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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

我が国では、平成 26年（2014 年）２月に「障害者の権利に関する条約」が発効となりました。

条約の批准に向けて国内法の整備が進められ、平成 23 年（2011 年）８月に改正された「障害者

基本法」では障がい者の定義が見直されました。平成 25 年（2013 年）4 月 1 日に施行された「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。）

ではその理念として「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」とうたっています。 

また、平成 30 年（2018 年）４月に施行となる「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の法

改正により、生活と就労に対する支援の一層の充実や、高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な

利用を促進するための見直し、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の

拡充が図られます。 

「浜田市障がい福祉計画（第５期）・浜田市障がい児福祉計画（第１期）」（以下「本計画」という。）」

は、これらの法制度の変更を踏まえながら、地域において必要な「障がい福祉サービス」及び「相

談支援」、「地域生活支援事業」、「障がい児通所支援」が計画的に提供されるよう、平成32年度（2020

年度）における障がい福祉サービス等に関する数値目標を設定し、各年度のサービス需要を見込む

とともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めます。 

 

 

 

 

 

 
 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「障害者総合支援法」第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」及び「児童福祉法」第

33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」の２計画を一体としたものです。 

また、「浜田市総合振興計画」に基づく「浜田市保健医療福祉総合計画」を上位計画とし、「浜田

市地域福祉計画」、「浜田市健康増進計画」等各種計画との整合を図りながら、障がい者・児のサー

ビスの提供体制の確保や推進のための基本となる計画です。 

策定にあたっては、国の定める基本指針（平成 18 年（2006 年）厚生労働省告示第 395 号：

平成 29 年（2017 年）3 月 31 日改正）（以下「国基本指針」という。）を踏まえ、浜田市保健医

療福祉協議会の障がい者福祉専門部会、浜田圏域自立支援協議会、関係者団体の意見を反映し、「浜

田市障がい者計画」との調和を図りました。 

  

浜田市における「障害」標記の取扱いについて 

○ 原則として、「障がい」とひらがな標記にしています。 

なお、法令及び団体施設等の固有名詞等については、「障害」と標記しています。 

○ 平成 23 年（2011 年）4 月 1 日以降浜田市が作成する公文書を対象としており、本

計画についても上記の取扱いにより標記しております。 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、平成 30 年度（2018年度）から平成 32 年度（2020年度）までの３年間で、

平成 32 年度（2020年度）に見直しを行い、平成 33 年度（2021年度）からの第６期計画を定

めます。 

なお、本計画については、年１回以上、数値目標等の実績を把握・分析・評価、必要に応じ計画

変更等の措置を取ることとします。また、関連制度、法令等、社会情勢の変化に対応するためにも、

必要に応じて見直しを行います。 

 
 

 H30 年度 

（2018 年度） 

H31 年度 

（2019 年度） 

H 32 年度 

（2020 年度） 

H 33 年度 

（2021 年度） 

H 34 年度 

（2022 年度） 

H 35 年度 

（2023 年度） 

障がい者計画       

障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 
  

 
  

 

 

  

浜田市保健医療福祉総合計画 
 

第２次浜田市総合振興計画 

住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田 

まちづくりの大綱 

浜田市高齢者福祉計画 

浜田市障がい者計画 

浜田市障がい福祉計画（第５期）・障がい児福祉計画（第１期） 

障害者基本法 

障害者総合支援法・ 

児童福祉法 

浜田市健康増進計画 

浜田市子ども・子育て支援事業計画 

健康でいきいきと暮らせるまち 

浜田市地域福祉計画 

浜田市食育推進計画 

障がい福祉計画（第５期） 

障がい児福祉計画（第１期） 
次期計画 

障がい者計画 次期計画 
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４ 計画の策定体制 

（１）組織体制 

本市では、以下の組織体制で浜田市保健医療福祉総合計画を策定することとしており、本計画は

障がい者福祉専門部会及び浜田圏域自立支援協議会において審議を行いました。また、関係部局及

び島根県とも連携・調整を図りながら計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市長 

保健医療福祉協議会 

○各種計画の策定 ○計画の進捗（事業の推進状況）管理 

子ども・子育て支援事業計画策定専門部会 

○子ども・子育て支援事業計画の策定・見直し 

地域保健医療専門部会 

○健康増進計画の策定・見直し 

 

障がい者福祉専門部会 

○障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定・見直し 

地域福祉専門部会 

○地域福祉計画の策定・見直し 

 

高齢者福祉専門部会 

○高齢者福祉計画の策定・見直し 

 

建議 諮問 

報告 
専門事項の 

審議を付託 

食育推進計画専門部会（食育推進ネットワーク会議） 

○食育推進計画の策定・見直し 
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（２）アンケート調査 

当事者の現状や要望を把握し、計画に反映していくため、障害者手帳をお持ちの方を対象とした

アンケート調査を実施しました。 

 

調査票の種類 障がい者計画調査票【身体・知的】【精神】 

調査対象者 
平成 29年（2017年）8月現在、市内在住の身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳所持者の方 

調査数 
身体・知的 1,729 名 

精神 269 名 

調査方法 郵送による配布回収 

調査時期 平成 29 年（2017 年）8 月 31日～9 月 13 日 

調査票回収数 
身体・知的 988 名 

回収率 
57.1％ 

精神 135 名 50.2％ 

 

（３）関係団体調査 

障がいのある人の支援をしている障がい福祉サービス事業者及び相談支援事業所等の各種関係機

関から、障がいのある人のサービス利用状況や生活実態等の課題を把握する目的で関係団体調査を

実施しました。 

 

調査対象 
障がい福祉サービス事業者をはじめ、障がいのある人を支援して

いる関係機関等 

調査方法 市内サービス提供事業所等への調査票郵送による配付回収 

調査時期 平成 29年（2017年）10月～11月 

調査票配布・ 

回収数 
配布先：57  回収数：44  （回収率：77.2％） 
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第２章 障がいのある人等の状況 

１ 人口の推移 

総人口は平成２年（1990 年）以降、年々減少しています。人口構成をみると、年少人口及び生

産年齢人口が年々減少している一方で、高齢者人口は増加しており、少子高齢化の進行がうかがえ

ます。 

■総人口等の推移 

 

資料：国勢調査 

※総人口は年齢不詳を含む 

■年齢３区分別人口構成比の推移 

 

資料：国勢調査 

  

12,444 10,793 9,206 8,053 7,144 6,565

43,826 41,966 39,015 36,851 35,943 31,580

13,104 15,321
17,237 18,061 18,450

19,430

69,411 68,103 65,463 63,046 61,713
58,105

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成2年

（1990年）

平成7年

（1995年）

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人）

17.9

15.9

14.1

12.8

11.6

11.4

63.2

61.6

59.6

58.5

58.4

54.9

18.9

22.5

26.3

28.7

30.0

33.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成2年（1990年）

平成7年（1995年）

平成12年（2000年）

平成17年（2005年）

平成22年（2010年）

平成27年（2015年）

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
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２ 身体障がい 

（１）身体障害者手帳所持者数の年齢別推移 

身体障害者手帳所持者数は微減で推移していますが、65 歳以上所持者は横ばい傾向となっていま

す。構成比をみると 65歳以上所持者は微増しており、平成 28 年（2016 年）では約 8 割を占め

ています。 

 ■身体障害者手帳所持者数及び構成比の推移（年齢別） 

 

 

 

 

 

（２）身体障害者手帳所持者数の等級別推移 

２級・３級・４級の減少傾向がみられ、１級の増加傾向がみられます。構成比をみると、１級・

２級を合わせた重度が平成 28 年（2016 年）では 43.7％となっています。 

■身体障害者手帳所持者数及び構成比の推移（等級別） 

 

27 27 28659 636 598

2,475 2,452 2,460

3,161 3,115 3,086

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成26年

（2014年）

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

（人）

0.9

0.9

0.9

20.8

20.4

19.4

78.3

78.7

79.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成26年

（2014年）

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

894 905 921

481 457 430

528 512 503

811 797 781

202 197 210
245 247 241

3,161 3,115 3,086

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成26年

（2014年）

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（人）

28.3

29.1

29.8

15.2

14.7

13.9

16.7

16.4

16.3

25.7

25.6

25.3

6.4

6.3

6.8

7.8

7.9

7.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成26年

（2014年）

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

身体障がい・知的障がい・精神障がい者に関するデータの出典は、 

すべて「島根県立心と体の相談センター業務概要」（各年３月末現在）となっています。 
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（３）身体障害者手帳所持者数の種類別推移 

音声・言語・そしゃく機能障がい、内部障がいが微増傾向にあり、視覚障がい、肢体不自由は減

少傾向となっています。構成比をみると、肢体不自由は微減がみられながらも約６割を占めて高く、

次いで内部障がいが微増しており、平成 28年（2016 年）では 22.7％となっています。 

■障がいの種類別人数及び構成比の推移 

 

  

220 212 205
320 322 308

37 39 41

1,923 1,863 1,833

661 679 699

3,161 3,115 3,086
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音声・言語・そしゃく機能障がい

聴覚・平衡機能障がい

視覚障がい

（人）

7.0

6.8

6.6

10.1

10.3
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1.2

1.3

1.3

60.8

59.8

59.4

20.9
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聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい

肢体不自由

内部障がい
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３ 知的障がい 

（１）療育手帳所持者数の年齢別推移 

療育手帳所持者数は増加傾向で推移しています。構成比をみると、18 歳以上所持者が８割以上を

占めていますが、18 歳未満の割合が微増しています。 

■療育手帳所持者数及び構成比の推移（年齢別） 

 

 

（２）療育手帳所持者数の障がいの程度別推移 

B（中度・軽度）は増加しています。構成比をみると、Ｂ（中度・軽度）の微増がみられ、平成

28 年（2016 年）ではＢ（中度・軽度）が約６割、Ａ（最重度・重度）が約４割となっています。 

■療育手帳所持者数及び構成比の推移（障がいの程度別） 
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４ 精神障がい 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向がみられ、身体障害者手帳・療育手帳と比べても増

加が大きくなっています。構成比をみると、平成 28 年（2016 年）では２級が 54.0％と最も高

く、次いで３級が 24.0％、１級が 22.0％となっています。 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数は増加傾向がみられ、平成 28 年（2016 年）では 1,248

人と多くなっています。 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別） 

 

 

■自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 
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第３章 障がい福祉計画（第５期） 

１ 平成 32 年度（2020 年度）に向けた目標値 

（１）施設入所者の地域生活移行 

国基本指針の定める目標値 

○平成 32 年度（2020 年度）末に、平成 28 年度（2016 年度）末時点の施設入所者数の９％以上が

地域生活へ移行することを基本。 

○平成 32 年度（2020 年度）末の施設入所者数を平成 28 年度（2016 年度）末時点の施設入所者数

から２％以上削減することを基本。 

 

本計画での目標 

項目 数値 考え方 

平成 28 年度（2016 年度）末の

施設入所者数（a） 
98 人 平成 29 年（2017 年）3 月 31 日の施設入所者 

目標年度入所者数（b） 95 人 平成 32 年度（2020 年度）末時点の利用人員 

【目標値】 

入所者削減見込（a-b） 
3 人（3.1％） 差引減少見込数 

【目標値】 

地域生活移行者数 
4 人（4.1％） 

施設入所からグループホーム等への地域移行する

者の数 

 

目標達成に向けた取り組み 

○福祉施設から地域生活への移行を支援するため、地域生活を希望する人に対して、自立訓練（生

活訓練）等のサービスを提供します。 

○地域の生活の場として必要となる共同生活援助（グループホーム）等については、社会福祉法

人等に対して必要な支援を行い、設置を推進します。 

○地域での日常生活を支援するため、事業者への参入促進を図り、訪問系サービス等サービスの

量と質の確保、地域活動支援センター等の機能強化を促進します。 
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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の構築 

国基本指針の定める目標値 

○平成 32 年度（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など保健、医療、

福祉関係者による協議の場を設置することを基本。市町村単位での設置が困難な場合には、複数市町村

による共同設置であっても差し支えない。 

 

本計画での目標 

項目 数値 考え方 

【目標値】 

地域での保健、医療、福祉等の

関係者による協議の場の設置 

１か所 
平成 32 年度（2020 年度）における地域での保

健、医療、福祉等の関係者による協議の場の設置 

 

目標達成に向けた取り組み 

○浜田圏域自立支援協議会では、「権利擁護部会」、「就労支援部会」、「居住支援部会」を設置し

ており、相談に対して個別ケア会議を開催し、個別の課題や必要な支援策について協議・検討

を行っています。こうした機能を活用し、精神障がいのある人にも対応した連携協議が図れる

体制の構築をめざします。 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

国基本指針の定める目標値 

○地域生活支援拠点等について、平成 32 年度（2020 年度）末までに各市町村又は各圏域に少なくと

も１つを整備することを基本。 

 

本計画での目標 

項目 数値 考え方 

【目標値】 

地域生活支援拠点等の整備 
１か所 

平成 32 年度（2020 年度）における地域生活支

援拠点等の整備 

 

目標達成に向けた取り組み 

○本市に所在する、地域相談支援を併設する共同生活援助や障がい者支援施設の現況、市在住者

の地域生活への移行を勘案し、必要な機能の整備を図ります。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国基本指針の定める目標値 

○福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成 32 年度（2020 年度）中に一般就労

に移行する者を平成 28 年度（2016 年度）の一般就労への移行実績の 1.5 倍以上とすることを基本。 

○就労移行支援事業の利用者数については、平成 32 年度（2020 年度）末における利用者数が平成 28

年度（2016 年度）末における利用者数の２割以上増加することをめざす。 

○事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全

体の５割以上とすることをめざす。 

○就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率を８割以上とすることを基本。 

 

本計画での目標 

■一般就労移行者数 

項目 数値 考え方 

平成 28 年度（2016 年度）の 

一般就労移行者数 
22 人 

平成 28 年度（2016 年度）において福祉施設を

退所し、一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数 
26 人 

平成 32 年度（2020 年度）において福祉施設を

退所し、一般就労した者の数 

 

■就労移行支援事業 

項目 数値 考え方 

平成 28 年度（2016 年度）の 

就労移行支援事業の利用者数 
7 人 

平成 28 年度（2016 年度）末において就労移行

支援事業を利用する者の数 

【目標値】 

目標年度の就労移行支援事業の 

利用者数 

11 人 
平成 32 年度（2020 年度）末において就労移行

支援事業を利用する者の数 

【目標値】 

目標年度の事業所ごとの就労移行率 
5 割以上 

平成 32 年度（2020 年度）末における事業者ご

との就労移行率 

 

■就労定着支援 

項目 数値 考え方 

【目標値】 

目標年度の就労定着支援事業による

１年後の職場定着率 

8 割以上 

平成 30 年（2018 年）４月より開始される就労

定着支援事業による支援を開始した時点から１年

後の職場定着率 

 

目標達成に向けた取り組み 

○就労移行支援事業や就労継続支援事業を行う事業所の設置について支援を行い、サービスの基

盤整備に努めます。 

○公共職業安定所や事業所と連携し、障害者トライアル雇用奨励金制度等を活用し、本格的な雇

用に向けた支援を行います。 
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○サービス事業者・公共職業安定所・事業所、その他市内の福祉・労働・教育等の関係機関が連

携した就労支援ネットワークを推進していきます。 

○「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、障がい

者施設等における官公需の受注拡大を図ります。 
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２ 第４期計画の実績と課題 

第 4 期計画の見込み量に対する実績と、関係団体調査にみる課題は以下のとおりです。 

※平成 29 年度（2017 年度）の実績については、10 月末現在における見込み。 

 

（１）訪問系サービス 

単位：時間/月（月間の利用時間）、人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障がい者等包括支

援 

見込量（A)（時間／月） 1,844 2,005 2,183 

実績（B)（時間／月） 1,033 1,059 1,079 

達成率（B/A）（％） 56.0 52.8 49.4 

見込量（A)（人／月） 150 161 174 

実績（B)（人／月） 141 149 146 

達成率（B/A）（％） 94.0 92.5 83.9 

 

【実績概要】 

〇第 4 期計画期間を通じ、利用人数はおおむね見込みどおりの実績となっていますが、１人あた

りの利用時間が短かったことにより、実績時間は見込みの半分程度の推移となっています。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇ヘルパー人材の高齢化がみられ、人材確保と障がいに応じた支援のための質の向上を課題とす

る事業所が多い状況です。 
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（２）日中活動系サービス 

単位：人日/月（月間の延べ利用日数）、人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

生活介護 

見込量（A)（人日／月） 4,649 4,789 4,933 

実績（B)（人日／月） 4,627 4,620 4,962 

達成率（B/A）（％） 99.5 96.5 100.6 

見込量（A)（人／月） 248 251 253 

実績（B)（人／月） 255 259 271 

達成率（B/A）（％） 102.8 103.2 107.1 

自立訓練（機能訓練） 

見込量（A)（人日／月） 20 20 20 

実績（B)（人日／月） 0 0 0 

達成率（B/A）（％） 0.0 0.0 0.0 

見込量（A)（人／月） 1 1 1 

実績（B)（人／月） 0 0 0 

達成率（B/A）（％） 0.0 0.0 0.0 

自立訓練（生活訓練） 

見込量（A)（人日／月） 121 121 121 

実績（B)（人日／月） 57 78 46 

達成率（B/A）（％） 47.1 64.5 38.0 

見込量（A)（人／月） 11 11 11 

実績（B)（人／月） 4 6 5 

達成率（B/A）（％） 36.4 54.5 45.5 

宿泊型自立訓練 

見込量（A)（人日／月） 62 62 62 

実績（B)（人日／月） 23 0 0 

達成率（B/A）（％） 37.1 0.0 0.0 

見込量（A)（人／月） 2 2 2 

実績（B)（人／月） 1 0 0 

達成率（B/A）（％） 50.0 0.0 0.0 

就労移行支援 

見込量（A)（人日／月） 277 335 405 

実績（B)（人日／月） 111 98 108 

達成率（B/A）（％） 40.1 29.3 26.7 

見込量（A)（人／月） 10 12 15 

実績（B)（人／月） 7 8 8 

達成率（B/A）（％） 70.0 66.7 53.3 

就労継続支援（Ａ型） 

見込量（A)（人日／月） 1134 1302 1491 

実績（B)（人日／月） 1,019 1,037 1,092 

達成率（B/A）（％） 89.9 79.6 73.2 

見込量（A)（人／月） 54 62 71 

実績（B)（人／月） 50 52 56 

達成率（B/A）（％） 92.6 83.9 78.9 

就労継続支援（Ｂ型） 

見込量（A)（人日／月） 3,024 3,171 3,339 

実績（B)（人日／月） 2,704 2,800 2,968 

達成率（B/A）（％） 89.4 88.3 88.9 

見込量（A)（人／月） 144 151 159 

実績（B)（人／月） 156 162 159 

達成率（B/A）（％） 108.3 107.3 100.0 
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サービスの種類 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

療養介護 

見込量（A)（人／月） 30 30 30 

実績（B)（人／月） 25 25 25 

達成率（B/A）（％） 83.3 83.3 83.3 

短期入所 

見込み量（A)（人日/月） 336 392 456 

実績（B)（人日/月） 283 319 305 

 うち福祉型 190 226 227 

 うち医療型 93 93 78 

達成率（B/A）（％） 84.2 81.4 66.9 

見込み量（A)（人/月） 42 49 57 

実績（B)（人/月） 43 50 45 

 うち福祉型 35 42 38 

 うち医療型 8 8 7 

達成率（B/A）（％） 102.4 102.0 78.9 

 

【実績概要】 

〇生活介護、就労継続支援（Ｂ型）の利用人数の実績は見込みを上回っています。また、短期入

所も平成 27年度（2015 年度）、平成 28 年度（2016 年度）の利用人数の実績は見込みを

上回っています。 

○自立訓練、療養介護は見込みを下回る実績となっています。就労移行支援、就労継続支援（Ａ

型）も実績は見込みを下回っていますが、経年で利用が増加しています。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇地域によってサービス事業所等の社会資源に格差があることを課題とする声があります。 

○就労移行支援や就労継続支援では、利用者の確保、受託事業の確保、スタッフの人材育成など

のほか、発達障がいのある人への支援を課題とする声があります。 

〇短期入所については、定員数やスタッフ数が限られているため利用希望をかなえきれないこと、

新規利用者の状況把握が十分でないことなどが事業所の課題として上げられています。 

 

（３）居住系サービス 

単位：人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

共同生活援助 

見込量（A)（人／月） 121 128 136 

実績（B)（人／月） 110 111 109 

達成率（B/A）（％） 90.9  86.7  80.1  

施設入所支援 

見込量（A)（人／月） 100 98 96 

実績（B)（人／月） 100 96 100 

達成率（B/A）（％） 100.0  98.0  104.2  
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【実績概要】 

〇共同生活援助の実績はおおむね横ばいで推移しており、見込みを下回っています。 

〇施設入所支援の実績は、平成 28 年度（2016年度）で利用人数は減少しているものの、平成

29 年度（2017 年度）では増加しており、見込みを上回っています。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇施設からの地域移行を進めるにあたっては、グループホームの充実や住宅入居に係る支援など、

移行先となる受け皿の充実が必要とされています。 

〇障がいのある人とその家族が高齢化している現状から、介護保険サービスへの円滑な移行につ

いての取り組みの必要性を指摘する意見が上がっています。 

 

（４）相談支援 

単位：人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

相談支援 

（計画相談支援） 

見込量（A)（人／月） 104 108 112 

実績（B)（人／月） 106 117 108 

達成率（B/A）（％） 101.9  108.3  96.4  

相談支援 

（地域移行支援） 

見込量（A)（人／月） 7 8 9 

実績（B)（人／月） 1 1 1 

達成率（B/A）（％） 14.3  12.5  11.1  

相談支援 

（地域定着支援） 

見込量（A)（人／月） 15 17 19 

実績（B)（人／月） 12 17 17 

達成率（B/A）（％） 80.0  100.0  89.5  

※相談支援（計画相談支援）は、計画作成時及びモニタリング時各回を含む。 

 

【実績概要】 

〇計画相談支援は、おおむね見込みを上回る実績となっています。 

○地域移行支援、地域定着支援は見込みを下回る実績となっています。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇計画相談支援については、相談支援専門員の不足を指摘する声が多く上がっています。 

○サービス事業所からは、利用者の病状や精神状態等の把握ができるように、相談支援事業所と

の連携と、定期的な協議の場があるとよいという意見が上がっています。 
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（５）地域生活支援事業 

① 相談支援事業 

単位：か所 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

障がい者相談支援事業 

見込量（A)（か所） 5 5 5 

実績（B)（か所） 4 4 4 

B/A（％） 80.0  80.0  80.0  

地域自立支援協議会 
見込量（A)（有無） 有 有 有 

実績（B)（有無） 有 有 有 

基幹相談支援センター設置

事業 

見込量（A)（か所） 1 1 1 

実績（B)（か所） 1 1 1 

 

【実績概要】 

〇地域自立支援協議会、基幹相談支援センター設置事業の設置状況は見込みどおりの実績となっ

ています。 

○相談支援事業所数については、５か所の見込みに対して４か所の実績となっています。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇相談支援体制については、人員の不足や職員の専門性の向上が課題として上げられています。 

 

② 住宅入居等支援事業 

単位：回/月（月間の実施回数） 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

住宅入居等支援事業 

（相談支援） 

見込量（A)（回／月） 3 4 5 

実績（B)（回／月） 2 3 3 

B/A（％） 66.7  75.0  60.0  

 

【実績概要】 

〇おおむね３回程度の事業利用がみられます。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇専門的知識のある人材の確保のほか、公営住宅の入居要件に関する協議や、民間賃貸住宅の協

力の促進が課題として上げられています。 
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③ 意思疎通支援事業 

単位：回/月（月間の派遣回数） 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

意思疎通支援事業 

見込量（A)（回／月） 25 25 25 

実績（B)（回／月） 35 28 28 

B/A（％） 140.0  112.0  112.0  

 

【実績概要】 

〇意思疎通支援事業の利用実績は見込みを上回っており、おおむね 30回前後の利用となってい

ます。 

 

④ 手話奉仕員養成研修事業 

単位：か所、人/年（年間の参加申し込み者数） 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

研修実施見込みか所数 

見込量（A)（か所） 1 1 1 

実績（B)（か所） 1 1 1 

B/A（％） 100.0  100.0  100.0  

研修参加見込み者数 

見込量（A)（人／年） 20 20 20 

実績（B)（人／年） 21 18 22 

B/A（％） 105.0  90.0  110.0  

 

【実績概要】 

〇手話奉仕員養成研修事業は、おおむね見込みどおりの実績となっています。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇研修修了から登録につながる人は多いものの、研修に参加する人の数は減少していくことが予

想されており、参加促進を図っていくことが必要です。 
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⑤ 日常生活用具給付等事業 

単位：件/年（年間の給付件数） 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

介護・訓練支援用具 

見込量（A)（件／年） 5 5 5 

実績（B)（件／年） 2 5 7 

B/A（％） 40.0  100.0  140.0  

自立生活支援用具 

見込量（A)（件／年） 10 10 10 

実績（B)（件／年） 5 9 10 

B/A（％） 50.0  90.0  100.0  

在宅療養等支援用具 

見込量（A)（件／年） 10 10 10 

実績（B)（件／年） 12 5 6 

B/A（％） 120.0  50.0  60.0  

情報・意思疎通支援用具 

見込量（A)（件／年） 20 20 20 

実績（B)（件／年） 19 20 12 

B/A（％） 95.0  100.0  60.0  

排泄管理支援用具 

見込量（A)（人／年） 373 373 373 

実績（B)（人／年） 353 364 360 

B/A（％） 94.6  97.6  96.5  

居宅生活動作補助用具（住

宅改修費） 

見込量（A)（件／年） 1 1 1 

実績（B)（件／年） 1 5 2 

B/A（％） 100.0  500.0  200.0  

 

【実績概要】 

〇第４期計画期間中、すべての区分において利用がみられます。 

 

⑥ 移動支援事業 

単位：か所、人/年（年間の利用人数）、時間/年（年間の利用時間） 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

移動支援事業 

見込量（A)（か所） 14 14 14 

実績（B)（か所） 14 18 18 

B/A（％） 100.0  128.6  128.6  

見込量（A)（人／年） 97 104 111 

実績（B)（人／年） 88 91 85 

B/A（％） 90.7  87.5  76.6  

見込量（A)（時間／年） 3,759 4,022 4,304 

実績（B)（時間／年） 2,650 4,118 3,997 

B/A（％） 70.5  102.4  92.9  

 

【実績概要】 

〇移動支援事業のか所数は見込みを上回っています。利用人数及び利用時間は見込みを若干下回

る実績となっています。 
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【関係団体調査にみる課題】 

〇事業所からは、人材確保の難しさ等が課題に上げられています。 

 

⑦ 地域活動支援センター事業 

単位：か所 

サービスの種類 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

基礎的事業 

見込量（A)（か所） 5 5 5 

実績（B)（か所） 5 5 3 

B/A（％） 100.0  100.0  60.0  

 
うち機能強化事業 

見込量（A)（か所） 1 1 1 

実績（B)（か所） 1 1 1 

B/A（％） 100.0  100.0  100.0  

 

【実績概要】 

〇平成 29 年度（2017 年度）における基礎的事業の実施か所は 3 か所に減少していますが、

利用者の方に個別的に対応し、他のサービス（生活介護事業）へ移行しています。また、発達

障がいのある人を主な対象とする地域活動支援センターが設置されました。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇人材確保や資金の確保の難しさ等が課題に上げられています。また、介護保険サービスを利用で

きない高齢の障がいのある人に対するサービスの在り方の検討の必要性が指摘されています。 

 

⑧ 日中一時支援事業 

単位：人/年（年間の利用人数） 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

日中一時支援事業 

見込量（A)（か所） 12 12 12 

実績（B)（か所） 9 9 9 

B/A（％） 75.0  75.0  75.0  

見込量（A)（人／年） 28 28 28 

実績（B)（人／年） 34 31 28 

B/A（％） 121.4  110.7  100.0  

 

【実績概要】 

〇第 4 期計画期間中における実施か所数は９か所となっています。利用人数はおおむね見込みど

おりとなっています。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇新規利用者の状況把握が難しい一面がみられ、事前のケアマネジメントを関係機関との連携の

もとに、状況把握が十分にできる体制が必要という意見があります。 
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⑨ 社会参加促進事業 

 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

スポーツ・レク

リエーション教

室開催等事業 

〇特別支援学級スキー教室 

１回 204人参加 

〇スケート教室 13 回  

〇スポーツ大会 

ボーリング 84 人参加 

ボッチャ 42 人参加 

〇水泳教室  

28 回 延べ 179 人参加 

〇音楽セラピー  

12 回 延べ 200 人参加 

〇特別支援学級スキー教室  

１回 202人参加 

〇スケート教室  

13 回 延べ 58 人参加 

〇スポーツ大会  

ボーリング 80 人参加 

ボッチャ 38 人参加 

〇水泳教室  

40 回 延べ 233 名参加 

〇音楽セラピー  

12 回 延べ 187 人参加 

〇特別支援学級スキー教室 

１回実施予定 

〇スケート教室  

13 回実施予定 

〇スポーツ大会  

ボーリング１回実施予定 

ボッチャ１回実施予定 

〇水泳教室  

40 回実施予定 

〇音楽セラピー  

12 回実施予定 

点字・声の広

報等発行事業 

〇広報等点訳  

25 回 延べ 516 人利用 

〇広報等点訳  

18 回 延べ 418 人利用 

〇広報等点訳  

20 回実施予定 

自動車運転免

許取得・改造

助成・移動補

助用具助成事

業 

〇自動車改造助成 2 件 

〇自動車免許取得 1 件 

〇自動車改造助成 2 件 

〇自動車免許取得 2 件 

〇移動補助用具 1 件 

〇自動車改造助成 見込 2件 

〇自動車免許取得 見込 2件 

〇移動補助用具 見込 1 件 

生活訓練事業 
〇料理教室  

全 22 回 延べ 163 人利用 

〇料理教室  

全 23 回 延べ 187 人利用 

〇料理教室  

全 22 回実施予定 

その他社会参

加促進事業 

〇研修旅行等  

9 回 延べ 196 人参加 

〇研修旅行  

9 回 延べ 169 人参加 

〇研修旅行  

9 回実施予定 

 

⑩ 成年後見制度利用支援事業 

単位：人/年（年間の利用人数） 

区分 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

成年後見制度利用支援 

事業 

見込量（A)（人／年） 5 6 6 

実績（B)（人／年） 14 13 13 

B/A（％） 280.0  217.0  217.3  

 

【実績概要】 

〇おおむね 13～14 人の利用があり、見込みを大きく上回る実績となっています。 
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３ 障がい福祉サービスの見込み量及び確保方策 

（１）訪問系サービス 

■□ サービスの内容 □■ 

サービス名 内容 

居宅介護 ホームヘルパー等が居宅を訪問し、自宅で入浴や排せつ、食事の介護を行い

ます。 

重度訪問介護 ホームヘルパー等が居宅を訪問し、重度の肢体不自由者で常に介護を必要と

する人に対して、自宅で入浴や排せつ、食事の介護や外出時の移動支援を行

います。 

同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に対して、外出時において

同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の移動中

の介護を行います。 

行動援護 重度の知的障がいまたは重度の精神障がいにより行動上著しい困難を有する

人に対して、自傷や他害、徘徊等を回避するために必要な援護、外出におけ

る移動中の介護を行います。 

重度障がい者等包括支

援 

常時介護を要し、その必要の程度が著しく高い人に対して、居宅介護等の複

数のサービスを包括的に提供します。 

 

◇◆ サービスの見込量 ◆◇ 
単位：時間/月（月間の利用時間）、人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障がい者等包括支

援 

時間/月 1,090 1,100 1,110 

人/月 146 147 148 

 

実施の方向性 

訪問系サービスは、在宅の障がいのある人の日常生活を支えるサービスとして、また地域

移行を進める観点でも、その量と質の確保が重要です。 

事業者への情報提供等により参入促進を図るほか、従事者に対する研修参加促進などによ

り、サービスの量と質の確保を図ります。 

また、難病患者や高次脳機能障がいのある人の在宅生活について、国や県の施策動向を踏

まえ、その支援の充実を図ります。 
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（２）日中活動系サービス 

■□ サービスの内容 □■ 

サービス名 内容 

生活介護 昼間、障がい者支援施設等において、食事や入浴、排せつの介護、生産活動

や創作的活動の機会を提供します。 

自立訓練 障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、

施設で一定期間身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 一般就労を希望する人に対して、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上

のために生産活動等の必要な訓練を行います。 

就労継続支援Ａ型 一般企業等での就労が困難な人に対して、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や能力の向上のために必要な訓練を

行います。 

就労継続支援Ｂ型 一般企業等での就労が年齢や体力面から困難な人に対して、就労や生産活動

の場を提供し、知識や能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援【新規】 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人で、就労に伴う環境変化

により生活面の課題が生じている人に対し、相談や連絡調整等、課題解決に

向けて必要となる支援を行います。 

療養介護 医療と常時介護が必要な人に対して、医療機関での機能訓練、療養上の管理・

看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所 居宅において介護する人が疾病等の理由により一時的に介護ができない場合

に、短期間、夜間も含めて施設に入所し、食事や入浴、排せつの介護を行い

ます。 

 

◇◆ サービスの見込量 ◆◇ 
単位：人日/月（月間の延べ利用日数）、人/月（月間の利用人数）  

サービスの種類 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

生活介護 
人日／月 4,982 5,060 5,140 

人／月 275 280 284 

自立訓練（機能訓練） 
人日／月 20 20 20 

人／月 1 1 1 

自立訓練（生活訓練） 
人日／月 77 77 77 

人／月 5 5 5 

宿泊型自立訓練 
人日／月 20 20 20 

人／月 1 1 1 

就労移行支援 
人日／月 113 118 123 

人／月 8 8 8 
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サービスの種類 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

就労継続支援 A 型 
人日／月 1,114 1,138 1,163 

人／月 57 58 60 

就労継続支援 B型 
人日／月 3,085 3,115 3,146 

人／月 160 161 162 

就労定着支援【新規】 人／月 5 7 9 

療養介護 人／月 25 25 25 

短期入所（福祉型） 
人日／月 227 239 244 

人／月 38 38 39 

短期入所（医療型） 
人日／月 98 98 98 

人／月 8 8 8 

 

実施の方向性 

日中活動系サービスは、障がいのある人の現在の活動を支え、また将来の自立に向けた活

動を支援するサービスであり、さまざまな障がい特性や状況に応じたサービスが提供できる

体制が必要です。 

特に、重度障がいのある人、医療的ケアの必要な人、精神障がいのある人、発達障がいの

ある人、高次脳機能障がいのある人などの日中活動の場の確保と充実を図ります。 

また、浜田圏域自立支援協議会により、特別支援学校を卒業した人の活動の場の確保に向

けた調整、連携を図ります。 

就労支援の取り組みについては、市内の事業所が有効に活用され、利用者の一般企業への

就労や生産活動への従事に役立つよう、情報提供の充実に努めます。また、就労後の定着も

重要であるため、就労定着支援の実施や公共職業安定所等と連携した就労後の相談支援など

のフォロー体制の充実を図ります。 

就労継続支援事業所についても、Ａ型事業所においては安定的な運営の継続が、Ｂ型事業

所においては授産品の販売機会の拡大等による工賃の向上などが求められているため、事業

所等と連携を図り、啓発に取り組みます。 

短期入所の利用はニーズ把握に努めながら、事業所の整備の促進を図ります。また重度障

がいのある人等の受け入れ先の確保に努めるとともに、緊急一時保護等に対応できる体制の

整備等について検討します。 
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（３）居住系サービス 

■□ サービスの内容 □■ 

サービス名 内容 

自立生活援助【新規】 施設やグループホームから一人暮らしに移行する人に対して、定期的な訪問

を行い、体調や生活面での課題などについて確認を行い、必要な助言や医療

機関等との連絡調整を行います。 

共同生活援助（グループ

ホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助または食事や入

浴、排せつの介護を行います。 

施設入所支援 日中活動の自立訓練や就労移行支援を利用している人が、自立した日常生活

を営むことができるように、夜間における居住の場等を提供します。 

 

◇◆ サービスの見込量 ◆◇ 
単位：人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

自立生活援助【新規】 人／月 3 4 5 

共同生活援助 人／月 114 119 125 

施設入所支援 人／月 98 97 96 

 

実施の方向性 

居住系サービスは、障がいのある人及びその家族の高齢化が進む中で、必要十分な量と質

の確保が求められます。 

共同生活援助（グループホーム）については、地域生活の場の確保のため、ニーズ把握に

努めながら事業者の参入促進と整備支援を図ります。 

施設入所支援については、地域で自立した生活を送ることが困難な人が安心して暮らせる

よう、既存施設を中心として必要な施設の確保に努めます。 

自立生活援助については、共同生活援助・施設入所支援等の利用者が地域生活に移行する

際の相談等に応じ、不安の軽減が図れるよう支援の充実を図ります。 
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（４）相談支援 

■□ サービスの内容 □■ 

サービス名 内容 

計画相談支援 障がい福祉サービスを利用する人のうち、入所・入院から地域生活へ移行す

る人や特別支援学校卒業生等、自らサービス調整できない人などを対象に、

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、また適切な障が

い福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、

計画を作成します。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モ

ニタリング）を行います。 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

障がい者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人に

対し、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の

同行、障がい福祉サービスの体験的な利用支援などを行います。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

単身等で生活する障がいのある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、

緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を

行います。 

 

◇◆ サービスの見込量 ◆◇ 
単位：人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

計画相談支援 人／月 116 119 121 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
人／月 1 1 1 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
人／月 17 17 17 

※計画相談支援は、計画作成時及びモニタリング時各回（モニタリング実施が見込まれるケースのみ）をそれぞれ

１人と数えて推計。 

 

実施の方向性 

相談支援は、すべての障がい福祉サービス利用者が利用するものであり、その内容は利用

者の暮らしに大きくかかわるため、きめ細やかな配慮が求められます。 

すべての対象者に対し、適切な相談支援を行えるよう、関係機関とともに相談支援専門員

の確保に向けた検討を進めます。 

また、利用者にとってわかりやすい相談体制づくりについて、浜田圏域自立支援協議会等

の場を利用し、検討を進めます。 

  



 

28 

 

４ 地域生活支援事業の見込み量及び確保方策 

■□ サービスの内容 □■ 

サービス名 内容 

理解促進研修・ 

啓発事業 

地域住民に対して、障がい等に対する理解を深めるため、教室等の開催、事

業所訪問、イベント開催、広報活動等を行います。 

自発的活動支援事業 
障がい者やその家族、地域住民が行うピアサポート、災害対策、孤立防止活

動、社会活動、ボランティア活動等について支援を行います。 

相談支援事業 相談、福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）、社会資源を活用するた

めの支援（各種施策に関する助言・指導等）、社会生活力を高めるための支援、

ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助、専門機関の紹介などを

行います。 

住宅入居等支援事業 施設や病院などから賃貸契約による一般賃貸住宅や公営住宅への入居を希望

しているが、さまざまな理由で入居が困難な状況にある人たちの入居及び入

居後に必要な支援を行います。 

意思疎通支援事業 意思疎通を図ることに支障がある人に対して、手話通訳者、要約筆記者を派

遣する事業や、手話通訳を設置する事業、点訳等による支援事業などを実施

し、他者との意思疎通の仲介を行います。 

手話奉仕員養成研修事

業 

意思疎通支援等を円滑に実施するため、手話奉仕員を養成するための研修等

を行い、人材の確保を図ります。 

日常生活用具給付等事

業 

重度の身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、精神障がい者に対して、日

常生活が円滑に行われるように、日常生活用具を給付または貸与し、自立し

た生活を促進します。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な人に対して、生活上必要不可欠な外出や余暇活動など

の社会参加のための外出の際に、移動を支援します。 

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、利用者に対して、創作的活動や生産活動の

機会の提供、社会との交流の促進等を図ります。 

あわせて、地域活動支援センターの機能強化を促進し、障がいのある人の地

域における生活支援の促進を図ります。 

日中一時支援事業 日中において介護者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な人に、

日中における活動の場を提供します。 

社会参加促進事業 障がいのある人の社会参加を促進するため、以下の事業を行います。 

○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 ○点字・声の広報等発行事業 

○自動車運転免許取得・改造助成事業 ○芸術・文化講座開催等事業 

○生活訓練事業 ○その他社会参加促進事業 

成年後見制度利用支援

事業 

精神・知的障がい等により、自分で十分判断できない人の財産管理やサービ

ス契約等について、後見人等の援助が受けられるよう支援します。また、費

用の負担をすることが困難と認められる人に対し、審判の請求に係る費用及

び後見人等への報酬の助成を行います。 
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◇◆ サービスの見込量 ◆◇ 
 

区分 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

理解促進研

修・啓発事業 
広報活動 回/年 通年 通年 通年 

自発的活動支

援事業 

ピアサポート 件/月 1 1 1 

災害対策 件/年 1 1 1 

社会活動支援 件/年 1 1 1 

相談支援事業 
障がい者相談支援事業 か所 4 4 4 

地域自立支援協議会 有無 有 有 有 

基幹相談支援センター設置事業 か所 1 1 1 

住宅入居等支援事業（相談支援） 回／月 3 3 3 

意思疎通支援事業 回/月 35 35 35 

手話奉仕員養

成研修事業 

研修実施見込みか所数 か所 1 1 1 

研修参加見込み者数 人/年 20 20 20 

日常生活用具

給付等事業 

介護・訓練支援用具 件/年 7 7 7 

自立生活支援用具 件/年 10 10 10 

在宅療養等支援用具 件/年 10 10 10 

情報・意思疎通支援用具 件/年 20 20 20 

排泄管理支援用具 件/年 370 370 370 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 件/年 3 3 3 

移動支援事業 

実施見込みか所数 か所 18 18 18 

利用見込み者数 人/年 90 92 94 

延べ利用見込み時間数 時間/年 4,232 4,326 4,420 

地域活動支援センター基礎的事業 か所 3 3 3 

 うち機能強化事業 か所 1 1 1 

日中一時支援

事業 

実施見込みか所数 か所 9 9 9 

利用見込み者数 人/年 30 30 30 

成年後見制度利用支援事業 人/年 9 9 9 
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実施の方向性 

○相談支援事業は、利用者にとってわかりやすい相談体制づくりについて、浜田圏域自立支

援協議会等の場を利用し、検討を進めます。また、基幹相談支援センターについては、圏

域で 1 か所設置していますが、今後は各市での 1 か所設置をめざし、事業を実施する受託

法人の発掘等に取り組みます。 

○住宅入居等支援事業は、公営住宅及び民間賃貸住宅それぞれについて、より入居の可能性

を広げられるよう、関係機関の連携体制づくりと諸要件の整備を図ります。 

○意思疎通支援事業は、手話・要約筆記・点訳等による意思疎通支援の充実のため、引き続

き事業を推進します。 

○手話奉仕員養成研修事業は、日常会話程度の手話ができる人材の確保・充実のため、引き

続き事業を推進します。 

○日常生活用具給付等事業は、ニーズの把握に努め、必要に応じ対象種目の充実を図ります。 

○移動支援事業は、今後もニーズが増加することが見込まれ、事業者への情報提供等により

参入促進を図るほか、従事者に対する研修参加促進などにより、サービスの量と質の確保

を図ります。 

○地域活動支援センター事業は、障がいの特性や状況にあった活動の場として、また地域に

おける生活支援を担う機関として、引き続き事業を推進します。 

○日中一時支援事業は、土日や長期休暇、また緊急利用に関するニーズの把握に努めながら

事業を推進します。 

○社会参加促進事業は、毎年度において事業の実施状況を確認し、必要とされる支援の適切

な提供を図ります。 

○成年後見制度利用支援事業は、「親亡き後の問題」等潜在的な利用ニーズは高いと考えられ

ることから、事業の周知に努めます。 
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第４章 障がい児福祉計画（第１期） 

１ 平成 32 年度（2020 年度）に向けた目標値 

（１）障がい児支援の提供体制の整備等 

国基本指針の定める目標値 

○平成 32 年度（2020 年度）末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設

置することを基本。 

○平成 32 年度（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。市町村単位での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えな

い。 

○平成 32 年度（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に少なくとも１か所以上確保することを基本。市町村単位での確

保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 

○平成 30 年度（2018 年度）末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障

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。 

 

本計画での目標 

項目 数値 考え方 

【目標値】 

児童発達支援センターの設置 
１か所 

平成 32 年度（2020 年度）末における児童発達

支援センターの設置 

【目標値】 

保育所等訪問支援の利用できる

体制の構築 

1 か所 
平成 32 年度（2020 年度）末における保育所等

訪問支援の利用支援体制の構築 

【目標値】 

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の確保 

1 か所 
平成 32 年度（2020 年度）末における重症心身

障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所の確保 

【目標値】 

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

るための協議の場の設置 

１か所 
平成 30 年度（2018 年度）末における保健、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の設置 

 

目標達成に向けた取り組み 

○平成 27 年（2015 年）1 月から障がい児通所サービスの放課後等デイサービスが始まり、次

いで児童発達支援等が市内 4 か所に整備されました。今後も障がいのある子どもの療育や訓練、

日中の居場所づくり等の充実に取り組みます。 

○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については、

市または圏域に 1か所設置することをめざします。 
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２ 第４期計画の実績と課題 

第 4 期計画の見込み量に対する実績と、関係団体調査にみる課題は以下のとおりです。 

※平成 29 年度（2017 年度）の実績については、10 月末現在における見込み。 

 

（１）障がい児通所支援等 

単位：人日/月（月間の延べ利用日数）、人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

児童発達支援 

見込量（A)（人日／月） 44 46 48 

実績（B)（人日／月） 40 35 31 

達成率（B/A）（％） 90.9 76.1 64.6 

見込量（A)（人／月） 22 23 24 

実績（B)（人／月） 22 17 14 

達成率（B/A）（％） 100.0 73.9 58.3 

放課後等デイサービ

ス 

見込量（A)（人日／月） 48 60 72 

実績（B)（人日／月） 182 526 778 

達成率（B/A）（％） 379.2 876.7 1,080.6 

見込量（A)（人／月） 12 15 18 

実績（B)（人／月） 27 60 88 

達成率（B/A）（％） 225.0 400.0 488.9 

保育所等訪問支援 

見込量（A)（人日／月） 0 4 8 

実績（B)（人日／月） 5 5 8 

達成率（B/A）（％） - 125.0 100.0 

見込量（A)（人／月） 0 2 4 

実績（B)（人／月） 5 5 8 

達成率（B/A）（％） - 250.0 200.0 

障がい児相談支援 

見込量（A)（人／月） 18 24 29 

実績（B)（人／月） 16 19 22 

達成率（B/A）（％） 88.9 79.2 75.9 

 

【実績概要】 

〇児童発達支援、障がい児相談支援は、見込みを下回る実績となっています。 

○放課後等デイサービス、保育所等訪問支援は見込みを上回る実績となっており、特に放課後等

デイサービスは、実施事業所の増加により、利用実績の大きな増加がみられました。なお、本

事業の見込量と実績の数値の乖離については、平成 27 年（2015年）からの相次ぐ事業所の

開所が見込めず、利用実績が想定以上に伸びたためです。 

【関係団体調査にみる課題】 

〇放課後等デイサービスをはじめ障がい児通所サービスのニーズが高くなっており、需要と供給

のバランスを検討していく必要があるという意見が上がっています。 
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３ 障がい児通所支援等の見込み量及び確保方策 

■□ サービスの内容 □■ 

サービス名 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・技能の付与、集団生活への適

応訓練、その他必要な支援を行います。 

放課後等デイサービス 授業の終了後または学校休業日に施設に通わせ、生活能力向上のための必要

な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 障がい児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを２週間

に１回程度訪問し、障がいのある子どもや保育所などのスタッフに対し、障

がいのある子どもが集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支

援【新規】 

重度の障がい等の状態にあり、障がい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子どもへ発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を

訪問して発達支援を行います。 

障がい児相談支援 障がいのある子どもが障がい児通所支援（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、適切なサービスが総合的かつ効果的に提供され

るように、計画を作成します。 

 

◇◆ サービスの見込量 ◆◇ 
単位：人日/月（月間の延べ利用日数）、人/月（月間の利用人数） 

サービスの種類 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

児童発達支援 
人日／月 32 32 32 

人／月 14 14 14 

放課後等デイサービス 
人日／月 883 983 1,083 

人／月 98 108 118 

保育所等訪問支援 
人日／月 9 10 11 

人／月 9 10 11 

居宅訪問型児童発達支

援【新規】 

人日／月 11 11 11 

人／月 5 5 5 

障がい児相談支援 人／月 25 28 31 
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実施の方向性 

「児童福祉法」に基づくこれらの事業は、「子ども・子育て支援事業計画」の方針に則って

実施します。 

児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、利用者のニーズを見極めながら、適

切な整備を図ります。 

居宅訪問型児童発達支援については、重度の障がいのある子どもを対象としたサービスで

あるため、そのニーズを見極めながら適切な整備を図るとともに、医療的ケアの知識を持っ

た人材の育成支援や医療機関との連携などの提供体制づくりを進めます。 

また、障がい児相談支援は、障がい児通所支援を利用するすべての障がいのある子どもが

利用するものであり、その作成にあたってはきめ細やかな配慮が求められます。すべての対

象者に対し、適切な相談支援を行える体制の整備を図ります。 
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第５章 計画の推進体制 

１ 計画の進捗管理 

本計画を着実に推進するため、「Plan（計画）→Do（実践）→Check（点検・評価）→Action

（改善）」の PDCA サイクルに沿って、各事業の数値目標に対する達成状況及び進捗状況等につい

て調査・分析し、それぞれの状況を的確に評価し、計画の見直し等、施策に反映させていきます。 

計画の達成状況の点検及び評価等の進行管理にあたっては、浜田市保健医療福祉協議会が各種施

策の実施状況の把握・点検を行います。 

 

■ＰＤＣＡサイクルのプロセスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民参画の推進 

障がいのある人が地域で安心して暮らしていける環境づくりを進めていくためには、行政だけで

なく、社会福祉協議会や民生児童委員、自治会、ボランティア団体等による支援や協力が重要とな

ります。障がいのある人一人ひとりのニーズに合ったサービスを提供するため、障がい者福祉に関

係するボランティア団体の育成に努めるとともに、市民と行政がそれぞれの役割を果たしながら、

相互に連携して施策を推進していきます。 

 

  

PLAN 
行政活動を 

計画する 

DO 
行政活動を 

実践する 

CHECK 
行政活動を 

評価する 

ACTION 
行政活動を 

改善する 

■「基本理念」に即

して基本目標及び

具体的な取り組み

を設定 

■計画の内容を踏ま

え、事業を実施 

■活動実績及びその

効果の実態把握 

■中間評価として 

分析・評価 

■関連施策との動向 

を踏まえ、計画全 

体の分析・評価 

■中間評価等を踏ま

え、計画の変更や

見直しを実施 

関連計画や 

新たな計画 

への反映 
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３ 関係機関の連携 

 障がい者施策は、保健・医療・福祉・教育・労働・生活環境などさまざまな分野が関連してい

ます。そのため、庁内はもとより、幅広い分野における関係機関との連携を強化し、障がいのある

人一人ひとりの障がいの特性やライフステージに応じた総合的かつ継続的な支援を推進します。 

 

  



 

37 

 

 

資料編  

１ 策定経過 

開催日 内容 

平成 29 年（2017年） 

5 月 25 日（木） 

○第１回浜田市保健医療福祉協議会 

・浜田市保健医療福祉総合計画の改定について 

8 月７日（月） ○第１回障がい者福祉専門部会 

・基本指針について 

・アンケート（案）について 

8 月 31 日（木）～ 

9 月 13 日（水） 
○アンケート調査（手帳所持者対象） 

10 月～11 月 ○関係団体調査（障がい福祉サービス事業所等） 

12 月６日（水） ○第２回障がい者福祉専門部会 

・浜田市障がい者計画（素案）について 

・浜田市障がい福祉計画（第 5 期）・浜田市障がい児福祉計画 

（第 1 期）（素案）について 

平成 30 年（2018年） 

1 月 11 日（木）～ 

2 月 9 日（金） 

○パブリックコメント 

2 月 1 日（木） ○第３回浜田市保健医療福祉協議会 

・浜田市障がい者計画（素案）について 

・浜田市障がい福祉計画・浜田市障がい児福祉計画（素案）に

ついて 

2 月 15 日（木） ○第４回浜田市保健医療福祉協議会 

・浜田市障がい者計画（素案）の修正案について 

・浜田市障がい福祉計画・浜田市障がい児福祉計画（素案）の

修正案について 

※「浜田市障がい者計画」・「浜田市障がい福祉計画（第 5 期）・浜田市障がい児福祉計画（第 1 期）」

に関連する部分のみ 
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２ 浜田市保健医療福祉協議会規則 

平成 17 年 12月 22 日 

規則第 241 号 

改正 平成 20 年 4月 1 日規則第 5号 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は、浜田市附属機関設置条例（平成 17 年浜田市条例第 18 号）第 3条の規定に

基づき、浜田市保健医療福祉協議会（以下「協議会」という。）の組織、運営等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（補欠委員の任期） 

第 2 条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 3 条 協議会に会長及び副会長 1 人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第 4 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

2 協議会の議事に当たり、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（専門部会） 

第 5 条 協議会に、専門事項を調査審議するために専門部会を置くことができる。 

2 専門部会は、協議会から付託された事項及び保健、医療、福祉の各種計画に関する事項等につい

て調査研究し協議会に報告する。 

3 専門部会の委員は、協議会の委員のほか、必要に応じて市長が委嘱し、又は任命する。 

4 前 3 条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、「委員」とあるのは「専門部

会員」と、「協議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」と

あるのは「副部会長」と読み替えるものとする。 

（関係者の出席等） 

第 6 条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第 7 条 協議会の庶務は地域福祉課において処理し、専門部会の庶務は関係主務課において処理す

る。 

（平 20 規則 5・一部改正） 

（その他） 

第 8 条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。 

附 則 

（施行期日） 
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1 この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の日後又は委員の任期満了後最初に開かれる協議会の会議は、第 4 条第 1 項の

規定にかかわらず、市長が招集するものとする。 

附 則（平成 20 年 4月 1 日規則第 5 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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３ 浜田市保健医療福祉協議会委員名簿 

（平成 30 年（2018年）3 月現在） 

関係団体 職名等 氏名 備考 

浜田市医師会 会長 齋藤 寛治   

浜田市社会福祉協議会 会長 大谷 克雄 副会長 

島根県立大学 教授 川中 淳子   

リハビリテーションカレッジ島根 学校長 吉村 安郎   

那賀郡医師会 会長 寺井 勇   

浜田歯科医師会 会長 竹原 茂央   

浜田薬剤師会 顧問 川神 裕司   

浜田医療センター 院長 石黒 眞吾   

浜田市民生児童委員協議会 会長 木村 豪成 会長 

浜田市保育連盟 会長 山口 記由   

浜田市手をつなぐ育成会 会長 室崎 富恵   

浜田市高齢者クラブ連合会 事務局長 舩附 克己   

浜田保健所 所長 竹内 俊介   

浜田警察署 署長 永瀨 英昭   

浜田児童相談所 所長 山本 尚樹   

浜田市校長会 会長 牛尾 聖次   

浜田自治区地域協議会 委員 山下 秀子   

金城自治区地域協議会 副会長 岩田 博子   

旭自治区地域協議会 委員 馬場 真由美   

弥栄自治区地域協議会 委員 小笠原 詞子   

三隅自治区地域協議会 委員 長尾 百合   
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４ 障がい者福祉専門部会委員名簿 

（平成 30 年（2018年）3 月現在） 

関係団体 職名等 氏名 備考 

浜田市身体障害者福祉協会 会 長 西田 正行 部会長 

浜田市手をつなぐ育成会 副会長 小田 紀代美  

西川病院家族会 いわみ会 会 長 濱田 豊  

特定非営利活動法人 海 事務局 山本 裕恵  

社会医療法人清和会 

西川病院 
医療相談室長 山本 直紀  

浜田公共職業安定所 統括職業指導官 青木 聡一郎  

浜田障害者就業・生活支援 

センター レント 
所 長 下石見 聡  

島根県立浜田養護学校 教 諭 古和 早織  

浜田保健所 健康増進課長 杉谷 亮  

浜田児童相談所 判定保護課長 竹崎 尋  

浜田市社会福祉協議会 地域福祉課長 三浦 聖二  

島根県西部視聴覚障害者情報 

センター 
副所長 和田 尚  

地域生活支援センター 

らいふ 
所 長 山崎 幸史 副部会長 

特定非営利活動法人 

浜っ子作業所 
所 長 沖田 和美  
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