
■福祉施設から一般就労への移行 

 

 

 

 

 

  

神埼市及び吉野ヶ里町と共同で、平成 29 年度（2017 年度）末に、①～③の機能を整備。 

①24時間 365 日の相談支援体制 

②緊急時の受け入れ先の確保 

③コーディネータの配置 

 

○必要な機能の強化・充実 

既存の機能を維持・充実させながら、残る 2 つの機能を整備。 

・「一人暮らしの体験の機会・場の提供」 

→日中一時支援、短期入所、グループホーム等の利用等 

・「専門的人材の確保」 

 →専門的対応が可能な体制の確保、人材育成 

  

第６期佐賀市障害福祉計画・第２期佐賀市障害児福祉計画 

障がい福祉サービスの体系 地域生活に移行する福祉施設入所者数 

項 目 目標数値 考え方 

【基準】  

施設入所者数（Ａ）  
333 人 令和元年度（2019 年度）末現在  

【成果目標】  

地域生活への移行者数（Ｂ）  

２０人 令和５年度（2023 年度）末までに  

６．０％ （Ｂ）/（Ａ） 

新たな施設入所者数（Ｃ）  ５６人 見込み  

施設退所者数（Ｄ）  ４２人 見込み  

施設入所者数（Ｅ）  327 人 
令和５年度（2023 年度）末日時点見込み  

（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） 

【成果目標】  
施設入所者の削減数（Ｆ）  

６人 （Ａ）－（Ｅ） 

１．８％ （Ｆ）／（Ａ） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○育成医療 
○更生医療 
●精神通院医療 

補装具 

地域生活支援事業（必須事業） 

○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 
  
  

●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 

都道府県 

自立支援医療 

 

 

 

 

障がい者（児） 

 支 援 

○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 

  

○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 

佐賀市 

○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 
○就労定着支援 
○自立生活援助 
 

福祉施設から一般就労への移行等 

項 目 数 値 適 用 

【実績】  

一般就労移行者数（Ａ）  
35 人 

令和元年度（2019 年度）において福祉施設を退所

し、一般就労した人の数 

【成果目標】  

一般就労移行者数  
45 人 

令和５年度（2023 年度）において福祉施設を退所

し、一般就労した人の数 

（Ａ）×1.27 

 

地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

Plan（計画） Ｄｏ（実行） 

Action（改善） Check（検証） 

○運用状況の検証・検討 

ＰＤＣＡサイクルの視点で、継続的に検証・検討

を行う 



■就労継続支援Ｂ型事業による一般就労への移行者数 

 

■就労移行支援事業による一般就労への移行者数 

■就労定着支援事業利用者数  

 

■就労定着率 8 割以上の就労定着支援事業所数  

 

  

項 目 数 値 適 用 

【実績】  

一般就労移行者数（Ａ）  
19 人 

令和元年度（2019 年度）において就労移行支援事

業を利用し、一般就労した人の数 

【成果目標】  

一般就労移行者数  
25 人 

令和５年度（2023 年度）において就労移行支援事

業を利用し、一般就労した人の数 

（Ａ）×1.30 

 

■就労継続支援Ａ型事業による一般就労への移行者数 

 項 目 数 値 適 用 

【実績】  

一般就労移行者数（Ａ）  
10 人 

令和元年度（2019 年度）において就労継続支援Ａ

型事業所を退所し、一般就労した人の数 

【成果目標】  

一般就労移行者数  
13 人 

令和５年度（2023 年度）において就労継続支援Ａ

型事業所を退所し、一般就労した人の数 

（Ａ）×1.26 

 

項 目 数 値 適 用 

【実績】  

一般就労移行者数（Ａ）  
6 人 

令和元年度（2019 年度）において就労継続支援Ｂ

型事業所を退所し、一般就労した人の数 

【成果目標】  

一般就労移行者数  
8 人 

令和５年度（2023 年度）において就労継続支援Ｂ

型事業所を退所し、一般就労した人の数 

（Ａ）×1.23 

 

項 目 数 値 適 用 

一般就労移行者数（Ａ）  ２３人 
令和５年度（2023 年度）において福祉施設を退所

し、6 か月以上一般就労した人の見込み数 

【成果目標】  

就労定着支援事業利用者数  
１７人 

令和５年度（2023 年度）において一般就労する人

のうち、就労定着支援事業を利用する人の数 

（Ａ）×0.7 

 

項 目 数 値 適 用 

就労定着支援事業所数（Ａ）  2 事業所 
令和５年度（2023 年度）末における市内の就労定

着支援事業所の見込み数 

【成果目標】  

就労定着支援事業所数  
2 事業所 

令和５年度（2023 年度）末における市内の就労定

着率 8 割以上の就労定着支援事業所の数 

（Ａ）×0.7 

 

相談支援体制の充実・強化等 

本市は、平成 29 年度（2017 年度）4 月に神埼市及び吉野ヶ里町と共同で、「佐賀地区障がい者基幹

相談支援センター」を設置し、障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施

及び地域の相談支援体制の強化を実施できる体制を確保した。 

成果目標は達成しているが、現在の体制を維持しつつ、より良い体制づくりを目指す。 

障がい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 

○障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

 市職員の資質向上のために、都道府県等が実施する障害福祉サービス等に係る研修等に積極的に参加。 

○障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析して、その結果を県や事業所と共有すること

で、請求内容の誤りを防止し、適正なサービスの提供を図る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい福祉サービスの見込み量 

【１】訪問系サービス 

サービス 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

居宅介護 
利用者数（人） 326 335 345 

利用時間（時間分） 5,150 5,293 5,451 

重度訪問介護 
利用者数（人） 9 10 11 

利用時間（時間分） 2,140 2,380 2,620 

同行援護 
利用者数（人） 50 50 50 

利用時間（時間分） 525 561 600 

行動援護  
利用者数（人） 75 81 88 

利用時間（時間分） 671 711 753 

【２】日中活動系サービス 

サービス 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

生活介護 
利用者数（人） 619 630 642 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 11,841 12,051 12,281 

自立訓練 
（機能訓練） 

利用者数（人） 25 25 25 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 131 131 131 

自立訓練 
（生活訓練） 

利用者数（人） 65 65 65 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 611 611 611 

就労移行支援 
利用者数（人） 110 120 128 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 880 960 1,024 

就労継続支援 
（A 型） 

利用者数（人） 289 304 324 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 4,826 5,076 5,410 

就労継続支援 
（B 型） 

利用者数（人） 894 929 966 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 13,946 14,492 15,069 

就労定着支援 利用者数（人） 10 13 17 

療養介護 利用者数（人） 85 85 85 

短期入所 
利用者数（人） 184 193 202 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 483 507 532 

【３】居住系サービス 

サービス 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

共同生活援助 利用者数（人分） 590 620 650 

施設入所支援 利用者数（人分） 331 329 327 

【４】相談支援 

サービス 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

計画相談支援 利用者数（人分） 2,003 2,163 2,336 

地域移行支援 利用者数（人分） 4 6 8 

地域定着支援 利用者数（人分） 2 3 4 

 

 

地域生活支援事業の見込み量 

【１】必須事業 

事 業 名 実施状況 
2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

(1)理解促進研修・啓発事業 実施 ○ ○ ○ 

(2)自発的活動支援事業 
（夏休み教室） 

実施 ○ ○ ○ 

(3)相談支援事業  

 ①基幹相談支援センター等 
機能強化事業 

実施 ○ ○ ○ 

 ②住宅入居等支援事業 実施 ○ ○ ○ 

(4)成年後見制度利用支援事業 実利用者数 16 17 18 

(5)成年後見制度法人後見支援 
事業 

実施 ○ ○ ○ 

(6)意思疎通支援事業  

 ①手話通者・要約筆記者派遣事
業 

実利用者数 40 42 44 
 

 ②手話通訳者設置事業 実設置者数 2 2 2 

(7)日常生活用具給付等事業 

 ①介護・訓練支援用具 実利用者数 20 23 26 

 ②自立生活支援用具 実利用者数 60 65 70 

 ③在宅療養等支援用具 実利用者数 35 38 41 

 ④情報・意思疎通支援用具 実利用者数 85 88 91 

 ⑤排泄管理支援用具 実利用者数 4,700 4,780 4,860 

 
⑥居宅生活動作補助用具 
（住宅改修費） 

実利用者数 10 10 10 

(8)手話奉仕員養成研修事業 登録見込者数 40 40 20 

(9)移動支援事業 

実利用者数 175 180 185 

延べ利用 
時間数 13,000 13,400 13,800 

(10)地域活動支援センター 

実施箇所数 6 6 6 

実利用者数 151 155 160 

 

【２】任意事業 

事 業 名 実施状況 
2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

福祉ホームの設置 

実施箇所数 3 3 3 

実利用者数 8 8 8 

訪問入浴サービス 

実施箇所数 4 4 4 

実利用者数 6 6 6 

日中一時支援 

実施箇所数 25 25 25 

実利用者数 110 110 110 

巡回支援専門員整備 実施 ○ ○ ○ 

レクリエ―ション活動等支援 
（体育大会） 

実利用者数 150 150 150 

点字・声の広報等発行 実施 ○ ○ ○ 

要約筆記教室 受講者数 25 25 25 

障がい者等緊急時居宅確保事業 実施 ○ ○ ○ 

【３】地域生活支援促進事業 

事 業 名 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 

特別促進事業（生活サポート） 実施 実施 実施 

障害者虐待防止対策支援事業 実施 実施 実施 

発達障がい者及び家族支援事業 実施 実施 実施 

 

 

 

サービス 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

児童発達支援 
利用者数（人） 330 378 433 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 1,815 2,079 2,381 

放課後等 

デイサービス 

利用者数（人） 816 927 1,053 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 9,384 10,660 12,109 

保育所等訪問支援 
利用者数（人） 1 1 1 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 1 1 1 

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用者数（人） 5 6 7 

ｻｰﾋﾞｽ量（人日分） 25 30 35 

障害児相談支援 利用者数（人） 800 952 1,132 

 

障がい児通所支援等の見込み量 


