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はじめに 

１．障害福祉計画及び障害児福祉計画の概要 

はじめに 

１．障害福祉計画及び障害児福祉計画の概要 

（１）計画策定の背景・趣旨 

わが国の障がい福祉施策は、現在、全ての国民が、障がいの有無に関わらず、等し

く基本的人権を有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にの

っとり、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的に推進されています。 

これまで国は、障がい者の自己決定と自己選択の尊重、市町村を基本とする仕組み

への統一と身体障がい・知的障がい・精神障がいの福祉サービス一元化、地域生活移

行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備を基本理念に、障害者自立支援

法を平成18年４月１日に施行しました。 

発達障がい者については、平成17年４月から発達障害者支援法が施行され、発達障

がいの法的な位置づけが明確にされました。 

近年、高齢化の進行や社会情勢の変化等により、障がい者の増加や、障がい者及び

その介護者の高齢化、障がいの重症化・重複化等が進行する一方で、障がい者の自立

した生活や就労、社会参加に対する環境整備も進められてきています。 

このような経過の中で、国は、「障害者基本法」の改正を行い、平成23年８月５日

に公布、施行しました。 

また、「地域における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講じるための

関係法律の整備に関する法律」が平成25年４月１日に施行され、これまでの「障害者

自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以

下、「障害者総合支援法」という。）に改正されました。 

平成２８年４月１日には、障害者基本法第４条の「差別の禁止」を具体化するもの

として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「差別解消法」と

いう。）」が施行されました。 

さらに、平成２８年５月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正

する法律（平成３０年（２０１８年）４月１日施行）において、児童福祉法に基づく

障がい児へのサービス提供体制を計画的に確保するために、障害児福祉計画の策定が

義務づけられました。 

これらの状況を踏まえ、本市では、障害者基本法に基づいた「佐賀市障がい者プラ

ン（平成 2７年度（２０１５年度）～２０１９年度）」を策定し、総合的な障がい者施

策を展開するとともに、第４期佐賀市障害福祉計画（平成 2７年度（２０１５年度） 

～平成 2９年度（２０１７年度））の計画期間終了に伴い、第５期佐賀市障害

福祉計画及び第１期障害児福祉計画（ともに平成３０年度（２０１８年度）～

２０２０年度）を策定するものです。 
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はじめに 

１．障害福祉計画及び障害児福祉計画の概要 

（２）法令の根拠・位置づけ 

本計画は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」及び

児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定する

ものです。 

「佐賀市障がい者プラン」（障害者基本法第 11 条第３項）が、本市における障がい

福祉全般に関する基本計画であるのに対して、本計画は障害福祉サービスに関する事

業計画として位置づけられます。 

 

 

 ■障害福祉計画及び障害児福祉計画と障がい者プラン（障害者計画）との関係 

 
＊障がい者プラン（障害者計画） 

即する 

＊障害者基本法（第 11 条第３項） 

国「障害者基本計画」 

県「第３次佐賀県障害者プラン」 

（2014～2018） 

分野別施策の柱 

１．障がい者の現状を把握するしくみづくり 

２．きめ細かい障がい福祉サービスの提供 

３．障がい児の未来に向けたしくみづくり 

４．生きがいを持って働ける場づくり 

５．多様な活動の振興・場づくり 

６．活動しやすい安全・安心なまちづくり 

７．わかりあえるまちづくり 

８．いつでも、つながる 支え合う体制づくり 

即
す
る 

＊障害福祉計画及び障害児福祉計画 

分野別施策の柱 

１．各年度における障害福祉サービス・相談支援

の必要な見込量、その確保のための方策 

２．地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する

事項 

３．提供体制確保に関し必要な事項 

即する 

＊障害者総合支援法（第 88 条第１項） 

＊児童福祉法（第 33 条の 20 第１項） 

国「基本指針」 

県「第５期佐賀県障害福祉計画」 

（2018～2020） 

即
す
る 

県「第 1 期佐賀県障害児福祉計画」 

（2018～2020） 



 

3 

はじめに 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

（３）目標年度と計画期間 

第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画は、２０２０年度を目標年度とし、

２０１８年度から２０２０年度までを計画期間とします。 

（年度） Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 
Ｈ30 

(2018) 

Ｈ31 

(2019) 

Ｈ32 

(2020) 

Ｈ33 

(2021) 

Ｈ34 

(2022) 

佐賀市 

障害福祉計画(障

害者総合支援

法)・佐賀市障害

児福祉計画（児童

福祉法) 

        

佐賀市 
障がい者プラン 
(障害者基本法) 

        

 

（４）計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、障がい者団体、家族会や障がい福祉事業所等の関係機関・団

体にヒアリング調査を実施し、障がい者や家族等の意向把握を行い、計画策定に反映しまし

た。 

さらに、「佐賀地区自立支援協議会」での意見聴取、パブリックコメントにおける市民の意

見を踏まえ、「佐賀市障害福祉計画策定委員会」で審議し、策定を行っております。 

佐賀市障がい者プラン
（2020～2024） 

佐賀市障がい者プラン 
（2015～2019） 

第４期佐賀市 
障害福祉計画 

第５期佐賀市障害福祉計画 

第1期佐賀市障害児福祉計画 
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はじめに 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

（１）障害者総合支援法等の改正概要 

「障害者総合支援法」は、法施行後３年が経過した時点で内容の見直しが行われ、

改正後の「障害者総合支援法」は、２０１８年４月から施行されます。また、児童福

祉法も改正され、２０１８年 4 月から施行されます。主な改正点は、次のとおりです。 

 

１．障がい者の望む地域生活の支援  

①「自立生活援助」の創設 

障害者支援施設やグループホーム等の利用者で、一人暮らしを希望する障が

い者に対し、訪問や電話、メール等による随時適正な対応で、地域生活が円滑

におくれるよう相談・助言等を行うサービスを新設する。 

②「就労定着支援」の創設 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環

境変化により生活面の課題（遅刻、居眠り、薬の飲み忘れ等）が生じている者

に対し、事業所や家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する。 

③ 重度訪問介護の訪問先の拡大 

日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障がい者に対し、医療機関へ

の入院時も、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そ

のニーズ（体位変換等）を的確に医療従事者に伝達する等の支援を可能とする。 

④高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用 

65 歳になるまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた一定

の要件を満たす障がい者に対し、介護保険サービスの利用者負担を障がい福祉

制度で軽減（償還）する仕組みを設ける。 
 

２．障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応  

①「居宅訪問型児童発達支援」の創設 

重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問して

発達支援を提供するサービスを新設する。 

② 保育所等訪問支援の支援対象の拡大 

乳児院、児童養護施設に入所している障がい児を対象に追加する。 

③ 医療的ケアを要する障がい児に対する支援 

医療的ケアが必要な障がい児が地域で適正な支援を受けられるよう、自治体

は保健・医療・福祉等の連携促進に努める。 

④ 障がい児のサービス提供体制の計画的な構築 

障がい児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するために、自治

体は障害児福祉計画を策定する。 
 

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備  

① 補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加） 

成長に伴い短期間で取り替える必要のある障がい児や、障がいの進行

によって短期間の利用が想定される場合等は、貸与の利用も可能とする。 
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はじめに 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

（２）障害福祉サービス等の体系 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児支援の

体系を下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐賀市  

 

○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 
○成年後見制度法人後見支援事業 
○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機能強化事業 

○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 

○生活介護 

○療養介護 

○短期入所 

○施設入所支援  

○自立訓練（機能・生活） 
○就労移行支援 
○就労継続支援（Ａ・Ｂ） 
○共同生活援助 

○育成医療 
○更生医療 
●精神通院医療  ○計画相談支援 

○地域移行支援 

○地域定着支援 

○児童発達支援 

○放課後等デイサービス 

○保育所等訪問支援 

○医療型児童発達支援 

○居宅訪問型児童発達支援 

○障害児相談支援 

 

●福祉型障害児入所支援 

●医療型障害児入所支援  

 

障がい者(児) 

補装具 

●広域支援 ●人材育成 等 

介護給付  
【区分認定を要す】 

訓練等給付  
【区分認定を要さない】 

自立支援医療 

 

 

障害児支援  

 

凡例 ○：市町村事業 
●：都道府県事業 

自立支援給付  

相談支援 

 

都道府県 

 

地域生活支援事業（必須事業） 

支援  
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２．障害者総合支援法等の改正概要 

 

相談の種類 相談の内容 実施事業者 

相談支援 ・一般的な相談支援 
・指定特定相談支援事業者 

・指定一般相談支援事業者 

計画相談支援 ・サービス等利用計画の作成 
・指定特定相談支援事業者 

・障害児相談支援事業者 

地域移行支援 

・障害者支援施設や精神科病院等に入所、入院し

ている障がい者の地域移行に伴う住居の確保、

地域生活の準備、地域移行への相談支援 

・指定一般相談支援事業者 

地域定着支援 
・地域で暮らす障がい者への緊急時の連絡、相

談支援 
・指定一般相談支援事業者 

障害児相談支援 

・一般的な相談支援 
・指定特定相談支援事業者 

・指定一般相談支援事業者 

・障害児支援利用計画の作成 ・障害児相談支援事業者 

 

主体 根拠法 サービス名称 

市 児童福祉法 

障害児通所支援 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

障害児相談支援 
・障害児支援利用援助 

・継続障害児支援利用援助 

 

県 

 

児童福祉法 障害児入所支援 
・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設 

■相談支援事業の区分 

 

■障がい児支援の体系 
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第１章 障がい者の状況 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

第１章 障がい者の状況 

（１）身体障がい者の状況 

身体障がい者は、１級から６級までの等級による身体障害者手帳を受け、施設の入

所、補装具費の支給、更生医療の給付、重度障がい者に対する日常生活用具の給付、

ホームヘルパーの派遣などの援護を受けることができます。 

近年、障がいの原因は、交通事故、労働災害によるもののほか、高齢に伴う障がい

が増加しつつあります。 

障がい者数の推移は、平成２６年度で横ばいとなり、平成２７年度と平成２８年度

を比較すると 0.２％程度減少しています。障がいの種別では、肢体不自由が最も多く、

平成 2９年３月では、全体の 55.7％を占めています。次いで内部障がいが 28.4％と

なっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■身体障害者手帳所持者数の推移 

 

■身体障がい者の障がい種別構成比 

 

（平成 29 年 3 月末現在） 

視覚障がい

6.4

% 聴覚・平衡機能

障がい

8.6%
音声・言語・そしゃ

く機能障がい

0.9%肢体不自由

55.7%

内部機能

障がい

28.4%

　（単位：人、％）

視覚障がい 775 742 730 709 693

聴覚・平衡機能障がい 935 939 952 931 933

音声・言語・そしゃく機能障がい 112 105 101 94 99

肢体不自由 5,977 6,015 6,087 6,110 6,080

内部機能障がい 2,906 2,995 3,048 3,081 3,102

計　 10,705 10,796 10,918 10,925 10,907

増減率（％） - 0.9 1.1 0.1 -0.2

視覚障がい 7.2 6.9 6.7 6.5 6.4

聴覚・平衡機能障がい 8.7 8.7 8.7 8.5 8.6

音声・言語・そしゃく機能障がい 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9

肢体不自由 55.8 55.7 55.8 55.9 55.7

内部機能障がい 27.1 27.7 27.9 28.2 28.4

計　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

　（各年度3月末現在）

構成比
（％）

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度
種　別

年　度
Ｈ24年度 Ｈ25年度

実数
（人）

（１）身体障がい者の状況 
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第１章 障がい者の状況 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■身体障がい者の等級別状況 

 

■身体障がい者の年齢別状況 

■身体障がい者の年齢別構成比 

 

（平成 29 年 3 月末現在） 

　（単位：人、％）

10 191 492 693

22 175 736 933

0 40 59 99

112 1,705 4,263 6,080

34 728 2,340 3,102

178 2,839 7,890 10,907

1.6 26.0 72.3 100.0

　（平成29年3月末現在）

構成比（％）

肢体不自由

内部機能障がい

計

計
種　別

視覚障がい

聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい

年齢
18歳未満

18歳以上
65歳未満

65歳以上

　（単位：人、％）

259 207 41 51 87 48 693

67 183 111 221 5 346 933

4 10 42 43 0 0 99

810 1,010 870 1,730 1,266 394 6,080

1,926 51 594 531 0 0 3,102

3,066 1,461 1,658 2,576 1,358 788 10,907

28.1 13.4 15.2 23.6 12.5 7.2 100.0

　（平成29年3月末現在）

構成比（％）

6級 計
年　度

1級 2級 3級 4級 5級
種　別

視覚障がい

聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい

肢体不自由

内部機能障がい

計

（１）身体障がい者の状況 
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第１章 障がい者の状況 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

（２）知的障がい者の状況 

知的障がい者は、知的機能の障がいが発達期（おおむね 18 歳まで）にあらわれ、

日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある人で、

児童相談所や知的障害者更生相談所で判定を受けた人をいい、次のように大別されま

す。 

 

 

障がい者数の推移は、全体的にゆるやかな増加傾向にあります。 

障がいの程度では、中度・軽度の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① Ａ（最重度・重度） 

② Ｂ（中度・軽度） 

■療育手帳所持者数の推移 

■療育手帳所持者の年齢別人数 
(人) 

 　（単位：人、％）

18歳未満 162 158 167 162 173 152

18歳以上
65歳未満

594 592 593 594 575 602

65歳以上 114 123 120 133 146 151

小　計 870 873 880 889 894 905

18歳未満 265 294 282 319 338 336

18歳以上
65歳未満

904 930 925 927 974 926

65歳以上 102 116 117 132 153 158

小　計 1,271 1,340 1,324 1,378 1,465 1,420

2,141 2,213 2,204 2,267 2,359 2,325

- 3.4 -0.4 2.9 4.1 -1.4

18歳未満 7.6 7.1 7.6 7.1 7.3 6.5

18歳以上
65歳未満

27.7 26.8 26.9 26.2 24.4 25.9

65歳以上 5.3 5.6 5.4 5.9 6.2 6.5

小　計 40.6 39.4 39.9 39.2 37.9 38.9

18歳未満 12.4 13.3 12.8 14.1 14.3 14.5

18歳以上
65歳未満

42.2 42.0 42.0 40.9 41.3 39.8

65歳以上 4.8 5.2 5.3 5.8 6.5 6.8

小　計 59.4 60.6 60.1 60.8 62.1 61.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（各年度3月末現在）

H28年度
区　分

実数（人）

療育手帳Ａ

療育手帳Ｂ

計

増減率（％）

　　　　　　　年　度
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

構成比（％）

療育手帳Ａ

療育手帳Ｂ

計

（２）知的障がい者の状況 

（平成２９年３月末現在） 
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第１章 障がい者の状況 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

（３）精神障がい者の状況 

精神障がい者は、統合失調症、そううつ病、精神作用物質による中毒症又はその依

存症、精神病質等の精神疾患のある人のことをいいます。 

１～３級と等級区分されており、１級が重度、３級が軽度となっています。手帳所

持者数は、増加傾向にあり、平成 2８年度で前年度から７.６％の増加となっています。

構成比をみると３級の割合が増えてきています。 

自立支援医療（精神通院）の受給者数も増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■精神障害者保健福祉手帳等所持者数の推移 

　（単位：人、％）

１級 109 113 119 119 117 118

２級 778 811 896 958 950 986

３級 251 320 346 389 438 515

計　 1,138 1,244 1,361 1,466 1,505 1,619

増減率（％） - 9.3 9.4 7.7 2.7 7.6

１級 9.6 9.1 8.7 8.1 7.8 7.3

２級 68.4 65.2 65.8 65.3 63.1 60.9

３級 22.1 25.7 25.4 26.5 29.1 31.8

計　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

増減数（人） - 206 151 209 171 202

増減率（％） - 7.2 4.9 6.5 5.0 5.6

　（各年度3月末現在）

3,444 3,615 3,817
自立支援医療受給者証

（精神通院）所持者数
2,878 3,084 3,235

構成比
（％）

実数
（人）

H28年度
年　度

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
種　別

■精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢別構成比 

（平成２９年３月末現在） 

（100 人） （151 人） 

（1,368 人） 

（３）精神障がい者の状況 
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第１章 障がい者の状況 

２．障害者総合支援法等の改正概要 

資料）佐賀中部保健福祉事務所管内 保健・福祉・衛生情報 

資料）佐賀中部保健福祉事務所管内 保健・福祉・衛生情報 

 

（４）難病患者の状況 

「難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「難病法」という。）」に基づく

指定難病※１（330疾患）の医療費受給者証の交付状況をみると、本市の総数は年々増

加し、平成28年度で1,939人となっています。 

疾病名で最も多いのは、平成28年度で潰瘍性大腸炎（341人）であり、以下、パー

キンソン病関連疾患（292人）、全身性エリテマトーデス（145人）となっています。 

また、平成２９年４月１日から医療費助成等の対象となる指定難病は、306疾患か

ら330疾患に拡大されており、障害者総合支援法における難病の対象は332疾患から

358疾患に拡大されています。 

   なお、平成３０年１月１日から、障害福祉サービス等の受給申請を行う際に、難病医

療費助成の却下通知を診断書等に代えて、指定難病に罹患していることを示す証明とし

て使用できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 指定難病 難病のうち厚生労働省が特に定めたもの。発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な

疾患であって、長期の療養を必要とする難病であり、さらに患者数が一定数に達せず、客観的な診断基準が成立してい

ること、その他厚生労働省で定める要件を満たしているもののうち、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の

療養による医療費の経済的な負担が大きい患者に良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものが指定される。 

■特定医療費受給者証交付数の推移 

■特定医療費受給者証交付で多い疾病 　（単位：人）

①潰瘍性大腸炎 293 ①潰瘍性大腸炎 331 ①潰瘍性大腸炎 346 ①潰瘍性大腸炎 341

②パーキンソン病関連疾患 253 ②パーキンソン病関連疾患 240 ②パーキンソン病関連疾患 271 ②パーキンソン病関連疾患 292

③全身性エリトマトーデス 124 ③全身性エリトマトーデス 133 ③全身性エリトマトーデス 141 ③全身性エリトマトーデス 145

④クローン病 84 ④クローン病 92 ④クローン病 93 ④クローン病 91

⑤後縦靭帯骨化症 81 ⑤後縦靭帯骨化症 74 ⑤後縦靭帯骨化症 77 ⑤後縦靭帯骨化症 81

計 835 計 870 計 928 計 950

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

※H27.1.1 以前は「特定疾患医療受給者証」 

（各年度 3 月末現在） 

（４）難病患者の状況 
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

（１）訪問系サービス 

１）サービスの内容  

【事業内容】  

事業名 事業内容 

① 居宅介護 
（ホームヘルプサービス） 

自宅にヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等
の身体介護、調理・洗濯及び掃除等の家事援助、通
院時の介助を行います。 

② 重度訪問介護 
重度の肢体不自由で常時介護を要する人の自宅

にヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等の介護、
外出時における移動中の介護を行います。 

③ 同行援護 

視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、ヘル
パー等が同行し、移動時及び外出先において必要な
視覚的情報の支援（代筆・代読を含む）、移動の援
護、排泄・食事等の介護、その他必要な援助を行い
ます。 

④ 行動援護 

知的障がい・精神障がいによる行動上の著しい困
難があり、常時介護を要する人に対してヘルパーを
派遣し、行動の際に生じ得る危険を回避するための
援護や外出時における移動中の介護を行います。 

⑤ 重度障害者等 
包括支援 

介護の必要性がとても高い人に対して、居宅介護
（ホームヘルプサービス）、重度訪問介護等を包括
的に提供します。 

 

２）利用実績  

居宅介護の実績は、平成27年度、平成28年度において、時間について

は見込みより少なく、利用者数は横ばいです。 

重度訪問介護の実績は、平成27年度、平成28年度において、利用時間、

利用者数ともに見込みよりも少なく、利用者数は微増です。 

同行援護の実績は、平成 27 年度、平成 28 年度において、利用時間は

見込みより多く、利用者数はほぼ見込みどおりです。一人あたりの利用時

間が増加していることが推察されます。 

行動援護の実績は、平成２７年度は利用時間、利用者数ともにほぼ見込

みどおりですが、平成 28 年度はどちらも見込みより少なくなっています。

利用者のニーズに対し、提供量が不足していることが推察されます。 

重度障害者等包括支援は、県内で指定を受けている事業者がなかったこ

とから、利用はありませんでした。 
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

※ 時間分：１月あたりの総利用時間 

 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

居宅介護等計 
見込み 

時間分 8,912 9,756 10,619 

人 379 393 405 

実績 
時間分 7,973 8,016  

人 367 388  

 

 

居宅介護 
見込み 

時間分 4,999 5,288 5,594 

人 264 268 270 

実績 
時間分 4,695 4,845  

人 264 283  

重度訪問介護 
見込み 

時間分 3,040 3,520 4,000 

人 19 22 25 

実績 
時間分 2,355 2,213  

人 12 12  

同行援護 
見込み 

時間分 356 384 414 

人 41 43 45 

実績 
時間分 402 430  

人 38 41  

行動援護 
見込み 

時間分 517 564 611 

人 55 60 65 

実績 
時間分 521 528  

人 53 52  

重度障害者等包括等

支援 
見込み 

時間分 0 0 0 

人 0 0 0 

実績 
時間分 0 0  

人 0 0  
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

（２）日中活動系サービス 

１）サービスの内容  

【事業内容】  

事業名 事業内容 

① 生活介護 
常時介護が必要な人を対象に、昼間に、入浴・排

せつ・食事などの介護を行うとともに、創作的活動
または生産活動の機会を提供します。 

② 自立訓練（機能訓練） 
身体障がい者を対象に、自立した地域生活を営む

ことができるよう、一定期間、身体機能の維持・向
上のために必要な訓練を行います。 

③ 自立訓練（生活訓練） 
知的障がい・精神障がい者を対象に、一定期間、

日常生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行
います。 

④ 就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する、65 歳未満の人

を対象に、就労に必要な知識及び能力を修得するた
めの訓練を一定期間行います。 

⑤ 就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等での就労が困難な 65 歳未満の人を
対象に、雇用契約に基づく就労機会の提供や、一般
雇用に必要な知識及び能力を修得するための訓練
を行います。 

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

年齢や体力の面で一般企業等で雇用されること
が困難な人や、就労移行支援事業を利用したものの
一般企業等への雇用に結びつかなかった人などに
生産活動・その他の活動の機会を提供するととも
に、就労に必要な知識及び能力を修得するための訓
練を行います。 

⑦ 療養介護 

医療に加え、常時介護を必要とする人を対象に、
医療機関における機能訓練や療養上の管理、看護、
医学的管理下における介護及び日常生活上の援助
を行います。 

⑧ 短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、
夜間も含めて、施設において、入浴、排せつ、食事
の介護等を行います。 
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

２）利用実績  

①  生活介護  

実績は、利用人日分は多く、利用者数は少なくなっています。一人あたりの

利用日数が見込みより多いことが推察されます。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 10,429 10,502 10,575 

利用者数：人 560 569 578 

実績 
人日分 10,617 10,797  

利用者数：人 553 561  

②  自立訓練（機能訓練）  

実績は、人日分は多く、利用者数は少なくなっています。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 174 181 188 

利用者数：人 47 49 51 

実績 
人日分 197 204  

利用者数：人 28 29  

③  自立訓練（生活訓練）  

実績は、平成２７年度は多く、２８年度は人日分が少なくなっています。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 507 760 1,140 

利用者数：人 44 55 66 

実績 
人日分 539 715  

利用者数：人 74 87  

④  就労移行支援  

実績は、人日分、利用者数ともに少なくなっています。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 1,131 1,267 1,419 

利用者数：人 195 230 265 

実績 
人日分 1,285 922  

利用者数：人 126 113  
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

⑤  就労継続支援（Ａ型）  

実績は、人日分は少なく、利用者数は多くなっています。新規事業所の開

設によるものです。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 3,413 4,983 7,275 

利用者数：人 152 176 204 

実績 
人日分 2,767 3,050  

利用者数：人 171 196  

⑥  就労継続支援（Ｂ型）  

実績は、人日分、利用者数とも見込みより多くなっています。新規事業所

の開設によるものです。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 9,861 10,354 10,871 

利用者数：人 604 628 653 

実績 
人日分 10,054 10,570  

利用者数：人 633 672  

⑦  療養介護  

実績は、利用者数はほぼ見込みどおりです。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 人分 78 78 79 

実績 人分 83 82  

⑧  短期入所（ショートステイ）  

実績は、人日分は見込みより多く、利用者数は見込みより少なくなってい

ます。利用者のニーズに対し提供量が不足していることが推察されます。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 328 367 411 

利用者数：人 181 224 277 

実績 
人日分 391 383  

利用者数：人 145 158  

 



 

17 

第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

（３）居住系サービス 

１）サービスの内容  

【事業内容】  

事業名 事業内容 

① 共同生活援助 
（グループホーム） 

地域で共同生活を営むのに支障がない人を対象
に、共同生活住居（グループホーム）において、相
談や日常生活上の援助を行います。必要な人に対し
ては、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

② 施設入所支援 
施設に入所して、主に夜間に、入浴、排せつ、食

事の介護等、日常生活上の支援を行います。 

 

２）利用実績  

①  共同生活援助（グループホーム）  

実績は、見込みより少なくなっています。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 人分 423 494 578 

実績 人分 337 368  

 

②  施設入所支援  

実績は、見込みよりやや多くなっています。入所者の高齢化に伴い、地域

への移行が難しくなってきた反面、長期入院や介護保険施設への移行、死

亡等による退所者が増えてきています。 

【実績】   

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 人分 349 346 344 

実績 人分 362 360  
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

１．障害福祉サービスの利用実績 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

（４）相談支援 

１）サービスの内容  

【事業内容】  

事業名 事業内容 

① 計画相談支援 

サービス利用の支給決定時または決定後に、障が
い者が抱える課題の解決や適切なサービス利用に
向けて、サービス等利用計画を作成し一定期間ごと
の計画の見直し（モニタリング）を行うものです。 

② 地域移行支援 
障害者支援施設や精神科病院に入所・入院してい

る障がい者が、地域生活に移行する支援を行なうも
のです。 

③ 地域定着支援 
地域生活に移行した単身もしくは同居している

家族の支援を受けられない障がい者に対し、連絡体
制を常時確保し、緊急の相談等に応じるものです。 

 

２）利用実績  

①  計画相談支援  

実績は、見込みより少なく利用されています。 

【実績】   

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 人分 1,260 1,440 1,620 

実績 人分 1,258 1,366  

 

②  地域移行支援  

実績は、平成 28 年度で１名であり、少ない状況にあります。 

【実績】   

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 人分 3 7 11 

実績 人分 2 1  

 

③  地域定着支援  

実績は、平成 28 年度で１名であり、少ない状況にあります。 

【実績】   

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 人分 2 3 5 

実績 人分 1 1  

2 
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

２．地域生活支援事業の利用実績 

２．地域生活支援事業の利用実績 

（１）必須事業 

①  理解促進研修・啓発事業  

【サービスの概要】 

障がい特性をわかりやすく解説するとともに、理解を深めるための研修・啓

発・広報活動等を行うものです。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施  

②  自発的活動支援事業  

【サービスの概要】 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい

者、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施  

③  相談支援事業  

【サービスの概要】 

障がい者本人やその家族・保護者・介護者などからの相談に応じ、必要な情報

の提供及び助言・権利擁護のために必要な援助を行うものです。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

相談窓口設置数 
見込み 3 3 3 

実績 3 3  

基幹相談支援セン

ター 

見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施  
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

２．地域生活支援事業の利用実績 

④  成年後見制度利用支援事業  

【サービスの概要】 

知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費及

び報酬を助成するものです。 

実績は、増加しています。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 6 6 6 

実績 6 10  

⑤  成年後見制度法人後見支援事業  

【サービスの概要】 

成年後見制度の後見等の業務を行うことができる法人を確保できる体制の整

備や、市民後見人の活用を含む法人後見活動を支援することで、障がい者の権利

擁護を図ります。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施  

⑥  意思疎通支援事業  

【サービスの概要】 

聴覚障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、コミュニケーシ

ョンの円滑化を図るものです。また、手話通訳者を設置し、市役所の手続きなど

における聴覚障がい者等の相談支援事業などのコミュニケーションを円滑に行

うものです。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み（実利用人数） 52 52 52 

実績 

（年間派遣回数） 

手話 51 33  

要約筆記 3 3  
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

２．地域生活支援事業の利用実績 

⑦  日常生活用具給付等事業  

【サービスの概要】 

日常生活上の便宜を図るため、重度の障がい者に必要な用具を給付するものです。 

実績は、「自立支援用具」及び「居宅生活動作補助用具（住宅改修費）」以外

は増加しています。 

【実績】 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

介護・訓練支援用具 
見込み 17 18 19 

実績 19 22  

自立生活支援用具 
見込み 70 70 70 

実績 68 42  

在宅療養等支援用具 
見込み 20 21 22 

実績 19 30  

情報・意思疎通支援

用具 

見込み 50 50 50 

実績 58 82  

排泄管理支援用具 
見込み 4,300 4,400 4,500 

実績 4,379 4,459  

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 

見込み 8 8 9 

実績 6 5  

⑧  手話奉仕員養成研修事業  

【サービスの概要】 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話

奉仕員を養成し、聴覚障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むための

支援者を養成するものです。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 20 20 20 

実績 22 12  
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

２．地域生活支援事業の利用実績 

⑨  移動支援事業  

【サービスの概要】 

屋外での移動が困難な障がい者に外出のための支援を行うものです。 

実利用者数は見込よりも増加していますが、延べ利用時間数は、見込みより少

なくなっています。利用者のニーズに対し、提供量が不足していることが推察

されます。 

【実績】 
 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

移動支援事業 

見込み 
実利用者数 143 145 147 

延べ利用時間数 14,700 14,900 15,100 

実績 
実利用者数 158 157  

延べ利用時間数 13,191 12,970  

⑩  地域活動支援センター  

【サービスの概要】 

基礎的事業では、創作活動、社会との交流の促進などの事業を行います。機能

強化事業では、専門員の配置による相談事業や地域の社会基盤との連携強化、地

域住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等の事

業を実施するものです。 

地域活動支援センター事業の実利用者数は、見込みより実績の方が少なく

なっています。実施箇所数が減少したことによるものと推察されます。 

【実績】  

 単位等 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域活動支援 

センター 

見込み 
実施箇所数 9 9 10 

実利用者数 320 325 330 

実績 
実施箇所数 6 8  

実利用者数 158 166  
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第２章 障害福祉サービス等の利用実績 

２．地域生活支援事業の利用実績 

（２）任意事業 

自動車運転免許取得助成及び自動車改造助成は利用が増えており、夏休み教室の実

利用者数は減少しています。 

【実績】  

 単位等 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

福祉ホームの運営 

見込み 
実施箇所数 4 4 4 

実利用者数 10 10 10 

実績 
実施箇所数 3 3  

実利用者数 11 11  

訪問入浴サービス 

見込み 
実施箇所数 5 5 5 

実利用者数 3 3 3 

実績 
実施箇所数 5 5  

実利用者数 5 5  

日中一時支援 

見込み 
実施箇所数 19 20 20 

実利用者数 120 120 120 

実績 
実施箇所数 17 18  

実利用者数 98 108  

巡回支援専門員整備 
見込み  実施 実施 実施 

実績  実施 実施  

その他の日常生活支援 

（生活サポート） 

見込み  - - - 

実績  0 0 0 

スポーツ・レクリエーション教室開催等

（体育大会） 

見込み 実利用者数 220 220 220 

実績 実利用者数 延 688 129  

点字・声の広報等発行 
見込み  実施 実施 実施 

実績  実施 実施  

奉仕員養成研修（要約筆記） 
見込み 実利用者数 20 20 20 

実績 実利用者数 2 7  

自動車運転免許取得助成 
見込み 実利用者数 4 4 4 

実績 実利用者数 5 6  

自動車改造助成 
見込み 実利用者数 9 9 9 

実績 実利用者数 9 11  

その他社会参加支援 

（夏休み教室） 

見込み 
実施箇所数 8 8 8 

実利用者数 430 430 430 

実績 
実施箇所数 6 5  

実利用者数 392 348  

障害者虐待防止対策支援 
見込み  実施 実施 実施 

実績  実施 実施  

その他就職・就労支援 

（就職支度金給付事業） 

見込み 実利用者数 21 23 25 

実績 実利用者数 15 14  
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

１．目標値の設定と方策 

第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 
見込量 

１．目標値の設定と方策 

（１）入所施設の利用から地域生活への移行 

【目標設定の考え方】 

国の基本指針に基づき、基準となる時点を平成 2８年度（２０１６年度）とし、

２０２０年度末における成果目標を次のとおりとします。 

①  施設入所者の地域生活への移行  

平成 2８年度（２０１６年度）末時点の施設入所者の９％以上を地域生活

へ移行する。 

②  施設入所者の削減  

平成 2８年度（２０１６年度）末時点の施設入所者の２％以上を削減する。 

 

 

【２０２０年度の目標値】 

 

項 目 目標数値 考え方 

平成 28 年度(2016 年度)末の 
入所者数（Ａ） 

334 人 平成 29 年(2017 年)３月末日時点の施設入所者数 

2020 年度末の 
入所者数（Ｂ） 

327 人 2021 年３月末日時点の施設入所者数 

【目標値】 
平成 28 年度(2016 年度)～2020 年度 

地域生活への移行者数（Ｃ） 

31 人  

9.3％ （Ｃ）／（Ａ） 

【目標値】 
平成 28 年度(2016 年度)末 

～2020 年度末 
減少数（Ｄ） 

7 人 （Ｄ）：（Ａ）－（Ｂ） 

2.1％ （Ｄ）／（Ａ） 

 

【目標達成のための方策】 

地域における居住の場を確保するため、グループホームの充実を図ります。 

市営住宅について、順次、福祉対応型として住戸等のバリアフリー化等の改

善に努めます。 

住居の確保の相談や居住後の地域生活が安定するまでの相談支援体制の整備、

地域ネットワークの体制の充実を図ります。また、障がいへの理解の

促進を図るための啓発・広報活動を進めます。 

自立生活援助（新設）の活用により、円滑な地域生活に向けた支援を行

います。 

■地域生活に移行する福祉施設入所者数 

※施設入所者 … 「障害者支援施設」に入所されている方をいいます。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

１．目標値の設定と方策 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【目標設定の考え方】 

    精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築するために、２０２０年

度末における成果目標を次のとおりとします。 

①  保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置  

      ２０２０年度末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置

する。 

※市単独での設置が困難な場合には、複数市町による共同設置を検討する。 

②  入院後３か月時点の退院率の上昇  

２０２０年度における入院後３か月時点の退院率を 69％以上とする。 

③  入院後６か月時点の退院率の上昇  

２０２０年度における入院後６か月時点の退院率を 84％以上とする。 

④  入院後 1 年時点の退院率の上昇  

２０２０年度における入院後１年時点の退院率を 90％以上とする。 

 

【２０２０年度の目標値】 

 

 

項 目 目標数値 備 考 

入院後 3 か月時点の退院率 69％ 2020 年度における入院後 3 か月時点の退院率 

入院後 6 か月時点の退院率 84％ 2020 年度における入院後 6 か月時点の退院率 

入院後１年時点の退院率 90％ 2020 年度における入院後１年時点の退院率 

 

【目標達成のための方策】 

地域における居住の場を確保するため、グループホーム等を充実し、活用

を図ります。移行にあたっては、利用者の状況に応じた適切なサービスの確

保を図ります。そのために事業者の参入を促進します。 

住居を確保するまでの相談や居住後の地域生活が安定するまで相談支援体制

の整備を図り、地域移行支援、地域定着支援等の相談支援のサービスを適切

に実施します。さらに、支援のための地域ネットワーク体制の充実を図りま

す。 

精神障がいへの理解の促進を図るための啓発活動・広報活動を進めていきます。 

地域への移行を推進し、また地域での生活が円滑に継続できるように、

保健・福祉・医療その他の関係機との連携を強化します。 

■入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

■保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

１．目標値の設定と方策 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

【目標設定の考え方】 

神埼市及び吉野ヶ里町と共同で、国の第４期障害福祉計画の指針どおり、平成

２９年度（２０１７年度）末までに整備し、２０２０年度末における目標は次の

とおりとします。 

 

①  さらなる体制の整備  

モデルケースでの実践を通し、マニュアルの作成や課題の見直し・改善等

を行い、関係者が適正かつ円滑な支援を実施できるよう、さらなる体制の整

備を図ります。 

②  拠点整備に必要な機能の追加  

「一人暮らしの体験の機会・場の提供」及び「専門的人材の確保・養成」

の機能を追加します。 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

      実 施（マニュアル作成、課題の見直し・改善等）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

【目標達成のための方策】 

自立支援協議会等を活用し、目指すべき拠点等の整備方針を十分に検討します。 

運営上の課題の共有等、拠点整備に関与する全ての機関及び人材の緊密な連携 

を強化します。 

地域の実情に沿った運営や課題に対する対応ができているか、中長期的に

必要な機能を見直し、その強化を行うため十分に検証及び検討を行います。 

平成３０年（２０１８年）４月 

２０２１年３月 

平成２９年度（２０１７年度）までの取組み 

① 24 時間 365 日の相談支援体制 
② 緊急時の受け入れ先の確保     を整備 
③ コーディネーターの配置 

 

体験の場・機会の提供 

・入所施設や病院からの退所 
・親元からの自立 

 
◎日中一時支援、短期入所、グループ
ホーム等の利用 

◎一人暮らしの体験の機会・場を提供 

専門的人材の確保・養成 

・医療的ケア児 
・行動障がい 
・高齢化に伴う重度化 

 
◎専門的対応が可能な体制の
確保 

◎専門的対応が可能な人材養
成 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

１．目標値の設定と方策 

（４）福祉施設から一般就労への移行促進 

【目標設定の考え方】 

福祉施設から一般就労への目標設定は下表のとおりです。 

①  福祉施設から一般就労へ移行  

平成 2８年度（２０１６年度）実績の１．５倍とします。 

②  就労移行支援事業の利用者を平成２８年度（２０１６年度）末の利用者

から２割以上増加 

③  就労移行支援事業の利用者のうち、就労移行率が３割以上の事業所を

全体の５割以上 

 ④ 就労定着支援１年後の就労定着率８割以上 

 

【２０２０年度の目標値】 

 

項 目 数 値 適 用 

平成 28 年度(2016 年度)の 

年間一般就労移行者数 
14 人 

平成 28 年度(2016 年度)において福祉施設を退所

し、一般就労した人の数 

【目標値】2020 年度の 

年間一般就労移行者数 
21 人 

2020 年度において福祉施設を退所し、 

一般就労する人の数 

 

 

項 目 数 値 適 用 

平成 28 年度(2016 年度) 
1,658 人 福祉施設 

113 人 就労移行支援 

【目標値】2020 年度 
2,013 人 福祉施設 

136 人 就労移行支援 

 

【目標達成のための方策】 

国･県の労働施策と連携し、支援策への協力を要請しながら、就労支援ネット

ワークの構築を促進します。 

ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携し、一般就

労への移行を推進します。 

トライアル雇用事業やジョブコーチ等の制度の活用を推進し、障がい者の就労

の拡大を図ります。 

就労定着支援（新設）の活用により、就労に伴う生活面の課題に対応し、 

就労の継続を支援します。 

■福祉施設から一般就労への移行 

■２０２０年度末における福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業の利用者数 

 

※福祉施設利用者 … 生活介護、就労移行支援、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、 
就労継続支援Ａ型・Ｂ型を利用されている方をいいます。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

２．障害福祉サービスの見込量と方策 

※ 時間分：１月あたりの総利用時間 

２．障害福祉サービスの見込量と方策 

障害福祉サービスの必要量の確保については、第４期計画を継承し、利用者自らが、

事業者を選択できるような体制を整備することを基本に、障害福祉サービスを行う事

業者の参入促進等に努めていきます。 

（１）訪問系サービス 

【見込量】  

  

平成 30 年度(2018 年度) 2019 年度 2020 年度 

見込み 見込み 見込み 

人 時間分 人 時間分 人 時間分 

居宅介護等 415 8,867 430 9,314 445 9,776 

 

① 居宅介護 300 5,191 309 5,373 318 5,561 

② 重度訪問介護 15 2,600 17 2,800 18 2,990 

③ 同行援護 44 544 46 611 48 687 

④ 行動援護 60 600 64 640 68 680 

⑤ 重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0 0 

 

【サービスの実施内容】  

訪問系サービスは、次のサービスを実施します。 

①  居宅介護（ホームヘルプ）  

入浴、排せつ又は食事の介護など、居宅等の生活全般にわたる援助サービ

スを行います。 

②  重度訪問介護  

重度の肢体不自由の人で常に介護を必要とする人を対象とします。居宅に

おける介護、外出時の移動中の介護を総合的に行います。 

③  同行援護  

視覚障がいにより、行動時に生じる危険を回避するために必要な援護や外

出時の移動中の介護を行います。 

④  行動援護  

自己判断能力が制限されている人が対象となります。行動する時に生じる

危険を回避するために必要な援護や外出時の移動中の介護等を行います。 

⑤  重度障害者等包括支援  

常に介護が必要な重度の障がい者に、居宅介護等の複数のサービスを包括

的に行います。 

【サービス見込量の考え方】  

障害支援区分や心身の状況、社会活動や介護者、居住等の状況に応じ、必要

な支給量を確保します。行動援護については、障がい者や家族からの潜在的な

ニーズはあると推測されるため、提供体制の確保による増加を見込みます。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

２．障害福祉サービスの見込量と方策 

※ 療養介護の人数の単位は、「人分：1 月あたりの実利用人数」と読み替える。 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

 

（２）日中活動系サービス 

【見込量】  

 

平成 30 年度(2018 年度) 2019 年度 2020 年度 

見込み 見込み 見込み 

人 人日分 人 人日分 人 人日分 

① 生活介護 577 11,166 586 11,356 594 11,548 

② 自立訓練（機能訓練） 31 219 32 227 33 235 

③ 自立訓練（生活訓練） 120 1,258 141 1,669 166 2,214 

④ 就労移行支援 124 1,008 130 1,054 136 1,103 

⑤ 就労継続支援（Ａ型） 200 3,000 210 3,200 220 3,400 

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 767 11,837 814 12,435 864 13,064 

⑦ 就労定着支援 19 － 20 － 21 － 

⑧ 療養介護 82 － 82 － 82 － 

⑨ 短期入所 204 492 231 558 263 632 

 

①  生活介護  

【サービスの概要】 

常に介護を必要とする障がい者を対象とします。主として日中に入浴、排せつ、

食事の介護や、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

他の日中活動系サービスの支給量も考慮しながら、必要な支給量を確保します。 

②  自立訓練（機能訓練）  

【サービスの概要】 

身体障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、定められた期間の支援

計画に基づき、身体的リハビリテーション、日常生活の訓練等の支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

これまでの実績を踏まえた増加を見込み、機能訓練の必要性を勘案したうえで、

他の日中活動系サービスの支給量等も考慮しながら必要な支給量を確保します。 

③  自立訓練（生活訓練）  

【サービスの概要】 

知的障がい者又は精神障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、定

められた期間の支援計画に基づき、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機

関との連絡調整等の支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

特別支援学校の卒業生等の利用を想定し、前期の利用実績を踏まえて推計し、

他の日中活動系サービスの支給量等も考慮しながら必要な支給量を確保 

します。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

２．障害福祉サービスの見込量と方策 

 

④  就労移行支援  

【サービスの概要】 

一般企業等への就労を希望する人で６５歳未満の人が対象となります。定めら

れた期間の支援計画に基づき、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適

性に合った職場への就労及び定着のための必要な支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

前期の利用実績を踏まえながらも、毎年度利用者が増加するものとして推計し、

就労移行支援の必要性や適否等を勘案したうえで、他の日中活動系サービスの支

給量も考慮しながら、必要な支給量を確保します。 

⑤  就労継続支援（Ａ型）  

【サービスの概要】 

一般企業等での雇用が困難な 65 歳未満の人が対象となります。雇用契約に基

づいた就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上のた

めの必要な訓練等を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

就労継続支援Ａ型の必要性を勘案し、平成２９年度の指定基準等の改正及び平

成３０年度報酬改定による影響も考慮しながら推計し、他の日中活動系サービス

の支給量等も考慮しながら必要な支給量を確保します。 

⑥  就労継続支援（Ｂ型）  

【サービスの概要】 

企業等での就労経験がある人、就労移行支援事業の利用経験がある人が対象と

なります。一定の賃金水準のもとで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能

力の向上及び維持のために必要な支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

平成 27 年度から平成 28 年度にかけて、利用者数は着実に増加しています。 

これらの利用者数の伸び、事業所の増設等を考慮して推計し、他の日中活動系

サービスの支給量等も考慮しながら必要な支給量を確保します。 

⑦  就労定着支援  

【サービスの概要】 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環境

変化により生活面の課題が生じている者に対し、事業所や家族との連絡調整等の

支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

就労移行支援等の利用から一般就労への移行を推計し、就労定着支援の必要性

を勘案したうえで、他の日中活動系サービスの支給量等も考慮しながら必要な支

給量を確保します。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

２．障害福祉サービスの見込量と方策 

 

 

⑧  療養介護  

【サービスの概要】 

主として日中に病院等の施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学

的管理の下での介護や日常生活上の援助などを行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

平成 28 年度実績は、82 人の利用となっています。医療的ケアを必要とする

事業であることから対象となる利用者は特定されている状況にあります。 

最大の利用者数を基礎とし、必要な支給量を確保します。 

 

⑨  短期入所  

【サービスの概要】 

介護者が病気の場合等の理由により、障害者支援施設などに短期に入所して、

入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

障がい者や家族の状況から潜在的なニーズはあると推測されます。 

また、地域生活支援拠点等整備における緊急時の受入先、並びに一人暮らしの

体験の場としての利用も想定されることから、今後も増加傾向が続くものとして

推計し、必要な支給量を確保します。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

２．障害福祉サービスの見込量と方策 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

（３）居住系サービス 

【見込量】  

 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
2019 年度 2020 年度 

見込み 見込み 見込み 

人分 人分 人分 

① 共同生活援助（グループホーム） 439 479 523 

② 施設入所支援 347 344 342 

 

 

①  共同生活援助（グループホーム）  

【サービスの概要】 

地域で共同生活を営むのに支障がない人を対象に、共同生活を営む住居におい

て、相談その他日常生活上の援助を行います。介助な必要な人には、入浴、排せ

つ、食事の介護等の支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

利用者数は年々増加傾向にあります。 

自立を目指し地域へ移行する際の住まいの場として、利用者数の伸び等を勘案

し、必要な支給量を確保します。 

②  施設入所支援  

【サービスの概要】 

施設に入所する人を対象に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護などを

行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

国の指針に基づき、平成 28 年度末から２％以上削減するように見込み、必要

な支給量を確保します。 
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２．障害福祉サービスの見込量と方策 

※ 人分：１月あたりの実利用人数 

（４）相談支援 

【見込量】  

 

平成 30 年度 

(2018 年度) 
2019 年度 2020 年度 

見込み 見込み 見込み 

人分 人分 人分 

① 計画相談支援 1,646 1,805 1,982 

② 地域移行支援 5 7 9 

③ 地域定着支援 11 12 14 

 

 

①  計画相談支援  

【サービスの概要】 

障害者総合支援法の計画相談支援の対象者に対して、支給決定又は支給決定の

変更前に、サービス等利用計画・障害児支援利用計画案の作成や、支給決定後又

は変更後にサービス事業者との連絡調整、計画の作成を行い、定められた期間ご

とに計画の見直し（モニタリング）を行うものです。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案し、計画的にすべての

障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者を計画相談支援の対象者として、サ

ービス量を見込みます。 

②  地域移行支援  

【サービスの概要】 

施設や精神病院に入所・入院している障がい者が地域生活に移行するにあたっ

て、住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談

等の支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

福祉施設の入居者及び入院中の精神障がい者の人数や地域生活への移行者数

等を勘案し、利用者数を見込みます。 
 

③  地域定着支援  

【サービスの概要】 

居宅において単身等の障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特

性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

地域における単身の障がい者及び同居している家族がいても家族の

状態から支援を受けられない障がい者の人数と地域生活への移行者数

を勘案して見込みます。 
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３．地域生活支援事業の見込量と方策 

３．地域生活支援事業の見込量と方策 

（１）必須事業 
【見込量】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施見込

み箇所数

実利用見

込み者数

実施見込

み箇所数

実利用見

込み者数

実施見込

み箇所数

実利用見

込み者数

継続して実施する

継続して実施する

権利擁護・虐待の防止のみ実施していたが

平成２９年度より相談支援全般に対応。

②　住宅入居等支援事業 継続して実施する

18 18 20 継続して実施する

継続して実施する

52 52 52 継続して実施する

1 1 1 継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

20 20 20
継続して実施し、受講者が増えるように広

報に努める。

162 162 162

13,508 13,508 13,508

8 170 8 170 8 170 継続して実施する（１０）地域活動支援センター

継続して実施する

⑥　居宅生活動作補助用具

　　　（住宅改修費）
8 8 9

（８）手話奉仕員養成研修事業

※実養成講習修了見込者数

（９）移動支援事業

　※「実利用見込み者数」欄下段は

延べ利用見込み時間数を記載

④　情報・意思疎通支援用具 60 60 60

⑤　排泄管理支援用具 4,400 4,400 4,500

②　自立生活支援用具 70 70 70

③　在宅療養等支援用具 22 22 22

（７）日常生活用具給付等事業

①　介護・訓練支援用具 20 20 20

②　手話通訳者設置事業

実施 実施 実施

（４）成年後見制度利用支援事業

（５）成年後見制度法人後見

　　　利用支援事業
実施 実施 実施

（６）意思疎通支援事業

①　手話通訳・要約筆記者

     派遣事業

実施に関する考え方

①　基幹相談支援センター等

　　機能強化事業
実施 実施 実施

（２）自発的活動支援事業

　　　（夏休み教室）
実施 実施 実施

（３）相談支援事業

（１）理解促進研修・啓発事業 実施 実施 実施

事　業　名

２０１８年度
（平成30年度）

２０１９年度 ２０２０年度
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

３．地域生活支援事業の見込量と方策 

①  理解促進研修・啓発事業  

【サービスの概要】 

障がい特性をわかりやすく解説するとともに、理解を深めるための研修・啓

発・広報活動等を行うものです。 

②  自発的活動支援事業  

【サービスの概要】 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい

者、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 

③  相談支援事業  

【サービスの概要】 

障がい者本人やその家族・保護者・介護者などからの相談に応じ、必要な情報

の提供及び助言・権利擁護のために必要な援助を行うものです。 

④  成年後見制度利用支援事業  

【サービスの概要】 

知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費及

び報酬を助成するものです。 

⑤  成年後見制度法人後見支援事業  

【サービスの概要】 

成年後見制度の後見等の業務を行うことができる法人を確保できる体制の整

備や、市民後見人の活用を含む法人後見活動を支援することで、障がい者の権利

擁護を図ります。 

⑥  意思疎通支援事業  

【サービスの概要】 

聴覚障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、コミュニケーシ

ョンの円滑化を図るものです。また、手話通訳者を設置し、市役所の手続きなど

における聴覚障がい者等の相談支援事業などのコミュニケーションを円滑に行

うものです。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業及び手話通訳者設置事業を実施し、これまでの

実績から見込みます。また、広報活動を充実し、障がい者の利用促進に努めます。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

３．地域生活支援事業の見込量と方策 

⑦  日常生活用具給付等事業  

【サービスの概要】 

日常生活上の便宜を図るため、重度の障がい者に必要な用具を給付するものです。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

利用者及び取扱業者と連携を図り、用具の種類、適正価格の把握に努め、種目

の変更や基準額、耐用年数の変更等について、時代に合わせた適切な給付を実施

していきます。 

⑧  手話奉仕員養成研修事業  

【サービスの概要】 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話

奉仕員を養成し、聴覚障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むための

支援者を養成するものです。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

養成講座は、一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会に委託して実施し、手話奉仕

員の普及と確保に努めます。受講生を増やすために広報・啓発に一層力を入れる

とともに、講座修了後も修了者がスキルアップを図るための環境整備を行います。 

⑨  移動支援事業  

【サービスの概要】 

屋外での移動が困難な障がい者に外出のための支援を行うものです。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等社会参加のための外出機会の提

供を図るため、ニーズに応じた事業所によるサービス供給量を確保していきます。 

⑩  地域活動支援センター  

【サービスの概要】 

基礎的事業では、創作活動、社会との交流の促進などの事業を行います。機能

強化事業では、専門員の配置による相談事業や地域の社会基盤との連携強化、地

域住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等の事

業を実施するものです。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

地域活動支援センターに対する委託事業として実施し、医療・福祉及び地域と

の連携強化や日中活動の場を提供することで、障がい者等の地域生活の促進を図

ります。 

あらゆる機会を通じて広報・啓発活動を行うとともに、関係機関との連携を図

りながら、適切な、運営の指導・援助等を行い利用状況の把握に努めます。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

３．地域生活支援事業の見込量と方策 

（２）任意事業 

【見込量】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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、専門的な人材の育成を図り、サービスの向上やサー

ビス提供事業者の育成支援を進めていくことで安定したサービス供給量の確保に努

めていきます。 

その他の事業についても、関係機関との連携を図りながら、広報・啓発活動を行い

効果的な事業実施に努めます。 

 

 

 

 

実施見込

み箇所数

実利用見

込み者数

実施見込

み箇所数

実利用見

込み者数

実施見込

み箇所数

実利用見

込み者数

4 11 4 11 4 12 継続して実施する

5 5 5 5 6 6 継続して実施する

20 108 20 108 20 108 継続して実施する

継続して実施する

150 150 150 継続して実施する

継続して実施する

25 25 25 継続して実施する

巡回支援専門員整備 実施 実施 実施

レクリエーション活動等支援

（体育大会）

点字・声の広報等発行

要約筆記教室

実施 実施 実施

日中一時支援

実施に関する考え方

福祉ホームの運営

訪問入浴サービス

事　業　名

２０１８年度

（平成30年度）
２０１９年度 ２０２０年度
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

３．地域生活支援事業の見込量と方策 

（３）地域生活支援促進事業 

【見込量】  

事 業 名 
２０１８年度 

（平成 30 年度） 
２０１９年度 ２０２０年度 実施に関する考え方 

特別促進事業 

（生活サポート） 
実施 実施 実施 継続して実施する 

障害者虐待防止対策支援事業 実施 実施 実施 継続して実施する 

 

①  特別促進事業（生活サポート）  

【サービスの概要】 

障害支援区分非該当となった障がい者等で、日常生活上の支援を行わなければ

生活に支障をきたすおそれがある場合に、家事援助等のサービスを提供するもの

です。 

②  障害者虐待防止対策支援事業  

【サービスの概要】 

障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行う

ために、行政を含む地域の関係者の支援体制の強化や協力体制の整備を図るもの

です。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

関係機関との連携を図りながら、整備を推進します。 

 

（４）検討中の地域生活支援事業 

①  発達障がい者及び家族支援事業  

【サービスの概要】 

発達障がいがある児童及びその保護者を対象とした子育て教室を開催し、保護

者の子育ての不安を軽減し、虐待等の予防を図るものです。 

②  地域移行のための安心生活支援事業（居室確保事業）  

【サービスの概要】 

介護者の急病等で必要な介護が受けられなくなった在宅の障がい者が、短期入

所事業所等の空床を常時確保することで、緊急時の受け入れを円滑に行うもので

す。 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

第４章 障害児通所支援等の利用実績 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

第４章 障害児通所支援等の利用実績 

１．障害児通所支援等の利用実績 

（１）障害児通所支援等 

１）サービスの内容  

【事業内容】  

事業名 事業内容 

① 児童発達支援 
小学校就学前の障がい児に、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練、その他必要な支援を行います。 

② 放課後等 
デイサービス 

学校（小学校から高等学校まで）に通学中の障が
い児に、放課後や夏休み等の長期休暇中、生活能力
向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その
他の必要な支援を行います。 

③ 保育所等訪問支援 
保育所や幼稚園などを利用中又は、今後利用を予

定している障がい児に、集団生活に適応するための
専門的な支援を行います。 

④ 医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行います。 

⑤ 障害児相談支援 

児童福祉法の障害児相談支援の対象者に、障害児
支援利用計画を作成し、支給決定後のサービス事業
者等との連絡調整や、一定期間ごとの計画の見直し
（モニタリング）を行うものです。 

 

２）利用実績  

①児童発達支援  

実績は、平成 27 年度、平成 28 年度において、利用者数は見込よりも多く

なっています。新規事業所の開設によるものです。一人当たりの利用日数は、

月平均５日（週１回）程度となっており、見込みより少ないことが推察され

ます。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 1,172 1,605 2,199 

利用者数：人 127 161 204 

実績 
人日分 803 888  

利用者数：人 146 163  

第４章 障害児通所支援等の利用実績 

１．障害児通所支援等の利用実績 
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第３章 障害福祉サービス等の目標値の設定と 見込量 

１．障害児通所支援等の利用実績 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

②放課後等デイサービス  

実績は、利用者数は見込よりも多くなっています。新規事業所の開設による

ものです。一人当たりの利用日数は、平成 27 年度は見込よりも多く、28

年度はほぼ見込みどおりとなっています。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 2,722 4,137 6,288 

利用者数：人 211 253 303 

実績 
人日分 2,905 4,005  

利用者数：人 275 377  

③保育所等訪問支援  

実績は、ありません。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 7 7 10 

利用者数：人 3 3 4 

実績 
人日分 0 0  

利用者数：人 0 0  

④医療型児童発達支援  

実績は、ありません。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 
人日分 0 0 0 

利用者数：人 0 0 0 

実績 
人日分 0 0  

利用者数：人 0 0  

⑤障害児相談支援  

実績は、見込みより多くなっています。新規事業所の開設によるものです。 

【実績】  

 月当たり 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込み 利用者数：人 140 160 180 

実績 利用者数：人 284 348  

 

第４章 障害児通所支援等の利用実績 

１．障害児通所支援等の利用実績 
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第５章 障害児支援の目標値の設定と見込量 

１．目標値の設定と方策 

第５章 障害児支援の目標値の設定と見込量 

１．目標値の設定と方策 

（１）障害児支援の提供体制の整備 

【目標設定の考え方】 

国の基本指針に基づき、２０２０年度末における成果目標を次のとおりとしま

す。 

①  児童発達支援センターの設置  

２０２０年度末までに、児童発達支援センターを設置する。 

※佐賀市単独での設置が困難な場合には、複数市町による共同設置を検討する。 

②  保育所等訪問支援体制の構築  

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する。 

③  重症心身障害児に対する支援体制の充実  

２０２０年度末までに、重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課

後等デイサービス事業所を確保する。 

④  医療的ケア児に対する支援体制の充実  

平成３０年度（２０１８年度）末までに、保健、医療、障がい福祉、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ける。 

※佐賀市単独での設置が困難な場合には、都道府県関与での共同設置を検討する。 

 

 

【目標達成のための方策】 

 医療的ケア児を含めて、全ての障がい児の健やかな育成のために、身近な地

域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図

り、障がい児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

体制づくりを推進します。 
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第５章 障害児支援の目標値の設定と見込量 

２．障害児通所支援等の見込量と方策 

※ 人日分：１月あたりの総利用日数 

２．障害児通所支援等の見込量と方策 

障害児通所支援等の必要量の確保については、障がいの種別に関わらず、質の高い

専門的な発達支援を行う障害児通所支援の確保を基本とします。 

また、障がい児のライフステージに沿って、切れ目のない一貫した支援を提供する

ために、関係機関との連携を強化し、障害福祉サービス等との調整を図りながら、必

要な支給量の確保に努めます。 

（１）障害児通所支援等 

【見込量】 

 

２０１８年度 

（平成 30 年度） 
２０１９年度 ２０２０年度 

見込み 見込み 見込み 

人 人日分 人 人日分 人 人日分 

① 児童発達支援 170 933 173 951 176 970 

② 放課後等デイサービス 637 6,685 719 7,554 763 8,007 

③ 保育所等訪問支援 1 2 2 4 2 4 

④ 居宅訪問型児童発達支援 3 15 4 20 5 25 

⑤ 医療型児童発達支援 0 0 0 0 0 0 

⑥ 障害児相談支援 542 － 638 － 733 － 

 

 

①  児童発達支援  

【サービスの概要】 

小学校就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

利用者数・サービス量の実績から見込量を推計し、必要な支給量を確保します。 

②  放課後等デイサービス  

【サービスの概要】 

学校（小学校から高等学校まで）に通学中の障がい児に、放課後や夏休み等の

長期休暇中、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必

要な支援を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

地域性、専門性を考慮したうえで、質の高いサービスを確保し、利用者及び家

族の状況等を勘案して必要な支給量を確保します。 



 

43 

第５章 障害児支援の目標値の設定と見込量 

２．障害児通所支援等の見込量と方策 

③  保育所等訪問支援  

【サービスの概要】 

保育所や幼稚園などを利用中又は、今後利用を予定している障がい児に、集

団生活に適応するための専門的な支援を行います。平成 30 年度（２０１８年度）

からは、乳児院、児童養護施設に入所している障がい児も対象となります。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

現状及び対象の拡大による見込量を勘案し、必要な支給量を確保します。 

④  居宅訪問型児童発達支援（新設）  

【サービスの概要】 

外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問して児童発達支援の提供を行

います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

対応が見込まれる事業所と対象児童の数を見込んで算出し、必要な支給量を確

保します。 

⑤  医療型児童発達支援  

【サービスの概要】 

児童発達支援及び治療を行います。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

利用は見込まれません。 

⑥  障害児相談支援  

【サービスの概要】 

児童福祉法の障害児相談支援の対象者に、障害児支援利用計画を作成し、支給

決定後のサービス事業者等との連絡調整や、一定期間ごとの計画の見直し（モニ

タリング）を行うものです。 

【サービス見込量の考え方及びその見込量確保のための方策】 

障がい児の数などの数字をもとに見込み、計画的にすべての障害福祉サービス

及び地域相談支援の利用者を、計画相談支援の対象者としてサービス量を見込み、

必要な支給量を確保します。 
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第６章 計画の推進体制 

（１）制度の普及啓発等 

障がい者を取り巻く諸制度の改正が多く、用語も専門的なため、利用者が改正の内

容を把握することがより難しくなってきています。障がい者の自己決定と自己選択に

基づきサービスを利用していくことができるように各種パンフレット、市の広報・ホ

ームページの活用等により、利用しやすく分かりやすい情報提供を行います。 

 

（２）計画の推進体制 

本市では、神埼市と吉野ヶ里町と共同で、「佐賀地区自立支援協議会」を設置し、障

がい者福祉の推進を含む、障がい者への支援に関する協議を行っています。   

本協議会は、障がい者が普通に暮らせる地域を目指し、今後も、他職種の様々な関

係機関が共通の目的に向け、具体的に協働するネットワークにより、福祉サービスに

関する社会資源の改善と開発を行います。 

 

（３）計画の進行管理 

障害者総合支援法において、計画に定める事項について、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を変更すること、その他の必要な措置を

講じること（ＰＤＣＡサイクル）とされています。 

ＰＤＣＡサイクルに沿って事業を実施し、各事業の進捗状況及び数値目標の達成状

況などについて、佐賀地区自立支援協議会等から年 1 回点検・評価を受け、公表する

こととします。 

 

第６章 計画の推進体制 
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資 料 

 

 

佐賀市障害福祉計画策定委員会委員名簿 

担当分野 団体名等 役職名 委員名 

障がい者団体等の代表 佐賀市身体障害者福祉協会連合会 会長 山 田  昭 紀 

 佐賀市手をつなぐ育成会 会長 藤 瀬  利 恵 子 

 佐賀地区精神障害者家族会 会長 大 久 保  一 成 

 佐賀県難病支援ネットワーク 就労支援員 末 次  恵 子 

公共的団体の代表 
佐賀地区障がい者基幹相談支援 

センター 
施設長 宮 崎  一 哉 

 めぐみ厚生センター めぐみ園 施設長 森 永  弘 太 

 佐賀中部障がい者ふくしネット 副理事長 福 島  龍 三 郎 

 佐賀県社会福祉士会 副会長 大 垣 内  勇 

 
佐賀中部保健福祉事務所 福祉支援課

課長 

(前任) 久富 真佐子 

(後任) 原  真佐子 

 
佐賀整肢学園こども発達医療 

センター 

法人事務局

副局長 
森  英 明 

学識経験者 西九州大学 准教授 橋 本  み き え 

 国際医療福祉大学 講師（非常勤） 桑 野  博 文 

医療機関の代表 佐賀精神科診療所協会 理事 植 木  裕 司 
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