
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

小 美 玉 市 

 

小美玉市障小美玉市障小美玉市障小美玉市障がいがいがいがい者計画者計画者計画者計画    
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１ 計画策定の趣旨 

本市では、平成１８年度に第１期の「小美玉市障がい福祉計画（平成１８年度～平成２０年度）」

が策定され、現在では、「ノーマライゼーション」と「完全参加」を基本理念に掲げ、「第３次小

美玉市障がい者計画（平成２７年度～平成２９年度）」及び「第４期小美玉市障がい福祉計画（平

成２７年度～２９年度）」の計画を推進してきたところです。 

この度、両計画の計画期間が終了するとともに、児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」

を新たに策定するため、本市の障がい者及び障がい児施策の方向性を定める「小美玉市障がい者計

画」及び「第５期小美玉市障がい福祉計画」、「第１期小美玉市障がい児福祉計画」を策定しました。 

 

２ 計画の位置付けと期間 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項で定める「市町村障害者計画」と障害者総合支援法第

８８条で定める「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第３３条の２０で定める「市町村障害児

福祉計画」を法的根拠とし、これら３計画を一体的に策定するものです。 

また、本計画は、「小美玉市総合計画（平成３０年度～平成３９年度）」の分野別の個別計画と

して位置づけ、本市の関連諸計画との整合および連携を図ります。 

 

計画名 根拠法令 計画の性格 計画の内容 

小美玉市 

障がい者計画 

障害者基本法 

第１１条第３項 

障がい者施策全般の

基本的指針を定める分

野横断的な総合計画 

保健、医療、福祉、雇用、教育、

就労、啓発・広報など障がい者に

関するあらゆる分野の施策につい

て定めるもの 

小美玉市 

障がい福祉計画 

障害者総合支援法 

第８８条１項 障がい者（児）施策の

中のサービス提供など

についての具体的な実

施計画 

障がい福祉サービス、相談支援及

び地域生活支援事業の提供体制の

確保に係る目標や見込量ついて定

めるもの 

小美玉市 

障がい児福祉計画 

児童福祉法 

第３３条の２０ 

障がい児通所支援及び障がい児

相談支援の提供体制の確保に係る

目標や見込量ついて定めるもの 

 

 

計画の期間は、平成３０年度から平成３２年度の３年間とします。 

ただし、計画期間中においても国の制度改正等があった場合には適宜見直しを行うこととします。 

 

平成３０年度 から 平成３２年度 まで 
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３ 計画の基本理念と基本目標 

 

 

 

 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、障がい者が一般社会の中で普通の生活を送ることがで

きる「ノーマライゼーション」と自らの意思によりあらゆる分野に参加する機会が確保される「完全参加」

を基本理念とし、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指します。 

また、本市の「小美玉市総合計画」での保健医療福祉部門の基本目標「誰もがいきいきと暮らせる社会

づくり」のもと、障がい者福祉の充実のため、６つの基本目標を掲げます。 

 

 

基本 

理念 
基本目標 基本展開 

「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
完
全
参
加
」 

【基本目標１】  

理解とふれあいをめざして 

（１）広報・啓発活動の推進 

（２）福祉教育や交流機会の充実 

（３）差別の解消と権利擁護の推進 

（４）NPO活動・ボランティア活動の育成と支援 

【基本目標２】  

個性と可能性を伸ばす教育を 

めざして 

（１）障がい児支援の充実 

（２）教育の充実 

【基本目標３】  

自立と社会参加の促進を 

めざして 

（１）就労機会の拡大及び雇用の安定 

（２）スポーツ・レクリエーション・文化活動の推進 

【基本目標４】  

地域における生活支援の 

充実をめざして 

（１）相談・情報提供体制の整備 

（２）障がい者の虐待防止対策 

（３）障がい福祉サービス等の充実 

   【小美玉市障がい福祉計画・障がい児福祉計画】 

（４）地域生活の支援の充実 

（５）福祉人材の養成・確保 

【基本目標５】  

保健・医療の充実をめざして 

（１）早期発見・早期療育体制の整備 

（２）医療・リハビリテーションの充実及び 

医療費の助成 

（３）精神障がい者への支援 

（４）難病患者及び在宅重度障がい者への支援 

【基本目標６】  

安心して暮らせる生活環境を 

めざして 

（１）バリアフリー・ユニバーサルデザイン環境 

の推進 

（２）防犯・防災体制の整備 

  

「「「「ノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーション」」」」とととと「「「「完全参加完全参加完全参加完全参加」」」」 
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４ 障がい者計画 

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    理解理解理解理解とふれあいをめざしてとふれあいをめざしてとふれあいをめざしてとふれあいをめざして    

障がいのある人もない人も共に暮らす共生社会の理念の普及を図ります。障がいと障がい者の理

解・啓発や福祉教育を推進するとともに、市民によるボランティア活動や合理的配慮などの実践を促

進します。 

    

（（（（１１１１））））広報広報広報広報・・・・啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの推進推進推進推進    

●広報紙やお知らせ版、ホームページ、 

パンフレット等を活用した啓発活動の推進 

●講演会・講座等による理解の促進 

●行政機関と各関係機関との連携体制の強化 

（（（（２２２２））））福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育やややや交流機会交流機会交流機会交流機会のののの充実充実充実充実    

●福祉教育の推進 

●福祉に関する啓発や福祉活動の推進 

●交流・ふれあいの場の拡大及び支援 

（（（（３３３３））））差別差別差別差別のののの解消解消解消解消とととと権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のののの推進推進推進推進    

●障害者差別解消法の普及啓発と取り組みの推進 

●成年後見制度の周知と利用支援 

●行政サービス等における配慮 

（（（（４４４４））））ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ活動活動活動活動・ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア活動活動活動活動のののの育成育成育成育成とととと支援支援支援支援    

●ＮＰＯ・ボランティア活動の支援 

●ＮＰＯ・ボランティアの人材育成 

●ボランティア活動への参加の促進 

    

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    個性個性個性個性とととと可能性可能性可能性可能性をををを伸伸伸伸ばすばすばすばす教育教育教育教育をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    

障がい児一人ひとりが、自らの個性や教育的ニーズに応じて支援・指導を受けられる療育・教育環境

の充実を図ります。 

    

（（（（１１１１））））障障障障がいがいがいがい児支援児支援児支援児支援のののの充実充実充実充実    

●保育所・幼稚園・児童発達支援等の 

障がい児療育の推進 

●一貫した早期療育体制の整備 

●親の会との連携 

（（（（２２２２））））教育教育教育教育のののの充実充実充実充実    

●一貫した教育的支援 

●特別支援教育に関わる教職員の研修等の実施 

●教育相談体制の充実 

●早期からの教育支援及び進路指導体制の充実 
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基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    自立自立自立自立とととと社会参加社会参加社会参加社会参加のののの促進促進促進促進をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    

一人ひとりの適性と能力に応じて可能な限り仕事を持ち、継続して働けるように、雇用・就労支援

の充実を図ります。また、障がいのある人の多様な社会活動への参加を促進するため、文化芸術活動

やスポーツ・レクリエーション活動の振興、交流機会の拡充、移動支援の充実などに取り組みます。 

    

（（（（１１１１））））就労機会就労機会就労機会就労機会のののの拡大及拡大及拡大及拡大及びびびび雇用雇用雇用雇用のののの安定安定安定安定    

●就労の場の確保と拡大 

●就労支援の推進 

●障がい者優先調達の推進 

●就労後の就労定着相談体制の充実 

（（（（２２２２））））スポーツ・レクリエーション・スポーツ・レクリエーション・スポーツ・レクリエーション・スポーツ・レクリエーション・文化活動文化活動文化活動文化活動のののの推進推進推進推進    

●障がい者スポーツ・レクリエーション教室の実施 

●障がい者も楽しめるスポーツ活動及び各種教室等の支援 

●移動支援の充実 

    

基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける生活支援生活支援生活支援生活支援のののの充実充実充実充実をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    

障がい者の心身の状況やニーズに応じた多様な支援サービスを実施し、障がい者一人ひとりの生活の

質の向上を図るとともに、関係機関が相互に連携しながら相談支援、福祉サービスの提供体制の充実に

努めます。 

    

（（（（１１１１））））相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの充実充実充実充実とととと強化強化強化強化    

●障がい福祉サービスの広報 

●基幹相談支援センターの設置 

●ピアカウンセリングなどの実施 

（（（（２２２２））））障障障障がいがいがいがい者者者者のののの虐待防止対策虐待防止対策虐待防止対策虐待防止対策    

●障がい者虐待防止のためのネットワーク強化

の推進 

●障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対

応、その後の適切な支援 

（（（（３３３３））））障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス等等等等のののの充実充実充実充実    

●障がい福祉サービス等の充実 

●地域生活支援事業の充実 

●障がい児の相談支援体制の充実・ 

通所サービスの利用促進 

（（（（４４４４））））地域生活地域生活地域生活地域生活のののの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

●年金・手当などの制度の周知 

●住まい・居場所の充実 

（（（（５５５５））））福祉人材福祉人材福祉人材福祉人材のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保    

●手話通訳者、要約筆記者の養成及び確保 

●手話奉仕員の養成及び確保 

●障がい者福祉関係者の資質の向上 

●福祉の担い手と支援団体の育成 
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基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５    保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    

全ての市民の障がいの発生予防と早期発見・対応に努めるとともに、障がいの程度や種類に応じて

適切な保健・医療サービスの提供を図ります。 

    

（（（（１１１１））））早早早早期発見期発見期発見期発見・・・・早期療育体制早期療育体制早期療育体制早期療育体制のののの整備整備整備整備    

●早期発見・早期対応 

●相談・教室等の保健指導の充実 

●発達障がい等の正しい知識の普及啓発 

●妊婦健康診査・乳幼児健康診査の促進 

（（（（２２２２））））医療医療医療医療・リハビリテーションの・リハビリテーションの・リハビリテーションの・リハビリテーションの充実及充実及充実及充実及びびびび医医医医

療費療費療費療費のののの助成助成助成助成    

●障がい者に対する医療体制の充実 

●保健・医療・福祉・リハビリテーション等の相

談体制の充実 

（（（（３３３３））））精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者者者者へのへのへのへの支援支援支援支援    

●精神保健福祉施策の充実  

●精神疾患・精神障がいに対する理解促進 

●心の健康づくりの支援 

（（（（４４４４））））難病患者及難病患者及難病患者及難病患者及びびびび在宅重度障在宅重度障在宅重度障在宅重度障がいがいがいがい者者者者へのへのへのへの支援支援支援支援    

●難病患者への負担軽減 

●住宅改造に対する支援 

●生活支援事業の周知及び利用促進 

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６    安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる生活環境生活環境生活環境生活環境をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    

障がいのあるなしに関わらず、誰もが安心して暮らせるようにバリアフリーやユニバーサルデザイン

の視点を踏まえたまちづくりや情報アクセシビリティの向上、居住支援を推進します。また、地域住民

や関係機関との連携を図りながら、防災対策や防犯対策の充実に取り組みます。 

    

（（（（１１１１））））バリアフリー・ユニバーサルデザインのバリアフリー・ユニバーサルデザインのバリアフリー・ユニバーサルデザインのバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進推進推進推進    

●ユニバーサルデザインに基づく、バリアフリー化の推進 

●公共施設等の改善整備 

●情報のバリアフリー 

（（（（２２２２））））防防防防災災災災・・・・防犯体制防犯体制防犯体制防犯体制のののの整備整備整備整備    

●防犯・防災などの安全確保対策の推進 

●災害時の避難支援の体制整備 

●消費者被害対策の啓発・推進 
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５ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

障がい福祉サービスには、障害者総合支援法で定める訪問系、居住系、日中活動系、相談支援のサービ

スや児童福祉法で定める障がい児支援のサービスがあります。また、これ以外のサービスとして、市が行

う地域生活支援事業のサービスがあります。  

■障がい福祉サービス等の見込み量 

区   分 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

訪
問
系 

居宅介護（ホームヘルプ） 
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 

実利用者数 ２８ ２９ ３１ 

時間/月 ６４２ ６５６ ６８４ 

日
中
活
動
系 

生活介護 
実利用者数 １０５ １０５ １１２ 

日数/月 ２,３１０ ２,３１０ ２,４６４ 

自立訓練 
（機能訓練） 

実利用者数 ２ ２ ２ 

日数/月 ４４ ４４ ４４ 

自立訓練 
（生活訓練） 

実利用者数 ８ ８ ９ 

日数/月 １７６ １７６ １９８ 

就労移行支援 
実利用者数 ５０ ５２ ５４ 

日数/月 １,１００ １,１４４ １,１８８ 

就労継続支援 Ａ型 
（雇用型） 

実利用者数 ２７ ２８ ３１ 

日数/月 ５９４ ６３８ ６８２ 

就労継続支援 Ｂ型 
（非雇用型） 

実利用者数 ６６ ７０ ７５ 

日数/月 １,４５２ １,５４０ １,６５０ 

就労定着支援 
実利用者数 ５ ７ ９ 

日数/月 １２０ １５４ １９８ 

療養介護 
実利用者数 ６ ６ ６ 

日数/月 １８６ １８６ １８６ 

短期入所 
（福祉型） 

実利用者数 ２２ ２３ ２４ 

日数/月 １７６ １８４ １９２ 

居
住
系 

自立生活援助 実利用者数（人/月） ６ ６ ７ 

施設入所支援 実利用者数（人/月） ６１ ６０ ５８ 

共同生活援助（グループホーム） 実利用者数（人/月） ３８ ３９ ４０ 

相
談
支
援 

計画相談支援 
（サービス等利用計画作成） 

実利用者数（人/年） ３１１ ３２８ ３４４ 

地域移行支援 実利用者数（人/年） １ ２ ２ 

地域定着支援 実利用者数（人/年） ０ １ ２ 

障
が
い
児
支
援 

障がい児相談支援 
（障がい児支援利用計画作成） 

実利用者数（人/年） １３２ １４８ １６４ 

児童発達支援 
実利用者数 ４６ ５８ ７５ 

日数/月 ４１２ ５２４ ６７６ 

放課後等デイサービス 
実利用者数 ７４ ８５ ９６ 

日数/月 ６６７ ７６７ ８６５ 

居宅訪問型児童発達支援 
実利用者数 ２ ２ ２ 

日数/月 １４ １４ １４ 
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６ 成果目標 

地域生活移行や就労支援といった課題に対応するため、平成３２年度を目標年度として数値目標を設

定しました。 

 （１）施設入所者の地域生活への移行   

区分 数値 備考 

平成２８年度末時点の施設入所者数 ５７人  

【目標値】 
平成３２年度末時点の施設入所者数 

５６人 
平成２８年度末時点の施設入所者数

から２％削減 

【目標値】 
地域生活移行者数 

５人 
平成２８年度末時点における施設入

所者の９％を平成３２年度末までに地
域生活へ移行  

 （２）地域生活支援拠点等の整備 

区分 数値 備考 

【目標値】 
地域生活支援拠点の整備 
※複数の機関が分担して機能を担う面的整備を含めて整備する数 

１か所整備 
平成３２年度末までに市又は圏域に、

障がい者の地域での生活を支援する拠点
等を少なくとも一つ整備するとします。 

 

 （３）福祉施設から一般就労への移行等 

区分 数値 備考 

平成２８年度の年間一般就労移行者数 ２人  

【目標値】 
平成３２年度の年間一般就労移行者数 

３人 
福祉施設から一般就労への移行者数

を平成２８年度実績の１.５倍以上 

平成２８年度末の就労移行支援事業の利用者数 ３７人  

【目標値】 
平成３２年度末の就労移行支援事業の利用者数 

５４人 
就労移行支援事業の利用者数を平成

２８年度末実績から２割以上増加 
 

 （４）障がい児支援の提供体制の整備 

区分 数値 備考 

【目標値】 

平成３２年度末時点の児童発達支援センターの設置数 
１か所設置 

平成３２年度末までに、児童発達支

援センターを１か所以上設置 

【目標値】 

平成３２年度末時点の保育所等訪問支援事業所の設置 
１か所設置 

平成３２年度末までに、保育所等訪

問支援事業所を１所以上設置 

【目標値】 

平成３２年度末時点の主に重症心身障がい児を支援

する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所 

１か所増 

平成３２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及び放課後

等デイサービス事業所を１か所以上設置 
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