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第１章 計画策定に当たって 
 

１ 計画策定の趣旨 
「守谷市障がい福祉計画（第３期）」は，平成２４年度からの３箇年を計画期間として

策定していますが，この期間が平成２６年度で終了します。このため，「地域社会で自立

し自分らしく生きることができるまち」を基本理念とする守谷市障がい者福祉計画（第２

期）やこれまでの障がい福祉サービスの利用実績，障害者自立支援法の改正等を踏まえて，

平成２７年度から平成２９年度までの期間において，障がいのある人※に対する障がい福

祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業のサービスの見込量やその確保に関す

る事項などを定めるため，「守谷市障がい福祉計画（第４期）」を策定するものです。 

 

 

 

  ※ 「障がいのある人」 

 

 

 

 

２ サービス見込量の設定の考え方 
この計画の策定に当たり，国は，施設入所者の地域生活への移行支援，入院中の精神障

がい者の地域生活への移行支援，福祉施設から一般就労への移行支援，障がい児支援のた

めの計画的な基盤の整備を基本指針として示しています。このため，この計画においては，

入所（入院）中の障がいのある人が地域で生活していくためにはどのようなサービスが必

要となり，どの程度の利用が見込まれるのか，また，障がいを持つ児童が健やかに成長す

るためにはどのような環境を整える必要があるかという観点から，サービスの見込量を設

定しています。 
 
３ 守谷市におけるサービスの状況と課題 

サービスの見込量の設定に先立ち，平成２４年３月に策定した守谷市障がい福祉計画

（第３期）の計画期間（平成２４年度～平成２６年度）中におけるサービスの利用状況を

検証したところ，守谷市において充実してきているサービス，不足しているサービスの状

況が明らかになりました。 
障がい福祉サービスにおいては，茨城県内に６箇所の設置となっている自立訓練（機能

訓練）の事業所の一つが平成２６年２月に設置され，新たなサービスを提供することがで

きました。就労継続支援Ａ型や共同生活援助については，利用実績が計画値を大きく上回

っていますが，これは，目標値を設定した時点において事業所の新設が見込めなかったた

めと考えます。これらのサービスについては，今後も需要が十分にあるものと考えていま

す。 
また，入所（入院）中の障がいのある人が地域生活へ移行するためには，訪問系サービ

スや相談支援事業所が必要不可欠であると考えますが，現在，市内には訪問系サービスを

提供する事業所が２箇所，相談支援事業所は３箇所といった状況で，事業所が不足してい

ます。特に，指定特定相談支援事業所については，平成２７年度からサービス利用計画に

沿った障がい福祉サービスを提供することとなりますので，この分野への事業者の参入が

求められます。 

※ この計画において，「障がいのある人」とは，次に掲げる方です。 
 ・身体に障がいのある人 
 ・知的障がいのある人 
 ・精神に障がいのある人（発達障がいを有するため，日常生活又は社会生

活に制限を受ける人を含みます。） 
 ・国が指定する難病患者 



４ 
 

障がい児通所支援においては，放課後等デイサービスの事業所が増加し，障がいのある

児童の放課後や夏休み等の長期休暇中にそれぞれの特性にあった事業所を選択できる体

制が整備され，平成２５年度においては放課後等デイサービスの計画値を「３２人日分／

月※」としていましたが実績値では「２０９人日分／月※」となり，平成２６年度におい

ても計画値を大幅に上回る状況になっています。しかしながら，障がいのある児童のサー

ビスの給付決定に不可欠な障がい児相談支援事業や，保育所や幼稚園等に通う障がいのあ

る児童が集団生活へ適応するための専門的な支援を行う保育所等訪問支援を行う事業所

は市内に１箇所もないため，この分野への事業者の参入が求められます。 
※「人日分／月」：月間の平均利用人数×１人１月当たりの平均利用日数 

 
４ 障がいのある人の地域生活への移行のために 

茨城県においては，平成２７年４月１日に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮

らすための茨城県づくり条例」が施行されます。この条例は，「障がいの有無によって分

け隔てられることなく誰もが個人の尊厳及び権利が尊重され，住みなれた地域で社会を構

成する一員としてともに歩み幸せに暮らすことができる社会の実現に寄与すること」を目

的として掲げています。 
障がいのある人が住みなれた地域で安心して生活していくためには，サービスを利用し

て必要な支援を受けることが必要ですが，これとともに，障がいのある人に対する地域住

民の理解と支援も必要不可欠です。  
この計画では，障がいのある人が地域で生活していくために必要なサービスの見込量を

設定するとともに，地域生活支援事業の今後の方策において，障がいのある人に対する理

解促進研修・啓発事業への取組についても言及しています。 
 

 



５ 
 

５ 計画の位置付け 
  平成２６年３月に策定された「守谷市障がい者福祉計画（第２期）」は，障害者基本法

第１１条第３項に規定する「市町村障がい者計画」に相当するもので，保健・医療や教育，

社会参加，まちづくりなど障がい者施策の総合的な計画です。 

今回策定する「守谷市障がい福祉計画（第４期）」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８８条第１項に規定する「市町村障害福祉計画」に相

当するもので，「守谷市障がい者福祉計画（第２期）」に定める事項のうち障がい福祉サ

ービス等の見込量やその確保に関する事項を定めるものです。 

 

【計画の位置付け】 
 

第二次守谷市総合計画 

福祉関係全般の施策 

 
 

 

守
谷
市
地
域
福
祉
計
画 

守谷市障がい者福祉計画（第 2 期） 
(障害者基本法第 11 条第 3 項) 

第 6 期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

守谷市子ども・子育て支援事業計画 

その他関連分野の個別計画 

第二次健康もりや 21 計画 

○
障
害
者
基
本
法
、
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
の
ほ
か
、
国
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障
害
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基
本

計
画
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
法
制
度
及
び
計
画 

○
茨
城
県
の
障
が
い
者
関
連
計
画 

守谷市障がい福祉計画(第 4 期) 
(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 88 条) 
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６ 計画の期間 
平成２７年度から平成２９年度までの３年間とします。 

 

【計画期間】 

 
 

年 度 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

守谷市 
障がい者 
福祉計画 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

守谷市 
障がい 
福祉計画 

 
 
 
 

 

    

守谷市 
地域福祉 
計画 

 
 
 
 

  

 

  

 

 

７ 計画の進行管理 
「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」において，市は，障

がい福祉計画に掲げた事項について，定期的に調査，分析及び評価を行い，必要があると

認めるときは，計画の変更等を行うとしています。 

このため，毎年度，「守谷市地域自立支援協議会」に計画の達成状況や効果について報

告し，計画遂行に係る対応策等について意見を求めます。 

 

守谷市障がい者福祉計画（第 2 期） 

守谷市障害福祉計画(第 3 期) 守谷市障がい福祉計画(第 4 期) 

守谷市障害者福祉計画

（後期計画） 

守谷市地域福祉計画（平成 28 年度まで） 
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第２章 

障がい福祉計画に掲げる 

サービスの対象者の状況 
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第２章 障がい福祉計画に掲げるサービスの対象者の状況 

 
１ 障がいのある人の状況 
 

（１）障がいのある人の総数 

この計画に掲げるサービスの対象者である障がいのある人の総数（表１）は，平成２６

年４月１日現在で３，０１０人で，人口の４．６７％となっています。平成２２年４月１

日現在は２，３４９人であり，この５年間で６６１人の増加（１．２８倍）となっていま

す。 
表１ 障がいのある人の推移 

単位：人・％ 

年 人口 障がい者数 

平成22年 61,551 
2,349 

(3.82) 

平成23年 62,670 
2,510 

(4.01) 

平成24年 62,817 
2,808 

(4.47) 

平成25年 63,920 
2,967 

(4.64) 

平成26年 64,463 
3,010 

(4.67) 
（注１）人口は，各年４月１日現在の住民基本台帳人口 

手帳所持者数は，各年４月１日現在の数値 

カッコ内の数値は，人口に占める障がいのある人の割合（割合は，小数点第３位を四捨五入） 

（注２）「障がいのある人の数」は，身体障がい者手帳所持者（表２），療育手帳所持者（表５），精神障がい

者福祉手帳所持者（表７），自立支援医療（精神通院）受給者（表９），一般特定疾患医療受給者（表

１０），小児慢性特定疾患医療受給者（表１１）の合計です。 

（注３）資料：社会福祉課 

 
グラフ１ 障がいのある人の推移 
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（２） 身体障がい者手帳所持者の状況 

 
 身体障がい者手帳所持者数（表２）は，平成２６年４月１日現在において１，４

１１人で，人口の２．１９％となっています。前年４月１日現在に比べると４０人

の減となっておりますが，これは，平成２５年度に身体障がい者手帳所持者の存否

確認を行い，死亡等が確認されたため，減少しているものです。 
また，平成２２年４月１日現在における身体障がい者手帳の所持者数は１，２６

５人であり，この５年間で１４６人の増加（１．１２倍）となっています。 
 

表２ 身体障がい者手帳所持者数の推移 
単位：人・％ 

年 人口 手帳所持者数 割合 

平成22年 61,551 1,265 2.06 
平成23年 62,670 1,320 2.11 
平成24年 62,817 1,412 2.25 
平成25年 63,920 1,451 2.27 
平成26年 64,463 1,411 2.19 

    （注１）人口は，各年４月１日現在の住民基本台帳人口 

手帳所持者数は，各年４月１日現在の数値 

割合は，小数点第３位を四捨五入 

    （注２）資料：社会福祉課 

 
グラフ２ 身体障がい者手帳所持者数の推移 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人） 
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  身体障がい者手帳の障がい種別所持状況（表３）については，各年とも肢体不自

由が最も多く，次いで内部障がい（心臓機能障がい，腎臓機能障がい，呼吸機能障

がい，ぼうこう又は直腸機能の障がい，小腸機能障がい等）となっております。平

成２６年４月１日現在においては，肢体不自由（７２０人）と内部障がい（４６１

人）とで，全体の８３．７０％（合計１，１８１人）を占めています。 
 

表３ 身体障がい者手帳の障がい種別所持状況 

（各年４月１日現在） 

単位：人 

年 視覚 
聴覚 

平衡機能 
音声・言語 
そしゃく 

肢体 
不自由 

内部 
障がい 

合計 

平成22年 77 87 12 710 379 1,265 
平成23年 75 90 11 752 392 1,320 
平成24年 97 117 18 715 465 1,412 
平成25年 97 119 18 731 486 1,451 
平成26年 94 117 19 720 461 1,411 

（注）資料：社会福祉課 

 
 

 

 

 

グラフ３ 身体障がい者手帳の障がい種別所持状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人） 
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身体障がい者手帳所持者の総合等級別障がい種別状況（表４）については，１級

が３８１人と最も多く，２級の３１３人を含めると，いわゆる「重度の障がい者」

の数が６９４人となり，全体の４９．１８％を占めています。 
 

表４ 身体障がい者手帳所持者の総合等級別障がい種別状況 

(平成２６年４月１日現在) 
単位：人 

障がい名 
 
等級 

視覚 
聴覚 

平衡機能 
音声・言語 
そしゃく 

肢体 
不自由 

内部 
障がい 

合計 

1級 20 0 0 66 295 381 
2級 34 39 0 237 3 313 
3級 9 15 12 111 74 221 
4級 10 18 7 194 89 318 
5級 15 1 ‐ 90 ‐ 106 
6級 6 44 ‐ 22 ‐ 72 
合計 94 117 19 720 461 1,411 

（注）資料：社会福祉課 

 

 

 
グラフ４ 身体障がい者手帳所持者の総合等級別障がい種別状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 



１３ 
 

（３） 療育手帳所持者の状況 

   

 療育手帳所持者数（表５）は，平成２６年４月１日現在において３０２人で，人

口の０．４７％となっています。 
平成２２年４月１日現在における療育手帳の所持者数は２４５人であり，この５

年間で５７人の増加（１．２３倍）となっています。 
 

表５ 療育手帳所持者数の推移 
                                     単位：人・％ 

年 人口 手帳所持者数 割合 

平成22年 61,551 245 0.40 
平成23年 62,670 260 0.41 
平成24年 62,817 278 0.44 
平成25年 63,920 286 0.45 
平成26年 64,463 302 0.47 

    （注１）人口は，各年４月１日現在の住民基本台帳人口 

手帳所持者数は，各年４月１日現在の数値 

割合は，小数点第３位を四捨五入 

    （注２）資料：茨城県福祉相談センター 

 

 

 

 

 

グラフ５ 療育手帳所持者数の推移 
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  療育手帳所持者の障がい程度の状況（表６）は，平成２６年４月１日現在でＢ（中

度）が８３人と最も多く，ほぼ同数でＣ（軽度）が８２人となっています。次いで，

Ａ（重度）が７２人， ○Ａ（最重度）が６５人となっています。 
 

 

表６ 療育手帳所持者の障がい程度別の推移(各年４月１日現在) 
単位：人 

年 ○Ａ  Ａ Ｂ Ｃ 合計 

平成22年 47 65 75 58 245 
平成23年 55 63 80 62 260 
平成24年 61 64 82 71 278 
平成25年 60 69 83 74 286 
平成26年 65 72 83 82 302 

  （注）資料：茨城県福祉相談センター 

 
 
 
 
 

グラフ６ 療育手帳所持者の障がい程度別の推移 

 
 
 

（人） 
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（４） 精神障がい者保健福祉手帳所持者・自立支援医療（精神通院）受給者の状況 
 

 精神障がい者保健福祉手帳所持者数（表７）は，平成２６年４月１日現在におい

て２４４人で，人口の０．３８％となっています。平成２２年４月１日現在におい

ては１３６人であり，この５年間で１０８人の増加（１．７９倍）となっています。 
 自立支援医療（精神通院）受給者数（表７）は，平成２６年４月１日現在におい

て６５８人で，人口の１．０２％となっています。平成２２年４月１日現在におい

ては３９８人であり，この５年間で２６０人の増加（１．６５倍）となっています。 
 

表７ 精神障がい者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 
単位：人・％  

年 人口 手帳所持者数 

自立支援医療 

(精神通院) 
受給者数 

割合 

(手帳) 
割合 

(医療) 

平成22年 61,551 136 398 0.22 0.65 
平成23年 62,670 186 429 0.30 0.68 
平成24年 62,817 216 563 0.34 0.90 
平成25年 63,920 231 622 0.36 0.97 
平成26年 64,463 244 658 0.38 1.02 

（注１）人口は，各年４月１日現在の住民基本台帳人口 

手帳所持者数及び自立支援医療受給者数は，各年４月１日現在の数値 

割合は，小数点第３位を四捨五入 

（注２）資料：茨城県精神保健福祉センター 

 

 

 

グラフ７ 精神障がい者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 

 

（人） 
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  精神障がい者保健福祉手帳所持者の障がい程度の状況（表８）は，平成２６年４

月１日現在で２級が１３８人と最も多く，全体の５６．５６％を占めており，次

いで３級の６７人（２７．４６％），１級の３９人（１５．９８％）となっていま

す。  
 

表８ 精神障がい者保健福祉手帳所持者の障がい程度の推移(各年４月１日現在) 
                                       単位：人   

年 1級 2級 3級 合計 

平成22年 34 69 33 136 
平成23年 41 99 46 186 
平成24年 40 118 58 216 
平成25年 39 124 68 231 
平成26年 39 138 67 244 

   （注）資料：茨城県精神保健福祉センター 

 

 

 

 

 

グラフ８ 精神障がい者保健福祉手帳所持者の障がい程度の推移 
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 自立支援医療受給者の疾病分類状況（表９）は，平成２６年４月１日現在におい

ては，「気分障がい」が２７９人と最も多く，次いで「統合失調症，統合失調型障

がい及び妄想性障がい」が２２６人となり，これらを合わせると５０５人で全体の

７６．７５％を占めています。 
 また，これらの疾病について平成２２年４月１日現在と比較すると，「気分障が

い」が１４４人の増加（２．０７倍）がみられ，「統合失調症，統合失調型障がい

及び妄想性障がい」については４５人（１．２５倍）となっています。 
 

表９ 自立支援医療（精神通院）受給者の疾病分類別状況(各年４月１日現在) 
単位：人 

区分 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

症状性を含む器質性精神障がい 5 7 9 10 15 
精神作用物質使用による精神行

動及び行動の障がい 
2 4 5 5 7 

統合失調症，統合失調型障がい

及び妄想性障がい 
181 180 212 218 226 

気分障がい 135 158 235 259 279 
神経症ストレス関連障がい及び

身体表現性障がい 
38 43 54 68 67 

生理的障がい及び身体的要因に

関連した行動症候群 
0 0 1 2 2 

成人の人格及び行動の障がい 2 2 2 4 3 
精神遅滞 2 3 4 3 4 
心理的発達の障がい 4 6 11 19 23 
小児期及び青年期に通常発症す

る行動及び情緒の障がい 
0 0 0 1 2 

てんかん 29 25 30 33 30 
その他の精神障がい 0 1 0 0 0 
分類不明 0 0 0 0 0 

合計 398 429 563 622 658 
（注）資料：茨城県精神保健福祉センター 
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（５） 難病患者の状況 

 
  一般特定疾患医療受給者証受給者数（表１０）は，平成２６年４月１日現在で３

４４人となっており，平成２２年４月１日現在と比較すると７９人増加しています。 
また，小児慢性特定疾患医療受給者証所持者数（表１１）は，平成２６年４月１

日現在で５１人となっており，平成２２年４月１日現在と比較すると１１人増加し

ています。 
 

表１０ 一般特定疾患医療受給者証所持者数(各年4月1日現在) 
単位：人  

区  分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

一般特定疾患医療受給者 265 276 298 326 344 

（注）資料：茨城県竜ケ崎保健所 

 
表１１ 小児慢性特定疾患医療受給者証所持者数(各年4月1日現在) 

単位：人  

区  分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

小児慢性特定疾患医療 
受給者 40 39 41 51 51 

（注）資料：茨城県竜ケ崎保健所 
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２ 障がい支援区分別の認定者数 
 

「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」に規定する障がい

福祉サービスは，介護給付と訓練等給付とに分かれています。 
このうち，介護給付の支給決定に当たっては，障がいのある人が支援の必要度に応じ

て公平にサービスを受けられるよう，障がいの程度に関する客観的な尺度として，「障が

い支援区分」の制度を設けています。この「障がい支援区分」には６つの段階があり，「区

分１」が介護給付の必要度が最も低い状態を表し，「区分６」が介護給付の必要度が最も

高い状態を表しています。 
当市における障がい支援区分別の認定者数（表１２）は，平成２６年８月３１日現在

で１８１人となっています。 
障がい支援区分別では，「区分２」が４２人で全体の２３．２０％を占め，区分４か

ら区分６までが，それぞれ２０％弱ずつを占めています。 
  また，障がい種別に着目すると，知的障がい者の８２人（４５．３０％）が最も

多く，次いで身体障がい者の４２人（２３．２０％），精神障がい者の３１人（１

７．１２％）となっています。 
 

表１２ 障がい支援区分別の認定者数(平成２６年８月３１日現在) 
単位：人・(％) 

 
身体障 

がい者 

知的障 

がい者 

精神障 

がい者 

身体＋ 

知的 

身体＋ 

精神 

知的＋ 

精神 

難病 

患者 
合計 

区分1 1 
  (2.38) 

6 
(7.32) 

7 
(22.58) 

0 
  (0.00) 

0 
   (0.00) 

0 
  (0.00) 

0 
  (0.00) 

14 
(7.73) 

区分2 6 
(14.29) 

11 
(13.41) 

23 
(74.19) 

1 
(5.00) 

1 
(16.67) 

0 
  (0.00) 

0 
  (0.00) 

42 
(23.20) 

区分3 7 
(16.67) 

17 
(20.73) 

1 
(3.23) 

1 
(5.00) 

1 
(16.67) 

0 
  (0.00) 

0 
  (0.00) 

27 
(14.92) 

区分4 7 
(16.67) 

21 
(25.61) 

0 
  (0.00) 

4 
(20.00) 

3 
(50 .00) 

0 
  (0.00) 

0 
  (0.00) 

35 
(19.34) 

区分5 7 
(16.67) 

19 
(23.17) 

0 
  (0.00) 

6 
(30.00) 

0 
 (0.00) 

0 
  (0.00) 

0 
  (0.00) 

32 
(17.68) 

区分6 14 
(33.33) 

8 
(9.76) 

0 
  (0.00) 

8 
(40.00) 

1 
 (16.67) 

0 
  (0.00) 

0 
  (0.00) 

31 
(17.13) 

合計 
42 

(100.00) 
82 

(100. 00) 
31 

(100. 00) 
20 

(100. 00) 
6 

(100. 00) 
0 

(100. 00) 
0 

(100.00) 
181 

(100. 00) 
（注１）１８歳以上の障がいのある人を対象としています。 
（注２）カッコ内の数値は，合計に対する各区分の割合（割合は，小数点第３位を四捨五入） 

この結果，割合の合計が１００．００にならない箇所があります。 

（注３）資料：社会福祉課 
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障がい支援区分の認定を受けている人は，平成２６年８月３１日現在で１８１人となっ

ており，平成２２年９月３０日現在に比べて８６人の増加（１．９１倍）となっています。 
 
 

表１３ 障がい支援区分別の年別認定者数(各年9月30日現在) 

単位：人・(％) 

（注１）平成２２年から平成２５年までは，障がい程度区分の状況を掲載しています。 
（注２）資料：社会福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

区分1 5 8 9 12 14 

区分2 15 19 24 27 42 

区分3 14 19 25 32 27 

区分4 21 19 21 22 35 

区分5 17 24 27 33 32 

区分6 23 23 28 31 31 

合計 95 112 134 157 181 

※ 平成２６年における障がい支援区分別の認定者数（文章中並びに表１２及び表１３

中）は，平成２６年８月３１日現在の数値を掲載しています。実際の計画には，平成

２６年９月３０日現在の数値を掲載します。 
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第３章 障がい福祉サービス，障がい児通所支援及び地域生活支

援事業の実施状況 
 

※単位について 
 
 
 
 
１ 障がい福祉サービスの利用実績 
（１）訪問系サービス                          達成率：％ 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

居宅介護 

同行援護 

時間分/月 293 371 79.0 384 458 83.8 432 563 76.7 

人/月 22 23 95.7 28 29 96.6 30 36 83.3 

 

（２）日中活動系サービス                        達成率：％ 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

生活介護 
人日分/月 1,356 1,381 98.2 1,421 1,559 91.1 1,486 1,678 88.6 

人/月 71 70 101.4 75 75 100.0 79 85 92.9 

                                

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日分/月 0 23 0.0 0 23 0.0 45 23 195.7 

人/月 0 1 0.0 0 1 0.0 6 1 600.0 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日分/月 127 202 62.9 281 233 120.6 262 280 93.6 

人/月 7 13 53.8 17 15 113.3 16 18 88.9 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

就労移行支援 
人日分/月 363 318 114.2 779 450 173.1 820 488 168.0 

人/月 22 17 129.4 43 24 179.2 45 26 173.1 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日分/月 47 23 204.3 172 46 373.9 232 46 504.3 

人/月 2 1 200.0 8 2 400.0 11 2 550.0 

 

 

 

 

①「時間分／月」：月間の平均利用人数×１人１月当たりの平均利用時間数 
②「人日分／月」：月間の平均利用人数×１人１月当たりの平均利用日数 
③「人／月」：１月当たりの平均利用人数 
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サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日分/月 600 636 94.3 585 720 81.3 667 803 83.1 

人/月 34 38 89.5 32 43 74.4 36 48 75.0 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

療養介護 
人日分/月 120 124 96.8 120 124 96.8 121 124 97.6 

人/月 4 4 100.0 4 4  100.0 4 4 100.0 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

短期入所 
人日分/月 38 20 190.0 29 24 120.8 25 28 89.3 

人/月 6 6 100.0 6 6 100.0 7 8 87.5 

 

 

（３）居住系サービス                        達成率：％ 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

共同生活援助 人/月 8 9 88.9 9 11 81.8 28 13 215.4 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

共同生活介護 人/月 10 10 100.0 10 12 83.3 ‐ 14 ‐ 

※平成２６年度から共同生活援助に統合 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

施設入所支援 人/月 42 42 100.0 41 41 100.0 41 39 105.1 

 

 

（４）相談支援 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

計画相談支援 人/年 14 20 70.0 89 90 98.9 140 170 82.4 

地域移行支援 人/年 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 

地域定着支援 人/年 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 

 

 

 

 
（注）平成２６年度の実績値は，年度途中の平成２６年 7 月までの数値 
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２ 障がい児通所支援の利用実績   
 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

児童発達支援 
人日分/月 180 243 74.1 185 258 71.7 146 274 53.3 

人/月 69 80 86.3 72 85 84.7 57 90 63.3 

 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

放課後等 

デイサービス 

人日分/月 35 16 218.8 209 32 653.1 379 48 789.6 

人/月 11 4 275.0 32 8 400.0 43 12 358.3 

 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

保育所等 

訪問支援 

人日分/月 0 2 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 

人/月 0 1 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 

 

 

サービス名 単位 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 
障がい児 

相談支援 
人/年 14 20 70.0 89 90 98.9 10 170 5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成２６年度の実績値は，年度途中の平成２６年７月までの数値 
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３ 地域生活支援事業の利用実績 

 
《相談支援事業（必須事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

① 障がい者相談支援事業     

 【目標】設置箇所数 箇所 2 2 2 
 【実績】設置箇所数 箇所 0 0 0 

達成率 ％ 0.0 0.0 0.0 

② 地域自立支援協議会     

 【目標】設置箇所数 箇所 1 1 1 

 【実績】設置箇所数 箇所 1 1 1 
達成率 ％ 100.0 100.0 100.0 

③ 市町村相談支援強化事業     

 【目標】設置箇所数 箇所 1 1 1 
 【実績】設置箇所数 箇所 1 1 1 

達成率 ％ 100.0 100.0 100.0 

④ 住宅入居等支援事業     

 【目標】設置箇所数 箇所 ‐ ‐ ‐ 
 【実績】設置箇所数 箇所 0 0 0 

達成率 ％ ‐ ‐ ‐ 

 

《成年後見制度利用支援事業（必須事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

 【目標】利用者数 人/年 1 1 1 
 【実績】利用者数 人/年 0 0 0 

達成率 ％ 0.0 0.0 0.0 

 

《コミュニケーション支援事業（必須事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

① 手話通訳者派遣事業     

 【目標】利用人数 人/年 75 80 85 
 【実績】利用人数 人/年 106 99 100 

達成率 ％ 141.3 123.8 117.6 

② 要約筆記者派遣事業 
 

   

 【目標】利用人数   人/年 2 0 2 

 【実績】利用人数 人/年 0 0 0 
達成率 ％ 0.0 0.0 0.0 
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《日常生活用具給付事業（必須事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

 【目標】利用人数（合計） 人/年 723 749 777 
 【実績】利用人数（合計） 人/年 788 885 985 
 ① 介護・訓練支援用具  人/年 1 4 7 

② 自立生活支援用具 人/年 9 13 17 

③ 在宅療養等支援用具 人/年 10 12 14 

④ 情報・意思疎通支援用具 人/年 1 2 3 

⑤ 排せつ管理支援用具 人/年 766 852 941 

⑥ 居宅生活動作補助用具 人/年 1 2 3 

達成率 ％ 109.0 118.2 126.8 

 

《移動支援事業（必須事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

利用者

数 

【目標】利用者数 人/年 6 9 11 

【実績】利用者数 人/年 9 19 20 

達成率 ％ 150.0 211.1 181.8 

時間数 

【目標】延利用時間数 時間/年 160 220 260 

【実績】延利用時間数 時間/年 172 560 565 

達成率 ％ 107.5 254.5 217.3 

箇所数 

【目標】設置箇所数 箇所 4 5 6 

【実績】設置箇所数 箇所 3 3 6 

達成率 ％ 75.0 60.0 100.0 

 

《地域活動支援センター事業（必須事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

基礎的 

事業 

【目標】設置箇所数 箇所 1 1 1 

【実績】設置箇所数 箇所 1 1 1 

達成率 ％ 100.0 100.0 100.0 

機能強化

事業 

Ⅰ型  

【目標】設置箇所数 箇所 1 1 1 

【実績】設置箇所数 箇所 1 1 1 

達成率 ％ 100.0 100.0 100.0 

Ⅱ型  

【目標】設置箇所数 箇所 0 0 1 

【実績】設置箇所数 箇所 0 0 0 

達成率 ％ 0 0 0 

Ⅲ型  

【目標】設置箇所数 箇所 1 1 1 

【実績】設置箇所数 箇所 1 1 1 

達成率 ％ 100.0 100.0 100.0 
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《日中一時支援事業（任意事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

箇所数 

【目標】設置箇所数 箇所 20 21 22 

【実績】設置箇所数 箇所 11 15 15 

達成率 ％ 55.0 71.4 68.2 

利用回数 

【目標】延利用回数 回/年 2,047 2,244 2,441 

【実績】延利用回数 回/年 2,280 707 2,244 

達成率 ％ 111.4 31.5 91.9 

利用者数 

【目標】利用者数 人/年 52 57 62 

【実績】利用者数 人/年 42 21 57 

達成率 ％ 80.8 36.8 91.9 
※制度改正により放課後等デイサービスが開始されため，日中一時支援の利用は大幅な減となっています。 

 

《訪問入浴サービス事業（任意事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

利用者数 

【目標】利用者数 人/年 3 4 4 

【実績】利用者数 人/年 4 7 7 

達成率 ％ 133.3 175.0 175.0 

利用回数 

【目標】延利用回数 回/年 120 168 168 

【実績】延利用回数 回/年 145 206 336 

達成率 ％ 120.8 122.6 200.0 

箇所数 

【目標】設置箇所数 箇所 3 3 3 

【実績】設置箇所数 箇所 3 3 3 

達成率 ％ 100.0 100.0 100.0 

 

《更生訓練費給付事業（任意事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

【目標】利用者数 人/年 1 1 1 
【実績】利用者数 人/年 0 0 1 

達成率 ％ 0.0 0.0 100.0 
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《社会参加促進事業（任意事業）》 

区  分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

① 自動車運転免許取得費助成事業  

 【目標】利用人数 人/年 1 1 1 
 【実績】利用人数 人/年 0 0 1 

達成率 ％ 0.0 0.0 100.0 

② 自動車改造費助成事業  

 【目標】利用人数 人/年 1 1 1 
 【実績】利用人数 人/年 2 1 1 

達成率 ％ 200.0 100.0 100.0 

① スポーツ・レクリエーション教室開催等事業  

開催数 

【目標】開催回数 回/年 ‐ 1 1 

【実績】開催回数 回/年 0 0 0 

達成率 ％ ‐ 0.0 0.0 

参加者 

数 

【目標】参加者数 人/年 20 20 20 

【実績】参加者数 人/年 0 0 0 

達成率 ％ 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成２６年度の実績値は，年度途中の平成２６年７月までの数値 
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第４章 地域生活移行に係る目標数値 

 
１ 施設入所者の地域生活への移行支援 

 

障がいのある人の地域生活への移行を進める観点から，障がい者施設に入所している

障がいのある人のうち，自立訓練などのサービスを利用することで，共同生活援助（グ

ループホーム），一般住宅などに移行し，地域での生活が送れる人を支援します。このこ

とから，平成２９年度末までに地域生活へ移行する人の数値目標を設定します。 

 
 

施設入所者の地域生活への移行目標 
 

項  目 数 値 考 え 方 

施設入所者数〔実績〕 （A） 41人 平成26年3月31日の実績 

【目標値】地域生活移行者数（B） 7人 
(A)のうち平成29年度末までに地域
生活へ移行する者の目標数 

新たな施設入所支援利用者 (C) 3人 
平成29年度末までに新たに施設入所

支援が必要な利用人員見込数 

平成29年度末の入所者数（D） 37人 
平成29年度末の利用人員見込数 
(A-B+C) 

 
【地域生活移行に向けた取組】 

共同生活援助（グループホーム）などの住まいの場の確保と併せて，相談支援事業所

と連携し，障がい者相談支援サービス（地域相談支援）を活用して，障がいのある人が

地域で生活できるように支援します。 
 
 
 
 

【国の基本指針】 
・平成２５年度末時点の施設入所者数の１２％以上が地域生活へ移行する。 
・平成２９年度末の施設入所者数を，平成２５年度末時点の施設入所者数から４％以上

削減する。 
・平成２６年度末において，前計画で定めた平成２６年度までの数値目標が達成されな

いと見込まれる場合は，未達成割合を平成２９年度末における地域生活に移行する者

及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 
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２ 入院中の精神障がい者の地域生活への移行 
 

受入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者が，住まいの場の提供や日中活動できる

事業所などの障がい福祉サービスを利用することで退院可能となり，地域生活を送れる

よう，支援体制の整備に取り組みます。 

 

入院中の精神障がい者の地域生活への移行目標 
 

項  目 考 え 方 

入院後3箇月時点の 
退院率 

平成29年度における目標値を64％以上とする。 

入院後1年時点の 
退院率 

平成29年度における目標値を91％以上とする。 

長期在院患者の 
退院率 

平成29年6月末時点の長期在院患者数を平成24年6月時点の長
期在院患者数から18％以上削減する。 

 
【精神障がい者の退院促進に向けた取組】 

精神科病院に入院している精神障がい者のうち，病状が安定しており，受け入れ条件

が整えば退院可能である人に対して，退院後も自立した地域生活を継続できるよう，精

神科病院やその他関係機関との連携を図り，共同生活援助（グループホーム）などの住

まいの場や日中において事業所に通所できる場の情報の提供及び障がい者相談支援サー

ビス（地域相談支援〔地域移行支援，地域定着支援〕）の活用などにより，地域生活に移

行できるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国の基本指針】 
 入院後３箇月時点の退院率については，平成２９年度における目標を６４％以上

とし，入院後１年時点の退院率については，平成２９年度における目標を９１％以

上とする。 
 また，長期在院者数については，平成２９年６月末時点の長期在院者数を平成２

４年６月末の長期在院者数から１８％以上削減する。 
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３  福祉施設から一般就労への移行 
 

就労移行支援事業などを通じ，平成２９年度末までに福祉施設※1を利用している障が

いのある人が一般就労※2できるよう支援します。 

このことから，障がいのある人が福祉施設から一般就労へ移行した数値を見込み，平

成２９年度末までの目標を設定します。 

当市においては，平成２４年度に福祉施設を退所し，一般就労へ移行した人はいませ

んが，国の基本指針に基づき，一般就労への移行を推進する観点から数値を設定します。 

 
※１ 福祉施設：障がい福祉サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援） 

が対象となります。 

※２ 一般就労：一般企業に就職した人，在宅就労した人及び自ら起業した人をいいます。 

 
表２５ 福祉施設から一般就労への移行目標 

 

項  目 数  値 考 え 方 

一般就労移行者数 0人 
平成24年度において福祉施設を退所し，一

般就労へ移行した人の数 

【目標値】目標年度まで
の一般就労移行者数 

2人 
平成29年度までに施設を退所し，一般就労

へ移行する人の数 
 

【一般就労への移行の取組】 

障がいのある人の雇用の促進及び就労が定着できるよう，就労に関する情報の提供・相

談体制の整備，能力開発や訓練の機会の拡充及び公共職業安定所や障がい者職業センター

その他関係機関と連携を図り，就労の場の確保に努めます。 

また，目標値を達成するため，福祉施設と連携し，就労を希望する障がいのある人の状

況把握に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国の基本指針】 

・福祉施設を退所し，平成２４年度時点の一般就労への年間移行実績の２倍以

上とすることが望ましい。 
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第５章 障がい福祉サービスの見込量と今後の方策 
 
１ 障がい福祉サービスの見込量       

※平成２６年度の実績値は平成２６年３月の実績で掲載しています。 

※単位について 
 
 
 
 
 
（１） 訪問系サービス  

 

①居宅介護 

「居宅介護」（ホームヘルプサービス）は，障がい支援区分が区分１以上の人が対象であ

り，居宅において入浴，排せつ，食事等の介護，調理，洗濯，掃除などの家事，生活などに

関する相談，助言その他の生活全般にわたる援助を行うものです。 
精神科病院から地域生活への移行が推進されていることから，今後も利用は増加していく

ものと考えます。     

 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

居宅介護 
時間分/月 448 574 658 742 

人/月 35 41 47 53 

  
②同行援護 

「同行援護」は，視覚障がいにより，移動が著しく困難な障がいのある人に対し，外出

時において，その障がいのある人に同行し，移動に必要な情報を提供するとともに，移動

の援護などの支援を行います。 
 利用者数の推移に大きな変化はないため，今後も４人程度の利用者数で推移していくも

のと考えます。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

同行援護 
時間分/月 40 40 40 40 

人/月 4 4 4 4 

 
 

①「時間分／月」：月間の平均利用人数×１人１月当たりの平均利用時間数 
②「人日分／月」：月間の平均利用人数×１人１月当たりの平均利用日数 
③「人／月」：１月当たりの平均利用人数 
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③重度訪問介護 
「重度訪問介護」は，障がい支援区分が区分４以上の重度の肢体不自由者で常時介護を要

する人が対象です。現在利用実績はありません。 
身体障がい者の施設入所者が地域生活へ移行した際には当該サービスが必要であると考

え，３人の利用を見込んでいます。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

重度訪問介護 
時間分/月 0 558 1,116 1,674 

人/月 0 1 2 3 

 
④行動援護 

「行動援護」は，障がい支援区分が区分３以上の人で，知的障がいや精神障がいのために

行動上著しい困難を有し，常時介護を必要とする人に，行動するときに生じ得る危険を回避

するために必要な援護，外出時における移動中の介護，排せつ，食事等の介護，その他必要

な援助を行うものです。現在のところ，利用実績はなく，また，対象者が限られていること

から，今後も利用者の大幅な増加は見込んでいません。 
知的障がい者の施設入所者が地域生活へ移行した際には当該サービスが必要であると考

え，４人の利用を見込んでいます。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

行動援護 
時間分/月 0 10 20 40 

人/月 0 1 2 4 

 

 

（２）日中活動系サービス 
 

①生活介護 
「生活介護」は，常時介護等を要する人に対し，主として昼間に，障がい者支援施設など

で入浴，排せつ，食事等の介護，調理，洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及

び助言その他の必要な日常生活上の支援，創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身

体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行うサービスです。訪問系サービス（居宅

介護等）や訪問入浴サービスが充実してきていることから，自宅での入浴，排せつ，食事等

の介護を希望する人が多く，通所サービスである当該サービスの希望者は，第３期障がい福

祉計画の平成２６年度の計画値より下回る実績となる見込みです。 

しかしながら，今後は，施設入所者の地域生活への移行を進めていく中で必要となるサー

ビスであることから，利用者は少しずつ増えていくものと考えます。（平成２５年度には，

１事業所が新設されています。） 

 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

生活介護 
人日分/月 1,393 1,520 1,596   1,691 

人/月 76 80 84 89 
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②自立訓練（機能訓練） 

   これまで，当市周辺には当該サービスを行っている事業所がありませんでしたが，平成２

５年度末に，市内に事業所が１箇所開設されました。当該サービスは有期限であり，概ね１

年半程度の利用とされています。そのため，今後も６人程度の利用者数で推移していくもの

と考えます。 

 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日分/月 50 50 50 50 

人/月 6 6 6 6 

 

③自立訓練（生活訓練） 

「自立訓練（生活訓練）」は，知的障がい者や精神障がい者が事業所において，入浴，排

せつ，食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練，生活などに関する相談，

助言，その他必要な支援を行うサービスです。当該サービスは有期限であり，概ね２年程度

の利用とされています。そのため，大幅な利用者の増加は見込んでいませんが，入所施設か

らの退所や病院から退院した人，特別支援学校を卒業する人が地域生活へ移行する上で不可

欠なサービスであることから，年々増加していくものと考えます。 

 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日分/月 296 340 374 408 

人/月 18 20 22 24 

 

④就労移行支援 

「就労移行支援」は，就労を希望する６５歳未満の人を対象に，定められた期間，生産活

動，その他の活動の機会の提供を通じて，就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練などを行うものです。当該サービスは有期限であり，概ね２年程度の利用とされていま

す。 

平成２４年４月に障害者自立支援法が改正され，就労継続支援Ｂ型の対象者が「就労移行

支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない人や，一定年齢に達している人な

どであって，就労の機会等を通じ，生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待され

る人」とされました。このため，特別支援学校を卒業した多くの知的障がい者がこのサービ

スを利用しています。また，精神科病院から地域生活への移行が促進され，当該サービスを

受けて就労を目指す方が増えています。 

 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

就労移行支援 
人日分/月 783 954 1，098 1，242 

人/月 44 53 61 69 

 

 

 
【国の基本指針】 

平成２９年度末における利用者数が平成２５年度末における利用者の６割以上増加することを目指す。 
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⑤就労継続支援（Ａ型） 

「就労継続支援（Ａ型〔雇用型〕）」は，就労移行支援を利用した人で一般企業などの雇用

に結びつかなかった場合や特別支援学校卒業者で就職活動を行ったが一般企業などの雇用

に結びつかなかった場合に，雇用契約などに基づく就労機会を提供するとともに，一般就労

への移行に向けた必要な支援を行います。 
平成２３年度までの利用実績はありませんが，平成２４年度以降，近隣自治体において当

該サービスの事業所が開設され，平成２５年度には市内にも１箇所開設されました。さらに，

平成２６年度に１箇所開設されたことから，平成２７年度の利用者は増加すると考えます。

また，当該サービスの利用促進が国の基本指針により示されていることから，今後，利用者

が増えていくものと考えます。 
 
サービス名 単位 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日分/月 236 330 352 374 

人/月 11 15 16 17 

 

 ⑥就労継続支援Ｂ型 

「就労継続支援（Ｂ型〔非雇用型〕）」は，一般企業に雇用されることが困難な障がいのあ

る人に対し，生産活動その他の活動の機会の提供，就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な支援を行います。 
平成２４年４月に障害者自立支援法が改正され，就労継続支援Ｂ型の対象者が「就労移行

支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない人や，一定年齢に達している人な

どであって，就労の機会等を通じ，生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待され

る人」とされました。このため，特別支援学校を卒業した多くの知的障がい者が就労移行支

援サービスを利用したため，平成２５年度までの利用実績は計画値より大幅な利用者の減と

なっています。平成２６年度に当該サービスを実施する事業所が市内に１箇所新設されたの

で，平成２７年度には利用者の増加を見込んでいます。平成２８年度以降は，就労移行支援

を経て当該サービスの利用を希望する障がいのある人が増えることを見込んで目標値を設

定しています。 

 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日分/月 652 720 738 756 

人/月 37 40 41 42 
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⑦療養介護 

「療養介護」は，病院などへの長期の入院による医療的ケアに加え，常時介護を必要とす

るＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症患者）などの気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行

っている人で障がい支援区分が区分６の人や筋ジストロフィー患者，又は重症心身障がい者

で障がい支援区分が区分５以上の人を対象としています。 

平成２３年度までの利用実績はありません。しかし，平成２４年度から重症心身障がい児

施設が当該サービスに移行され，平成２４年度から４人／月の利用があります。 

今後も同程度の利用実績で推移していくものと考えます。 

 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

療養介護 
人日分/月 124 124 124 124 

人/月 4 4 4 4 

 

⑧短期入所 

「短期入所（ショートステイ）」は，居宅において介護を行う人の疾病その他の理由によ

り，必要に応じて障がいのある人を支援施設等に短期間入所をさせ，入浴，排せつ，食事の

介護その他の必要な支援を行います。 

必要に応じて利用されていることから，利用者や利用時間数が毎月大きく変動します。ま

た，支給決定を受けている障がいのある人は６９人いますが，実際の利用者は８人程度です。

ほとんどの支給決定者が，万が一の場合を想定しており，利用までに至らないのが実状です。 

現在のところ，市内で短期入所のできる施設は1箇所のみであることから，平成２５年度

までの実績では利用者数の大きな伸びはみられませんが，家族・保護者の冠婚葬祭やレスパ

イト※による利用ニーズは高いものと考えます。 

今後においても，当該サービスの利用実績を考慮し，利用者数，利用日数ともに増加して

いくと見込んでいます。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年 平成28年 平成29年 

実績値 計画値 計画値 計画値 

短期入所 
人日分/月 19 35 40 45 

人/月 4 7 8 9 

 ※レスパイト：介護から離れられずにいる家族を介護から解放することによって，日頃の心身の疲れを回

復させる休息 
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（３）居住系サービス 

 

  ①共同生活援助 

「共同生活援助（グループホーム）」は，障がいのある人の自立，地域での生活を支える

ために設けられたサービスです。障がいのある人に対し，主として夜間に，共同生活を営む

べき住居において相談その他の日常生活上の援助を提供します。 
    平成２６年度に当該サービスを行う事業所が１箇所新設されたので，平成２７年度には利

用者が増えると見込んでいます。その後は，国の第４期障害福祉計画において精神がい者の

退院が促進されていることから，徐々に増加していくものと考えます。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

共同生活援助 人/月 20 24 25 26 

 

②施設入所支援 

「施設入所支援」は，生活介護を受けている障がい支援区分が区分４（５０歳以上の場合は，

区分３）以上の人，あるいは自立訓練又は就労移行支援を受けている人で入所しながら訓練な

どを実施することが必要であると認められる人，又は地域における障がい福祉サービスの提供

体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって訓練などを受けることが困難な人が

対象となります。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

施設入所支援 人/月 41 40 38 37 

 

 

 

 

 

 

 

【国の基本指針】 
平成２９年度末までに，平成２５年度末時点の施設入所者の１２％以上を地域生活へ移行し，平成２９年

度末の施設入所者を平成２５年度末時点の施設入所者数から４％以上削減する。 
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（４）相談支援 

 

障がい福祉サービス及び地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）を利用する全ての障が

いのある人が，計画相談支援の対象となります。そのため，サービス利用計画値（短期入所の利

用者以外）で見込んでいます。 

  地域移行支援及び地域定着支援については，入院中の精神障がい者の人数や地域生活への移行

者数などを勘案して利用者数を見込んでいます。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

計画相談支援 人/年 89 293 311 362 

地域移行支援 人/年 1 2 2 2 

地域定着支援 人/年 1 2 2 2 
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２ 障がい福祉サービスの今後の方策 
 
守谷市障がい福祉計画（第３期）策定時の守谷市内の障がい福祉サービスの提供事業所は，訪問

系サービスを提供している事業所が２箇所，日中活動系のサービスを提供している事業所が２箇所，

居住系のサービスを提供している事業所が１箇所で，事業所の確保が大きな課題となっていました。 
現在は，日中活動系のサービスを提供している事業所については７箇所，居住系サービスを提供

している事業所については３箇所となり，特に就労継続支援Ａ型，自立訓練（機能訓練）及び共同

生活援助については，目標値を大幅に上回るサービスの提供を行うことができました。 
一方，障がいのある人の地域生活への移行を進めるに当たって最も必要であると考えられる居宅

介護，同行援護，重度訪問介護等の訪問系サービス及び日中活動系のサービスのうち常時介護を必

要とする人を対象とした生活介護を提供する事業所は充分に確保されていない状況にあり，目標と

したサービスの提供を行うことができませんでした。 
国の障がい福祉計画基本指針では，施設入所者の地域への移行支援，入院中の精神障がい者の地

域への移行の目標値が設定されており，守谷市地域自立支援協議会からは，「地域に移行してきた

障がい者はどのような障がい福祉サービスを利用すれば地域で生活していくことができるか」とい

う観点から目標値を設定するよう提言を受けています。これらのことを踏まえ，目標値の達成に至

らなかったサービスについては，障がいのある人の様々なニーズの把握を行いながら，事業所の確

保に努めます。 
また，障がいのある人が地域で生活していくためには，障がい福祉サービスの充実以外にも，交

通手段の確保，道路や市内施設のユニバーサルデザイン化等が必要であると考えます。このような

障がい者の生活にかかわる部分にも目を向け関係機関と連携を図りながら，障がいの有無にかかわ

らず，安心して生活できるよう必要な時に必要とするサービスや支援が受けられるようなまちづく

りを目指していきます。 
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第６章 

障がい児通所支援の見込量と今後の方策 
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第６章 障がい児通所支援の見込量と今後の方策 
 
１ 障がい児通所支援の見込量 

※平成２６年度の実績値は平成２６年３月の実績で掲載しています。 

※単位について 
 
 
 
 

①児童発達支援 

「児童発達支援」は，未就学児に対して，身近な地域で障がいのある児童の支援を行う場

となる児童発達支援センターなどの施設に通所し，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などを行います。 
現在，当該サービスを行う事業所は市内に１箇所開設されています。支援に専門的知識が

必要となることから，事業所の新規開設の可能性は少ないものと考えます。 
 
サービス名 単位 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

児童発達支援 
人日分/月 171 260 260 260 

人/月 79 85 85 85 

 

②放課後等デイサービス 

   「放課後等デイサービス」は，学校教育法に規定する学校（幼稚園，大学を除く。）に就

学する障がいのある児童に対し，放課後や夏休みなど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提供することにより，学校教育と相まって障がいのある児童の自立

を促進するとともに放課後などの居場所づくりを推進する事業です。 
平成２４年度当初にはこのサービスを行う事業所は１箇所でしたが，平成２５年度には３

箇所となりました。さらに，平成２６年度に１箇所開設されたため，利用者の大幅な増加を

見込んでいます。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

放課後等 

デイサービス 

人日分/月 275 378 497 616 

人/月 37 54 71 88 

 
 

①「人日分／月」：月間の平均利用人数×１人１月当たりの平均利用日数 
②「人／月」：１月当たりの平均利用人数 
 



５０ 
 

③保育所等訪問支援 

「保育所等訪問支援」は，保育所や幼稚園などに通う障がいのある児童に対して，集団生

活への適応のため専門的な支援が必要な場合，訓練などを行う機会を提供します。 

現在，当該事業を実施する事業所がないため，利用は見込んでいませんが，守谷市こども

療育教室の職員が保育所等に出向いて保育所の職員に対し支援方法の指導等を行っており，

今後も継続して実施します。 
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

保育所等 

訪問支援 

人日分/月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0    0 

 

④障がい児相談支援 

   障がい児通所支援を利用する全ての障がいのある児童が，障がい児相談支援の対象となり

ます。 
今後，障がい児通所支援の利用者数及び相談支援事業所や相談支援専門員の増加を考慮し，

障がい児相談支援が必要な利用者数及び利用量を見込んでいます。  
 

サービス名 単位 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実績値 計画値 計画値 計画値 

障がい児 

相談支援 
人/年 7    134 151 167 
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２ 障がい児通所支援の今後の方策 

 
守谷市障がい福祉計画（第３期）策定時の守谷市内の障がい児通所支援を提供する事業所は１箇

所しかありませんでしたが，現在は６箇所と大幅に増えました。中でも障がいのある児童の放課後

や長期休暇中における支援については，目標値を大幅に上回るサービスの提供を行うことができま

した。 
一方，児童発達支援や保育所等訪問支援については，事業所の増加はなく目標値の達成に至って

おりません。児童発達支援については，今後も守谷市保健センターと連携して利用対象者の把握に

努めるとともに，事業者に対して新規参入を促進します。また，守谷市こども療育教室の指導を受

けながら保育所等へ入所した障がいのある児童については，守谷市こども療育教室の指導員が保育

所等に訪問し，児童本人に対する集団生活への適応のための訓練や訪問先施設のスタッフに対する

支援方法の指導を行っており，今後もこの支援体制を継続しつつ，保育所等訪問支援の提供体制の

整備に努めます。 
 さらに，子ども・子育て支援法に基づく子育て支援施策と緊密な連携を図りながら，障がい児支

援の充実を図ります。 
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第７章 地域生活支援事業の見込量と今後の方策 

 

１ 地域生活支援事業の見込量 
 

（１） 相談支援事業の取組と見込量 
 
「障がい者相談支援事業」は，障がい者やその家族からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助

言その他の障がい福祉サービスの利用支援など，必要な支援を行います。 
この事業は，指定特定相談支援事業者に委託することができるので，現在指定を受けている２つ

の事業所に順次委託することを検討します。 

また，相談支援事業所が複数設置された場合には，これらの事業所の中核となる基幹相談支援セ

ンターの設置を検討します。 

市町村相談支援機能強化事業については，いなしきハートフルセンターで実施しておりますが，

交通の利便性等を勘案し，より身近な事業主体の設置を検討していきます。 

「住宅入居等支援事業」は，平成２７年度以降，施設入所者などの地域生活への移行の動向を勘

案しながら設置を検討します。 

 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

①障がい者相談支援事業 箇所 ‐ 1 1 2 

 基幹相談支援センター 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ 

②市町村相談支援機能強化事業 箇所 1 1 1 1 

③住宅入居等支援事業 箇所 ‐ 検討 検討 検討 

 

（２）成年後見制度利用支援事業の取組と見込量 

「成年後見制度利用支援事業」は，平成２４年度から市町村において必須事業となりました。今

後も，「守谷市成年後見制度利用支援事業実施要綱」に基づき，継続して事業を実施します。 

 平成２５年度の利用実績はありませんが，今後も事業の継続を図る観点から利用者数を見込み，

利用量を設定します。 
 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

成年後見制度利用支援事業 人/年 1 1 1 1 
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（３）意思疎通支援事業の取組と見込量 

「意思疎通支援事業」は，聴覚，音声機能，言語機能その他の障がいのため意思疎通を図ること

に支障のある人に手話通訳や要約筆記の方法により，障がい者との意思疎通を仲介する手話通訳者

や要約筆記者の派遣を行います。 

今後においても，聴覚，音声機能，言語機能その他の障がいによりコミュニケーションや情報の

取得が困難な人が日常生活や社会参加の上で支障がないよう，手話通訳者や要約筆記者を派遣し，

実施事業所と連携を図りながら，障がい者の外出や社会参加を支援します。 

手話通訳者派遣事業の利用者は，手話の使える聴覚障がい者に限定されているため，大きな増減

はないと考えます。 

 要約筆記者派遣事業は，現状では利用がありませんので，将来的にもわずかな利用にとどまるも

のと考えます。 
 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

手話通訳者派遣事業 人/年 100 100 100 100 

 要約筆記者派遣事業 人/年 0 1 1 1 

 

（４）日常生活用具給付事業の取組と見込量 

「日常生活用具給付事業」は，障がい者等に介護訓練等支援用具などの日常生活用具を給付する

ことで，日常生活の便宜を図ることを目的とします。 

今後においても，事業を周知するとともに，介護保険制度や老人福祉法などの施策と調整を図り

ながら事業の充実に努め，在宅の重度障がいのある人などの日常生活の便宜を図るため，日常生活

用具の給付を行います。 

見込量は，これまでの実績件数を考慮して設定しています。特に，排せつ管理支援用具について

は，ぼうこうや直腸の機能に障がいのある人が増加し，これに比例して給付申請が増加しているこ

とから，今後も給付量が大きく増加していくものと考えます。 
 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

 日常生活用具利用人数（合計） 人/年 985 1,085 1,185 1,285 

 ①介護・訓練支援用具  人/年 7 10 13 16 

②自立生活支援用具 人/年 17 21 25 29 

③在宅療養等支援用具 人/年 14 16 18 20 

④情報・意思疎通支援用具 人/年 3 4 5 6 

⑤排せつ管理支援用具 人/年 941 1,031 1,121 1,211 

⑥居宅生活動作補助用具 人/年 3 3 3 3 
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（５） 手話奉仕員養成事業 

地域生活支援事業においては，手話奉仕員の養成が市町村の必須事業として位置付けられたため，

平成２７年度から入門課程，基礎課程及び上級課程を行っていく予定となっています。 

手話通訳者を養成するために，これらの全課程を修了した受講生には，茨城県の手話通訳者養成

講座の受講を勧奨するとともに，健康スポーツフェスティバルをはじめとする市のイベント，災害

時における避難所において，手話ボランティアとして活躍できるよう，体制の整備に努めます。 

 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

受講者数 人/年 ‐ 20 15 10 

ボランティア登録数 人/年 ‐ ‐ ‐ 4 

通訳者養成講座受講者数 人/年 ‐ ‐ ‐ 3 

 

（６） 移動支援事業の取組と見込量 

「移動支援事業」は，従来の支援費制度で実施した「移動介護事業」以降，障がい者の外出を支

援するサービスとして定着し，利用者も常時あり，また，社会参加の支援の上でその充実が求めら

れています。 

現在，当市では，個別支援型（障がいのある人と支援する人とのマンツーマンでの支援）を実施

しています。 

今後においても，障がい者が社会の様々な分野に積極的に参加し，社会生活上必要不可欠な外出

や余暇活動など，社会参加のための外出時における移動ができるよう支援します。また，当該サー

ビスを安定的に実施するため，事業所の新規参入促進に努めます。 

見込量は，これまでの利用量の実績を考慮し，今後，知的障がい者及び精神障がい者からの利用

が増加することを勘案して設定します。 
 

 

 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

移動支援事業所

設置箇所 

箇所 
6 7 7 7 

移動支援 

利用者数 

人/年 
20 22 24 26 

移動支援 

延利用時間数 

時間/年 
565 621 678 734 
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（７）地域活動支援センター事業の取組と見込量 

「地域活動支援センター事業」は，障がい者の創作活動や生産活動の機会の提供や社会と交流す

る場として，また，地域生活に移行した障がい者の居場所としても重要な役割を担う事業です。 

利用を希望する障がい者ができるだけ身近で気軽に利用できるよう，当該事業の活動の充実を図

ります。 

今後も，障がい者の日中の居場所づくりを確保する観点から，当該事業の継続的な実施に努めま

す。 
 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

基礎的事業 箇所 1 1 1 1 

機能強化事業 

Ⅰ型 箇所 1 1 1 1 

Ⅱ型 箇所 0 0 0 0 

Ⅲ型 箇所 1 1 1 1 

 

（８）日中一時支援事業の取組と見込量 

「日中一時支援事業」は，障がい者の日中における活動の場を確保し，その家族の就労支援及び

障がい者などを日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。 

制度改正により，放課後等デイサービスが開始されたため，大幅な減となっておりますが，今後

においても，当該サービスの利用を促進し，障がい者の家族などの負担軽減を図ります。 

 

 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

日中一時支援事業所設置箇所数 箇所 15 15 15 15 

延利用回数 回/年 2,244 2,244 2,244 2,244 

利用者数 人/年 57 57 57 57 

 

（９）訪問入浴サービス事業の取組と見込量 

「訪問入浴サービス事業」は，家庭で入浴することが困難な重度の身体障がい者に対し，訪問に

より居宅において入浴サービスを提供し，身体の清潔の保持，心身機能の維持を図る事業です。 

今後においても，当該サービスの安定的な実施を図るため，サービス提供体制の確保に努めます。 

見込量は，障がい福祉計画（第３期）での利用者数及び利用量の実績並びに地域生活へ移行する

障がい者の数を考慮して設定します。 
 

 単位 平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
訪問入浴  利用者数 人/年 7 8 9 10 

訪問入浴 延利用回数 回/年 336 384 432 480 

訪問入浴事業所設置箇所数 箇所 3 3 3 3 
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（１０）更生訓練費給付事業の取組と見込量 

「更生訓練費給付事業」は，就労移行支援又は自立訓練を利用している障がい者に対し，更生訓

練のための経費を支給して社会復帰の促進を図る事業です。 

 平成２５年度まで利用者はありませんでしたが，平成２６年度においてサービスを受けた方が１

人いる状況です。利用できる施設やサービスの内容が限られていることから，今後も大きな増加は

見込まれませんが，障がいのある人が社会復帰を目指すためには必要なサービスであるため，今後

も継続して利用者数を見込みます。 
 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

更生訓練費利用者数 人/年 1 1 1 1 

 

（１１）社会参加促進事業の取組と見込量 

障がい者が日常生活を送る上で必要となる事業を推進することや地域での社会参加を促進する

ため，従来どおり以下のサービスの継続を図り，利用の促進に努めます。 

自動車運転免許取得費助成事業及び自動車改造費助成事業の見込量については，障がい福祉計画

（第３期）での利用者数及び利用量の実績を考慮して設定します。 
 

区  分 単位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

自動車運転免許取得費 

助成事業利用人数 
人/年 1 1 1 1 

自動車改造費助成事業 人/年 1 1 1 1 
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２ その他の地域生活支援事業への取組 

 
（１）理解促進研修・啓発事業の取組 
   「理解促進研修・啓発事業」は，市民が障がいのある人に対する理解を深め，障がいのある

人が住みなれた地域でいきいきと生活していけるよう，次のような啓発活動を行っていきます。 
   

① 健康スポーツフェスティバルでの福祉部門の充実 
多くの市民が参加する健康スポーツフェスティバルを活用し，障がいのある人のボラン

ティア団体と協力しながら，障がいに対する理解の促進と啓発活動に努めます。 
② 学校での交流，福祉教育の充実 

福祉教育の一環として，障がい者のボランティア団体等と協力しながら，教職員，児童

生徒に障がいに対する理解促進を図っていきます。 
③ 「障がい者週間」などを活用した啓発 

障がい者週間（１２月３日から９日まで）などの，市民が障がいのある人の問題に関心

を持ちやすい時期に，のぼり旗の掲出や広報への特集記事の掲載を行い，市民の障がいへ

の理解促進を図ります。 
④ 知的障がい者の就労支援 

知的障がい者への理解の促進と就労を支援する観点から，市において特別支援学校から

の実習生の受入れを行うとともに，市職員の知的障がい者への理解促進を図ります。 
  

（２） 自発的活動支援事業の取組 
   「自発的活動支援事業」は，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

できるように，障がいのある人やその家族，地域住民等が行う自発的活動を支援するものです。

この事業については，平成２８年度からの実施を目標とし，検討していきます。 
 
 
３ 地域生活支援事業の今後の方策 

 
 障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができるよう，各種事業のニーズを把握しなが

ら，サービス提供体制の確保に努めます。特に，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律の施行後に必須事業となっている理解促進研修・啓発事業，自発的活動支援事業，手

話奉仕員養成研修事業については，関係機関と連携し，内容を協議のうえ実施に向けて取り組みま

す。 
また，障がいのある人が地域生活へ移行するためには，医療機関や入所施設，相談支援事業所と

の連携を図り，退院（退所）前のカンファレンスや地域移行前後のケアを行うことが，市の重要な

役割となってくるものと考えます。さらに，退院（退所）した障がい者が地域の見守りを受けなが

ら安心して暮らせるまちづくりを目指していく必要があることから，より利用しやすい相談支援体

制を検討するとともに，現在，市の委託事業として社会福祉協議会で実施している地域ケアシステ

ム事業を活用しながら，医療機関，相談支援事業所，地域とのネットワークを構築し，事業所と連

携して情報の交換等を行い，障がい者と地域とのかかわりを密にして取り組みます。 
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1 障がい福祉サービスの内容と対象者 
  障がい福祉サービスは，①介護給付，②訓練等給付に分かれています。 
 
① 介護給付 

 

サービス名 内容 対象者 

在
宅
生
活
の
支
援 

居宅介護 
（ホームヘルプ） 

ホームヘルパーが，自宅を訪問して，入

浴・排せつ・食事等の介護，調理・洗濯・

掃除等の家事，生活等に関する相談や助言

など，生活全般にわたる援助を行います。 

障がいのある人の地域での生活を支える

ための基本となるサービスで，利用者本人

のために使われるサービスです。 

障がいのある人（障がい支援区分 1

以上） 

障がいのある児童にあっては，こ

れに相当する心身の状態にある人 

重度訪問介護 重度の肢体不自由があり常に介護を必

要とする人に対して，ホームヘルパーが自

宅を訪問し，入浴・排せつ・食事等の介護，

調理・洗濯・掃除などの家事，生活等に関

する相談や助言など，生活全般にわたる援

助や外出時における移動中の介護などを

総合的に行います。 

重度の肢体不自由者で，常に介護

を必要とする人（障がい支援区分 4

以上） 

同行援護 移動に著しい困難を有する視覚障がい

のある人が外出する際，本人に同行し，移

動に必要な情報の提供や，移動の擁護，排

せつ・食事等の介護のほか，本人が外出す

る際に必要な援助を適切かつ効果的に行

います。 

単に利用者が行きたいところに連れて

行くだけではなく，外出先での情報提供や

代読・代筆などの役割も担う，視覚障がい

のある人の社会参加や地域生活において

なくてはならないサービスです。 

 視覚障がい者で，外出する際に援

助を必要とする人（身体介護を伴う

場合は障がい支援区分 2以上） 
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サービス名 内容 対象者 

在

宅

生

活

の

支

援 

行動援護 行動に著しい困難を有する知的障がい

や精神障がいのある人が，行動する際に生

じ得る危険を回避するために必要な援護，

外出時における移動中の介護，排せつ，食

事等の介護のほか，行動する際に必要な援

助を行います。 

障がいの特性を理解した専門のヘルパ

ーがこれらのサービスを行い，知的障がい

や精神障がいのある人の社会参加と地域

生活を支援します。 

知的障がいや精神障がいによって

行動上著しい困難があり，常に介護

を必要とする人（障がい支援区分 3

以上） 

障がい支援区分の認定調査項目の

うち行動障がい，コミュニケーショ

ン及びてんかんに関する11項目の調

査などの合計点数が 8 点以上（障が

いのある児童はこれに相当する心身

の状態）の人 

重度障がい者

等包括支援 

 常に介護を必要とする人のなかでも，特

に介護の必要度が高い人に対して，居宅介

護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，

生活介護，短期入所などのサービスを包括

的に提供します。 

このサービスでは，様々なサービスを組

み合わせて手厚く提供することにより，た

とえ最重度の障がいのある人でも安心し

て地域での生活が続けられるよう支援し

ます。 

 障がい支援区分 6 に該当する人の

うち，意思疎通に著しい困難を有す

る人で，次のいずれかに該当する人

（障がい支援区分の認定調査項目の

うち，行動関連項目〔11 項目〕など

の合計点数が 15 点以上の人） 

①四肢の全てに麻痺などがあり，寝

たきり状態にある障がいのある人

で，ALS 患者など，呼吸管理を行っ

ている身体障がい者・重度の知的

障がい者 

②強度行動障がいのある重度・最重

度の知的障がい者 

障がいのある児童にあっては，障

がい支援区分 6 に相当する心身の

状態 

短期入所 
（ショートステイ） 

 自宅で介護を行っている人が病気など

の理由により介護を行うことができない

場合に，障がいのある人に障がい者支援施

設や児童福祉施設等に短期間入所しても

らい，入浴・排せつ・食事のほか，必要な

介護を行います。 

このサービスは，介護者にとってのレス

パイトサービス（休息）としての役割も担

っています。 

 居宅で介護を行う人が病気やその

他の理由により，障がい者支援施設

やその他の施設への短期間の入所を

必要とする障がいのある人（障がい

支援区分 1以上） 

 障がいのある児童の障がいに応じ

て厚生労働大臣が定める区分におけ

る区分 1 以上に該当する障がいのあ

る児童 
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サービス名 内容 対象者 

日
中
活
動
の
場
の
充
実 

生活介護 障がい者支援施設などで，常に介護を必

要とする人に対して，主に昼間において，

入浴・排せつ・食事等の介護，調理・洗濯・

掃除等の家事，生活等に関する相談・助言

その他の必要な日常生活上の支援，創作的

活動・生産活動の機会の提供のほか，身体

機能や生活能力の向上のために必要な援

助を行います。 

このサービスでは，自立の促進，生活の

改善，身体機能の維持向上を目的として通

所により様々なサービスを提供し，障がい

のある人の社会参加と福祉の増進を支援

します。 

常に介護を必要とする人で，次の

いずれかに該当する人 

①49 歳以下の場合は，障がい支援区

分 3以上（施設入所は区分 4以上） 

②50 歳以上の場合は，障がい支援区

分 2以上（施設入所は区分 3以上） 

生

活

の

場

の

確

保 
 

療養介護  医療的ケアを必要とする障がいのある

人のうち常に介護を必要とする人に対し

て，主に昼間において病院で行われる機能

訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の

下における介護及び日常生活上の世話を

行います。 

また，療養介護のうち医療にかかわるも

のを療養介護医療として提供します。この

サービスでは，医療機関において医療的ケ

アと福祉サービスを併せて提供します。 

医療機関への長期入院による医療

に加え，常に介護を必要とする人で，

次のいずれかに該当する人 

①ALS 患者，気管切開，人工呼吸器な

どで，呼吸管理を行っており，障

がい支援区分 6に該当する人 

②筋ジストロフィー患者や重症心身

障がい者で，障がい支援区分 5 以

上 

施設入所支援  施設に入所する障がいのある人に対し

て，主に夜間において，入浴・排せつ・食

事等の介護，生活等に関する相談・助言の

ほか，必要な日常生活上の支援を行いま

す。 

生活介護などの日中活動とあわせて，こ

うした夜間等におけるサービスを提供す

ることで，障がいのある人の日常生活を一

体的に支援します。 

①生活介護利用者のうち，障がい支

援区分 4 以上の人（50 歳以上の場

合は区分 3以上） 

②自立訓練，就労移行支援の利用者

のうち，地域の社会資源の状況な

どにより通所することが困難な人 
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② 訓練等給付 

 
サービス名 内容 対象者 

日
常
活
動
の
場
の
充
実 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障がいのある人又は難病を患って

いる人などに対して，障がい者支援施設，

障がい福祉サービス事業所又は障がいの

ある人の居宅において，理学療法，作業

療法その他必要なリハビリテーション，

生活等に関する相談及び助言などの支援

を行います。 

このサービスでは，リハビリテーショ

ンや歩行訓練，コミュニケーション，家

事の訓練などの実践的なトレーニングを

中心に一定の期間を決めて行い，障がい

のある人の地域生活への移行を支援しま

す。 

①入所施設や医療機関を退所・退院した

人で，地域生活への移行を図る上で，

身体的リハビリテーションの継続や

身体機能の維持・回復などの支援が必

要な人 

②特別支援学校を卒業し，地域生活を営

む上で，身体機能の維持・回復などの

支援が必要な人 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障がい又は精神障がいのある人に

対して，障がい者支援施設，障がい福祉

サービス事業所又は障がいのある人の居

宅において，入浴・排せつ・食事等に関

する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

どの支援を行います。 

このサービスでは，施設や病院に長期

入所又は長期入院していた人などを対象

に，地域生活を送る上でまず身につけな

くてはならない基本的なことを中心に訓

練を行い，障がいのある人の地域生活へ

の移行を支援します。 

①入所施設や医療機関を退所・退院した

人で，地域生活への移行を図る上で，

生活能力の維持・向上などの支援が必

要な人 

②特別支援学校を卒業した人や継続し

た通院により症状が安定している人

などで，地域生活を営む上で，生活能

力の維持・向上などの支援が必要な人 

就労移行支援 就労を希望する 65 歳未満の障がいの

ある人に対して，生産活動や職業体験な

どの機会の提供を通じた就労に必要な知

識や能力の向上のために必要な訓練，就

労に関する相談や支援を行います。 

このサービスでは，一般就労に必要な

知識・能力を養い，本人の適正に見合っ

た職場への就労と定着を目指します。 

 一般就労など（企業などへの就労，在

宅での就労・起業）を希望し，知識・能

力の向上，実習，職場探しなどを通じ，

適性にあった職場への就労などが見込

まれる 65 歳未満の人 
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サービス名 内容 対象者 

日

常

活

動

の

場

の

充

実 

就労継続支援 

（Ａ型） 

 企業等に就労することが困難な障がい

のある人に対して，雇用契約に基づく生

産活動の機会の提供，知識及び能力の向

上のために必要な訓練などを行います。 

このサービスを通じて一般就労に必要

な知識や能力が高まった人は，最終的に

は一般就労への移行を目指します。 

 就労機会の提供を通じて，生産活動に

関する知識・能力の向上を図ることによ

り，雇用契約に基づく就労が可能な人

（利用開始時に 65 歳未満）で，次のい

ずれかに該当する人 

①就労移行支援を利用したが，企業など

の雇用に結びつかなかった人 

②特別支援学校を卒業して就職活動を

行ったが，企業などの雇用に結びつか

なかった人 

③就労経験のある人で，現在，雇用関係

がない人 

就労継続支援 

（Ｂ型） 
通常の事業所に雇用されることが困難

な就労経験のある障がいのある人に対

し，生産活動などの機会の提供，知識及

び能力の向上のために必要な訓練などを

行うサービスです。 

このサービスを通じて生産活動や就労

に必要な知識や能力が高まった人は，就

労継続支援（Ａ型）や一般就労への移行

を目指します。 

 就労移行支援を利用したが，一般企業

などの雇用に結びつかない人で，就労機

会を通じて生産活動に関する知識・能力

の向上や維持が期待される人 

①企業や就労継続支援（Ａ型）での就労

経験があるが，年齢・体力面で雇用が

困難となった人 

②就労移行支援を利用したが，企業や就

労継続支援（Ａ型）の雇用に結びつか

なかった人 

③50 歳に達している人 

④就労移行支援や就労継続支援（Ａ型）

の利用が困難と判断された人 

生
活
の
場
の
確
保 

共同生活援助 
（グループホーム） 

 障がいのある人に対して，主に夜間に

おいて，共同生活を営む住居で相談・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います。 

このサービスでは，孤立の防止，生活

への不安の軽減，共同生活による身体・

精神状態の安定などが期待されます。た

だし，共同生活が苦手な利用者にとって

はデメリットとなることもあります。 

※平成 26 年 4 月より共同生活介護(ケア

ホーム)は共同生活援助（グループホー

ム）へ一元化されました。 

 身体障がいのある人（65 歳未満の人

又は 65 歳に達する日の前日までに障が

い福祉サービスもしくはこれに準ずる

ものを利用したことがある人に限る。），

知的障がいのある人及び精神障がいの

ある人 
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③ その他のサービス 
 

サービス名 内容 対象者 

相
談
支
援 

計画相談支援 障がい福祉サービスの利用申請時の「サ

ービス等利用計画案」の作成，サービス支

給決定後の連絡調整，サービス等利用計

画」の作成を行います。 

このサービスでは，障がいのある人の意

思や人格を尊重し，常に本人の立場で考

え、障がいのある人が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう支援

します。 

障がい福祉サービス又は地域相

談支援を利用する全ての障がいの

ある人 
※計画相談支援については，市

が介護保険制度の居宅介護支援計

画（ケアプラン）で足りると判断

する場合は，サービスなどの利用

計画の作成を求めないことができ

る。 
地域移行支援  障がい者支援施設等に入所している人

又は精神科病院に入院している人に対し

て，住居の確保や地域生活に移行するため

の活動に関する相談，外出時の同行，障が

い福祉サービスの体験的な利用支援など

必要な支援を行います。 

このサービスでは，施設・病院からの退

所・退院にあたって支援を必要とする人

に，入所・入院中から新しい生活の準備等

の支援を行うことで，障がいのある人の地

域生活への円滑な移行を目指します。 

地域定着支援 単身等で生活する障がいのある人に対

し，常に連絡がとれる体制を確保し，緊急

に支援が必要な事態が生じた際に，緊急訪

問や相談などの必要な支援を行います。 

このサービスでは，入所施設や精神科病

院から退所又は退院した人や地域生活が

不安定な人などに，「見守り」としての支

援を行うことで，障がいのある人の地域生

活の継続を目指します。 
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２ 障がい児通所支援の内容と対象者 
 
サービス名 内容 対象者 

障
が
い
児
通
所
支
援 

児童発達支援 障がいのある児童が，通所により日常生

活における基本的動作の指導，自活に必要

な知識や技能の付与又は集団生活への適応

のための訓練を受けるサービスです。 

福祉サービスを行う「福祉型」と，福祉

サービスに併せて治療を行う「医療型」が

あります。 

障がい児に対する通所施設は，以前は障

がい種別ごとに分かれていましたが，複数

の障がいに対応できるよう平成24年度より

一元化が行われました。ただし，これまで

同様に障がいの特性に応じたサービス提供

も認められています。 

心身に障がい又は発達の遅れが

あり，療育の必要性が認められる

未就学児 

医療型児童発

達支援 

上肢，下肢又は体幹に機能障がいのある

児童に対し，日帰りで，治療を行うととも

に，日常生活における基本的な動作の指導，

知能技能の付与，集団生活への適応訓練等

を行います。 

肢体不自由があり，理学療法等

の機能訓練又は医学的管理下での

支援が必要と認められた児童 

放課後等デイ

サービス 

 学校通学中の障がい児に，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提供します。 

心身に障がい又は発達の遅れ

がある 18 歳までの就学児 

保育所等訪問

支援 

 障がい児施設で指導経験のある児童指導

員や保育士が，保育所などを 2 週間に 1 回

程度訪問し，障がい児や保育所などのスタ

ッフに対し，障がい児が集団生活に適応す

るための専門的な支援を行います。 

保育所，幼稚園，小学校などに

在籍している障がいのある児童 

 
その他のサービス 
 

サービス名 内容 対象者 

相
談
支
援 

障がい児相談支

援 

居宅・通所サービスを受けようとする障

がいのある児童に対し，サービスなどの利

用計画を作成し，サービス事業所との連絡

調整，モニタリングなどを行います。 

障がいのある児童及び障がい児

通所支援を利用する全ての障がい

のある児童 
 

※療育：障がいのある児童に対する医療や教育など，発達を促すための一連の取組 
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３ 地域生活支援事業の内容 
  市町村地域生活支援事業は，①必須事業，②任意事業，③障がい支援区分認定事務に分かれて

います。 

 

① 必須事業 

事業名 内容 

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するうえで生じる「社会

的障壁」をなくすため，地域の住民に対して，障がいのある人に対す

る理解を深めるための研修会やイベントの開催，啓発活動を行います。 

自発的活動支援事業 

 障がいのある人，その家族，地域住民などが地域において自発的に

行う活動（ピアサポート，災害対策，孤立防止活動，ボランティア活

動など）を支援します。 

相
談
支
援
事
業 

基幹相談支援センター

等機能強化事業 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として，障がい者

相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障がい者，知

的障がい者，精神障がい者の相談等の業務を総合的に行います。 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居

を希望しているが，保証人がいない等の理由により入居が困難な障が

い者等に対し，入居に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者等の地域生活を支援します。 

成年後見制度利用支援事業 

障がい福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障がいのあ

る人又は精神障がいのある人に対して，成年後見制度の利用について

必要となる経費の全て又は一部について補助を行います。 

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の業務を適正に行うことができる法人

を確保できる体制を整備するとともに，市民後見人の活用も含めた法

人後見の活動を支援します。 

意思疎通支援事業 

聴覚，言語機能，音声機能，視覚その他の障がいのため，意思疎通

を図ることに支障がある人のために，手話通訳者や要約筆記者の派遣，

点訳，代筆，代読，音声訳による支援などを行います。 

日常生活用具給付事業 
重度障がいのある人等に対し，自立生活支援用具等の日常生活用具

を給付又は貸与を行います。 

 

①介護・訓練支援用具 特殊寝台，特殊マット，体位変換器など 

②自立生活支援用具 入浴補助用具，頭部保護帽，移動・移乗支援用具など 

③在宅療養等支援用具 透析液加温器，電気式たん吸引器，盲人用体重計など 

④情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置，視覚障がい者用拡大読書器など 

⑤排せつ管理支援用具 ストマ用装具，紙おむつなど 

⑥居宅生活動作補助用具 小規模な住宅改修を伴う用具 
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事業名 内容 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある人との交流活動の促進，市町村の広報活動などの支

援者として期待される手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を取

得した者）の養成研修を行います。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障がいのある人について，外出のための支援

を行います。  

地域活動支援センター事業 
障がいのある人に対し，創作的活動又は生産活動の機会の提供，社

会との交流の促進等を行います。 

 

基礎的事業 
創作的活動や生産活動の機会の提供，社会との交流の促進などの事

業を実施し，障がい者の地域生活支援を行います。 

機
能
強
化
事
業 

Ⅰ型 

専門職員（社会福祉士，精神保健福祉士など）を配置し，医療・福

祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整，市民ボランティア

育成，障がいに対する理解促進を図るための普及啓発などの事業を実

施します。また，相談支援事業を併せて実施しているか，又は委託を

受けていることが要件。1日当たりの実利用人員が概ね 20 人以上が必

要 

Ⅱ型 

地域において雇用・就労が困難な在宅で暮らす障がい者に対し，機

能訓練，社会適応訓練，入浴などのサービスを実施します。1 日当た

りの実利用人員が概ね 15 人以上が必要 

Ⅲ型 

地域の障がい者のための援護対策として，地域の障がい者団体など

によって適所での援護事業（小規模作業所や共同作業所）の実績を概

ね 5 年以上有しており，自立支援給付に基づく事業所に併設して実施

することも可能。1日当たりの実利用人員が概ね 10 人以上が必要 

 
② 任意事業 

事業名 内容 

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，また，障がい者の家

族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を目的
としています。 

訪問入浴サービス事業 
 家庭で入浴することが困難な重度の身体障がい者に対し，その家

庭へ移動入浴車を派遣して入浴サービスを提供します。 

更生訓練費給付事業 
 自立訓練又は就労移行支援による訓練を受ける障がい者を対象

に，訓練経費を支給します。 

社
会
参
加
促
進

事
業 

自動車運転免許取得費
助成事業 

 身体障がい者手帳を所持し，自動車教習所で普通運転免許を新規

に取得する人を対象に，運転免許取得に要する費用の一部を助成し

ます。 

自動車改造費助成事業 

 自ら所有し運転する自動車の手動装置などの一部を改造すること

により社会参加が見込まれる人に対し，自動車の改造に直接要した

費用の一部を助成します。 

 

③ 障がい支援区分認定等事務 

事業名 内容 

障がい支援区分認定等事務 
障がいのある人の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援

の度合い（支援区分）を，認定調査と医師意見書に基づいて，総合
的に審査・判定します。 



７２ 
 

４ 守谷市内の障がい福祉サービス及び地域生活支援事業の提供事業所 
 

平成 26 年 10 月 1 日現在 

施設名称 
障がい福祉サービス 

障がい児通所支援 
地域生活支援事業 

守谷市障がい者福祉センター（ひこうせん） 

守谷市板戸井１９７７－２ 

℡ ０２９７－４５－９８０１ 

生活介護 

就労移行支援 

就労継続支援（Ｂ型） 

放課後等デイサービス 

日中一時支援事業 

守谷市障がい者相談支援センター 

守谷市板戸井１９７７－２ 

℡ ０２９７－４５－９８０１ 

指定一般相談支援 

指定特定相談支援 
 

守谷市こども療育教室 

守谷市板戸井１９７７－２ 

℡ ０２９７－４７－０２２０ 

児童発達支援  

指定通所介護事業所あいた 

守谷市同地３６６－２ 

 ℡ ０２９７－４８－６７８３ 

生活介護（基準該当）  

障害者支援施設 さくら荘 

 守谷市大木１２９－２ 

 ℡ ０２９７－４８－６２８８ 

生活介護 

施設入所支援 

短期入所 

日中一時支援事業 

相談支援事業所さくら 

守谷市大木１２９－２ 

 ℡ ０２９７－４８－６２８８ 

指定特定相談支援  

アネシス障害者居宅介護事業所 

 守谷市薬師台２－１６－３ 

 ℡ ０２９７－２１－１５２５ 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

訪問入浴サービス 

移動支援事業 

守谷市社協ヘルパーステーション 

 守谷市大柏９５４－３ 

 ℡ ０２９７－４５－００８８ 

居宅介護 

同行援護 

重度訪問介護 

移動支援事業 

ケアステーション・モリヤ 

 守谷市松前台３－１５－１ 

 ℡ ０２９７－４６－０１１３ 

生活介護 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

日中一時支援事業 

ケアホーム もりや 

 守谷市久保ケ丘１－２２－１７ 

 ℡ ０２９７－４６－０１１３ 

共同生活援助  

モリヤ・キッズ 

 守谷市松前台３－１５－１ 

 ℡ ０２９７－４６－０１１３ 

放課後等デイサービス  

レジーア 

 守谷市けやき台２－３６－４ 

 ℡ ０２９７－４４－９８８５ 

就労移行支援 

就労継続支援（Ｂ型） 
 

Ｚｅｒｏ Ｐｏｉｎｔ（ゼロポイント） 

 守谷市薬師台１－３１－１ 

 ℡ ０２９７－２０－６８５１ 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（Ｂ型） 

 



７３ 
 

施設名称 
障がい福祉サービス 

障がい児通所支援 
地域生活支援事業 

こどもチャンネル 

守谷市薬師台１－３１－１ 

 ℡ ０２９７－２０－６８５１ 

放課後等デイサービス  

Ｚｅｒｏ Ｈｏｕｓｅ Ⅰ（ゼロハウス１） 

 守谷市けやき台３－１０－１ 

 ℡ ０２９７－２０－６８５１ 
共同生活援助  

医療法人社団弘明会 

さとう障がい者支援センター 

 守谷市野木崎５２１－１ 

 ℡ ０２９７－２１－１７７０ 

自立訓練（機能訓練） 

生活介護 
 

放課後等デイサービス 遊学館守谷教室 

 守谷市松前台３－２１－１ 

 ℡ ０２９７－４４－８３３３ 

放課後等デイサービス  

ワークショップ リベルテ 

 守谷市けやき台１－１７－１０ 

 ℡ ０２９７－４４－４５５４  

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型） 
 

プラクティススクール クアトロガッツ 

 守谷市薬師台２－４－１ 

 ℡ ０２９７－３８－７８８１ 

放課後等デイサービス 日中一時支援 

一般社団法人 ＦＪＮ カンパニー 

 守谷市百合ケ丘１－２３５４－１３３ 

 ℡ ０２９７－４４－６６４１ 

就労継続支援（Ａ型）  

エスポワール 

 守谷市本町６２２－２ 

 ℡ ０２９７－４８－５５３３ 

 
地域活動支援センター

Ⅲ型 

 


