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平成 30 年３月
常滑市

１

１

計画の策定にあたって

１． 計画策定の趣旨
常滑市（以下「本市」という。）では、平成 24 年に障がい福祉施策の基本指針となる「第
３次常滑市障がい者基本計画」、平成 27 年に必要な障害福祉サービスの見込み量等を示す
「第４期常滑市障がい福祉計画」を策定し、障がい福祉の推進を進めてきました。
このたび、２つの計画の計画期間が最終年度を迎える中で、「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）や「児童福祉法」等、法律の改
正を踏まえ、「第４次常滑市障がい者基本計画」及び「第５期常滑市障がい福祉計画」を策
定します。また、新たに「障がい児福祉計画」の策定が義務づけられたため、「第１期常滑
市障がい児福祉計画」を「第５期常滑市障がい福祉計画」と一体的に策定します。

２． 計画の期間
Ｈ30
(2018)

Ｈ31
(2019)

Ｈ32
(2020)

Ｈ33
(2021)

Ｈ34
(2022)

Ｈ35
(2023)

第４次障がい者基本計画
第５期障がい福祉計画
第１期障がい児福祉計画

３． 計画の位置づけ
「第４次常滑市障がい者基本計画」
は障害者基本法第 11 条第３項、
「第

第５次常滑市総合計画
【国】

第４次常滑市障がい者基本計画

５期常滑市障がい福祉計画」は障害
者総合支援法第 88 条、
「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 を法的根拠として、
それぞれ策定します。

障害者基本計画
（第４次）

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
【愛知県】

あいち健康福祉
ビジョン 2020
常滑市高齢者福祉計画・
【国の法律】
第７期介護保険事業計画

また、国の「障害者基本計画」、愛
知県の「あいち健康福祉ビジョン
2020」、「第５次常滑市総合計画」

常滑市子ども・子育て支援事業計画

障害者総合支援法
児童福祉法

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

等、関連する計画との整合性を図り
ながら計画策定を図ります。

１

２

障がい者基本計画

１． 基本理念
「障がいの有無にかかわらず、誰もが相互の人格と個性を尊重し支え合う共生社会」の
考え方に基づき、第３次常滑市障がい者基本計画の基本理念を継承し、本計画において次
のような基本理念を定めます。

障がいのある人が安心して暮らせるまち 常滑

２． 基本目標
基本目標
基本目標１

障がい福祉への理解の促進【啓発・広報】

障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して暮らし、助け合える
地域社会づくりに向けた啓発や広報を推進します。

基本目標２

福祉サービスの充実【生活支援】

地域での暮らしを支える各種支援サービスの充実と居住の場の
確保、必要な情報の提供や総合的な相談支援体制の確保などを図り、
障がいのある人とその家族の暮らしを支援します。

基本目標３

就労の場づくりの促進【雇用・就業】

障がいのある人の適性と能力に応じて、福祉的就労や一般就労の
機会の確保を図ります。

基本目標４

保健・医療の充実【保健・医療】

障がいの予防・軽減を図るための保健・医療サービスの充実を図
るとともに、総合的なこころの健康づくりを推進します。

基本目標５

障がいのある児童への支援の充実【療育・育成】

障がいの早期発見・早期療育を進めるとともに、障がいのある
児童の能力と可能性を伸ばす保育・教育環境の整備を進めます。

２

基本目標６

安全に暮らせる環境整備【生活環境】

まちづくり全体においてバリアフリーを推進するとともに、地域
ぐるみの防災対策により安全・安心な環境づくりを進めます。

基本目標７

地域活動や社会参加の促進【スポーツ・文化・まちづくり】

障がいのある人があらゆる分野の活動に参加できるよう支援
するとともに、障がいのある人の生活を豊かにするスポーツ、生
涯学習や文化芸術活動、地域交流活動等の推進に努めます。

３． 施策体系
基本理念

基本目標

基本施策

障がい福祉への理解
の促進【啓発・広報】

（１）啓発の推進
（２）情報提供の拡充
（３）地域福祉活動の推進
（４）福祉教育等の推進
（５）合理的配慮の浸透

２

福祉サービスの充実
【生活支援】

（１）在宅生活への支援の充実
（２）日中活動の場の充実
（３）住まいの場の整備
（４）相談支援体制の充実
（５）障がいのある人の権利を守る仕組みづくり
（６）サービスの質の向上と人材育成

３

就労の場づくりの
促進【雇用・就業】

（１）就労系サービスの充実
（２）障がいのある人の一般就労の促進
（３）福祉的就労の場の充実

４

保健・医療の充実
【保健・医療】

（１）保健・医療サービスの充実
（２）こころの健康づくりの推進

５

障がいのある児童
への支援の充実
【療育・育成】

（１）障がいのある児童の療育体制の整備
（２）児童福祉サービスの充実
（３）学校教育における対応の強化

６

安全に暮らせる環境
整備【生活環境】

（１）バリアフリーのまちづくりの推進
（２）防災・災害時対策の推進

７

地域活動や社会参加
の促進 【スポーツ・
文化・まちづくり】

（１）社会参加と交流の促進
（２）スポーツ・文化活動の促進
（３）当事者団体による活動の活性化

１

障がいのある人が安心して暮らせるまち 常滑

３

３

障がい福祉計画

「第５期常滑市障がい福祉計画」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。
また、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等の見込み量を定め、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． 成果目標
（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
・平成 32（2020）年度末までの地域生活移行者数：３
３人

② 施設入所者の削減
・平成 32（2020）年度末時点の施設入所者の削減数：１
１人
［参考］平成 28 年度末時点の施設入所者：24 人

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

（３）地域生活支援拠点等の整備
・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。

（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
・福祉施設から一般就労への移行者数：15
15 人（平成 28 年度の一般就労移行者数：10 人）

② 就労移行支援の利用者数の増加
・就労移行支援事業の利用者の増加：13
13 人（平成 28 年度末時点の就労移行支援事業利用者：11 人）

③ 就労移行支援の事業所ごとの移行率
・就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所の割合：50
50％
50％以上

④ 就労定着支援による職場定着率
・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
80％
80％以上

４

２． 障害福祉サービス
以下の障害福祉サービスの見込み量を定めます。
訪問系

日中活動系

居住系

相談支援

▸居宅介護

▸生活介護

▸自立生活援助

▸計画相談支援

▸重度訪問介護

▸自立訓練

▸共同生活援助

▸地域移行支援

▸同行援護

（機能・生活）

（グループホーム）

▸地域定着支援

▸行動援護

▸就労移行支援

▸施設入所支援

▸重度障害者等包括支援

▸就労継続支援
（Ａ型・Ｂ型）
▸就労定着支援
▸療養介護
▸短期入所
（福祉型・医療型）

３． 地域生活支援事業
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
の特性等に合わせて実施する事業です。
必須事業

任意事業

▸理解促進研修・啓発事業

▸訪問入浴サービス事業

▸自発的活動支援事業

▸更生訓練費給付事業

▸相談支援事業

▸知的障害者職親委託制度

▸成年後見制度利用支援事業

▸日中一時支援事業

▸成年後見制度法人後見支援制度

▸生活サポート事業

▸意思疎通支援事業

▸居室確保支援事業

▸日常生活用具給付事業

▸社会参加促進事業

▸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

５

４

障がい児福祉計画

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。ま
た、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定め、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． 成果目標
（１）障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築
・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
・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

（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
・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

（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
・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

２． 障害児通所支援等
以下の障害児通所支援等のサービスの見込み量を定めます。
障害児通所支援
▸児童発達支援
▸放課後等デイサービス

障害児相談支援
▸障害児相談支援

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
コーディネーターの配置人数

▸保育所等訪問支援

子ども・子育て支援等
▸保育園
▸認定こども園
▸児童育成クラブ

▸医療型児童発達支援
▸居宅訪問型児童発達支援

６

５

計画の推進に向けて

１． 計画の推進体制
障がい者施策は、保健、医療、福祉、教育、就労、生活環境など広範囲にわたっている
ため、福祉課をはじめとし、幅広い分野における関係各課との連携を取りながら、総合的
かつ効果的な計画の実施を図ります。
また、常滑市障がい者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． サービスや計画の普及・啓発
「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」は、障害福祉サービ
ス等の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で情報提供に努め、計画
の周知を図ります。また、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ります。

３． 計画の実効性の確保
計画の実効性を担保する観点から、障害福祉サービス等の計画量に応じた財源の確保に
努めます。

４． ＰＤＣＡサイクルによる計画の見直し
本計画の進捗の把握・評価を定期的に行います。特に、「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」については年度ごと成果目標の達成状況等を点検しま
す。
また、評価結果については常滑市障がい者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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