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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 
（１）計画策定の趣旨 

勝央町では、必要な福祉サービスを総合的かつ計画的に提供することを目的に、平成24年度に「第

２期勝央町障害者計画」、平成26年度に「第４期勝央町障害福祉計画」の策定を行い、障がいのある

人に対する保健・医療・福祉をはじめ、雇用・就労、まちづくりなど、様々な分野における施策を総合

的・計画的に進めるとともに、障がい福祉サービスの推進に努めてきました。 

一方で、平成29年には社会福祉法が改正され、福祉分野における目標として、制度や分野における

縦割りや「支え手」「受け手」の関係を超えて、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、

生きがいを共に創り、高め合うことができる『地域共生社会の実現』が掲げられました。そのほか、平成

28年６月には、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。）及び児童福祉法の一部改正が行われるなど、引き続き障がいのある人に関する法律

や制度はその充実が図られています。 

本計画は、「第５期勝央町障害福祉計画」及び「第１期勝央町障害児福祉計画」が計画期間を終了す

ることを受け、新たな制度や社会の動向、障がいのある人のニーズ等を踏まえながらこれまでの施策

や事業を見直すとともに、障がい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及び児

童福祉法の一部を改正する法律（以下「障害者総合支援法等一部改正法」という。）等に基づき、「勝

央町障害福祉計画（第６期）」と「勝央町障害児福祉計画（第２期）」を一体のものとして、「第３期勝央

町障害者基本計画」と調和のとれた計画として策定するものです。 

 

 

 

※障害の表記について 

この計画書の中で、「障害」と「障がい」の２通りの表現を用いておりますが、障害

者の「害」という漢字には、否定的な意味もあり不快に感じることがあると考え、法的

に定められている（法律名、固有名称など）以外は、「障がい」と表記しています。 
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（２）計画の位置づけ  
① 法的な位置づけ 

本計画は、障害者基本法第11条第３項に規定される「市町村障害者計画」、障害者総合支援

法第88条に規定される「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20に規定される「市

町村障害児福祉計画」を一体的に定めたものです。本計画は、本町における障がい福祉サービ

スや児童福祉法に基づくサービスの見込み量、ならびに見込量確保のための施策を定めます。 

 

② 他の計画との関係 

「勝央町障害者基本計画（第３期）」は、「第４次勝央町振興計画」と整合を図りつつ、障がい者

施策を推進するための基本理念や基本的な方向を定めることにより、本町における障がい者施

策を総合的かつ計画的に推進するための指針となるものです。 

「勝央町障害福祉計画（第６期）」及び「勝央町障害児福祉計画（第２期）」は、障がい者施策を

推進するための基本理念や基本的な方向を定める「勝央町障害者基本計画（第３期）」に基づく

具体的な実施計画と位置づけられ、「第４次勝央町振興計画」をはじめとする他の計画とも整合

を図りながら、障がい福祉に関する施策を定めるものです。 

 

【他の計画との関係】  
○ 子ども・子育て支援事業計画 
○ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
○ 障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 
○ 第２次いきいき金太郎健康の郷づくり計画 

分
野
別
計
画 

第５次勝央町振興計画 
（
国
）
障
害
者
基
本
計
画 

（
県
）
岡
山
県
障
害
福
祉
計
画 

等 

連携・整合 
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（３）計画の期間 
「勝央町障害福祉計画（第６期）」及び「勝央町障害児福祉計画（第２期）」に係る福祉施策は、

それぞれ障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、令和３年度より運用して

いきます。 

また、計画の期間は、「勝央町障害者基本計画（第３期）」については、平成３０年度から令和５

年度までの６か年、「勝央町障害福祉計画（第６期）」及び「勝央町障害児福祉計画（第２期）」は、

令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

なお、これらの計画は、将来における法制度の改正や社会経済の変動等に柔軟に対応するた

め、必要に応じて変更又は見直しを行うものとします。 

 

【各計画の期間】  平成30年 
（2018年）

令和元年 
（2019年）

令和２年 
（2020年）

令和３年
（2021年）

令和４年
（2022年）

令和５年
（2023年）

令和６年
（2024年）

令和７年
（2025年）

令和８年
（2026年）

勝央町 
障害者基本計画          
勝央町 

障害福祉計画          
勝央町 

障害児福祉計画          
 

 

（４）計画の対象者 
「勝央町障害者基本計画（第３期）」の対象者である“障がい者”とは、障害者基本法第２条

に規定する「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とします。 

また、「勝央町障害福祉計画（第６期）」及び「勝央町障害児福祉計画（第２期）」の対象者であ

る“障害者”及び“障害児”とは、障害者総合支援法の規定によるものとします。ただし、具体

的事業の対象となる障がいのある人の範囲は、個別の法令等の規定によりそれぞれ限定されま

す。 

 

   

第3期 次期計画 

第5期 第6期 

第2期 第1期 

次期計画 

次期計画 
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（５）計画策定の方法 
本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、町民

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調査の実施 

障がいのある人のニーズや生活状況等を把握するため、町内に在住の障害者手帳所持者

を対象にアンケート調査を行いました。 

 

【調査概要】 
調査対象 令和２年６月１日現在、勝央町に住んでいる障害者手帳所持者 150人 

調査期間 令和２年６月25日～令和２年７月10日まで 

調査結果 回収数71件、回収率47.3％  
② 策定委員会の開催 

社会全体で障がい福祉に対する取組を行っていくため、行政機関内部だけでなく、医療・障

がい福祉に関する団体、関係機関の代表者、学識経験者等で構成された「勝央町保健福祉推

進委員会」を開催し、計画策定の協議・検討等を行いました。 

 

③ パブリックコメントの実施 

地域住民の参加は今後ますます重要となっていくことから、広く町民の意見を聴取し、計画

に反映するよう、パブリックコメントを実施しました。 
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第２章 障がいのある人をめぐる現状 

１．障がいのある人を取り巻く制度の動向 
（１）障害者基本法の改正（平成23年７月） 

障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるという

理念にのっとり、全ての人が相互に人格と個性を尊重する「共生社会」を実現することを目的に、障

害者基本法が改正され、平成23年８月から施行されました。 

また、“障害者”の定義が、身体障害、知的障害、精神障害の３障害に加え、発達障害やその他の

心身の機能の障害へ拡大されるとともに、日常生活または社会生活において障害者が受ける制限

（社会的な障壁）を取り除くための配慮を求めています。 
 

（２）障害者総合支援法の改正（平成25年４月） 
障害者自立支援法から障害者総合支援法へ名称が変更され、新たに難病の患者が支援の対象に

加えられました。地域社会における共生の実現に向けて、基本的人権を享有する個人として尊厳を

もって日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、地域生活支援

事業その他の支援を総合的に行い、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることが規定されていま

す。 

さらに、障害者総合支援法の附則で規定された施行後３年（平成28年４月）を目途とする見直しに

より、障がい福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする、障害者総合支援法等一部

改正法案が平成28年５月に成立しています。 
 

（３）発達障害者支援法の改正（平成28年５月） 
発達障害者支援法の施行から約10年が経過し、時代の変化に対応したよりきめ細かな支援の必

要性から、発達障害者支援法の一部を改正する法律が平成28年５月に成立し、同年８月１日から施

行されました。 

今般の法改正では、発達障がいのある人への支援のより一層の充実を図るため、目的規定及び

の定義の見直し、基本理念の新設、国及び地方公共団体の責務の規定、国民に対する普及及び啓

発等のほか、発達障がいのある人への支援のための施策について、発達障がいのある人の教育、就

労、地域における生活等に関する支援、権利利益の擁護、司法手続における配慮、発達障がいのあ

る人の家族等の支援を強化することが規定されています。 
 

（４）障害者虐待防止法の施行（平成24年10月） 
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「障害者虐待防止法」と

いう。）が平成23年６月に成立し、平成24年10月１日から施行されました。この法律において虐待と

は、養護者によるもの、障がい者福祉施設従事者などによるもの、使用者によるものがあり、その類

型としては、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、経済的虐待、ネグレクト（放置・怠慢）の行為全て

を指します。 

また、市町村において虐待の早期発見と防止策を講じる責務を明記するとともに、発見者には市

町村への通報義務が課せられています。  
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（５）障害者雇用促進法の改正 
障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）が平成25年６月に改正され、平成28

年４月１日から（一部は、平成25年６月又は平成30年４月から）施行されました。この改正により、新

たに次の事項が定められています。 

○障がいのある人の範囲の明確化〔平成25年６月19日施行〕 

○障がいのある人に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務〔平成28年４月１日施行〕 

○法定雇用率の算定基礎の見直し〔平成30年４月１日施行〕 

 

（６）障害者差別解消法の施行 
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）が平成25

年６月成立し、平成28年４月１日から施行されました。この法律においては、障害者基本法に定めた

差別の禁止と合理的な配慮の規定を具体化するため、国・地方自治体などにおける障がいを理由と

する差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の不提供の禁止、差別解消に向けた取組に関する要領を

定めることなどが規定されています。 

 

（７）社会福祉法の改正 
平成29年には社会福祉法が改正され、「我が事・丸ごと」地域共生社会本部において「地域共生

社会」の実現が今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけられました。障害福祉計画を含めた

すべての福祉計画の中で地域共生社会実現に向けた取組を進めていく必要があります。   



8 

２．総人口・世帯数の動向 
本町の総人口は、令和２年４月１日現在11,109人で、おおむね減少傾向で推移しています。また、人口

構成をみると、0～14歳、及び65歳以上の人口は微増傾向にあります。 

世帯数については、増加傾向にあり、令和２年４月１日現在4,591世帯となっています。平均世帯人員

をみると、令和２年には2.42人へと減少しており、核家族化の進行がみられます。 

 

【人口の推移】 
 

資料：住民基本台帳人口（各年４月１日現在）  
【人口構成比の推移】 

 
資料：住民基本台帳人口（各年４月１日現在） 

【世帯数と平均世帯人員の推移】 
 

資料：住民基本台帳人口（各年４月１日現在）  

1,843 1,859 1,832 1,868 1,867 1,895 1,881 1,925

6,454 6,318 6,215 6,142 6,058 5,916 5,814 5,787

3,102 3,179 3,235 3,262 3,312 3,341 3,385 3,397

11,399 11,356 11,282 11,272 11,237 11,152 11,080 11,109
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３．障がいのある人の状況 
（１）障がい者手帳所持者 

本町における障がい者手帳の交付状況（身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の所

持者、重複含む。）をみると、令和２年４月１日現在、身体障害者手帳所持者が439人、療育手帳所

持者が112人、精神障害者保健福祉手帳所持者が39人となっており、身体障害者手帳所持者の割

合が全体の７割以上を占めています。 

平成28年からの推移をみると、身体障害者手帳所持者は減少、療育手帳、精神障害者保健福祉

手帳の所持者はいずれも増加傾向で推移しています。 

 

【障害者手帳所持者数の推移】  平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 
身体障害者手帳所持者 485 458 447 431 439 

療育手帳所持者 84 90 93 101 112 

精神障害者保健福祉手帳所持者 32 31 32 32 39 

合計 601 579 572 564 590 

資料：町役場調べ（各年４月１日現在） 
 

障がい者手帳所持者の年齢構成をみると、身体障害者手帳の場合、令和２年で20歳未満の障が

いのある子どもが８人、圧倒的多数を20歳以上が占めています。特に、60歳以上の高齢者が90％

までを占め、ほぼこの水準で推移しています。 

療育手帳所持者では、令和２年で20歳未満の障がいのある子どもが30人と全体の26.8％を占

め、身体障害者手帳よりも構成比が高く、また、20歳～59歳までが67人（構成比：59.8％）、60歳

以上が15人（構成比：13.4％）という状況です。 

両方合わせてみても、20歳未満の子どもの障がい者は増加傾向にあります。 

 

【年齢区分別の身体障害者手帳・療育手帳所持者数の推移】  
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 増加割合 

（平成28～令和２年）

身体障害者手帳所持者 
20歳未満 6 5 5 5 8 133.3% 

20～59歳 68 70 73 74 61 89.7% 

60歳以上 411 383 369 358 370 90.0% 

合計 485 458 447 437 439 90.5% 

療育手帳所持者 

20歳未満 17 19 21 23 30 176.5% 

20～59歳 59 58 57 66 67 113.6% 

60歳以上 8 13 15 15 15 187.5% 

合計 84 90 93 101 112 133.3% 

資料：町役場調べ（各年４月１日現在）   
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① 身体障害者手帳の交付状況 

身体障害者手帳所持者数は、439人となっています。等級別の推移では、各年ともに「１級」と

「４級」の占める人数が多くなっています。 

なお、令和２年４月１日現在の等級別割合をみると、「１級」の割合が27.6％と最も高く、「１級」と

「２級」を合わせた重度者が41.7％となっています。 

 

【身体障害者手帳所持者数の推移（等級別）】  
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 増加割合 

（平成28～令和２年）

１級 144 136 131 123 121 84.0% 

２級 65 56 58 60 62 95.4% 

３級 78 76 75 72 72 92.3% 

４級 125 120 114 113 113 90.4% 

５級 39 36 35 33 34 87.2% 

６級 34 34 34 36 37 108.8% 

合計 485 458 447 437 439 90.5% 

資料：町役場調べ（各年４月１日現在） 
② 療育手帳の交付状況 

療育手帳所持者数は、増加傾向で推移しており、令和２年は、平成28年に比べ28人増加の

112人となっています。 

障がい程度別の推移では、中度・軽度者（B）の割合が増加傾向で推移しています。 

また、令和２年４月１日現在の障がい程度別割合をみると、重度者（A）は、25％となっています。 

 

【療育手帳所持者の推移（障がい程度別）】  
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 増加割合 

（平成28～令和２年）

Ａ 
（最重度・重度） 23 25 27 28 28 121.7% 

Ｂ 
（中度・軽度） 61 65 66 73 84 137.7% 

合計 84 90 93 101 112 133.3% 

資料：町役場調べ（各年４月１日現在） 
③ 精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、増加傾向で推移しており、令和２年は、平成28年に比

べ７人増加の39人となっています。 

また、令和２年４月１日現在の等級別割合をみると、２級が76.9％と高くなっています。 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別）】  
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 増加割合 

（平成28～令和２年）

１級 3 2 3 3 4 133.3% 

２級 24 25 24 27 30 125.0% 

３級 5 4 5 5 8 100.0% 

合計 32 31 32 35 42 121.9% 

資料：町役場調べ（各年４月１日現在）   
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（２）障害支援区分 
障がい福祉サービスを利用するためには、「障害支援区分」の認定を受けることが必要となる場合

があります。 

障害支援区分の認定者数は、年々増加傾向となっています。 

 

【障害支援区分認定者数の推移】  
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 増加割合 

（平成28～令和２年）

区分1 1 1 1 1 1 100.0% 

区分2 5 8 8 12 12 240.0% 

区分3 16 14 16 15 16 100.0% 

区分4 9 11 12 12 13 144.4% 

区分5 12 12 11 11 11 91.7% 

区分6 9 11 12 14 15 166.7% 

合計 52 57 60 65 68 130.8% 

資料：町役場調べ（各年４月１日現在）  
（３）発達障がい 

発達障がいとは、自閉症スペクトラム（ＡＤＳ）、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、

学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）等、多岐にわたっています。通常は低年齢におい

て発現するとされており、幼少期から一貫した支援を受けられることや、保護者に対する支援を充実

させることが重要です。 

発達障がいのある人は、発達障害者支援法をはじめ、障害者の雇用促進に関する法律、障害者

基本法、障害者総合支援法などにおいて支援の対象として位置づけられています。 

 

【主な発達障がい】 

発達障がいのある人については、統計がないため町内の対象者を把握することができませんが、

発達障がいのある人の中には、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得しており、知的障がい

や精神障がいに含まれている人もいます。  
○自閉症スペクトラム（ＡＤＳ） 

３歳頃までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心は狭く特定のも

のにこだわりがあるなどの特徴がある。 

○高機能広汎性発達障がい（高機能ＰＤＤ：アスペルガー障がい・高機能自閉症） 

自閉症と同じ幼児期兆候を持つが、知的障がいを伴わないもの。アスペルガー障がいでは、言語や認知に

遅れがないが、対人関係や社会性の能力に欠けることが多いとされる。 

○学習障がい（ＬＤ） 

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算など特定のものの習得と使用に著しい困

難をきたす様々な状態を示すとされる。 

○注意欠陥／多動性障がい（ＡＤ／ＨＤ） 

年齢や発達に不釣り合いな注意力、衝動性、多動性を特徴とする行動障がいで、社会的な活動や学業の

機能に支障をきたすものとされる。 
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（４）就学等の状況 
本町のここ４年間の特別支援学級の児童生徒数と学級数の推移は以下のとおりであり、令和２年

度の小学校の支援学級児童数は47人、中学校の支援学級生徒数は27人と年々増加しています。

学級数については小学校では７クラス、中学校では５クラスとなっています。 

また、特別支援学校高等部の在籍者数は、減少傾向で推移しています。 

 

【特別支援学級の学級数と児童生徒数の推移】  
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 増加割合 

（平成28～令和２年） 
小学校全校児童数 641 657 650 661 657 102.5% 

小学校支援学級児童数 38 43 43 46 47 123.7% 

小学校支援学級数 7 7 7 7 7 100.0% 

中学校児童数 290 297 302 302 318 109.7% 

中学校支援学級生徒数 9 12 20 12 27 300.0% 

中学校支援学級数 2 2 3 3 5 250.0% 

支援学級児童・生徒数計 47 55 63 58 74 157.4% 

資料：町教育委員会調べ（各年５月１日現在）  
【特別支援学校高等部在籍者数の推移（勝央町在籍者のみ）】  平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 

１年生 2 3 2 0 0 

２年生 3 2 3 2 0 

３年生 2 3 2 3 2 

合計 7 8 7 5 2 

資料：町教育委員会調べ（各年５月１日現在）  
（５）難病患者 

難病対策要綱によると、難病とは、①原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそ

れが少なくない疾病、②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を

要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病と定められています。これまで、

身体障害者手帳の取得が難しいケースが多く、必要な支援が受けられない制度の谷間にあった難病

患者も、平成25年４月から障害者総合支援法により、障がい福祉サービス、相談支援等の対象とな

りました。 

その後、平成26年５月に難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「難病法」という。）が成

立し、平成27年１月１日から施行されました。難病のうち、国が定めた基準に該当する333疾病（令

和元年現在）が指定難病とされ、指定難病に掛かる医療費の助成が行われています。 

また、平成26年５月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成27年１月１日より

児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療支援制度が施行されました。この制度は、慢性疾患に掛

かっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、その治療方

法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うものです。令和元年7月より対象

が拡大され、762疾病が小児慢性特定疾病となっています。 
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（６）高次脳機能障がい 
高次脳機能障がいとは、交通事故や頭部のけが、脳卒中などで脳が部分的に損傷を受けたため、

言語や記憶などの機能に障がいが起きた状態をいいます。 

高次脳機能障がいは障がいの表れ方が複雑・多様なため、その支援に関するニーズも複雑かつ

多様であり、地域の関係する機関が連携して支援する体制の整備が求められています。 

 

 

  



14 

４．アンケート調査等からみえる課題 
（１）差別や偏見について 

「よく感じる」「ときどき感じる」を合計して、35.2％の人が日常生活において差別や偏見、疎外感

を感じています。また、障がいのある人への理解を深めるために必要なこととして、「学校における福

祉教育の充実」「障がいのある人の積極的な社会への進出」と回答している割合が高くなっており、

障がい者差別の解消に向けて取組を進める必要があります。 

 

【日常生活において、差別や偏見、疎外感を感じるときがありますか。】 

【あなたは、障がいのある人への町民の理解を深めるためには、何が必要だと考えますか。】 

   

21.1 

21.1 

11.3 

32.4 

9.9 

32.4 

21.1 

12.7 

5.6 

14.1 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40%

障がいや障がい者問題に

関する広報・啓発の充実

障がいへの理解を深めるために活動する

団体やボランティア活動への支援

福祉施設の地域への開放や、

地域住民との交流の促進

学校における福祉教育の充実

障がいに関する講演会や学習会の開催

障がいのある人の積極的な社会への進出

障がいのある人の地域のまちづくりへの参加

わからない

その他

特にない

無回答

(MA) N=71

よく感

じる

11.3%

ときどき

感じる

23.9%

ほとんど感じたこ

とはない

36.6%

まったく感じ

たことはない

26.8%

無回答

1.4%

(SA) N=71
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（２）地域活動への参加について 
障がいのある人の様々な活動への参加状況をみると、「スポーツ」「趣味などの文化・芸術活動」

「ボランティア活動」「障がい者団体の活動」「講座や講演会などへの参加」「インターネット上での交流」

へ参加している割合が低くなっています。これらの項目について、今後の参加意向をみると、「スポー

ツ」「趣味などの文化・芸術活動」「障がい者団体の活動」について今後参加したいと回答している割

合が高くなっており、こうした活動へ障がい者が参加しやすいよう環境を整える必要があります。 

 

【最近１カ月以内の参加状況】 

 
【今後の参加意向】  
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（日常の買い物を含む）

⑤ボランティア活動

⑥障がい者団体の活動

⑦講座や講演会

などへの参加

⑧地域の行事や祭り、

学校・職場の行事

⑨インターネット

上での交流

⑩家族・友人・

知人との交流

⑪その他

N=71 参加している 参加していない 無回答
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35.2

54.9

69.0

21.1

28.2

16.9

54.9

18.3

70.4

1.4

45.1

39.4

18.3

8.5

56.3

47.9

59.2

19.7

57.7

8.5

4.2

26.8

25.4

26.8

22.5

22.5

23.9

23.9

25.4

23.9

21.1

94.4

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

①スポーツ

②趣味などの

文化・芸術活動

③旅行

④買い物

（日常の買い物を含む）

⑤ボランティア活動

⑥障がい者団体の活動

⑦講座や講演会などへの参加

⑧地域の行事や祭り、

学校・職場の行事

⑨インターネット上での交流

⑩家族・友人・知人との交流

⑪その他

N=71 はい いいえ 無回答
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（３）相談支援について 
障がいのある人が地域で自立した生活を送るために必要な支援として、緊急時の対応・支援や生

活費の負担軽減のほか、相談対応等の充実などが求められています。また、現在の相談体制につい

ての不満として、「気軽に相談できる場がないので不満」と回答した割合が高くなっており、どんなこと

でも、相談したいときに相談できる体制づくりが求められています。 

 

【地域で自立した生活を送るために、どのような支援があればよいと思いますか。】 

  
【現在の困った時の相談体制について、あなたはどのように感じていますか。】 

   

29.6 

36.6 

42.3 

23.9 

47.9 

49.3 

35.2 

53.5 

22.5 

32.4 

5.6 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

在宅で医療ケアなどが適切に受けられること

障がいのある人が住みやすい住居が確保されること

必要な在宅サービスが適切に利用できること

生活訓練、職業訓練等の充実

相談対応等の充実

生活費の負担軽減

地域住民の障がいに対する理解

緊急時の対応・支援

障害者同士のサークルやクラブ活動

障害者を支援する団体

その他

無回答

(MA) N=71

35.2 

8.5 

25.4 

8.5 

28.2 

5.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

満足している

近所に相談の場がないので不満

気軽に相談できる場がないので不満

夜間・休日に相談できる場がないので不満

わからない

無回答

(MA) N=71
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 
障害者基本法では、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としていま

す。 

町ではこれまでも、障がいのあるなしにかかわらず、誰もがお互いにそれぞれの個性を尊重し、一人ひ

とりが主体的に社会で活躍できるまちづくりを目指し、様々な障がい者施策の充実に取り組んできました。 

本計画においても障害者基本法の目的を踏まえ、リハビリテーション及びノーマライゼーションの理念

のもと、「地域で支え合い 安心して住めるまちづくり」を基本理念して掲げ、障がいのあるなしによって分

け隔てられることなく、誰もが人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」の実現を目指します。 

 

【基本理念】 
 

 

 

２．計画の基本目標 
本計画の基本理念を実現するために、次の５つの基本目標を定め、計画を推進します。 

   

地域で支え合い 安心して住めるまちづくり 
基本目標１：共に支え合う地域づくりの推進 
基本目標２：自立した生活が送れる支援体制づくり 
基本目標３：健康づくりと社会参加の促進 
基本目標４：一人ひとりの健全な発達を支援する仕組みづくり 
基本目標５：誰もが安全で安心して暮らせる地域づくり 
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基本目標１  共に支え合う地域づくりの推進 
障がいを理由とした差別や偏見、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。し

かし、依然として誤解や偏見による差別、社会的な障壁の存在が、障がいのある人の地域での自立

生活をさまたげていることもあります。 

障がいのあるなしにかかわらず、町民がともに理解し、地域の中で生き生きと暮らすことができる

地域共生社会の実現に向けて、障がいのある人への理解のための活動や福祉教育を、なお一層充

実します。また、交流・ふれあいの機会を充実させ、地域で障がいのある人を支えるボランティアやＮ

ＰＯ、障がい者団体、地域自立支援協議会の活動の活性化を図ります。 

 

基本目標２  自立した生活が送れる支援体制づくり 
障がいの状況や、家庭環境、生活様式などが多様化・複雑化し、障がいのある全ての人が住み慣

れた地域で安心して自立した生活を送るためには、総合的なサービスの充実を図るとともに、一人ひ

とりの状況に応じた支援を行える体制整備を進める必要があります。 

障がいのある人が自らサービスを選択し、自分に合ったより良いサービスを受けることができるよ

うに、情報提供・相談支援の充実を図るとともに、サービス供給の担い手の拡大や内容の充実を図る

など、利用者が求めるサービスを選択できるよう、必要な福祉サービスの質と量の充実に努めます。 

また、障がいのある人が地域で自立した生活を送る上で、働く意欲のある人が就労し、働き続ける

ことは、自己実現を図る上でも、極めて大きな意義があります。就労に関する相談窓口、職場開拓、

職業訓練、就労定着支援を強化するため、関連機関とのネットワークの充実を図り、総合的な就労支

援体制の構築を推進します。 

さらに、自立した生活を支援するための施策を推進します。 

 

基本目標３  健康づくりと社会参加の促進 
年齢、障がい・疾病の有無やその程度などにかかわらず、生き生きとした生活が継続できるように

するためには、身近な地域で町民一人ひとりの健康づくりを進めることが重要です。 

このため、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など、それぞれのライフステージに応じて、必要な医

療を必要なときに利用できるよう、保健・福祉・医療等の連携による、切れ目のない継続的なサービ

ス提供体制の整備を推進します。 

また、スポーツ、レクリエーション、文化活動等の自己表現活動や社会参加活動などの生活の質の

向上と生きがいづくりの活動に、いつでも誰でも参加できるよう、必要な支援の実施と環境の整備を

推進します。 
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基本目標４  一人ひとりの健全な発達を支援する仕組みづくり 
障がいのある子どもたちが、持てる能力を十分に発揮し、自立を目指すため、障がいの原因となる

疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推進を図ります。 

また、障がいのある子どもたちの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活ができるよう、

通所支援等の提供、就学支援を含めた教育支援体制の整備など、障がいのある子どもの療育体制

の強化やその保護者を支援する体制の強化を図ります。 

 

基本目標５  誰もが安全で安心して暮らせる地域づくり 
誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加していくため、道路、建物等のバリアフリー

化を推進するとともに、外出支援の充実を図り、障がいのある人が、安心して、積極的に外出しやす

い環境づくりに努めます。 

また、障がいのある人の安全確保のため、緊急時や災害に備えた体制の点検・整備と防犯対策の

充実に努めます。   
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第１章 施策の体系 

「勝央町障害者基本計画（第３期）」の施策体系は以下のとおりです。 

 

【施策体系】  
基本理念 

 

基本目標 

 

施策    
地
域
で
支
え
合
い 
安
心
し
て
住
め
る
ま
ち
づ
く
り 基本目標１ 

共に支え合う地域づくりの推進 

（１）相互理解と交流の促進 
（２）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待

防止 
（３）福祉教育の推進 
（４）地域の人材の活用と養成 
（５）ボランティア団体等の育成 

基本目標２ 

自立した生活が送れる支援体制

づくり 

（１）情報提供・相談体制の充実 
（２）障害福祉サービスの充実 
（３）就労支援と就労の場の拡充 
（４）自立生活を支援するための施策推進 
（５）重層的支援体制整備の推進 
（６）障害福祉人材の育成・定着支援 

基本目標３ 

健康づくりと社会参加の促進 

（１）健康を支える保健・医療サービスの充実 
（２）医療的ケアが必要な児童への支援の充実 
（３）依存症等への対策の推進 
（４）生涯学習、文化活動等の充実 
（５）スポーツ・レクリエーション活動の充実 

基本目標４ 

一人ひとりの健全な発達を支援

する仕組みづくり 

（１）早期発見・早期療育体制の充実 
（２）誰でも受けやすい教育環境の充実 

基本目標５ 

誰もが安全で安心して暮らせる

地域づくり 

（１）福祉のまちづくりの推進 
（２）防災・防犯体制の充実 
（３）感染症等の予防対策の推進  
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第２章 施策の展開 

基本目標１．共に支え合う地域づくりの推進 
（１）相互理解と交流の促進 

■現 状■ 

障害者基本法の第４条では、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他

の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と規定されています。また、発達障害者支援法で

は、国民の責務として、発達障がいのある人の福祉に対する理解などを規定するとともに、「国及

び地方公共団体は、発達障害に関する国民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動

を行うものとする。」と定めています。 

障がいのあるなしにかかわらず、誰もが自分らしく生きることができる「共生のまち」を目指すに

は、町民や事業者が、障がいのある人とその障がい特性についての正しい理解を持ち、障がいの

ある人に対する「心の壁」を取り除くことが必要です。 

町では、障がいのある人や障がいに関する町民の理解促進を図るため、町の広報紙「広報しょう

おう」やホームページ等を活用し、障がい者福祉に関連する情報の周知を図っています。 

また、交流・自発的活動を推進するため、障がい者団体等が主催する交流事業に対し、場所の

提供、共催等の支援を行いました。 

毎年12月に広報紙、防災無線放送にて「障害者週間（12/3～12/9）」を周知し、障がい者への

関わり方の普及・啓発に努めてきました。 

 

■課 題■ 

全ての町民に障がいに関する情報が行き届いているとはいえない状況であるため、今後も広報

紙やホームページ等での情報の周知を継続していく必要があります。 

また、町民の交流活動を展開させるため、今後は、町内の社会福祉法人が主催するイベント等

についても情報提供を行うなど、交流事業に対し支援できるよう努めていく必要があります。 

さらに、全ての町民が互いに支え合い、ともに生きる社会を実現するために、地域福祉活動を推

進し、内部障がい、発達障がい、難病等、外見から障がいがわからない者に対して配慮・支援でき

るようにしなければなりません。 
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■施策の方向性■  

・ 障がいの有無・障がい種別にかかわらず、全ての町民が共生できる地域社会をつくるため、町
民に対し、障がいや障がいのある人への正しい理解をするための普及啓発・広報活動を一層

推進します。 

・ 障がいのある人とない人が交流する機会を創出するとともに、勝央町金時祭等のイベントを開
催するにあたり、事前に広報紙等で、聴覚障がいのある人に配慮する情報（介助者や手話通

訳者が必要であるか必要でないか等）を伝えていくよう努めます。また、障がい者団体や地域

住民団体、福祉サービス事業者などが主体となって実施する交流事業を積極的に支援してい

きます。 

・ 内部障がい、発達障がい、難病等、外見から障がいがわからない人に対して配慮と支援が得
られるよう、ヘルプマーク、ヘルプカードの交付を行います。 

 

①町民への情報提供の充実 

施策・事業名 事業の内容 

広報紙等による情報提供 
町の広報紙「広報しょうおう」や町社会福祉協議会の広報紙などを

活用し、障がいのある人の理解に関する情報の提供に努めます。 

精神保健福祉や難病等に関する

知識の普及 

健康づくり事業などを活用し、関係機関や関係施設と連携した心の

健康づくりを推進します。また、精神障がい、難病、発達障がい、高

次脳機能障がいなど、様々な障がいに関する知識の普及に努めま

す。 

アイサポート運動の推進 
県の推進するアイサポート運動に対する支援団体・支援企業を募り

ます。 

 

②交流・自発的活動の推進 

施策・事業名 事業の内容 

障がいのある人の参加促進 

各種地域交流事業への障がいのある人の参加を促進するため、介

助者や手話通訳者の配置など、障がいのある人への支援を充実し

ます。 

交流活動への支援 

既存の障がい者団体・障がい児を持つ親の会への参加・交流がで

きるよう、引き続き支援していきます。 

障がい者団体等が主催する交流事業に対し、場所や情報の提供、

相談、共催等の支援を図ります。 

意見交換会の開催 
障がい者団体や地域住民団体、福祉サービス事業者、町、教育関

係者、医療関係者等による意見交換会を開催します。 
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（２）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待防止 
■現 状■ 

平成24年10月から障害者虐待防止法が施行され、また、平成28年４月から全ての国民が障が

いを理由とする差別の解消を推進することを目的とした障害者差別解消法が施行されました。 

町では、障がいのある人が家庭や施設等で虐待などの人権侵害を受けることのないように、虐待

防止や虐待発生時の早期発見対応等、総合的な対策を行うとともに、障害者虐待防止法に基づき、

障がいのある人の虐待の通報窓口を設置しており、相談支援の強化に努めています。 

また、地域の見守り体制として、身体障がい者相談員・知的障がい者相談員、各地区の民生委

員・児童委員及び警察署と連携を強化して業務を行っています。 

 

■課 題■ 

施策の推進に努めているものの、現実には障がいのある人への様々な権利利益侵害等は問題

となっており、差別の解消、人権・権利擁護については、より一層施策を推進していく必要がありま

す。また、自分に関わる施策に対し意見を表明し、施策に反映させる機会があることは、地域で自

立した生活を営む点からも、施策を実施していく上でも不可欠な要素であり、障がいのある人の

声を様々な形で把握し、その意見を関係施策に反映していくための方策を検討することが必要で

す。 

平成24年10月に施行された障害者虐待防止法に基づき、虐待が障がい者の尊厳を害し、虐待

を防止することが、障害者の自立や社会参加にとって、きわめて重要であることから、今後も障害

者虐待防止法及び相談窓口の周知を図る必要があります。 

また、平成28年４月に施行された障害者差別解消法においては、「障害を理由とする差別」の禁

止と合理的配慮の提供について規定されており、今後も差別の解消に向けて取り組むことが必要

です。  
■施策の方向性■   

・ 障がいのある人が虐待や差別を受けることなく、権利を尊重されながら地域で安心して生活を
送ることができるよう、職員に対し研修会等を実施できる体制づくりに努めていくなど、虐待・

差別の防止を含む権利擁護のための施策の展開を図ります。 

・ 十分な自己決定や意思表示が困難な人に対しては、人権や財産を守り、権利の行使を支援す
る体制づくりが重要であるため、財産の保全管理や各種申請など、こうした障がいのある人が

地域で自立した生活を続けられるよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業などの利用を

推進します。 
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①権利擁護体制の確立 

施策・事業名 事業の内容 

虐待防止対策の推進 

障がいのある人が家庭や施設等で虐待などの人権侵害を受ける

ことのないように、虐待防止や虐待発生時の早期発見対応等、総

合的な対策を行うとともに、障害者虐待防止法に基づき、障がい

のある人への虐待の通報窓口設置や相談支援の強化に努めま

す。また、地域の見守り体制を強化し、虐待通報機能の強化等、

地域における防止対策を推進します。 

障がいのある人への差別の解消 

障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去については、障が

いのある人に関する理解を促進するため配慮のある様々な取組

が必要です。また、取組を通して心のバリアフリーの推進を図りま

す。 

日常生活自立支援事業・ 

成年後見制度利用支援 

障がいのある人が、地域で安心して自立した生活を送れるよう

に、権利擁護に関する相談等を行う障害者相談支援事業や町社

会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業、また成年

後見制度等の権利擁護に関する事業の利用促進を図ります。 

美作市権利擁護センターの活用 

美作市権利擁護センターと連携し、権利擁護に関する市民からの

相談をワンストップで受け止め、関係機関と連絡調整を行いなが

ら解決に努めます。 

正しい知識の普及・啓発 

障がい者を「お世話」等保護される対象として特別視してみられ

ている方が多く、「できないだろう」という先入観から、できる力や

自立していく力を奪っていきかねないため、障がいに対する正し

い知識の普及啓発に努めます。 

障がい特性の理解促進 

発達障がいや内部障がい等目に見えない障がいを持っている人

が生活しやすいように障がい特性を理解し、配慮できる人を一人

でも多く増やしていきます。 
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（３）福祉教育の推進 
■現 状■ 

障がいのある人が住み慣れた地域において豊かで自立した生活をし続け、自由に社会参加でき

るようにするためには、個々に対する福祉サービスの充実だけでなく、ノーマライゼーションの理念

からも障がいのある人も障がいのない人も、ともに学び、育つことを実現させ、暮らしやすいまちづ

くりを推進することが必要です。 

町では、社会福祉協議会が中心となり、総合的な学習の時間や夏休み等を活用して、児童生徒

が体験的に福祉を学ぶ機会の拡充を進めてきました。 

 

■課 題■ 

障がいのある人の人権について理解を深め、一人ひとりの「心の壁」を取り除くためには、就学

前教育や学校教育の中で、早い段階から一貫した支援を行い、交流や福祉教育の機会を持つこと

が特に大切であり、今後も、社会福祉協議会、教育委員会と連携し、職場体験など体験の機会を

通して、福祉を学ぶ機会の拡充に努めていく必要があります。 

 

■施策の方向性■   

・ 学校における一貫した人権教育を推進するとともに、福祉体験学習、ボランティア体験の機会
の充実を目指します。 

 

①学校や社会での福祉教育の推進 

施策・事業名 事業の内容 

福祉教育の推進 
総合的な学習の時間等を活用して、児童生徒が体験的に福祉を学

ぶ機会の拡充に努めます。 

障がいのある子どもとの交流教

育の推進 

特別支援学級等との連携を図り、児童生徒と障がいのある子ども

とのふれあいの機会を提供します。 

社会教育等における人権や障害

に関する学習機会の充実 

社会教育を通じ、人権や障がいのある人への理解・問題に関する

学習機会（公民館等の利用）の充実を図るとともに、人権啓発事業

の充実を図ります。 
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（４）地域の人材の活用と養成 
■現 状■ 

障がい者をめぐる福祉の充実には、障がい者福祉に携わる様々な人材の確保が必要となります。

全国的に少子高齢化が進む中、福祉の仕事に就いてもらうための対策が必要となっています。 

また、多様化する障がい福祉ニーズに対応するため、専門職の仕事が複雑化しています。様々

な技能や経験を持つ高齢者などの地域の人材を有効に活用することにより、様々な分野での専門

性の向上が期待されます。 

 

■課 題■ 

福祉人材を確保し、活動の質を高めるためには、専門職が専門的な事業に専念できるよう、地

域の様々な人材を活用した支援体制が必要になってきます。 

また、福祉人材の確保にあたっては、専門職等の研修の実施や多職種間の連携に努めるほか、

広く福祉の仕事の理解を深め、多様な人材に感心を持ってもらうことが必要です。町社会福祉協

議会や地域福祉団体また福祉サービス事業者などと連携を図り、支援していきます。 

既存のボランティアや、ボランティアに参加したい人に対して、必要な情報を提供するとともに、

地域ニーズを把握に努めることが必要です。 

 

■施策の方向性■   

・ 障がいのある人の自立を支援するために、地域の施設、医療機関等の人材を積極的に活用す
るなど連携・協力の体制を密にするとともに、福祉や保健・医療の担い手となる人材の養成に

努めます。 

・ 障がい福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることを、関係機関等が連携して積極
的に周知・広報に努めます。 

 

①福祉人材の確保と養成 

施策・事業名 事業の内容 

広報・啓発活動の充実 

福祉に関係する仕事についての理解を深めるため、役場や事業

所、関係団体等が連携して障がい福祉の仕事の広報・ＰＲに積極的

に取り組みます。 

就労的活動の促進 
地域の高齢者や障がいのある人自身が積極的に地域活動や健康

づくりなどに仕事として携わるための支援を行います。 

専門職の専門性を高めるための

取組の推進 

専門職に対する研修の実施や多職種連携などによる質の向上を図

るとともに、専門職が必要な業務に専念できるような支援のの取組

を促進します。 
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（５）ボランティア団体等の育成 
■現 状■ 

勝央町社会福祉協議会におけるボランティア事業などにより、社会福祉施設などでのボランティ

ア体験などを通じて、福祉への理解を深めたり、地域共生の意識の醸成を図っています。 

障がいのある人が地域で生活するためには、制度に基づく公的なサービスに加え、ボランティア

などの町民参加を基本とする制度外の活動によるきめ細かな支援が必要です。 

障がいのある人への支援では、手話等の専門性が求められる分野もあることから、専門ボラン

ティアの確保が求められています。 

 

■課 題■ 

ボランティアに関心のある人をボランティア活動とマッチングするための仕掛けが重要となって

います。 

既存のボランティアだけではなく、支援の必要性や活動したい人たちの繋がりによってボランティ

ア団体等の立ち上げや活動継続支援などに努めることが求められます。 

ボランティアを必要とする情報が、ボランティア活動をしたい人に届くしくみづくりが求められま

す。 

 

■施策の方向性■   

・ 障がいのある人の多様な活動ニーズに対応できるよう、点訳や手話などの専門ボランティア
や、図書館での朗読ボランティアの確保と育成に努めるとともに、活動の促進を図ります。 

・ 情報提供機能・調整機能の強化を図り、多くの町民がボランティア活動に参加できる環境を整
え、必要な支援を必要な人につなげる体制の整備に努めます。 

 

①ボランティア活動の促進 

施策・事業名 事業の内容 

ボランティア活動に関する情報

提供の充実 

ボランティア参加の窓口を明確にし、町民等に周知活動を行いま

す。 

ボランティア活動の活性化 

ボランティア活動希望者の登録や調整、組織化を支援するととも

に、町民各層のボランティア活動への参加を図るために、課題別の

ボランティア養成講座やボランティア体験の機会の充実を図りま

す。 

障がいのある人自身のボランテ

ィア活動への支援 

障がいのある人の社会参加を促進するため、障がいのある人自身

のボランティア活動を支援します。 

専門的なボランティアの育成 

ボランティアやボランティアに関心のある人への研修や体験会など

を行い、点字や手話などの専門性の高いボランティアを育成しま

す。 
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基本目標２．自立した生活が送れる支援体制づくり 
（１）情報提供・相談体制の充実 

■現 状■ 

障害者福祉サービスを利用している人ほぼ全員に対して計画相談支援が入っており、速やかな

対応ができる体制を整備しています。また、障害児福祉サービスを利用している人に対しては障害

児相談支援、他の利用者に対しては障害受容等の関係により、行政保健師が相談支援を実施して

います。 

勝田郡地域生活支援センター虹は障害の有無にかかわらず、日常生活、医療、福祉等全般の相

談支援を行い、各関係機関との連携を図りながら、コーディネーター的な役割を担っています。 

役場における福祉窓口においては、手帳取得時に「障がい者（児）の福祉ガイドブック」を渡し、

手帳取得によるサービスの紹介を実施し、必要に応じて勝田郡地域生活支援センター虹などを紹

介し、継続的に相談支援が受けることができるようにしています。 

ピアカウンセリングにおいては、障がい児をもつ親の会「スマイル」、身体障害者福祉協会、 

「やまなみ会」（主に精神障害をもつ当事者の会）が活動しています。 

勝英地域自立支援協議会においては、「ぐんぐん部会」が定期的に支援者とともに「ほっこりほっ

とカフェ」を行い、他市町村の保護者との情報交換、学びの場ができています。 

しかし、学校卒業後の進路や支援体制についての情報が乏しく、保護者が大きな不安を抱えて

います。 

 

■課 題■ 

相談支援事業所の障がい福祉全般の施策（例：手帳により受けることのできるサービス等、住宅

改修、補装具、日常生活用具の給付関係等）に対する理解を深めるとともに、より一層個別のニー

ズに合わせたサービスが提供できるよう、行政などとの各種関係機関との連携を図る必要があり

ます。 

また、地域にある「親の会」、「当事者の会」、相談支援専門員の活動がまだまだ知られていない

ため、広く情報提供し、活動の周知を図り、協力者を得ていく努力をしていく必要があります。障が

い者（児）支援に関わるボランティアについても、確保していく必要があります。 

 

■施策の方向性■   

・ 障害特性が多様で障がい特性を理解した上での支援及び当事者が最善の利益を得ることが
できるよう相談支援事業所の専門性・サービスの質の向上を図ります（支援します）。 

・ 地域にある「親の会」、「当事者の会」、相談支援専門員等の活動がまだまだ知られていないた
め、周知をするとともに、行政・勝田郡地域生活支援センター虹等がパイプ役となり、結び付け

ていきます。 

・ ボランティア養成・育成及び活動の場を提供します。 
・ 相談支援専門員・行政窓口対応者が施策・サービスの理解の充実を図るとともに、あらゆる機
会、窓口・イベント・会議等を通じて当事者・家族に行き届くことができるように体制づくりを行

います。 
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①福祉情報提供の充実 

施策・事業名 事業の内容 

公的サービス情報の内容充実 

サービスの改正、新規サービス・イベント・研修会等の新しい情報が

行き届くことができるよう町ホームページ・広報紙・無線等の活用の

より一層の充実を図ります。 

聴覚障がいのある人への情報提

供 

聴覚障がいのある人には、手話奉仕員の派遣や要約筆記者の派

遣、情報・意思疎通支援用具の給付等を行います。 

視覚障がいのある人への情報提

供 

視覚障がいのある人への情報提供を進めるため、情報・意思疎通

支援用具の給付等を行います。 

 

②相談体制の充実 

施策・事業名 事業の内容 

相談支援体制の充実 

相談支援を受ける職員のサービスに対する知識・理解を深め、当

事者・家族へ最善の利益が得られるように職員の専門性・相談支

援の充実を図ります。 

サービスの周知 
勝田郡地域生活支援センター虹・相談支援員等サービスの周知を

図ります。 

学校・保育園等との連携強化 児童については学校・保育園等の教育との連携を図ります。 

 

③障害者地域生活支援センター・就業支援センターの充実 

施策・事業名 事業の内容 

相談・援助機能の充実 

障がいのある人の地域での自立生活を実現するため、自立生活全

般についての相談・指導、サービス利用援助を行う職員の専門性

の向上を図ります。また、ボランティア等との連携に努めながら、相

談・援助機能の充実を図ります。 

 

 

（２）障がい福祉サービスの充実 
■現 状・課 題■ 

重度の障害をもちながら在宅生活を続けている人もいますが、24時間体制での見守りが不十

分であり、その当事者との関わりのある事業所が対応している状況が見られます。早朝・夜間・休

日等の対応ができる居宅介護事業所が不足しており、施設入所者の地域生活への移行という国

の設定する目標値を達成することが難しい状況です。 

障がいをもちながら高齢になった際に、通いなれた事業所にそのまま続けて通いたい想いが強

く、新たな介護保険サービス事業所への移行に対しては、当事者の想いが尊重できるような体制

を考えていかなければなりません。 

グループホームも少なく、居住に関する選択肢の幅が狭く、「一人ひとりにあわせた居住スタイル

がとりにくい」というニーズに対応した個別の支援が必要です。   
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■施策の方向性■   

・ 施設入所者及び精神障害者の長期入院者の地域移行をすすめる際に、在宅医療・居宅介護
の確保、24時間体制の見守りと緊急時の対応等の体制の整備に努めます。 

・ 住み慣れた地域で自立した生活を送るため、ファミリー・サポート・センターの利用、弁当宅配
など他のサービスの活用により日常生活がより安心して生活できるよう具体的な情報提供に

努めます。 

 

①在宅福祉サービスの充実 

施策・事業名 事業の内容 

訪問サービスの充実 

身体介護や家事援助等を行うホームヘルパーの派遣について、対応

を含めたサービス提供体制の充実を図ります。また、障がいの種別に

かかわらず必要なサービスを受けられるよう支援します。 

通所サービスの拡充 

重度の身体障がいのある人や知的障がいのある人の生きがい対

策や日常生活訓練等を行うデイサービスについて、関係機関、関係

団体との協力を得て、事業の拡充・充実を図ります。 

短期入所支援の拡充 

介護者の疾病や急な用事等により、家庭において一時的に障がい

のある人を介護できない場合、施設での一時的保護の拡充・事業

の充実に努めます。 

共生型サービスの推進 
介護保険又は障がい福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、

もう一方の制度における指定も受けやすくなるようにします。 

障害児通所支援サービスの拡充 

児童発達支援、放課後等デイサービス等を実施し、障がい児に対し

て、生活能力向上のための訓練や社会との交流等を提供すること

により自立を促進します。 

地域生活支援事業の推進 
障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」について、障がい

のある人の利用ニーズなどを踏まえた事業を実施します。 

在宅の難病患者等に対する支援

策の検討 

保健・医療・福祉の連携強化による訪問指導などのきめ細かな支援

体制の整備について検討します。 

 

②施設サービスの充実 

施策・事業名 事業の内容 

自立生活訓練の強化 
地域での自立生活の実現に向け、入所施設における自立生活訓練

の充実を促進します。 

施設利用者に対する支援 

在宅での生活、あるいはグループホームでの生活が困難な障がい

のある人が施設で生活できるよう、居住支援サービスの確保を図り

ます。 
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（３）就労支援と就労の場の拡充 
■現 状・課 題■ 

就労支援事業所Ａ型等就労関係の事業所数が不足している状態です。 

ハローワーク・就業支援センター等と連携を図りながら相談・支援を行っていますが、障害者雇

用枠での一般就労でも従業員側に障がい特性の知識・意識が低く、職員同士のトラブルにつなが

り、就労継続が困難となりつつあります。就労継続が難しいケースや仕事を辞めた後の相談支援・

対策も不十分な状況です。 

就業に係る利益に重きを置くと、障がいを持ちながらスローステップでの働き方を続けて行くこ

とが厳しくなり、その結果、自信を喪失しながらの失職ともなり得ますが、利益を考慮しながらの運

営を求められるなど、就業支援事業所を取り巻く環境の厳しさが存在しています。 

 

■施策の方向性■   

・ 特に一般就労の障がい者枠では、実際に一緒に働く従事者に障がい特性の知識・理解を深め
るように支援をすることで、より働きやすい環境を提供できるように努めていきます。 

 

①福祉的就労の充実 

施策・事業名 事業の内容 

福祉的就労の場の開拓・確保 

関係機関や関係団体、民間企業等との連携を強化し、障がいのあ

る人の職業能力に関する啓発を進めながら、多様な福祉的就労の

場の開拓・確保に努めます。 

 

②一般就労の促進 

施策・事業名 事業の内容 

各種助成制度の周知と啓発 

商店や事業所等に対して、障がいのある人の雇用に係る各種助成

制度や税制上の優遇措置等の周知を図るとともに、雇用実例等を

紹介することなどにより、障がいのある人の雇用への理解・啓発を

進めます。また、障がいのある人の職場適応に向けて、障がい特性

に応じて専門的な支援を行うジョブコーチ等の活用も図ります。 

雇用促進ネットワークの形成 

障害者地域生活支援センター、公共職業安定所、就労移行支援施

設・就労継続支援施設等との連携により、障がいのある人の雇用

促進のためのネットワーク形成に努めます。 

 

③職業リハビリテーションの充実 

施策・事業名 事業の内容 

職場適応訓練の拡大 
公共職業安定所や岡山障害者職業センターが推進している職場適

応訓練について、その拡充を支援します。 
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④就労継続のための支援の充実 

施策・事業名 事業の内容 

技術習得支援 

職業訓練を行っている岡山県美作県民局岡山県立北部高等技術

専門校等、関係機関と連携し、障がいのある人の職業技術取得を

支援します。 

事業主相談支援 
障がい者雇用をしている事業主の相談や職場への助言・指導等、

支援の充実を図ります。 

 

（４）自立生活を支援するための施策推進 
■現 状■ 

障がいのある人の地域での自立生活を支援するためには、住まいの場の提供が不可欠です。 

特に、知的障がいや精神障がいのある人にとっては、暮らしの拠点を確保することが地域への

移行を支援・促進する上で重要となります。 

また、障がいのある人の社会生活の安定を図り、自立や社会参加を促進するためには、経済的

な基盤づくりが重要となります。 

町では、障がいのある人が地域での自立生活を実現するため、障害者地域生活支援センター

虹を中心に自立生活全般についての相談を行っています。 

また、住宅改造の支援のほか、年金・各種福祉手当等の利用促進、各種割引・控除・減免制度の

利用促進等により、障がいのある人等の生活の安定を図っています。 

 

■課 題■ 

在宅での生活を希望している人の自立生活を支援するため、引き続き、障がいのある人や介護

者の日常生活の利便性を確保した居住支援の充実を図っていくとともに、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っていく

必要があります。 

また、障がいのある子どもと要介護の親の問題など、障がい福祉サービスの支援だけでなく、世

帯単位で支援につなげていく必要のある複合的な課題も顕在化しています。 

 

■施策の方向性■   

・ 地域での生活を希望している人の自立生活を支援するためには、住まいの場の提供と相談支
援体制の充実が不可欠です。このため、障害者地域生活支援センター虹を中心とした相談体

制の充実とともに、町の住宅施策との調整の中で、障がいのある人の地域での継続的な生活

や施設からの地域への移行を支援する暮らしの場の確保を図ります。 

・ 障がいのある人の生活の安定を図るため、各種年金や手当制度の充実・普及を図ります。 
・ きめ細やかな相談支援を行うことができるよう関係機関との連携の強化に努め、町全体で受
け止める相談体制を構築します。   
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①居住支援の充実 

施策・事業名 事業の内容 

住宅改造費助成制度の利用促

進 

障がいのある人や介護者の日常生活の利便性を図るため、住宅改

造費助成制度の利用促進を図ります。 

居住支援体制の充実 
自立支援協議会と連携し、解決の方法について検討します。また、

地域の情報提供体制の整備を図ります。 

 

②生活安定のための各種制度の利用促進 

施策・事業名 事業の内容 

年金・各種福祉手当等の制度の

利用促進 

障がいのある人の生活の安定を図るため、障害基礎年金や特別障

害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等各種手当に関す

る情報を周知するとともに、利用促進に努めます。 

各種割引・控除・減免制度の利

用促進 

交通運賃割引、税控除、公共料金の減免など、各種制度に関する

情報の周知を図るとともに、利用促進に努めます。 

 

 

（５）重層的支援体制整備の推進 
■現 状・課 題■ 

近年、一つの世帯の中で複数の課題を抱え、従来の支援体制では対応の難しい事例が顕在化

しています。こうした地域住民の複合化・複雑化した課題に対応していくため、断らない相談支援、

参加支援、地域づくりに向けた支援の３つの支援を中心とした包括的な支援体制の構築が求めら

れています。 

 

■施策の方向性■   

・ 本人・世帯の属性に関わらず受け止める包括的な相談支援体制の整備に努めます。 
・ 地域資源を活用しながら就労支援や居住支援など社会とのつながりを回復する支援を行い、
既存の取組では対応の難しい狭間のニーズに対応します。 

・ 地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割
を生み出す支援を行います。 

 

①重層的支援体制の整備 

施策・事業名 事業の内容 

断らない相談支援 
様々な相談支援窓口が連携し、専門機関からの相談や支援につな

げていく、ネットワーク型の相談支援体制を構築します。 

参加支援 
相談の中で明らかとなった既存の支援制度ではカバーされないニ

ーズに対し、就労支援、居住支援等を実施します。 

地域づくりに向けた支援 
町内の関係部局や各種団体間での協議・調整を行い、新たな事業

の立ち上げや、交流の機会の増加を図ります。 
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（６）障がい福祉人材の育成・定着支援 
■現 状・課 題■ 

障がいのある人が身近な地域で質の高いサービスを受けられる体制を整えるためには、障がい

福祉を担う人材の育成及び定着に向けた取組を進めることが重要です。 

人材の確保に向けて、業務の改善や職場のＰＲなどの取組を進めていく必要があります。 

 

■施策の方向性■   

・ 障がい福祉サービスに係る事業所の新規参入や安定的な運営を促進するとともに、福祉人材
の養成・定着を図り、社会資源の充実に努めます。 

 

施策・事業名 事業の内容 

地域の人材育成・確保 
福祉人材の確保に向けて、高齢者福祉や児童福祉など分野を越え

て連携します。 

職員の専門性向上 

町職員や民間事業所職員の専門性向上・スキルアップのため、県

などが行う研修会への参加を促進します。 

町職員や民間事業所職員の事務負担軽減のため、業務改善やデ

ジタル活用を検討・支援します。 

魅力的な職場であることの周知・

広報 

障がい福祉施設や事業所の働く場としての魅力を広報PRし、人材

の確保につなげます。 
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基本目標３．健康づくりと社会参加の促進 
（１）健康を支える保健・医療サービスの充実 

■現 状■ 

それぞれのライフステージにおける保健事業を充実させ、予防や早期発見、早期治療等のため

の適切な施策を推進することが必要です。 

また、障がいのある人にとって、医療・リハビリテーションの充実は、障がいの軽減を図り、自立

を促進する上で不可欠です。 

町では、障がいの軽減、日常生活の向上を図るため、障がいの種別、程度に合わせた有効な補

装具の交付・修理を行っていますが、近年は、糖尿病や高血圧症による腎障がいからの人工透析

や脳血管疾患、心疾患から要介護状態になる人が増加しており、糖尿病を中心とした生活習慣病

の発症や重症化の予防を推進していくことが重要であり、健康の保持・増進のための支援策の充

実が必要です。 

 

■課 題■ 

意見交換会では、障がい等の原因になる病気や、あるいは障がいのある方の病気など、年齢に

関係なく発生する疾病等について、十分な知識を持っている人が少ないといった課題も挙げられ

ています。このため、各種健康診査や保健事業などの施策を充実し、一次予防の視点を重視した

健康づくりを一層推進していく必要があります。 

また、障がいのある人や高齢者が、住み慣れた地域で安全かつ安心して生活していくためには、

寝たきりや要介護状態にならないよう、地域で適切なリハビリテ－ションが提供されることが必要

であり、そのための体制整備を図るとともに、関係者や関係機関が協力して地域リハビリテ－ショ

ンの充実を図る必要があります。 

なお、精神障がいのある人については、社会や生活環境の変化によるストレスから心の健康を

損なう人が増加しており、精神疾患は生活習慣病と同様に、誰もが掛かり得る病気であることを認

識するための心の健康づくりに関する知識の普及啓発が大切です。  
■施策の方向性■   

・ 障がいのある人が安心して医療を受けられるよう、診療体制の整備を推進するとともに、医療
福祉、自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院）など医療費公費負担制度の周知及び

利用促進に努めます。 

・ 疾患の原因が不明で効果的な治療方法が確立されていない難病については、国や県の施策
と連携した支援策の検討とともに、患者負担の軽減に努めます。 

・ 早期に発見し、早期の治療と適切な支援へとつなげていきます。 
・ 地域で健やかに暮らしていけるよう、「第２次いきいき金太郎健康の郷づくり計画」等に基づく
取組を推進していきます。 
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①障がいの軽減とリハビリテーションの推進 

施策・事業名 事業の内容 

有効な補装具の交付・修理 

障がいの軽減、日常生活の向上を図るため、障がいの種別、程度

に合わせた有効な補装具の交付・修理に努めます。 

特に、当事者に合った適切な補装具の交付ができるよう巡回更生

相談所の利用もすすめます。 

健康教育、健康相談による健康

づくりの推進 

保健・医療と福祉の連携のもと、障がいのある人等を対象とした健

康教育、健康相談の充実を図ります。 

 

②医療給付・助成の推進 

施策・事業名 事業の内容 

医療費公費負担制度の利用促

進 

障がいのある人が安心して医療を受けられるよう、医療福祉、自立

支援医療（更生医療、育成医療、精神通院）など医療費公費負担制

度の周知及び利用促進に努めます。 

重度心身障がい者医療費の助

成 

医療機関の窓口に、健康保険証と心身障害者医療費受給資格証

を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金

を引いた額を公費で負担します。 

 

③精神保健福祉・難病対策の推進 

施策・事業名 事業の内容 

社会復帰対策の促進 

精神障がいのある人の社会復帰を促進するため、退院者に対して

は、デイケアや就労支援施設における社会復帰訓練を継続的に拡

充し、社会的自立を促します。 

また、生活の場の確保を支援し、社会的入院の解消に向けた取組

を促進します。 

相談体制の整備 

心の健康や精神障がい、難病に関する身近な相談窓口として、保

健所による難病相談、精神保健福祉相談の活用、障害者相談支援

事業の活用を図るとともに、町総合保健福祉センターや地域生活

支援センター虹等関係機関の相談業務を拡充します。 

難病対策の推進 

難病患者・家族の交流の場を活用するとともに、ボランティアの協

力を得ながら、難病を理解し、支えることのできる地域社会づくりを

促進します。 
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（２）医療的ケアが必要な児童への支援の充実 
■現 状・課 題■ 

多様化する障害児支援のニーズに対応していくために、医療的ケアの必要な児童に対する支援

の充実が求められています。 

医療機関との連携を通じて、医療的ケアを必要とする児童に対して充実したサービスを提供で

きる仕組みを構築していく必要があります。 

 

■施策の方向性■  

・ 障害児支援を行う事業所及び人材の確保に向けて取組を進めます。 
 

①医療的ケア児への支援の充実 

施策・事業名 事業の内容 

医療的ケア児への支援体制の充

実 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、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

設置します。 

医療的ケア児に関するコーディネーターを配置し、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、総合的かつ包

括的な支援の提供につなげます。さらに、関係機関等が連携を図る

協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等

を行いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推

進します。 

  
（３）依存症等への対策の推進 

■現 状・課 題■ 

国の基本指針では、第６期障害福祉計画において依存症対策を推進していくことが求められて

います。不安や焦り、孤独感などから薬物やアルコールなどに頼り、自分の意志でやめられなくな

る依存症は、本人だけでなく家族にとっても大きな負担となります。 

偏見や誤解を受けやすい依存症について、町としても取組を進めていく必要があります。 

 

■施策の方向性■  

・ 関係機関と連携を図りながら、依存症者やその家族、同じ環境の人同士のグループへの支援
など依存症対策を推進します。 
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①依存症対策の推進 

施策・事業名 事業の内容 

依存症対策の推進 

アルコール、薬物及びギャンブル等をはじめとする依存症に対する

誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施及

び幅広い普及啓発を行います。 

依存症に関する相談機関や医療機関に関する情報提供や周知を

行うとともに、関係機関と連携を図りながら依存症である者及びそ

の家族の支援を行います。 

 

（４）生涯学習、文化活動等の充実 
■現 状・課 題■ 

国では「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（障害者文化芸術推進法）」、「視覚障

害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）」が施行されており、障がい

のある人の生き生きとした生活の実現に向けて、文化活動や芸術活動、生涯学習などへの理解と

関心が高まりつつあります。 

町においても、障がいのある人が心豊かな生活を送れるよう、生涯学習や文化・芸術活動など

の機会を確保する取組を進めていく必要があります。 

 

■施策の方向性■   

・ 障がいのある人による文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の
機会の確保に努めます。 

・ 視覚障害があっても文字・活字文化に親しむことができるよう、視覚障害者の読書環境の整備
を進めます。 

 

①障がいのある人の文化・芸術活動等の推進 

施策・事業名 事業の内容 

障がい者の文化芸術活動の推進 

文化芸術活動について、障がい者の芸術作品を発表する場の充実

を図り、文化芸術活動の推進に努めます。 

手話・要約筆記の提供等、障がい者のニーズに応じた工夫や配慮

に努めます。 

視覚障がい者の読書環境の整備 

国が策定した「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基

本的な計画」を踏まえ、図書館利用に係る体制の整備や視覚障が

い者等が利用しやすい書籍（アクセシブルな書籍）の充実、図書館

サービス人材の育成などに努めます。 
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（５）スポーツ・レクリエーション活動の充実 
■現 状・課 題■ 

平成23年に施行された「スポーツ基本法」により、障がいがあっても、その特性や程度に応じて、

身近な地域で自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう支援することが求められてい

ます。東京でのオリンピック・パラリンピック開催が予定されており、スポーツを通じた社会参画の

機運が高まっています。 

障がい者スポーツへの理解を広げていくとともに、障がいの有無を超えてスポーツを通じた交

流が促進されるよう取組が求められます。 

 

■施策の方向性■ 

・ 障害者が円滑に・スポーツ・レクリエーション活動を行うことができるよう、環境の整備を推進
します。 

 

①障がい者のスポーツ・レクリエーション活動の推進 

施策・事業名 事業の内容 

スポーツ・レクリエーション活動

のための環境づくり 

障害者が、地域においてスポーツやレクリエーション活動等に親し

むことができるよう、障害者のニーズに応じたスポーツ・レクリエー

ションに関する人材の養成等の取り組みを行い、障害の有無に関

わらず、スポーツやレクリエーション活動を行うことのできる環境づ

くりに努めます。 
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基本目標４．一人ひとりの健全な発達を支援する仕組みづくり 
（１）早期発見・早期療育体制の充実 

■現 状・課 題■ 

未就学児に対して、乳幼児健診での早期発見・相談支援の充実を図り、保育園との連携を図り

ながら、児童を総合的にアセスメントをし、保護者とともに、本児に対してどのような支援が必要か

一緒に考えていく体制ができています。 

必要に応じて保健所・児童相談所・医療機関と連携を図りながら保護者の本児の障がい特性の

理解を深めるように支援しています。また、よりよい関わりが家庭や保育園でもできるよう障がい

の有無に関わらず、早期に療育機関へつなげ、療育機関への通所のなかで、障がい受容・就学・福

祉サービスの紹介等保護者が必要な情報を提供・相談支援を行っています。 

就学後は小中学校、放課後等児童デイサービス・児童相談支援事業、保健師等連携を図り、一

貫した関わりができるように保護者と話し合いを持ちながら進めています。 

教育との連携が不可欠であるにもかかわらず、教育現場・教育関係者等に、障害児相談支援・

放課後等児童デイサービス等福祉サービスに対する理解が乏しく、保護者から障がい特性に配慮

した環境・教育の充実を求める声も大きくなっています。 

また、障がい児をもちながら家事・育児・仕事の両立を支援していくサービスが不十分であり、

母親の負担が大きいにも関わらず、両立を支えていくためのサポート体制が不十分な状況が見ら

れます。 

「就学後はどこの誰に相談をしたらよいのか…」という声を耳にすることが多く、対応が遅れ、不

登校・ひきこもり等重篤な状態になってからの対応となっており、早期発見・相談支援体制を強化

していく必要があります。 

 

■施策の方向性■   

・ 幼児期・児童期の早期療育がその後の人生にも大きく影響を与えるものであり、児童発達支
援センター・保育所等訪問支援・放課後等児童デイサービスの充実を図ります。 

（放課後等児童デイサービスのサービス内容が「療育を主」から「預かりを主」のものまで内容

の大幅な違いがあり、保護者のニーズ・家庭環境に応じたサービスを提供できるようにしてい

きます。） 

・ 保育園・学校等各関係機関との連携を図り、児童に対して一貫した関わりを持つことができる
ようにしていきます。 

・ 障がい児の療育・保育・就学・教育について保護者が求める情報提供ができるように家族会が
運営する集まりやサークル、事業所等の特徴や取り組み、受けられる支援の内容等広く周知し

ていきます。 
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①障がいの早期発見と早期療育の充実 

施策・事業名 事業の内容 

乳幼児健康診査の充実 

乳幼児健康診査の受診率向上に努めるとともに、受診時に療育相

談や心理相談を実施し、障がい児の早期発見体制の充実を図りま

す。 

乳幼児健康診査後のフォロー体

制の充実 

乳幼児健康診査後、障がいの疑われる乳幼児に対して医療機関で

の精密検査を勧めるとともに、経過観察が必要とされた乳幼児に対

する相談・訪問指導の充実を図ります。 

早期療育システムの充実 

療育センターと保健センター、医療機関、障がい児施設、保育所、

教育委員会等との連携を強化し、総合的な観点から相談・指導の

充実を図ります。 

 

 

（２）誰でも受けやすい教育環境の充実 
 

■現 状■ 

障がいのある児童生徒の可能性を最大限に伸ばすため、通常の学級における指導を受けること

が困難であったり、通常の学級における指導だけでは十分な教育効果が期待できない児童生徒に

ついて、一人ひとりの障がいの種類や適性などに応じた、きめ細かな教育体制を確保することが望

まれています。 

町では、保育所等において障がい児の特性に応じて十分な配慮ができるように、小学校や中学

校に特別支援学級、通級による指導教室を設置し、障がいのある子どもと障がいのない子どもが

ともに遊び、学べるよう、特別支援教育体制の充実に努めています。 

また、集団生活における障がい児教育を推進するため、関係課が連携して早期療育会議を行い、

多様な障がいに対応できるよう職員研究の機会の提供に努めています。 

 

■課 題■ 

身近な地域で療育支援が受けられる体制の整備を図るため、保健、医療、福祉、教育など関係

機関の連携を一層強化し、障がいのある子ども及びその保護者に対する一貫した相談支援を行う

ことが重要です。 

障がいのある幼児に対しては、保育所などでの受入体制の整備と、保護者の悩みや不安に応え

る相談体制の充実が、障がいのある児童生徒の教育については、特別支援学級に在籍する児童

生徒に加え、小学校、中学校の通常の学級に在籍する発達障がいのある児童生徒への対応が課

題となるため、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、生活や

学習上の困難を改善、克服できるよう、適切な指導、支援を行う「特別支援教育」の推進が求めら

れています。 

また、障がいのある生徒が卒業後も主体的に社会参加できるよう、教育部門、福祉部門、労働

部門と連携しながら、進路指導体制の充実を図る必要があります。 
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■施策の方向性■   

・ ＬＤ（学習障がい）やＡＤＨＤ（注意欠陥、多動性障がい）、高機能自閉症など、障がいのある子
どもに対しての特別支援教育の推進や障がいに対応した支援が求められています。このため、

障がいのあるなしにかかわらず、その子らしく生き生きとした学校生活・教育を受けられるよう

ニーズに対応した支援体制・相談体制・教育環境の整備・充実を図ります。 

・ 放課後や長期休暇時における居場所づくりを推進します。 
・ 就学相談については、盲・ろう学校とも連携を図ります。 

 

①障がい児教育・保育の充実 

施策・事業名 事業の内容 

保育所における障がい児指導の

充実 

障がい児に対する指導の充実を図るため、保育の受入体制の充実

に努めます。また、保育所等訪問支援を実施し、障がい児が集団生

活に適応するための専門的な支援を検討します。 

特別支援教育の推進 

障がい児一人ひとりの状態に合った教育・指導の場を確保するた

め、小学校と連携し、通級指導教室の機能強化に努めます。また、

身体に障がいのある子どもに対し移動、介助等一人ひとりの教育

的ニーズに合わせた合理的配慮や必要な支援を行い、安定した学

校生活を支援します。 

就学・教育相談体制の充実 
保健・福祉や保育所、学校などにおける就学・進路相談機能の充実

と相互連携の強化を図ります。 

障がいのある子どもの放課後対

策等の充実 

障がいのある子どもの放課後対策や、夏休みなどの長期休暇時に

おける居場所づくりを促進するため、地域にあるニーズに合わせ、

利用しやすく質の高い施設の整備を支援します。また、放課後児童

クラブにおいて、障がい児の受入れについて検討します。 

 

②就学相談体制の充実 

施策・事業名 事業の内容 

就学相談体制の充実 

障がい児の就学や進学などに関して、関係機関が連携し、保護者

がいつでも相談に応じることができる体制づくりの強化に努めま

す。 
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基本目標５．誰もが安全で安心して暮らせる地域づくり 
（１）福祉のまちづくりの推進 

■現 状■ 

障がいのある人が、地域の中で安心して日常生活を送り、社会参加を果たしていくためには、暮

らしやすい生活環境が整備されることとともに、移動手段の確保や活動のしやすさが重要になりま

す。 

町では、道路や公園、公共施設など、バリアフリーのまちづくりを推進しています。 

 

■課 題■ 

団体や事業所向けのアンケート結果でも、交通手段の問題で制約があることは課題として取り

上げられています。特に就労に際して、送迎の有無により選択肢が狭まることが現実の問題として

起きていることがわかりました。これまで以上に障がいのある人等の声を取り入れながら、公共交

通をはじめ、障がいのある人にやさしいまちづくりを推進していく必要があります。 

 

■施策の方向性■   

・ 多くの人々が利用する特定建築物は障壁が取り除かれつつありますが、さらなるバリアフリー
のまちづくりを推進していきます 

・ 屋外の移動が困難な障がいのある人に対する移動支援を充実し、地域における自立生活や幅
広い社会参加を促していきます。 

 

①障がいのある人にやさしいまちづくりの推進 

施策・事業名 事業の内容 

整備の誘導 

障がいのある人が社会の一員として自立した生活が営めるよう、

「バリアフリー新法」や「県条例」に基づき、障がいのある人にやさし

い福祉のまちづくりを推進します。 

ユニバーサルデザイン導入の検

討 

障がいの有無や年齢等にかかわらず、誰もが利用しやすい建築物

の普及を目指し、ユニバーサルデザインの採用を検討します。 

 

②外出支援の充実 

施策・事業名 事業の内容 

就学相談体制の充実 
自立生活及び社会参加を促進するため、単独で移動することが困

難な方に対し付き添いを派遣し、移動を支援します。 
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（２）防災・防犯体制の充実 
■現 状■ 

近年の地震災害や風水害では、高齢者や障がいのある人など、避難時に支援が必要となる避難

行動要支援者の犠牲が多くなっています。 

町では、東日本大震災の教訓を生かし、「勝央町地域防災計画」に基づき、地域における見守り

活動を活性化するとともに、避難行動要支援者避難支援名簿を作成し、災害時や緊急時などでの

効果的な利用により避難行動要支援者に対する避難支援や安否確認等が行われるよう体制整備

に努めています。 

 

■課 題■ 

現在まで本町においては大きな災害は発生していませんが、もし災害が発生した場合に迅速か

つ的確に対応できるよう、普段から防災に対する心構えや、日頃の備えをしておく必要があります。 

また、障がいのある人が消費者被害にあったり、事故や犯罪に巻き込まれることも少なくないた

め、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も必要となります。 

 

■施策の方向性■   

・ 避難行動要支援者等については、対象者の把握と自主防災組織などを中心に、地域ぐるみで
の避難支援体制の充実を図ります。 

・ 一人暮らしや日中独居の障がいのある人などの防犯と安全確保のため、関係機関及び、地域
組織に働きかけ、防犯体制や緊急時の連絡通報システムづくりを推進します。 

 

①防災対策の充実 

施策・事業名 事業の内容 

災害時の地域支援体制の整備 

災害発生時における障がいのある人の避難誘導について、「勝央

町地域防災計画」及び「避難行動要支援者名簿」に基づき適切な支

援が行われる体制づくりに努めます。 

また、地域の見守り体制を強化し、災害時における初動体制の確保

に努めます。 

福祉施設との連携 

災害発生時には、重度の身体障がいなど常時介護を必要とする障

がいのある人が、福祉施設などで一時的に避難生活を送れるよう、

連携協定等の締結による福祉避難所の確保に努め、避難後の支援

体制の整備に努めます。 

 

②防犯対策の充実 

施策・事業名 事業の内容 

防犯体制の充実 
警察との連携や各地区で組織された自首防犯組織活動の支援など

により、安全安心パトロールなど地域の防犯体制の強化を図ります。 

犯罪情報・防犯情報の収集と提供 

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、防災行政無線・メール配信・広報紙への掲載等によ

る効果的な情報提供に努めます。 
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（３）感染症等の予防対策の推進 
■現 状・課 題■ 

令和２年の新型コロナウイルス感染症の流行により、生活における様々な場面で変化が生じて

います。障がい福祉分野においても、サービスの提供や事業所の運営などに影響を受けています。 

今後は様々な感染症等の感染拡大予防のため「新しい生活様式」に対応していく必要があります。 

 

■施策の方向性■   

・ 地域防災計画や新型インフルエンザ等対策行動計画等と整合を図りながら、総合的な感染症
対策・防災対策に取り組みます。 

・ 「新しい生活様式」に対応するため、IT利用促進に努めます。 
 

①感染症等の予防対策の推進 

施策・事業名 事業の内容 

事業者と連携した感染症対策 

感染症の発生及び拡散を防止するため、施設やイベント等における

３密回避や換気、手洗い、消毒など、事業者や各関係機関との連携

による予防と対策を徹底します。 

ICTの活用 

事業所や関係団体等とICTを活用した会議の実施や専門家による

リモートを活用した各種講座や教室の実施など業務のオンライン化

の促進を図ります。   
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各論Ⅱ 障害福祉計画・障害児福祉計画 
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第１章 令和５年度（2023年度）の数値目標の設定 

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 
 

 

 

地域生活への移行を進めるためには、グループホームなどの地域における居住の場の確保や地域にお

ける安心した暮らしを支える支援体制の整備などの取組の強化が必要であり、引き続きその取組を進め

ます。 

令和元年度末時点での施設入所者は25人となっており、令和５年度末までに２人の地域生活移行を

目指します。また、施設入所者の削減数としては１人とします。 

ただし、在宅での生活が困難な場合や家庭の状況に応じて対応を検討するため、目標値にこだわるも

のではありません。 

 

項目 数値 考え方 

施設入所者数 25人  

【目標値】 

施設入所者数 
24人 入所待機者の新規入所がある 

【目標値】 

目標年度地域生活移行者数 
２人 25人の６％（1.5人）以上 

【目標値】 

施設入所者の削減数 
１人 25人の1.6％で１人未満    

目標値の設定 ① 施設入所者数（令和元年度末時点）の６％以上が地域生活へ移行する。 

② 施設入所者数（令和元年度末時点）の1.6％以上を削減する。 

国の指針 
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２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

 

 

既存の精神障がいに対応した地域包括ケアシステムを活用し、関係機関の連携強化に努めます。 

 

項目 数値 

【目標値】 

精神障がい者地域移行・地域定着推進協議会などの保健、医療、福祉関係者

による協議の場 

1箇所（圏域） 

【目標値】 

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 
1箇所（町） 

 

 

  

目標値の設定 
① 精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を316日以

上とすることを基本とする。【新規・目標設定都道府県】 

② 令和５年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数（65歳以上・未満）の設定。

【目標設定都道府県】 

③ 精神病床における早期退院率に関して、入院後３か月時点の退院率については69％以上、

入院後６か月時点の退院率については86％以上及び入院後１年時点の退院率については

92％以上とすることを基本とする。【目標設定都道府県】 

国の指針 
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３．地域生活支援拠点等が有する機能の充実 
地域生活支援拠点等とは、障がいのある人等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域

移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、地域生活において、障がいのある人等や

その家族の緊急事態に対応を図るもので、具体的には、「緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入

所等の活用」と「体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の

場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備」することを目的としています。 

また、拠点等の機能強化を図るため、５つの機能（①相談、②緊急時の受入れ・対応、③体験の機会・場、

④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり）を集約し、グループホームや障がいのある人への支援

等に付加した「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的

整備型」等、地域の実情に応じた整備により強化するものです。 

 

 

 

引き続き、意見交換会において関係者の意見を聞きながら、地域のニーズや既存のサービスの整備状

況などを把握するとともに、圏域の各市町村、各団体・事業所等の関係機関と協議連携し、地域において

機能を分担する「面的整備」も含め、地域生活支援拠点等の設置を検討します。 

 

 

４．福祉施設から一般就労への移行等 
 

   

目標値の設定 ① 地域生活支援拠点等について、各市町村又は各圏域に少なくとも１つを確保しつつ、そ

の機能の充実のため年１回以上運用状況を検証・検討する。 

国の指針 

① 福祉施設から一般就労への移行者数が令和元年度実績の1.27倍以上。 

（就労継続支援Ａ型事業：一般就労への移行者数が令和元年度実績の1.26倍以上。 

   就労継続支援Ｂ型事業：一般就労への移行者数が令和元年度実績の1.23倍以上。 

   就労移行支援事業：1.3倍以上。） 

② 一般就労移行者のうち、７割が就労定着支援事業を利用。 

③ 就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所が７割以上。 

国の指針 
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近隣自治体の事業所等と連携しながら、福祉施設からの一般就労への移行・定着が進むよう見込みま

す。 

 

項目 数値 考え方 

令和元年度の福祉施設利用者からの一般就

労移行者数（A） 
2人  

【目標値】令和５年度の福祉施設利用者から

の一般就労移行者数（B） 
3人 （A）の1.27倍以上 

 

項目 数値 考え方 

令和元年度の就労継続支援Ａ型事業利用者

からの一般就労移行者数（A） 
1人  

【目標値】令和５年度の就労継続支援Ａ型事

業利用者からの一般就労移行者数（B） 
1人 （A）の1.26倍以上  

項目 数値 考え方 

令和元年度の就労継続支援Ｂ型事業利用者

からの一般就労移行者数（A） 
1人  

【目標値】令和５年度の就労継続支援Ｂ型事業

利用者からの一般就労移行者数（B） 
1人 （A）の1.23倍以上 

 

項目 数値 考え方 

令和元年度の就労移行支援事業利用者から

の一般就労移行者数（A） 
0人  

【目標値】令和５年度の就労移行支援事業利

用者からの一般就労移行者数（B） 
1人 （A）の1.3倍以上 

 

項目 数値 考え方 

令和５年度の福祉施設利用者からの一般就

労移行者数（A） 
3人  

【目標値】Ａのうち就労定着支援事業を利用す

る人数（B） 
2人 （A）のうち７割程度が利用 

 

項目 数値 考え方 

令和２年度～令和４年度中の就労定着支援事

業の総利用者数（A） 
1人  

（Ａ）のうち、令和４年度末時点で就労定着して

いる人数（B）と就労定着率 
1人 （A）のうち８割が職場定着 

令和４年度末時点の就労定着支援事業所数

（C） 
1事業所  

【目標値 令和４年度末時点】 

（Ｃ）のうち、就労定着率が８割以上の事業者

数（D） 

1事業所 （C）のうち７割が職場定着率８割以上 

※一般就労した者とは、一般企業に就職した者、在宅就労した者及び自ら起業した者をいいます。 

目標値の設定 
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５．障害児支援の提供体制の整備等 
 

 

 

発達支援が必要な子どもに対する障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促

進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障がいのある子

ども及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する

体制の構築を図ります。 

 

項目 数値 

【目標値】 

令和５年度における児童発達支援センター数 
1箇所（町または圏域） 

【目標値】 

保育所等訪問支援を利用できる体制の整備 
圏域で整備 

【目標値】 

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の設置数 

1箇所（町または圏域） 

【目標値】 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置数 
1箇所（町または圏域） 

【目標値】 

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の

場の設置 

1箇所（町または圏域） 

【目標値】 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 
１人以上配置（町） 

 

  

目標値の設定 
① 児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所設置する。市町村単独での設置が

困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。 

② 保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築する。 

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、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か所以上確保する。市町村単独での設置が困難な場合には、圏域

での確保であっても差し支えない。 

④ 医療的ケア児への適切な支援に向けて、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係

機関が連携を図るための協議の場を設置するとともに、医療的ケア児等に関するコーデ

ィネーターを配置する。市町村単独での設置が困難な場合には、県が関与した上での、

圏域での設置であっても差し支えない。 

国の指針 
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６．相談支援体制の充実・強化等 
 

 

 

 

項目 数値 

【目標値】 

障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施

の有無 

有 

  
  

目標値の設定 
 市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障がい

福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障がい福祉サービス等

が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、自立支援審査支払等シ

ステム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を

確保することが必要となる。これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障がい福祉

サービス等を提供していくため、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に

関する事項を実施する体制を構築する。 

国の指針 
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７．障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 
 

 

 

 

項目 数値 

【目標値】 

都道府県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修その他の研修への町

職員の参加人数 

３人 

【目標値】 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果

を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の構築と実施回数 

３回／年 

   

目標値の設定 
 市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障がい

福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障がい福祉サービス等

が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、自立支援審査支払等シ

ステム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を

確保することが必要となる。これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障がい福祉

サービス等を提供していくため、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に

関する事項を実施する体制を構築する。 

国の指針 
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第２章 障がい福祉サービス等必要量の見込 

「勝央町障害福祉計画」及び「勝央町障害児福祉計画」のサービス体系は以下のとおりです。 

なお、障害者総合支援法によるサービスは、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、利用者の

状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「自立支援給付」は、介護の支援

を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、

利用の際のプロセスが異なります。 

 

（サービス体系図）    
介護給付 
●居宅介護（ホームヘルプ） 
●重度訪問 
●同行援護 
●行動援護 
●短期入所（福祉型・医療型） 
●重度障害者等包括支援 
●療養介護 
●生活介護 
●施設入所支援  
訓練等給付 
●自立訓練（機能訓練・生活訓練） 
●就労移行支援 
●就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 
●共同生活援助（グループホーム） 
●就労定着支援 
●自立生活援助 自立支援給付 町 

県 
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１．訪問系サービス 
（１）サービスの概要 

サービスの種類 内容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

障がいのある人・子どもを対象に、家庭にヘルパーを派遣して入浴、排せつ、

食事の身体介護や掃除などの家事援助を行うサービスです。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者、重度の知的障がいのある人・精神障がいのある人等で

常時介護を必要とする者を対象に、家庭にヘルパーを派遣して食事や排せつ

の身体介護、掃除などの家事援助、コミュニケーション支援のほか、外出時に

おける移動介護などを総合的に提供するサービスです。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がいのある人に対し、外出時

等において、その障がいのある人に同行し、移動に必要な情報を提供するとと

もに、移動の援護等の支援を行います。 

行動援護 

知的障がいのある人・子どもであって自閉症やてんかんなどの症状のある重

度の者、精神障がいのある人で総合失調症などのある重度の者を対象に、行

動時の危険などを回避するための必要な援護、移動中の介護等を行うサービ

スです。 

重度障害者等包括支援 

障がい支援区分６に該当し、常に介護が必要であり、介護の必要性が非常に

高い障がいのある人を対象に、複数のサービスを包括的に提供するサービス

です。 

 

（２）サービスの利用状況 
訪問系サービスは、障がいのある人の地域生活を支える基本的な事業となるものです。利用実績

は、全体的に利用者数は増加傾向となっています。 

今後も重度の障がいのある人を含めた障がいのある人の地域生活を支える基本的な事業の利用

促進、供給体制の拡充を図ることが必要です。 

 

（３）サービス見込量 
令和２年度末までの利用者数の推移及び今後の１人あたりのサービス利用日数の減少を勘案しサ

ービス見込量を設定します。  
区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

140時間 170時間 172時間 190時間 200時価 200時間 

14人 17人 18人 19人 20人 20人 
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２．日中活動系サービス 
（１）サービスの概要 

サービスの種類 内容 

生活介護 

常時介護を必要とする障がいのある人で、障がい程度区分４以上（50歳以上

の場合は区分２以上）である者に対し、施設などで入浴、排せつ、食事の介助

や創作的活動、生産活動の機会などを提供するサービスです。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

「機能訓練」は、地域で生活できるようにすることを目的に、身体機能や生活能力

の維持・向上を図る目的で一定の支援が必要な身体障がいのある人を対象に、

一定期間（基本は18か月内）のプログラムに基づき、身体・生活の機能向上のた

めに必要な訓練などを提供するサービスです。 

「生活訓練」は、地域での生活を送る上で、生活能力の維持・向上を図る目的

で一定の支援を必要とする知的障がいのある人・精神障がいのある人を対象

に、有効期限（基本は24か月内）のプログラムに基づき、地域での生活を営む

上での必要な訓練などを提供するサービスです。 

就労移行支援 

一般就労を希望し、実習や職場探しを通じて適性に合った職場への就労など

が見込まれる65歳未満の障がいのある人を対象に、標準期間（24か月）のプ

ログラムに基づき、生産活動やその他の活動の機会を通じて、就労に必要とな

る知識や能力の向上のための必要な訓練などを提供するサービスです。 

就労継続支援 

①Ａ型（雇用型） 

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者、特

別支援学校を卒業後に就職活動をしたが雇用に結びつかなかった者などを対

象に、事業者と雇用関係を結び、就労の機会の提供を受け、生産活動その他

の活動の機会を通じ、知識や能力の向上のために必要な訓練などを提供する

サービスです。 

 

②Ｂ型（非雇用型） 

年齢や体力の面から就労が困難な障がいのある人、就労移行支援事業などを

利用したが雇用に結びつかなかった障がいのある人を対象に、就労の機会を

提供し、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識や能力の向上のために

必要な訓練などを提供するサービスです。 

就労定着支援 

平成30年度から開始されたサービスで、障がいのある人との相談を通じて生

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います。 

療養介護 

医療ケアを必要とし、常時介護を必要とする障がいのある人で気管切開を伴う人

工呼吸器による呼吸管理を行っている障がい支援区分６の者、筋ジストロフィー

患者又は重症心身障がいの障がい支援区分５の者を対象に、医療機関などにお

いて機能訓練、療養上の管理、看護・医学的管理のもとでの介護や日常生活上

のサービスを提供するサービスです。 
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サービスの種類 内容 

短期入所 

（福祉型・医療型） 

介助者の病気などの理由により障がいのある人本人の介助ができなくなった

場合、障がい支援区分１以上の障がいのある人及び障がい児を対象に、夜間

を含めて施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護を行うサービス

です。 

 

（２）サービスの利用状況 
日中活動系については、生活介護、就労継続支援（Ｂ型）が増加傾向で推移しています。 

 

（３）サービス見込量 
令和２年度末までの利用者数の推移及び今後の１人あたりのサービス利用日数の増加を勘案しサ

ービス見込量を設定します。また、今期から就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家

族との連絡調整などの支援を一定期間にわたり行う就労定着支援サービスを行います。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

生活介護 
648人日/月 648人日/月 648人日/月 682人日/月 700人日/月 700人日/月 

36人 37人 38人 39人 40人 40人 

自立訓練（機能訓練） 
0日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 

自立訓練（生活訓練） 
46人日/月 66人日/月 22人日/月 66人日/月 66人日/月 66人日/月 

2人 3人 1人 3人 3人 3人 

就労移行支援 
22人日/月 44人日/月 88人日/月 88人日/月 88人日/月 88人日/月 

1人 2人 4人 4人 4人 4人 

就労継続支援（Ａ型） 
242人日/月 198人日/月 200人日/月 200人日/月 200人日/月 200人日/月 

11人 9人 9人 9人 9人 9人 

就労継続支援（Ｂ型） 
342人日/月 440人日/月 420人日/月 440人日/月 440人日/月 440人日/月 

19人 22人 21人 22人 22人 22人 

就労定着支援 0人 0人 0人 1人 1人 1人 

療養介護 
0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 

短期入所（福祉型） 
15人日/月 20人日/月 10人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

3人 4人 2人 4人 4人 4人 

短期入所（医療型） 
0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 
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３．居住系サービス 
（１）サービスの概要 

サービスの種類 内容 

自立生活援助 

平成30年度から開始されるサービスで、集団生活ではなく一人暮らしを希望

する障がいのある人のうち、知的障がいや精神障がいにより理解力や生活力

などが十分でなく、一人暮らしができない人のために、定期的な巡回訪問によ

る生活の確認や必要な助言を行います。また、利用者からの相談・要請に応じ

て訪問、電話、メール等による随時の対応を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

障がい支援区分にかかわらず、主として夜間共同生活を行う住居で、相談、入

浴、排せつ、食事提供などの介護や日常生活上の支援を行うサービスです。 

施設入所支援 

生活介護を受けている障がい支援区分（50歳以上は３）以上の障がいのある

人や、自立訓練・就労移行支援を利用している障がいのある人の中で単身の

生活が困難である者、又は、様々な事情により通所が困難な者を対象に、夜間

における居住の場を提供し、入浴や食事などの日常生活上の世話を行うサー

ビスです。 

 

（２）サービスの利用状況 
共同生活援助（グループホーム）の利用者は全体的に増加傾向です。 

施設入所支援についても、各年ともに25名前後であり、増加傾向となっています。 

 

（３）サービス見込量 
令和２年度末までの利用者数の推移及び今後の１人あたりのサービス利用日数の増加を勘案しサ

ービス見込量を設定します。また、自立生活援助については、サービスの提供が可能な事業者の確

保を図ります。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

自立生活援助 0人 0人 0人 １人 １人 １人 

共同生活援助 

（グループホーム） 
13人 13人 12人 13人 13人 13人 

施設入所支援 23人 25人 25人 24人 24人 24人 
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４．相談支援相談支援 
（１）サービスの概要 

サービスの種類 内容 

計画相談支援 

入院・入所している障がいのある人が、地域生活へ移行する際に計画的・包括

的な支援を必要とする場合や、支給決定利用者であって複数のサービスを組

み合わせて利用する必要のある障がいのある人に対して、計画的なプログラム

の作成を行うサービスです。 

地域移行支援 

障がい者支援施設や精神科病院に入所等をしている障がいのある人に対し、

住居の確保、地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための外出への

同行支援、地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を

行うものです。 

地域定着支援 

居宅で一人暮らしをしている障がいのある人等に対する夜間も含む緊急時に

おける連絡、相談等の支援を行うものです。現に地域生活を送っている障がい

のある人がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域定着支

援の提供体制の充実を図っていくことが重要です。 

 

（２）サービスの利用状況 
計画相談支援については、サービス等利用計画の作成やその後のサービス等利用計画の実施状

況の把握を通じて、地域移行に関わるニーズが顕在化することを勘案し、計画的な地域移行支援の

提供体制の充実を図る必要があります。 

計画相談支援は年々増加していますが、地域移行支援、地域定着支援については、現在は利用

者がいない状態であるため、サービスの周知を進めていく必要があります。 

 

（３）サービス見込量 
障がいのある人が地域で安心して自立した生活を送る上で相談支援体制の構築は不可欠である

ことから、適切なサービスの利用に向けた定期的な計画相談を行う必要があります。 

また、地域移行支援・地域定着支援については、令和２年度までの各サービスの利用実績や地域

生活への移行利用等を勘案し、見込量を設定しています。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

計画相談支援 78人 82人 85人 88人 89人 90人 

地域移行支援 0人 0人 0人 1人 1人 1人 

地域定着支援 0人 0人 0人 1人 1人 1人   
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５．障害児通所支援・障害児相談支援 
子ども・子育て支援法に定められている「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健や

かに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」という理念に基づ

き、障害児福祉計画における障害児支援においても「勝央町子ども・子育て支援事業計画」及び「岡山県

子ども・子育て支援事業支援計画」と調和が保たれたものとする必要があります。 

よって、障害児支援の体制整備にあたっては、子ども・子育て支援法に基づく子育て支援施策との緊密

な連携を図るとともに、教育・保育等の利用状況も考慮しながら、居宅介護や短期入所等の障がい福祉

サービス、児童福祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援を確保していきます。また、障がい児の早

期発見、支援を進めるために、母子保健施策との緊密な連携を図ることも重要です。 

そして、共生社会の形成促進の観点から、教育・保育等とも連携を図った上で、乳幼児期から学校卒

業まで一貫した効果的な支援を障がい児及びその家族に対して身近な場所で提供する体制を構築して

いきます。 

 

（１）サービスの概要 
サービスの種類 内容 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の向上、集団生活への適応

訓練などの支援を行うサービスです。 

医療型児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の向上、集団生活への適応

訓練などの支援と治療を行うサービスです。 

放課後等デイサービス 

学校の授業終了後や学校の休校日に、児童発達支援センターなどの施設に通

い、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を

行うサービスです。 

保育所等訪問支援 
保育所などを訪問し、障がいのある子どもに対して、障がいのある子ども以外の

児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行うサービスです。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

平成30年度から開始されたサービスで、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児の居宅を訪問して発達支援を行うサービス

です。 

障害児相談支援 

障がい児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を利

用する前に障害児支援利用計画を作成し（障害児支援利用援助）、通所支援

開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う（継続障害児支援利用援助）等の

支援を行います。 
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（２）サービスの利用状況 
障害児通所支援については、障害児通所支援施設の拡充とともに、重症心身障がい児など医療

的ケアが必要な障がい児に対する支援の基盤整備の強化や福祉、医療、教育などの協働による総合

的な支援体制の構築が重要となります。 

特に放課後等デイサービスと障害児相談支援については、平成30年度と比べサービス利用人数

は増加しています。今後も増加することが考えられるため、サービス提供体制と質の向上に努める必

要があります。 

  
（３）サービス見込量 

令和２年度末までの利用者数の推移及び今後の１人あたりのサービス利用日数の増加を勘案しサ

ービス見込量を設定します。また、居宅訪問型児童発達支援については、サービスの提供が可能な

事業者の確保を図ります。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

児童発達支援 

160人日/月 145人日/月 130人日/月 170人日/月 175人日/月 180人日/月 

32人 29人 24人 32人 33人 34人 

医療型児童発達支援 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 

放課後等デイサービス 

915人日/月 1,005人日/月 1,125人日/月 1,200人日/月 1,240人日/月 1,280人日/月 

61人 67人 75人 80人 82人 84人 

保育所等訪問支援 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人 0人 0人 1人 1人 1人 

居宅訪問型児童発達支援 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 

障害児相談支援 45人 48人 50人 55人 60人 65人 
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第３章 地域生活支援事業の必要量の見込 

地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により効率的・効果的に実施す

る事業として位置づけられています。町の事業としては、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、

相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業、意思疎通支援事業、日

常生活用具給付事業、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があげら

れます。 

 

１．理解促進研修・啓発事業理解促進研修・啓発事業 
障がいのある人等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

のある人等の理解を深めるため研修・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、共生社

会の実現を図ります。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

理解促進研修・啓発事業 

（実施の有無） 
有 有 有 有 有 有 

 

２．自発的活動支援事業自発的活動支援事業 
障がいのある人等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がいのある人等、そ

の家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ります。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

自発的活動支援事業 

（実施の有無） 
有 有 有 有 有 有 
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３．相談支援事業相談支援事業 
障がいのある人やその家族などの保健福祉に対する相談に応じ、障がい福祉サービスなど必要な情報

の提供と利用の援助、専門のサービス提供機関の紹介を行うとともに、虐待の防止や早期発見のため関

係機関と連携し、障がいのある人の権利擁護のために必要な援助を行います。 

相談支援事業は、障がいのある人等、とりわけ重度の障がいのある人等が地域において自立した日常

生活・社会生活を営むためには、重要や役割が期待されます。地域相談支援や障がい福祉サービスの適

切な利用を支える相談支援体制の構築が不可欠です。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

障害者相談支援事業 

（実施の有無） 
有 有 有 有 有 有 

基幹相談支援センター 無 無 無 無 無 無 

住宅入居等支援事業 無 無 無 有 有 有   
４．成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援制度 
権利擁護の推進の取組として、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がいのある人、精神障

がいのある人に対して、成年後見制度の利用を促進し、利用方法等の周知を図るとともに、成年後見制

度の申し立てに要する経費（登録手数料、鑑定費用など）及び後見人などの報酬の全部又は一部を助成

するサービスです。 

また、障がいのある方及び介護者の高齢化に伴い、成年後見制度の利用が必要な方が今後増加する

ことが見込まれます。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などを検討していきます。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

成年後見制度利用支援事業

（実利用件数） 
0件 0件 1件 1件 1件 1件 

成年後見制度法人後見支援

制度（実施の有無） 
無 無 無 無 無 無 
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５．意思疎通支援事業 
聴覚障がいや言語障がい、音声機能その他の障がいのため、意思の疎通が困難な障がいのある人に

対して手話通訳者、要約筆記者の派遣を行い、障がいのある人とその周りの人の意思疎通を円滑なもの

にします。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

手話通訳者・ 

要約筆記者派遣事業 

（実利用件数） 

0件 0件 0件 3件 3件 3件 

 

６．日常生活用具給付等事業 
重度の障がいのある人・子どもであって当該用具を必要とする者を対象に、日常生活に必要な用具を

給付又は貸与するサービスです。 

排せつ管理支援用具は増加の傾向にあります。制度の周知とともに、日常の生活に必要な給付を行い、

福祉の向上に努めます。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

①介護訓練支援用具 0件 2件 0件 2件 2件 2件 

②自立生活支援用具 1件 2件 1件 2件 2件 2件 

③在宅医療等支用具 2件 1件 1件 2件 2件 2件 

④情報・意思疎通 

支援用具 
0件 0件 0件 1件 1件 1件 

⑤排せつ管理支援用具 228件 280件 300件 300件 300件 300件 

⑥在宅生活動作補助 

用具（住宅改修費） 
0件 0件 0件 5件 5件 5件 

 

７．地域活動支援センター事業 
地域活動支援センターにおいて創作活動の場や生産活動の機会の提供を行い、身体・知的・精神に障

がいがある人が通うことによって、地域生活の支援を促進する事業です。 

地域活動支援センターは、本町において１箇所設置しています。 

 

区分 

利用実績 見込量 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

実施箇所数 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 

実利用者数 1,064人 1,119人 1,200人 1,200人 1,200人 1,200人 
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第４章 サービス見込量確保のための方策 

１．訪問系サービス 
重度・重複障がいのある人を含め、障がいのある人が安心して地域移行ができるまちづくりを推進する

ため、今後利用ニーズの増加が見込まれます。このため、サービス提供事業者に対し、必要な情報を提供

し、サービスへの参入を促進する等、サービスの供給体制と量を確保するとともに、各種研修会参加や専

門的な人材の確保等、サービスの質的向上を図るよう支援します。 

 

２．日中活動系サービス 
障がいのある人の地域生活を推進するため、その状況やニーズに応じた適切な日中活動の場を確保

することに努めます。このため、サービス事業者に対して必要な情報を提供していくとともに、新たなサー

ビス事業者の参入もできるように努めます。また、就労移行支援や就労継続支援、就労定着支援につい

ては、広域的な連携の中で必要なサービスが確保できるよう努めるとともに、関係機関や団体と連携し雇

用先の確保や継続的な就労のための支援に努めます。 

 

３．居住系サービス 
施設から地域生活への移行を推進するため、今後の利用ニーズの増加に応じた共同生活援助事業者

の確保を図り、基盤整備が円滑に進むよう支援する必要があります。このため、必要な情報提供により民

間事業者の参入を促進するとともに、計画的な基盤整備については、町民に対して、障がいについての理

解を普及します。 

 

４．相談支援 
障がいのある人が地域で安心して自立した生活を送る上で相談支援体制の構築は不可欠であること

から、適切なサービスの利用に向けた定期的な計画相談を行う必要があります。障がいがあっても安心

して生活できるように、きめ細やかな相談、対応を行い、勝田郡地域生活支援センター虹を中心に、各関

係機関・団体が連携を図りながら対応指定るようにしていきます。また、医療機関からの退院者及び福祉

施設からの退所者が、地域での生活にスムーズに移行できるよう、地域移行支援・地域定着支援の普及

を図ります。 

 

５．障害児通所支援・障害児相談支援 
障害児通所支援については、早期に療育を開始し、障がいが最小限にとどまるように支援していきます。

障害児相談支援については、地域の課題として、障害児相談支援事業所が不足しているという問題があ

る一方で、基本的には全ての利用者が当サービスを受給することが望ましいため、障害児相談支援事業

所と相談しながら、引き続き新規利用者に対して、障害児相談支援の利用を促します。また、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に努めます。 
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６．地域生活支援事業 
地域生活支援事業は、相談支援事業をはじめ、移動支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給

付等事業、地域活動支援センター、訪問入浴サービス、日中一時支援事業などの提供を行います。移動

支援事業、意思疎通支援事業のサービス量を確保するためには、サービスを提供するガイドヘルパー、手

話通訳者、要約筆記奉仕員などの人材の確保を図ることが特に重要であり、サービスに必要な人材育成

を支援するほか、効果的、効率的な運用やサービスの提供を図ります。また、日常生活用具給付等事業

は、生活用具に関する対象品目の整備・充実に努めます。 
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各論Ⅲ 計画の推進 
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第１章 計画の推進体制 

１．庁内推進体制の強化 
本計画の内容は町行政の広範な分野にわたっていることから、福祉・保健の分野を中心に関係各課に

よる庁内の推進体制を確立し、計画の効果的な推進を図ります。 

 

２．国・県・近隣市町村との連携 
広域的な対応が望ましい事業や、より大きな課題については、国・県・近隣市町村との連携を図りなが

ら総合的な計画の推進を図ります。 

 

３．関係団体との連携 
社会福祉協議会その他の関係団体との連携を密にし、地域ぐるみの福祉活動や町民主体のサービス

提供体制の充実を図ります。 

 

第２章 計画の進行管理 

１．計画の進行管理 
計画の効果的な推進を図るためには、計画の進捗状況の点検・評価を行い、必要に応じて見直しや対

策を講じていく必要があります。このため、PDCAサイクルを導入し、年度ごとに計画の進捗状況を把握

し、分析・評価を基に新たな課題などが生じた場合には、計画の変更や必要な措置を講じます。 

また、障がい福祉サービスや相談支援の充実、障がいのある人の地域移行や就労移行を促進すること

も重要であり、｢自立支援協議会｣を通じて、計画の進捗管理や点検・評価及び見直しを実施することで、

この計画を推進します。 

 

【計画の進行管理（PDCAサイクル）】  
 

Do 

（実行） 

取組を実施する 

Act 

（改善） 

取組や施策を改善する 

Check 

（評価） 

取組や施策を評価する 

Plan 

（計画） 

計画を策定する 


