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本計画において、「障害」という言葉が「人や人の状態」を表す場合は、

「障害」の「害」を「ひらがな表記」としています。 

ただし、法令名や団体等の固有名詞として使用する場合や人の状態を表

さない場合は「障害」と表記しています。 

 

＜例＞ 

障害のある人   ⇒ 「障がいのある人」 

障害福祉     ⇒ 「障がい福祉」 

障害者基本法   ⇒ 「障害者基本法」 

障害福祉サービス ⇒ 「障害福祉サービス」 
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第１章 計画の概要 
 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

つるぎ町では、『将来にわたって 住み続けたいまち・つるぎ』の実現をめざし、平

成 24 年度に「つるぎ町障害者計画」、平成 27 年度に「第４期障がい福祉計画」を策

定し、各種障がい者施策を推進してきました。 

「つるぎ町障害者計画・第４期障がい福祉計画」が、平成 29 年度に計画期間が満

了となることから、「第３次つるぎ町障がい者計画・第５期障がい福祉計画・第１期障

がい児福祉計画」を策定するものです。 

 

２ 計画における「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」 

 

「障害者計画」は、「障害者基本法」に基づく市町村計画で、障がいのある人のため

の施策に関する基本的な事項について定めるものです。 

「障害福祉計画」は、「障害者総合支援法」に基づく市町村計画で、同法で定める障

害福祉サービス等の必要量や確保の方策等について定めるものです。 

「障害児福祉計画」は、「児童福祉法」に基づく市町村計画で、同法で定める障害児

通所支援及び相談支援の必要量や提供体制の確保等について定めるものです。 

 

 

 障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 

根拠法 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 

計画期間 中長期 ３年間 ３年間 

計画内容 

障がいのある人のための施

策に関する基本的事項を定

める 

障害福祉サービス等の必要

量や確保に関して定める 

障害児通所支援・相談支援

の必要量や提供体制確保等

について定める 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者計画 
障害福祉計画 

障害児福祉計画 
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３ 計画の位置づけ 

 

本計画は、国の「障害者基本計画」及び徳島県の「徳島県障がい者施策基本計画」

をふまえるとともに、本町の上位計画である「つるぎ町総合振興計画」及び他の福祉

計画との整合を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

 

本計画の計画期間は、平成 30（2018）年度から平成 35（2023）年度までの６

年間とします。 

なお、障がい福祉計画・障がい児福祉計画においては、３年間で策定を行います。 
 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

            

つるぎ町障害者計画 第３次つるぎ町障がい者計画 

第３期障害福祉計画 第４期障がい福祉計画 
第５期障がい福祉計画・

第１期障がい児福祉計画 

第６期障がい福祉計画・ 

第２期障がい児福祉計画 

  

つるぎ町総合振興計画 

つるぎ町地域福祉計画 

第３次つるぎ町障がい者計画・第５期障

がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画 

高齢者福祉計画及び 

介護保険事業計画 

子ども・子育て支援事業計画 

健康増進計画・ 

食育推進計画 

【国】障害者基本計画 【県】徳島県障がい者施策基本計画 
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５ 障がいのある人に関する法律や制度の動向 

 

障がいのある人に関する法律や制度は、その充実とともに、めまぐるしく変化して

おり、計画策定においては、以下の法改正等がその計画内容に大きく影響します。本

計画は、国及び県の動向等をふまえ策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 障害福祉計画 基本指針の見直しのポイント  

１．地域における生活の維持及び継続の推進 

２．精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築 

３．就労定着に向けた支援 

４．障害児のサービス提供体制の計画的な構築 

５．「地域共生社会」の実現に向けた取組 

６．発達障害者支援の一層の充実 

７．その他の見直しとその詳細（一部抜粋） 

◎ 障害を理由とする差別の解消の推進 

◎ 障害者虐待の防止、養護者に対する支援 

◎ 難病患者への一層の周知 

◎ 意思決定支援及び成年後見制度の利用促進の在り方  

◎ 利用者の安全確保に向けた取組や利用者や事業所における研修等の充実 

◎ 情報公表制度による質の向上  

◎ 障害福祉人材の確保   

◎ 障害者の芸術文化活動支援 

 障害福祉計画 成果目標に関する事項  

① 施設入所者の地域生活への移行【継続】 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【見直し】 

③ 地域生活支援拠点等の整備【継続】 

④ 福祉施設から一般就労への移行等【拡充】 

⑤ 障害児支援の提供体制の整備等【新設】 

 

 障がいのある人を取り巻く制度的状況変化  

Ｈ23 ◇障害者基本法の一部を改正する法律の施行 

Ｈ24 ◇障害者虐待防止法の施行 

Ｈ25 ◇障害者総合支援法の施行 

◇障害者優先調達推進法の施行 

◇成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の 

施行 

Ｈ26 ◇障害者権利条約の批准 

◇難病の患者に対する医療等に関する法律の施行 

Ｈ28 ◇障害者差別解消法の施行 

◇障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行 

◇成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行 



 

4 

６ 計画の策定体制 

 

計画の策定にあたり、下記に掲げる方法等により、障がい福祉関係者、学識経験者、

住民の参画を求め、幅広い意見の聴取に努めました。 

 

（１）障がいのある人の現状を把握するための実態調査の実施 

障がいのある人の地域移行や一般就労の促進等に向け、障がいのある人のニーズを

把握するとともに、障害福祉サービス等の計画的な基盤整備を進めるため、「障がい者

計画等及び障がい児福祉計画策定・見直しに関するアンケート調査」を行いました。 

 

（２）関係団体等懇談会の実施 

障がい者施策に関わる関係団体等の方にお集まりいただき、ワークショップ形式の

懇談会を行いました。 

 

（３）つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定委員

会の開催 

社会全体で障がい福祉に対する取り組みを行っていく必要があるため、本計画の策

定にあたっては、行政機関内部だけでなく学識経験者や医療・福祉関係者、障がい者

団体等で構成された「つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策

定委員会」において審議され、その提言を計画に反映させています。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

計画策定において、住民のニーズを十分にふまえながら多様な意見を反映させるた

め、計画に対するパブリックコメントを実施しました。 
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第２章 障がいのある人を取り巻く現状 
 

１ 総人口の推移 

 

平成 24 年度からの総人口の推移をみると、年々減少傾向にあり、平成 28 年度には 9,437

人となっています。 

 

総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

905 867 827 779 748 

5,438 5,226 5,066 4,853 4,621 

4,204 
4,171 

4,137 
4,119 

4,068 

10,547 
10,264 

10,030 
9,751 

9,437 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

65歳以上

15～64歳

０～14歳

資料：住民基本台帳（各年度末現在）
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２ 障がいのある人の状況 

（１）身体障がいのある人 

平成 24 年度からの身体障害者手帳所持者数の推移をみると、年々減少傾向にあり、平成 28

年度には 747 人となっています。 

身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分別 身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

  

6 5 4 5 5 

159 153 142 124 119 

691 700 
667 

654 
623 

856 858 
813 

783 
747 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

65歳以上

18～64歳

18歳未満

資料：手帳所持者数／福祉課資料より（各年度末現在）

210 209 205 196 185 

138 133 114 110 111 

140 150 
144 136 129 

187 190 
186 

182 168 

76 72 
64 

62 
59 

105 104 
100 

97 
95 

856 858 

813 
783 

747 

8.12%
8.36%

8.11% 8.03%
7.92%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

5.50%

6.00%

6.50%

7.00%

7.50%

8.00%

8.50%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

６級

５級

４級

３級

２級

１級

手帳数/人口

資料：手帳所持者数／福祉課資料より（各年度末現在）

総人口／住民基本台帳（各年度末現在）
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身体障害者手帳所持者の障がい種類別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）知的障がいのある人 

平成 24 年度からの療育手帳所持者数の推移をみると、年々増加傾向にあり、平成 28 年度に

は 104 人となっています。 

療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

肢体障がい

58.8%
内部障がい

16.6%

聴覚障がい

16.5%

視覚障がい

7.0%

言語障がい

1.1%

資料：手帳所持者数/福祉課資料より（平成28年度末現在）

21 20 20 21 20 

31 30 30 29 32 

15 16 18 20 
23 

20 22 23 
26 

29 
87 88 

91 
96 

104 

0.82%

0.86% 0.91%

0.98%

1.10%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

1.10%

1.20%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

Ｂ２

Ｂ１

Ａ２

Ａ１

手帳数/人口

資料：手帳所持者数／福祉課資料より（各年度末現在）

総人口／住民基本台帳（各年度末現在）
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年齢２区分別 療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）精神障がいのある人 

平成 24 年度からの精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、増減をくり返し推移し、

平成 28 年度には 72 人となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

  

13 11 13 15 
21 

74 77 
78 

81 

83 

87 88 
91 

96 

104 

0

20
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60

80

100

120

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

18歳以上

18歳未満

資料：手帳所持者数／福祉課資料より（各年度末現在）

16 14 17 14 11 

40 41 

44 

41 
42 

14 18 

16 

16 19 

70 

73 77 

71 72 

0.66%

0.71%

0.77%

0.73%

0.76%

0.64%

0.65%

0.66%

0.67%

0.68%

0.69%

0.70%

0.71%

0.72%

0.73%

0.74%

0.75%

0.76%

0.77%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

３級

２級

１級

手帳数/人口

資料：手帳所持者数／福祉課資料より（各年度末現在）

総人口／住民基本台帳（各年度末現在）
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（４）自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

平成 25 年度からの自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移をみると、増加傾向で推移

し、平成 28 年度には 133 人となっています。 

自立支援医療（精神通院医療）の受給者数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）特定疾患医療受給者・小児慢性特定疾患医療受給者数の推移 

平成 24 年度からの特定疾患医療受給者・小児慢性特定疾患医療受給者数の推移をみると、増

減をくり返し推移し、平成 28 年度には 115 人となっています。 

特定疾患医療受給者・小児慢性特定疾患医療受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

115  
128  128  133  

0 
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120 

140 

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

資料：受給者証所持者数／福祉課資料より （各年度末現在） 
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

小児慢性特定疾

患医療受給者

特定疾患医療受

給者

資料：徳島県資料より（各年度末現在）
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３ 障がい者施策等の取り組み状況 

（１）つるぎ町障害者計画（第２次）における各施策の達成状況 

庁内の関係各課において、平成 24 年度から平成 29 年度を計画期間としている「つ

るぎ町障害者計画」の 103 施策について、「計画通りに実施」、「一部、実施した」、「実

施していない」の３段階で評価しました。 

５つの基本目標の中で、「基本目標３ 社会活動への支援」、「基本目標４ 教育環境

の充実」、の８割以上が「計画通りに実施」となっていますが、「基本目標１ 支え合

う町民意識の醸成」については、37.5％と他の基本目標に比べ達成状況が低くなって

います。 

 

 

つるぎ町障害者計画における各施策達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.0

37.5

73.0

81.3

87.5

50.0

20.4

43.8

16.2

18.8

0.0

27.8

12.6

18.8

10.8

0.0

12.5

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

基本目標１ 支え合う町民意識の醸成

基本目標２ 地域での自立した生活を

支援する体制づくり

基本目標３ 社会活動への支援

基本目標４ 教育環境の充実

基本目標５ 誰もが暮らしやすいまちづくり

計画通りに実施 一部、実施した 実施していない

基本目標 計画通りに実施 一部、実施した 実施していない 合計

全体 69 21 13 103

基本目標１　支え合う町民意識の醸成 6 7 3 16

基本目標２　地域での自立した生活を支援する体制づくり 27 6 4 37

基本目標３　社会活動への支援 13 3 16

基本目標４　教育環境の充実 14 2 16

基本目標５　誰もが暮らしやすいまちづくり 9 5 4 18
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（２）成果目標の達成状況 

ア  福祉施設から地域生活への移行促進  

◆ つるぎ町の目標 ◆ 

○地域生活への移行については､国の指針の半数の３人の移行をめざす。 

○平成 29 年度末の施設入所者については、国の指針に基づき､４％以上である２人の削減をめざ

す。 

 

項目 数値 考え方 
平成 27

年度実績 

平成 28

年度実績 

平成 29 年

度実績見込 

平成 25 年度末時点の

施設入所者(Ａ) 
48 人 

 
48 人 48 人 48 人 

【目標】地域生活移行者

数 

3 人 (Ａ)のうち、平成 29 年度

までに地域生活に移行す

る人の目標人数 

0 人 0 人 0 人 

6% 0.0% 0.0% 0.0% 

【目標】施設入所者数の

削減見込(Ｂ) 

2 人 (Ａ)のうち、平成 29 年度

までに削減する施設入所

者の目標人数 

0 人 1 人 0 人 

4% 0.0% 2.1% 0.0% 

平成 29 年度末時点の

施設入所者数(Ａ)－(Ｂ) 
46 人 

 
48 人 47 人 48 人 

 

イ  精神科病院から地域生活への移行促進  

◆ つるぎ町の目標 ◆ 

○｢都道府県｣において目標値を設定することとしているため､第４期計画においては精神科病院か

らの地域生活への移行促進に関する目標設定はしませんが､県､その他関係機関と連携し対応す

る。 

 

ウ  地域生活支援拠点 1等の整備  

◆ つるぎ町の目標 ◆ 

○国・県の指針をもとに､西部圈域市町と協議し､圈域に平成 29 年度末までに１つを整備する。 

 

  

                                      
1地域生活支援拠点：障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域における障がいの
ある人の生活を支援するために相談、体験の機会、緊急時の対応等の必要な機能を備えた拠点。 
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工  福祉施設から一般就労への移行促進  

◆ つるぎ町の目標 ◆ 

○平成 24 年度における一般就労への移行者はなかったため、平成 25 年度実績及び 26 年度の見

込みをふまえ､平成 29 年度の目標値を１人とする。 

○就労移行支援事業の利用者数については､国の指針に基づき､６割以上である５人の利用をめざ

す。 

○町内において､就労移行支援事業所が設置されていないため､本計画では就労移行率３割以上の事

業所の増加に係る目標は設定しませんが､今後事業所の新規開設等があった際には､国の指針を満

たすことができるよう､就労移行支援事業所と連携していきます。 

 

項目 数値 考え方 
平成 27

年度実績 

平成 28

年度実績 

平成 29 年

度実績見込 

平成 24 年度の一般就

労への移行者数 
0 人 

 
0 人 0 人 0 人 

【目標】福祉施設から一

般就労への移行者数 
1 人 

平成 29 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

人数 

0 人 0 人 0 人 

平成 25 年度末時点の

就労移行支援事業の利

用者数(Ａ) 

3 人 
 

2 人 2 人 2 人 

【目標】就労移行支援事

業の利用者数(Ａ)×1.6 

5 人 平成 29 年度末における

就労移行支援事業の利用

者数 

3 人 3 人 3 人 

6 割増 6 割増 6 割増 6 割増 
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（３）障害福祉サービスの達成状況 

ア  訪問系サービス  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

訪問系サービス 
時間 6,610 6,846 7,083 5,975  5,423 6,817 

人 28 29 30 32 27 31 

 

イ  日中活動系サービス  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

生活介護 
人日 15,252 15,252 14,804 15,995 15,576 15,868 

人 68 68 66 66 64 63 

療養介護 人 9 9 10 9 9 9 

短期入所 
人日 1,164 1,261 1,358 851 679 584 

人 12 13 14 14 8 9 

自立訓練 人日 51 34 34 253 154 0 

（機能訓練） 人 3 2 2 8 3 0 

自立訓練 人日 730 730 730 747 315 0 

（生活訓練） 人 2 2 2 3 2 0 

就労移行支援 
人日 776 970 970 151 258 224 

人 4 5 5 2 2 2 

就労継続支援 人日 276 552 828 60 354 1,055 

（Ａ型） 人 1 2 3 1 2 7 

就労継続支援 人日 2,772 2,970 3,366 3,320 3,515 4,068 

（Ｂ型） 人 14 15 17 16 19 18 

※「人日」とは、「月間の利用者」に「一人１か月当たりの利用日数」を乗じて得られた数です。例えば、１人の利用

者が１年間、毎月 20日サービスの提供を受けた場合には、「240人日分」となります。 
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ウ  居住系サービス  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人 19 21 23 21 23 23 

施設入所支援 人 49 48 46 48 47 48 

 

エ  相談支援  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

計画相談支援 人／月 143 148 156 141 141 150 

地域移行支援 人／年 3 6 8 0 0 0 

地域定着支援 人／年 2 6 10 0 0 0 

 

（４）地域生活支援事業 

【必須事業】  

ア  理解促進研修・啓発事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 

イ  自発的活動支援事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

自発的活動支援事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

対象事業数 1 1 1 1 1 1 
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ウ  相談支援事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

相談支援事業 実施箇所 4 4 4 4 4 4 

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 有 無 無 無 

基幹相談支援センター

機能強化事業 
実施の有無 無 無 有 無 無 無 

住宅入居等支援事業(居

住ｻﾎﾟｰ卜事業) 
実施の有無 無 無 有 無 無 無 

 

エ  成年後見制度利用支援事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

成年後見制度利用支援

事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

人/年 1 1 1 1 1 1 

 

オ  成年後見制度法人後見支援事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

成年後見制度法人後見

支援事業 
実施の有無 無 無 有 無 無 無 

 

力  意思疎通支援事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

件/年 2 2 2 0 1 1 

手話通訳者設置事業 
実施の有無 無 無 実施 無 無 無 

人/年 0 0 1 0 0 0 
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キ  日常生活用具給付等事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

介護・訓練支援用具 件/年 1 1 1 0 1 2 

自立生活支援用具 件/年 5 3 7 0 0 1 

在宅療養等支援用具 件/年 0 1 0 1 2 3 

情報・意思疎通支援用具 件/年 2 0 2 3 3 4 

排泄管理支援用具 件/年 358 370 382 352 306 300 

居宅生活動作補助用具 件/年 2 2 2 1 0 0 

合 計 件/年 368 377 394 357 312 310 

 

ク  手話奉仕員養成研修事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

手話奉仕員養成研修事

業 
人／年 0 0 1 0 0 0 

 

ケ  移動支援事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

移動支援事業 
時間/年 920 970 970 826 785 800 

人/年 19 19 19 18 18 18 
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コ  地域活動支援センター事業  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

つるぎ町内 
設置箇所 2 2 2 2 2 2 

人/日 24 23 24 22 20 15 

他市町 
設置箇所 0 0 0 0 0 0 

人/日 0 0 0 0 0 0 

 

【任意事業】  

サ  日常生活支援  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

訪問入浴サービス事業 
実施箇所 1 1 1 1 1 1 

人/月 1 1 1 1 0 1 

生活訓練等事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

日中一時支援事業 
実施箇所 8 8 8 8 8 8 

人/年 5 6 7 4 4 4 

 

シ  社会参加支援  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

スポーツ・レクリエーシ

ョン教室開催等事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

人/年 160 170 180 155 147 150 

点字・声の広報等発行事

業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

回/年 12 12 12 12 12 12 

自動車運転免許取得・改

造助成事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

人/年 1 1 1 0 1 0 
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ス  権利擁護支援  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

障害者虐待防止対策支

援 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 

セ  更生訓練費給付  

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

更生訓練費給付 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

人/年 12 12 12 8 7 0 

 

（５）障がいのある子どもに対するサービス 

年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

サービス名 見込 見込 見込 実績 実績 実績見込 

児童発達支援 
人日 755 604 755 833 1,527 1,356 

人 5 4 5 9 11 9 

放課後等デイサービス 
人日 560 784 1,008 984 866 1,009 

人 5 7 9 5 6 10 

保育所等訪問事業 
人日 0 0 24 0 0 0 

人 0 0 1 0 0 0 

医療型児童発達支援 
人日 0 0 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人 10 11 14 14 17 19 
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４ アンケート調査・関係団体等懇談会からみた課題 

（１）アンケート調査からみた課題 

①  調査の目的  

本調査は、「障がい者計画等及び障がい児福祉計画」（計画期間：平成 30（2018）

年度～32（2020）年度）の策定・見直しの資料とし、障がい者福祉施策を進める

際の参考とするために行いました。 

 

②  調査の種類と調査対象及び調査の方法  

調査の種類と調査対象及び調査の方法は次のとおりです。 
 

調査名 調査対象者 
配布・ 

回収方法 

配布・ 

回収期間 

つるぎ町障がい者計画

等見直しに関するアン

ケート調査 

（障がい者調査） 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳の所持者等 
郵送 

平成 29 年 

８月 

つるぎ町障がい児福祉

計画等の策定に関する

アンケート調査 

（障がい児調査） 

18 歳未満の次の子どもの保護者 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳を交付され

た子ども 

・通所受給者証（児童発達支援・放

課後等デイサービス）を交付され

た子ども 

郵送 
平成 29 年 

８月 

 

③  回収状況  

回収結果は次のとおりです。 
 

調査名 配布数 総回収数 総回収率 
有効 

回収数 

有効 

回収率 

障がい者調査 904 票 
428 票 

(白票２票) 
47.3％ 426 票 47.1％ 

障がい児調査 32 票 13 票 40.6％ 13 票 40.6％ 
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④  計画策定に向けた課題  

アンケート結果から、計画策定に向けた今後の課題を抽出すると次のとおりです。 

 

 

○障がいのある人の高齢化が進んでいるのに加え、障がいのあるひとり暮ら

し高齢者が多いため、介護施策との連携を強化していくことが必要である。 

○介護者の高齢化も進んでいるため、介護者への支援の充実が求められてい

る。 

○歩道や建物のバリアフリー化の推進や、汽車やバスの運営者に障がいのあ

る人が外出しやすい対策等を呼びかけることが必要である。 

○障がいのある人が外出時に困っていたら手助け等できるよう呼びかける福

祉教育が必要である。 

○障がいのある人が障害福祉サービスを利用しながら就労し、安心して就労

継続できるような支援が必要である。 

○療育等については、早期発見・診断し、専門的な相談・指導が受けられる

ような体制や困った時にすぐに相談できる体制の整備が求められている。 

○既存の情報提供の充実はもちろんのこと、必要な情報が必要な方に行き渡

るよう情報提供の更なる充実が必要である。 

○既存の相談体制の充実はもちろんのこと、必要な時に相談できるよう相談

窓口の周知や、障がいのある人のみならず家族への相談体制の充実が必要

である。 

○住民の障がいへの理解を深めるため、啓発活動を更に推進していくことが

必要である。 

○災害時の不安が軽減するよう、避難所生活での対策が求められている。 
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（２）関係団体等懇談会からみた課題 

①  懇談会の目的  

関係団体等懇談会を開催し、障がいのある人に関わる方々に、ワークショップ形

式で日頃感じておられることなどから課題を把握するために行いました。 

 

②  計画策定に向けた課題  

関係団体等懇談会から、計画策定に向けた今後の課題を抽出すると次のとおりで

す。 

 

 

【就労について】 

○働く場所が少ないため、就労先の開拓、健常者と障がいのある人が一緒に

できる仕事場、雇用の場が必要である。 

〇在宅でできる仕事の提供や職業訓練の充実等が求められている。 

○差別や偏見が根強いため、企業等の理解促進、障がいに関する啓発活動が

必要である。 

【社会参加について】 

○日中に集える場所や社会参加の場が少ないため、社会参加の場の創出が必

要である。 

○障がいのある人のスポーツ振興においては、気軽にスポーツができる環境

整備が必要である。 

【療育等について】 

〇障がいのある子どもの子育て支援体制や保護者が仕事を続けられる環境づ

くりが求められている。 

〇卒業後の進路に不安な保護者が多いため、相談体制の充実が必要である。 

【相談について】 

〇どこに相談したらよいかわからない方が多いため、相談窓口の周知が必要

である。 

〇相談しやすい環境づくりが求められている。 

【移動について】 

〇移動手段がないため、コミュニティーバスやタクシーチケットを増やす等、

障がいのある人の移動支援の充実が必要である。 

【災害時について】 

〇災害時の避難体制の充実や支援が必要な方々の災害時の対応の充実が必要

である。 

〇避難マップや安否確認ができる名簿（要配慮者全員の把握リスト等）の作

成が求められている。 
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【情報について】 

〇情報が行き渡っていないことも多いため、情報提供体制の充実が必要であ

る。 

【住居について】 

〇親亡き後の対策として休校している学校や空き家を活用したグループホー

ムの設置が求められている。 

【理解促進について】 

〇知的障がいのある人への理解が不足していたり、障がいのある人へのマイ

ナスイメージがあるため、より一層の障がいへの理解促進が必要である。 

【その他】 

○介護者のケアの充実が求められている。 

〇在宅において、どこにも支援をされていない方への取り組み、サービスへ

つなぐ流れが必要である。 

 

 

関係団体等懇談会の様子 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

 

つるぎ町のまちづくりの指針となる第２次つるぎ町総合振興計画では、「終の棲家を

実感できるまちをめざして」をめざすべき町の将来像として掲げ、すべての人が生き

生きと安心して暮らせるまちづくりを推進していきます。また、障がいのある人に関

する分野では、「障がいのある人に対する理解を深め、障がいのある人が地域で当たり

前の生活ができる環境づくり」をめざしています。 

平成 24 年４月に策定した「つるぎ町障害者計画・第３期障害福祉計画」では、『将

来にわたって 住み続けたいまち・つるぎ』を基本理念として掲げ、各種障がい者施策

を進めてきています。 

本計画においても、基本理念を継承し、障がいのあるなしによって分け隔てられる

ことのなく、誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりをめざします。 

 

  

【基本理念】 

将来にわたって 

住み続けたいまち・つるぎ 
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２ 基本的視点 

 

計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点に立ち、各種施策の充実

を図ります。 

 

【視点１ 障がいのある人の自己決定と自己選択の尊重】 

施策の策定や推進にあたっては、障がいのある人の自己決定を尊重するとともに、

必要な支援を受けながら、障がいのある人自身の自立と社会参加の実現ができるよう、

障害福祉サービスの提供基盤の整備を引き続き推進します。 
 

【視点２ 差別・虐待の撲滅と合理的配慮の普及】 

教育や雇用、社会活動等あらゆる場面において、障がいを理由とした差別や虐待の

撲滅に取り組むとともに、合理的な配慮の普及に向けた取り組みを推進し、障がいの

ある人の住みよいまちづくりに努めます。 

 

【視点３ ライフステージに応じた切れ目のない支援】 

ライフステージに応じた切れ目のない支援をするため、保健、医療、福祉、保育、

教育、就労等、関係機関との連携をより強化し、障がいのある人への支援体制の充実

を図ります。 

 

【視点４ 地域共生社会の実現に向けた取り組み】 

障がいのある人、高齢者、子ども等対象ごとの状況に応じて、分野を問わず包括的

に相談・支援を行う新しい福祉のまちづくりをめざし、障がいのあるなしにかかわら

ず地域で安心して生活していける地域福祉の充実及び地域共生社会の実現に向けた取

り組みを検討していきます。 
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３ 基本目標 

 

基本理念に基づき、次の５つの基本目標を定め、施策を推進します。 

 

基本目標１ 支え合う町民意識の醸成 

 

差別や偏見は、障がいのある人や障がいへの理解が不足していることが大きな要因

となっています。また、障がいのある人への虐待は重大な権利の侵害であり、あって

はならないことです。 

障がいのある人や障がいに対する正しい理解と認識を住民全体に広めるとともに、

障害者虐待防止法や差別解消法等の周知・啓発を図り、障がいのあるなしにかかわら

ず互いに一人ひとりの個性と人格を尊重し認め合えるまちづくりをめざします。 

 

基本目標２ 地域での自立した生活を支援する体制づくり 

 

障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには、障がいの早期発見と早期対

応体制、ライフステージに応じた障がい原因の予防や健康づくり、障害福祉サービス

の充実が必要です。また、必要な情報が必要な時に受け取れる情報提供体制の充実や

気軽に相談できる体制の整備は、障がいのある人のみならず介護者の方にも必要です。 

福祉・保健・医療等の関係機関の連携による福祉サービス提供の充実を図るととも

に、情報提供体制及び相談体制の充実を図ります。 

 

基本目標３ 社会活動への支援 

 

障がいのある人が自己実現を図る上で、社会参加はノーマライゼーション2の実現の

大前提であり、極めて大きな意義があります。 

障がいのある人の就労については、関連機関との連携を強化し、相談体制の充実を

図るとともに、就労した人が就労継続できるよう、総合的な就労支援体制の充実を図

ります。 

また、文化活動やスポーツ等については、生きがいづくりの活動としていつでも誰

でも参加できるよう、必要な支援を行います。 

  

                                      
2ノーマライゼーション：障がいのあるなしにかかわらず、社会生活を共にするのが正常なことであり、
本来の望ましい姿であるとする考え方、またそれに向けた運動や施策など。 
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基本目標４ 保育・教育環境の充実 

 

障がいのある子どもの将来の社会的自立を支える上で、保育・教育はとても重要な

役割を果たしています。 

近年では、発達が気になる子どもへの支援のニーズが増加しており、一人ひとりの

個性に応じた幅の広い対応が求められています。 

障がいのある子どもへのライフステージに応じた保育・教育環境の充実を図ります。 

 

基本目標５ 誰もが暮らしやすいまちづくり 

 

障がいのある人に限らず誰もが安全・安心に暮らしていくためには、バリアフリー

の視点から道路、建物等改善、緊急時や災害時における障がいのある人の安全確保等

をしていく必要があります。 

ユニバーサルデザイン化が進められ誰もが暮らしやすいまちづくりを積極的に推進

するとともに、緊急時や災害時には行政の力だけでは対応しきれない課題が多くある

ため、地域ぐるみでの防犯・防災体制の確立や相互援助活動等の活性化を促進します。 
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４ 施策の体系 

 

基本 

理念 
 基本目標  基本方針 

    

将
来
に
わ
た
っ
て 

住
み
続
け
た
い
ま
ち
・
つ
る
ぎ 

 

１ 支え合う町民意識の醸成 

 １ 啓発活動の推進 

 
 

２ 相互理解と交流の促進 

 
 

３ 相互援助活動の促進 

 
   

 

２ 地域での自立した生活を 

支援する体制づくり 

 １ 情報提供体制の充実 

 

 
２ 相談体制の充実 

 

 

３ 保健・医療・介護サービスとの

連携体制の充実 

 

 
４ 障害福祉サービスの充実 

 
   

 

３ 社会活動への支援 

 １ 雇用・就労機会の拡大 

 
 

２ 文化・スポーツの振興 

 
 

３ 外出や移動の支援 

 
   

 

４ 保育・教育環境の充実 

 １ 就学前の支援の充実 

 
 

２ 学校教育の充実 

 
 

３ 社会教育の充実 

 
   

 
５ 誰もが暮らしやすい 

まちづくり 

 １ 生活環境の整備 

 
 

２ 防犯・防災対策の確立 

 

 

 



 

28 

第４章 施策の展開 
 

基本目標１ 支え合う町民意識の醸成 

基本方針１ 啓発活動の推進 

【現状と課題】 

つるぎ町では、障害者虐待防止法や差別解消法等、障がいのある人に関わる情報

のチラシやパンフレットを全戸配布し、広報・啓発活動を推進してきました。 

また、つるぎ町障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会を設置し、障がいのあ

る人に対する虐待の防止、早期発見に努めるとともに、成年後見制度の周知等の取

り組みをしています。 

アンケート調査では、差別や偏見を受けたり、いやな思いをしたことがあるかに

ついては、『ある（「よくある」+「時々ある」）』が多くなっています。 

関係団体等調査においても、障がいのある人への偏見は根強く残っているといっ

たご意見がありました。 

住民の障がいへの理解を深めるために、啓発活動を更に推進していくことが必要

です。 

 

【今後の方向性】 

障がいのある人が、差別や偏見を受けたり、いやな思いをせずに地域で暮らして

いけるよう、住民に障がいに関する正しい知識の普及に努めるとともに、成年後見

制度の利用促進に取り組みます。 
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【施 策】 

施策名 施策の内容 

広報・啓発活動の推

進 

住民一人ひとりへノーマライゼーションの理念の普及を図るた

め、広報をはじめパンフレット等の配布やホームページや告知放

送（旧防災無線）を利用し、障がいに関する正しい知識の普及に

努め、理解促進を図ります。 

障がい者団体、家族

会等への支援 

障がい者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障がいの

ある人の自立を促進します。 

虐待の防止及び早

期発見の推進 

関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障がいのある人等に対

する虐待の防止及び早期発見と対応に努めます。 

広聴活動の充実 障がいのある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。 

権利擁護の推進 意思表示の困難な障がいのある人等が安心して暮らせるよう、社

会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業を促進するとともに、

権利擁護機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。 

成年後見制度利用

支援事業の充実 

判断能力の十分でない認知症の高齢者や障がいのある人が地域

で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度利用支援事業の充

実を図ります。 

苦情解決体制の充

実 

福祉サービスに関する苦情の適切な解決のため、福祉事業者が福

祉サービスに関する苦情処理の第三者委員会を設置するよう促

すとともに、町や県の担当課、徳島県運営適正化委員会と連携し、

苦情解決体制の充実を図ります。 

障がいを理由とす

る差別の解消の推

進 

町民、事業者、企業等に対して、障害者差別解消法の周知・啓発

を図り、障がいのある人や障がいに対する理解を促進します。 
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基本方針２ 相互理解と交流の促進 

【現状と課題】 

誰もが自分らしく生きることができる「地域共生社会」をめざすには、町民一人

ひとりが障がいや障がいのある人のことを理解し、行動していくことが不可欠です。 

アンケート調査や関係団体等調査において、町民の障がいのある人への理解が十

分ではないといった声が聞かれました。 

お互いの理解を深めるためには、学校や職場、地域における日常的な活動の中で、

早い段階から交流の機会を持つことが特に大切です。 

 

【今後の方向性】 

障がいのあるなしにかかわらず、一緒に活動し、一緒に時間を過ごすことが当た

り前となるよう、今後も引き続き、学校や職場、地域等日常的な生活の場で共に過

ごす機会を増やしていくことを促進していきます。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

障がい者交流事業

等の充実 

子どもから高齢者、障がいのある人ない人、みんなが参加し、各

種の催し物や体験、講演会等を通してお互いの理解を深めること

を目的とした機会や場の提供を推進します。 

また、町内学校と支援学校との連携のもと、地域交流を希望する

園児・児童・生徒のニーズに合わせた交流学習や町内学校内にお

いて、通常学級と支援学級在籍児童・生徒の共同学習等、障がい

のある子どもと障がいのない子どもが一緒に参加する活動を推

進します。 

職員に対する研修

の実施 

職員研修等において、障がい者福祉に関する内容を取り上げるこ

とや「つるぎ町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領」に基づき、障がいのある人への合理的配慮について庁内

外へ示すこと等で、職員の障がい者福祉についての理解促進を図

ります。 
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基本方針３ 相互援助活動の促進 

【現状と課題】 

町では、『地域福祉計画』に基づき、社会福祉協議会、民生委員児童委員、ボラン

ティア団体、町内会等と連携し、障がいのある人や高齢者等支援が必要な方の日常

生活を身近に見守り、支え合うネットワークづくりを推進しています。 

アンケート調査では、隣近所とのつきあいの程度については、前回調査に比べ、

『ほとんどつきあいはない』との回答が、少なくなっており、隣近所のつきあいの

大切さを認識されている方が増えています。 

今後も『地域福祉計画』に基づき、関係機関等と連携し、障がい者福祉への住民

参加を促進していくことが必要です。 

 

【今後の方向性】 

今後も社会福祉協議会や各種団体との連携を深め、様々な機会と手段を利用して、

障がいのある人や障がいについての認識や理解をより一層深め、すべての人が共に

支え合い、主体的に地域の活動へ参加できるよう、住民参加による障がい者福祉を

推進していきます。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

関係機関の連携強

化 

障がいのある人や高齢者等支援が必要な方の日常生活を身近に

見守り、支え合うために、関係機関の連携を強化します。 

ボランティア活動

の推進 

障がいのある人を援助するボランティアを養成する出前講座や

ジュニアボランティア養成を実施するとともに、ボランティアセ

ンターにおける、ボランティア活動を支援しボランティア組織の

強化を促進します。 
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基本目標２ 地域での自立した生活を支援する体制づくり 

基本方針１ 情報提供体制の充実 

【現状と課題】 

現代社会において、情報へのアクセスは基本的な権利のひとつであり、障がいの

ある人の社会参加を促進するためにも、必要な情報を適切な方法で伝えることが大

切です。そのため、障がいによって情報の収集や利用等に大きな支障のある人に対

しては、情報収集手段の確保と情報利用の円滑化を図り充実させていく必要があり

ます。また、必要な情報が障がいのある人に的確に伝わるよう、情報提供や表示の

方法等についても、工夫・配慮が必要になります。 

アンケート調査では、障がい福祉に関する情報の入手方法や内容については『十

分（「現在の情報で十分」＋「現在の情報でほぼ十分」）』と感じている方が多くなっ

ていますが、関係団体等の懇談会では、情報提供についてはまだまだ不十分で、必

要な方に行き届いていないといった声もありました。 

 

【今後の方向性】 

今後は、必要な情報が必要な方に的確に伝わるよう、障がいの状況に配慮した様々

な情報提供の充実を図ります。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

様々な媒体による

情報提供の充実 

広報紙やホームページ等を活用し、障がいのある人へ配慮した情

報提供サービスの充実を図るとともに、障がいのある人への理解

の広報・啓発に努めます。 
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基本方針２ 相談体制の充実 

【現状と課題】 

障がいのある人のみならず町民の方が安心して地域で暮らせることができるため

には、日常の困ったことを気軽に相談でき、適切な対応提供ができることが必要で

す。 

アンケート調査では、現在の相談体制には満足している方が多くなっていますが、

一方で関係団体等の懇談会等では、「どこに相談していいかわからない」「すぐに相

談できる体制を整えてほしい」といった声もありました。 

 

【今後の方向性】 

今後は、既存の相談体制の充実を図るとともに、必要な時に相談できるよう相談

窓口の周知を図ります。また、障がいのある人のみならず家族への相談体制の充実

を図ります。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

相談機能の充実 福祉課題を抱える住民が気軽に相談でき、適切な対応ができるよ

う、町の相談支援体制の充実を図るとともに、地域の気軽な相談

窓口として、民生委員児童委員、身体障害者相談員、知的障害者

相談員等による相談体制の充実を図ります。 

相談支援事業の充

実 

障がいのある人が地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サー

ビスの利用援助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支

援、ピアカウンセリング等の総合的な支援の充実を図ります。ま

た、様々なニーズに対応できるよう相談支援専門員の資質の向上

に努めます。 

 

【つるぎ町における相談体制】 

 

 

 

 

 

 

  

つるぎ町 

相談者 

民生委員児童委員 

相談員 等 

保健所 

関係機関 等 連携 連携 

相談 
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基本方針３ 保健・医療・介護サービスとの連携体制の充実 

【現状と課題】 

障がいを予防し、早期発見、早期治療及び療育によって障がいを軽減し、障がい

のある人の持てる可能性をできる限り伸ばすことが重要です。そのためには、身近

な地域で適切な保健サービスを継続的に受けられることが大切です。 

また、障がいのある人の高齢化に伴い、介護保険に関する施策との連携が必要と

なってきています。 

また、精神障がいのある人や難病患者への支援を行ってきているものの、まだ十

分でない状況もあります。 
 

【今後の方向性】 

今後は、障がいのある人の高齢化や、障がいの重度化も予想される中で、すべて

の人が心身ともに健やかな人生が送れるよう、保健・医療・介護の連携強化による

健康づくりの推進を図ります。 
 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

健康づくりの推進 健康増進計画に基づき住民一人ひとりの生涯にわたる健康的な

生活の実現を図るため、妊娠期から高齢期までライフステージに

応じた健康づくりを推進します。 

障がい者診療体制

の整備促進 

障がいのある人に身近な診療体制が提供されるよう、関係機関と

協議しながら保健・医療・福祉のネットワークづくりに努めます。

また、効果的な医療機関情報の提供方法について検討します。 

介護保険サービス

との連携強化 

介護保険施策との連携を図るとともに、共生型サービス3の在り

方についての検討を行います。 

各種医療費支給制

度の推進 

重度心身障がい者等医療費助成制度、自立支援医療制度、子ども

はぐくみ医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等、医

療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきます。 

精神障がいのある

人への支援の充実 

各関係機関と連携し、精神保健に関する相談体制を充実させ、問

題解決に向けた支援を行います。また、精神障がいのある人の地

域での生活を支援するため、障害福祉サービス等の周知と利用を

促進します。 

難病患者への支援

の充実 

国が指定した特定疾患について、経済的負担を軽減するため必要

な医療の給付を行っていきます。 

また、必要に応じて障害福祉サービスの周知・提供を行います。 

                                      
3共生型サービス：高齢者、障がいのある人等の多様な利用者に対して、同一の事業所で一体的に提供す
るサービスのこと。 
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基本方針４ 障害福祉サービスの充実 

【現状と課題】 

障がいのある人が地域で安心して自分らしく暮らせるようにするためには、その

介護にあたる家族の負担を軽減することも含め、一人ひとりの多様なニーズに応え

られるサービスの量的、質的な充実を進める必要があります。 

アンケート調査では、経済的支援や各種サービスの充実を望む声が多いのに加え、

「どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい」といった声もありました。 

 

【今後の方向性】 

今後も、必要とする人が必要とするサービスを十分に利用できるよう、各種サー

ビスの質と量を適切に確保するとともに、利用者への情報提供や相談体制の充実を

図ります。 

また、介護にあたる家族への支援の充実も図ります。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

障害者手帳取得の

促進 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について制

度の周知を図り、手帳取得を促進します。特に高次脳機能障がい、

発達障がいが精神障害者保健福祉手帳の対象となることについ

て周知を図ります。 

各種手当等の充実 障がいのある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の

動向を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。 

障がい福祉計画及

び障がい児福祉計

画に基づく支援の

充実 

障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう障がい福祉計画

及び障がい児福祉計画に基づき、各種障害福祉サービスの充実を

図ります。 

重度重複障がい者

対策の検討 

重度重複障がい者の人数は、年々増加傾向にあります。これらの

障がいのある人の生活の維持・向上を図るため、その対策を検討

します。 

介護にあたる家族

への支援 

在宅で生活する障がいのある人の重度化や高齢化に伴い、介護に

あたる家族への負担が大きくなっていることから、負担軽減の支

援を検討します。 
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基本目標３ 社会活動への支援 

基本方針１ 雇用・就労機会の拡大 

【現状と課題】 

社会的に自立し、生きがいを持って人生を送るためには、仕事に就くことが大き

な意味を持ちます。 

しかし、障がいのある人の就労については、雇用の場が限られていること、障が

い理解に基づく適切な支援体制が十分ではないこと等により、働きたいという意向

と能力があっても就労に結びついていないのが現状です。 

アンケート調査では、障害福祉サービスを利用しながら就労し、安心して就労継

続できるような支援が求められています。 

関係団体等懇談会では、働く場が少ないといったことに加え、移動手段の確保が

求められています。 

 

【今後の方向性】 

今後は、企業の経営者や従業員をはじめ、障がい者雇用についての啓発活動等を

充実し、民間企業等への就労機会や障がいの特性に応じた多様な就労の場の確保等、

雇用機会の拡大に努めます。また、関係機関との連携を強化し、町内及び圏域にお

ける職場の確保を積極的に進めるとともに、就労継続支援を充実していきます。 

 

  

地域活動支援センターでの作業の様子 
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【施 策】 

施策名 施策の内容 

多様な就労の場の

確保 

公共職業安定所や就労継続支援事業所等との連携を強化し、障が

いのある人の多様な就労の場の確保を促進します。 

就労支援のための

相談支援体制の充

実 

相談支援専門員、障害者就業・生活支援センターと連携し、障が

いのある人とその家族からの相談に応じ、就労支援、職場定着支

援、生活支援を行います。 

障害者就業・生活支

援センターの活用 

障がいのある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点とし

て、就業面及び生活面における一体的な支援を行う障害者就業・

生活支援センターの活用を促進します。 

職場定着の促進 就労継続者との電話連絡や就労先訪問等により就労後の支援を

します。また、職業センター等との連携を図り、ジョブコーチ4等

の活用により障がいのある人の職場定着を促進します。 

地域活動支援セン

ターの活用 

地域活動支援センターと連携を図り、障がいの種別を超えた福祉

的就労の場として活用していきます。 

また、地域活動支援センターや障害福祉サービス事業所から優先

的に物品や役務の提供を受けられるように努めます。 

 

  

                                      
4ジョブコーチ：障がいのある人が一般の職場で働くことを実現するため、障がいのある人ができること
とできないことを事業所に伝達するなど、障がいのある人と企業の双方を支援する就労支援の専門職の
こと。 

地域活動支援センターでの作業の様子 
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基本方針２ 文化・スポーツの振興 

【現状と課題】 

各種スポーツ・レクリエーション、文化・芸術活動を行うことは、生活の質を向

上させる上で重要です。また、こうした社会活動は、障がいのある人とない人との

相互理解、更に連帯感を強めていくことにもつながります。 

現在、本町ではスポーツ大会を開催する等、障がいのある人の文化・スポーツ活

動を積極的に支援していますが、開催場所が限られていたり、参加者が固定してい

たり、障がいのある人もない人も一緒に参加したり、障がいのある仲間とともに、

楽しむ機会は十分とはいえません。 

また、参加する際に、一人ひとりの健康状態や体力、障がいの程度に合ったプロ

グラムや専門的な指導者の確保も必要となっていることや、開催場所までの移動手

段が確保できない等の課題があります。 

 

【今後の方向性】 

今後は、障がいのあるなしにかかわらず、年齢や体力等に応じて様々な活動に参

加できるよう、文化・スポーツの振興を図っていきます。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

スポーツ活動の促

進 

スポーツ大会や各種スポーツ事業において体力、気力の維持・増

進並びに残存機能の向上を図るとともに、スポーツ交流を通じ

て、障がいのある人に対する理解を深められるよう努めます。 

文化活動の成果発

表の場の拡大 

障がい者団体や施設利用者等の文化活動の成果発表の場の拡大

を図るとともに、開催を支援します。 

 

  

障がい者スポーツ大会 
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基本方針３ 外出や移動の支援 

【現状と課題】 

障がいのある人が社会の様々な分野に積極的に参加していくためには、移動の自

由を確保することが大切です。 

現在、本町では、外出の支援について移動支援事業を実施しており、福祉タクシ

ー等により、行動範囲の拡大を図るための支援を推進していますが、関係団体等懇

談会では、障がいのある人の就労や社会参加がなかなか進まないのは移動手段の確

保がまだ十分ではないといった声もありました。 

 

【今後の方向性】 

今後も、障がいのある人が気軽に外出できるよう、利用者の声をもとに、外出や

移動支援の充実に努めます。また、町内を移動するための情報提供にも努めます。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

移動支援の充実 障がいのある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社

会参加のための地域生活支援事業や行動援護、同行援護等の外出

支援を充実します。 

福祉タクシー等移

動手段の充実 

障がいのある人の移動手段のために、福祉タクシーの充実を図り

ます。 

また、山間部に居住する障がいのある人の通院に対応してくれる

事業所が少ないため、事業所に業務拡大を働きかけるとともに、

タクシーチケット等の移動費助成も検討します。 
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基本目標４ 保育・教育環境の充実 

基本方針１ 就学前の支援の充実 

【現状と課題】 

早期療育は、障がいのある子どもの乳幼児期における成長を支援し、障がいの軽

減を図り、将来の生活において自立し、可能な限り能力を発揮できるようにしてい

くものです。そのため、できる限り早い時期から医療機関をはじめとする関係機関

との連携により、子どもの障がいに応じた療育を継続的に行っていくことが必要で

す。 

アンケート調査では、早期発見・診断し、専門的な相談・指導が受けられるよう

な体制や困った時にすぐに相談できる体制の整備が求められています。関係団体等

懇談会では、保護者への支援がまだ十分ではないといった声がありました。 

 

【今後の方向性】 

今後は、保健・医療・福祉の密接な連携のもとに、障がいの早期発見、相談、指

導、通園・通所、更に教育へといった流れがスムーズに行われるよう、地域におけ

る療育支援システムの充実を図ります。また、障がいのある子ども一人ひとりに応

じたきめ細やかな支援ができるよう努めます。 

 

  



 

41 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

統合保育5の充実 障がいのある子どものうち、発達を促すため集団保育が必要とさ

れる子どもを保育所に受け入れるために、統合保育の充実に努め

ます。また、障がいのある子どもの通う保育所、幼稚園等に外部

の専門支援スタッフが訪問し、必要な支援を行います。 

保育士研修の充実 保育士の資質の向上を図るために、町内の保育所の職員を対象

に、統合保育に関連した研修会等を実施します。また、保育所に

おいては、学習会等を行ってよりよい保育をめざします。 

相談・支援体制の充

実 

障がいのある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等に

よる相談の充実を図ります。また、他機関との連携を図りながら、

乳幼児健診後の相談・支援の充実を図ります。 

親子教室の充実 １歳６か月児健診及び３歳児健診後の相談において、発達の遅れ

の疑いのある子どもと保護者に対して、将来の集団参加に備えて

の準備及び保護者支援を目的とする親子教室において、楽しいプ

ログラムを提供する等、保護者の学びの場、子どもの健やかな成

長を支援できる場としての充実を図ります。 

就学相談の充実 幼児や児童・生徒の障がいの早期発見に努め、教育支援委員会の

適正な判断のもとに、就学相談を一層充実します。各関係機関と

情報交換をより一層密にし、就学相談の充実を図ります。また、

統合保育対象児の保護者と保育所の連絡を密にし、集団保育を行

う中で就学相談を行っていきます。 

 

  

                                      
5統合保育：子どもを取り巻くすべての環境の中で、障がいのあるなしにかかわらず、共に生活し、時間
と空間を共有し、相互に影響しながら共に歩んでいく保育のこと。 
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基本方針２ 学校教育の充実 

【現状と課題】 

すべての子どもは、その特性に応じて、適切で、きめ細かな教育を受ける権利を

持っています。 

また、特別な支援を必要とする子どもに対しては、教育課程編成と教育内容や方

法の改善を図るとともに、担当教員の専門性や指導力の向上等の研修の充実と望ま

しい教育環境の整備、保護者に対する相談の充実が必要です。また、障害者権利条

約の批准に向けた取り組みの中で、教育分野においてはインクルーシブ教育6が求め

られています。 

地域全体で子育て家庭を支えていくという認識が高まっていますが、関係団体等

懇談会では、障がいのある児童・生徒においてはより一層の理解と支援が必要とい

う声もありました。学校教育にとどまらず、広く子どもの教育において、地域全体

の関心と理解を高めていく必要があります。 

また、保護者が就学後の不安を抱えている実情があることから、相談体制のより

一層の充実が必要です。 

 

【今後の方向性】 

今後は、誰もが共に学び合う環境をつくることを基本に、障がいのあるすべての

子どもたちの豊かな人格形成のための学校教育の充実を図るとともに、放課後や夏

休み等の児童・生徒の居場所づくりの充実に努めます。 

 

  

                                      
6 インクルーシブ教育：一人ひとりに応じた指導や支援に加え、障がいのある人と障がいのない人が可
能な限り共に学ぶ仕組みを取り入れた教育。 
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【施 策】 

施策名 施策の内容 

特別支援学級の指

導等の充実 

各特別支援学級に在籍する児童・生徒の障がいの程度や特性を考

慮し、各学校の特色を生かした教育課程を編成するとともに、教

育内容や方法を更に工夫・改善して、児童・生徒一人ひとりに応

じた教育の推進に努めます。 

また、各特別支援学級、通級指導教室には、障がいの種類や程度

に応じた教育機器、訓練機器等の導入を行い、教育効果を高めま

す。 

通級による指導の

充実 

通常の学級に在籍する言語障がい等や発達障がい・情緒障がいの

児童・生徒を対象に、通級による指導を通し、個別の指導を行う

ことに努めます。 

相談体制の充実 面接相談、電話相談及び適応指導の機能の充実を図るとともに、

総合的な相談体制の充実に努めます。 

また、教育上特別な措置を必要とする障がいのある子どもに対

し、系統的に適正な就学相談の充実に努めます。 

特別支援教育研修

の充実 

小・中学校の教職員に対する特別支援教育の理解と認識を一層深

めるため、研修の充実に努めます。 

ＬＤ7・ＡＤＨＤ8・

高機能自閉症等の

教育の充実 

通常の学級に在籍するＬＤ（学習障がい）・ＡＤＨＤ（注意欠如

多動性障がい）・高機能自閉症9等の個別的な支援を必要とする

児童・生徒に対して、自立支援サポーターを配置し、きめ細かな

支援を行います。 

また、教育支援員の配置についても検討します。 

障がいのある児童

の放課後対策の充

実 

心身に障がいのある児童の健全育成及び保護者の療育負担の軽

減を図るため、学童保育室において、入室条件を満たした入室を

希望する障がいのある児童を受け入れる等、障がいのある児童の

放課後対策の充実を図ります。 

また、放課後児童支援員等の堅守の機会を確保するとともに、専

門知識や技術の確保に努めます。 

 

 

 

  

                                      
7ＬＤ：学習障がい。文部科学省の定義では、「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話
す、読む、書く、計算するまたは推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々
な状態」とされる。 

8ＡＤＨＤ：注意欠陥・多動性障がい。注意力を維持しにくい、時間感覚がずれている、様々な情報をま
とめることが苦手などの症状を特徴とする発達障がいのひとつ。 

9高機能自閉症：他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のもの
にこだわることを特徴とする行動の障がいである自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないもの。 
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基本方針３ 社会教育の充実 

【現状と課題】 

障がいのある人が、学校卒業後も、生涯を通して本人が関心を持っている様々な

事柄について、学習できるような社会環境が求められています。 

現在、本町では公民館等の社会教育施設で講座や学級等を実施していますが、ボ

ランティアの養成までには至っていない状況です。 

 

【今後の方向性】 

今後、講座内容の充実や、開催条件等を工夫し、障がいのある人が参加しやすい

学習環境の充実を図ります。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

障がい者教育講座

の充実 

社会教育に携わる町職員を対象に、障がいのある人に対応できる

事業を実施するにあたり、障がいのある人を理解するための研修

会を開催し、事業の充実に努めます。 

社会教育に関する

講座・学級の充実 

社会教育講座・学級を充実し、在宅で生活する障がいのある人の

社会参加を促進します。また、障がいのある人への理解を深める

ため、住民の講座・学級への参加を通じて交流の促進を図ります。

加えて、地域におけるノーマライゼーションを更に推進するた

め、ボランティアの養成を図ります。 

 

  

ボランティア活動の様子 
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基本目標５ 誰もが暮らしやすいまちづくり 

 

基本方針１ 生活環境の整備 

【現状と課題】 

障がいのある人が、自由に外出し、活動していくためには、段差の解消や点字ブ

ロックの整備、歩道の整備等を行い、都市環境の中にある様々な「物理的バリア（障

壁）」を取り除き、移動上や施設の利用上の利便性・安全性を向上することが重要で

す。 

アンケート調査では、外出時に困ったり不便に感じることで「道路、建物の段差

や、汽車、バスなどの乗り降りが大変である」が最も多くなっていました。関係団

体等懇談会では、障がいのある人の住宅に関する充実を求める声もありました。 

 

【今後の方向性】 

今後は、社会のバリアフリー化を点から面へ広げ、考え方の一層の普及に努める

とともに、計画の段階から利用者の声を取り入れ、ユニバーサルデザイン化が進め

られるまちづくりを積極的に推進していきます。 

また、障がいのある人の住宅の整備についても、充実を図ります。 

 

【施 策】 

施策名 施策の内容 

公共建築物等の整

備 

既存の公共施設については、障がいのある人が利用しやすいよう

改善に努めます。また、新たに公共施設や公園、学校、病院、ホ

テル、物販店、飲食店その他不特定多数の人が利用する建築物を

建築する時や耐震化の改修の際、バリアフリー化を推進し、障が

いのある人の住みよい環境づくりに努めます。 

道路・歩道等の整備 障がいのある人が安全に通行や移動ができるよう、必要箇所には

関係法令等に基づき、段差解消や点字ブロック、歩道等の整備充

実を図ります。 

また、安全な通行を確保するため、放置自転車の撤去及び啓発指

導を行い、障がいのある人が利用しやすい道路環境の整備を進め

ます。 

ユニバーサルデザ

インの推進 

すべての人が安全で快適に暮らせるよう、ユニバーサルデザイン

の考え方を取り入れた基本方針の策定に向けて検討します。 



 

46 

施策名 施策の内容 

住宅の整備 障がいのある人に配慮し公営住宅の建設を進め、既存の公営住宅

も障がいのある人が利用しやすいように整備を推進します。 

また、居宅改善整備費補助制度及び各種貸借制度の利用促進に努

めます。 

 

基本方針２ 防犯・防災対策の確立 

【現状と課題】 

障がいのある人は、災害に対して様々な不安を抱えています。ひとりでは避難で

きないことをはじめ、情報入手、避難所での投薬、必要な設備環境等への不安が多

くあげられています。 

アンケート調査では、災害時の不安が軽減するよう、避難所生活での対策が求め

られています。関係団体等懇談会においても、災害時の支援の充実を求める声があ

りました。 

 

【今後の方向性】 

今後は、安否確認や非難の手助けのために、地域の自主防災組織と連携し、地域

の理解と協力を高める意識啓発や避難訓練等の具体的な取り組みを、日頃から積み

重ねられるよう地域ぐるみでの防災体制の確立に努めます。 

避難後の専門的な対応のためには、町内施設との協定による福祉避難所の開設や、

近隣障害者支援施設等との協定による広域的な支援体制の確保について協議・検討

を進めます。 

また、障がいのある人が消費被害にあったり、事故や犯罪に巻き込まれずに安心

して地域生活が送れるよう、地域における日頃の防犯体制の強化を図ります。 
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【施 策】 

施策名 施策の内容 

防災対策の充実 地域防災計画に基づき、障がいのある人に配慮した災害時の適切

な支援の充実を図るとともに、要支援者台帳の更新を行い災害時

に自力で避難をすることが困難な高齢者や障がいのある人（災害

時要配慮者）が障がい特性に応じた必要な支援を受けられる体制

を推進します。 

また、防災広報、防災訓練や防災マップ等各種パンフレットを通

じて、防災知識の普及・啓発を図ります。 

聴覚障がいのある人や告知放送（旧防災無線）を聞き取りにくい

方のために、より確実に災害情報を提供できるよう防災情報メー

ル配信サービスの充実に努めます。 

緊急通報システム

の推進 

ひとり暮らしの重度身体障がい者の緊急時における安全を確保

するため、緊急通報システムの普及を推進します。 

防犯推進体制の整

備 

防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会等の

各種団体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識に立ち、

防犯推進体制の整備に努めます。 

また、警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯に

関する情報を収集し、効果的な情報提供に努めます。 

交通安全の呼びか

け 

誰もが交通事故の被害者・加害者にならないように、また不慮の

事故による障がい発生を防止するため、交通事故防止に関する啓

発を推進します。 

消費生活トラブル

に関する相談の充

実 

生活情報センターにおいて、契約に関わる被害の未然防止につな

がる情報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損

害を防ぎます。また、福祉相談窓口と生活情報センターの連携に

より、消費生活トラブルの早期発見・早期対応に努めます。 
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第５章 障がい福祉計画 
 

１ 計画の考え方 

 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、成果目標や数値目標・サービス見込量等を定めるも

ので、計画期間は３年となります。 

障がい福祉計画の数値目標・サービス見込量等の考え方については、障害者総合支援法及び

児童福祉法の改正（平成 28（2016）年５月成立）をふまえた「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」（最終改正平成29（2017）年

厚生労働省告示116号）に即するものとします。 

また、児童福祉法第33条の20第６項の規定に基づき、障がいのある子どもの支援の提供

体制を計画的に確保するための「障がい児福祉計画」を障がい福祉計画と一体的に策定します。 

 

２ 成果目標の設定についての考え方 

 

障がいのある人等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応

するため、平成 32（2020）年度を目標年度とする障がい福祉計画・障がい児福祉計画にお

いて、必要な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として、

以下の事項に係る成果目標を設定します。また、成果目標を達成するための活動指標を計画に

見込みます。 

 

  成果目標と活動指標の相関関係 

・福祉施設の入所者の地域生活への移行 

・精神障がい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の整備 

・福祉施設から一般就労への移行等 

・障がい児支援の提供体制の整備等 

・障害福祉サービスの必要な量の見込み及び確保方策 

・地域生活支援事業の見込み及び確保方策 

・障がい児支援の見込み及び確保方策 

活
動
指
標 

成
果
目
標 
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３ 成果目標の設定 

 

障がい福祉計画では、障がいのある人の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援と

いった課題に対応するため、めざすべき成果目標を定めることとされており、本計画では、

平成32（2020）年度を目標年度とした成果目標を定めることになります。 

成果目標の基準は国が定めており、この基準をふまえながら、県の目標との整合も図りつ

つ、本町における目標を設定するものとします。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

【国の基本指針に基づく考え方】 

平成28年度末時点での施設入所者の９％以上が地域生活へ移行することとし、これに合

わせて平成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から２％

以上削減することを基本としています。 

目標値の設定については、平成29年度末において、障害福祉計画で定めた平成29年度

までの目標が達成されないと見込まれる場合は、末達成割合を目標値に加えた割合以上を目

標値とします。 

【つるぎ町の考え方】 

地域生活への移行については、施設入所者の高齢化や重度化が進行していることから、国

の指針の約半数の２人の移行をめざします。 

平成32（2020）年度末の施設入所者数については、入所希望者への支援を提供しつつ、

国の指針に基づき、２％以上である１人の削減をめざします。 

 

【福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する成果目標】 

項目 数値 

平成28年度末時点の入所者数 （A） 47人 

【目標値】（A）のうち、平成32（2020）年度までの 

地域生活移行者数 
（B） 2人 

【目標値】平成32（2020）年度末時点の入所者数 （C） 46人 

地域生活移行率 (B)/(A) 4.3％ 

入所者数削減率 ((A)-(C))/(A) 2.1％ 

※「施設入所者数」とは、平成29年３月31日現在、入所している者の合計数をいう  
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム10の構築 

【国の基本指針に基づく考え方】 

平成 32（2020）年度末までに、すべての市町村ごとに協議会やその専門部会等保健、

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しています。 

医療関係者としては、病院、診療所、訪問看護ステーション等において精神科医療に携わ

る関係者が参加することが望ましく、市町村単独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ありません。 

【つるぎ町の考え方】 

美馬市・つるぎ町障がい者自立支援協議会の専門部会において、精神障がい者支援部会を

設置し、精神保健福祉に関わる関係者の連携、資質の向上を図り、精神障がいのある人の地

域における生活支援体制づくりを推進するための協議を行っています。 

 

項目 数値 

【目標値】平成32（2020）年度までに協議の場の設置 設置済 

 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

【国の基本指針に基づく考え方】 

平成 32（2020）年度末までに各市町村または圏域等に少なくとも１箇所整備すること

を基本としています。 

【つるぎ町の考え方】 

国の基本指針に基づき、西部圏域市町と協議し、平成 32（2020）年度末までに圏域に

１箇所の設置をめざします。 

 

項目 数値 

【目標値】平成32（2020）年度までに地域生活支援拠点等の整備 1箇所 

 

 

  

                                      
10地域包括ケアシステム：住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の特性に応じて構築
する包括的な支援・サービス提供体制のこと。 



 

51 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

【国の基本指針に基づく考え方】 

平成32（2020）年度末までに平成28年度実績の1.5倍以上が福祉施設から一般就労

へ移行を基本としています。 

平成32（2020）年度末までに就労移行支援事業の利用者を平成28年度末の利用者か

ら２割以上増加を基本としています。 

平成 32（2020）年度末までに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割以上基本としています。 

就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率を８割以上基本としています。 

【つるぎ町の考え方】 

平成28年度において福祉施設を退所し、一般就労へ移行した人はいなかったため、平成

29年度実績及び30（2018）年度の見込みをふまえ、平成32（2020）年度の目標値を

２人とします。 

就労移行支援事業の利用者数については、国の指針に基づき、２割以上である４人の利用

をめざします。 

就労移行支援事業所については、町内に設置されていないため、本計画では就労移行率３

割以上の事業所の増加に係る目標は設定しませんが、今後事業所の新規開設等があった際に

は、国の指針を満たすことができるよう、就労移行支援事業所と連携していきます。 

就労定着支援は平成 30（2018）年度より開始される新規事業のため、事業所の開設を

事業者に働きかけ、５割以上の職場定着率をめざします。 

 

【福祉施設から一般就労への移行等に関する成果目標】 

項目 数値 

平成28年度の一般就労移行者数 （A） 0人 

【目標値】平成32（2020）年度の一般就労移行者数 （B） 2人 

増加割合 (B)/(A) － 

 

項目 数値 

平成28年度末の就労移行支援事業所の利用者数 （A） 2人 

【目標値】平成32（2020）年度末の就労移行支援事業所の 

利用者数 
（B） 4人 

増加率 ((B)-(A))/(A) 100％ 

 

項目 数値 

【目標値】就労定着支援事業開始１年後の職場定着率 50％ 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

 

【国の基本指針に基づく考え方】 

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及び圏域等

に少なくとも１箇所以上設置することを基本としています。また、平成32（2020）

年度末までにすべ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

することを基本としています。 

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各市町村及び圏域等に少なくとも１箇

所以上確保することを基本としています。 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成 30（2018）年度末まで

に、県、各圏域、各市町村において、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基本としています。 

【つるぎ町の考え方】 

児童発達支援センター、保育所等訪問支援を利用できる体制については、西部圏

域において設置もしくは構築済みです。 

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

事業所については、町内及び西部圏域にないため、事業者に開設について働きかけ

平成 32（2020）年度末までに圏域で１箇所設置をめざします。 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、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について、平成 30（2018）年

度末までに１箇所設置をめざします。 

 

項目 数値 

【目標値】平成 32（2020）年度末までの、児童発達支援センターの

設置数 

1 箇所 

設置済 

【目標値】平成 32（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 
構築済 

【目標値】平成 32（2020）年度末までの、主に重症心身障がい児を

支援する児童発達支援事業所の設置数 
1 箇所 

【目標値】平成 32（2020）年度末までの、主に重症心身障がい児を

支援する放課後等デイサービス事業所の設置数 
1 箇所 

【目標値】平成 30（2018）年度末までに、医療的ケア児が適切な支

援を受けるための関係機関の協議の場を設置 
1 箇所 
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４ 指定障害福祉サービス及び指定計画相談支援の見込み 

（１）訪問系サービス 
 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

ホームヘルパーが自宅を訪問し､入浴、排せつ､食事等の介護､調理、

洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、居宅での生

活全般にわたるサービスを提供します。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあ

り常に介護を必要とする人を対象に､居宅における介護から外出時

の移動支援までを行う総合的なサービスを提供します。 

同行援護 

重度の視覚障がいにより、移動が困難な人に外出時に同行し､移動に

必要な情報を提供するとともに､外出する際の必要な援助を行いま

す。 

行動援護 

知的・精神障がいにより行動上著しく困難があり、常時介護を要す

る人に対して､行動の際に生じ得る危険を回避するために必要な援

護や外出時における移動中の介護等のサービスを提供します。 

重度障害者等包括

支援 

常時介護を要する重度障がいのある人を対象に､居宅介護をはじめ

福祉サービスを包括的に行います。 
 

【見込量】 

サービス名 単位 
平成 30 年度 

（2018） 

平成 31 年度 

（2019） 

平成 32 年度 

（2020） 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

利用人数（人／月） 27 28 29 

利用時間（時間／月） 378 392 406 

重度訪問介護 
利用人数（人／月） 1 1 1 

利用時間（時間／月） 246 246 246 

同行援護 
利用人数（人／月） 3 3 3 

利用時間（時間／月） 78 78 78 

行動援護 
利用人数（人／月） 1 1 1 

利用時間（時間／月） 20 20 20 

重度障害者等包括

支援 

利用人数（人／月） 0 0 0 

利用時間（時間／月） 0 0 0 

合 計 
利用人数（人／月） 32 33 34 

利用時間（時間／月） 722 736 750 
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【見込量確保のための方策】 

○必要なサービスを地域で利用できるよう、受け皿となるサービス提供事業所の参

入を働きかけ、サービス提供基盤の確保に努めます。また、町内での対応が困難

な場合には、町外のサービス提供事業所と調整を図り、サービス提供に努めます。 

○障がいのある人やその家族のニーズを反映したサービス等利用計画を作成し、適

切なサービス内容及び量を提供するため、相談支援事業所との連携を図ります。 

〇施設入所者や退院可能な精神障がいのある人の地域移行により、グループホーム

や単身での地域生活を始めるにあたり、サービスの利用が円滑にできるよう配慮

します。 

〇障がいの種類や程度に応じて適切なサービスを提供できるよう、それぞれの障が

いの特性を理解したホームヘルパーの確保・養成に努めます。 
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（２）日中活動系サービス 

 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

生活介護 

常時介護を要する障がいのある人を対象とした､主として日中

に障害者支援施設等で行われる､入浴､排せつ､食事の介護や､創

作的活動または生産活動の機会の提供等のサービスを行いま

す。 

療養介護 

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､医学的管理下での介護や日常生活上の援助等のサービ

スを行います。 

短期入所 

（福祉型・医療型） 

日常の介護者が病気等の場合､障害者支援施設等への一時的な

入所により、入浴､排せつ､食事の介護等のサービスを行います。 

福祉型は障害者支援施設等、医療型は病院、診療所、介護老人

保健施設において実施します。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活を営むことを目的に､身体機能や

生活能力の向上のための有期の訓練等のサービスを行います。 

就労移行支援 
職場実習等､就労に必要な知識・能力の向上のための有期の訓練

等のサービスを行います。 

就労継続支援（Ａ型） 

通所により､雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに､

一般就労に必要な知識､能力が高まった者について､一般就労へ

の移行に向けて支援します。 

就労継続支援（Ｂ型） 

通所により、雇用契約は結ばない就労や生産活動の機会を提供

するとともに､一般就労に必要な知識､能力が高まった者につい

て､一般就労等への移行に向けて支援します。 

就労定着支援事業 

一般就労した障がいのある人の就労に伴う生活面の課題に対応

できるよう、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います。 
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【見込量】 

サービス名 単位 
平成30年度 

（2018） 

平成31年度 

（2019） 

平成32年度 

（2020） 

生活介護 
利用人数（人／月） 63 63 62 

利用日数（人日／月） 1,323 1,323 1,302 

療養介護 利用人数（人／月） 9 9 9 

短期入所 

（福祉型） 

利用人数（人／月） 8 8 9 

利用日数（人日／月） 48 48 54 

短期入所 

（医療型） 

利用人数（人／月） 0 0 0 

利用日数（人日／月） 0 0 0 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用人数（人／月） 1 2 2 

利用日数（人日／月） 5 10 10 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用人数（人／月） 1 2 2 

利用日数（人日／月） 13 26 26 

就労移行支援 
利用人数（人／月） 3 3 4 

利用日数（人日／月） 54 54 72 

就労継続支援 

（Ａ型） 

利用人数（人／月） 8 9 10 

利用日数（人日／月） 144 162 180 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

利用人数（人／月） 18 19 20 

利用日数（人日／月） 342 361 380 

就労定着支援事業 利用人数（人／月） 2 2 2 

 

【見込量確保のための方策】 

○必要なサービスを地域で利用できるよう、受け皿となるサービス提供事業所の参

入を働きかけ、サービス提供基盤の確保に努めます。また、町内での対応が困難

な場合には、町外のサービス提供事業所と調整を図り、サービス提供に努めます。 

○障がいのある人やその家族のニーズを反映したサービス等利用計画を作成し、適

切なサービス内容及び量を提供するため、相談支援事業所との連携を図ります。 

〇施設等へ通所する障がいのある人の移動手段の確保が課題となっているため、事

業所への送迎体制整備の働きかけや、障がい者施設等通所交通費補助金や地域生

活支援事業等の積極的な周知や利用促進に努めます。 

〇新たに創設されたサービス「就労定着支援事業」については、就労移行支援事業

所等に開設を働きかけ、必要なサービス量の確保に努めます。 
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（３）居住系サービス 

 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日に、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護

等を行います。 

施設入所支援 
施設入所者を対象に、主として夜間に、入浴、排せつ、食事の介護

等のサービスを行います。 

自立生活援助 

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

望する知的障がい者や精神障がい者等に、理解力、生活力等を補う

ため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や利用者からの相

談・要請に応じた随時の対応を行います。 

 

【見込量】 

サービス名 単位 
平成 30 年度 

（2018） 

平成 31 年度 

（2019） 

平成 32 年度 

（2020） 

共同生活援助 

（グループホーム） 
利用人数（人／月） 24 25 26 

施設入所支援 利用人数（人／月） 48 47 46 

自立生活援助 利用人数（人／月） 0 1 1 

 

【見込量確保のための方策】 

○共同生活援助（グループホーム）については、施設等から地域生活への移行を促

進するため、今後更に需要が見込まれますので、サービス提供事業所と調整を図

り、町内での設立も視野に入れサービス量の確保に努めます。 

○施設入所については、地域での生活が困難になった障がいのある人が必要な時に

利用できる体制を整備するため、サービス提供事業所と調整を図ります。また、

現在施設に入所している人で地域移行が可能な人の移行促進を図ります。 

〇啓発活動を通じて、地域における障がいの理解促進を図ります。 

○新たに創設されたサービス「自立生活援助」については、サービスを担う事業者

の新規開設を促し、必要なサービス量の確保に努めます。 
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（４）相談支援 

 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用するすべての障がいのある人を対象に、支給

決定または支給決定の変更前に､サービス等利用計画案を作成しま

す｡支給決定または変更後のサービス事業者等との連絡調整・計画の

作成及び一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを

行います。 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

障害者支援施設等に入所している障がいのある人または精神科病院

に入院している精神障がいのある人を対象に､地域における生活に移

行するための相談や住居の確保､その他必要な支援を行います。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

施設や病院から地域生活へ移行した障がいのある人や一人暮らしへ

と移行した障がいのある人等が､安定的に地域生活を送れるよう､障

がいの特性に起因して生じる緊急の事態等に常時､相談等対応に必要

な支援を行います。 

 

【見込量】 

サービス名 単位 
平成 30 年度 

（2018） 

平成 31 年度 

（2019） 

平成 32 年度 

（2020） 

計画相談支援 利用人数（人／月） 152 160 167 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
利用人数（人／月） 2 2 3 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
利用人数（人／月） 2 2 3 

 

【見込量確保のための方策】 

〇障害福祉サービス等の利用者に対し、計画的な支援を提供するために、相談支援

事業所と連携し、サービスの提供・充実を図ります。 

○施設または入院から地域への生活を希望する人に対し、相談支援事業所やサービ

ス提供事業所、医療機関等、地域における関係機関との連携を強化し、地域生活

への移行促進を図ります。 

〇関係機関との連携体制を確保し、障がいの特性に応じた緊急時の対応ができるよ

うに、相談支援やケアマネジメントの向上をめざしながら、地域定着の支援に努

めます。 
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５ 地域生活支援事業の実施 

①必須事業 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

理解促進研修・啓

発事業 

地域の住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための

研修会やイベントの開催、啓発活動等を行います。 

自発的活動支援事

業 

障がいのある人やその家族､地域住民等が地域において自発的に行

う活動（ピアサポート､災害対策､孤立防止活動､ボランティア活動

等）を支援します。 

相談支援事業  

 相談支援事業 

障がいのある人からの相談に応じ､必要な情報の提供､障害福祉サー

ビスの利用支援等､障がいのある人の権利擁護のために必要な援助

を行い､障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営む

ことができるように支援します。 

 
基幹相談支援

センター 

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、障害者相

談支援事業､成年後見制度利用支援事業等の業務を総合的に行うこ

とを目的とする施設です。 

 

基幹相談支援

センター等機

能強化事業 

市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事

業に加え､専門的職員を配置することや､基幹相談支援センターが地

域の相談支援事業所等に対する助言､情報提供等の支援を実施する

ことにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とします。 

 

住宅入居等支

援事業(居住サ

ポート事業) 

一般の賃貸住宅への入居に支援が必要な障がいのある人に､入居契

約の手続きの支援や生活上の課題に対して関係機関から必要な支援

を受けられるよう調整を行います。 

成年後見制度利用

支援事業 

知的障がいのある人や精神障がいのある人に対して､成年後見制度

の利用に要する費用の一部を補助します。 

成年後見制度法人

後見支援事業 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に

対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による

支援体制の構築等を行います。 
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サービス名 サービスの内容 

意思疎通支援事業  

 

手話通訳者・要

約筆記者派遣

事業 

聴覚や音声・言語機能に障がいのある人､または聴覚や音声・言語機

能に障がいのある人とコミュニケーションをとる必要のある人に対

して､手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 

 
手話通訳者設

置事業 

聴覚や音声・言語機能に障がいのある人とのコミュニケーションを

とるため､手話通訳者を役場の窓口に設置します。 

日常生活用具給付等事業 

 
介護・訓練支援

用具 
特殊寝台､特殊マット､訓練用いす､訓練用ベッド等 

 
自立生活支援

用具 
入浴補助用具､特殊便器､聴覚障がい者用屋内信号装置等 

 
在宅療養等支

援用具 
透析液加温器､電気式たん吸引器､盲人用体温計等 

 
情報・意思疎通

支援用具 
点字器､人工喉頭､聴覚障がい者用情報受信装置等 

 
排泄管理支援

用具 
ストマ装具､紙おむつ等､収尿器 

 
居宅生活動作

補助用具 

障がいのある人等の居宅生活活動等を円滑にする用具（設置に小規

模な住宅改修を伴うもの） 

手話奉仕員養成研

修事業 

聴覚に障がいのある人との交流活動の促進のため､手話奉仕員(日常

会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障がいのある人に、外出のための支援を行い

ます。 

地域活動支援センター機能強化事業 

 基礎的事業 
障がいのある人に創作的活動または生産活動の機会の提供､社会と

の交流の促進等を行う通所型施設として､地域生活を支援します。 

 機能強化事業 

Ⅰ型：専門職員を配置し､医療・福祉及び地域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の育成､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します。 

Ⅱ型：地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し､機能訓

練､社会適応訓練､入浴等のサービスを実施します。 

Ⅲ型：概ね５年以上の実績を有し､安定的な運営が行われている地域

の障がい者団体等が実施する通所による援護事業です。 
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【見込量確保のための方策】 

■理解促進研修・啓発事業 

○障がいのある人や障がいへの理解に向けて、イベントの開催や啓発活動等に

ついて実施等の検討をしていきます。 

■自発的活動支援事業 

○今までに引き続き、障がいのある人をはじめ、その家族、地域住民等による

自発的な取り組みの支援を実施していきます。 

■相談支援事業 

○障がいのある人及びその家族が住み慣れた地域で安心して生活を営むこと

ができるよう、相談支援体制の整備及びサービス提供事業所等との連携を図

ります。 

○他市町と連携し、基幹相談支援センターの設置について検討し、成年後見制

度の普及・啓発・相談等の支援を実施することにより、障がいのある人の権

利擁護に努めます。 

■成年後見制度利用支援事業 

○今後も継続して成年後見制度利用支援事業を行い、障がいのある人の必要な

支援として権利擁護の取り組みを進めていきます。 

■成年後見制度法人後見支援事業 

○今後の状況に応じて実施等の検討をしていきます。 

■意思疎通支援事業 

○聴覚・視覚等に障がいのある人の意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳

者・要約筆記者派遣事業を引き続き実施します。 

■日常生活用具給付等事業 

○利用者のニーズを把握するとともに、日常生活用具に関する情報提供の充実

を図ります。 

○障がいの程度に応じた適切な日常生活用具の給付を行い、利用の促進を図り

ます。 

■手話奉仕員養成研修事業 

○今後の状況に応じて実施等の検討をしていきます。 

■移動支援事業 

○利用ニーズの増加に対応できるようサービス提供事業者の体制の充実及び

新たな事業者の参入の促進に努めます。 

○障がいの特性を理解したヘルパーの確保及びその質の向上を図るようサー

ビス提供事業者へ働きかけます。 

■地域活動支援センター機能強化事業 

○引き続き地域活動支援センターの利用実績に基づき助成を行い、障がいのあ

る人の社会参加の促進及び地域生活の支援を行います。  
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【見込量】 

サービス名 単位 
平成 30 年度 

（2018） 

平成 31 年度 

（2019） 

平成 32 年度 

（2020） 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 

自発的活動支援事業 対象事業所数 1 1 1 

相談支援事業 

 相談支援事業 実施箇所 4 4 4 

 基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 有 

 
基幹相談支援センター等機

能強化事業 
実施の有無 無 無 有 

 
住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 
実施の有無 無 無 有 

成年後見制度利用支援事業 利用人数（人／年） 1 1 1 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 無 無 有 

意思疎通支援事業 

 
手話通訳者・要約筆記者派

遣事業 
利用件数（件／年） 2 2 2 

 手話通訳者設置事業 利用人数（人／年） 0 0 1 

日常生活用具給付等事業 

 介護・訓練支援用具 利用件数（件／年） 1 1 1 

 自立生活支援用具 利用件数（件／年） 5 5 5 

 在宅療養等支援用具 利用件数（件／年） 2 2 2 

 情報・意思疎通支援用具 利用件数（件／年） 2 2 2 

 排泄管理支援用具 利用件数（件／年） 320 320 320 

 居宅生活動作補助用具 利用件数（件／年） 2 2 2 

手話奉仕員養成研修事業 利用人数（人／年） 1 1 1 

移動支援事業 
総利用時間（時間／年） 900 950 1,000 

実人員（人／年） 20 21 22 

地域活動支援センター機能強化事業 

 
つるぎ町 

設置箇所 2 2 2 

 利用人数（人／日） 20 20 20 

 
他市町 

設置箇所 0 0 0 

 利用人数（人／日） 0 0 0 
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②任意事業 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

日常生活支援  

 
訪問入浴サー

ビス事業 

家庭において入浴が困難な障がいのある人に対し､訪問により居宅

において入浴サービスを提供し障がい者福祉の増進を図ります。 

 
生活訓練等事

業 

日常生活上必要な訓練・指導をはじめ､本人活動支援等を行い､生活

の質的向上を図り､社会復帰を促進します。 

 
日中一時支援

事業 

日中、障がいのある人等に活動の場を確保し､障がいのある人等を日

常的に介護している家族の支援を行います。 

社会参加支援 

 

スポーツ・レク

リエーション

教室開催等事

業 

障がいのある人の体力増強､交流､余暇等に資するため及び障がい者

スポーツを普及するため、障がい者スポーツ等に触れる機会等を提

供します。 

 
点字・声の広報

等発行事業 

文字による情報入手が困難な障がいのある人のために､点訳､音声訳

その他障がいのある人がわかりやすい方法により、地域生活をする

上で必要度の高い情報を提供します。 

 

自動車運転免

許取得・改造助

成事業 

障がいのある人に対して、自動車運転免許の取得及び自動車のハン

ドル､アクセル及びブレーキ等の改造に必要な費用の一部を助成す

ることで､障がいのある人の社会参加を支援します。 

権利擁護支援 

 
障害者虐待防

止対策支援 

障がい者虐待の未然防止や早期発見、その後の適切な支援のため、

地域における関係機関の支援体制強化や協力体制の整備を図りま

す。 

更生訓練費給付 
就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している者に更生訓練

費を支給することで､障がいのある人の社会復帰を支援します。 
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【見込量】 

サービス名 単位 
平成 30 年度 

（2018） 

平成 31 年度 

（2019） 

平成 32 年度 

（2020） 

日常生活支援 

 
訪問入浴サービス事業 

実施箇所 1 1 1 

 利用人数（人／月） 1 1 1 

 
生活訓練等事業 実施の有無 有 有 有 

 
日中一時支援事業 

実施箇所 8 8 8 

 利用人数（人／年） 4 5 6 

社会参加支援 

 スポーツ・レクリエーショ

ン教室開催等事業 
利用人数（人／年） 150 150 150 

 点字・声の広報等発行事業 利用回数（回／年） 12 12 12 

 自動車運転免許取得・改造

助成事業 
利用人数（人／年） 1 1 1 

権利擁護支援 

 障害者虐待防止対策支援 実施の有無 有 有 有 

更生訓練費給付 利用人数（人／年） 10 10 10 

 

【見込量確保のための方策】 

■日常生活支援 

○実施事業の情報提供の充実を図ります。 

○利用二－ズの増加に対応できるよう、サービス提供事業所の体制の充実とサ

ービスの質の向上に努めます。 

■社会参加支援 

○利用者の二－ズの把握に努めるとともに、実施事業の情報提供の充実を図り

ます。 

■権利擁護支援 

○利用者のニーズの把握に努めるとともに、実施事業の情報提供の充実を図り

ます。 

■更生訓練費給付 

○利用者の二－ズの把握に努めるとともに、実施事業の情報提供の充実を図り

ます。 
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第６章 障がい児福祉計画 
 

児童福祉法及び障害者総合支援法の一部改正に基づき、本計画から障がいのある子ども

の通所支援や相談支援の提供確保等について定める障がい児福祉計画を新たに策定するも

のです。 

 

１ 障害児通所支援 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

児童発達支援 

身体障がいのある子ども､知的障がいのある子どもまたは精

神障がいのある子どもを対象に、日常生活における基本的な

動作の指導､知識技能の付与､集団生活の適応訓練等を行いま

す。 

放課後等デイサービス 

障がい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実施し､

障がいのある子どもの放課後等の居場所を提供します。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障がいのある子どもまたは今後利用

する予定の障がいのある子どもが､保育所等における集団生

活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、その本人

及び当該施設のスタッフに対し､集団生活に適応するための

訓練や支援方法の指導等の支援を行います。 

医療型児童発達支援 

障がいのある子どもに、日常生活における基本的な動作の指

導､知識技能の付与、集団生活の適応訓練等に加え､治療を行

います。 

居宅訪問型児童発達支援 

障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難

な障がいのある子どもに発達支援が提供できるよう、居宅を

訪問して発達支援を行うサービスです。 

障がいのある子どもの居宅を訪問し、日常生活における基本

的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。 
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【見込量】 

サービス名 単位 
平成30年度 

（2018） 

平成31年度 

（2019） 

平成32年度 

（2020） 

児童発達支援 
サービス利用量（人日／月） 117 117 117 

利用人数（人／月） 9 9 9 

医療型児童発達支援 
サービス利用量（人日／月） 0 0 0 

利用人数（人／月） 0 0 0 

放課後等デイサービ

ス 

サービス利用量（人日／月） 168 204 228 

利用人数（人／月） 14 17 19 

保育所等訪問支援 
サービス利用量（人日／月） 2 2 2 

利用人数（人／月） 1 1 1 

居宅訪問型児童発達

支援 

サービス利用量（人日／月） 0 5 5 

利用人数（人／月） 0 1 1 

 

【見込量確保のための方策】 

〇必要なサービスを地域で利用できるよう、受け皿となるサービス提供事業所の参

入を働きかけ、サービス提供基盤の確保に努めます。また、町内での対応が困難

な場合には、町外のサービス提供事業所と調整を図り、サービス提供に努めます。 

〇児童福祉に関わる機関との連携を図り、必要なサービスが利用できる体制づくり

を推進します。 

〇子どもの発達の状況に合わせて保護者が事業所を選択できるよう、事業所情報の

提供を行います。 

〇新たに創設されたサービス「居宅訪問型児童発達支援」については、児童発達支

援を実施している事業所等に開設を働きかけ、必要なサービス量の確保に努めま

す。 
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２ 障害児相談支援等 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する子どもに､支給決定または支給決

定の変更前に障害児支援利用計画案を作成するとともに､一

定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行

います。 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置 

県で行う医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整する

コーディネーターの養成研修を受講したコーディネーター

を随時配置し、医療的ケア児への支援を行います。 

 

【見込量】 

サービス名 単位 
平成 30 年度 

（2018） 

平成 31 年度 

（2019） 

平成 32 年度 

（2020） 

障害児相談支援 利用人数（人／月） 23 27 29 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置 

配置人数（人／年） 1 1 1 

 

【見込量確保のための方策】 

○障がいのある子どもの心身の状況や生活環境などを考慮し、障がいのある子ども

またはその保護者のサービス利用の意向が反映されるよう、相談支援事業所等と

の連携により、相談支援の充実に努めます。 

〇障害児相談支援のニーズが高まっていることから、医療的ケアを必要とする障が

い児等への支援とともに、相談支援事業所の充実に向けた検討を進めます。 
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３ 子ども・子育て支援等の定量的な目標の設定 

 

子ども・子育て支援等の利用を希望する障がいのある子どもが希望に沿った利用

ができるよう、障がいのある子どもの子ども・子育て支援等の利用ニーズをふまえ、

受け入れ体制として以下を目標とします。 

 

【定量的な目標設定】 

種類 
平成 28 年度

末実績（人） 

定量的な目標（見込）（人） 

平成 30 年度 

（2018） 

平成 31 年度 

（2019） 

平成 32 年度 

（2020） 

保育所 0 2 2 2 

幼稚園 6 4 4 4 

放課後児童健全育成事業 4 8 9 10 

地域型保育事業 － － － － 
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第７章 施策の推進体制 
 

１ 関係機関等との連携 

 

障がいのある人の施策は、その分野が多岐にわたり、母子保健法、児童福祉法、学

校教育法、障害者総合支援法、バリアフリー法、障害者の雇用の促進等に関する法律

等、各分野の個別法・要綱等に基づき実施されています。そのため、各分野を所管す

る庁内関係各部との連携を図ります。 

また、障がいのある人に関わる施策については、国や県の制度に関わる分野も多い

ことから、国や県の各機関と連携を図り、計画を推進します。 
 

２ 住民参加の促進 

 

障がい者団体や社会福祉協議会、医師会、ボランティア団体等の各種団体や民間企

業、地域住民の協力のもと障がい者福祉を推進するとともに、各種団体・民間企業・

地域等との連携を図り、計画を推進します。 
 

３ 計画の進行管理 

 

本計画に盛り込んだ事項について、

定期的に調査、分析及び評価を行い、

必要に応じて計画を更新すること、そ

の必要な措置を講じることが必要と

なります。 

そのため、ＰＤＣＡサイクルを導入

し、成果目標・活動目標について、年

に１回実績を把握するとともに、中間

評価の際には関係各課や関係機関等

において意見の把握に努め、その結果

に基づき必要があれば計画を見直し

ます。 

制度改革や国の障がい者施策の動

向等をふまえ、状況の変化によっては

計画内容の見直しを行う等、弾力的な

運用を行うよう努めます。 

Plan

計画策定

Do

推進

Check

評価

Act

見直し



 

70 

資 料 編 
 

１ 計画策定経過 

 

日 時 内 容 

平成 29 年８月 アンケート調査の実施 

平成 29 年 10 月 12 日（木） 

第１回つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画策定委員会 

◆計画の概要について 

◆アンケート調査結果について 

平成 29 年 10 月 27 日（金） 関係団体等懇談会の実施 

平成 30 年１月 11 日（木） 

第２回つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画策定委員会 

◆つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・障

がい児福祉計画（素案）について 

◆今後の日程について 

平成 30 年２月 14 日（水） 

第３回つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画策定委員会 

◆つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・障

がい児福祉計画（案）について 

◆パブリックコメントと今後の日程について 

平成 30 年２月 19 日（月）から 

平成 30 年３月２日（金）まで 
パブリックコメントの実施 
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２ つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）、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）及び改正する児童福祉法

（昭和22年法律第164号、平成28年６月３日法律第65号による改正）に基づく、

障がい者（児）のための施策に関する基本的な計画及び障害福祉サービス、障害児

通所支援、相談支援並びに地域生活支援事業等に関する計画（以下「計画」という。）

を策定するため、つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。 

（１） 計画の策定及び見直しに関すること。 

（２） その他計画の策定及び見直しに関して必要な事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員12人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。 

（１） 障がい者団体の代表者 

（２） 福祉、医療関係者 

（３） 学識経験者 

（４） 行政関係者 

（５） その他町長が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員を統括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（委員会） 

第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。 

（関係者の出席） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求

め、意見を聞くことができる。 

（庶務） 
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第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成23年11月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月19日告示第25号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年９月８日告示第57号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

 

  



 

73 

３ つるぎ町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定委員名簿 

 

 氏 名 役 職 備 考 

障
が
い
者
団
体 

井上 和宏 つるぎ町身体障害者連合会 会長  

坂田 伊津子 つるぎ町手をつなぐ育成会 会長  

瀧原 美香 美馬・つるぎ心身障害児（者）父母の会 会長  

篠原 芳江 特定非営利活動法人 すだち苑 所長  

福
祉
・
医
療
関
係
者 

美原 茂昭 つるぎ町社会福祉協議会 副会長 委員長 

須藤 泰史 つるぎ町立半田病院 院長  

三ッ川 恵美子 美馬保健所 健康増進担当 係長  

学
識
経
験
者 

沖田 美代子 つるぎ町民生・児童委員協議会 会長 副委員長 

西村 勉 美馬公共職業安定所 所長  

行
政
関
係
者 

小野 誠治 つるぎ町議会文教厚生常任委員会 委員長  

大垣 浩志 つるぎ町副町長  

横野 健史 つるぎ町教育委員会教育長  

順不同敬称略 
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４ 用語解説 

【あ行】 

インクルーシブ教育 一人ひとりに応じた指導や支援に加え、障がいのある人と障がいのない

人が可能な限り共に学ぶ仕組みを取り入れた教育。 

ＡＤＨＤ ＡＤＨＤとは Attention‐Deficit Hyperactivity Disorder の略で、注

意欠陥・多動性障がい。注意力を維持しにくい、時間感覚がずれている、

様々な情報をまとめることが苦手などの症状を特徴とする発達障がい

のひとつ。 

ＬＤ ＬＤとは Learning Disorders の略で、学習障がい。文部科学省の定義

では、「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読

む、書く、計算するまたは推論する能力のうち特定のものの習得と使用

に著しい困難を示す様々な状態」とされる。 

【か行】 

共生型サービス 高齢者、障がいのある人等の多様な利用者に対して、同一の事業所で一

体的に提供するサービスのこと。 

高機能自閉症 他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が

狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障がいである自閉

症のうち、知的発達の遅れを伴わないもの。 

【さ行】 

ジョブコーチ 障がいのある人が一般の職場で働くことを実現するため、障がいのある

人ができることとできないことを事業所に伝達するなど、障がいのある

人と企業の双方を支援する就労支援の専門職のこと。 

【た行】 

地域生活支援拠点 障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域におけ

る障がいのある人の生活を支援するために相談、体験の機会、緊急時の

対応等の必要な機能を備えた拠点。 

地域包括ケアシステム 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の

特性に応じて構築する包括的な支援・サービス提供体制のこと。 

統合保育 子どもを取り巻くすべての環境の中で、障がいのあるなしにかかわら

ず、共に生活し、時間と空間を共有し、相互に影響しながら共に歩んで

いく保育のこと。 

【な行】 

ノーマライゼーション 障がいのあるなしにかかわらず、社会生活を共にするのが正常なことで

あり、本来の望ましい姿であるとする考え方、またそれに向けた運動や

施策など。 
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