

   地域生活に関する様々な悩みの相談や緊急時の対応を行う体制を整備します。 

 ⑵ 障害福祉サービスの充実 

   共生型サービスの円滑な導入をはじめ、グループホームの整備促進、助成制度の活用等に

より、障害福祉サービスのニーズに対応できるサービス提供体制を強化します。 

 ⑶ 各種助成制度の適切な運用 

   県等関係機関の動向を踏まえつつ、医療費の一部助成や手当の支給を適切に行います。 

 ⑷ 災害時への備えの充実 

   災害時における避難支援体制の維持を図り、福祉避難所のさらなる充実を図ります。 

 

 

■ 基本的な考え方 

当市においては、障害のある人が安心して暮らすことができる地域生活の実現に向けて、こ

れまでも障害のある人に寄り添った相談支援体制の構築や様々な支援サービスを実施してきま

した。 

  一方、障害福祉ニーズアンケート調査では、“住まい”についての問いに対して「グループ

ホームで暮らしたい」と答える方が増加するなど、生活の場を地域に置き、自立した生活を営

みたいというニーズが増えているものと考えられます。 

市では、障害のある人のニーズを的確に捉え、グループホームの整備や共生型サービスの導

入など障害福祉サービスのさらなる充実を図り、地域において安心して生活することのできる

環境を整えていきます。また、障害のある人の安定的な生活に資するため、医療費の一部や各

種手当等を助成し、経済的負担の軽減を図っていきます。 

さらに、障害のある人が災害時においても安心した生活ができるよう、福祉避難所のさらな

る充実を図るとともに、地域の皆さんとの連携の下に、安全な避難体制を整えていきます。 

 

■ 施策の展開 

⑴ 包括的な支援体制の整備 

 ① 地域生活支援拠点等の整備に向けた取組の推進  

  ・個別の障害福祉サービス事業所等との連携を図る「面的整備型＊24」を基本としながらも、

人口が多い市街化区域等においては、１か所でサービス提供が完結する「多機能拠点整備

型＊25」の拠点整備も想定し、市域全体の状況を踏まえながら、障害のある人が地域で安心

して生活するための拠点整備を進めていきます。 

 

 

 

＜施策の方向性＞ 
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 【図表 4-5】地域生活支援拠点等の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （厚生労働省ホームページから） 

 

 ② 相談支援業務の増加への対応 [拡充] 

  ・基幹相談支援センターを核として、障害のある人及びその家族への相談に迅速かつ適切に

対応できるように、相談支援事業所の拡充及び相談支援体制の充実を図ります。 

  ・また、相談支援業務に従事する人材の確保、スキルの向上に努めます。 

 

 ③ ニーズ等を踏まえた計画相談の実施 

  ・障害福祉サービスの利用については、様々なサービスを複合的に利用するなど、利用者の

ニーズが多様化しており、そのニーズ等を踏まえ障害のある人に寄り添った計画相談を

行っていきます。 

  ・65 歳到達により介護保険制度が優先利用となることを踏まえ、個々の心身の状況を勘案し

た上で、介護保険制度への移行に向けた相談支援を行っていきます。 

  ・障害のある人の心身の状態や家族の状況に応じ、長期入所者や入院患者の地域への移行を

推進していきます。 

 

 

 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫

により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

地域生活支援拠点等の整備について

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

19
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 ④ 各種支援策の適切な活用につなげる効果的な情報提供の実施  

  ・障害福祉制度を紹介する「障害福祉ハンドブック」や障害福祉施設を紹介する「障害福祉

サービス施設ハンドブック」などの頒布や市ホームページ等により情報提供を行います。 

  ・支援が必要な人に対して、障害福祉サービス制度や関係事業所の取組状況を知っていただ

く機会として「上越事業所合同説明会」を開催するほか、特別支援学校や特別支援学級の

生徒・保護者を対象とした事業説明会を実施します。 

 

 

⑵ 障害福祉サービスの充実 

 ① 共生型サービスの円滑な導入 【新規】 

  ・障害のある人が高齢になってもこれまで利用してきた障害福祉サービス事業所を引き続き

利用することができるよう、障害福祉サービス事業所に対して介護保険サービス事業所の

指定取得を促します。併せて、双方のサービス事業所の職員のスキル向上の機会創出に取

り組みます。 

  ・65 歳に至るまでの間に長期にわたり障害福祉サービスを利用していた高齢障害のある人に

対し、介護保険サービスの利用者負担の軽減を図り、介護保険サービスを円滑に利用でき

るよう促進します。 

  ・共生型サービス導入により利用施設が拡大することから、自宅から近い施設の利用など

ニーズに合ったサービスを受けられるよう、サービス事業所等との連携を強化していきま

す。 

 

 ② グループホームの整備充実 [拡充] 

  ・グループホームの整備を引き続き支援するとともに、障害福祉事業者に対して、身体・精

神・知的の 3 障害の種別に関わらず利用できるグループホームの整備を促します。また、

利用者の状況に応じて、医療機関との連携により、訪問看護など看護師の配置等により医

療的ケアを可能とする事業運営を促進していきます。 

 

 ③ 施設入所支援の継続  

  ・重度の障害のある人の生活の場となる施設への入所について、入所待機者の障害の状況や

家庭環境などを的確に把握し、入所調整会議＊26 に情報提供するとともに、入所までの間に

必要な障害福祉サービスを利用できるよう支援していきます。 

 

 ④ 緊急短期入所用居室の確保  

  ・障害のある人を介護する人が、冠婚葬祭や病気等の理由で緊急時に利用する短期入所施設

として、「緊急短期入所」の受入れ体制を引き続き整えていきます。また、重症心身障害

のある人や医療的ケアが必要な障害のある人が、緊急時に利用する短期入所施設として、

「重症心身障害者緊急短期入所」の受入れ体制を、医療機関において引き続き整えていき

ます。 
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 ⑤ ニーズ等を踏まえたサービスの充実 [拡充] 

  ・増加傾向にある居宅介護（ホームヘルプサービス）については、事業所に不足がある場合

は、共生型サービス（介護保険サービス）を利用するよう促します。 

  ・また、重度の視覚障害のある人にとって、外出時の同行援護は必要不可欠であることから、

支援を継続していきます。 

  ・重度訪問介護を利用している人が、入院中の医療機関においても的確に医療機関等に情報

等を伝えられるよう、引き続き、利用者の状態などを熟知したヘルパーの派遣を支援しま

す。（新規サービス） 

  ・生活介護事業所や就労継続支援Ｂ型事業所の利用ニーズが増加していることから、事業所

の定員拡充に向けた施設整備を支援していきます。 

  ・生活介護については、共生型サービス（介護保険サービス）が導入されることから、介護

保険サービス事業所の利用が円滑に進むよう促すとともに、支援スキルの向上に向け支援

していきます。 

  ・補装具や日常生活用具については、快適な生活を営むことができるように、必要に応じて

対象用具の見直しを行います。また、成長に伴い短期間で取り替えが必要となる障害児に

ついては、補装具を貸与する制度の活用も促していきます。 

 

 

⑶ 各種助成制度の適切な運用 

① 県等の動向を踏まえた医療費助成制度の適切な運用  

 ② 県等の動向を踏まえた各種手当支給制度の適切な運用  

  ・自立支援医療制度を適正に運用していくほか、重度心身障害者医療費助成制度（県障）に

ついては、助成対象の拡充について、県の動向を注視していきます。また、精神障害者入

院医療費助成については、継続して実施し経済的な負担の軽減を図ります。 

  ・医療費助成制度や特別障害者手当、障害児福祉手当、各種用具の給付制度など経済的負担

の支援策について、対象者が適切に助成を受けられるよう市のホームページや障害福祉ハ

ンドブック等を活用し周知に努めます。 

 

⑷ 災害時への備えの充実 

① 災害時の避難体制の維持及び充実  

  ・福祉避難所避難対象者が福祉避難所へ直接避難できる体制が整ったことから、個別避難計

画＊27に基づき適切に受入れできるよう、さらなる環境整備に努めます。 

  ・障害のある人が、災害時等において活用するヘルプカード＊28 の作成・配布を引き続き行っ

ていきます。また、災害時に携帯電話等へ災害情報を発信する「安全メール＊29」への登録

を引き続き促すとともに、聴覚障害のある人への災害情報の伝達手段のあり方について検

討していきます。 
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① 福祉避難所 

  特に配慮を必要とする人

に、避難先となる福祉避難

所（施設）をあらかじめ定

め、災害時において、自宅

から指定された福祉避難所

へ「直接」避難していただ

き、安心して避難生活がで

きるよう支援します。 

 ＜実施内容＞ 

  災害時において、一般の

避難所(指定避難所)での避

難生活が困難な障害のある

人や高齢者など、特別な配

慮を必要とする人のそれぞ

れの身体等の状態に応じた

避難環境を速やかに確保す

るため、平成 29年 1月に市

内の 40法人と「災害時にお

ける福祉避難所の設置及び

運営に関する協定」を締結

し、97 施設を指定福祉避難

所に指定しました。（平成

29 年 11 月末現在：40 法

人、101施設） 

 ＜福祉避難所の開設基準＞ 

 ・市内で震度 5 弱以上を観

測した場合 ････ 開設 

 ・震度 4 以下の地震やその

他の災害の場合 

  ･･････ 状況により開設 

 

 

 

 

 【図表 4-6】福祉避難所等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般の市民 

障害者 
・視覚障害１級 

・聴覚障害１・２級 

高齢者 
・要介護４・５のうち 

   医療無しで複合世帯 

  ・要介護３ 

母子・乳幼児など 
 

障害者 
・身体障害１・２級 

・療育Ａ 

・精神１級 
※上記のうち支援区分 5・6 

・多動・自閉症等 

高齢者 
要介護４・５のうち 

・医療が必要な人 

・医療無しで独居、 

高齢者のみ世帯 

避難のイメージ 

福祉避難所対象者 

要医療患者 
・人工呼吸器等 

② 救急医療・災害時支援情報キット配布事業 

  65 歳以上のひとり暮らしの高齢者及び指定避難所の福祉避難スペース対象者に、救急医療・災害

時支援情報キット（医療情報等を記載する情報シート、情報シートの専用ケース、キットがあるこ

とを知らせるステッカー・マグネット）を配布し、急病時等における迅速な救命救急活動及び災害

時の避難支援に役立てます。 

４０法人 101施設 
平成 29年 11月末現在 
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３ 障害のある人の社会参加等による豊かな暮らしの実現                

 

 

 ⑴ 社会参加の促進 

   障害のある人が社会参加しやすくなるよう、移動やコミュニケーション、余暇活動の充実

に取り組みます。 

 ⑵ 日中活動の充実 

   障害のある人が自分らしく暮らせる場所の整備や周知に取り組みます。 

 ⑶ 当事者活動の促進 

   障害のある人が自ら支え合う取組に協力します。 

 

 

■ 基本的な考え方 

  障害者基本法では、その基本的理念において「社会を構成する一員として社会、経済、文化

その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」との考えを明らかにしています。 

  また、障害福祉ニーズアンケート調査では、外出するときに「いつも支援が必要」、「慣れ

た場所以外では支援が必要」と答えた方が回答者の半数近くに上りました。また、一人で外出

できない時に、「家族が付き添っている」割合が 8 割を超えており、将来家族が高齢となった

場合など家族が介助できない場合に対応するためにも、社会参加の促進を促すための支援が求

められています。 

  こうした状況を踏まえ、障害のある人が自分らしく暮らしていくために、様々な活動に参加

しやすい環境づくりを推進し、社会参加等による豊かな暮らしの実現を図ります。 

 

■ 施策の展開 

⑴ 社会参加の促進 

① 移動支援の充実 【継続】 

  ・移動手段の確保については、各種助成制度を継続して行うほか、障害のある人の乗車を可

能とする車両改造についても積極的に支援します。 

  ・重度身体障害者移動支援事業については、運転ボランティアの減少や利用者の固定化とい

う現状を踏まえ、今後の事業のあり方について検討していきます。 

  ・福祉バスについては、適正な車両管理を行いながら、利用を促進します。 

  ・福祉有償運送については、実施団体や福祉有償運送運営協議会とともに、安全性の確保や

利便性の向上に向けて、引き続き事業を進めていきます。 

  ・ガイドヘルプサービスについては、引き続き利用環境を整えるとともに、障害のある人同

士が外出する際のサービスを使いやすくするなどの見直しを行っていきます。 

 

 

 

＜施策の方向性＞ 
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 ② コミュニケーション支援の充実 [拡充] 

  ・聴覚障害のある人へのコミュニケーション支援として、上越市社会福祉協議会と連携を図

り、引き続き、手話通訳者や要約筆記者の養成講座や派遣事業を行います。 

  ・手話通訳者が不足していることから、手話通訳試験合格者の増加を目指し、より実効性の

ある養成講座となるよう見直しを行うとともに、多くの受験者を確保するための方策を検

討していきます。 

  ・また、手話通訳者の確保が手話の普及につながることから、手話サークル協議会との連携

を強化し、ＰＲの実施による手話サークルの活性化など、手話の普及啓発に努めていきま

す。 

  ・障害のある人のコミュニケーションを円滑にするため、コミュニケーションに必要な日常

生活用具給付や補装具の給付を行います。また、障害のある人のＩＴを活用したコミュニ

ケーション手段の広がりや就労への活用などを見据えた、高度なＩＴ活用のあり方や導入

支援などについて検討していきます。 

 

 ③ スポーツや文化活動等の支援  

  ・障害のある人が、スポーツや文化活動に親しむことができるよう、引き続き、公共建築物

ユニバーサルデザイン指針に基づく施設整備を推進し、障害の有無に関わらず誰もが安心

して社会参加できるノーマライゼーションのまちづくりに取り組みます。 

  ・2020 年（平成 32年）に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて、障害のあ

る人のスポーツへの関心度を高めるとともに、平成 31 年に開催予定の全国障害者芸術・文

化祭や、市内で開催されている障害のある人の芸術作品展の「アール・ブリュット展＊30」

の機会を活用し、市内においても芸術文化に触れる機会の創出を図ります。 

  ・スポーツや芸術文化などを通じた障害のある人の社会参加の促進には、障害のある人に対

する差別意識を無くし、障害のある人が社会参加しやすい環境を整備することが必要です。

市では、障害や障害のある人を正しく理解していただくため、広く市民に周知・啓発する

イベントや講演会等を継続して行います。 

 

 

⑵ 日中活動の充実 

 ① 地域活動支援センターの充実 [拡充] 

  ・地域活動支援センターは、障害のある人の創作的活動や生産活動の場であるとともに、社

会との交流を促進する場所であり、さらには日中の居場所としての役割も果たしているこ

とから、障害の種別を問わず、広く障害のある方が利用できるよう運営を支援します。 

 

 ② 日中活動系サービスの利用促進 

  ・自立訓練（生活訓練）サービスや就労継続支援Ｂ型サービス等の日中活動の場について、

イベント開催の機会等を通じたサービス事業所の紹介や、特別支援学校等の生徒、保護者

等への説明の機会を設けるとともに、計画相談においても確実な情報提供を行うことで、

障害のある人の状況やニーズに合った日中活動系サービスの利用を促進します。 
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⑶ 当事者活動の促進  

 ① 当事者及び家族等の支援者の活動に対する支援  

  ・障害者団体の新規会員の増加に向けて、団体の紹介チラシの窓口等への設置や、声掛けの

実施、障害福祉ハンドブック等の冊子で紹介するなど、障害者団体の取組を支援します。 

   ・障害者団体が行う障害福祉サービスに関する勉強会や会議等のイベント開催などの自主的

な活動を引き続き支援します。 

 

 ② ピアサポート＊31等障害のある人の活動に対する支援  

   ・障害のある人などが、お互いの悩みを打ち明け合うことなどにより、前向きに暮らしてい

くための活動を引き続き支援します。 
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４ 就労の支援と定着の促進                             

 

 

 ⑴ 一般就労の促進 

   障害のある人の自立した暮らしを支える一般就労の促進に取り組みます。 

 ⑵ 福祉的就労の促進 

   障害のある人のスキルを高め、自分らしい暮らしを支える福祉的就労の環境整備に取り

組みます。 

 

 

■ 基本的な考え方 

  就労は、障害の有無に関わらず、誰もが安心して暮らしていくための生活の基本であり、また、

地域の一員として社会と関わり、社会を支え、自立していく上でも大変重要です。 

  障害者雇用促進法では、障害のある人の雇用の促進と職業生活における自立の促進などによっ

て、障害のある人の職業の安定を図るとされていますが、地域における障害のある人の就業は、

依然として厳しい状況にあります。 

  一方で、障害福祉ニーズアンケート調査では、“今後特に必要と思うもの”の問いに対し、

「障害のある人が、企業で働けるようにすること」が二番目に多い回答となっており、障害のあ

る人の就業に対する意識が益々高まっている状況にあります。 

  こうした状況を踏まえ、当市では障害のある人の就業を障害福祉施策の重要課題として捉え、

障害のある人が自立した生活を営むために就労支援を着実に進め、障害のある人もない人も、分

け隔てなく雇用される地域社会を目指していきます。 

 

■ 施策の展開 

⑴ 一般就労の促進 

 ① 就労移行支援事業等の利用促進 【新規】 

  ・障害のある人の一般就労への支援を積極的に行うため、就労移行支援事業等の活用を促す

とともに、障害者就業・生活支援センター＊32 において、障害特性に応じた職業訓練や職場

開拓のほか、就労後の職場定着による一貫した支援を継続的に行います。 

  ・障害福祉サービスを利用していない在宅の就労意欲を持つ人の就労に向けて、平成 29 年度

に行った「就労に関する意向調査」や訪問活動をもとに、障害者就業・生活支援センター

への登録を促すとともに、就労に関する課題を整理し、農福連携事業の拡充に向けた、新

たなモデル事業の実施などに取り組みます。 

  ・特別支援学校や特別支援学級の生徒の進路選択に際しては、就労移行支援事業等の障害福

祉サービスについての説明会を開催しており、引き続き説明の機会を設けることでサービ

ス利用の促進を図ります。 

 

 ② 就労定着支援 【新規】 

  ・新たに創設される「就労定着支援」サービスの実施を就労移行支援事業所等に促していき

＜施策の方向性＞ 
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ます。 

  ・併せて、一般就労した障害のある人が長期にわたって就労継続できるよう、平成 29 年度に

設置した「ジョブサポーター」による職場訪問や、一般就労した人の不安解消のため相談

を行うなどの支援に取り組みます。 

 

③ 就労先の拡大（農業分野を含む） [拡充]  

  ・障害のある人の農業分野への就労をさらに推進するため、新たなモデル事業に取り組みま

す。 

農産物の加工や 6次産業化によって就労の可能性を高め、年間を通しての安定した雇用の継

続に向けた検討を進めます。 

  ・ハローワークと連携し、企業や事業所における障害のある人の雇用に対する理解と協力を

求め、就労先の拡大を図ります。 

 

 ④ 市民や企業の意識啓発（障害を理由とする差別の解消） 【新規】 

  ・障害のある人が就労して安定した生活を送るためには、企業や事業所のほか、市民が障害

のある人の特性を理解し、障害を理由とする差別の解消につなげていくことが重要である

ことから、市のホームページ等による周知のほか、市民や民間事業者等を対象とした講演

会等のイベントの機会を活用し、広く市民に対して啓発を行うことで、障害のある人の雇

用への理解を促進していきます。 

  ・企業や事業所に対して、障害のある人を試行的に雇用するトライアル雇用＊33 など各種支援

制度を周知し、支援制度を活用した雇用など就労先の拡充を図ります。 

 

 

⑵ 福祉的就労の促進 [拡充] 

 ① 就労継続支援の拡充 

  ・就労継続支援Ａ型、Ｂ型を行う障害福祉サービス事業所における受託作業の拡大に向けて、

障害福祉事業所で組織する上越ワーキングネットワーク＊34 を活用し、農福連携事業の成果

をもとに農業分野での委託者や受託作業の増加を図ります。 

  ・農業はもとより農産物加工の分野における障害のある人の就労の可能性を高めるほか、農

作業への従事が障害特性や個人の適性に合う人の“やりがい”のある就労の実現に向け、

障害のある人が生産、加工及び販売の一連の工程に関わる 6 次産業化の実現に向けた新た

なモデル事業に取り組みます。 

  ・一般就労が困難な障害のある人にとって、日常生活における日中活動の場となる就労継続

支援Ｂ型の障害福祉サービスは、利用者が増加傾向にあることから、新規事業所の開設を

支援していきます。 

  ・また、産業界や関係機関との連携を強化し、障害者優先調達推進法の周知やイベント等で

の製品等の紹介により、障害福祉サービス事業所における企業や事業所からの受注拡大を

支援していきます。 
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５ 障害児支援体制の整備                              

 

 

 ⑴ 児童発達支援センターの設置 

   障害児の療育に関する相談や療育を一体的に行う支援体制の充実を図ります。 

 ⑵ 重症心身障害児等に対応した児童発達支援事業等の充実 

   医療機関等と連携して重症心身障害児等を受入れる療育支援の環境を整えます。 

 ⑶ 医療的ケア児支援体制の確保 

   障害児の療育支援体制の充実を図ります。 

 

 

■ 基本的な考え方 

  平成 30年 4月施行の児童福祉法の一部改正に伴って、厚生労働省が示した基本指針により、市

町村障害児福祉計画の策定が義務化されました。併せて、平成 32 年度までに児童発達支援セン

ター設置や保育所等訪問支援の拡充、居宅訪問による児童発達支援の創設などの障害のある児童

への支援を拡充し、計画的に進めることとされました。 

  当市においては、障害のある児童が身近な地域で多様な支援が受けられるよう、上越市福祉交

流プラザに設置したこども発達支援センターにおいて、個別療育の実施など児童への多様な療育

支援を行ってきています。現在、障害のある児童や保護者の更なるニーズに応えるとともに、必

要な支援サービスを切れ目なく継続的に提供できるよう、当センターと児童発達支援センター機

能の整理を行っています。 

  この整理を踏まえ、当市においては、これまで蓄積した資源や経験をいかしながら、国が示す

児童発達支援センターの設置（児童発達支援事業の実施を含む）などの支援を充実していきます。 

  また、医療的ケアが必要な児童がそれぞれの地域で適切な支援を受けられるよう、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等関係機関が連携を図るための協議の場を設けるための体制整備を図って

いきます。 

 

■ 施策の展開 

⑴ 児童発達支援センターの設置 【新規】 

① 児童発達支援センターの設置（児童発達支援事業の提供） 

  ・こども発達支援センターについては、児童発達支援事業の実施に必要な機能を概ね有して

いることから、さらに必要とされる支援体制を含めた機能の拡充について検討します。 

  ・障害者手帳の所持者など障害のある児童に対する障害福祉サービスとして、児童発達支援

センターの設置を、国が示す平成 32年度を目標に検討します。 

  ・児童発達支援センターや児童発達支援事業については、市だけでなく、障害福祉サービス

事業所においても実施することが可能であることから、社会福祉法人等による設置も含め

た当市における適切な支援体制を検討します。 

＜施策の方向性＞ 
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⑵ 重症心身障害児等に対応した児童発達支援事業等の充実 【新規】 

① 重症心身障害児等のための「児童発達支援事業所」及び「放課後等デイサービス」の確保 

  ・重症心身障害のある児童への支援については、これまでと同様にこども発達支援センター

において個々の特性に合った療育を行っていくとともに、児童発達支援事業の実施検討に

合わせ、障害福祉サービス事業所での提供についても検討していきます。 

  ・放課後等デイサービスの利用においても、重症心身障害のある児童の受け入れを推進して

いきます。また、放課後等デイサービスを利用する児童が増加していることから、サービ

ス事業所の設置を促進していきます。 

 

⑶ 医療的ケア児支援体制の確保 【新規】 

① 医療的ケア児支援のための協議の場の設置 

  ・児童福祉法の規定に基づき、医療的ケア児支援のための協議の場を設置することとし、保

健、医療、福祉、教育等それぞれの関係専門機関が連携して、個々の児童を支援する体制

整備を整えます。 

 

② 医療的ケア児支援体制の充実 [拡充] 

  ・上越地域医療センター病院及びさいがた医療センターの病床の一部を、医療的ケアが必要

な人が利用可能な緊急短期入所施設に位置付けており、児童の受入れ体制についても引き

続き確保します。 

  ・医療的ケア児への支援においては、障害福祉サービス事業所の支援員の医療的なスキルの

向上が求められることから、喀痰吸引や経管栄養等の研修会への参加を推進します。 
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 【図表 4-7】こども発達支援センターと児童発達支援センターの支援内容等の比較 

    こども発達支援センターの取組      児童発達支援センター（福祉型）の制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 対象 

  障害のある児童のほか、ことばや行動面

などにおいて発達に遅れのある児童 

 

 

 

 

■ 利用者負担 

  市独自の事業として実施しており、利用

者負担なし 

■ 主な機能 

 

■ 対象 

  障害のある児童（発達障害児を含む） 

※ 手帳のある児童のほか、医師、児童 

相談所、市の乳幼児健診等において、 

療育の必要性を認められた児童も対象 

  ※ 対象者には、障害福祉サービスの受 

給者証を発行 

■ 利用者負担 

  障害福祉サービスであり、利用者は１割

を負担（所得額に応じた負担上限額あり） 

■ 主な機能 

 ⑴ 相談支援 

○主に保護者からの発達等に関する相談

に対応 

 

⑵ 通所支援 

○日常生活における基本的動作及び知識

技能を習得し、集団生活に適応するこ

とができるよう、適切かつ効果的な療

育を実施 

 

・親子支援 … 親子一緒に少人数による 

       集団保育を実施 

       ※ 弁当持参（給食なし） 

・個別療育 … 児童個人の特性に応じた 

       個別の療育支援を実施 

⑶ 保育園等巡回相談支援 

（主に保育士等を対象とした支援） 

○主に保育園等からの依頼に基づき、セ

ンター職員が保育園等を訪問 

○発達に遅れのある児童への保育内容等

について、保育士等への助言を実施 

 

 

⑴ 障害児相談支援 

○保護者の相談対応のほか、障害福祉

サービス等の利用計画等を作成 

 

⑵ 通所支援（児童発達支援事業） 

○日常生活における基本的動作及び知識

技能を習得し、集団生活に適応するこ

とができるよう、適切かつ効果的な療

育を実施 

 

 

※ 少人数による療育（集団保育）を実施

しているところが多い。 

※ 給食あり 

 

⑶ 保育園等訪問支援 

（児童個人を対象とした支援） 

○保護者の申請に基づき、センター職員

が保育園等へ定期的に訪問 

○対象児童への適切な保育方法等を検討

し、日常の保育の中で取り組む 

○センター職員、保育園等、保護者等で

情報を共有 

（参 考）医療型の児童発達支援センター 

■ 対  象：主に上肢・下肢・体幹の機能に障害のある児童 

■ 主な機能：福祉型の児童発達支援センターの機能 ＋ 医療機能 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次計画 
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６ 年次計画                                    

  計画期間における各施策の方向性・展開について、年次計画をもとに取組を進めます。 

 

【図表 4-8】年次計画                                

施策の方向性・展開 

取組の概要 
施策の柱 施策の方向性 

１ 共生社

会の実現

に向けた

取組の推

進 

⑴障害を理由

とする差別

の解消の推

進 

① 障害を理由とする差別の解消の推進【新 規】 

 ・ 差別等の実態把握、差別的な対応の解消及び再発防止 

 

 ・ 上越市障害者差別解消支援地域協議会における効果的な取組の検討及

び実施 

⑵権利擁護の

推進 

① 成年後見制度等の利用促進［充 実］ 

 ・ 関係機関による成年後見申立て支援及び制度周知 

 

・ 適正な法人後見の実施の支援 

・ 総合的な支援体制の構築(成年後見制度利用促進基本計画への対応) 

 

・ 日常生活自立支援事業の利用促進(上越市社会福祉協議会との連携) 

② 障害者虐待防止の取組の推進 

 ・ 虐待防止の啓発強化と対策の充実 

 

⑶精神障害に

も対応した

地域包括ケ

アシステム

の構築 

① 共生社会実現に向けた包括的な支援体制の構築【新 規】 

 ・ 障害のある人に対応した「地域包括ケアシステム」の構築(既存システ

ムの充実) 

 ・ 「保健、医療、福祉関係者による精神障害をはじめとした障害のある

人への支援について協議する場」の設置 

⑷市民の意識

啓発 

① 共生社会実現に向けた市民等の意識啓発［充 実］ 

 ・ 講演会等のイベントや広報誌等を活用した意識啓発 

 

 

２ 障害の

ある人が

安心して

暮らせる

地域生活

の実現 

⑴包括的な支

援体制の整

備 

① 地域生活支援拠点等の整備に向けた取組の推進 

 ・ 市内サービス事業所と連携した拠点等の整備 

② 相談支援業務の増加への対応［充 実］ 

 ・ 相談支援体制の強化、質の向上と指導者の養成 

 

 

③ ニーズ等を踏まえた計画相談の実施 

 ・ ニーズに対応したサービス利用計画作成と課題対応(高齢障害者の介護

保険制度移行、長期入所・入院患者の地域移行)の促進 

④ 各種支援策の適切な活用につながる効果的な情報提供の実施 

 ・ ハンドブック等による積極的な情報提供(障害特性に配慮した提供) 

 ・ サービスや事業所の取組を周知する説明会等の開催 

＊その他：施設入所支援の継続と併せ、上記の包括的な支援体制の構築によ

り、障害のある人の意向を踏まえつつ地域生活への移行を促進 
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                                             （1/3） 

年次計画 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 

      

・差別等事案の

収集及び対応 

     

・会議開催  

・講演会等開催 

  

・講演会等開催 

 

 

 

・講演会等開催 

      

・申立て支援等 

・制度周知 

     

・地域連携ネッ

トワーク構築 ・研修会開催等     

・自立支援協議

会での検討 

・関係機関協議 ・計画作成 

・中核機関設置 

  

  

 

・運営支援      

      

・情報収集と対

策検討・実施 

     

      

 ・関係者協議   ・システムの構

築 

 

 

 

・関係者協議 ・方針決定 ・協議の場設置   

      

・広報誌等  

・障害者週間 

・講演会等開催(再掲) 

  

・障害者週間 

・講演会等開催(再掲) 

  

・障害者週間 

・講演会等開催(再掲) 

      

・関係団体協議  ・方針決定   ・拠点等整備 

      

・課題抽出と対

応協議 

・ノウハウ共有 

     

      

・課題対応を考

慮した相談 

     

      

・情報提供      

 ・説明会等開催  ・説明会等開催  ・説明会等開催 

－ 

 

－ － － － － 
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新たな施策の柱 

取組の概要 
施策の柱 施策の方向性 

２ 障害の

ある人が

安心して

暮らせる

地域生活

の実現 

⑵障害福祉

サービスの

充実 

① 共生型サービスの円滑な導入【新 規】 

  (訪問介護、生活介護、短期入所等の介護保険サービス事業所の活用) 

 ・ 支援者等のスキル向上 

・ ニーズに対応した施設利用の促進(医療的ケア、自宅からの距離など) 

 

② グループホームの整備促進［充 実］ 

  (重度障害に対応した施設の整備を含む) 

 ・ 整備費の助成と入居支援の継続 

 ・ 医療的ケアに対応できるグループホームの整備 

 

③ 施設入所支援の継続 

 ・ 重度の障害のある人の生活の場である施設への入所支援の継続 

④ 緊急短期入所用居室の確保 

 ・ 緊急相談の実施及び緊急一時避難場所の確保 

⑤ ニーズを踏まえた各種サービスの充実［充 実］ 

 ・ ニーズを踏まえた各種障害福祉サービスの充実 

 

 

 ・ 補装具の適切な給付や住宅リフォーム等助成の継続 

⑶各種助成制

度の適切な

運用 

① 県等の動向を踏まえた医療費助成制度の適切な運用 

 ・ 医療費助成による経済的負担の軽減と制度の周知 

② 県等の動向を踏まえた各種手当支給制度の適切な運用 

 ・ 各種手当による経済的負担の軽減と制度の周知 

⑷災害時への

備えの充実 

① 災害時の避難体制の維持及び充実 

 ・ 障害者施設における災害時受入体制（福祉避難所）及び避難支援体制の

整備 

 ・ ヘルプカード、安全メールの活用 

３ 障害の

ある人の

社会参加

等による

豊かな暮

らしの実

現 

⑴社会参加の

促進 

① 移動支援の充実 

 ・ タクシー利用券等の助成の継続 

 ・ 福祉車両運行事業や福祉有償運送運の利便性向上に向けた検討 

 ・ ガイドヘルプサービスの充実 

 

② コミュニケーション支援の充実［充 実］ 

 ・ 手話奉仕員等の養成及び派遣事業の充実 

 

 ・ 手話の普及に向けた取組の推進 

 ・ ニーズに合った用具の給付 

 

③ スポーツや文化活動等余暇活動の支援 

 ・ ユニバーサルデザイン指針に基づく施設整備の推進 

 ・ 多くの人と交流できる場の確保 
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                                             （2/3） 

年次計画 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 

 

 

     

・勉強会開催等      

・施設のサービス

情報の共有等 

     

 

 

     

・整備費助成等      

・施設、医療機

関等との協議 

 ・整備方針等の

決定 

  ・整備 

      

・入所支援      

      

・実施及び確保     ・拠点等との統合 

      

・関係団体との

情報共有 

・助成等 

     

・給付      

      

・助成及び周知      

      

・支給及び周知      

      

・維持及び充実 

 

     

・周知等      

      

・助成      

・検討      

・グループ型支

援の実施 

     

      

・養成講座の開

催 

     

・周知      

・給付及び用具

の充実 

     

      

・指針の順守      

・後援等協力      
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新たな施策の柱 

取組の概要 
施策の柱 施策の方向性 

３ 障害の

ある人の

社会参加

等による

豊かな暮

らしの実

現 

⑵日中活動の充実 ① 地域活動支援センターの充実［充 実］ 

 ・ 三障害に対応した日中活動の場の充実 

② 日中活動系サービスの利用促進 

 ・ 事業所の周知等 

 

⑶当事者活動の促

進 

① 当事者及び家族等の支援者の活動に対する支援 

 ・ 障害者団体の会員確保に関する支援 

② ピアサポート等障害のある人の活動に対する支援 

 ・ サポートが必要な人への確実な情報提供 

４ 就労の

支援と定

着の促進 

⑴一般就労の促進 ① 就労移行支援事業等の利用促進【新 規】 

 ・ 就労意欲を持つ在宅の障害のある人に対する就労支援 

 

 ・ 特別支援学校生徒の進路選択に関する説明等 

② 就労定着支援【新 規】 

 ・ 障害者就労・生活支援センターの活用と就労移行支援事業所との連携

強化 

③ 就労先の拡大(農業分野を含む)［充 実］ 

 ・ 産業界や関係機関との連携強化と作業受託の実績をいかした就業活動

の支援 

④ 市民や企業の意識啓発(障害を理由とする差別の解消)【新 規】 

 ・ 障害者雇用の理解促進、各種支援制度の周知 

 

⑵福祉的就労の促

進 

① 就労継続支援の拡充［充 実］ 

 ・ 産業界や関係機関と連携した受注機会の拡大 

 

 ・ 受託作業の拡大(農業分野を含む) 

 

 

５ 障害児

支援体制

の整備 

⑴児童発達支援セ

ンターの設置 

① 児童発達支援センターの設置【新 規】 

 ・ 児童発達支援センターの設置（通所児童発達支援の実施） 

 

 ・ 保育所等訪問支援の実施 

⑵重症心身障害児

等に対応した児

童発達支援事業

等の充実 

① 重症心身障害児等のための「児童発達支援事業所」及び「放課後等デイ

サービス」の確保【新 規】 

 ・ 医療機関等と連携した通所児童発達支援の実施 

 ・ 医療機関等と連携した放課後等デイサービスの実施 

⑶医療的ケア児支

援体制の確保 

① 医療的ケア児支援のための協議の場の設置【新 規】 

 ・ 医療・療育専門機関と連携した協議の実施 

② 医療的ケア児支援体制の充実[充 実] 

 ・ 医療的ケア児も利用可能な障害福祉サービスの確保 

 ・ 支援員の医療的なスキルの向上 
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                                             （3/3） 

年次計画 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 

      

・運営、周知等支援      

      

・イベントでの

紹介等 

 

・説明会等開催(再掲) 

  

・説明会等開催(再掲) 

  

・説明会等開催(再掲) 

      

・周知等協力      

      

・周知等協力      

      

・訪問、支援制

度の紹介等 

・意向調査等  ・意向調査等  ・意向調査等 

 ・説明会等  ・説明会等  ・説明会等 

      

・情報共有と課

題対応 

     

      

・関係機関と連

携した開拓等 

     

      

・イベントでの

紹介等 

     

      

・イベントでの

紹介等 

     

・農作業開拓等 

・モデル事業の

実施等 

     

      

・方針決定  ・児童発達支援

事業の実施 

  ・児童発達支援セ

ンターの設置 

・方針決定     ・実施 

 

 

     

・ニーズ把握 ・関係機関との協議  ・方針決定  ・実施 

・実施      

      

・場の設置 

・定期的な協議 

     

・事業所協議等      

・研修周知等      
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果目標 
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７ 成果目標                                    

  計画期間における成果目標を設定し、その達成に向けて取組を進めます。 

 

 

 ⑴ 施設入所者の地域生活への移行 

 

＜国が示した数値目標＞ 

・平成 32 年度末において、平成 28 年度末時点の施設入所者数の 9％以上が地域生活へ移行する

こと。 

・平成 32年度末において、平成 28年度末時点の施設入所者の 2％以上を削減すること。 

 

【図表 4-9】＜当市の目標値＞ 

項  目 数 値 備  考 

平成 28年度末時点の入所者数  211人   平成 28年度末の施設入所者数 

目標年度入所者数  211人   平成 32年度末時点の利用人員 

【目標値】 

削減見込み  

0人   
入所者数にかかる差引減少見込み数 

（0％） 

【目標値】 

地域生活移行者数  

5人   施設入所からグループホーム等へ移行した

者の数 （2.4％） 

目標値の設定内容 

介護者の高齢化により在宅での生活が困難な人が増えている中、施設退所者がなかなか見込めない

状況にあることから、施設待機者も年々増加し、平成 29 年 3 月末現在の待機者数は 41 人となってい

る。 

このような状況を踏まえ、入所者数削減見込みについては、待機者が依然として多く、今後も入所

者数の削減が見込めないことから、削減見込みは 0 人とする。また、地域生活移行者数については、

生活能力が高いと思われる施設入所者（5人程度）のグループホーム等への移行を見込み設定する。 

 

 

 ⑵ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

＜国が示した数値目標＞ 

平成 32年度末までに、各市町村に保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置すること。 

 

【図表 4-10】＜当市の目標値＞ 

項  目 協議の場の有無 

【目標値】 

平成 32年度末時点での協議の場 
有 

目標値の設定内容 

精神障害にも対応できる地域包括ケアシステムの構築を目指すために保健・医療・福祉関係者等で

構成された協議の場を設置する。 
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 ⑶ 地域生活支援拠点等の整備 

 

＜国が示した数値目標＞ 

・平成 32 年度末までに、各市町村又は各障害福祉圏域に少なくとも１つの拠点を整備するこ

と。 

 

【図表 4-11】＜当市の目標値＞ 

項  目 整備の有無 

【目標値】 

平成 32年度末時点での地域生活支援拠点等 
有 

目標値の設定内容 

関係する障害福祉サービス事業所等と連携を図りながら、今現在ある資源を活用し、市内の実情

を考慮して地域生活支援拠点の整備を目指す。 

 

 

 

 ⑷ 福祉施設から一般就労への移行等 

  ① 福祉施設から一般就労への移行 

 

＜国が示した数値目標＞ 

・平成 32 年度中に福祉施設から就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の数は、

平成 28年度の一般就労への移行実績の 1.5倍以上とすること。 

 

【図表 4-12】＜当市の目標値＞ 

項  目 数 値 備  考 

平成 28年度の一般就労移行者数 21人   

平成 28 年度において福祉施設の利用者のう

ち、就労移行支援事業等を通じて、一般就労し

た者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数 

21人   

（100％） 

平成 32 年度において福祉施設の利用者のう

ち、就労移行支援事業等を通じて、一般就労し

た者の数 

目標値の設定内容 

一般就労への移行率は上がっているが、就労移行支援サービスの利用者が年々減少していることか

ら、今後も大きな変動が見込まれないため、目標値を現状と同程度の数値で設定する。 
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  ② 就労移行支援事業の利用者数 

 

＜国が示した数値目標＞ 

・平成 32 年度末における就労移行支援事業の利用者数が、平成 28 年度末の利用者数の 2 割以

上増加すること。 

 

【図表 4-13】＜当市の目標値＞ 

項  目 数 値 備  考 

平成 28年度の就労移行支援事業利用者数 108人  
平成 28年度において就労移行支援

事業を利用した者の数 

【目標値】 

目標年度の就労移行支援事業の利用者数 

108人  平成 32年度において就労移行支援

事業を利用する者の数 （100.0％） 

目標値の設定内容 

就労移行支援の拡大に向け、支援策に積極的に取り組んでいくこととしているが、就労移行支援

サービスの利用者が年々減少しており、今後も大きな変動が見込まれないため、目標値を現状と同

程度の数値で設定する。 

 

 

  ③ 就労移行率の 3割以上の事業所の割合 

 

＜国が示した数値目標＞ 

平成 32 年度末において、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割以上とすること。 

 

【図表 4-14】＜当市の目標値＞ 

項  目 数 値 備  考 

【目標値】 

平成 32年度末の就労移行支援事業所の数 
12か所  

平成 32年度末における就労移行支援

事業所の数 

【目標値】 

平成 32年度末の就労移行率 3割以上の 

事業所の数 

6か所  
平成 32年度末において就労移行率 3

割以上の事業所の数 

【目標値】 

目標年度の就労移行率 3割以上の事業所の

割合 

5割以上  

平成 32年度末において、就労移行支

援事業所のうち、就労移行率が 3割以

上の事業所の割合 

目標値の設定内容 

現在、就労移行支援事業所は 11か所あり、そのうち就労移行率 3割以上の事業所は 6か所であ

ることから、国の数値目標と同程度とし、全体の 5割以上を目標値として設定する。 
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  ④ 就労定着支援利用による職場定着率 

 

＜国が示した数値目標＞ 

・各年度における就労定着支援による支援開始から 1 年後の職場定着率を 8 割以上とするこ

と。 

 ※「1年後」の定義 … 「事業利用（支給決定）から 1年超となる日」（＝満 1年に該当する日の翌日）を指す。 

 

【図表 4-15】＜当市の目標値＞ 

項  目 数 値 
＜参考数値＞ 

備  考 
新規利用者数 職場定着者数 

【目標値】 

平成 30年度末の

職場定着率 

なし  21人  なし  

平成 30年度末における就労定

着支援による支援開始から 1

年後の職場定着率 

【目標値】 

平成 31年度末の

職場定着率 

8割以上  21人  

17人  平成 31年度末における就労定

着支援による支援開始から 1

年後の職場定着率 
（80.1％） 

【目標値】 

平成 32年度末の

職場定着率 

8割以上  21人  

17人  平成 32年度末における就労定

着支援による支援開始から 1

年後の職場定着率 
（80.1％） 

目標値の設定内容 

各年度における職場定着率については、国の目標値と同程度とし、各年度における就労定着支援

の新規利用者数の 8割以上を目標値として設定する。 
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  ⑤ 一般就労先の拡大（上越市単独成果目標） 

 

【図表 4-16】＜当市の目標値＞ 

項  目 数 値 備  考 

【目標値】 

平成 30年度末の新規障害者雇用 

開始企業数 

1社以上  
平成 30年度末における新たに障害

者雇用を始める企業等の数 

【目標値】 

平成 31年度末の新規障害者雇用 

開始企業数 

3社以上  

平成 30年度から平成 31年度末にお

ける新たに障害者雇用を始める企業

等の累計数 

【目標値】 

平成 32年度末の新規障害者雇用 

開始企業数 

5社以上  

平成 30年度から平成 32年度末にお

ける新たに障害者雇用を始める企業

等の累計数 

目標値の設定内容 

 障害者の雇用及び就労の促進を図っているが、雇用環境は依然として厳しい状況にある。 

 このような状況から、一般就労先の拡大を図るため、新たに障害者雇用を始める企業等を増やし

ていくことを目標とし、市単独成果目標として目標値を設定する。 

 なお、当初は、なかなか障害者雇用を始める企業等の増加が見込めないことが予想されるので、

平成 30年度は 1社以上、平成 31年度は平成 30年度からの累計で 3社以上、平成 32年度は平成 30

年度からの累計で 5社以上を目標値として設定する。 
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 ⑸ 障害児支援の提供体制の整備等 

  ① 障害児支援の提供体制 

 

＜国が示した数値目標＞ 

平成 32年度末までに、各市町村に下記について整備すること。 

 ・児童発達支援センター：少なくとも 1か所以上 

 ・保育所等訪問支援：利用できる体制を構築する。 

 ・主に重症心身障害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：1か所以上 

【図表 4-17】＜当市の目標値＞ 

項  目 数 値 備  考 

【目標値】 

児童発達支援センターの設置 
1か所  

平成 32 年度末における児童発達支援セン

ターの数 

【目標値】 

保育所等訪問支援の提供体制 
1か所  

平成 32 年度末における保育所等訪問支援

事業所の数 

【目標値】 

主に重症心身障害児を支援する児

童発達支援事業所の確保 

1か所  

平成 32 年度末における主に重症心身障害

児を支援する児童発達支援事業所の数 

【目標値】 

主に重症心身障害児を支援する放

課後等デイサービスの確保 

2か所  

平成 32 年度末における主に重症心身障害

児を支援する放課後等デイサービスの数 

目標値の設定内容 

 障害児支援の提供体制としては、国の目標値と同程度とし、児童発達支援センター、保育所等訪

問支援事業所、重症心身障害児が利用できる児童発達支援事業所をそれぞれ 1 か所ずつ設置するこ

とを目標値として設定する。 

 また、重症心身障害児が利用できる放課後等デイサービスについては、市内で 1 か所の事業所が

確保されており、さらに 1か所の整備が予定されていることから、2か所として目標値を設定する。 

 

  ② 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 

＜国が示した数値目標＞ 

平成 30 年度末までに、各市町村に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等による協

議の場を設置すること。 

【図表 4-18】＜当市の目標値＞ 

項  目 協議の場の有無 

【目標値】 

平成 30年度末時点での協議の場 
有 

目標値の設定内容 

 医療的ケア児の支援に関する保健、医療、障害福祉、教育等の連携をより一層推進するために、

それぞれの関係機関が連携を図るための協議の場を設置する。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の見込量と展開 
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８ 今後の見込量と展開                               

  計画期間における障害福祉サービスの見込量と展開を示します。 

 

⑴ 障害福祉サービスの見込量 

 【図表 4-19】① 訪問系サービス               ※1か月当たりの利用見込量 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

居宅介護 
時間 4,322 4,538 4,765 

事 業所と 連携し 、

サービス量の維持・

向上を図る 

人 280 294 309 

重度訪問介護 
時間 438 438 438 

人 4 4 4 

同行援護 
時間 248 248 248 

人 23 23 23 

行動援護 
時間 205 205 205 

人 33 33 33 

 

 【図表 4-20】② 日中活動系サービス             ※1か月当たりの利用見込量 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

生活介護 

入所 

人日 4,642 4,642 4,642 

継続実施 人 211 211 211 

定員 170 170 170 

通所 

人日 5,148 5,560 6,005 施設整備による増 

（H30  1施設） 

（H32 1施設） 

人 323 349 377 

定員 216 216 227 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日 66 88 110 基準該当障害福祉

サービスにより実施 人 3 4 5 

自立訓練 

（生活訓練・日中） 

人日 880 880 880 

施設整備による増 

（H31 1施設） 

人 55 55 55 

定員 84 89 89 

自立訓練 

（生活訓練・夜間） 

人日 644 644 644 

人 23 23 23 

定員 52 52 52 

就労移行支援 

人日 1,653 1,653 1,653 

継続実施 人 90 90 90 

定員 107 107 107 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日 1,052 1,052 1,052 
増築による定員増 

（H30 10名増） 
人 63 63 63 

定員 60 60 60 

   ※ 単位のうち「人日」は、利用見込人数に 1人 1月当たり平均利用見込日数を乗じたものです。 
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 【図表 4-21】② 日中活動系サービス             ※1か月当たりの利用見込量 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日 7,208 7,496 7,796 
施設整備による増（H30 2施設） 

増築による定員増（H32 5名増） 
人 404 420 437 

定員 343 343 348 

就労定着支援 人 21 21 21 事業所の確保、サービスの普及 

療養介護 
人 51 51 51 

継続実施 
定員 80 80 80 

短期入所 

（医療型） 

人日 56 64 80 
受入体制増強による継続実施 

人 7 8 10 

短期入所 

（福祉型） 

人日 1,340 1,461 1,592 事業所との連携による受入体制拡

充 人 182 198 216 

   ※ 単位のうち「人日」は、利用見込人数に 1人 1月当たり平均利用見込日数を乗じたものです。 

 

 【図表 4-22】③ 居住系サービス              ※1 か月当たりの利用見込量 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

自立生活援助 人 10 10 10 事業所の確保、サービスの普及 

グループホーム 
人 231 245 251 施設整備による増（H30 4 施設） 

（H31 2 施設） （H32 1 施設） 定員 263 278 285 

施設入所支援 
人 211 211 211 

継続実施 
定員 170 170 170 

   ※ グループホームの「人」は上越市外の施設利用者を含まない人数です。 

   ※ 施設入所支援の「人」は上越市外の施設利用者も含み、「定員」は上越市内の定員数です。 

 

 【図表 4-23】④ 相談支援                    ※年間の利用見込量 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

計画相談支援 人 1,449 1,492 1,537 質の向上を図る 

地域移行支援 人 5 5 5 
継続実施 

地域定着支援 人 15 15 15 

 

 【図表 4-24】⑤ 障害児支援                  ※1 か月当たりの利用見込量 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

児童発達支援 

人日 1 200 400 
新規事業所開設による増 

（H31 1施設）（H32 1施設） 
人 1 10 20 

定員 0 10 20 

放課後等 

デイサービス 

人日 1,944 2,255 2,616 
施設整備による増 

（H30 3施設） 
人 191 222 258 

定員 90 90 90 

保育所等訪問支援 
人日 0 0 20 新規事業所開設による増 

（H32 1施設） 人 0 0 20 

居宅訪問型 

児童発達支援 

人日 0 1 1 
 

人 0 1 1 

障害児相談支援 人 192 232 278 継続実施 

   ※ 単位のうち「人日」は、利用見込人数に 1人 1月当たり平均利用見込日数を乗じたものです。 

     ※ 平成 30年度の児童発達支援の利用見込は、市外でのサービス利用を見込むものです。 
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⑵ 地域生活支援事業の見込量 

 【図表 4-25】① 必須事業                         ※年間の利用見込量 

事業名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

理解促進研修・啓発事業 － 実施 実施 実施 啓発強化を図る 

自発的活動支援事業 － 実施 実施 実施 
発達障害のある人の交流

の場の提供を継続実施 

相談支援事業      

 

障害者相談支援事業 

（基本相談） 
人 5 5 5 継続実施 

基幹相談支援センター － 実施 実施 実施 継続実施 

住宅入居等支援事業 － － － － 実施体制の検討 

成年後見制度利用支援事業 件 15 15 15 継続実施 

成年後見制度法人後見支援事業  － － 実施 実施 H31から実施 

意思疎通支援事業       

  手話通訳者・要約筆記

者派遣事業 

実人数 431 431 431 
手話通訳者等の充実 

延人数 579 579 579 

手話通訳者設置事業 

(福祉相談業務) 
人 1 1 1 継続して配置 

日常生活用具給付事業        

  介護・訓練支援用具 件 10 10 10 

継続して給付を行う 

自立生活支援用具 件 41 41 41 

在宅療養等支援用具 件 35 35 35 

情報・意思疎通支援用具 件 26 26 26 

排せつ管理支援用具 件 4,070 4,070 4,070 

住宅改修費 件 5 5 5 

手話奉仕員養成研修事業 人 41 41 41 通訳者を目指す 

移動支援事業      

  個別支援型・グループ

支援型（ガイドヘル

パー派遣） 

人 84 90 97 

外出支援の充実 
延時間 2,163 2,104 2,031 

車両移送型 

（福祉バス運行等） 

延人数 7,288 7,283 7,279 
継続実施 

延回数 3,569 3,562 3,556 

地域活動支援センター機能強化事業     

  
機能強化事業 

か所 2 2 2 
継続実施 

人 179 179 179 
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 【図表 4-26】② 任意事業                     ※年間の利用見込量 

 事業名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

その他事業           

 
訪問入浴サービス 

か所 3 3 3 

事業所と連携

し、サービス量

の維持・向上を

図る 

人 12 12 12 

生活訓練等 人 75 75 75 

日中一時支援 
人日 1,370 1,370 1,370 

人 63 63 63 

生活サポート事業 
延時間 50 50 50 

人 2 2 2 

あんしん生活支援事業 か所 1 1 1 継続実施 

点字・声の広報等発行 人 41 41 41 継続実施 

奉仕員養成研修 人 25 25 25 研修内容の充実 

自動車運転免許取得・改造助成 件 9 9 9 継続実施 

⑶ その他の地域生活支援 

 【図表 4-27】                           ※年間の利用見込量 

 事業名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

タクシー券・自動車燃料費助成（市単独） 人 6,750 6,750 6,750 継続実施 

福祉有償運送 団体 5 5 5 継続実施 

身体障害者補助犬給付事業（県事業） － 実施 実施 実施 
県と連携して啓

発強化を図る 

車いす短期貸与（市単独） 人 145 145 145 継続実施 

心身障害者福祉団体助成費（市単独） － 実施 実施 実施 継続実施 

公共施設利用料減免（市単独） － 実施 実施 実施 継続実施 

⑷ 医療費給付・助成、手当給付等 

 【図表 4-28】                          ※年間の利用見込量 

事業名 単位 30年度 31年度 32年度 展開 

医療費給付・助成      

 

自立支援医療費（更生医療） 人 390 400 410 

経済的負担の軽

減を図る 

自立支援医療費（育成医療） 人 60 60 60 

自立支援医療費（精神通院医療） 人 2,809 2,913 3,009 

重度心身障害者医療費助成（県障） 人 5,380 5,400 5,420 

精神障害者入院医療費助成（市単独） 人 231 228 228 

手当給付等       

  特別障害者手当 人 357 360 360 

経済的支援の実

施 

障害児福祉手当 人 108 110 110 

特別児童扶養手当 人 365 370 370 

在宅重度重複障害者介護見舞金（県） 人 8 8 8 

在宅介護手当

（市単独） 

介護手当 人 255 258 258 

介助手当 人 58 60 60 

心身障害者扶養共済掛金助成（市単独） 件 501 493 475 

居住・住環境      

 障害者住宅リフォーム助成 件 6 6 6 継続実施 

要援護世帯除雪費助成（市単独） 世帯 実施 実施 実施 継続実施 
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◆ 障害福祉サービス等の内容 

 

 【図表 4-29】障害福祉サービス（その 1） 

サービス名 内 容 

①

訪

問

系 

居宅介護 
自宅での入浴、排せつ、食事などの介護や家事支援、通院のため

の介助などを行う 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由により常に介護を必要とする人、又は知的障害

若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であっ

て常時介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の移動支援

を総合的に行う 

同行援護 
重度の視覚障害者の移動支援について、外出時に同行し、移動に

必要な情報の提供や移動の援護等を行う 

行動援護 
知的障害又は精神障害のある人で行動に困難がある人の外出時に

おける危険回避のために必要な支援を行う 

②

日

中

活

動

系 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、施設で入浴、排せつ、食事の

介護や創作的活動又は生産活動の機会を提供する 

自立訓練（機能訓練） 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機

能の向上のために必要な訓練を行う 

自立訓練（生活訓練） 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能

力の向上のために必要な訓練を行う 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識

及び能力向上のために必要な訓練を行う 

就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等での就労が困難な人を雇用（雇用契約を締結）し、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 

就労継続支援（Ｂ型） 
一般企業等での就労が困難な人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 

療養介護 
医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を提供する 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間施設で入浴、排せ

つ、食事などの介護を行う 

 

医療型 病院、診療所、市の指定を受けた介護老人保護施設において実施 

福祉型 
障害者支援施設、市の指定を受けた介護老人保護施設において実

施 

就労定着支援 ○新  
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連

絡調整等の支援を一定の期間において実施 

    

③

居

住

系 

 

グループホーム 

（共同生活援助） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、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行う 

施設入所支援 
施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を

行う 

 

自立生活援助 ○新  

施設入所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

知的障害者や精神障害者について、本人の意思を尊重した地域生

活を支援するため、定期的な巡回訪問等を行う 

  ※ ○新：平成 30年 4月 1日から創設されるサービス 
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 【図表 4-29】障害福祉サービス（その 2） 

サービス名 内 容 

④

相

談

支

援 

計画相談支援 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と

認められる場合に、障害のある人の自立した生活を支え、障害の

ある人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケア

マネジメントによりきめ細かく支援を行う 

地域移行支援 

長期にわたり障害者支援施設等に入所している障害者又は精神病

院に入院している精神障害者に、住居確保・地域生活移行に関す

る相談等の必要な支援を行う 

地域定着支援 
居宅に単身等で生活する障害のある人に、常時の連絡体制確保、

障害の特性で生じた緊急事態における相談等の必要な支援を行う 

⑤

障

害

児

支

援 

児童発達支援 

就学していない障害のある児童に対し、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等の必要

な支援を行う 

放課後等デイサービス 

就学している障害のある児童に対し、授業終了後又は休業日に、

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を図る

ための支援を行う 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適応

のための専門的な支援を行う 

障害児相談支援 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と

認められる場合に、障害のある児童の自立した生活を支え、障害

のある児童の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、

ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行う 

居宅訪問型 

児童発達支援 ○新  

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を受

けるために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供

できるよう、障害児の居宅を訪問して支援を行う 

  ※ ○新：平成 30年 4月 1日から創設されるサービス 
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 【図表 4-30】地域生活支援事業 

サービス名 内 容 

必須事業 

 

理解促進研修・啓発事業 
地域社会の住民に対し、障害のある人に対する理解を深めるため

の研修・啓発を行う 

自発的活動支援事業 
障害のある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対す

る支援を行う 

相談支援事業 
障害のある人や保護者・介助者などからの相談に応じ、必要な情

報提供や権利擁護のために必要な援助を行う 

成年後見制度利用支援事

業 

成年後見制度を利用する知的障害若しくは精神障害のある人に対

し、補助する 

成年後見制度法人後見支

援事業 

成年後見制度を適正に行うことができる法人を確保できる体制を

整備するための活動を支援する 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害により、意思疎通に支

障がある人に対し、手話奉仕員等の派遣により、他者との意思疎

通の支援を行う 

日常生活用具給付事業 

重度障害のある人に対して、日常生活を快適に過ごすための用具

を給付する 

介護・訓練支援用具（特殊寝台、移動用リフトなど） 

自立生活支援用具（棒状つえ、入浴補助用具など） 

在宅療養等支援用具（たん吸引器、透析液加温器など） 

情報・意思疎通支援用具（視覚・聴覚障害者用機器など） 

排せつ管理支援用具（ストマ用装具、紙おむつなど） 

住宅改修費（手すりの取り付け、段差解消修繕など） 

手話奉仕員養成研修事業 手話奉仕員の養成講座を行う 

移動支援事業 
障害のため屋外での移動が困難な人に、ガイドヘルパーの派遣や

車両の運行などにより、外出のための支援を行う 

地域活動支援センター事

業 

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との

交流促進などの活動機会を提供する 

任意事業 

 
訪問入浴サービス 

重度の身体障害のある人に対して、自宅へ浴槽を持ち込み、入浴

を行う 

生活訓練等 視覚、聴覚障害のある人に生活に必要な訓練を行う 

日中一時支援 
日中介護者がいないため一時的に見守り等が必要な障害のある児

童等に、施設等で活動の場の提供などの支援を行う 

生活サポート 
介護給付支給決定者以外の障害のある人に対し、必要に応じてヘ

ルパーを派遣し、生活支援、家事援助を行う 

地域移行のための安全生

活支援 

休日・夜間を問わず 365 日 24 時間体制で緊急時の相談対応、

ショートステイ、ヘルパー派遣を一体的に行う 

点字・声の広報等発行 視覚障害のある人に市広報紙を音声版にして提供する 

奉仕員養成研修 要約筆記、点訳、朗読の研修会を開催する 

自動車運転免許取得・改

造助成 

身体障害のある人の自動車運転免許取得及び自動車改造費を助成

する 

 


	バインダー1
	文書名 _障害者福祉全編j結合_4章①
	障害者福祉全編j結合_Part2
	障害者福祉全編①
	⑧-9　扉　年次計画
	⑧-10　年次計画2
	⑧-11　扉　成果目標の設定について
	⑧-12　新計画成果目標の設定について【1210】
	⑧-13　扉　今後の見込量と展開
	⑧-14　今後の見込量と展開
	⑧-15　障害福祉サービスの内容2



	文書名 _障害者福祉全編j結合_Part3



