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４ 障害福祉サービス等の見込み 

（１）指定障害福祉サービス 

ア 訪問系サービス 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

居宅介護 

居宅における介護（入浴、排泄及び食事等）、家事（調理、洗濯

及び掃除等）並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活

全般にわたる援助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者若しくは重度の知的障がい又は精神障がい

により行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を

要する方を対象に、居宅における介護（入浴、排泄又は食事等）、

家事（調理、洗濯及び掃除等）、生活等に関する相談及び助言そ

の他の生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護並び

に日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り

等を総合的に行います。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等を対象

に、外出時において、同行し、移動時に必要な情報を提供（代筆・

代読を含む）するとともに、移動の援護、排泄・食事等の介護そ

の他外出する際に必要となる援助を行います。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障

がい者等であって常時介護を要する方を対象に、行動する際に生

じ得る危険を回避するために必要な予防的援護、危険な行為等の

不適切な行動や極端な行動の制御、排泄及び食事等の身体的介

護、その他の当該障がい者等が行動する際に必要な援助を行いま

す。 

重度障害者等包括支援 

常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著

しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあ

る方並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難

を有する方を対象に、居宅介護その他の障害福祉サービスを包括

的に提供します。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

在宅生活を支えるサービスとして、身体障がいのある人や精神障がいのある

人を中心に利用希望の高いサービスであり、今後施設入所や入院から地域生活

へ移行する者や難病患者等の障害福祉サービスの利用を見込むと、これらのサ

ービスを必要とする方が増加すると考えられるため、利用実績をベースに、障
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がいのある人のニーズや地域生活への移行者数等を勘案して見込みます。 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

居宅介護 
時間/月 1,448 1,438 1,415 

実人数/月 126 128 130 

重度訪問介護 
時間/月 198 184 158 

実人数/月 3 3 2 

同行援護 
時間/月 295 282 278 

実人数/月 18 18 18 

行動援護 
時間/月 370 369 367 

実人数/月 35 36 37 

重度障害者等包括支援 
時間/月 0 0 0 

実人数/月 0 0 0 

 

（エ）確保のための方策 

障害福祉サービスを提供していない介護保険の訪問介護事業所等への情報 

提供に努め、民間事業者の一層の積極的な参入を促進し、サービス供給体制の

充実を図ります。 

また、サービスを必要とする障がいのある人が適切に利用できるよう、相談

支援事業の充実に努め、適正な査定による支給の適正化を図ります。 
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イ－① 日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、

就労定着支援） 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

生活介護 

常時介護を要する方を対象に、主として昼間、障害者支援施設等

において、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家

事、生活等に関する相談・助言、その他の必要な日常生活の支援、

創作的活動又は生産活動の機会の提供のほか、身体機能又は生活

能力の向上のために必要な支援を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 

身体障がい者又は難病等対象者を対象に、障害者支援施設又は障

害福祉サービス事業所若しくは居宅の訪問において行われる理

学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関

する相談及び助言その他の必要な支援を提供します。 

自立訓練（生活訓練） 

知的障がい又は精神障がいを有する障がい者を対象に、障害者支

援施設又は障害福祉サービス事業所若しくは居宅の訪問におい

て行われる入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営

むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要

な支援を提供します。 

就労移行支援 

生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する

支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定

着のために必要な相談その他の必要な支援を提供します。 

就労継続支援（Ａ型） 

雇用契約に基づく生産活動その他の活動機会の提供その他の就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必

要な支援の提供を行います。 

就労継続支援（Ｂ型） 

雇用契約に基づかない生産活動その他の活動機会の提供その他

の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他

の必要な支援の提供を行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者を対

象に、一定の期間にわたり、一般就労先での就労の継続を図るた

め、当該就労先の事業主、障害福祉サービスを行う者、医療機関

その他の者との連絡調整や指導・助言その他の必要な支援の提供

を行います。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

日中活動の場を確保するサービスとして、知的障がいのある人や精神障がい

のある人を中心に利用希望の高いサービスであり、支給決定者数をベースに、

特別支援学校の卒業者数、施設入所者や入院中の精神患者のうち地域生活への
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移行者数等を勘案して見込みます。 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

生活介護 
延人数/月 6,017 6,139 6,228 

実人数/月 325 332 338 

自立訓練（機能訓練） 
延人数/月 21 21 21 

実人数/月 1 1 1 

自立訓練（生活訓練） 
延人数/月 149 183 188 

実人数/月 6 7 7 

就労移行支援 
延人数/月 808 935 1,025 

実人数/月 46 52 57 

就労継続支援（Ａ型） 
延人数/月 2,050 2,256 2,447 

実人数/月 117 128 139 

就労継続支援（Ｂ型） 
延人数/月 2,164 2,289 2,428 

実人数/月 134 142 150 

就労定着支援 実人数/月 8 9 11 

 

（エ）確保のための方策 

既存施設の機能強化等を図り、また、サービス提供事業所や相談支援事業所

と連携し、利用者が適切な支援を選択できるよう多様な環境を整備するよう努

めます。また、利用者が利用しやすい環境を整備するために、通所に係る交通

費等の経済的負担軽減策を実施していきます。 

 

イ－② 日中活動系サービス（療養介護） 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

療養介護 

医療を要する障がい者であって常時介護を要する方を対象に、主

として昼間、病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援を提供しま

す。 
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（イ）サービス見込量の算出の考え方 

支給決定者数をベースに、重症心身障がい児者施設から療養介護へサービス

移行する人数、柏市の療養介護事業所（重症心身障がい児者施設）への入所状

況等を勘案して見込みます。 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

療養介護 実人数/月 15 15 16 

 

（エ）確保のための方策 

柏市の療養介護事業所（重症心身障がい児者施設）と入所希望者の入所に向

け施設との情報の共有を促進するとともに、その他市外の医療機関とも連携を

図ります。 

イ－③日中活動系サービス（短期入所） 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

短期入所 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害

者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等を対象

に、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護

その他の必要な支援を提供します。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

地域生活を支えるサービスとして、身体障がいのある人や知的障がいのある

人を中心に利用希望の高いサービスであり、利用実績をベースに、障がい者等

のニーズ等を勘案して見込みます。 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

短期入所（福祉型） 
延人数/月 358 356 360 

実人数/月 53 52 53 

短期入所（医療型） 
延人数/月 4 4 4 

実人数/月 1 1 1 

 

（エ）確保のための方策 

既存の市内及び市外のサービス提供事業所との連携を促進し、必要なサービ

ス量を確保するとともに、あおい空など重度心身障がい児者に対応したサービ

ス提供事業所との連携体制も併せて図ります。 
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ウ－① 居住系サービス（自立生活援助） 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者等

で一人暮らしを希望する方を対象に、一人暮らしに必要な理解力

や生活力を補うために、一定の期間にわたり、定期的な居宅訪問

や随時の対応により必要な支援を提供します。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのある人で一人

暮らしを希望する者等、入院中の精神障がいのある人のうち地域生活への移行

後に自立生活援助の利用が見込まれる者等を勘案して見込みます。 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

自立生活援助 実人数/月 １ １ １ 

 

（エ）確保のための方策 

自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会等を通じ情報提供を行い、多様

な事業所の参入を図り、サービス提供体制の確保に努めます。 

 

ウ－② 居住系サービス（共同生活援助） 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

共同生活援助 

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われ

る相談、入浴、排泄、食事の介護その他の必要な日常生活上の支

援を提供します。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

知的障がいのある人や精神障がいのある人を中心に将来の住まいの場とし

て希望する人が多いサービスとなっています。支給決定者数をベースに、障が

いのある人のニーズ、施設入所や入院中の精神障がいのある人のうち地域生活

への移行者数等を勘案して見込みます。 
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（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

共同生活援助 実人数/月 168 180 193 

 

（エ）確保のための方策 

グループホームについては、県と連携して、地域生活への移行の推進、地域

における住まいの場として、質と量の充実を図ることとし、事業者が安定した

運営ができるように支援を実施していきます。見込量を確保するため、サービ

スを担う事業者の新規参入、新規開設を促し、整備を図ります。 

また、グループホームを利用しやすい環境に整備するために、利用者には家

賃補助等の負担軽減策を実施していきます。 

 

ウ－③ 居住系サービス（施設入所支援） 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

施設入所支援 

障害者支援施設に入所する障がい者を対象に、夜間、施設におい

て、入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほ

か、必要な日常生活上の支援（生活介護などの日中活動と併せて、

サービス提供する。）を提供します。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

知的障がいのある人や精神障がいのある人を中心に日常生活の支援と住ま

いの場の確保を希望する人が多いサービスのため、支給決定者数をベースに、

入所待機者の動向や施設入所者の地域生活への移行等を勘案して見込みます。 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

施設入所支援 実人数/月 85 84 82 

 

（エ）確保のための方策 

施設入所者の地域生活への移行に取り組んでいる一方で、地域での入所希望

者は平成31年４月１日現在で112人となっています。 

グループホーム等での生活が可能な人については、地域生活への移行を推進

しつつ、地域での生活が困難な人については、入所施設を利用できるよう現状

のサービス提供体制を確保します。 
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（２）指定相談支援 

ア 計画相談支援  

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

計画相談支援 

○サービス利用支援 

 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用

計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整

等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 

○継続サービス利用支援 

 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）、

サービス事業者等との連絡調整などを行います。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

就労定着支援や自立生活援助などの新規サービスを含めたような障害福祉

サービスのニーズ増大が見込まれるため、今後も増加傾向が継続すると見込み

ます。 

 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

計画相談支援 実人数/月 177 185 201 

 

（エ）確保のための方策 

計画相談支援の利用者増加を踏まえ、情報提供を行うなどにより多様な事業

者の参入を図り、事業者の確保に努めます。 

また、自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の「相談支援部会」及び

「障がい者基幹相談支援センター」を通じ、相談支援の提供体制の整備を図る

とともに、サービス等利用計画等の質の向上を図るための体制の構築に努めま

す。 
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イ 地域相談支援 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内容 

地域移行支援 

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する

障がい者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象とし

て、地域移行支援計画を作成し、住居の確保や地域における生活

に移行するための活動に関する相談及び関係機関との調整等を

行います。 

地域定着支援 

居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連

絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に

相談その他必要な支援を行います。 

 

（イ）サービス見込量の算出の考え方 

地域移行支援については、施設入所者数、精神科病院長期入院者数、地域生

活への移行者数等を勘案して見込みます。 

地域定着支援については、単身の障がいのある人や家庭の状況等により、同

居している家族による支援を受けられない障がいのある人の人数、地域生活へ

の移行者数等を勘案して見込みます。 

 

（ウ）サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

地域移行支援 実人数/月 1 1 1 

地域定着支援 実人数/月 1 1 1 

 

 

（エ）確保のための方策 

県と連携を図り、一般相談支援事業者の確保と質の充実に努めます。また、

相談支援の質を向上するため、相談支援に携わる人材を育成し、確保します。 

さらに、自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の相談支援部会等を通

じ、地域移行等に係るネットワークの構築に努めます。 

 

（３）地域生活支援事業 

ア 理解促進研修・啓発事業 

（ア）事業の内容 

    障がいのある人に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行います。 
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（イ）事業の見込量及びその考え方 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

理解促進研修・啓発事業 実施 実施 実施 

障がいのある人に対する正しい

理解を促して心のバリアフリー

化を進めます。 

 

（ウ）確保の方策 

    障害者週間に合わせて、市報等を活用して、心のバリアフリー、障害者差別

解消法について周知、啓発に努めます。 

 

イ 自発的活動支援事業 

（ア）事業の内容 

    障がいのある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

自発的活動支援事業 実施 実施 実施 

障がいのある人やその家族、地域

住民等が自発的に実施する障が

いのある人の地域社会への参加

及び福祉の向上のための活動等

を支援します。 

 

（ウ）確保の方策 

    障がいのある人やその家族、地域住民等が自発的に障がいのある人の地域社

会への参加及び福祉の向上のために実施する事業費に対して補助を行います。 

 

ウ 相談支援事業 

（ア）事業の内容 

障がいのある人の福祉に関する各般の問題につき、障がいのある人からの相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、

必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関と

の連絡調整その他の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。 
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（イ）事業の見込量及びその考え方 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

障がい者相談支援事業 8か所 8か所 8か所 

障がいのある人が身近な地域で相

談が受けられるよう相談できる体

制を図ります。 

障がい者基幹相談支援セ

ンター 
実施 実施 実施 

地域における相談支援の中で中核

的な機関として設置し、必要な人

員を配置します。 

障がい者基幹相談支援セ

ンター機能強化事業 
実施 実施 実施 

困難ケース等に対応できるよう、

専門的職員による相談支援体制を

強化します。 

自立支援・障がい者差別

解消支援地域協議会 
実施 実施 実施 

障がいのある人の支援に関する定

期的な協議の場として設置しま

す。 

相談支援機能強化事業 実施 実施 実施 

困難ケース等に対応できるよう、

専門的職員による相談体制を強化

します。 

 

（ウ）確保の方策 

    障がい者支援課が地域の相談支援及び権利擁護の拠点として、総合的な相談

業務を実施するとともに、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関と

して、令和２年度に設置した障がい者基幹相談支援センターを中心に相談支援

の提供体制の機能強化を図ります。 

また、自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会に設置している専門部会

により、相談支援の提供体制の整備、ネットワーク構築を図るとともに、「障

害者虐待防止法」、「障害者差別解消法」に関する積極的な広報・啓発を行い

ます。 

 

エ 成年後見制度利用支援事業 

（ア）事業の内容 

成年後見制度の普及啓発を図るとともに、関係機関との地域連携体制を構築

し、判断能力が十分でない障がいのある人の保護、支援を図ります。 
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（イ）事業の見込量及びその考え方 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

成年後見制度利用支援事

業 
実施 実施 実施 

成年後見制度を利用することが有

用な障がいのある人に対し、利用

の支援を図ります。 

 

（ウ）確保の方策 

    自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の権利擁護部会等により、制度

の普及啓発活動を行います。 

成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の市長申立てに要す

る経費及び後見人等の報酬等の補助を行います。 

 

オ 成年後見制度法人後見支援事業 

（ア）事業の内容 

    成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保

できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を

支援します。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

成年後見制度法人後見支

援事業 
実施 実施 実施 

野田市社会福祉協議会が開設した

成年後見支援センターの利用促進

を図ります。 

 

（ウ）確保の方策 

    日常生活における自立支援事業から成年後見制度へ途切れることなく支援

していくため、野田市社会福祉協議会が実施する成年後見支援事業について、

関係機関と連携し制度の普及を図ります。 

 

カ 意思疎通支援事業 

（ア）事業の内容 

手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業により

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人とその他の者との意思疎通

支援を行います。 
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（イ）事業の見込量及びその考え方（設置者数/日、件/年） 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

手話通訳者設置事業 1人 1人 1人 

聴覚障がいのある人とその他の者

の意思疎通を支援するため、手話通

訳者を配置します。 

意思疎通支援者（手

話通訳者・要約筆記

者）派遣事業 

427件 427件 427件 

聴覚障がいのある人とその他の者

の意思疎通を支援するため、意思疎

通支援者（手話通訳者・要約筆記者）

の派遣事業を行います。 

遠隔手話通訳サービ

ス 
実施 実施 実施 

急な手話通訳の依頼に対応するた

めタブレット等を用いた遠隔手話

通訳サービスを行います。 

 

（ウ）確保の方策 

手話通訳者設置事業については、今後も市役所及び関宿支所に手話通訳者を

配置し、意思疎通支援者派遣事業についても事業を継続するとともに、急な手

話通訳の依頼に対応できるよう遠隔手話通訳サービスを実施するなど聴覚障

がいのある人の意思疎通支援の充実に努めます。 

 

キ 日常生活用具給付等事業 

（ア）事業の内容 

障がいのある人の日常生活がより円滑に行われるよう用具の購入及びその

取付工事に要する費用の助成を実施します。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方（件/年） 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

介護・訓練用支援用具 5件 5件 5件 

地域で生活する障がい

のある人に対し、日常生

活用具等を給付するこ

とで、日常生活の利便性

の向上を図ります。 

自立生活支援用具 24件 24件 24件 

在宅療養等支援用具 17件 17件 17件 

情報・意思疎通支援用具 25件 25件 25件 

排泄管理支援用具 2,996件 2,996件 2,996件 

住宅改修費 2件 2件 2件 

 

（ウ）確保の方策 

障がいのある人のニーズに合った用具を事業の対象にできるよう情報収集 
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に努めるとともに、障がいのある人に対して適切な情報提供に努めます。 

 

ク 手話奉仕員養成研修事業 

（ア）事業の内容 

聴覚障がい者等との交流活動の促進、市の広報活動などの支援者として期待

される手話で意思疎通支援を行う手話奉仕員を養成します。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方（養成講習終了者数） 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

手話奉仕員養成研修事業 20人 20人 20人 
手話奉仕員を養成し、聴覚障がい

者のニーズに対応します。 

 

（ウ）確保の方策 

    野田市社会福祉協議会と連携を図りながら、手話奉仕員養成研修事業を実施

します。また、県が実施している手話通訳者養成研修の受講を促進します。 

 

ケ 移動支援事業 

（ア）事業の内容 

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動

等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方（延時間/年、実人数/年） 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

移動支援事業 

14,410時間 14,410時間 14,410時間 外出支援により、地域での自

立生活及び社会参加を促しま

す。 
132人 132人 132人 

 

（ウ）確保の方策 

     利用者のニーズに対応できるよう居宅介護事業者等への情報提供に努め、事

業者の参入を促進します。 

 

コ 地域活動支援センター機能強化事業 

（ア）事業の内容 

基礎的事業として、施設において創作的活動、生産活動の機会を提供すると

ともに、社会との交流を促進するための支援を行います。 

また、基礎的事業に加え、センターの機能強化を図る事業を実施する場合に

は、その内容に応じてⅠ型からⅢ型に分けられます。 

ａ 地域活動支援センターⅠ型 
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精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤と 

の連携強化のための調整、地域ボランティア育成、障がいに対する理解促進 

を図るための普及啓発等の事業を実施し、併せて相談支援事業を実施します。 

ｂ 地域活動支援センターⅡ型 

地域において雇用及び就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会 

適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 

ｃ 地域活動支援センターⅢ型 

通所による援護事業の実績を有し、安定的な運営が図られているセンター 

が、常勤職員を配置して支援を実施します。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方（箇所数、実人数/年） 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

野田市利用分 

5か所 5か所 5か所 
利用者に創作的活動の機会等を提

供する事業（Ⅱ型又はⅢ型）を実施

するほか、加えて精神保健福祉士等

の専門職員を配置し、医療・福祉及

び地域の社会基盤との連携強化の

ための調整等の事業（Ⅰ型）を実施

します。 

150人 150人 150人 

他市町村利用分 

3か所 3か所 3か所 

11人 11人 11人 

 

（ウ）確保の方策 

地域活動支援センターの安定した事業運営及び障がいのある人が利用でき

る環境の整備ができるよう支援を行います。 
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サ その他の事業 

（ア）事業の内容 

サービスの種類 内容 

日
常
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業 

訪問入浴サービス事業 
入浴が困難な障がいのある人に対し、訪問により

居宅において入浴サービスを提供します。 

生活訓練等事業 
障がいのある人に対して、日常生活上必要な訓練

及び指導等を行います。 

日中一時支援事業 

障がいのある人の日中における活動の場を確保

し、障がいのある人の家族の就労支援及び障がい

のある人を日常的に介護している家族の一時的

な休息を図ります。 

巡回支援専門員整備事業 

専門職が保育所等の子どもやその親が集まる施

設等を巡回し、施設のスタッフや親に対して、障

がいの早期発見、早期対応のための支援を行いま

す。 

社
会
参
加
支
援
に
関
す
る
事
業 

レクリエーション活動等支援事業 

障がいのある人の体力増強、交流、余暇等に資す

るため、各種スポーツ・レクリエーション活動等

を支援します。 

点字・声の広報等発行事業 

文字による情報入手が困難な障がいのある人の

ために、点訳、音声等により、市の広報等、地域

生活を営む上で必要度の高い情報を提供します。 

奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい者の意思疎通支援を行う要約筆記奉

仕員や点訳又は朗読に必要な技術等を習得した

点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養成することによ

り、障がいのある人の社会参加の促進を図りま

す。 

自動車運転免許取得・改造助成事業 
自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要す

る費用の一部を助成します。 
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（イ）事業の見込量及びその考え方（延回/年、実人数/年） 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

日
常
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業 

訪問入浴サービス事業 実施 実施 実施 

障がいのある人が自

立した日常生活又は

社会生活を営むこと

ができるよう、障が

いのある人のニーズ

に合った事業を実施

し、福祉の増進を図

ります。 

生活訓練等事業 実施 実施 実施 

日中一時支援

事業 

障がい者 
5,386回 5,386回 5,386回 

109人 109人 109人 

障がい児 
5,023回 5,023回 5,023回 

64人 64人 64人 

巡回支援専門員整備事業 実施 実施 実施 

社
会
参
加
支
援
に
関
す

る
事
業 

レクリエーション活動等

支援事業 
実施 実施 実施 

点字・声の広報等発行事業 実施 実施 実施 

奉仕員養成研修事業 実施 実施 実施 

自動車運転免許取得・改造 

助成事業 
実施 実施 実施 

 

（ウ）確保の方策 

野田市社会福祉協議会等の市の契約事務手続に従い決定した事業者に委託

するほか、市に指定登録を行った事業者により実施します。 

巡回支援専門員整備事業については、市の作業療法士等の専門職の巡回によ

り実施します。 

 

（４）発達障がい者等に対する支援 

（ア）事業の内容 

      保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身につ

け、適切な対応ができるようペアレントプログラムやペアレントトレーニング

等支援プログラムの受講を通して、人材育成に努め発達障がい者等及びその家

族等に対する支援体制を確保します。 
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（イ）事業の見込量及びその考え方（延回/年、実人数/年） 

事業名 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

ペアレントトレーニングやペ

アレントプログラム等の支援

プログラム等の受講者数 

1人 1人 1人 
発達障がい者等の早

期発見・早期支援のた

め、発達障がい者等及

びその家族等への支

援体制の確保に努め

ます。 

ペアレントメンターの人数 1人 1人 1人 

ピアサポート活動への参加人

数 
1人 1人 1人 

 

（ウ）確保の方策 

各種の研修や講習案内のほか、県内のピアサポート活動の情報提供を行いま

す。 

 

（５）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

（ア）事業の内容 

   精神障がいのある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをする

ことができるよう重層的な連携による支援体制の構築を推進します。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方（延回/年、実人数/年） 

サービス等の種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

保健、医療、福祉関

係者による協議の場

の開催回数 

－ 3回 3回 3回 

千葉県が開催する精神

障害者地域移行支援協

議会と共同で開催しま

す。 

保健、医療、福祉関

係者による協議の場

への関係者の参加者

数 

－ 各1人 各1人 各1人 

保健、医療（精神科）、

医療（精神科以外）、福

祉、介護、当事者及び家

族から各１人 

精神障がい者の地域

移行支援の利用者数 

実人数/

月 
1人 1人 1人 

過年度の実績のほか、保

健、医療、福祉関係者に

よる協議を通して利用

者数を見込みます。 

精神障がい者の地域

定着支援の利用者数 

実人数/

月 
1人 1人 1人 

精神障がい者の共同

生活援助の利用者数 

実人数/

月 
76人 81人 87人 

精神障がい者の自立

生活援助の利用者数 

実人数/

月 
1人 1人 1人 
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（ウ）確保の方策 

令和２年度に設置した精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの

構築に向けた協議の場と自立支援・障がい者差別解消地域支援協議会の連携を

図り、地域の課題やニーズを共有しながら精神障がいのある人の地域生活への

移行の推進に努めます。 

なお、令和５年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保

健医療福祉体制の基盤整備量（利用者数）を50人とし、令和５年度までの必要

な見込量は、指定障害福祉サービス及び指定相談支援の見込量に包含していま

す。 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

（ア）事業の内容 

    障がいのある人からの相談に応じる体制の整備に加え、個別事例における専

門的な指導及び助言並びに利用者及び地域の障害福祉サービス、地域相談支援

等の社会的資源の実情を把握し、特定相談支援事業所の機能の充実を図ります。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方（延回/年、実人数/年） 

サービス等の種類 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

総合的・専門的な相談支援 実施 実施 実施 

障がい者基幹相談支援

センターを中心に相談

支援体制の充実・強化

を図ります。 

地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強

化 地域の相談支援事業者

に対する専門的な指

導・助言件数 

300回 300回 300回 

地域の相談支援事業者

の人材育成の支援件数 
2回 2回 2回 

地域の相談機関との連

携強化の取組の実施回

数 

3回 3回 3回 

 

（ウ）確保の方策 

   令和２年度に設置した相談支援の中核機関である障がい者基幹相談支援セ

ンターが地域の相談支援に関して指導的役割を果たすとともに、計画相談支援、

地域相談支援、一般的な相談支援等重層的な相談支援体制が円滑に機能するよ

う検証及び評価を実施し、適切な見直しと必要な支援を行います。 
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（７）障害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 

（ア）事業の内容 

   障害福祉サービスの多様化に加え、多くの事業者が参入していることから、

利用者が必要とする障害福祉サービスを提供するため、市職員が障害者総合支

援法の具体的な内容を理解するための各種研修の活用や、適正な運営を行う事

業者を確保することにより、障害福祉サービス等の質の向上を図ります。 

 

（イ）事業の見込量及びその考え方（延回/年、実人数/年） 

サービス等の種類 ３年度 ４年度 ５年度 実施に関する考え方 

障害福祉サービス等

に係る各種研修の活

用 

1人 1人 1人 
千葉県が実施する各種研修への

参加を促進します。 

障害者自立支援審査

支払等システムによ

る審査結果の共有 

実施 実施 実施 
請求の過誤をなくすための取組

を実施します。 

 

（ウ）確保の方策 

    市職員が各種研修に参加しやすい体制及び適正な運営を行う事業者を確保

するため障害福祉サービス事業所への実地指導等を実施する職員体制の確保

に努めます。 

また、自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の専門部会を活用し、請

求の過誤等をなくすための事例検証を行うなど情報共有を図ります。 
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（８）障がい児支援（第２期野田市障がい児福祉計画） 

ア サービスの内容 

サービスの種類 内容 

障害児相談支援 

○障害児支援利用援助 

 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援

利用計画案を作成し、支給決定後に、障害児通所支援事

業者等との連絡調整を行うとともに、障害児支援利用計

画の作成を行います。 

○継続障害児支援利用援助 

 支給決定された障害児通所支援等の利用状況の検証（モ

ニタリング）を行い、障害児通所支援事業者等との連絡

調整などを行います。 

通
所
支
援 

児童発達支援 

未就学の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その

他必要な支援を提供します。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理

下での支援が必要と認められた障がい児を対象に、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練、その他必要な支援を提供します。 

放課後等デイサービ

ス 

就学（幼稚園及び大学を除く。）している障がい児を対象

に、授業の終了後又は学校の休業日に児童発達支援センタ

ー等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流の促進その他必要な支援を提供します。 

保育所等訪問支援 

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児

童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要

な支援を提供します。 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がい等の状態にある障がい児であって、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

い児を対象に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与等の支援を提供します。 

医療的ケア児に対する関連分

野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置人数 

関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成さ

れた相談支援専門員等の配置を促進します。 

 

イ サービス見込量の算出の考え方 

保護者の障がい受容や早期療育の重要性の高まりにより、障害児通所支援のニ

ーズ増大が見込まれることから各サービスともに、現に利用している障がい児の
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数と実績値の推移を勘案して見込みます。 

 

ウ サービスの見込量 

サービスの種類 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
延人数/月 1,773 1,965 2,156 

実人数/月 192 216 240 

医療型児童発達支援 
延人数/月 8 8 8 

実人数/月 1 1 1 

放課後等デイサービス 
延人数/月 4,371 4,788 5,189 

実人数/月 338 367 395 

保育所等訪問支援 
延人数/月 9 11 12 

実人数/月 8 9 10 

居宅訪問型児童発達支援 
延人数/月 8 8 8 

実人数/月 1 1 1 

障害児相談支援 実人数/月 142 153 164 

医療的ケア児に対する関連分

野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置人数 

実人数/月 1 1 1 

 

エ 確保のための方策 

児童発達支援、放課後等デイサービスは、障がい児通所事業所連絡会を通じサ

ービス提供事業所と連携を図りながらニーズに応じたサービスの提供の確保を

図ります。 

なお、サービス提供事業所に対し国が示すガイドライン等に基づき、千葉県と

ともに支援内容の質の維持向上に努めます。 

障害児相談支援については、増加傾向にある見込量を確保するため相談支援事

業者の新規参入を促進するとともに、適切なサービス等利用計画作成のため定期

的な実地指導を実施しサービスの質の維持向上を図ります。 


