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－ は じ め に － 

 

 

 本市では、平成 30（2018）年３月に策定した「西脇市障害者基本計画・第５期障害福祉計

画」の基本理念である「互いにみとめあい 住みなれた地域で その人らしく暮らせるまち に

しわき」を目指し、障害のあるなしに関わらず、誰もが互いに尊重し、その人らしく安心し

て暮らせる共生社会の実現に取り組んでまいりました。 

今回、策定いたしました「第６期西脇市障害福祉計画・第２期西脇市障害児福祉計画」は、

第５期計画の検証等を踏まえ、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間を計

画期間とし、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の整備を行うための数値目

標を定めたものです。 

社会環境の変化とともに、障害福祉における課題は、一層複雑化・多様化してきています。

障害のある人の重度化・高齢化や親亡き後を見据えた居住支援としての地域生活支援拠点等

の整備、相談支援体制の充実・強化、障害のある子どもへの支援提供体制の整備などに加え、

医療的ケアを要する方への支援、多様な障害特性に応じたコミュニケーション支援など、よ

りきめ細かな対応が求められています。 

これらの課題解決に向けては、行政のみならず障害福祉サービス事業所をはじめ、関係団

体や関係機関等の皆様の御理解・御協力、そして互いに連携した対応が一層大切となってま

いります。 

令和３（2021）年５月には、新庁舎の健康福祉連携施設において、身近な相談の拠点とな

る西脇市障害者基幹相談支援センターを開設いたします。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、全ての障害に対応した総合的・専門的な相談業務を行うとともに、

相談支援事業者や相談機関等と連携し、地域の重層的な相談支援体制の構築を目指してまい

ります。 

本計画の推進につきましては、障害のある人を支える多くの方の力が必要となります。市

民の皆様をはじめ、民生委員児童委員の方々、障害福祉サービス事業者、関係団体や関係機

関等が手を携え、一体となり事業に取り組んでまいりたいと考えております。引き続き、御

支援、御協力をお願いいたします。 

 最後に、計画策定に当たり、貴重な御意見、御提案をいただきました西脇市障害者地域支

援協議会の委員の皆様に心から厚くお礼申し上げます。 

 

 

令和３（2021）年３月 

 

西脇市長 片 山 象 三 
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第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

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（平成17年法律第 123号。

以下「障害者総合支援法」という。）第88条第１項において、市町村は障害福祉サービス、相

談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画（市町村障害福祉計画）を定め

ることとされており、地域の実情を踏まえた適切な障害福祉サービス、相談支援及び地域生

活支援事業の提供に向け、数値目標を定めるとともに、障害福祉サービス等の見込量及びそ

の見込量確保のための方策を定めることとされています。 

また、児童福祉法(昭和22年法律第 164号)第33条の20第１項においては、障害児通所支援

及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実

施に関する計画（市町村障害児福祉計画）を定めるものとされており、障害児通所支援及び

障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標を定めるとともに、指定通所支援又は指定障害

児相談支援の見込量及びその見込量確保のための方策を定めることとされています。 

本市においては、平成18（2006）年度から令和２（2020）年度まで、第１期から第５期にわ

たり障害福祉計画を策定し、地域生活を支援するためのサービス基盤の整備等に係る施策の

推進を図ってきました。 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画（以下「第６期計画」という。）では、第５期

障害福祉計画（以下「第５期計画」という。）の進捗状況や各年度における実績を踏まえ、令

和５（2023）年度を目標年度とする障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標として

「成果目標」を設定します。また、目標を達成するために障害福祉サービス等の必要な量等

を「活動指標」として見込み、その確保のための方策を定めます。 

 

■国の動向：平成30（2018）年以降 

年 主な動き 

平成30 

（2018）年 

３月 「障害者基本計画（第４次）」策定 

４月 改正「障害者総合支援法」、改正「児童福祉法」施行 

６月 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」施行 

令和元

（2019）年 

６月 改正「障害者の雇用の促進等に関する法律」施行 

   「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」施行 

令和２

（2020）年 
６月 改正「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行 

 

  



 

 

 

２ 

 

 

２ 計画の位置付け 

(1)  計画の法的根拠と障害者基本計画との関連 

第６期計画は、障害者総合支援法第88条第１項に定める市町村障害福祉計画と児童福祉法

第33条の20第１項に定める市町村障害児福祉計画を一体的に策定するものです。また、平成

30（2018）年３月に策定した「西脇市障害者基本計画」は、障害者基本法(昭和45年法律第84

号)第11条第３項に基づく市町村障害者計画として位置付けるもので、市の障害福祉施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための理念や方針、施策等を定めています。障害者基本計画、

障害福祉計画及び障害児福祉計画は、相互に密接な関係があり、関連して施策を進めていか

なければならないことから、第６期計画の策定に当たっても、「西脇市障害者基本計画」の

基本理念や障害者施策の現状と課題を踏まえて策定します。 

 

★障害者基本計画の基本理念 

平成30（2018）年３月に策定した「西脇市障害者基本計画」では、「互いにみとめあい 住

みなれた地域で その人らしく暮らせるまち にしわき」を基本理念としています。 

また、この基本理念を達成するため、５つの基本目標と目標ごとの施策、４つの重点取組

を設定し、障害者施策の推進を図っています。 

 

 

  

西脇市障害者基本計画の基本理念 

互いにみとめあい 住みなれた地域で その人らしく暮らせるまち にしわき 

■基本目標 

１ 人権を尊ぶまちづくり 

２ 成長と学びを支えるつながりづくり 

３ 住み慣れた地域での安全・安心な暮らしづくり 

４ 社会参加と生きがいづくり 

５ 共に暮らせる地域づくり 

■重点取組 

１ 差別解消の推進と合理的配慮の促進（基本目標１・５） 

２ 切れ目のない療育・教育の支援体制の推進（基本目標２） 

３ 相談支援の充実（基本目標３） 

４ 就労支援の充実（基本目標４） 



 

 

 

３ 

 

 

(2)  関連計画との関係 

第６期計画は、本市の最上位計画である「第２次西脇市総合計画」の分野別計画として位

置付けており、「第三次西脇市地域福祉計画」に掲げる基本理念の実現を障害者福祉の分野

から図るものです。 

あわせて、「第８期西脇市高齢者安心プラン」、「第２期西脇市子ども・子育て支援事業計

画」、「にしわき健康プラン」との整合・調和を図っています。 

 

 

３ 計画の対象 

障害者基本法第２条において、障害者の定義は「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害

を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害

及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

をいう。」とされており、難病患者等も加えるものとします。 

また、第６期計画では18歳以上の障害者を「障害のある人」、18歳未満の障害者を「障害の

ある子ども」と表記しています。 

  

西脇市の計画 

第２次西脇市総合計画 令和元（2019）年度～12（2030）年度 

第三次西脇市地域福祉計画 令和２（2020）年度～７（2025）年度 

主な関連計画 

第８期西脇市高齢者安心プラン 

   令和３（2021）年度～５（2023）年度 

第２期西脇市子ども・子育て支援事業計画 

   令和２（2020）年度～６（2024）年度 

にしわき健康プラン 

  平成26（2014）年度～令和５（2023）年度 

西脇市障害者基本計画 

平成30（2018）年度～令和５（2023）年度 

第６期西脇市障害福祉計画 

第２期西脇市障害児福祉計画 

令和３（2021）年度～５（2023）年度 

兵庫県 

ひょうご障害者福祉計画 平成27（2015）年度～令和３（2021）年度 

第６期兵庫県障害福祉推進計画 令和３（2021）年度～５（2023）年度 

国 

第４次障害者基本計画 平成30（2018）年度～令和４（2022）年度 

障害者施策の方向性を示す計画 



 

 

 

４ 

 

 

４ 計画の期間 

第６期計画は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間を計画期間としま

す。 

 

 
平成 30

（2018） 

年度 

令和元

（2019） 

年度 

２ 

（2020） 

年度 

３ 

（2021） 

年度 

４ 

（2022） 

年度 

５ 

（2023） 

年度 

障害者 

基本計画 
 

障害 

福祉計画 

 

 

 

５ 計画の策定方法及び体制 

計画の策定に当たっては、庁内関係各課と事業評価及び今後の事業について調整するとと

もに、障害者基本法に基づき市の条例により設置した西脇市障害者地域支援協議会で審議し

ました。 

 

⑴ 施策・事業の実施状況の点検・評価 

庁内関係課と事業の取組状況を点検・評価し、サービス見込量の設定とサービス提供の

確保の方策を検討するための基礎資料としました。 

⑵ 障害福祉サービスの給付実績等の分析 

第５期計画に掲げる目標値の達成度を確認するとともに、障害福祉サービス給付実績の

分析と地域生活支援事業の実施状況の確認を行い、第６期計画のサービス見込量の設定と

サービス提供の確保の方策を検討するための基礎資料としました。 

⑶ 西脇市障害者地域支援協議会の開催 

第６期計画が、障害のある人や関係者等の意見を反映した計画となるよう、西脇市障害

者地域支援協議会において、審議しました。 

⑷ パブリック・コメントの実施 

広く市民の意見を取り入れるため、令和２（2020）年12月１日から令和３（2021）年１月

４日にかけて、第６期計画のパブリック・コメントを実施しました。 

 

  

西脇市障害者基本計画 

第６期西脇市障害福祉計画 

第２期西脇市障害児福祉計画 

第５期西脇市障害福祉計画 

（第 1 期西脇市障害児福祉計画） 

年度 

計画名 
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第２章 障害福祉サービス等の概要 

障害者総合支援法に基づくサービスには、障害支援区分等を踏まえ、個別に支給決定が行

われる「自立支援給付」と市が利用者の状況に応じて実施する「地域生活支援事業」があり

ます。自立支援給付には、「介護給付」、「訓練等給付」、「相談支援」や「自立支援医療」

等があります。 

また、児童福祉法に基づく障害のある子どもを対象としたサービスは、市が支給決定を行

う「相談支援」、「障害児通所支援」と都道府県が支給決定を行う「障害児入所支援」があり

ます。 

 

  



 

 

 

６ 

 

 

１ 障害福祉サービス 

障害福祉サービスは、障害のある人や障害のある子どもが住み慣れた地域で生活するた

めの日常生活や社会生活の総合的な支援を目的としており、生活を支える「訪問系サービ

ス」、昼間の活動の場を提供する「日中活動系サービス」及び夜間の住まいでの支援を提

供する「居住系サービス」に分類されています。 

 

■ 訪問系サービス 

サービス種類 サービス内容 

居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食

事などの介護、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 
視覚障害のある人に対し、外出先における移動の提供や排せつ、食事の介

護などを行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときの危険を回避するため

に必要な支援及び外出支援を行います。 

重度障害者等包括支

援 

介護の必要性が特に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行

います。 

 

 

  



 

 

 

７ 

 

 

■ 日中活動系サービス 

サービス種類 サービス内容 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、施設で、昼間、入浴、排せつ、食事などの介

護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障害のある人に対し、地域生活を営むことができるよう、一定期間、

身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障害のある人又は精神障害のある人に対し、地域生活を営むことが

できるよう、一定期間、日常生活能力の向上を図るとともに、サービス提供

機関との連絡調整等の支援を行います。 

就労移行支援 
就労を希望する人に、一定期間、生産活動やその他の活動の提供、知識や

能力の向上を図るための訓練を行います。 

就労継続支援Ａ型 
事業者と雇用関係を結び、就労機会の提供及び知識・能力の向上のために

必要な訓練等を行います。 

就労継続支援Ｂ型 
雇用関係を結ばず、一定の賃金水準に基づく就労機会の提供及び就労に

必要な知識・能力の向上を図る訓練等を行います。 

就労定着支援 
就労移行支援等により一般就労した人の自宅や企業に訪問し、生活や就

労の相談や連絡調整を行い、継続して就労できるように支援を行います。 

療養介護 
医療と常時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世話を行います。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で、入

浴、排せつ及び食事の介護等を行います。 

 

■ 居住系サービス 

サービス種類 サービス内容 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム等の利用者が一人暮らしをする場合

に、定期的に居宅を訪問し相談支援を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行いま

す。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている人にはサ

ービスも提供します。 

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、食事の介護等を行いま

す。 
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２ 相談支援 

障害者総合支援法第５条に規定されている相談支援は、生活全般の相談、情報提供、サ

ービス等利用計画の作成、サービス担当者会議の開催、サービス事業者との連絡調整、利

用状況の検証（モニタリング）などを行うもので、後述する地域生活支援事業の相談支援

事業とは区別されます。 

 

サービス種類 サービス内容 

計画相談支援 

○サービス利用支援 

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案

を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整などを行うととも

に、サービス等利用計画の作成を行います。 

○継続サービス利用支援 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、サ

ービス事業者等との連絡調整などを行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害のあ

る人、児童福祉施設を利用する18歳以上の人等を対象として、地域移行支援

計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関

との調整等を行います。 

地域定着支援 
居宅において、単身で生活している障害のある人を対象に、常時の連絡体

制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 

障害児相談支援 

○障害児支援利用援助 

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作

成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整などを行うとともに、

障害児支援利用計画の作成を行います。 

○継続障害児支援利用援助 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、サ

ービス事業者等との連絡調整などを行います。 

 

３ 地域生活支援事業 

地域生活支援事業については、障害者総合支援法第77条において、市町村が実施しなけれ

ばならない事業として、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年

後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修

事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業が定められています。 

また、上記の事業のほか、市町村の判断により、障害のある人や障害のある子どもが、自

立した日常生活や社会生活を営むために必要な事業を実施することができると定められてい

ます。 
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(1)  必須事業 

サービス種類 サービス内容 

理解促進研修・ 

啓発事業 

障害のある人や障害のある子どもに対する理解を深めるための研修や啓発

事業を行います。 

自発的活動支 

援事業 

障害のある人や障害のある子どもとその家族、地域住民等が自発的に行う活

動に対し、支援を行います。 

相談支援事業 

障害のある人や障害のある子どもの保護者等の様々な相談に応じ、必要な情

報の提供や助言を行います。また、関係機関との連絡調整、権利擁護のための

必要な支援を行います。 

相談支援機能 

強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるように、精神保健福祉士などの専

門的な資格を有する職員を配置し、相談支援事業の強化を図ります。 

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考えられる知的障害のある人又は精神障害の

ある人に対し、権利擁護を図るため成年後見制度の利用を支援します。 

補助を受けなければ制度の利用が困難である人を対象に費用を助成します。

また、制度周知のための研修を行います。 

意思疎通支援 

事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ること

に支障がある人に、手話通訳者等を派遣します。 

日常生活用具 

給付等事業 

重度障害のある人や重度障害のある子どもに対し、日常生活の便宜を図るた

め、障害部位に応じた用具を給付します。 

○介護訓練支援用具 

特殊寝台や特殊マットなど、身体介護を支援する用具を給付します。 

○自立生活支援用具 

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置など、入浴、調理、移動などの自

立生活を支援するための用具を給付します。 

○在宅療養等支援用具 

電気式たん吸引器や視覚障害者用体温計など、在宅療養等を支援するための

用具を給付します。 

○情報・意思疎通支援用具 

点字器や人工喉頭など、情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援するための

用具を給付します。 

○排せつ管理支援用具 

ストーマ用装具など、排せつ管理を支援する衛生用品を給付します。 

○住宅改修費 

居宅における生活動作等を円滑にするため、既存住宅の簡易な改修を行う際

に費用の一部を助成します。 

手話奉仕員養 

成研修事業 
日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修します。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害のある人に対して、地域での自立生活及び社会参

加を促すため、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 

障害のある人の通いの場として、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社

会との交流の促進などを図ります。 
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(2)  任意事業 

サービス種類 サービス内容 

訪問入浴サービス事

業 

在宅の重度身体障害のある人に対し、身体の清潔の保持、心身機能の維持

等を図るため、入浴サービスを提供します。 

生活訓練等事業 
障害のある人に対し、日常生活に必要な訓練及び指導等を行うことによ

り、生活の質の向上を図ります。 

日中一時支援事業 

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

に、障害のある人の日中活動の場を確保します。 

障害のある子どもを日常的に介護している家族の就労支援及び一時的な

休息を目的に、障害のある子どもの放課後、長期休暇時の活動の場を確保し

ます。 

社会参加促進事業 
聴覚や視覚に障害のある人の交流活動を支援する奉仕員を養成するな

ど、障害のある人が積極的に社会参加できる支援を行います。 

 

４ 障害のある子どもの通所支援等 

障害のある子どもへの支援は、児童福祉法に基づき実施します。市が支給決定を行う「障

害児通所支援」は、通所や障害のある子どもが利用する保育所、居宅等を訪問して訓練や助

言等の支援を行うサービスです。 

サービス種類 サービス内容 

児童発達支援 通所利用の障害のある子どもに対して、日常生活における基本的な動作

の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 医療型児童発達支援 

放課後等デイサービ 

ス 

学校就学中の障害のある子どもに対して、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行います。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障害のある子ども、今後利用する予定の障害の

ある子どもが、保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援

を必要とする場合に訪問支援を行い、保育所等の安定した利用を促進しま

す。 

居宅訪問型児童発達

支援 

重度の障害等により外出が困難な障害のある子どもに対して、居宅を訪

問することにより日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 
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第３章 西脇市の状況 

１ 障害者手帳所持者数の状況 

(1)  障害者手帳所持者の状況 

本市における人口は、年々減少していますが、療育手帳所持者は増加傾向にあります。

精神障害者保健福祉手帳所持者は増加傾向にありましたが、令和元（2019）年度に微減し

ています。また、身体障害者手帳所持者は減少傾向となっています。手帳所持者数は減少

傾向にありますが、対人口比は、毎年約６％で推移しています。 

 

■人口と障害者手帳所持者数の推移                 （人、％） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

人口 41,405 40,998 40,684 40,132 

身体障害者手帳所持者数 1,835 1,804 1,741 1,714 

療育手帳所持者数 391 410 418 435 

精神障害者保健福祉手帳 

所持者数 
210 226 257 242 

障害者手帳所持者数 2,436 2,440 2,416 2,391 

対人口比 5.9% ６% 5.9% ６% 

資料 

人口：住民基本台帳人口（各年度末人口：各年４月１日人口を前年度末人口と扱う。） 

手帳所持者数：社会福祉課（各年度末日） 
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(2)  身体障害のある人の状況 

ア 年齢階層別身体障害者手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳所持者を年齢階層別にみると、18歳未満は横ばいで推移しており、18

～64歳、65歳以上はともに減少しています。令和元（2019）年度では、全体の約76％が

65歳以上となっています。 

 

■年齢階層別身体障害者手帳所持者数の推移                （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

18 歳未満 29 29 26 28 

18～64歳 427 400 392 385 

65 歳以上 1,379 1,375 1,323 1,301 

合 計 1,835 1,804 1,741 1,714 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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イ 等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳所持者を等級別にみると、全体的に減少傾向にありますが、４級は令

和元（2019）年度に微増しています。最重度である１級が最も多く、全体の約30％を占

めています。 

 

■等級別身体障害者手帳所持者数の推移                  （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

１級 552 551 529 514 

２級 236 225 215 214 

３級 285 291 289 279 

４級 482 470 439 448 

５級 154 142 141 132 

６級 126 125 128 127 

合 計 1,835 1,804 1,741 1,714 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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ウ 部位別年齢階層別身体障害者手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳所持者を部位別にみると、「肢体不自由」が、令和元（2019）年度で

1,002人と最も多く、全体の約59％を占めています。次いで、「内部障害」が 478人と

なっています。 

 

■部位別年齢階層別身体障害者手帳所持者数の推移             （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

視覚障害 

18 歳未満 1 1 1 1 

18～64歳 21 18 19 19 

65 歳以上 85 84 81 83 

小計 107 103 101 103 

聴覚・平衡機能

障害 

18 歳未満 5 5 5 7 

18～64歳 22 22 19 21 

65 歳以上 85 82 92 91 

小計 112 109 116 119 

言語・音声・ 

そしゃく障害 

18 歳未満 0 0 0 0 

18～64歳 3 2 1 3 

65 歳以上 10 11 10 9 

小計 13 13 11 12 

肢体不自由 

18 歳未満 17 18 16 14 

18～64歳 276 255 245 231 

65 歳以上 857 830 781 757 

小計 1,150 1,103 1,042 1,002 

内部障害 

18 歳未満 6 5 4 6 

18～64歳 105 103 108 111 

65 歳以上 342 368 359 361 

小計 453 476 471 478 

合計 

18 歳未満 29 29 26 28 

18～64歳 427 400 392 385 

65 歳以上 1,379 1,375 1,323 1,301 

合 計 1,835 1,804 1,741 1,714 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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(3)  知的障害のある人の状況 

ア 年齢階層別療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者を年齢階層別にみると、18歳未満及び65歳以上は横ばいで推移して

いますが、18歳～64歳は増加しており、令和元（2019）年度では平成28（2016）年度の

約 1.2倍となっています。 

 

■年齢階層別療育手帳所持者数の推移                   （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

18歳未満 134 141 133 135 

18～64歳 236 251 265 281 

65歳以上 21 18 20 19 

合 計 391 410 418 435 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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イ 判定別療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者を判定別にみると、全ての判定で増加傾向にあります。中でも、Ｂ２

判定は大きく増加しており、令和元（2019）年度で、全体の約43%を占めています。 

 

■判定別療育手帳所持者数の推移                     （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

Ａ判定 132 130 131 132 

Ｂ１判定 113 115 113 119 

Ｂ２判定 146 165 174 184 

合 計 391 410 418 435 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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■判定別年齢階層別療育手帳所持者数の推移                （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

Ａ判定 

18 歳未満 23 24 23 24 

18～64歳 99 99 100 99 

65 歳以上 10 7 8 9 

小計 132 130 131 132 

Ｂ１判定 

18 歳未満 19 18 15 18 

18～64歳 86 89 89 94 

65 歳以上 8 8 9 7 

小計 113 115 113 119 

Ｂ２判定 

18 歳未満 91 99 95 93 

18～64歳 52 63 76 88 

65 歳以上 3 3 3 3 

小計 146 165 174 184 

合計 391 410 418 435 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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(4)  精神障害のある人の状況 

ア 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳を等級別にみると、全ての等級で増加傾向にありましたが、

１級と２級については、令和元（2019）年度で減少しています。 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移              （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

１級 

18～64歳 18 17 21 21 

65歳以上 15 22 27 23 

小計 33 39 48 44 

２級 

18～64歳 114 119 127 111 

65歳以上 16 18 23 24 

小計 130 137 150 135 

３級 

18～64歳 46 50 56 55 

65歳以上 1 0 3 8 

小計 47 50 59 63 

合 計 210 226 257 242 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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２ 医療費助成制度の対象者の状況 

⑴ 自立支援医療受給者数の推移 

自立支援医療の受給者については、全体的に増加傾向にあります。 

精神通院医療の受給者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者を大きく上回って推移し

ており、手帳所持者以外にも、精神的な疾患を抱える人が増える傾向にあることがわか

ります。 

 

■自立支援医療受給者数の推移                      （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

更生医療 21 17 13 15 

育成医療 2 3 3 5 

精神通院医療 468 499 490 516 

合  計 491 519 506 536 

資料：社会福祉課（各年度末日） 
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⑵ 福祉医療費助成対象者数の推移 

 

福祉医療費助成制度のうち、障害のある人に係るものとして、重度・高齢重度障害者医

療があります。心身障害のある人の助成対象者数は減少していますが、精神障害のある

人の助成対象者数は、増加傾向にあります。 

 

■重度・高齢重度障害者医療費助成対象者数の推移             （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

心身障害のある人 767 758 735 729 

精神障害のある人 21 30 34 33 

資料：保険医療課（各年度末日） 

 

⑶ 指定難病受給者数等の推移 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）の施行に伴い、指定難

病が大幅に拡大されていますが、指定難病認定者数及び小児慢性特定疾病認定者数は、

横ばいで推移しています。 

■指定難病受給者数等の推移                       （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

指定難病認定者数 325 300 295 310 

小児慢性特定疾病認定者数 20 19 17 20 

資料：加東健康福祉事務所（各年度末日） 

 

３ 障害福祉サービス等の利用状況 

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等の支給決定者数の状況

です。障害福祉サービスのうち、18歳未満の支給決定者数は、横ばいで推移しています

が、それ以外のサービスの支給決定者数は、年々増加しています。 

 

■障害福祉サービス等支給決定者数の推移                 （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

障害福祉サービス支給決定者数 314 337 360 358 

 
18 歳以上 289 308 335 334 

18 歳未満 25 29 25 24 

障害児通所サービス支給決定者数 57 76 87 87 

資料：社会福祉課（各年度末日）  
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４ 就業及び就学の状況 

⑴ 障害のある人の就業の状況 

西脇公共職業安定所管内の障害のある人の就職件数は、平成30（2018）年度までは、身

体障害のある人の割合が最も高くなっていましたが、令和元（2019）年度においては、就

業者の高齢化及び重度化等を背景に減少傾向にあります。また一方で、令和元（2019）年

度については、知的障害及び精神障害のある人の成立率が上がっています。 

 

障害種別 項目 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

身体障害 

紹介件数 247 208 160 127 

就職件数 70 53 58 33 

成立率 28.3% 25.5％ 36.3％ 26％ 

知的障害 

紹介件数 94 98 61 39 

就職件数 36 46 35 41 

成立率 38.3% 46.9％ 57.4％ 105.1％ 

精神障害 

紹介件数 109 176 164 117 

就職件数 41 44 51 41 

成立率 37.6% 25％ 31.1％ 35％ 

合 計 

紹介件数 450 482 385 283 

就職件数 147 143 144 115 

成立率 32.7% 29.7％ 37.4％ 40.6％ 

資料：西脇公共職業安定所（各年度末日） 

 

≪西脇市の状況≫ 

◆市が雇用している障害のある人の状況 

令和元（2019）年６月１日現在 17 人 

※うち、精神障害  ６人 

身体障害  10人 

知的障害  １人 

 

令和２（2020）年６月１日現在 22 人 

※うち、精神障害  ７人 

身体障害  14人 

知的障害  １人 

 

 

◆市から福祉施設等への優先発注状況 

令和元年度（2019年度） 目標額 2,100千円 実績額 1,614千円 

令和２年度（2020年度） 目標額 2,100千円 
福祉施設等との契約による事業

委託等 
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 ⑵ 障害のある子どもの就学等の状況 

就学前教育・保育施設における障害のある子どもの在籍者数は、平成28（2016）年度以

降減少傾向にありましたが、令和元（2019）年度に再び増加に転じています。 

特別支援学校の中学部については、減少していますが、小学部・高等部については、増

加しています。特別支援学校及び特別支援学級の全体の在籍者は、増加傾向にあります。 

 

■就学前教育・保育施設における障害のある子どもの在籍者数        （人） 

 平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

在籍者 28 23 24 27 

資料：幼保連携課（各年度末日） 

 

■特別支援学校・特別支援学級の在籍者数                 （人） 

 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

特別支援学校 42 47 51 46 

 小学部 6 9 11 13 

 中等部 14 15 11 6 

 高等部 22 23 29 27 

特別支援学級 123 127 131 131 

 小学校 83 89 104 98 

 中学校 40 38 27 33 

資料：学校教育課（各年度末日） 

５ 障害者施策に関する主な課題 ～「西脇市障害者基本計画」より～ 

⑴ 障害のある人への理解の促進と差別の解消 

⑵ 障害のある子どもへの支援の充実 

⑶ 相談支援の充実とネットワークの強化 

⑷ 就労支援の充実 

⑸ 地域生活の拠点づくりと障害の状況に応じた住まいの確保 

 ⑹ 災害時の安全の確保 

 ⑺ 移動支援の整備と充実  
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６ 市内事業所一覧 

（順不同） 

事業所名 所在地 連絡先 事業内容 

ケアサポートセンターえがお 野村町249-10 20-7949 
居宅介護・重度訪問介護 

移動支援 

桜丘ヘルパーステーション 
黒田庄町田高 

313-294 
25-5300 

居宅介護 

重度訪問介護 

西脇市社会福祉協議会 

ヘルパーステーション 
郷瀬町666-5 23-9122 

居宅介護・重度訪問介護 

同行援護・移動支援 

生活介護支援事業所つなぐ 西脇263-1 25-2600 
生活介護 

日中一時支援 

虹の会工房／ 

げんき 

黒田庄町前坂 

2140 
28-5128 

生活介護 

就労継続支援Ｂ型 

日中一時支援 

ホットホーム穏樹 下戸田511 38-7555 
生活介護 

日中一時支援 

ワークショップさくら 
黒田庄町喜多 

1527-3 
38-7651 就労継続支援Ａ型 

econte 蒲江320-3 23-8800 就労継続支援Ｂ型 

そらいろ 
西脇771-86 

松田ビル１階 
25-0551 就労継続支援Ｂ型 

ドリームボール 
黒田庄町喜多 

1519-3 
38-7070 就労継続支援Ｂ型 

にこっと 寺内519-63 20-7952 就労継続支援Ｂ型 

PASSO 和田町894-1 21-6271 就労継続支援Ｂ型 

ワークショップゆめふぁーむ 
黒田庄町田高 

317-2 
28-3241 就労継続支援Ｂ型 

ワークステップかりん／ 

なかよし工房 

黒田庄町前坂

2139 
28-2918 

就労継続支援Ｂ型 

地域活動支援センター 

虹の会工房 
黒田庄町前坂 

2107-1 
20-5809 グループホーム 

西脇市障害者相談支援 

センター うぃーぶねっと 
西脇712-73 28-4433 計画相談支援 

障害者相談支援センター 

「ぱれっと」 

西脇771-86 

松田ビル１階 
25-0551 計画相談支援 

赤とんぼ相談支援事業所 西脇1239-2 24-7500 計画相談支援 

相談支援事業所ココイロ 
黒田庄町田高 

317-2 
28-3241 計画相談支援 

相談支援センターえがお 野村町249-10 20-7949 計画相談支援 
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事業所名 所在地 連絡先 事業内容 

めぐみ訪問看護ステーション 郷瀬町405 24-5866 日中一時支援 

ワークホームタンポポ 大野175 22-8149 地域活動支援センター 

杉の子ルーム 
和布町277-1 

萩ケ瀬会館３階 
23-0211 小規模作業所 

宿泊訓練ホームわっしょい 大野542-73 24-1458 宿泊訓練ホーム 

みらいポケットにしわき 
野村町1257-1 

生野医院２階 
25-2377 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

Growingつばめ 西田町180-5 25-2055 放課後等デイサービス 

こども教室エール 
下戸田37-3 

高瀬ビル１階 
38-8083 放課後等デイサービス 

こどもプラス西脇 上野23-101 38-8007 放課後等デイサービス 

こはくのひろば 上野207-2 38-7677 放課後等デイサービス 

チャレンジ・キッズ西脇 西脇1079 20-6992 放課後等デイサービス 
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第４章 障害福祉サービス等の提供に係る令和５（2023）年度の目標値 

１ 基本指針について 
第６期計画の数値目標・サービス見込量等の考え方については、「障害福祉サービス等

及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（最終改正令和２

（2020）年厚生労働省告示第 213号。以下「基本指針」という。）に則するものとされてい

ます。 

この基本指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法を踏まえ、障害のある人や障害のあ

る子どもの地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和５（2023）年度末の

目標を設定するとともに、計画の作成に当たって則すべき事項を定めています。 

成果目標には、従来からの「福祉施設の入所者の地域生活への移行」、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステムの構築」、「地域生活支援拠点等が有する機能の充実」、「福

祉施設から一般就労への移行等」、「障害のある子どもへの支援の提供体制の整備等」に加

え、障害のある人の重度化・高齢化、障害福祉サービス等の多様化及び相談支援専門員の

不足等の課題を踏まえ、第６期計画から新たに「相談支援体制の充実・強化等」及び「障害

福祉サービス等の質の向上」が盛り込まれています。 

また、障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するために必要な事項として、障害のあ

る人に対する虐待の防止等の事項が定められています。 

◆ 基本指針 

■ 基本的理念 

 ① 障害のある人や障害のある子どもの自己決定の尊重と意思決定の支援 

② 障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 

③ 地域生活への移行、地域生活の継続支援等の課題に対応したサービス提供体

制の整備 

④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

⑤ 障害のある子どもの健やかな育成のための発達支援 

⑥ 障害福祉人材の確保 ＜新規＞ 

⑦ 障害のある人や障害のある子どもの社会参加を支える取組 ＜新規＞ 

 ■ 成果目標 

 ① 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

④ 福祉施設から一般就労への移行等 

⑤ 障害のある子どもへの支援の提供体制の整備等 

⑥ 相談支援体制の充実・強化等 ＜新規＞ 

⑦ 障害福祉サービス等の質の向上 ＜新規＞ 

■ 障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するために必要な事項 

 ① 障害のある人に対する虐待の防止 

② 障害を理由とする差別の解消の推進 

③ サービスを提供する事業所等における利用者の安全確保に向けた取組 
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次の基本的理念の下、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保と円

滑な実施に努めます。 

 
① 障害のある人や障害のある子どもの自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害のある人や障害のある子どもの自己決定を尊重し、意思決定支援に配慮するとと

もに、障害のある人や障害のある子どもが必要とする障害福祉サービス等を受けつつ、

自立と社会参加が実現されることを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支

援等の提供体制の整備を進めます。 

 
② 障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 

障害の種別にかかわらず、地域で安心して障害福祉サービスを受けることができるよ

う、障害福祉サービスの充実を図ります。 

 
③ 地域生活への移行、地域生活の継続支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

障害のある人の自立支援の観点から、施設入所・入院から地域生活への移行、地域生活

の継続支援といった課題に対応したグループホーム等の充実、サービス提供体制の整備

を推進します。 

障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、地域での生活に係る相談、

緊急時の短期入所の受入れ、地域で見守り等を行う人材の配置による地域の体制づくり

を行う地域生活支援拠点等の整備について、地域の社会資源を活用しながら推進します。 

 
④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、一人ひとりが

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現

に向け、次に掲げる包括的な支援体制の構築に取り組みます。 

ア 属性にかかわらず受け止める機能を備えた断らない相談支援 

イ 就労支援や居住支援等を提供することで社会とのつながりを回復する参加支援 

ウ 地域における多世代交流や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援 
 

⑤ 障害のある子どもの健やかな育成のための発達支援 

障害のある子どもの最善の利益を考慮しながら、本人及びその家族に対し、障害の疑

いがある段階から、より身近な地域で支援できるように、障害のある子どものライフス

テージに沿った切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。 

 
⑥ 障害福祉人材の確保 

障害のある人の重度化・高齢化に対応し、将来にわたって安定的に障害福祉サービス

等を提供していくために、専門性を高めるための研修支援、多職種間連携の推進及び障

害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの周知等により、サービス提供

を担う人材の確保に努めます。 

 
⑦ 障害のある人や障害のある子どもの社会参加を支える取組 

障害のある人や障害のある子どもの文化芸術等多様な活動に参加する機会の確保や視

覚障害のある人等の読書環境の整備について、検討を進めます。  
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２ 成果目標 第５期計画の達成状況及び第６期計画の数値目標 

基本指針では、令和５（2023）年度末までの障害福祉サービス等及び障害児通所支援等

の提供体制の確保に係る目標が示されました。それを踏まえ、次に掲げる事項について目

標を設定しました。 

 

(1)  福祉施設の入所者の地域生活への移行  

ア 第５期計画の達成状況 

令和２（2020）年度末において、施設入所者数は61人の見込みです。施設入所者数

の削減者数は８人減、削減率は11.6％となる見込みで、基本指針の目標値を達成して

います。地域生活移行者数は５人の見込みで、目標数の３人を２人上回っています。 

項   目 数  値 考え方 

平成28（2016）年度末の施設入所者数（A） 69人 【基準値】 

第５期 目標値 実績  

令和２（2020）年度末の施設入所者数（B） 67人 61人  

施設入所者の削減者数（A）-（B） 
２人 

（▲2.9％） 

８人 

（▲11.6％） 

＜基本指針＞ 

【基準値】から２％以上削減 

【１人以上】 

令和２（2020）年度末の地域生活移行者数

（施設や病院等からの移行者） 

３人 

（▲4.3％） 

５人 

（▲7.2％） 

＜基本指針＞ 

【基準値】から９％以上移行 

【６人以上】 

※令和２（2020）年度末実績は見込値を掲載しています（以下４章は全て同じ。）。 

※資料：社会福祉課（以下４章は全て同じ。） 

 

イ 第６期計画の目標 

令和元（2019）年度末の施設入所者数は60人で、令和５（2023）年度末における施

設入所者は59人を目標とします。削減率は 1.7％で、基本指針の削減率 1.6％以上を

上回っています。令和５（2023）年度末の地域生活移行者数は、基本指針では、令和

元（2019）年度末の施設入所者数の６％以上としています。市内のグループホーム１

か所の利用等を見込み、令和５（2023）年度末までの地域生活移行者数を４人

（ 6.6％）とします。 

項   目 数 値 考え方 

令和元（2019）年度末の施設入所者数（A） 60人 【基準値】 

第
６
期
目
標
値 

令和５（2023）年度末の施設入所者数（B） 59人  

施設入所者の削減者数（A）-（B） 
１人 

（▲1.7％） 

＜基本指針＞ 

【基準値】から1.6％以上削減 

令和５（2023）年度末の地域生活移行者数 

（施設や病院等からの移行者） 
４人 

（▲6.6％） 

＜基本指針＞ 

【基準値】から６％以上移行 
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⑵ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

ア 第５期計画の達成状況 

精神科病院と行政による連絡会議及び圏域連絡会において、北播磨圏域内の各市町

における個々のケースについて、加東健康福祉事務所の助言を得ながら対応するとと

もに、地域課題の抽出や協議の場の設置について検討しました。 

第５期 項   目 

目 標 保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。 

実 績 

未設置 

＜取組＞ 

・北播磨圏域内での課題抽出や協議の場の設置についての検討実施 

 

イ 第６期計画の目標 

第６期 項   目 

目 標 保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。 

 

●精神障害にも対応した地域包括ケアシステムのイメージ 

 

資料：厚生労働省 
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⑶ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実～障害のある人の重度化・高齢化や

「親亡き後」を見据えた居住支援の体制確保～ 

ア 第５期計画の達成状況 

地域生活支援拠点等の機能のひとつである地域における居住の場としてのグループ

ホームに対する新規開設推進補助金制度による開設支援を行うとともに、相談機能の

強化を図るため、西脇市障害者基幹相談支援センターの開設に向けて準備を進めまし

た。また、地域生活を支援する体制としての見守り体制の拡充を行いました。 

第５期 項   目 

目 標 
相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門性、地域の体制づく

りの機能を持つ居住支援の拠点の整備に向けて検討します。 

実 績 

未整備 

＜取組＞ 

・グループホーム新規開設推進補助金制度による開設支援 

・障害者基幹相談支援センター開設準備 

・見守り体制の拡充 

 

イ 第６期計画の目標 

第６期 項   目 目標値 

目 標 
地域生活支援拠点等（面的整備型）の整備を目指します。 

 ※面的整備型：地域における複数の機関が分担して機能を担う体制 

活動指標 

地域生活支援拠点等の設置か所数 １か所以上 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 年１回以上 

保健、医療、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの

参加者数 
各１人以上 

保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定

及び評価の実施回数 
年１回以上 

 

★基本指針における地域生活支援拠点等の整備 

に当たって求められる機能 

・ 相談（地域移行・親元からの自立等） 

・ 体験の機会・場（一人暮らし・グループホ

ーム等） 

・ 緊急時の受入れ・対応（ショートステイの

利便性・対応力向上等） 

・ 専門性（人材確保・養成・連携等） 

・ 地域の体制づくり（サービス拠点・コーデ

ィネーターの配置等） 

 

資料：厚生労働省  
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⑷ 福祉施設から一般就労への移行等 

ア 第５期計画の達成状況 

■ 一般就労移行者数 

令和２（2020）年度末において、福祉施設を退所し一般就労へ移行した人の人数は３

人、増加比率は1.5倍となる見込みで、基本指針の目標値を達成しています。 

項   目 数 値 考え方 

一般就労移行者数(※) 

【基準値】  （A） 
２人 

平成28（2016）年度において福祉施設

を退所し、一般就労した者の数 

第５期 目標値 実績  

令和２（2020）年度末の一

般就労移行者数（B） 

３人 

(1.5倍) 

３人 

(1.5倍) 

＜基本指針＞ 

【基準値】の 1.5倍以上（B／A） 

※一般就労移行者数 

福祉施設を利用している障害のある人が、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就

労移行支援及び就労継続支援事業）を利用し、一般就労に移行する人数 

 

■ 就労移行支援事業利用者数 

令和２（2020）年度末において、就労移行支援事業利用者数は２人、増加比率は２倍

となる見込みで、基本指針の目標値を達成しています。 

項   目 数 値 考え方 

就労移行支援事業 

利用者数 

（C） 【基準値】 

１人 
平成29（2017）年２月の就労移行支

援事業利用者数 

第５期 目標値 実績  

令和２（2020）年度末の就

労移行支援事業利用者数

（D） 

６人 

（６倍） 

２人 

（２倍） 

＜基本指針＞ 

【基準値】の 1.2倍以上（D／C） 

 

■ 就労移行率(※)が３割以上の事業所の割合 

項   目 数 値 考え方 

第５期 目標値 実績  

令和２（2020）年度末の就

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 

50％ 0％ ＜基本指針＞全体の５割以上 

※就労移行率 

4/1時点の就労移行支援事業利用者数のうち、当該年度中に一般就労へ移行した者の割合 
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■ 就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率 

項   目 数 値 考え方 

第５期 目標値 実績  

支援を開始した時点から

１年後の職場定着率 
80％ 100％ ＜基本指針＞８割以上 

 

イ 第６期計画の目標 

■ 一般就労移行者数 

令和元（2019）年度の一般就労移行者数は９人の実績でしたが、例年は６人程度で推

移しています。そのため、令和５（2023）年度末における一般就労移行者数は、例年の

移行者数の1.27倍以上となる９人を目標とします。 

一般就労移行を進めるに当たっては、障害のある人の雇用について事業主の理解を

深め、障害者法定雇用率を達成するとともに、ハローワーク等の関係機関と連携しな

がら障害のある人の雇用機会の拡大を働きかけます。 

 

第６期 数  値 考え方 

基準値 ９人 
福祉施設を退所し、一般就労した者の数(令和元（2019）年

度実績) 

目標値 ９人 ＜基本指針＞【基準値】の1.27倍以上 

 

  ■ 一般就労移行者のうち就労移行支援事業利用者数 

令和元（2019）年度の就労移行支援事業利用者数は２人で、令和５（2023）年度末に

おける就労移行支援事業利用者数は、令和元（2019）年度実績の 1.3倍以上となる３人

を目標とします。 

 

第６期 数  値 考え方 

基準値 ２人 就労移行支援事業利用者数(令和元（2019）年度実績) 

目標値 
３人 

（1.5倍） 
＜基本指針＞【基準値】の 1.3倍以上 

 

■ 一般就労移行者のうち就労継続支援Ａ型事業利用者数＜新規＞ 

令和元（2019）年度の就労継続支援Ａ型事業利用者数は０人で、令和５（2023）年度

末における就労継続支援Ａ型事業利用者数は、基本指針で示された令和元（2019）年度

実績の1.26倍以上となる１人を目標とします。 

 

第６期 数  値 考え方 

基準値 ０人 就労継続支援Ａ型事業利用者数（令和元（2019）年度実績） 

目標値 １人 ＜基本指針＞【基準値】の1.26倍以上 
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■ 一般就労移行者のうち就労継続支援Ｂ型事業利用者数＜新規＞ 

令和元（2019）年度の就労継続支援Ｂ型事業利用者数は、７人の実績でしたが、例年

は４人程度で推移しています。そのため、令和５（2023）年度末における就労継続支援

Ｂ型事業利用者数は、例年の利用者数の1.23倍以上となる５人を目標とします。 

 

第６期 数  値 考え方 

基準値 ７人 就労継続支援Ｂ型事業利用者数（令和元（2019）年度実績） 

目標値 ５人 ＜基本指針＞【基準値】の1.23倍以上 

 

■ 一般就労移行者のうち就労定着支援事業者の利用者数＜新規＞ 

令和５（2023）年度末における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の

うち、７割以上の利用者が就労定着支援事業を利用することを目標とします。 

 

第６期 数  値 考え方 

基準値 ９人 
令和５（2023）年度末における就労移行支援事業等を通じ

て一般就労に移行する利用者数 

目標値 ７人 ＜基本指針＞【基準値】の７割以上 

 

■ 就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所数＜新規＞ 

令和５（2023）年度末における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割以上とすることを目標とします。 

 

第６期 数 値 考え方 

基準値 １事業所 令和５（2023）年度末の就労定着支援事業所数 

目標値 １事業所 ＜基本指針＞【基準値】の７割以上 

※就労定着率 

過去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数 

 

⑸ 障害のある子どもへの支援の提供体制の整備等  

ア 第５期計画の達成状況 

■ 医療的ケアが必要な子どもの支援のための関係機関の協議の場の設置 

第５期 項   目 

目 標 

平成30（2018）年度末までに医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を

受けることができるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係

機関が連携を図るための協議の場を設置 

実 績 

設置済 

※令和元（2019）年４月から北播磨各市町で構成する北播磨障がい福 

 祉ネットワーク会議において、医療的ケア児支援部会を新たに設置 

し、協議の場としています。 
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■ 児童発達支援センターの設置 

第５期 項   目 

目 標 
令和２（2020）年度末までに、児童発達支援センター（１か所以上）を

設置 

実 績 設置済（圏域内） 

 

■ 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

第５期 項   目 

目 標 
令和２（2020）年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構

築 

実 績 

体制構築済（圏域内） 

保育所等訪問支援事業を実施する事業所が１か所ありますが、利用者数

は少ない状況です。 

 

■ 主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所の確保 

第５期 項   目 

目 標 

令和２（2020）年度末までに、主に重症心身障害のある子どもを支援する

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所（１か所以上）を確

保 

実 績 

未設置 

※市内法人等に「兵庫県重症心身障害児向け通所支援・居宅訪問型児童

発達支援事業所整備促進事業」についての情報提供を行い、同事業の

開設について、声かけを行っています。 

 

■ 医療的ケアが必要な子どもに対し支援等を調整する医療的ケア児等コーデ

ィネーターの設置 

第５期 項   目 

目 標 
令和２（2020）年度末までに、医療的ケアが必要な子どもに対する支援等

を調整する医療的ケア児等コーディネーターを設置 

実 績 

未設置 

※北播磨障がい福祉ネットワーク会議の医療的ケア児支援部会におい

て、医療的ケア児等コーディネーター設置に向けて検討を進める予定

です。 
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イ 第６期計画の目標 

障害のある子どもへの支援については、子ども本人の最善の利益を考慮しながら、発

達の遅れ等の段階から身近な地域で支援し、健やかな成長へと導く必要があります。

あわせて、ライフステージに沿って、地域の保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援

等の関係機関が連携を図り、切れ目のない支援を提供する支援体制を構築する必要が

あります。 

障害の種別や年齢別のニーズに応じた支援が身近な地域で提供できるよう、関係機

関との連携を強化し、必要な体制の整備を検討します。 

 

■ 医療的ケアが必要な子どもの支援のための関係機関の協議の場の設置 

第６期 項   目 

目 標 

令和５（2023）年度末までに、医療的ケアが必要な子どもが適切な支援

を受けることができるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関が連携を図るための協議を設置 ＜市又は圏域内＞ 

実 績 設置済（圏域内） 

 

■ 児童発達支援センターの設置 

第６期 項   目 

目 標 
令和５（2023）年度末までに、児童発達支援センター（１か所以上）を

設置 ＜市又は圏域内＞ 

実 績 設置済（圏域内） 

 

■ 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

第６期 項   目 

目 標 
令和５（2023）年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構

築 

実 績 体制構築済（圏域内） 

 

■ 主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所の確保 

第６期 項   目 

目 標 

令和５（2023）年度末までに、主に重症心身障害のある子どもを支援する

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所（１か所以上）を確

保 ＜市又は圏域内＞ 

 

  



 

 

 

３６ 

 

 

■ 医療的ケアが必要な子どもに対し支援等を調整する医療的ケア児等コーデ

ィネーターの配置 

第６期 項   目 

目 標 
令和５（2023）年度末までに、医療的ケアが必要な子どもに対する支援等

を調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置 ＜市又は圏域内＞ 

 

⑹ 相談支援体制の充実・強化等＜新規＞ 

ア 第６期計画の目標 

障害のある人や障害のある子どもが地域において安心して暮らすためには、障害福

祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種

ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠となります。 

相談支援体制については、計画相談支援、地域相談支援及び一般的な相談支援に加

え、総合的・専門的な相談支援を行うなどの重層的な仕組みの構築、相談支援専門員の

人材育成や関係機関等とのネットワーク構築等の相談支援体制の強化等に向けた取組

を推進します。 

 

■ 総合的・専門的な相談支援の実施 

■ 地域の相談支援体制の強化を実施する体制の確保 

第６期 項   目 目標値 

目 標 令和３（2021）年度から、新たに障害者基幹相談支援センターを設置します。 

活動指標 

①総合的・専門的な相談支援の実施の有無 実施 

②相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件 

 数 
100 件 

③相談支援事業者の人材育成の支援件数 ５件 

④相談機関等との連携強化の取組の実施回数 ５回 

 

⑺ 障害福祉サービス等の質の向上＜新規＞ 

ア 第６期計画の目標 

障害福祉サービス等が多様化し、多くの事業者が参入する中、改めて障害者総合支援

法の基本理念に沿って、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うこ

とが必要です。そのためには、提供されるサービスの質や利用者にとってサービスの

内容が適切かどうかといった評価ができる体制の構築が求められています。 

障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築を推進します。 

 

第６期 項   目 目標値 

活動指標 

①県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への参加人数 55 人 

②障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果の分析と

活用 
実施 
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３ 障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するために必要な事項 

 

⑴ 障害のある人に対する虐待の防止 

ア 体制の整備と周知 

障害のある人に対する虐待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応及

び再発の防止等に取り組むため、西脇市障害者基幹相談支援センターや委託相談支援事

業所を中心とし、関係機関との連携を図るとともに、効果的な体制の整備を行います。ま

た、市民や事業者に対して、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律（平成23年法律第79号）」の趣旨等を周知します。 

イ 相談支援事業所及び事業所への周知・啓発 

虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は児童

発達支援管理責任者等に対して、虐待の早期発見、速やかな対応及び関係機関との連携

の重要性について、周知します。 

ウ 緊急時の対応 

虐待を受けた障害のある人の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要な居室の

確保に努めます。 

エ 権利擁護の取組 

西脇市成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、利用者に寄り添った制度の運用を進

めます。 

 

⑵ 障害を理由とする差別の解消の推進 

ア 理解を促進するための啓発の実施 

合理的配慮について理解を促進するために、パンフレット等を活用した啓発活動を実

施するとともに、障害のある人や障害のある子どもに対する理解を深めるため、イベン

ト等の様々な機会や場を通じた取組を実施します。 

イ 事業者による合理的配慮の提供の促進 

事業者による合理的配慮の提供については、具体的な場面や状況に応じて、国が示す 

「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関 

する対応指針」に沿って対応できるように、促進します。 

 

⑶ サービスを提供する事業所等における利用者の安全確保に向けた取組 

ア 災害に対する備え 

日頃から、事業所における避難訓練の実施やリスク把握、食料等の備蓄・調達状況の確

認を行い、各事業所の災害に関する具体的計画を定期的に確認するとともに、避難経路

や避難に要する時間等を随時確認するように周知します。 

イ 感染症に対する備え 

事業所が、感染症発生時においてもサービスを継続するための備えを講じているかを

定期的に確認するとともに、事業所の職員が感染症に対する理解や知見を有した上で業
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務に当たることができるよう、感染症に対する研修の充実を図るよう周知します。 

ウ 地域に開かれた事業所となる取組に対する支援 

災害をはじめとする緊急時において、地域住民との関わりを通じて利用者の安全を確

保できるよう、平時から地域住民との良好な関係を構築する事業者の取組について支援

します。 
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第５章 障害福祉サービス等の見込量（活動指標）と確保のための方策 

令和３（2021）年度から令和５（2023）年度の間に必要な障害福祉サービス等の量を「活

動指標」として見込み、その確保のための方策を定めます。 

１ 障害福祉サービス 

(1)  訪問系サービス 

利用時間数は目標値を上回っていますが、利用者数は下回る状況で推移しています。居

宅サービスを提供する事業所は市内に３か所ありますが、サービス提供量は不足しており、

利用者数の伸びに影響が出ています。 

訪問系サービスの見込量の算定は、平成30（2018）年度から令和２（2020）年度までの利

用実績をもとに、障害のある人や障害のある子どものニーズ等を踏まえて見込みます。 

 

※令和２（2020）年度実績は見込値を掲載しています（以下５章において全て同じ。）。 

※資料：社会福祉課（以下５章において全て同じ。） 

 
  

サービス 単位 項目 

第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

令和２年度 

(2020 年度) 

令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

･居宅介護 

･重度訪問介護 

･同行援護 

･行動援護 

･重度障害者等 

包括支援 

利用者数 

(人/月) 

目標値 44 47 50 

43 43 43 実 績 40 40 42 

達成率 90.9% 85.1% 84% 

利用時間数 

(時間/月) 

目標値 528 564 600 

952 952 952 
実績 872 964 946 

達成率 165.2% 170.9% 157.7% 

１人当たり利用時間 21.8 24.1 22.5 

【見込量確保のための方策等】 

 訪問系サービスは、在宅生活を送る上で身近で重要なサービスであることから、事業者と連

携を図りながら、サービス提供体制の確保に努めます。 

 事業者に対しては、市の実情や利用者ニーズ、市の現状や国の動向に関する説明を行い、サー

ビス提供体制（夜間等の対応）の整備を図っていきます。また、介護保険事業者に対しても、

新規の参入を働きかけます。 

 利用者に対しては、ホームページや「障害者福祉のしおり」などを通じて、制度の周知と事業

内容の説明を十分に行うとともに、在宅生活に対する理解を深めていただき、サービス利用

の促進に努めます。 
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(2)  日中活動系サービス 

市内の生活介護及び就労継続支援事業所数は増加していますが、自立訓練や就労移行支

援、就労定着支援の事業所は市内にないため、他市町の事業所の利用が必要な状況となっ

ています。 

日中活動系サービスの見込量の算定は、平成30（2018）年度から令和２（2020）年度ま

での利用実績をもとに、障害のある人のニーズ等を踏まえて見込みます。 

 

 
  

サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

生活介護 

実利用者数

（人／月） 

目標値 119 125 131 

104 106 108 実 績 98 100 102 

達成率 82.4% 80% 77.9% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 2,261 2,375 2,489 

2,050 2,100 2,150 実績 1,891 1,957 2,010 

達成率 83.6% 82.4% 80.8% 

自立訓練 

（機能訓練） 

実利用者数

（人／月） 

目標値 4 5 6  

2 2 2 実績 0 0 0 

達成率 0% 0% 0% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 80 100 120 

 

40 40 40 実 績 0 0 0 

達成率 0% 0% 0% 

自立訓練 

（生活訓練） 

実利用者数

（人／月） 

目標値 1 1 1 

2 2 2 実績 2 1 １ 

達成率 200% 100% 200% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 16 16 16 

 30 30 30 実績 37 9 9 

達成率 231.3% 56.3% 56.3% 

【見込量確保のための方策等】 

 生活介護は、重度障害のある人の地域生活への移行を推進する観点から、引き続き拡充を図

る必要があります。市内外の事業所の利用等広域的な対応により、増加傾向にあるサービス

利用量の確保に努めます。 
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サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

就労移行 

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 4 5 6 

4 4 4 実 績 4 4 4 

達成率 100% 80% 66.7% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 68 85 102 

68 68 68 実績 59 68 68 

達成率 86.8% 80% 66.7% 

就労継続 

支援Ａ型 

実利用者数

（人／月） 

目標値 45 50 55  

35 36 37 実績 35 34 34 

達成率 77.8% 68% 61.8% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 900 1,000 1,100  

710 730 750 実 績 698 675 690 

達成率 77.6% 67.5% 62.7% 

就労継続 

支援Ｂ型 

実利用者数

（人／月） 

目標値 109 121 133 

150 160 170 実績 114 129 135 

達成率 104.6% 106.6% 101.5% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 1,962 2,178 2,394 

 2,350 2,450 2,550 実績 1,928 2,146 2,250 

達成率 98.3% 98.5% 94% 

就労定着 

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 2 2 2  

1 1 1 実績 0 1 1  

達成率 0% 50% 50%  

【見込量確保のための方策等】 

 就労支援については、一人ひとりが、一般就労及び福祉型就労等の多様な形で生きがいを持っ

て働けるよう、ハローワーク等の関係機関と連携しながら、利用者が希望する就労の実現を目

指します。 

 障害のある人の工賃向上の取組を推進するため、「国等による障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進等に関する法律（平成24年法律第50号）」に基づき、障害福祉サービス事業所等

が提供する物品や役務の内容について、庁内各課に対し周知を行い、受注機会の拡大に努めま

す。また、各種イベント等への出品についての情報提供により、販路拡大につながるよう、支

援します。 

 障害に対する理解を深めるための取組や雇用に係る助成支援制度の普及に向けた啓発に努め

ます。 

 農福連携に関する理解の促進に努め、就労継続支援事業における農福連携の取組を推進しま

す。 
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サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

療養介護 
実利用者数

（人／月） 

目標値 7 8 9  

7 7 7 実績 5 5 6  

達成率 71.4% 62.5% 66.7%  

短期入所

（医療型） 

実利用者数

（人／月） 

目標値 8 8 8  

8 8 8 実 績 7 9 8 

達成率 87.5% 112.5% 100% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 72 72 72 

29 29 29 実績 29 29 ５ 

達成率 40.3% 40.3% 7% 

短期入所

（福祉型） 

実利用者数

（人／月） 

目標値 15 16 17 

 15 16 17 実績 15 14 15 

達成率 100% 87.5% 88.2% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 120 128 136 

 170 180 190 実 績 164 150 160 

達成率 136.7% 117.2% 117.6% 

【見込量確保のための方策等】 

 障害のある人や障害のある子どもが地域で安心して暮らすための地域生活支援拠点等の整備

に向けて、医療的ケアが必要な人、緊急時及び行動障害がある人の短期入所の受入体制の確保

に努めます。 

 事業者の新規参入を促進するため、様々な情報提供や関係機関等へ働きかけます。 
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(3)  居住系サービス 

共同生活援助（グループホーム）については、平成30（2018）年度までは市外のグループ

ホームを利用されていましたが、令和元（2019）年度には、市内にグループホームが新規開

設されたことから、利用が増加し、見込量を大きく上回っています。 

居住系サービスの見込量の算定は、平成30（2018）年度から令和２（2020）年度までの利

用実績をもとに、障害のある人のニーズ等を踏まえて見込みます。 

 

 

 
 

  

サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

自立生活 

援助 

実利用者数

（人／月） 

目標値 1 1 1  

0 1 1 実績 0 0 0  

達成率 0% 0% 0%  

共同生活援

助（グルー

プホーム） 

実利用者数

（人／月） 

目標値 22 23 24 

 40 45 50 実 績 22 28 37 

達成率 100% 121.7% 154.2% 

施設入所 

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 68 68 67 

 61 60 59 実 績 63 59 61 

達成率 92.6% 86.8% 91% 

【見込量確保のための方策等】 

 自立生活援助は、平成 30（2018）年４月に新設されたサービスですが、市内に事業所がない

状況です。障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人の地域

生活を支援する観点からも、事業者へ新規参入を働きかけ、地域生活を支援する体制の整備

に努めます。 

 グループホームの利用ニーズが高いことから、グループホーム事業への参入を促すため、生

活介護、共同生活援助等のサービス事業者への働きかけに努めます。また、新規開設に関す

る補助を行うとともに、様々な情報を提供します。 

 精神科病院や入所施設との連携を図るとともに、障害福祉サービス等の利用により、病院等

からグループホーム等地域生活への移行を促します。 
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２ 相談支援 

障害福祉サービスと障害児通所支援を利用する全ての人を対象に、サービス等利用計画

の作成及び利用状況等のモニタリングを行うことになっています。 

計画相談支援及び障害児相談支援の利用者数は、第５期において見込量を大きく上回っ

ており、第６期においてもサービス利用者の増加に伴う増大を見込んでいます。 

 

 

 
 

  

サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

計画相談 

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 52 58 64  

100 110 120 実績 66 81 90  

達成率 126.9% 139.7% 140.6%  

地域移行 

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 2 2 2 

 2 3 3 実 績 0 1 1 

達成率 0% 50% 50% 

地域定着 

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 2 2 2 

 1 1 1 実 績 0 0 0 

達成率 0% 0% 0% 

障害児相談

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 11 13 15 

 30 35 38 実 績 16 20 26 

達成率 145.5% 153.8% 173.3% 

【見込量確保のための方策等】 

 計画相談支援の提供体制の整備のため、引き続き事業者に対して、相談支援従事者研修等の

受講を促し、相談支援の担い手の確保に努めます。 

 指定特定相談支援事業所における利用計画作成を支援するため、相談支援事業所連絡会等を

通じて、計画作成の質の向上支援、相談支援に係る課題の共有等、協力体制を強化します。 

 地域移行支援及び地域定着支援については、施設入所や入院等からの地域生活への移行に当

たって重要なサービスとなるため、引き続き普及啓発に努めます。 
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３ 地域生活支援事業 

(1)  必須事業 

意思疎通支援事業については、令和元（2019）年度から、手話通訳者として市職員（兼務）

を配置しています。また、日常生活用具給付等事業は、排せつ管理支援用具の利用が大半を

占めています。移動支援事業については、利用者数は見込みには達していないものの、増加

傾向にあり、利用時間は見込みを上回っています。 

 

 

  

サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

理解促進研修・

啓発事業 

実施の 

有無 

目標 実施 実施 実施  
実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

自発的活動 

支援事業 

実施の 

有無 

目標 実施 実施 実施  
実施 実施 実施 

実績 実施 未 未  

相
談
支
援
事
業 

障害者相談 

支援事業 
か所数 

目標値 2 2 2  

1 1 1 実績 2 2 2  

達成率 100% 100% 100%  

基幹相談支

援センター 

実施の 

有無 

目標 実施 実施 実施  
実施 実施 実施 

実績 未 未 未  

相談支援機

能強化事業 

実施の 

有無 

目標 実施 実施 実施  
実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

住宅入居等

支援事業 

実施の 

有無 

目標 実施 実施 実施  
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 

実利用 
見込者数 

（人） 

目標値 1 1 1  

0 0 1 実績 0 0 0  

達成率 0% 0% 0%  

成年後見制度法

人後見支援事業 

実施の 

有無 

目標 実施 実施 実施  
実施 実施 実施 

実績 未 未 未  
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※「排せつ管理支援用具」の件数のカウント方法を、申請 1 回 1 件から 1 か月 1 件に変更しているた

め、「達成率」は表示していない。 

  

サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

支
援
事
業 

手話通訳者

設置事業 

設置者数 

（人／年） 

目標値 1 1 1  

1 1 1 実績 1 1 1  

達成率 100% 100% 100%  

手話通訳

者・要約 

筆記者派遣 

事業 

実利用 

件数 

（件／年） 

目標値 200 200 200 

 110 110 110 実 績 145 113 110 

達成率 72.5% 56.5% 55% 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練

支援用具 

給付件数 

（件／年） 

目標値 4 4 4 

 4 4 4 実 績 0 3 3 

達成率 0% 75% 75% 

自立生活 

支援用具 

目標値 10 10 10 

 8 8 8 実 績 5 9 7 

達成率 50% 90% 70% 

在宅療養等

支援用具 

目標値 10 10 10 

 6 6 6 実 績 9 5 5 

達成率 90% 50% 50% 

情報・意思

疎通支援 

用具 

目標値 8 8 8 

 4 4 4 実 績 6 4 4 

達成率 75% 50% 50% 

排せつ管理

支援用具※ 

目標値 547 604 661 

 1,080 1,090 1,100 実 績 1,070 1,057 1,070 

達成率 － － － 

住宅改修費

（居宅生活

動作補助 

用具） 

目標値 2 2 2  

1 1 1 実 績 0 1 1 

達成率 0% 50% 50% 

事業計※ 

目標値 581 638 695 

 1,103 1,113 1,123 実 績 1,090 1,079 1,092 

達成率 － － － 
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サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

手話奉仕員 

養成研修事業 
受講者数 

目標値 20 20 20 

 20 20 20 実 績 8 6 0 

達成率 40% 30% 0% 

移動支援 

事業 

実利用 

者数 

目標値 30 34 38 

 15 16 17 実 績 13 15 15 

達成率 43.3% 44.1% 39.5% 

延べ利用 

時間 

目標値 630 714 798 

 850 900 950 実 績 761 756 800 

達成率 120.8% 105.9% 100.3% 

地域活動支援 

センター事業 

市内実施 

か所数 

目標値 2 2 2 

 2 2 2 実 績 2 2 2 

達成率 100% 100% 100% 

市内実 
利用者数 

目標値 26 26 26  

20 20 20 実 績 16 15 16 

達成率 61.5% 57.7% 61.5% 

他市町実施 

か所数 

目標値 2 2 2 

 1 1 1 実 績 1 2 0 

達成率 50% 100% 0% 

他市町実利

用者数 

目標値 3 3 3 

 1 1 1 実 績 1 3 0 

達成率 33.3% 100% 0% 
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【見込量確保のための方策等】 

 相談支援事業については、相談支援事業者等と連携し、福祉サービス等の利用援助、日常生

活全般の相談対応及び専門機関への紹介など、相談支援の充実を図ります。また、令和３

（2021）年度の障害者基幹相談支援センター開設により、相談支援事業所に対する専門的な

助言や指導等を行い、地域の相談支援体制の強化に努めます。 

 障害者地域支援協議会については、地域における障害のある人への支援体制に関する課題

について情報共有し、実情に応じた体制の整備について引き続き協議します。 

 成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業については、令和２（2020）

年３月に「第三次西脇市地域福祉計画」と一体的に策定した「西脇市成年後見制度利用促進

基本計画」に基づき、制度の周知及び本人の意思決定支援を大前提とした制度の運用に取り

組みます。 

 聴覚障害者の社会活動等を支援するため、引き続き手話通訳者及び要約筆記者の養成に取

り組むとともに、円滑な意思疎通を図るためにも、専任手話通訳者の設置を目指すなど、人

材の確保に取り組みます。また、手話通訳者及び要約筆記者のイベントなどへの派遣を積極

的に行い、聴覚障害者への情報保障と活動の場の拡大に努めます。 

 日常生活用具給付等事業については、障害のある人が安定した日常生活を送るため、障害

特性に合わせた適切な用具を給付、貸与します。また、利用者の要望等を踏まえ用具の品

目、基準額や耐用年数等の見直しを適切に行います。 

 移動支援事業については、事業のニーズ等を把握し、適切なサービスが利用できるよう、事

業者の参入や事業拡大を働きかけます。 

 地域活動支援センターについては、その運営を市内のＮＰＯ法人へ委託し、障害のある人の

日常生活や社会参加の支援を継続して行います。 
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(2)  任意事業 

訪問入浴サービス事業については、利用者数の減少により利用回数は見込量に達してい

ませんが、微増しています。 

日中一時支援事業の実利用者数は、横ばいですが、１人当たりの利用時間は増加してい

ます。 

 

 

 

  

サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

訪問入浴 

サービス事業 

利用回数 

(回/年) 

目標値 222 276 330  

150 150 150 実績 148 152 156 

達成率 66.7% 55.1% 47.2 

生活訓練等 

事業 
 

目 標 実施 実施 実施 
 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 

日中一時支援

事業 

実利用者数

(人/年) 

目標値 30 30 30 

 30 30 30 実 績 28 28 28 

達成率 93.3% 93.3% 93.3％ 

【見込量確保のための方策等】 

 日中一時支援事業については、利用ニーズの増加に対応するため、サービス提供体制の整備に

努めます。 

 その他の事業についても、障害のある人や障害のある子どもが、地域でその人らしい生活を営

めるよう、また社会参加が促進されるよう推進していきます。 



 

 

 

５０ 

 

 

４ 障害のある子どもの通所支援等 

(1)  障害のある子どもの通所支援等 

利用実績をみると、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、利用者が増加し

ています。市内の児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所が５か所に増え、希望に

沿った利用がしやすい環境になっている状況です。 

 

 

  

サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

児童発達 

支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 9 11 13  

19 21 23 実績 11 14 17  

達成率 122.2% 127.3% 115.4%  

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 72 88 104  

150 170 190 実 績 108 100 136 

達成率 150% 113.6% 130.8% 

医療型児童

発達支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 5 5 5  

7 7 7 実 績 7 6 5 

達成率 140% 120% 100% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 25 25 25 

 50 50 50 実 績 38 36 20 

達成率 152% 144% 80% 

放課後等デ

イサービス 

実利用者数

（人／月） 

目標値 50 66 82  

70 80 90 実 績 45 49 62 

達成率 90% 74.2% 78% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 500 660 820 

 900 1,000 1,100 実 績 609 587 785 

達成率 121.8% 88.9% 95.7% 
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サービス 単位 項目 
第５期  第６期 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
令和元年度 

(2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 
令和３年度

(2021 年度) 

令和４年度

(2022 年度) 

令和５年度

(2023 年度) 

保育所等 

訪問支援 

実利用者数

（人／月） 

目標値 3 4 5 

 1 1 1 実 績 0 1 1 

達成率 0% 25% 20% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 3 4 5  

2 2 2 実 績 0 2 2 

達成率 0% 50% 40% 

居宅訪問型

児童発達支

援 

実利用者数

（人／月) 

目標値 1 1 1 

 0 1 1 実 績 0 0 0 

達成率 0% 0% 0% 

延べ利用者

数(人日/月) 

目標値 5 5 5 

 0 1 1 実 績 0 0 0 

達成率 0% 0% 0% 

医療的ケア児

等コーディネ

ーターの配置 

配置人数

（人） 

目標値 0 1 1 

 1 1 1 実 績 0 0 0 

達成率 0% 0% 0％ 

【見込量確保のための方策等】 

 児童発達支援については、早期療育の重要性を踏まえて、個々の障害特性に沿った支援がで

きるよう、事業所等に働きかけます。また、重症心身障害のある子どもが身近な地域で支援が

受けられるよう、既存の事業所等に対して、事業拡大等を促します。 

 医療型児童発達支援については、利用状況を分析しながら、提供体制について検討します。 

 放課後等デイサービスについては、利用意向が年々増加しています。サービスの質の確保を

図るとともに、重症心身障害のある子どもや医療的ケアの必要な子ども等の支援ができるよ

う、既存の事業所等に対して、事業拡大等を促します。 

 居宅訪問型児童発達支援については、平成 30（2018）年４月からの新しいサービスで、利用

ニーズの把握に努めるとともに、圏域での事業所の整備状況を踏まえ、施設整備を促します。 

 医療的ケアの必要な子どもに対する関連分野の支援を調整する「医療的ケア児等コーディネ

ーター」の設置に向けた検討を行います。 
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⑵ 子ども・子育て支援事業のサービス 

指針を踏まえ、障害のある子どもの子ども・子育て支援事業等の利用について、通所支援

等を利用する子どもの保護者に調査を行うなどにより、その利用ニーズの把握に努めます。 

あわせて、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害のある子どもが、その希望に沿っ

た事業を利用できるよう、関係機関等と連携し、適切な対応に努めます。 

 

■ 西脇市子ども・子育て支援事業計画における事業の見込量 

事   業 単位 
令和３年度

(2021 年度) 
令和４年度

(2022 年度) 
令和５年度

(2023 年度) 

教育・保育 

（市内の子ども） 

１号認定 実利用人数(人) 164 144 125 

２号認定 実利用人数(人) 701 646 597 

３号認定 実利用人数(人) 353 347 342 

放課後児童健全 

育成事業 

低学年 実利用人数(人) 471 476 461 

高学年 実利用人数(人) 89 81 85 

延長保育事業 実利用人数(人) 91 86 81 

一時預かり事業 

幼稚園型 延べ利用人数 

(人日/年) 
4,060 3,706 3,386 

幼稚園型 

以外 

延べ利用人数 

(人日/年) 
516 485 458 

病児保育 延べ利用人数(人日) 429 413 395 

子育て短期支援事業 延べ利用人数(人日) 73 70 67 

地域子育て支援拠点事業 延べ利用人数(人日) 11,974 11,665 11,408 

養育支援訪問事業 実利用人数(人) 82 78 74 

乳児家庭全戸訪問事業 実利用人数(人) 232 221 210 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

西脇市障害者地域支援協議会において、障害者施策の総合的かつ計画的な推進について

協議し、関係機関・団体、障害のある人等と連携を図りながら、計画の推進を図ります。ま

た、庁内においても、関係各課と連携しながら、横断的かつ効果的に施策の実施に努めます。 

 

２ 計画の進行管理 

計画の推進に当たっては、進捗状況及び推進上の課題の把握に努めるとともに、行政内

部の評価に加えて、西脇市障害者地域支援協議会等の活用など、外部の視点を生かした評価

を実施することにより、効果的なＰＤＣＡサイクルを行います。 

 

〈障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルのプロセス〉 

 

 

 

 

 

  

■基本指針に則して西脇市において成果目標及び活

動指標を設定するとともに、障害福祉サービス等の

見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

計画（Plan） 

■成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回その実

績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害

福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。 

■中間評価の際には、西脇市障害者地域支援協議会の意見を聴く。 

評価（Check） 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると

認めるときは、障害福祉計画の見直し等を

実施する。 

改善（Act） 

■計画の内容を踏まえ、事業を実施する。 

実行（Do） 
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３ 国・県・近隣市町・事業所・地域等との連携 

障害のある人や障害のある子どもの施策は、保健、医療、福祉、教育、雇用など、幅広い

分野にまたがるものであり、市が主体的に推進していきます。また、広域的に取り組むこと

により、効果的かつ効率的に実施できるものについては、国及び県の助言を得ながら、近隣

市町と連携を進めていきます。 

特に、圏域内に共通する課題については、北播磨圏域５市１町で構成する「北播磨障がい

福祉ネットワーク会議」等の場を通じて、広域的な連携及び協力を図り、障害福祉サービス

の提供基盤の整備に努めます。また、福祉サービスの提供や福祉のまちづくりを進めていく

ためには、民間企業、医療機関、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の協力が不可欠であり、各機

関との連携の強化を進めます。 

さらに、少子化や核家族化などにより身近な地域住民が互いに助け合い、思いやりをも

って暮らすことができる地域社会がより一層求められています。そのため、福祉活動の中核

となる社会福祉協議会など各種福祉関連団体との連携を強化するとともに、行政と地域をつ

なぐ民生委員児童委員等が地域に密着した活動を行えるように支援します。 
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資料編 

１ 西脇市障害者地域支援協議会条例 

平成26年３月28日条例第４号 

 （設置） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号。以下「法」という。）第36条第４項の規定に基づ

き、西脇市の障害者施策の円滑な推進を図るため、西脇市障害者地域支援協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

 (1) 法第11条第３項に規定する障害者計画に関し、同条第６項（同条第９項において準用する

場合を含む。）に規定する事項 

 (2) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及びその施策の実施状   

  況 

 (3) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項 

(4) 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（平成17年法律第 123号）  

第88条第１項に規定する障害福祉計画に関し、同条第10項に規定する事項 

(5) 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第33条の20第１項に規定する障害児福祉計画に関し、 

同条第10項に規定する事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことがで 

きる。 

 （委員及び専門委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験のある者 

 (2) 保健、医療又は福祉に係る関係団体を代表する者 

 (3) 障害者及びその保護者 

 (4) 福祉に関する事業に従事する者 

 (5) 関係行政機関の職員 

 (6) その他市長が特に必要と認める者 

２ 専門委員は、専門の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、専任されることができる。 

３ 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解嘱されるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第６条 協議会に、会長及び副会長を置く。 
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２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理 

する。 

５ 会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらか 

じめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに 

よる。 

 （部会） 

第８条 協議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌握する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、あらか

じめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。 

６ 部会の会議については、前条の規定を準用する。 

 （意見の聴取等） 

第９条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又

は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第10条 協議会の庶務は、障害福祉担当部において処理する。 

 （委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

        ＜略＞ 
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２ 西脇市障害者地域支援協議会委員名簿 

（五十音順・敬称略） 

氏   名 所   属 

   生 田   悟 西脇市連合区長会代表 

   石 川 勝 己 北はりま特別支援学校 校長 

   大 西 克 史 加東健康福祉事務所 副所長兼企画課長 

   岡 本 英 子 西脇市手をつなぐ育成会 副理事長 

   片 山   功 ハローワーク西脇（西脇公共職業安定所）統括職業指導官 

   川 崎 佳 子 ボランティアグループ 手話サークル わかば 

   小 谷 義 之 西脇市身体障害者福祉協会 会長 

   坂 田 加代子 
市内福祉事業所代表 ＮＰＯ法人虹の会工房 

サービス管理責任者 

   高 瀬 利 明 白ゆり会家族会 会長 

   長 尾 芳 明 西脇市社会福祉協議会 会長 

◎ 藤 本 次 郎 流通科学大学 人間社会学部人間健康学科 教授 

   松 本   浩 
市内小中学校特別支援教育推進部会代表 

日野小学校長 

○ 南   久 雄 西脇市多可郡医師会 副会長 

   森   一 人 北播磨障害者就業・生活支援センター 主任就業支援員 

   山 本 初 音 西脇市民生委員児童委員連合会 代表 

注：◎会長、○副会長 
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３ 計画策定の経過 

時   期 内   容 

令和２年６月11日～

６月17日 

令和２年度第１回西脇市障害者地域支援協議会（書面会議） 

【協議事項】 

  ・計画の策定について 

  ・障害者基幹相談支援センターの開設について 

令和２年８月６日 

令和２年度第２回西脇市障害者地域支援協議会 

【協議事項】 

   ・計画の骨子案・素案について 

   ・障害者基幹相談支援センター運営法人募集について 

令和２年９月15日～

９月22日 

令和２年度第３回西脇市障害者地域支援協議会（書面会議） 

【協議事項】 

   ・障害者基幹相談支援センター運営法人選定結果報告 

令和２年10月８日 

令和２年度第４回西脇市障害者地域支援協議会 

【協議事項】 

   ・計画の修正案について 

令和２年12月１日～

令和３年１月４日 
パブリック・コメント実施 

令和３年１月21日～ 

１月28日 

令和２年度第５回西脇市障害者地域支援協議会（書面会議） 

【協議事項】 

   ・パブリック・コメントの結果について 

   ・第６期西脇市障害福祉計画・第２期西脇市障害児福 

祉計画策定について 

令和３年３月 
第６期西脇市障害福祉計画・第２期西脇市障害児福祉計画策

定 
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４ 用語解説 

 

《あ行》 

●医療的ケア 

高齢者や重度の障害のある人が受ける介護の中で医療的な行為のこと。具体的には、た

ん吸引（口腔、気管等）、経管栄養（鼻の管からの栄養注入）、胃ろう（お腹から胃に形

成した小さな穴からの栄養注入）等が該当する。 

 

●ＮＰＯ 

「Nonprofit Organization」の略で、医療、福祉、環境、文化、まちづくりなどの多様

な分野において、営利を目的とせず、社会的使命を意識して活動する民間組織。そのうち、

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の認証を受けたものを特定非営利活動法人（ＮＰＯ法

人）という。 

 

《か行》 

●国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達

推進法） 

国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が物品やサービスを調達する際、障害

者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人から優先的に調達す

ることを推進し、また障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定

めることにより、障害者就労施設等が供給する物品に対する需要の増進を図るための法律 

 

●行動障害 

本人の健康を損ねる行動や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が起こるため、支援が

必要になっている状態のこと。 

 

●合理的配慮 

障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くため

に、状況に応じて行われる配慮のこと。 

 

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

バリアフリーの取組の実施に当たり、地域共生社会の実現及び社会的障壁の除去につい

て明確化するとともに、高齢者、障害者等に対する支援を明記し、バリアフリーの取組を

推進するための法律 

 

《さ行》 

●サービス管理責任者 

障害者総合支援法に基づき、「障害福祉サービス」を提供している事業所ごとに配置を

義務付けられた責任者のこと。サービス管理責任者の役割は、個別支援計画の作成や連絡

調整等を行うこと。 
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●視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 

障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恩恵を受け

ることができる社会の実現を目的とする法律 

 

●指定難病 

国が、難病の患者に対する医療等に関する法律に定められる基準に基づいて医療費助成

制度の対象としている難病のこと。 

 

●児童発達支援管理責任者 

児童福祉法に定められた施設での関わりを通して、児童の発達の課題を把握して個別支

援計画を作成し、一人ひとりに合った支援や集団療育の管理を行う者のこと。 

 

●児童福祉施設 

児童福祉法に規定される施設。授産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚

生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施

設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターがある。 

 

●児童福祉法 

児童が良好な環境において生まれ、かつ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、

母子保護、児童虐待対策防止を含む全ての児童の福祉を支援する法律 

 

●住宅入居等支援事業 

賃貸契約による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

困難な障害のある人に対し、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・助言を通じて障害のある人の地域生活を支援する。 

 

●手話通訳者 

聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障

がある身体障害のある人とその他の者との間の意思疎通の確立に必要とされる手話通訳

を行う者のこと。 

 

●障害者基幹相談支援センター 

障害のある人やその家族の相談窓口として、障害の種別（身体障害・知的障害・精神障

害）や障害者手帳の有無にかかわらず、相談者に必要な支援などの情報提供や助言を行う

とともに、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関のこと。 

 

●障害者基本法 

障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、国・

地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等に

より、総合的かつ計画的に推進し、障害のある人の福祉を促進することを目的とした法律 
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●障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法） 

障害のある人の権利利益の擁護に資することを目的に、障害のある人等に対する虐待の

禁止、国等の責務、虐待を受けた人に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に

対する支援のための措置等を定めた法律 

 

●障害者自立支援審査支払等システム 

障害福祉サービス費の支払い事務を行うためのシステムであり、全国共通の支払いシス

テムを導入することにより、事務の効率化と平準化を図るもの。 

 

●（障害者）相談支援専門員 

サービス提供の対象となる障害のある人やその家族が、必要とする支援を適切に受ける

ためにサポートをする専門職であり、利用者が暮らしやすい生活を送るため、利用者と支

援サービスを提供する事業所をつなぎ、中立的な立場で支援に携わっている専門員のこ

と。 

 

●障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 

文化芸術活動を通じ、障害のある人の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ること

を目的とした法律 

 

●障害者の雇用の促進等に関する法律 

障害のある人の雇用義務等に基づく雇用の促進、また、雇用における機会の均等、待遇

の確保、また、障害のある人が有する能力を有効に発揮することができるようにするなど、

障害のある人の自立を促進し、職業の安定を実現するための具体的な方策を定めた法律 

 

●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法） 

障害のある人、障害のある子どもがその有する能力に応じて、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、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行

い、もって障害のある人及び障害のある子どもの福祉の増進を図るとともに、障害の有無

にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会

の実現に寄与することを目的とする法律 

 

●障害者法定雇用率 

一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち

「障害のある人」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準。障害のある人の

雇用の安定を図った「障害者雇用促進法」に基づき、企業には法定雇用率の達成が義務付

けられている。 

 

●自立支援医療 

障害のある人や障害のある子どもが、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生

活等を営むことができるよう提供される医療のことで、「更生医療」、「育成医療」、「精
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神通院医療」の３種類がある。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の１割が原則

として自己負担となる。 

 

●成年後見制度 

知的障害、精神障害、認知症などの理由により、自分一人では契約行為や財産管理等を

行うことが困難な人を法的に支援する制度 

 

《た行》 

●多職種間連携 

質の高い治療やケアを提供するため、多種多様な専門職や地域生活に関連する団体や支

援者が、目的と情報を共有し、業務を分担するとともに互いに連携すること。 

 

●地域生活支援拠点 

障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊

急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、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、障害のある人や障害のある子どもの生活を地

域全体で支えるサービス提供体制や場所のこと。 

 

●地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるよう、個々の高齢者の状況

やその変化に応じて、介護サービスを中心に、医療サービスをはじめとするさまざまな支

援（住まい、医療、介護、予防、生活支援）を、継続的かつ包括的に提供する仕組みのこ

と。 

 

《な行》 

●農福連携 

障害のある人などが農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画

を実現していく取組。農福連携は、障害のある人などの就労や生きがいづくりの場を生み

出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につ

ながる可能性もある。 

 

《は行》 

●発達障害 

乳幼児から幼児期にかけて、発達の遅れや機能獲得の困難さが生じる心身の障害で、通

常、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注

意欠陥／多動性障害）、その他これらに類する脳機能障害のこと。 

 

●福祉医療費助成制度 

対象者が医療機関等を受診した際に支払うべき医療費の一部又は全部を助成する制度

のこと。 
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《ま行》 

●モニタリング 

計画に照らして状況把握を行い、決められたサービスや支援がどの程度障害のある人の

生活に効果を上げているか検証すること。 

 

《や行》 

●要約筆記者 

第一言語を手話としない聴覚障害のある人（中途失聴者・難聴者など）を対象に、話さ

れている内容を要約し、文字として伝えることにより相互の意思疎通を支援する者のこ

と。 

 

《ら行》 

●ライフステージ 

人の一生の成長・成熟の度合いに応じた移り変わりのことで、「乳児期」、「幼児期」、

「児童期」、「思春期」、「成人期」、「壮年期」、「老年期」などに分かれたそれぞれ

の段階のこと。 

 

●リハビリテーション 

高齢者や障害のある人などの身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓

練にとどまらず、ライフステージの全ての段階において、自らの能力を最大限に生かしな

がら、社会の一員としてその人らしく生きていくことができるよう支援していくこと。 
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「はばたけ！未来へ」 共同作品 
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