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第２章 第４期障害福祉計画の目標値とサービス見込量 

 

 「第４期障害福祉計画」では、平成 29年度までに必要とされるサービス量の目標を設定

し、そのサービス量が確保できるように基盤整備を進めていきます。 

 

１ 地域での生活を目指して 

 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

◎現状と課題 

   平成 17 年 10 月現在、福祉施設の入所者数は 33 名となっており、そのうち、平成

25年度までに６名が地域移行しました。 

入所施設から地域生活へ移行するためには、居住の場の整備が不可欠です。町内に

は平成 25年度末現在 12か所（定員 48名）のグループホーム・ケアホームがあり、他

市町村と比較して整備は進んでいる状況にあります。  

しかし、グループホーム等への入居待機者も多く、希望に添えない状況も見受けら

れます。 

 ◎目標と取り組み 

国の基本指針では、「平成 29 年度末までに、平成 25 年度末時点の施設入所者数の

12％以上を地域生活へ移行するとともに、これに合わせて施設入所者数を平成 25年度

末時点の施設入所者数から４％以上を削減する」こととされています。また、「平成

26年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を目標値に加

えた割合以上を目標値とする」こととされています。本町においては、平成 25年度末

現在の入所者数は、31名となっており、そのうち８名の方の地域移行を目標とします。 

新規に施設入所をする障がい者については、本人の意向や生活状況等を十分に聴き

取り、適切な支援ができるサービスへつなげることに努めます。 

また、平成 29年度までに、本町を含めた近隣市町にグループホーム等の設置を予定

している社会福祉法人もあります。こうした法人と連携し、地域生活への移行がスム

ーズにできるよう、必要なグループホームなどの整備、及び、支援の質の更なる向上

を促すとともに、地域へ移行するまでの相談支援を行います。 

さらに、地域生活への移行がスムーズに行えるよう、新設された地域相談支援の周

知を徹底します。また、相談支援や居宅サービスを充実させるとともに、特に、高齢

の地域移行希望者には介護保険制度の利用等、他制度との連携を図り地域移行を進め

ます。 
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（２）地域生活支援拠点等の整備 

◎現状と課題 

   地域生活支援拠点等では、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、担い

手の専門性、地域の体制づくりなどの機能が求められています。 

   本町においては、東海市、知多市、阿久比町の２市１町との共同により、社会福祉

法人愛光園及び社会福祉法人憩の郷に基幹相談支援センター事業を委託して、地域に

おける相談支援の中核的な役割を担う機関として、障がいのある方が住み慣れた地域

で安心して生活ができるよう、各種相談や情報提供などの支援を総合的に行っていま

す。また、２市２町障がい者支援ネットワーク会議を設置し、障がい福祉サービスの

提供体制の確保や関係機関におけるネットワークの形成を図っています。 

障がい者の重度化・高齢化への対応や、親亡き後を見据え、課題に応じて居住支援

機能と地域支援機能の一体的な整備を推進する必要があります。 

 ◎目標と取り組み 

   国の基本指針では、「地域生活支援拠点等を平成 29年度末までに各市町村又は各圏

域に少なくとも一つ整備する」こととされています。 

   本町では、平成 29年度末までに、基幹相談支援センターを共同で設置している知多

２市２町を範囲として、地域生活支援拠点等を１か所以上整備することを目標としま

す。 

項 目 数 値 考え方 

平成 25年度末の施設入所者数（Ａ） 31人 平成26年３月 31日現在人数 

国

指

針 

平成 29年度末の施設入所者数（Ｂ） 27人 平成29年度末の利用人員見込 

【目標値】削減見込（Ｃ） 
4人 

（12.9％） 

差引減少見込数（Ａ－Ｂ） 

国指針４％以上（２人）＋平成26年度末にお

ける未達成割合（２人） 

【目標値】地域生活移行者数（Ｄ） 
8人 

（24.1％） 

施設入所からＧＨ等へ移行する者の見込数 

国指針 12％以上（４人）＋平成26年度末にお

ける未達成割合（４人） 

町

目

標 

平成 29年度末の施設入所者数（Ｂ） 27人 平成29年度末の利用人員見込 

【目標値】削減見込（Ｃ） 
4人 

（12.9％） 

差引減少見込数（Ａ－Ｂ） 

国指針４％以上（２人）＋平成26年度末にお

ける未達成割合（２人） 

【目標値】地域生活移行者数（Ｄ） 
8人 

（24.1％） 

施設入所からＧＨ等へ移行する者の見込数 

国指針 12％以上（４人）＋平成26年度末にお

ける未達成割合（４人） 

参 

考 

【実績（見込）値】 

平成 26年度末の施設入所者数 
31人 平成26年度末の利用人員見込 

平成 26年度末における未達成割合 2人 
平成 26 年度末における目標値 29 人に対する

未達成割合に相当する人数 

【実績（見込）値】 

平成 26年度までの地域生活移行者数 
6人 平成26年度末のまでの地域生活移行者数見込 

平成 26年度末における未達成割合 4人 
平成 26 年度末における目標値 10 人に対する

未達成割合に相当する人数 
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（３）福祉施設利用者の一般就労への移行 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月末現在、町内には就労継続支援Ｂ型の事業所は４か所ありますが、就

労移行支援と就労継続支援Ａ型の事業所がありません。しかしながら、Ａ型の事業所

は近隣市町に増えてきていることもあり、利用が多くなってきています。 

本町では、２市２町障がい者支援ネットワーク会議の東浦部会において、福祉施設

利用者の企業での職場体験実習を行うことにより、一般就労に向けた支援を行ってい

ます。 

また、特別支援学校からの就労希望者との調整や、各事業所の現状報告を行うとと

もに、知的障がい者が一定期間、一般就労に必要とされる生活指導や技能習得訓練を

行う職親制度の利用促進等を図っています。 

これらの取り組みにより、一般就労への移行は進み始めていますが、障がい者の自

立した生活に向けて、更なる取り組みの強化が必要です。 

 ◎目標と取り組み 

国の基本指針では、「平成 24年度の一般就労への移行実績の２倍以上とする」こと

とし、そのために、「就労移行支援事業の利用者数を平成 25年度末における利用者数

の６割以上増加する」と、「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」

こととされています。このことから、本町では 10 名の一般就労への移行と、20 名の

就労移行支援事業利用者数を目標とし、また、現在は就労移行支援事業所がありませ

んが、平成 29 年度における就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所の割合５割

（50％）を目標とします。 

今後も福祉施設利用者が一般就労へスムーズに移行することができるよう、知多地

域障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所や進路調整会議等を通して、

相談支援事業者や公共職業安定所などの関係機関との連携を図ります。 

また、就労系サービス事業所や職親事業所等の開拓を行っていくとともに、障がい

者に対する一般就労・雇用支援策について、地域における理解の促進を図ります。 

さらに、東浦町役場においても障がい者雇用の拡大に向けた検討を行います。 

 

【一般就労への移行者数】 

項 目 数 値 考え方 

平成 24年度の年間一般就労移行者数 5人 
平成24年度に福祉施設を退所し、一般就労し

た者の数 

【目標値】 

平成 29年度の年間一般就労移行者数 

10人 

（２倍） 

平成29年度において福祉施設を退所し、一般

就労する者の見込数 
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【就労移行支援事業の利用者数】 

項 目 数 値 考え方 

平成 25年度末の就労移行支援事業の 

利用者数 
12人 

平成 25 年度末時点の就労移行支援事業の利

用者数 

【目標値】 

平成 29年度の就労移行支援事業の利 

用者数 

20人 

（６割増） 

平成 29 年度末において就労移行支援事業を

利用する人数 

 

【事業所ごとの就労移行率】 

項 目 数 値 考え方 

平成 25年度における就労移行率３割以上の

就労移行支援事業所の割合 
0％ 

平成 25 年度末時点の就労移行率が３割以上

の就労移行支援事業所の割合 

【目標値】 

平成 29年度における就労移行率３割以上の

就労移行支援事業所の割合 

50％ 
平成 29 年度末において就労移行率が３割以

上の就労移行支援事業所の割合 
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２ 障がい福祉サービスの種類ごとにおける目標値 

 

 障がい福祉サービスの種類ごとの具体的な目標値として、１か月当たりの目標値を設定

します。 

 

（１）訪問系サービス 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月末現在、町内には居宅介護事業所が４か所あり、近隣市町においても

複数の事業所があることから、事業所の数としては充足していると考えます。 

しかし、重度の行動障がいのある方や精神障がい者に対応できる事業所が少ないこ

とと、利用希望が休日など特定の時間に集中していることから、ニーズに対する供給

量が不足しているのが現状です。 

平成 26 年４月から９月までの１か月当たりの平均利用実績は、居宅介護が 1,349

時間、同行援護が 25時間、行動援護が 62時間となっています。また、重度訪問介護

と重度障害者等包括支援は、利用実績がありません。 

 ◎目標と取り組み 

利用者の希望に応じたサービスが受けられるよう、各種研修会の情報提供や参加の

促進を図り、事業所がヘルパーの人材確保や質の向上を図ることができるように努め

ます。 

 

〔１か月当たりの見込量〕 

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

時 間 実人員 時 間 実人員 時 間 実人員 

居宅介護 1,435 50 1,521 53 1,607 56 

重度訪問介護 0 0 0 0 0 0 

同行援護 32 4 40 5 48 6 

行動援護 64 10 66 10 68 10 

重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0 0 

計 1,531 64 1,627 68 1,723 72 

 

 

（２）日中活動系サービス 

 

ア 生活介護等サービス 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月末現在、町内にある日中活動系サービス事業所は、生活介護８か所（定

員 265名）、就労継続支援Ｂ型４か所（定員 81名）となっています。町内には、就労

継続支援Ａ型の事業所はありませんが、名古屋市や近隣市町に複数の事業所があるこ

とから、本町の利用者は年々増えています。 
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   また、今後、増加が見込まれる特別支援学校の卒業生が就労継続支援や生活介護な

どのサービスが受けられるよう、利用定員の確保が必要になります。 

なお、平成 26 年４月から９月までの１か月当たりの平均利用実績は、生活介護が

1,605人日、就労移行支援が 161人日、自立訓練が 28人日（機能訓練が 20人日、生

活訓練が８人日）、就労継続支援（Ａ型）が 506 人日、就労継続支援（Ｂ型）が 867

人日となっています。 

 ◎目標と取り組み 

福祉施設利用者の一般就労への移行を促進するとともに、特別支援学校卒業生の日

中活動系サービスの利用ができるようにするため、事業所との調整会議等を行います。 

また、利用者に就労系サービスの内容を周知し、本人の希望や障害支援区分に応じ

たサービスが受けられるよう、個々のケースに応じた会議を行うとともに、町内の就

労移行・就労継続支援事業所の拡充や近隣市町の事業所との調整を図り、サービスの

種類が偏ることのないよう、バランスの調整に努めます。 

さらに、障害者優先調達推進法に基づく調達方針を作成し、障害者就労施設等から

の物品等の調達を推進することにより、障害者就労施設等で就労する障がい者の自立

の促進を図るよう努めます。 

   

〔１か月当たりの見込量〕                       

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

人 日 実人員 人 日 実人員 人 日 実人員 

生活介護 1,644 87 1,720 91 1,777 94 

自立訓練(機能訓練) 20   1 20 1 20 1 

自立訓練(生活訓練) 8 2 8 2 8 2 

就労移行支援 215 12 286 16 358 20 

就労継続支援Ａ型 578 33 613 35 648 37 

就労継続支援Ｂ型 940 54 974 56 1,027 59 

 

 イ 療養介護 

 ◎現状と課題 

平成 24年度から重症心身障害児施設に入所していた 18歳以上の利用者４名が、療

養介護に移行しています。町内には療養介護事業所はなく、町外にある事業所や医療

機関を利用しています。 

 ◎目標と取り組み 

療養介護事業の利用者に対して、適正なサービスの提供に努めます。 

また、新たにサービスの利用希望があった場合には、適切に対応します。 

 

〔１か月当たりの見込量〕               （単位：人） 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

療養介護 4 4 4 
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 ウ 短期入所 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月末現在、町内には短期入所事業所が５か所あり、知多半島圏域にも複

数の事業所がありますが、どの事業所も利用ニーズが多く、必ずしも希望に添えない

状況にあります。 

平成 26 年４月から９月までの１か月当たりの平均利用実績は、25 人日となってい

ます。 

 ◎目標と取り組み 

利用者の希望に沿った短期入所の受け入れができるよう、施設等の理解・協力を得

ながら、短期入所事業所の確保に努めます。 

 

〔１か月当たりの見込量〕                       

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

人 日 実人員 人 日 実人員 人 日 実人員 

短期入所 24 7 25 7 26 7 

 

 

（３）居住系サービス 

 ◎現状と課題 

平成 26 年９月末現在、町内にある居住系サービス事業所は、グループホームが 12

か所（定員 53名）、施設入所支援が３か所（定員 140名）あります。 

グループホームは、事業所数、定員数から見ると充足していますが、町外からの受

け入れもあり、必ずしも入所希望に添えない状況にあります。また、重度障がいの方

に対応したグループホームが不足している状況にあります。 

平成 26年９月現在、グループホームの利用者は 26名、施設入所者は 31名となって

います。 

 ◎目標と取り組み 

平成 27年度から平成 29年度にかけて、町内の社会福祉法人が町内及び近隣市町に

グループホームの設置を予定しています。入所施設から地域移行を目指す方や地域で

の自立生活を希望する方の受入先として、こうした社会福祉法人等と連携し、グルー

プホームの充実に努めます。 

 

〔１か月当たりの見込量〕               （単位：人） 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

共同生活援助 27 28 29 

施設入所支援 30 28 27 
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（４）相談支援 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月末現在、町内には指定特定相談支援事業所が４か所、指定一般相談支

援事業所が１か所あります。 

平成 24年度から平成 26年度までの３年間で、障害福祉サービスを利用する全ての

障がい者に対しサービス等利用計画の作成が必要となりましたが、町内及び近隣市町

の事業所の協力もあり、平成 26年度末までには全ての障がい者に対しサービス等利用

計画の作成ができる見込みとなっています。 

また、地域移行支援や地域定着支援は、事業所の支援体制が整っていないこともあ

り、サービスの利用実績はまだありません。 

   平成 26年９月末現在、サービス等利用計画の作成者数は 221名（うちセルフプラン

44名）です。 

 ◎目標と取り組み 

基幹相談支援センターを中心に、各事業所の相談支援専門員を対象にした研修を開

催するなど、計画相談支援の充実を図ります。 

また、入所施設や病院からの地域移行や、単身で地域での生活を送るための地域定

着支援が受けられるよう、社会福祉法人等と連携し、事業所の拡充を図るとともに利

用を促進していきます。 

 

〔実人員：各年度における１か月当たり（年度平均）〕 

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

実人数 事業所数 実人数 事業所数 実人数 事業所数 

計画相談支援 38 

4 

43 

4 

48 

5 地域移行支援 1 1 1 

地域定着支援 1 1 1 
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３ 地域生活支援事業のサービスの種類ごとにおける目標値 

 

地域生活支援事業の見込量については、第３期計画を踏まえて、平成 26 年９月現在

における地域生活支援事業支給決定量を基に算出します。 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

 ◎現状と課題 

   「広報ひがしうら」や「ひがしうらのふくし」、「障害者週間」等を通じて、住民

に対して、障がいや障がい者に対する理解と認識を深めるため、広報・啓発活動を行

っていますが、十分ではありません。 

障がい者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、障がい者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけの強

化が必要になっています。 

 ◎目標と取り組み 

障がい理解への広報・啓発活動の機会や内容等を充実し、一層の理解の促進を図り

ます。また、障がい者等に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催等の実

施を検討します。 

 

（２）自発的活動支援事業 

 ◎現状と課題 

   障がい者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、障がい当時

者やその家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みへの支援が必要にな

っています。 

 ◎目標と取り組み 

   障がい当時者やその家族、地域住民等による地域における自発的な活動（ピアサポ

ート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など）を支援する事業の実施に取

り組みます。 

 

（３）相談支援事業 

 ◎現状と課題 

本町においては、東海市、知多市、阿久比町の２市１町との共同により、社会福祉

法人愛光園及び社会福祉法人憩の郷に相談支援事業を委託して、社会福祉士・精神保

健福祉士等の専門的な資格を持つ職員が相談支援を行っています。 

また、「知多２市２町障がい者支援ネットワーク会議」を設置し、障害福祉サービス

の提供体制の確保や関係機関におけるネットワークの形成を図っています。その活動

の一環として地域住民の障がい者への理解を促進するために、年１回障がい者支援ネ

ットワークフォーラムを開催しています。 
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 ◎目標と取り組み 

本町では、基幹相談支援センターとして、東海市、知多市、阿久比町の２市１町と

の共同で社会福祉法人愛光園及び社会福祉法人憩の郷に事業を委託する体制を維持し

ていくよう努めます。 

なお、障がい者支援ネットワーク会議については、今後も関係者が抱える個々のケ

ースに基づき、地域の課題について情報を共有しながら具体的な協議を行う場として

活用していきます。 

また、さらなる地域住民の障がい者への理解を促進するため、障がい者支援ネット

ワークフォーラムの開催を続けていきます。 

 

 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

相
談
支
援
事
業 

障がい者相談支援

事業 （か所数） 
２ ２ ２ 

基幹相談支援セン

ター等機能強化事

業 

有 有 有 

障がい者支援ネッ

トワーク会議 
有 有 有 

住宅入居等支援事業 無 無 有 

 

サービス 
事業者 

 

障がい者支援ネットワーク会議 

相談事業者 

子育て支援 

学 校 

行政機関 

民生委員 

当事者 

医療機関 

企業・就労支援 

成年後見センター 

障害者相談員 

サービス 
事業者 
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（４）成年後見制度利用支援・法人後見支援事業 

 ◎現状と課題 

本町では、成年後見制度支援事業については、平成 20年４月１日に知多半島５市５

町において「成年後見利用促進事業の実施に関する協定書」を締結し、半田市及び知

多市の２か所に「特定非営利活動法人知多地域成年後見センター」を設置し、成年後

見制度の利用に関するさまざまな支援を行っています。 

平成 26 年９月現在における成年後見センターが後見等を受任している件数は 253

件で、その内、東浦町は 21件となっています。 

 ◎目標と取り組み 

成年後見制度利用支援事業についても、引き続き、知多地域成年後見センターや関

係機関との連携を図り、適切な対応に努めます。 

 

〔実人員：各年度末における人数〕              

サービス名 27年度 28年度 29年度 

成年後見制度利用支援事

業（受任件数） 
23 25 27 

 

（５）意思疎通支援事業 

 ◎現状と課題 

身体障害者手帳を所持している聴覚障がい者は、65歳以上の方が多く、高齢になっ

てから手帳を取得する傾向があります。 

手話通訳者派遣事業については、派遣希望に対しては全て対応できていますが、利

用者は固定されている状況です。 

また、平成 26年４月から９月までの６か月間の利用実績は、45件となっています。 

なお、要約筆記者派遣事業については、平成 26年９月現在、利用がありません。 

 ◎目標と取り組み 

利用者の拡大を図るため、手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業について広報

活動等を行い、広く住民に周知します。 

 

〔１か年当たりの見込量〕                （単位：件） 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

手話通訳者設置数 0 0 0 

手話通訳者等派遣者数 100 110 120 

 

（６）日常生活用具等給付事業 

 ◎現状と課題 

日常生活用具の給付状況については、各年度によってばらつきが見られますが、平

成 26年４月から９月までの６か月間の給付実績は、340件となっています。 
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 ◎目標と取り組み 

地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、日常生活用具の給付

に努めるとともに、広報活動を積極的に実施し、広く住民への周知に努めます。 

 

〔１か年当たりの見込量〕                 （単位：件） 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

介護・訓練支援用具 3 3 3 

自立生活支援用具 4 4 4 

在宅療養等支援用具 6 6 6 

情報・意思疎通支援用具 5 5 5 

排泄管理支援用具 640 670 700 

住宅改修費 2 2 2 

 

（７）手話奉仕員養成研修事業 

 ◎現状と課題 

   平成 25 年度から手話奉仕員の養成が地域生活支援事業の市町村が行う必須事業と

なったため、本町では、それまで社会福祉協議会で実施していた手話奉仕員養成講座

を町で実施するようになりました。 

   平成 26年度は、講座の開催を企画しましたが、参加者が集まらず実施にいたりませ

んでした。 

◎目標と取り組み 

   参加者が参加しやすいように日程を考慮して、講座が実施できるように取り組んで

いきます。また、周知方法の検討を行います。 

 

（８）移動支援事業 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月現在、本町に登録している事業所は 16か所あり、そのうち町内の事

業所は３か所あります。 

事業所の数としては充足していると考えますが、訪問系サービスと同様に、利用希

望が休日等の特定の時間に集中しているため、ニーズに対する供給量が不足している

のが現状です。 

平成 26年４月から９月までの１か月当たりの平均利用実績は、526時間となってい

ます。 

 ◎目標と取り組み 

引き続き登録事業所の拡充に取り組むとともに、児童や精神障がい者の受け入れが

できるよう事業所と連携を取りながら、サービスの充実を図ります。 
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〔１か月当たりの見込量〕                       

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

時 間 実人員 時 間 実人員 時 間 実人員 

移動支援事業 546 65 571 68 596 71 

 

（９）地域活動支援センター事業 

 ◎現状と課題 

本町では、東海市、知多市、阿久比町の２市１町との共同により、社会福祉法人憩

の郷に委託して、地域活動支援センター事業を実施しています。 

しかし、センターへの交通の便が悪いことなどから町内の利用者数が伸び悩んでい

る状況にあり、このため平成 23年度からは緒川事業所だけではなく、月に１度地域に

出向いての活動を展開し、利用者の拡充に努めています。 

 ◎目標と取り組み 

緒川事業所と元浜事業所（東海市）の２か所に「地域活動支援センター事業所」を

設置し、３障がいの特性を理解した職員を配置させ、創作的活動や生産活動等の機会

の提供を図り、利用する障がい者が、地域において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、社会との交流の促進を図ります。 

また、月に１度地域に出向いての活動を引き続き展開し、利用者の拡充に努めてい

きます。 

なお、平成 26年４月から９月までの実利用者数は東浦町で 15人、他市町で９人と

なっています。 

 

〔１か年当たりの見込量〕              

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

実人数 事業所数 実人数 事業所数 実人数 事業所数 

地域活動支援

センター事業 

東浦町 22 1 23 1 24 1 

他市町 12 1 12 1 12 1 

 

（10）日中一時支援事業 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月現在、本町に登録している事業所は 14か所あり、そのうち町内の事

業所は６か所あります。 

事業所の数としては充足していると考えますが、児童や精神障がい者の受け入れ可

能な事業所は不足しており、利用者のニーズに十分応えられていない状況です。 

また、児童については、対応できる事業所が 10か所ありますが、利用希望が休日や

夏休み等、特定の時間に集中しているため、ニーズに対する供給量が不足しています。 

このような状況を受け、町内及び近隣市町の社会福祉法人等に対し、日中一時支援

事業所の登録の拡充について調整をしてきましたが、依然として、ニーズに対応しき

れていません。 
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なお、平成 26 年４月から９月までの１か月当たりの平均利用実績は、障がい者が

16日、障がい児が 124回となっています。 

 ◎目標と取り組み 

引き続き登録事業所の拡充に取り組み、児童や精神障がい者の受け入れができるよ

う事業所と連携を取りながら、サービスの充実を図ります。 

 

〔１か月当たりの見込量〕                （単位：日） 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

日中一時支援事業（障が

い者） 
20 23 26 

 

〔１か月当たりの見込量〕                （単位：回） 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

日中一時支援事業（障が

い児） 
134 141 147 

 

（11）その他の事業 

 ◎現状と課題 

  地域生活支援事業のその他の事業として、福祉ホーム事業、更生訓練費支給事業、

知的障がい者職親事業、重度身体障がい者訪問入浴事業、自動車運転免許取得助成事

業、自動車改造費助成事業を実施しています。 

 ◎目標と取り組み 

   利用者のニーズに沿った事業内容になるよう、利用ニーズを把握するとともに、質

の向上と必要量の確保に努めます。 

 

〔１か年当たりの見込量〕                （単位：件、人） 

サービス名 27年度 28年度 29年度 

福祉ホーム事業 1 1 1 

更生訓練費支給事業 1 1 1 

知的障害者職親事業 3 3 3 

重度身体障害者訪問入浴事業 1 1 1 

自動車運転免許習得助成事業 1 1 1 

自動車改造費助成事業 1 1 1 
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４ 障がい児支援 

 

（１）障がい児通所支援 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月末現在、町内にある障害児通所支援事業所は、児童発達支援が１か所、

放課後等デイサービスが１か所となっています。放課後等デイサービスは近隣市町に

複数の事業所があることから利用者が増えていますが、医療型児童発達支援事業所は

知多圏域に１か所しかなくニーズに対する供給量が不足しているのが現状です。 

平成 26年４月から９月までの１か月当たりの平均利用実績は、児童発達支援が 428

人日、放課後等デイサービスが 416人日、医療型児童発達支援が 47人日となっていま

す。 

 ◎目標と取り組み 

障がい児に必要な療育やサービスを受けることができるよう、個々の状況やニーズ

の把握に努めるとともに、関係事業所と連携し、サービス量の確保に努めます。 

 

〔１か月当たりの見込量〕 

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

人 日 実人員 人 日 実人員 人 日 実人員 

児童発達支援 520 40 520 40 520 40 

放課後等デイサービス 487 111 585 133 701 160 

保育所等訪問支援 0 0 0 0 0 0 

医療型児童発達支援 40 3 40 3 40 3 

 

（２）障がい児相談支援 

 ◎現状と課題 

平成 26年９月末現在、町内には指定障害児相談支援事業所が３か所あります。 

   平成 24年度から平成 26年度までの３年間で、障がい児通所支援を利用する全ての

障がい児に対し、障害児支援利用計画の作成が必要となりましたが、町内及び近隣市

町の事業所の協力もあり、平成 26年度末までには全ての障がい児に対し障害児支援利

用計画の作成ができる見込みです。 

   平成 26年９月末現在、障害児支援利用計画の作成者数は 99名（うちセルフプラン

44名）です。 

 ◎目標と取り組み 

   基幹相談支援センターを中心に、各事業所の相談支援専門員を対象にした研修を開

催するなど、障がい児相談支援の充実を図ります。 
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〔実人員：各年度における１か月当たり（年度平均）〕              

サービス名 
27年度 28年度 29年度 

実人数 事業所数 実人数 事業所数 実人数 事業所数 

障害児相談支援 17 3 21 3 25 3 

 


