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「障がい」等の表記について

本計画では、「障害」などの「害」の字の表記について、字に対する印象に配慮す

るとともに、障がい者の人権をより尊重する観点から、国の法令等に基づく法律用語

や施設名等の固有名称を除き、可能な限り「害」の字をひらがなで表記しています。

このため、本計画では「がい」と「害」の字が混在する表現になっています。
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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

「第５期常滑市障がい福祉計画及び第１期常滑市障がい児福祉計画」（以下「本計

画」という。）は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

※」（以下「障害者総合支援法」という。）及び「児童福祉法※」に基づいて策定する

計画です。

本市では、これまで障害福祉サービスの必要な見込み量等を示した「障がい福祉計

画」を策定し、障がいのある人の支援を進めてきました。本計画では、平成 28 年に

障害者総合支援法及び児童福祉法が改正されたことに伴い、引き続き「障がい福祉計

画」を策定するとともに、「障がい児福祉計画」の策定が義務づけられたことを踏ま

え、「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」を一体的に策定します。

■改正障害者総合支援法における計画の位置づけ

第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他

この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」とい

う。）を定めるものとする。

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 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係る目標

に関する事項

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援

の種類ごとの必要な量の見込み

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に

ついて定めるよう努めるものとする。

一 前項第２号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の

種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 前項第２号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及

び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公

共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係

機関との連携に関する事項

(４～５略)

６ 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害

児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

（７～12 略）
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■改正児童福祉法における計画の位置づけ

第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、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

（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 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に関する事項

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に

ついて定めるよう努めるものとする。

一 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の

確保のための方策

二 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療

機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
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２ 計画の位置づけ

（１）計画の位置づけ

本計画は、「第５期常滑市障がい福祉計画」と「第１期常滑市障がい児福祉計画」

を一体的に策定した計画です。「第５期常滑市障がい福祉計画」は障害者総合支援法

第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」として位置づけられます。「第１期常滑市

障がい児福祉計画」は児童福祉法第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」と

して位置づけられます。それぞれの計画は、以下の基本記載事項を示します。

計画名称 基本記載事項

障がい

福祉計画

・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

の確保に係る目標に関する事項

・各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は

指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

障がい児

福祉計画

・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

標に関する事項

・各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ご

との必要な見込量 等
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（２）他の計画との関係

本計画は、国の法律を踏まえるとともに、愛知県の計画と整合を図り策定します。

また、「第５次常滑市総合計画」をはじめ本市の各種関連計画との整合を図ります。

なお、本計画の基本的な考え方については、障がい者施策の総合的な理念や方針を

示す「第４次常滑市障がい者基本計画」に準ずるものとします。

３ 計画の対象者

「第５期常滑市障がい福祉計画」は、障害者総合支援法による自立支援給付※・地

域生活支援事業を受ける方、「第１期障がい児福祉計画」は児童福祉法による障害児

通所支援を受ける方を対象とします。

第５次常滑市総合計画

第４次常滑市障がい者基本計画

第５期常滑市障がい福祉計画

第１期常滑市障がい児福祉計画

常滑市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画

常滑市子ども・子育て支援事業計画

第２期健康日本21とこなめ計画

【愛知県】

第５期愛知県

障害福祉計画

【国の法律】

障害者総合支援法

児童福祉法
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本計画 次計画

４ 計画の期間

本計画の期間は平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までの３か年としま

す。

年度
Ｈ27
(2015)

Ｈ28
(2016)

Ｈ29
(2017)

Ｈ30
(2018)

Ｈ31
(2019)

Ｈ32
(2020)

Ｈ33
(2021)

Ｈ34
(2022)

Ｈ35
(2023)

常滑市障がい福祉計画

常滑市障がい児福祉計画

常滑市障がい者基本計画

第５期

第４次

第１期

第４期 第６期

第２期

第３次



6

５ 障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する

基本的な考え方

障害福祉サービス等の提供体制の確保に当たっては、国の基本指針に基づき、次に

掲げる点に配慮して適切な提供体制を整備します。

（１）必要な訪問系サービスを保障

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等

包括支援）の充実を図り、必要な訪問系サービスを保障します。

（２）希望する障がい者等に日中活動系サービスを保障

希望する障がい者等に日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労定着支援、

就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所、日中一時支援事業及び地域活動

支援センター）の提供を保障します。

（３）グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備

地域における居住の場としてのグループホーム等の充実を図ります。そして、自立

訓練事業や自立生活援助により、地域生活を営む上での生活能力の維持・向上を図る

とともに、地域移行支援及び地域定着支援の推進により、入所等から地域生活への移

行を進めます。

また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障が

いのある人等の地域における生活の維持及び継続が図られるよう努めます。

さらに、地域生活支援拠点として、市内の相談支援事業所やグループホーム等、既

存施設や事業所が連携した面的整備を進めることを目標とします。

（４）福祉施設から一般就労への移行を推進

就労移行支援事業及び就労定着支援事業等の推進により、障がいのある人の福祉施

設から一般就労への移行及びその定着を進めます。
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（５）相談支援体制の充実

障がいのある人等の中で、とりわけ重度の障がいのある人等が地域で自立した日常

生活や社会生活を営むには、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。

関係機関との連携に努め、障がいのある人等からの相談に応じる体制の整備を行いま

す。

（６）地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保

障害者支援施設に入所している障がいのある人の数等を勘案した上で、計画的に地

域移行支援に係るサービスの提供体制の確保を図ります。

さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定

着だけでなく、現在地域で生活している障がいのある人等が住み慣れた地域で生活で

きるよう、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提

供体制の充実を図ります。

（７）発達障がいのある人等に対する支援

発達障がいのある人が可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよ

う、地域の実情を踏まえて支援を行います。

（８）協議会の設置等

障がいのある人等への支援体制の整備を図るため、関係機関、関係団体、障がいの

ある人等及びその家族、障がいのある人等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する機

関で構成される協議会を置くよう努めます。協議会では、地域の課題の改善に取り組

むとともに、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行えるよう図ります。



8

６ アンケート調査の実施

（１）調査の方法と配布回収数

障がいのある人の生活実態や意向を把握するために、平成 29 年７月に「常滑市福

祉に関するアンケート調査」を実施しました。障がい者手帳所持者及び障がい者手帳

を所持していない児童で障害児通所支援を利用している児童を対象に実施し、今後の

サービス利用などの意向について調査しました。

■調査の方法

■配布回収数

※参考：前回 H26 実施時は障害福祉サービス受給者を対象
配布数 288 件、有効回収 176 件、有効回収率 61.1％

配布数（A） 有効回収数（B）
有効回収率

（＝B／A）

調査対象者 2,409 件 1,406 件 58.4％

うち 18 歳未満（障がいのある児童） 207 件 85 件 41.1％

うち 18 歳以上（障がいのある人） 2,202 件 1,252 件 56.9％

うち不明・無回答 69 件

身体障害者手帳 1,679 件 994 件 59.2％

療育手帳 328 件 170 件 51.8％

精神障害者保健福祉手帳 344 件

253 件

（自立支援医療

受給者証の所持

者を含む）

73.5％

手帳を所持しない障害児通所支援を

利用している児童
58 件 38 件 65.5％

調査地域 ：常滑市全域

調査対象者 ：（１）身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者

（２）（１）の障がい者手帳を所持しておらず、障害児通所支援を利用し

ている児童

調査期間 ：平成 29 年７月 19 日（水）～８月４日（金）

調査方法 ：郵送配布・回収
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（２）アンケート調査結果について

アンケート調査結果のうち、障害福祉サービスの提供や見込み量の把握などに関わ

る事項を抜粋し、分析を行っています。

問 11 現在、主にどこに暮らしていますか。（○は１つだけ）

問 13－1 手助けをしてくれる家族や親戚で、特に中心となっている方の年齢

【アンケート結果より】

問 11 を見ると、現在「一戸建て住宅」に暮らしている割合が高くなっています。

問 13－1 で主な介助者の割合をみると、「60 代」「70 代」と高齢の方が多くなって

います。主な介助者が高齢になる中で、介助者が亡くなった後の事なども見据え、障

がい者の暮らしの場が求められる可能性があります。

No. 項目 割 合(%)

１ 一戸建て住宅 79.6

２ アパート・マンション 6.8

３ 公営住宅 3.0

４ グループホーム 1.5

５ 障害者支援施設（入所施設） 0.4

６ 高齢者入所施設（特養など） 3.6

７ 学校の寮 0.0

８ 病院に入院中 1.5

９ その他 1.6

No. 項目 割 合(%)

１ 20 代以下 1.0

２ 30代 4.9

３ 40 代 11.0

４ 50 代 14.3

５ 60 代 18.6

６ 70 代 16.7

７ 80 代以上 5.8

８ 不明・無回答 27.7
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問 14 あなたは現在、どのように過ごしていますか。また、今後どのように過ごしたいです

か。（（１）～（18）について、『現在の過ごし方』と『希望の過ごし方』の差）

【アンケート結果より】

「会社勤めや自営業、内職、家業などで収入を得る仕事」や「デイサービス」は、

現在の過ごし方に対して今後希望する過ごし方の割合が高くなっており、今後、障が

いのある人の自立や生活の場の確保が求められていることがうかがえます。

No. 項目 現在(%) 希望(%) 希望-現在(%)

（１） 会社勤めや自営業、内職、家業などで収入を得る仕

事
20.6 29.7 9.1

（２） ボランティア活動 4.1 8.5 4.4

（３） 専業主婦（主夫） 21.6 20.1 -1.5

（４） 一般企業での職業訓練 1.1 5.6 4.5

（５） 就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、生活介護な

ど
8.2 12.2 4.0

（６） 病院のデイケア※ 5.2 10.8 5.6

（７） 入所施設や病院など 12.0 18.3 6.3

（８） デイサービス※ 13.7 21.9 8.2

（９） 大学、専門学校、職業訓練校など 0.4 4.8 4.4

（10） 特別支援学校 2.5 3.7 1.2

（11） 一般の高校、小中学校 4.6 3.8 -0.8

（12） 幼稚園、保育所、障害児通所施設など 2.7 2.8 0.1

（13） 買い物 48.3 49.1 0.8

（14） 友人・知人との交流 42.2 45.7 3.5

（15） 趣味やスポーツ 32.4 38.5 6.1

（16） サークルなどのグループ活動 11.9 18.1 6.2

（17） 散歩 40.0 46.6 6.6

（18） 自宅で過ごす 70.3 64.1 -6.2
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問 21 障がい者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか。

（あてはまるものすべてに○）

【アンケート結果より】

「事業主や職場の上司・同僚の障がい者に対する理解」や「職場で介助や援助など

適切な配慮が受けられること」の割合が高く、職場における障がい理解や合理的な配

慮が求められています。また、「通勤手段の確保」の割合も高く、企業等への通勤時

の移動手段の確保や通勤に対する支援等が求められていると思われます。さらに、「就

労後のフォローなど職場と支援機関の連携」等、障がい者と企業双方への支援により、

就労の場への定着等を図ることが重要であると思われます。

No. 項目 割 合(%)

１ 事業主や職場の上司・同僚の障がい者に対する理解 30.6

２ 通勤手段の確保 21.4

３ 職場で介助や援助など適切な配慮が受けられること 20.6

４ 短時間勤務や勤務日数などの配慮 20.4

５ 就労後のフォローなど職場と支援機関の連携 17.8

６ 仕事についての職場以外での相談対応、支援 15.7

７ 勤務場所におけるバリアフリーなどの配慮 15.3

８ 企業のニーズに合った就労訓練 11.8

９ 在宅勤務の拡充 10.4

10 その他 2.6

11 わからない 18.8

12 不明・無回答 38.1
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問 27 次の各種サービスを利用していますか。（○は１つだけ）

（１～25について、『現在の利用状況』と『今後の利用意向』の差）

【アンケート結果より】

「短期入所（ショートステイ）」や「地域定着支援」については、現在の利用状況

は低いものの、利用希望は高くなっているため、提供体制を整備すると、多くの利用

者がいる可能性があります。また、「放課後等デイサービス」は現在の利用割合が高

く、今後の利用意向はさらに高いことから、事業所の不足を感じている回答者やその

保護者がいる可能性がうかがえます。

No. 項目 現在(%) 希望(%) 希望-現在(%)

１ 居宅介護（ホームヘルプ） 6.0 20.2 14.2

２ 重度訪問介護 0.9 13.7 12.8

３ 同行援護 0.9 9.4 8.5

４ 行動援護 1.8 13.1 11.3

５ 重度障がい者等包括支援 0.9 10.7 9.8

６ 生活介護 7.2 18.1 10.9

７ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 4.3 15.5 11.2

８ 就労移行支援 1.3 10.3 9.0

９ 就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 4.0 11.2 7.2

10 療養介護 2.2 11.9 9.7

11 短期入所（ショートステイ） 3.3 20.2 16.9

12 自立生活援助 なし 11.2 新規

13 就労定着支援 なし 10.2 新規

14 共同生活援助（グループホーム） 1.7 11.4 9.7

15 施設入所支援 4.5 15.3 10.8

16 計画相談支援 10.2 23.3 13.1

17 地域移行支援 1.1 8.3 7.2

18 地域定着支援 0.9 16.4 15.5

19 児童発達支援 15.3 23.5 8.2

20 放課後等デイサービス 49.4 60.0 10.6

21 保育所等訪問支援 1.2 12.9 11.7

22 医療型児童発達支援 1.2 8.2 7.0

23 福祉型障害児入所支援 1.2 16.5 15.3

24 医療型障害児入所支援 0.0 9.4 9.4

25 障害児相談支援 50.6 50.6 0.0
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第２章 障がい者の推移

１ 障がいのある人の状況

（１）手帳所持者数の推移

手帳所持者数の推移をみると、平成 29 年４月現在で 2,541 人となっています。身

体障害者手帳所持者は平成 26 年をピークに微減傾向にあり、療育手帳所持者、精神

障害者保健福祉手帳所持者は増加傾向にあります。

■手帳所持者数の推移

資料：平成 29 年度 常滑の福祉（各年４月１日現在）

■手帳所持者数の割合の推移

資料：平成 29 年度 常滑の福祉（各年４月１日現在）
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い 8.3%

(144人)

音声・言

語・そ

しゃく機

能障がい

1.1%

(19人)

肢体不自

由 52.3%

(907人)

内部障が

い 32.5%

(564人)

１級

25.9%

(449人)

２級

14.5%

(251人)

３級

23.0%

(399人)

４級

24.8%

(430人)

５級

7.1%

(124人)

６級

4.7%

(82人)

（２）身体障害者手帳

身体障害者手帳所持者数の推移をみると、平成 29 年４月現在で 1,735 人となって

います。障がい種別の割合では、肢体不自由が 52.3％と最も高く、等級別では１級が

25.9％と最も高くなっています。

■身体障害者手帳所持者数の推移

資料：平成 29 年度 常滑の福祉（各年４月１日現在）

■障がい種別の割合（平成 29 年４月） ■等級別の割合（平成 29年４月）

資料：平成 29 年度 常滑の福祉
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■障がい種別及び等級別の身体障害者手帳所持者数 （平成 29 年４月、単位：人）

※（ ）はうち 18 歳未満の人数

資料：平成 29 年度 常滑の福祉

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

視覚障がい 33 31 5 8 16 8 101

聴覚障がい･平衡

機能障がい
4 36(3) 24(1) 29 0 51 144(4)

音声・言語・そし

ゃく機能障がい
0 1 12 6 0 0 19

肢体不自由 117(4) 178(4) 231(3) 250(3) 108(2) 23 907(16)

内部障がい 295(4) 5 127(1) 137 0 0 564(5)

計 449(8) 251(7) 399(5) 430(3) 124(2) 82 1,735(25)
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定 33.0%
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軽度C判

定 29.8%

(85人)

重度A判

定 31.2%

(39人)

中度B判

定 21.6%

(27人)

軽度C判

定 47.2%

(59人)

（３）療育手帳

療育手帳所持者数の推移をみると、平成 29 年４月現在で 410 人となっており、概

ね増加傾向となっています。障がい程度別の割合では、18 歳以上で重度Ａ判定が

37.2％と最も高くなっており、18 歳未満で軽度Ｃ判定が 47.2％と最も高くなってい

ます。

■療育手帳所持者数の推移

資料：平成 29 年度 常滑の福祉（各年４月１日現在）

■障がい程度別の割合（18 歳未満） ■障がい程度別の割合（18 歳以上）

資料：平成 29 年度 常滑の福祉（平成 29 年４月１日現在）
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（４）精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、平成 29 年４月現在で 396 人と

なっており、増加傾向となっています。特に１級、２級で増加傾向にあります。

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

資料：平成 29 年度 常滑の福祉（各年４月１日現在）
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２ 総人口及び障がいのある人の推計

（１）総人口の推計

総人口の推計をみると、平成 32（2020）年で 59,101 人となっており、平成 29 年と

比較し、507 人増加することが予測されます。

■総人口の推計

算出方法：第５次常滑市総合計画における人口推移を基に算出。

（２）障がいのある人の推計

障がいのある人の推計をみると、身体障害者手帳所持者では減少、療育手帳所持者

と精神障害者保健福祉手帳所持者では増加していくことが予測されます。

■障がいのある人の推計

算出方法：直近実績の出現率の伸び率が継続すると仮定して、各推計年の出現率を算出。

各推計年の出現率に推計人口を掛けあわせて各手帳所持者を算出。
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・平成 32（2020）年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。当

該目標値の設定に当たっては、平成 28年度末時点の施設入所者数の９％以上が

地域生活へ移行することを基本とする。

国の指針

・平成 32（2020）年度末までの地域生活移行者数：３人

（参考）平成 28 年度末時点の施設入所者：24 人

本市の目標

第３章 障がい福祉計画の成果目標

１ 成果目標について

本項目では、障害者総合支援法に基づき厚生労働省が平成 29 年に改正・公表した

「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」（以下「基本指針」という。）に即して、平成 32（2020）年度の成果目標を

設定します。

２ 成果目標の設定

本計画では、計画期間内において以下の成果目標を設定し、施策を推進します。

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

① 施設入所者の地域生活への移行
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・平成 32（2020）年度末の施設入所者数を平成 28 年度末時点の施設入所者数か

ら２％以上削減することを基本とする。

※ 継続入所者の数を除いて設定するものとする。

国の指針

・平成 32（2020）年度末時点の施設入所者の削減数：１人

（参考）平成 28 年度末時点の施設入所者：24 人

本市の目標

② 施設入所者の削減

【目標値設定にあたっての考え方】

本市の平成28年度末時点の施設入所者数は24人となっています。第１期から第４

期までの実績値を見ると、いずれも達成しておらず、地域移行者は各計画期間中に

０～２人となっています。

基本指針と本市の地域生活への移行状況を踏まえ、平成32（2020）年度末までに

地域生活への移行者を３人、施設入所者を１人削減することを目標とします。目標

達成にあたっては、障がいのある人が地域での生活が可能となるよう、地域移行支

援や地域定着支援、日中活動系のサービスやグループホームの充実を図ります。

【参考：本市における地域生活移行の現状】

■地域移行者数の推移（第１期～第４期障がい福祉計画）

■施設入所者数削減の推移（第１期～第４期障がい福祉計画）

実績
第１期

（平成 20 年度末）

第２期

（平成 23 年度末）

第３期

（平成 26 年度末）

第４期

（平成 29 年度末）

目標値 ５人 ４人 ４人 ３人

実績値 １人 ２人 ０人 １人

達成率 20％ 50％ 0％ 33％

実績
第１期

（平成 20 年度末）

第２期

（平成 23 年度末）

第３期

（平成 26 年度末）

第４期

（平成 29 年度末）

目標値 ２人 ２人 ５人 １人

実績値（削減数） ４人 ３人 ０人 ４人

達成率 200％ 150％ ０％ 400％
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・平成 32（2020）年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、

医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。市町村単位での設

置が困難な場合には、複数市町村による共同設置であっても差し支えない。

国の指針

・平成32（2020）年度末までに、精神障がいのある人の関係者の協議の場を設置する。

本市の目標

・地域生活支援拠点等について、平成 32（2020）年度末までに各市町村又は各圏

域に少なくとも１つを整備することを基本とする。

国の指針

・平成 32（2020）年度末までに、地域生活支援拠点等（面的整備型）を整備す

る。

本市の目標

（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

【目標値設定にあたっての考え方】

本市では、「常滑市障がい者総合支援協議会※」（以下「総合支援協議会」とい

う。）に「地域移行・地域定着支援検討会」を設置しています。当検討会では、精

神科病院に長期入院している方の地域移行や定着に向けた支援方法等を検討して

います。当検討会の充実や機能を強化し、知多障害保健福祉圏域会議精神保健福祉

部会※との連携により、協議の場の設置を目指します。

基本指針では、平成 32 年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医

療福祉体制の基盤整備量（利用者数）を設定し、その数値を踏まえ、障害福祉サービス等の見

込み量を設定するよう定められています。本市における基盤整備量（利用者数）は 10人となっ

ていますが、地域移行・地域定着支援検討会等で把握した長期入院患者の現状や過去の地域移

行の実績から勘案して、基盤整備量（利用者数）を３人と設定し、障害福祉サービス等の見込

み量を算出します。

（３）地域生活支援拠点等※の整備
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【目標値設定にあたっての考え方】

本市では、第４期障がい福祉計画において、平成 29 年度末までの地域生活支援

拠点の整備に向け、総合支援協議会に「地域生活支援拠点整備検討グループ」を設

置し、平成 29 年 10 月に「緊急時の受け入れ」の体制を整備しました。

本計画においては、その他の機能を充足するため、引き続き地域生活支援拠点整

備検討グループで検討を進め、市内の相談支援事業所やグループホーム等、既存施

設や事業所が連携した面的整備を進めることを目標とします。

■地域生活支援拠点（面的整備型）の整備イメージ（厚生労働省ウェブサイトより引用）

【参考】地域生活支援拠点（多機能拠点整備型）について

地域生活支援拠点の整備方法として、面的整備型の他に「多機能拠点整備型」が

あります。多機能拠点整備型は、障がい者が地域生活していくために必要な機能を、

グループホームまたは障害者支援施設に集約するものとなっています。

面的整備型

体験の機会・場

グループホーム
相談

緊急時の受け入れ
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・福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、平成 32（2020）年度中に一般就労に

移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成 28 年度の

一般就労への移行実績の 1.5 倍以上とすることを基本とする。

国の指針

・福祉施設から一般就労への移行者数：15 人

（参考）平成 28 年度の一般就労移行者数：10 人

本市の目標

・就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定

することとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成 32（2020）年度

末における利用者数が平成28年度末における利用者数の２割以上増加すること

を目指す。

国の指針

・就労移行支援事業の利用者の増加：13 人

（参考）平成 28 年度末時点の就労移行支援事業の利用者：11 人

本市の目標

（４）福祉施設から一般就労への移行促進

① 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行等

② 就労移行支援の利用者数の増加
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・事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率

が３割以上の事業所を全体の５割以上とすることを目指す。

国の指針

・就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所の割合：50％以上

本市の目標

・障がいのある人の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業

による支援を開始した時点から１年後の職場定着率に係る目標値を設定する

こととし、当該目標値の設定に当たっては、就労定着支援事業による支援を開

始した時点から１年後の職場定着率を８割以上とすることを基本とする。

国の指針

・各年度における就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率：80％以上

本市の目標

③ 就労移行支援の事業所ごとの移行率

④ 就労定着支援による職場定着率

【目標値設定にあたっての考え方】

本市では、平成 28 年度末の一般就労移行者数が 16 人、就労移行支援事業所の利

用者数が 11 人と、第４期障がい福祉計画の目標値を大きく上回っています。

本計画においては、基本指針と本市の現状を踏まえ、以上のような成果目標を設

定します。また、新たな指標として追加された就労定着率については、就労移行支

援利用者等の実績を踏まえて目標を設定します。

目標達成にあたっては、就労移行支援事業所や相談支援事業所、「知多地域障害

者就業・生活支援センター ワーク※」、ハローワーク等との連携を図り、事業を

実施します。また、民間企業に対して障がい者雇用についての理解を促し、雇用の

拡充を図ります。
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【参考：本市における就労移行の現状】

■福祉施設から一般就労への移行者数の推移（第１期～第４期障がい福祉計画）

■就労移行支援事業の利用者数の推移（第１期～第４期障がい福祉計画）

実績
第１期

（平成 20 年度末）

第２期

（平成 23 年度末）

第３期

（平成 26 年度末）

第４期

（平成 29 年度末）

目標値 ２人 ４人 ２人 ６人

実績値 ３人 ３人 ９人 16 人

達成率 150％ 75％ 450％ 266％

実績
第１期

（平成 20 年度末）

第２期

（平成 23 年度末）

第３期

（平成 26 年度末）

第４期

（平成 29 年度末）

目標値 ５人 ５人

実績値 ３人 11人

達成率 60％ 220％
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第４章 障害福祉サービスに関する

各サービスの見込み量及び方策

成果目標及びこれまでの実績等を踏まえ、平成 30（2018）年度から平成 32（2020）

年度までの３か年における障害福祉サービスの見込み量を定めて本市におけるサー

ビス提供体制の計画的な整備を図ります。

１ 訪問系サービス

【訪問系サービスの種類】

種類 サービス概要

居宅介護

居宅介護の支給が必要と判断された障がいのある人の家庭にヘ

ルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等の身体介護、調理・洗濯・

掃除等の家事援助を行うものです。

市内事業所：社会福祉協議会、あかり、ヘルパーステーション KOP 常滑

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、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

介護を行うものです。

市内事業所：社会福祉協議会、あかり、ヘルパーステーション KOP 常滑

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難をお持ちの方に移動の援

護、代筆や代読を含む視覚的情報の支援、排せつや食事等の介護、

その他外出する際に必要となる援助を行うものです。

市内事業所：未整備

行動援護

知的障がい、精神障がいによって行動上著しい困難があり、常

時介護を要する障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、行動

する際に生じうる危険を回避するための支援や外出時における移

動中の介護を行うものです。

市内事業所：未整備

重度障害者等包括支援

意思の疎通に著しい困難を伴う重度障がいのある人に対して居

宅介護をはじめとする複数のサービスを包括的に行うものです。

市内事業所：未整備
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■訪問系サービス

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

訪問系サービスは、居宅介護の

利用が多くなっています。重度訪

問介護、行動援護、重度障害者等

包括支援の利用はありません。

近年のサービスの利用状況を踏

まえて見込み量を算出していま

す。

居宅介護については、今後もニーズが高まる

ことが見込まれるため、事業所等と連携し、必

要なサービスの提供の確保に努めます。

また、これまでに実績がない重度訪問介護、

行動援護、重度障害者等包括支援については、

障がいのある人に対して事業を周知するとと

もに、提供できる体制の整備を進めます。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

居宅介護
人/月 44.5 49 53 55 57 59

時間/月 673.1 641 648 674 699 723

重度訪問介護
人/月 0 0 0 0 0 0

時間/月 0 0 0 0 0 0

同行援護
人/月 1 1 0 0 0 0

時間/月 14.6 15.2 0 0 0 0

行動援護
人/月 0 0 0 0 0 0

時間/月 0 0 0 0 0 0

重度障害者等

包括支援
時間/月 0 0 0 0 0 0

合計
人/月 45.5 50 53 55 57 59

時間/月 687.7 656 648 674 699 723
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２ 日中活動系サービス

【日中活動系サービスの種類】

種類 サービス概要

生活介護

常時介護が必要な障がいのある人を対象に、昼間に、入浴、排せつ、

食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提

供するものです。

市内事業所：デイセンターおおそ

自立訓練

（機能訓練）

（生活訓練）

機能訓練は、支援が必要な身体障がいのある人を対象に、一定期間、

身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うものです。

生活訓練は、支援が必要な知的障がい・精神障がいのある人を対象

に、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うものです。

市内事業所：レインボーハウス（生活訓練）

就労移行支援

一般企業への就労を希望し、知識、能力の向上、職場開拓を通じ、

一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる人に、一定期間、就労

に必要な知識及び能力を修得するための訓練を行うものです。

市内事業所：ワークセンターしんめい

就労継続支援

（Ａ型）

就労に必要な知識・能力の向上を図ることによって、雇用契約に基

づく就労が可能と見込まれる人に、雇用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うものです。

市内事業所：未整備

就労継続支援

（Ｂ型）

年齢や体力の面で雇用されることや就労移行支援及び就労継続支援

Ａ型を利用することが困難な人や、就労移行支援事業を利用したが一

般企業への雇用に結びつかなかった人、50 歳に達している人などに一

定の賃金水準に基づく就労の場を提供するとともに雇用形態への移行

に必要な知識及び能力を修得するための訓練を行うものです。

市内事業所：ワークセンターかじま、ワークセンターしんめい、レイ

ンボーハウス、ハピネスト

就労定着支援

【新規】

就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した障がいのある人に、

相談を通じて就業に伴う生活面の課題を把握するとともに、企業や関

係機関等との連絡調整や、それに伴う課題解決に向けて必要となる支

援を行うものです。

療養介護

医療と常時の介護を必要とする人に、主として昼間に医療機関で機

能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護及び日常生活

の世話を行うものです。

市内事業所：未整備

福祉型短期入所
居宅で介助（介護）する人が病気などの理由により、障がい者支援

施設やその他の施設へ短期間の入所を必要とする障がいのある人に対

して、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行う

ものです。

市内事業所：未整備
医療型短期入所
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■日中活動系サービス

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

日中活動系サービスは、生活介

護、就労移行支援、就労継続支援

（Ｂ型）の利用が特に多くなって

います。就労継続支援（Ａ型）の

利用も増加しています。

近年のサービスの利用状況を踏

まえて見込み量を算出していま

す。

また、就労移行支援、就労定着

支援については設定した成果目標

を達成できるよう見込み量を算出

しています。

アンケートによると、就労への意向や、短期

入所、デイサービスのニーズが高くなっていま

す。各サービスについて適切に提供できるよう

事業所と連携し、確保を図ります。

就労支援に関わるサービスについては、今後

ニーズの拡大が見込まれるため就労移行支援

事業所や相談支援事業所、「知多地域障害者就

業・生活支援センター ワーク」、ハローワー

ク等と連携し、提供体制の確保を図ります。

新たな事業である就労定着支援は、就労移行

支援事業所等と連携し、事業の実施を検討しま

す。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

生活介護
人/月 77.1 74 74 75 76 77

日/月 1,550 1,550 1,518 1,539 1,559 1,580

自立訓練

（機能訓練）

人/月 0.3 0 0 1 1 1

日/月 1.5 0 0 3 3 3

自立訓練

（生活訓練）

人/月 7.4 4.9 4 5 6 7

日/月 34.1 30 40 50 60 70

就労移行支援
人/月 8.1 8.8 15 19 23 27

日/月 119.1 139.1 245 311 376 442

就労継続支援

（Ａ型）

人/月 3.9 7.8 6 7 8 9

日/月 79.0 156.6 110 129 147 165

就労継続支援

（Ｂ型）

人/月 84.3 95.3 102 110 118 126

日/月 1,469.2 1,636.1 1,819 1,962 2,105 2,248

就労定着支援 人/月 1 2 3

療養介護 人/月 4 4 4 4 4 4

福祉型短期入所
人/月 10.8 10.8 10.3 12 13 14

日/月 45.6 42.4 39.7 47 51 55

医療型短期入所
人/月 0 0.2 0.2 2 2 2

日/月 0 0.7 0.8 10 10 10



30

３ 居住系サービス

【居住系サービスの種類】

■居住系サービス

種類 サービス概要

自立生活援助

【新規】

施設入所支援や共同生活援助を利用していた人で１人暮らしを希

望する人等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、

円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。

共同生活援助

（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつ又は食

事の介護、その他の日常生活上の援助を行うものです。

実施施設数（平成 29 年 10 月末）：市内６か所、市外 13か所

施設入所支援

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

の介護などを行うものです。

実施施設数（平成 29 年 10 月末）：市外 11か所

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

居住系サービスは、グループホ

ームで利用が増加しています。近

年のサービスの伸びを踏まえて見

込み量を算出しています。

新たな事業である自立生活援助

は、施設入所支援やグループホー

ムの利用者数を踏まえて見込み量

を算出しています。

施設入所支援については、設定

した成果目標を達成できるよう見

込み量を算出しています。

アンケートによると、グループホームのニー

ズは高くなっているため、事業所等と連携し、

今後の整備に向けて参入を働きかけます。

新たな事業である自立生活援助については、

事業を実施できる事業所の確保に努めるとと

もに、対象者に事業内容についての周知を図り

ます。

施設入所支援については、地域移行への支援

を進めつつ入所の必要がある人については安

心して生活できるよう居場所の確保に努めま

す。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

自立生活援助

【新規】
人/月 1 1 1

共同生活援助

（グループホーム）
人/月 34.6 38.7 44 49 54 58

施設入所支援 人/月 25.8 23.2 23 23 23 22
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４ 相談支援

【相談支援の種類】

■相談支援の見込み量

種類 サービス概要

計画相談支援

サービス等利用計画を作成し、サービスの利用調整やモニタリン

グ※などを行うものです。

市内事業所：とこなめ障がい者相談支援センター、ちよがおか相談

支援事業所

地域移行支援

入院中の精神障がい者や、福祉施設入所者に対し、住居の確保や

福祉サービス体験利用等の外出に同行支援を行い、地域における生

活に移行するための支援や相談を行うものです。

市内事業所：とこなめ障がい者相談支援センター

地域定着支援

単身で生活する障がい者や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、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態において

相談支援を行うものです。

市内事業所：とこなめ障がい者相談支援センター

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

計画相談支援は障害福祉サービ

ス利用者すべてを対象としていま

す。

地域移行支援、地域定着支援に

ついては、実績は少ないですが、

設定した地域生活移行者の成果目

標を達成できるよう見込み量を算

出しています。

計画相談支援については、利用者本位のケア

マネジメント※を行い、障害福祉サービスが適

切に提供されるよう、相談支援事業者等と連携

して提供体制を確保します。また、発達障がい
※や高次脳機能障がいの人等への専門的な支援

の充実を図ります。

地域移行支援、地域定着支援については、障

がいのある人の地域生活への移行を進められ

るよう、関係者間での協議等も進めながら事業

の拡充を図ります。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

計画相談支援 人/月 47.9 41.2 51 53 55 57

地域移行支援 人/月 0.3 0 0 1 2 3

地域定着支援 人/月 0.08 1.3 2 3 4 5
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第５章 地域生活支援事業に関する

見込み量及び方策

地域生活支援事業は、障がいのある人が自立して生活できるよう、地域の特性や障

がいの特性等にあわせて実施する事業です。

１ 必須事業

（１）理解促進研修・啓発事業

障がいのある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去す

るため、障がいのある人に対する理解を促進するために研修・啓発を通じて地域住民

への働きかけを強化することにより、共に暮らすことができる社会の実現を図るもの

です。

■理解促進研修・啓発事業

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

ヘルプカード※の作成・配付等を

実施しています。

広報やパンフレット、各活動行

事等を通じ、障がいのある人への

理解促進を図ります。

総合支援協議会等で障がいのある人に対し

ての理解促進について、効果的な事業を協議し

ます。

アンケートによると、就労にあたっての職場

の理解促進が求められているため、企業等への

普及・啓発について検討します。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

理解促進研修

・啓発事業

実施の

有無 有 有 有 有 有 有

ヘルプカード
配布

人数
209 266 320 376 432 488
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（２）自発的活動支援事業

障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい

のある人、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することに

より、共に暮らすことができる社会の実現を図るものです。

■自発的活動支援事業

（３）相談支援事業

【相談支援事業の種類】

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

障がい者スポーツの体験事業を

実施しています。

障がいのある人の当事者団体や

その他のボランティアについても

活動支援を行います。

総合支援協議会等で障がいのある人に対す

る理解促進について、効果的な事業を協議しま

す。

地域活動支援センター「ほっと」を拠点に、

地域における障がいのある人の仲間づくり事

業や余暇活動を推進します。また、ボランティ

アなどの市民活動と連携した支援を行います。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

自発的活動支援

事業

実施の

有無 有 有 有 有 有 有

種類 サービス概要

一般相談

障がいのある人が抱える問題について、本人、保護者、介護する

方からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものです。

常滑市社会福祉協議会に委託し、全障がいに対応した相談を実施し

ています。

基幹相談支援

センター設置

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、生活や

就職、障害福祉サービスの利用に関してなど、障がいのある人の日

常生活での各種相談について、情報提供や助言、関係機関の紹介等

の支援を行うものです。

基幹相談支援

センター等機能

強化事業

一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力（精神

保健福祉士、保健師等）を有する専門的職員を配置し、相談機能の

強化を図るものです。

住宅入居等

支援事業

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がい

ない等の理由により入居が困難な障がいのある人に対し、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

じて障がいのある人の地域生活を支援するものです。
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■相談支援事業

（４）成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業は、「特定非営利活動法人知多地域成年後見センター」

（以下『成年後見センター』という。）に委託し、①成年後見制度※に関する利用相

談及び情報提供②後見開始の審判申立及び審判の取消、申立の手続き支援③市長から

の審判申立に必要な調査及び書類準備④成年後見人等の事務を実施しています。

また、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく「成年後見制度利用促

進基本計画」を知多半島内５市５町が成年後見センターに委託して策定を目指します。

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

相談支援事業の利用は、一般相

談で件数が大きく増加していま

す。近年の利用の伸びを踏まえて、

見込み量を算出しています。

一般相談については、引き続き常滑市社会福

祉協議会に委託して事業を実施します。

基幹相談支援センターの設置、住宅入居等支

援事業については、総合支援協議会等で事業の

実施について検討します。基幹相談支援センタ

ーの設置については、近隣自治体との協議を含

め、検討します。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

一般相談

延べ

件数 1,947 3,799 4,179 4,388 4,607 5,068

実施箇

所数 1 1 1 1 1 1

基幹相談支援

センター設置

実施の

有無 無 無 無 検討 検討 検討

基幹相談支援

センター等機能

強化事業

実施の

有無 無 無 無 検討 検討 検討

住宅入居等

支援事業

実施の

有無 無 無 無 無 無 無
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■成年後見制度利用支援事業

（５）成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる

体制を整備するとともに、法人後見の活動を支援します。

■成年後見制度法人後見支援事業

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

成年後見センターに委託して実

施しています。

成年後見制度利用支援事業については、引き

続き成年後見センターに委託して実施します。

また、引き続き判断能力が不十分な人等を支援

できるよう、事業の内容について障がいのある

人やその家族等に周知を図ります。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

成年後見制度

利用支援事業

後見人等

受任者数 12 15 19 21 23 25

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

成年後見センターに委託して実

施しています。今後も引き続き事

業を実施します。

成年後見センターと引き続き連携し、法人後

見実施のための研修などを行います。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

成年後見制度

法人後見支援事業

実施の

有無 有 有 有 有 有 有
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（６）意思疎通支援事業

【意思疎通支援事業の種類】

■意思疎通支援事業

種類 サービス概要

手話通訳者設置事業
手話通訳者を福祉課窓口に配置し、聴覚、言語機能、音声機能等

の障がいのある人の各種手続き等の利便性の向上を図るものです。

手話通訳者派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのある人が、公共機関や医

療機関、会議や催事等において、円滑な社会参加及びコミュニケー

ションを実施できるよう、手話通訳者を派遣するものです。

要約筆記者派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのある人が、会議や催事等

において、円滑な社会参加及びコミュニケーションを実施できるよ

う、話されている内容の要点をまとめて、紙に書いたり、パソコン

で打ち出したりする要約筆記者を派遣するものです。

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

意思疎通支援事業の各事業の利

用状況は、横ばい及び減少の傾向

にあります。

近年の利用実績を踏まえ、見込

み量を算出しています。

手話通訳者設置事業については、引き続き

「知多地区聴覚障害者支援センターいるかの

家」に事業を委託して実施します。

各事業について市民に周知し、講座等への参

加を働きかけ人材の確保・育成に努めます。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

手話通訳者設置

事業

延べ

回数 24 27 30 33 36 39

実設置

者数 2 2 2 2 2 2

手話通訳者派遣

事業

延べ

回数 35 30 32 33 34 35

要約筆記者派遣

事業

延べ

回数 2 0 0 1 2 3

手話マーク 筆談マーク
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（７）日常生活用具給付事業

障がいのある人や障がいのある児童の日常生活の便宜を図るため、用具の給付を行

うものです。

■日常生活用具給付事業

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

日常生活用具給付事業は、排せ

つ管理支援用具の利用が特に多く

なっています。

近年の利用実績を踏まえ、見込

み量を算出しています。

障がいのある人が安定して日常生活を送る

ことができるよう、それぞれの障がいの特性に

合った用具の購入を助成します。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

介護・訓練

支援用具

延べ

件数 2 2 3 4 5 7

自立生活

支援用具

延べ

件数 12 8 7 8 10 12

居宅療養等

支援用具

延べ

件数 8 9 10 12 14 15

情報・意思疎通

支援用具

延べ

件数 5 2 5 6 7 11

排せつ管理

支援用具

延べ

件数 493 534 587 593 599 605

住宅改修
延べ

件数 1 1 2 2 2 4

合計
延べ

件数 521 556 614 625 637 654
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（８）手話奉仕員養成研修事業

社会福祉協議会に委託し、手話奉仕員養成研修を実施しています。

■手話奉仕員養成研修事業

（９）移動支援事業

屋外での移動が困難な方に外出支援を行うものです。

【移動支援事業の種類】

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

近年の利用実績を踏まえ、見込

み量を算出しています。

障がいのある人の意思疎通について支援で

きるよう、研修を引き続き実施します。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

手話奉仕員

養成研修事業

（入門編）

修了者数 7 7 6 8 9 10

手話奉仕員

養成研修事業

（基礎編）

修了者数 9 5 6 8 9 10

種類 サービス概要

個別支援型

個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援を行うもので

す。

市内事業所：社会福祉協議会、あかり

グループ支援型

屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人

同時参加の際の支援を行うものです。

市内事業所：社会福祉協議会、あかり

個別・グループ支援型
個別、グループ支援を合わせて行うものです。

市内事業所：社会福祉協議会、あかり

車両移送型
平成 19年度より常滑市社会福祉協議会が自動車での送迎を月１回

（短期入所利用者は月２回）無料で実施しています。
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■移動支援事業

（10）地域活動支援センター事業

【地域活動支援センター事業の種類】

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

移動支援事業は、特に個別支援

型の利用が多くなっています。

見込み量については、「移動支援

事業」としてまとめて、近年の利

用実績を踏まえ、算出しています。

今後も事業所等と連携し、サービスの提供体

制の確保に努めます。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

移動支援事業

利用

人数 67 67 68 70 72 74

利用

時間数 3,657 3,784 3,914 4,031 4,152 4,277

種類 サービス概要

基礎的事業
障がいのある人の地域生活支援の促進を図るため、仲間同士の交

流、創作的活動、生活のための訓練などを行うものです。

機能強化

事業

Ｉ型

専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の

社会基盤との連携強化のための調整、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。

Ⅱ型
地域において雇用・就労が困難な在宅の障がいのある人に、機能

訓練、社会適応訓練、入浴等を行うものです。

Ⅲ型

地域の障がいのある人のための援護対策として地域の障害者団体

等が実施する通所による援護事業を行うものです。（実績を５年以

上有している）

自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することが可能です。
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■地域活動支援センター事業

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

市内の地域活動支援センター

「ほっと」及び武豊町の地域活動

支援センター「ひろばわっぱる」

で基礎的事業と、機能強化事業（Ⅱ

型）を実施しています。利用人数

は大きく増加しています。

地域活動支援センター「ほっと」及び地域活

動支援センター「ひろばわっぱる」で引き続き

事業を実施します。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

地域活動支援

センター事業

箇所 2 2 2 2 2 2

延べ

人数 2,248 3,156 3,844 3,982 4,120 4,258
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２ 任意事業

任意事業は、市町村の判断で実施することができる事業です。本市では以下の事業

を実施します。

【任意事業の種類】

種類 サービス概要

訪問入浴サービス事業
重度の身体障がい者の生活を支援するため、訪問により自宅

での入浴サービスを提供するものです。

更生訓練費給付事業
社会復帰の促進を図ることを目的に、就労移行支援事業等を

利用している方に更生訓練費を支給するものです。

知的障害者職親委託制度

知的障がい者を事業経営者等の私人（職親）に預け、生活指

導及び技能習得訓練等を行い、雇用の促進と職場における定着

性を高め、福祉の向上を図るものです。

日中一時支援事業

日中、障がいのある人や障がいのある児童に活動の場を提供

し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練などを行うも

のです。

市内事業所：社会福祉協議会

生活サポート事業

介護給付支給決定の対象者以外で、日常生活に関する支援を

行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある方に対

し、ヘルパーを派遣し必要な支援を行うものです。

居室確保支援事業
在宅での生活が困難となった障がい者へ緊急一時的に宿泊施

設を提供するものです。

社
会
参
加
促
進
事
業

自動車運転免許

取得助成事業

身体障害者手帳の交付を受けた人が、自動車運転免許を取得

する場合に取得に要する経費の３分の２以内の額（10 万円を限

度とする）を助成するものです。

自動車改造

助成事業

身体障害者手帳の交付を受けた人が、自ら所有し運転する自

動車のハンドル、アクセル、ブレーキ等を改造する場合につい

て、改造に要する経費として、１件あたり 10 万円を限度として

助成するものです。

福祉タクシー

料金助成事業

タクシー料金の基本料金を助成する利用券を、年間 36回分を

交付するものです。
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■任意事業

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

各事業について、近年の利用実

績を踏まえ、見込み量を算出して

います。

各事業のニーズを踏まえ、引き続きサービス

の提供体制の確保や、各事業の周知を努めま

す。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第５期障がい福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

訪問入浴サービス

事業

延べ

回数 309 317 416 480 495 510

更生訓練費給付

事業

延べ

人数 93 83 83 84 90 96

知的障害者職親

委託制度

延べ

人数 2 1 1 1 1 1

日中一時支援

事業

延べ

回数 2,176 2,254 2,394 2,514 2,640 2,772

生活サポート事業
延べ

人数 0 0 0 0 0 0

居室確保支援

事業

延べ

回数 5 10 12 15

社会参加促進事業

自動車運転免許

取得助成事業
件数 0 0 0 1 1 1

自動車改造

助成事業
件数 4 5 4 5 5 5

福祉タクシー

料金助成事業

延べ

件数
1,520 2,180 2,466 2,787 3,149 3,558
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・平成 32（2020）年度末までに、児童発達

支援センターを各市町村に少なくとも１カ

所以上設置

国の指針

・平成 32（2020）年度末まで

に、児童発達支援センター

を１カ所以上確保

本市の目標

第６章 障がい児福祉計画の成果目標

１ 成果目標について

本項目では、平成 28 年の「児童福祉法」の改正により策定が義務づけられた「障

がい児福祉計画」について、国の基本指針に即して、平成 32（2020）年度の成果目標

を設定します。

２ 成果目標の設定

障がい児福祉計画の成果目標は、基本指針における障害児通所支援等の提供体制の

確保に係る目標に基づき、平成 30（2018）年度から新規に設定することとなりました。

本計画においては、この基本指針に記載された成果目標について以下のように設定

します。

（１）障害児支援の提供体制の整備等

① 障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築

児童発達支援センター※については、本市ではすでに１カ所整備していますが、身

体に障がいのある児童の受け入れ体制が整っていないため、施設整備をするとともに

サービスの充実を図り、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の

構築を目指します。
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・平成 32（2020）年度末までに、全ての

市町村において、保育所等訪問支援を

利用できる体制を構築（市町村単位で

の設置が困難な場合には、圏域での設

置であっても差し支えない。）

国の指針

・平成 32（2020）年度末ま

でに、保育所等訪問支援

の利用体制を構築

本市の目標

・平成 32（2020）年度末までに、主に重

症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス

事業所を各市町村に少なくとも１カ

所以上確保（市町村単位での設置が困

難な場合には、圏域での設置であって

も差し支えない。）

国の指針

・平成 32（2020）年度末ま

でに、主に重症心身障が

い児を支援する児童発達

支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所を、

圏域内に１カ所以上確保

本市の目標

障がいのある児童の地域社会への参加・包容を推進するため、保育所等訪問支援に

ついては、総合支援協議会において事業の実施体制の構築について検討し、事業の実

施が可能な事業所の参入を働きかけるとともに、従事者の資質の向上に資する研修等

の実施を検討します。

② 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

重症心身障がい児※を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所の確保については、市独自での整備が困難であるため、知多半島圏域内に事業所を

確保します。長期的には、市単独での実施も視野に入れ、総合支援協議会での検討を

行います。
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・平成 30（2018）年度末までに、各都道府

県、各圏域及び各市町村において、保

健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関等が連携を図るための協議の場

を設ける

国の指針

・平成 30（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

関等が連携を図るための協

議の場を、圏域内に設置

本市の目標

③ 医療的ケア児※支援のための関係機関の協議の場の設置

保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等の連携については、市独自で

の協議体設置が困難であるため、知多半島圏域内での実施ができるよう働きかけます。

長期的には、市単独での設置も視野に入れ、総合支援協議会での検討を行います。
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第７章 障害児通所支援等の

見込み量及び方策

成果目標及びこれまでの実績等を踏まえ、平成 30（2018）年度から平成 32（2020）

年度までの３か年における障害児通所支援等の見込み量を、以下のように設定します。

１ 障害児通所支援

種類 サービス概要

児童発達支援

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うものです。

市内事業所：児童発達支援センターちよがおか、とこころ園、

Lighthouse、くすのきハウス

放課後等デイ

サービス

授業の終了後又は学校休業日に、施設に通わせ、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必要な支援を行うもので

す。

市内事業所：野花、野っこ、北風と太陽とこなめ、くすのきハウス

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集

団生活への適応のために専門的な支援その他必要な支援を行うもので

す。

市内事業所：未整備

医療型児童発達

支援

上肢・下肢又は体幹などに障がいのある児童に対して、児童発達支

援及び治療を行うものです。

市内事業所：未整備

居宅訪問型児童

発達支援【新規】

重度の障がい等で障害児通所支援を利用することが困難な障がいの

ある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。
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【実施に関する考え方】 【確保の方策】

障害児通所支援サービスの利用は、児

童発達支援及び放課後等デイサービスで

大きく伸びており、また、保育所等訪問

支援は市内事業所がないため利用実績は

ありません。それぞれ、近年の利用実績

を踏まえ、見込み量を算出しています。

また、新たな事業である居宅訪問型児

童発達支援は、障がいのある児童の数や

医療的ケア児のニーズ、平均的な１人当

たり利用量等を勘案し、利用児童数及び

量の見込みを算出しています。

児童発達支援及び放課後等デイサービ

スについては、実績の伸びから現在のニ

ーズが高いため、引き続き事業所と連携

して提供を図るとともに、各事業所の質

の向上に努めます。また、身体に障がい

のある児童の受け入れができるよう、児

童発達支援センターの施設整備を図りま

す。

現在、本市で実施できていない事業や

新たな事業である居宅訪問型児童発達支

援については、総合支援協議会等で実施

について検討するとともに、近隣自治体

と連携して実施可能な事業所の参入を図

り、提供体制の確保に努めます。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第１期障がい児福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

児童発達支援
人/月 58.5 69.6 62.5 65 68 70

日/月 594.6 825.8 808.3 840 870 890

放課後等デイ

サービス

人/月 59.1 83.8 96.8 108 123 135

日/月 432.3 634.8 778.8 868 988 1,084

保育所等訪問

支援

人/月 0 0 0 0 0 3

日/月 0 0 0 0 0 12

医療型児童

発達支援

人/月 0 1.8 0.8 0 0 0

日/月 0 17.3 11.5 0 0 0

居宅訪問型

児童発達支援

人/月 0 1 1

日/月 0 5 5
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２ 障害児相談支援

障害児相談支援

障がいのある児童が障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイ

サービス等）を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援

開始後、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

市内事業所：ちよがおか相談支援事業所、とこなめ障がい者相談支援

センタ―

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

障害児相談支援の利

用は、微増傾向となって

おり、近年の利用実績を

踏まえ、見込み量を算出

しています。

本市では近年、18 歳未満の療育手帳所持者数が増加し

ており、このことが障害児相談支援の利用実績の増加に

つながっているものと思われます。また、療育手帳は手

帳所持者の総数に占める18歳未満の所持者数の割合が他

の手帳よりも高くなっており、なおかつ療育手帳所持者

数は今後も増加と推計されているため、障がい者相談支

援の見込みも増加していくものと思われます。

これを踏まえ、相談支援事業所と関係団体・事業所の

連携を図りながら、サービスの提供体制を維持・強化す

るとともに、相談支援人材のスキルアップを促します。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第１期障がい児福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

障害児相談

支援
人/月 15.4 15.7 19.5 20 22 23
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３ 医療的ケア児に対するコーディネーター

医療的ケア児に対

するコーディネー

ター

関係機関等が連携を図るための協議の場に参画し、地域の課題整理

や地域資源の開発等を行いながら地域づくりを推進する役割を担うコ

ーディネーターを養成・配置します。

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

本計画の成果目標にて、平成 30 年度末までに、保

健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等

が連携を図るための協議の場を設けることを定めて

いますが、本市の医療的ケア児が必要とする多分野

にまたがる支援の利用を調整し、提供につなげる必

要があります。

そのため、協議の場に参画し地域の課題整理や地

域資源の開発等を行いながら地域づくりを推進する

役割を担うコーディネーターの配置人数を見込みま

す。

相談支援専門員、保健師、

訪問看護師等、コーディネー

ターとなりうる人材へのサ

ービス周知を図るとともに、

成果目標の達成に向けて養

成研修のための体制の整備

を図り、コーディネーター登

録を促進します。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第１期障がい児福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

コーディネーター 人 1 1 1
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４ 子ども・子育て支援等

子ども・子育て支

援等

保育園や認定こども園、放課後児童健全育成事業（児童育成クラブ）

等の子ども・子育て支援事業を障がいのある児童が、子ども・家庭の

状況に応じて利用できるよう受け入れ体制の整備に努めます。

【実施に関する考え方】 【確保の方策】

種類毎に近年の利用状況を踏

まえ見込み量を算出しておりま

す。

それぞれの子どもがより適切な療育とサービ

スの選択ができるよう、障害児通所支援事業の

情報提供に努めるとともに、子ども・子育て支

援等における必要な人員確保と職員研修機会の

確保に努め、受け入れ体制の強化を図ります。

種類 単位

第４期障がい福祉計画期間

（実績）

第１期障がい児福祉計画期間

（見込み）

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

保育園 人 45 42 72 55 55 55

認定こども園 人 24 24 38 35 35 35

児童育成

クラブ 人 42 61 60 57 57 57
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第８章 計画の推進に向けて

１ 計画の推進体制

総合支援協議会を核として、サービス提供事業者、関係機関、団体等との連携のも

と、計画の具体化に向けた協議を行い、計画の推進に努めます。

２ 障害福祉サービス等や計画に関する情報の提供

必要とする障害福祉サービス等を誰もが適切に利用できるよう、サービス内容や利用

手続き等について市広報やホームページなどにより情報提供に努めるとともに、計画

の周知を図ります。

３ 障がい者（児）に対する理解と啓発

障がいについての正しい知識の普及・啓発に努め、障がい者（児）に対する理解の

促進を図るとともに、共に暮らすことができる社会の実現を目指していきます。

４ 計画量に応じた財源の確保

計画の実効性を担保する観点から、計画量に応じた財源の確保に努めます。

５ 計画の進行管理と評価

年度ごとに計画の達成状況を点検・把握し、評価を行うとともに、評価結果については

総合支援協議会に対し報告を行い、意見等を求め、変更や見直し等必要な対策を講じ

ることで、計画を推進していきます。
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資料編

１ 常滑市障がい者基本計画等策定委員会

■常滑市障がい者基本計画等策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 障がい者及び障がい児が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう障害者計画、

障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定する場として、常滑市障がい者基本計画等策定委

員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(１) 常滑市障がい者基本計画の策定に関すること。

(２) 常滑市障がい福祉計画の策定に関すること。

(３) 常滑市障がい児福祉計画の策定に関すること。

（組織）

第３条 策定委員会は、委員 23 人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 常滑市障がい者総合支援協議会の委員

(２) 一般の公募による者

(３) その他市長が必要と認める者

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

（委員長及び副委員長）

第５条 常滑市障がい者総合支援協議会の会長を策定委員会の委員長とし、常滑市障がい者

総合支援協議会の副会長を策定委員会の副委員長とする。

（会議）

第６条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

２ 委員長は、策定委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席

を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（作業部会）

第７条 第２条各号の計画を専門的に検討するため、策定委員会に作業部会を設ける。

２ 作業部会の組織、委員等は策定委員会で定める。

（庶務）

第８条 策定委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、委員長が策定委員

会に諮って別に定める。

附 則

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。
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■常滑市障がい者基本計画等策定委員会委員名簿 ※敬称略

任期 平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日

■事務局

№ 役 職 氏 名 所 属

１ 委員長 竹内 秀隆 医師団代表

２ 副委員長 桒山 和弘 民生児童委員連絡協議会会長

３ 委 員 榊原 康宏 医師団代表

４ 委 員 八十川 竜洋 歯科医師会代表

５ 委 員 小島 圭祐 薬剤師会代表

６ 委 員 鈴木 俊道 社会福祉協議会会長

７ 委 員 山本 恒子 知多保健所健康支援課

８ 委 員 江端 元男 身体障害者相談員･身体障害者福祉協会会長

９ 委 員 家田 六ツ枝 知的障害者相談員

10 委 員 今井 友乃 特定非営利活動法人知多地域成年後見センター事務局長

11 委 員 西村 広美 特定非営利活動法人あかり代表

12 委 員 藤井 明美 知多地域障害者就業･生活支援センター ワーク

13 委 員 牧野 謙雄 手をつなぐ親の会会長

14 委 員 岩川 秀子 精神保健福祉ボランティア集いの場「ひわまり」「和」代表

15 委 員 竹内 忠雄 社会福祉法人あゆみの会理事長

16 委 員 山下 圭一 社会福祉協議会事務局長

17 委 員 村上 正輝 教育委員会事務局学校教育課

18 委 員 新野 康子 常滑手話サークル ペンペン草

19 委 員 伊藤 博子 アイリス

20 委 員 肥田 佐江子 だんごの会

計 20 名

№ 役 職 氏 名 所 属

１ 部 長 竹内 洋一 福祉部

２ 課 長 近藤 彰洋 福祉課

３ 課長補佐 土居 まゆり 福祉課

４ 主 事 内藤 充博 福祉課

５ 主 事 早川 史織 福祉課

６ 課 長 古川 章江 こども課

７ 主任主査 相武 真一 こども課
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２ 常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会

■常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会設置要領

（趣旨）

第１条 この要領は、常滑市障がい者基本計画等策定委員会設置要綱第７条の規定により設

置する常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会に関して、必要な事項を定めるもの

とする。

（設置）

第２条 常滑市障がい者基本計画、常滑市障がい福祉計画及び常滑市障がい児福祉計画（以

下「障がい者基本計画等」という。）を専門的に検討するため、常滑市障がい者基本計画

等策定委員会作業部会（以下「作業部会」という。）を設置する。

（協議事項）

第３条 作業部会は、次に掲げる事項について協議する。

(１) 障がい者基本計画等の策定手順に関すること。

(２) 障がい者基本計画等の中に記載する内容に関すること。

(３) その他障がい者基本計画等の策定に関すること。

（組織）

第４条 作業部会は、次に掲げる者のうちから組織する。

(１) 事業者を代表する者

(２) 障がい福祉サービスに関する事業に従事する者

(３) 障がい当事者団体又は関係支援団体に属する者

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、障がい者基本計画等の策定に係る業務が完了するときまでとする。

（部会長）

第６条 作業部会に部会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 部会長は、会務を総理し、会議を代表する。

３ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。

（庶務）

第７条 作業部会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

（委任）

第８条 この要領に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

附 則

この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。
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■常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会委員名簿 ※敬称略

■事務局

№ 役 職 氏 名 所 属

１ 部会長 田島 雅子 とこなめ障がい者相談支援センター

２ 委 員 高津 博丈 デイセンターおおそ

３ 委 員 山本 恒子 知多保健所健康支援課

４ 委 員 盛田 和正 身体障害者相談員

５ 委 員 家田 六ツ枝 知的障害者相談員

６ 委 員 牧野 謙雄 手をつなぐ親の会

７ 委 員 木下 和也 レインボーハウス

８ 委 員 朝田 愛美 相談支援センタークローバー

９ 委 員 岩川 秀子 精神保健福祉ボランティア集いの場「ひわまり」「和」代表

10 委 員 小河 直美 特定非営利活動法人あかり

11 副部会長 竹田 誠 児童発達支援センターちよがおか

12 委 員 徳田 絵美 野花

13 委 員 長谷川 佑 野っこ

14 委 員 山本 眞理 とこころ園

15 委 員 田中 壮八 ライトハウス

16 委 員 野崎 具子 ほっとクラブ

17 委 員 大高 健 ちよがおか相談支援事業所

18 委 員 青木 由美子 とこなめ障がい者相談支援センター

19 委 員 沢田 健太郎 半田特別支援学校

20 委 員 村上 正輝 常滑市教育委員会学校教育課

21 委 員 鈴木 弘恵 常滑市福祉部健康推進課

22 委 員 新野 康子 常滑手話サークル ペンペン草

23 委 員 伊藤 博子 アイリス

24 委 員 肥田 佐江子 だんごの会

計 24 名

№ 役 職 氏 名 所 属

１ 課 長 近藤 彰洋 福祉課

２ 課長補佐 土居 まゆり 福祉課

３ 主 事 内藤 充博 福祉課

４ 主 事 早川 史織 福祉課

５ 課 長 古川 章江 こども課

６ 主任主査 相武 真一 こども課
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３ 計画策定の経過

時 期 内 容

平成 29 年５月 30 日 第１回常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会

①作業部会部会長の選出

②アンケートについて

平成 29 年６月 27 日 第２回常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会

①アンケート調査票について

平成 29 年７月９日 第１回常滑市障がい者基本計画等策定委員会

①策定委員会・作業部会の設置について

②委員長・副委員長の選任について

③アンケートについて

平成 29 年７月 19 日～

８月４日

「福祉に関するアンケート調査」実施

平成 29 年 10 月 16 日 第３回常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会

①アンケート集計結果について

平成 29 年 11 月 14 日 第４回常滑市障がい者基本計画等策定委員会作業部会

①アンケート集計結果について

②第４次常滑市障がい者基本計画（素案）について

③第５期常滑市障がい福祉計画・第１期常滑市障がい児福祉計

画（素案）について

平成 29 年 12 月７日 第２回常滑市障がい者基本計画等策定委員会

①アンケート調査結果について

②第４次常滑市障がい者基本計画（素案）について

③第５期常滑市障がい福祉計画・第１期常滑市障がい児福祉計

画（素案）について

平成 30 年 1 月 25 日～

２月 23 日

パブリックコメントの実施

平成 30 年３月１日 第３回常滑市障がい者基本計画等策定委員会

①第４次常滑市障がい者基本計画（最終案）について

②第５期常滑市障がい福祉計画・第１期常滑市障がい児福祉計

画（最終案）について
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４ 用語集

あ 行

か 行

さ 行

用 語 解 説

医療的ケア児 ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等に長期入院した後、引き続き人工呼

吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日

常的に必要な児童。

用 語 解 説

ケアマネジメント 障害福祉サービスの利用者が地域の中で自立した生活を送るため、地

域の様々なサービス資源や保健・医療・福祉・教育・就労等の様々な

領域のサービスを活用し、地域の障がいのある人に対する意識や関わ

りを深め、地域、利用者又は家族が有している能力等を引き出すこと。

また、そのために必要な課題を調整するためのプロセス。

用 語 解 説

児童発達支援セン

ター

地域の障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作

の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のた

めの訓練を行う施設。

児童福祉法 児童の出生・育成が健やかであり、その生活が保障愛護されることを

理念として、児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・

児童福祉施設などの諸制度について定めた法律。

重症心身障がい児 重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複した状態にある児童。

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

障がい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

して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とし、障がいのあ

る人・児童が基本的人権を享有する個人として尊厳ある生活を営める

よう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業などの支援

を総合的に行うことを定めた法律。

自立支援給付 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、利用するサービ

ス費用の一部を、行政が障がいのある人に個別に給付するもの。サー

ビスの利用者が自らサービスを選択し、契約を交わした後にサービス

を利用する仕組みとなっている。
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た 行

用 語 解 説

成年後見制度 障がい等により、判断能力が十分でない人が不利益を被らないように

保護し支援するため、後見人が財産の管理や身上監護を行うことがで

きる制度。

用 語 解 説

地域生活支援拠点

等

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援

のための必要な機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対

応、専門性、地域の体制づくり）を備えた拠点のこと。

地域包括ケアシス

テム

元々は、高齢者が地域で自立した生活を営めるように、医療、介護、

予防、生活支援サービス、住まいが切れ目なく提供される仕組みのこ

とであり、ここでは、精神障がいのある人が地域で自立した生活を営

めるように図る仕組み。

知多障害保健福祉

圏域会議精神保健

福祉部会

知多半島の５市５町によって構成される、市町村だけでは対応困難な

各種のサービスを面的・計画的に整備することにより、広域的なサー

ビス提供網を築くため、広域市町村圏、福祉事務所、保健所等の都道

府県の行政機関の管轄区域等を勘案しつつ、複数市町村を含む広域圏

域を知多障害保健福祉圏域といい、この圏域の保健・医療・福祉・教

育等の関係者によって、圏域内の精神障がいについて協議するための

場。

知多地域障害者就

業・生活支援セン

ター ワーク

知多地域の障がいのある人を対象に、行政、相談支援事業者、福祉施

設、ハローワーク、病院などの関係機関と密接な連携をとりながら、

就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行

う施設。

デイケア 介護保険サービスにおける通所リハビリテーションであり、作業療法

士や理学療法士、看護師といった特定の資格を有した者の指導を受け

ながら、身体機能の回復・向上に取り組むもの。

デイサービス 介護保険サービスにおける通所介護であり、介護スタッフ等の補助の

下、食事や入浴、機能訓練に取り組むもの。

常滑市障がい者総

合支援協議会

市内に暮らす障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して生活でき

る支援体制を構築するため、障がいのある人を取り巻く市内の現状や

必要な支援を協議する場。
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は 行

ま 行

用 語 解 説

発達障がい 生まれつき脳の一部の機能に障がいがあることから現れる様々な症状

であり、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障がい(ＡＤ

ＨＤ)、学習障がい等のこと。

ヘルプカード 外見から分かりにくい障がいのある人やコミュニケーションをとるこ

とが困難な障がいのある人等が、周囲に自分の障がいの理解や必要な

支援を求めることができるよう、障がい特性や希望する支援内容を記

入し、携帯することができるもの。

用 語 解 説

モニタリング 障害（児）福祉サービスの利用者に対し、サービスが適切に提供され

ているか、また、現在のサービスが利用者の障がい特性等に合ってい

るかを継続的に監視すること。
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