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はじめに 

     
  

本市では、平成２４年に「ふじし障害者プラン」（第３次富士市障害者計画・

第３期富士市障害福祉計画）を策定し、「だれもが互いに人格と個性を尊重し支

えあう共生社会の実現」を基本理念として、障害者の自立と社会参加を支援す

るための諸施策を推進しています。富士市障害者計画は、６年間を１期として、

障害者のための施策に関する基本的な事項を定めるものですが、富士市障害福

祉計画は、３年間を１期として、障害者計画に盛り込んだ生活支援のための障

害福祉サービスの提供体制について具体的に規定した実施計画です。第３期の

計画が平成２６年度をもって終了することから、平成２７年度から平成２９年

度までを計画期間とする第４期障害福祉計画を策定いたしました。  

本計画の策定に当たっては、国の基本指針を踏まえながら、ふじし障害者プ

ランの基本理念の実現に向け、本市において障害福祉サービス・相談支援事業

及び地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように

することを主な目標としています。   

今後も、ノーマライゼーションの理念のもと、誰もが住みなれた地域の中で、

自分らしく、安心して暮らし続けられる仕組みを充実させ、施設入所者や、社

会的入院をしている精神障害者などの地域生活への移行を進めるとともに、在

宅障害者の就労支援を強化するなど、地域で生活していくことのできるサービ

スの充実や障害者支援体制の整備を図ってまいりたいと考えています。 

  

結びに、この計画の策定に当たってご協力いただいた関係者の皆様、多くの

貴重なご意見、ご提言をくださった市民の皆様に心から感謝申し上げるととも

に、これからも本計画の推進に関し、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。         

 
 

平成２７年 ３月 

 
富士市長  小長井 義正    

 



 

目     次 

１．障害福祉計画の概要      

①障害福祉計画とは・・・・・・・・・・・・・・ 1 

②計画策定に当たっての基本的な考え方・・・・・ 1 

 (1) サービス提供体制の基本的な考え方・・・・ 1 

(2) 相談支援提供体制の基本的な考え方・・・・ 2 

 (3) 障害児支援の提供体制の確保に関する 

  基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・ 2 

③計画の策定方法・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

④計画の進捗管理・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

２．平成２９年度の成果目標の設定  

①福祉施設入所者の地域生活への移行・・・・・・ 3 

②入院中の精神障害者の地域生活への移行・・・・ 4  

③福祉施設から一般就労への移行・・・・・・・・ 4 

３．障害福祉サービスの見込数値  

 (1) 訪問系サービス 

□ 居宅介護・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

□ 重度訪問介護・・・・・・・・・・・・・・ 6 

□ 行動援護  ・・・・・・・・・・・・・・ 6 

□ 重度障害者等包括支援・・・・・・・・・・ 7 

□ 同行援護  ・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 (2) 日中活動系サービス  

□ 生活介護・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

□ 自立訓練(機能訓練)・・・・・・・・・・・ 9 

□ 自立訓練(生活訓練)・・・・・・・・・・・ 9 

□ 就労移行支援・・・・・・・・・・・・・・10 

□ 就労継続支援(Ａ型)・・・・・・・・・・・11 

□ 就労継続支援(Ｂ型)・・・・・・・・・・・11 

□ 療養介護・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 □ 短期入所・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 (3) 居住系サービス 

□ 共同生活援助(グループホーム)・・・・・・13 



□ 施設入所支援・・・・・・・・・・・・・・14 

 

 (4) 障害児に係るサービス(通所系) 

□ 児童発達支援・・・・・・・・・・・・・・15 

□ 医療型児童発達支援・・・・・・・・・・・15 

□ 放課後等デイサービス・・・・・・・・・・16 

  □ 保育所等訪問支援・・・・・・・・・・・・17 

 (5) 計画相談支援 

□ 計画相談支援・・・・・・・・・・・・・・17 

□ 障害児相談支援・・・・・・・・・・・・・18 

 (6) 地域相談支援 

□ 地域移行支援・・・・・・・・・・・・・・19 

□ 地域定着支援・・・・・・・・・・・・・・19 

 (7) その他のサービス 

□ 自立支援医療(更生医療)・・・・・・・・・20 

□ 自立支援医療(育成医療)・・・・・・・・・20 

□ 補装具・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

４．地域生活支援事業の見込数値  

  ○ 基幹相談支援センター事業・・・・・・・・21 

  ○ 相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・21 

  ○ 相談支援機能強化事業・・・・・・・・・・22 

  ○ コミュニケーション支援事業・・・・・・・22 

  ○ 日常生活用具給付等事業・・・・・・・・・23 

  ○ 移動支援事業・・・・・・・・・・・・・・24 

  ○ 地域活動支援センター事業・・・・・・・・24 

  ○ 訪問入浴サービス事業・・・・・・・・・・25 

  ○ 日中一時支援事業・・・・・・・・・・・・25 

  ○ 社会参加促進支援事業・・・・・・・・・・26 

  ○ 生活支援事業・・・・・・・・・・・・・・27 

５．発達障害者の支援   ・・・・・・・・・・28 

６．高次脳機能障害者の支援  ・・・・・・・29 

７．基盤整備計画  ・・・・・・・・・・・・・30 

 



 

１．障害福祉計画の概要      

 

①障害福祉計画とは  

障害福祉計画は、「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。）第８８条の規定により、市町村に

策定が義務付けられている障害福祉サービスの提供体制の確保に関する計画で

す。本市では、障害福祉計画を、平成１８年度から平成２１年度までの３年間

を計画期間とする第１期から平成２４年度から平成２６年度までの第３期まで、

計３回策定し、各種施策を実施してきました。 
今回策定した第４期障害福祉計画では、平成２７年度から平成２９年度まで

の３年間における障害福祉サービスの見込量を算出し、サービスの提供体制に

ついて目標値を定めています。この計画は、ふじし障害者プランに掲げる様々

な支援の実現に向けた、障害福祉サービスに関する実施計画として位置付けま

す。 

 

②計画策定に当たっての基本的な考え方  

 
（１）サービス提供体制の基本的な考え方  
障害者等の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえ、障害

福祉計画作成に当たっての基本理念として、次の３点を掲げます。 

 
 １ 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援  

障害者の自己決定を尊重し、意思決定の支援に配慮するとともに、必要と 

する支援を受けつつ自立と社会参加を実現できるよう障害福祉サービス、相談

支援、地域生活支援事業の提供体制の整備を進めます。 

 
２ 身近な実施主体による一元的な障害福祉サービスの実施 
身体、知的、精神障害者並びに発達障害者、難病患者等が、障害の種別によ

らない一元的な障害福祉サービスを、自らの住む地域社会で受けることができ

るよう、サービス提供基盤の整備・拡充を図ります。 

 



３ 地域生活への移行・継続、就労支援等の課題への対応 
障害者の自立支援の観点から、施設や病院からの地域生活への移行、地域生

活の継続、就労支援などの課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者の

生活を地域全体で支えるシステムの実現を目指します。  

 
（２）相談支援提供体制の基本的な考え方     
障害者が地域において自立した日常生活を営むためには、障害福祉サービス

提供体制の確保とともに、これらの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。基幹相談支援センターを設置し、適切な相談支援が実

施できる体制の強化・充実を図るとともに、地域での情報の共有、具体的な協

働のため、関係機関等によるネットワークの拡充を図ります。 

 
 （３）障害児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方 
  障害児を支援する体制を確保するため、児童福祉法に基づく障害児通所支

援の整備についても障害福祉計画に定め、当該計画に沿った取組を進めるよ

う努めます。 

 

③計画の策定方法  

第４期障害福祉計画では、障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移

行や就労支援といった課題への対応に必要な障害福祉サービスの提供体制を確

保するため、福祉施設の入所者の地域生活への移行と、福祉施設から一般就労

への移行についての成果目標を定め、目標達成のために必要なサービス量を見

込みました。 
目標値の設定に当たっては、特別支援学校を卒業する生徒の進路や、入所施

設等を退所して地域生活へ移行する方、就労支援施設等から一般就労する方等

のサービス見込量を現時点で個別に確認し、数値目標を算出しています。 
障害者総合支援法においては、市は障害者等の心身の状況、その置かれてい

る環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して障害福祉

計画を策定するよう努めるものとされています。計画策定に当たり、障害福祉

サービスを利用している方へのアンケート調査、当事者団体の方への聞き取り

により現状の把握を行い、また富士市障害者自立支援協議会の各部会において、

本市の障害福祉サービスの現状と課題についての協議をしていただきました。 

 
※いただいたご意見のうち、主なものを「３．障害福祉サービスの数値見込」

に各福祉サービスの【現状と課題】として記載しました。 



④計画の進捗管理  

第４期障害福祉計画の実施に当たっては、障害福祉制度の改正など、障害者

を取り巻く社会環境の変化に対応し、成果目標の実現性を高めるため、定期的

に計画内容を評価し、必要に応じて見直しを行う等、柔軟な運用を行います。 
障害福祉サービスの見込量と提供実績について、毎年の進捗状況を富士市福

祉計画推進会議に報告するとともに、その意見も踏まえ、富士市障害者自立支

援協議会等による検証を行い、施策の円滑な推進に努めます。 

 
 
 

２．平成２９年度の成果目標の設定  

 

①福祉施設入所者の地域生活への移行  

 地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している障害者につい

て、自立訓練事業等の活用によりグループホーム、一般住宅等への移行を推進

することとし、平成２９年度末における地域生活移行者数の目標値を次のとお

り設定します。 

 

項  目 数値 

平成２５年度末時点の入所者数（Ａ） ２３８人 

平成２９年度末時点の入所者数（Ｂ） ２２８人 

減少数（Ａ）－（Ｂ）  １０人 

平成２９年度末時点までの地域移行者累計目標  ２９人 

 
 
 
 

 



②入院中の精神障害者の地域生活への移行  

 現在、精神科病院に入院する精神障害者の市町村別人数に関するデータがな

く、地域生活への移行についても市町村単位での実績把握ができなかったこと

から、今回の計画においては数値目標の設定を行いません。 
 しかしながら、病院や保健所と連携した退院に向けての支援は、引き続き積

極的に進めます。 

 

③福祉施設から一般就労への移行  

 福祉施設から一般就労への移行については、障害者の自立と社会参加を目指

すため、積極的に進めるものとし、平成２９年度末時点における一般就労移行

者数の目標値を次のとおり設定します。 

 
目標値① 一般就労への移行者数 

項  目 数値 

平成２３年度における福祉施設から一般就労への移行者数（実績）  ９人 

平成２４年度における福祉施設から一般就労への移行者数（実績） １２人 

平成２５年度における福祉施設から一般就労への移行者数（実績） １０人 

平成２９年度における福祉施設から一般就労への移行者数（目標） ２４人 

 

目標値② 就労移行支援事業利用者数 
項  目 数値 

平成２３年度末の就労移行支援事業利用者数（実績） ５３人 

平成２４年度末の就労移行支援事業利用者数（実績） ５４人 

平成２５年度末の就労移行支援事業利用者数（実績） ６６人 

平成２９年度末の就労移行支援事業利用者数（目標） ９９人 

 

目標値③ 就労移行支援事業所の就労移行率 

就労移行支援事業所のうち、平成 29 年度における就労移行率が３割以上の事業

所を５割以上とする。 

 



３．障害福祉サービスの見込数値  

 地域生活への移行や就労支援を進めるため、成果目標の実現に向けて必要なサ

ービス見込量を設定します。 

 

（１）訪問系サービス 

 訪問系サービスは、主に在宅でヘルパー等の訪問を受け利用するサービスで

す。 
 

 居宅介護    

自宅で介護が必要な人に対し、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。  

 
【現状と課題】        
・ヘルパー数が不足している。 
・入浴介助などで同性による援助が望ましいが男性ヘルパーが少ない。 
・障害者対応ができるヘルパーが不足している。 
・土日、祝休日、早朝、夜間などの利用希望に対し、ヘルパーが確保できず対

応できない。 
・サービスの需要と供給のバランスがとれていない。 
・サービス利用について、事業所間の連携による統一的な支援が必要。 

 
■サービスの見込量（１月当たり） 

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １８０人 １８８人 １９２人 １９６人 

活動時間 ３，７４３時間 ３，９０９時間 ３，９９３時間 ４，０７５時間

 

【サービス提供体制確保の方策】 

ホームヘルパー養成研修などの情報提供を行い、人材の確保に努めるととも

に、必要とする人が必要な量のサービスを受けられるよう、適正な支給決定を

行います。また、居宅介護事業所のネットワーク化を図ります。 

 
 



 重度訪問介護     

重度の肢体不自由または重度の知的障害、精神障害により常に介護が必要な

人を対象に、自宅において入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支

援などを総合的に行います。       

 
【現状と課題】        

・ヘルパー数が不足している。 

・ヘルパー業務に見守り時間が含まれるなど、訪問介護にはない難しさがある。 

・夜勤ヘルパーの確保が難しい。 

   
■サービスの見込量（１月当たり） 

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ３人 ４人 ５人 ６人 

活動時間 １，０７４時間 １，４３２時間 １，７９０時間 ２，１４８時間

 
【サービス提供体制確保の方策】 

 ホームヘルパー養成研修などの情報提供を行い、人材の確保に努めるととも

に、重度訪問介護を提供できるよう事業所に働きかけ、サービス提供体制を確

保します。 
 

 行動援護        

知的障害や精神障害により行動上の障害がある人を対象に、外出時や外出の

後に危険を回避するために必要な支援を行います。   

 
【現状と課題】        
・行動援護の指定を受けている事業所が少ない。 

 
 
 
 
 
 



■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １３人 １６人 ２１人 ２６人 

活動時間 １４７時間 １８０時間 ２３７時間 ２９３時間 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

 ホームヘルパー養成研修などの情報提供を行い、人材の確保に努めるととも

に、新たな事業所の参入を促し、サービス提供体制の拡充に努めます。 

 

 重度障害者等包括支援        

寝たきり状態など介護の必要性がとても高い人を対象に、居宅介護や通所サ

ービスなどの複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行います。 
 

【現状と課題】        
・重度障害者等包括支援の指定を受けている事業所が少ない。 
 

■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ０人 ０人 ０人 ０人 

活動時間 ０時間 ０時間 ０時間 ０時間 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

 現状ニーズ把握ができていないため、今後はニーズの把握に努め、必要に応

じた対応を行います。 

 

 同行援護        

視覚障害により移動が困難な人の外出に同行し、移動に必要な情報を提供し、

移動の援護を行います。 

 



【現状と課題】        
・ヘルパー数が不足している。 
・外出への援護であるため、長時間の利用、また土日、祝休日、早朝、夜間の

利用希望も多いが、ヘルパーが確保できず対応できない。 
・同行援護を必要とする人が外出して過ごせる場所が少ない。   
 

■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ３４人 ３５人 ３６人 ３７人 

活動時間 ６１８時間 ６３６時間 ６５４時間 ６７２時間 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

ホームヘルパー養成研修などの情報提供を行い、人材の確保に努めるととも

に、必要とする人が必要な量のサービスを受けられるよう、適正な支給決定を

行います。 

 

（２）日中活動系サービス 

 日中活動系サービスは、障害者支援施設等で昼間の活動を支援するサービス

です。 

 

 生活介護  

常に介護等の支援が必要な人に対し、食事や入浴、排せつ等の介護や、軽作

業等の生産活動、創作的活動の機会の提供を図るなど、身体能力、日常生活能

力の維持・向上を図るための支援を行います。     
 

【現状と課題】        
・利用希望者の増加に施設が応えられていない。 
・利用者の間で年齢、性別、障害種別、体力差が幅広くあり、個々へ行き届く

支援が難しい。 
・医療的ケアが必要な利用者が増えている。 
 

 



■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ３９７人 ４０８人 ４２１人 ４３８人 

利用日数 ８，７３４人日 ８，９７６人日 ９，２６２人日 ９，６３６人日

 
【サービス提供体制確保の方策】 

新たな事業所の参入促進等、サービス提供体制の確保を図ります。 

 

 自立訓練（機能訓練）         

地域生活を営む上で、一定の支援が必要な身体障害者に対し、身体能力・生

活能力の維持・向上等のための歩行訓練や家事等の訓練を概ね２年間行います。 

 
【現状と課題】        
・専門的な機能回復訓練を行うことのできる障害者支援施設への入所支援と併

せて実施されることがほとんどであり、自立訓練単独での利用者がない。 
 

■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １人 ２人 ２人 ２人 

利用日数 ２２人日 ４４人日 ４４人日 ４４人日 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

 現状ニーズ把握ができていないため、ニーズの把握に努め、必要に応じた対

応を行います。 

 

 自立訓練（生活訓練）         

地域生活を営む上で、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者に対し、

食事や家事等の日常生活能力を向上するための訓練を概ね２年間行います。 

 



【現状と課題】        
・限られた期間で訓練終了後につなげる見通しを持った支援が難しい。 
・利用希望者が減少している。 

 
■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ２１人 ２１人 ２１人 ２２人 

利用日数 ４６２人日 ４６２人日 ４６２人日 ４８４人日 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

 対象者を的確に把握し、事業所と連携しながら適切な支援を行います。 
 

 就労移行支援  

 就労を希望している人に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上

に必要な訓練等を行います。 
 

【現状と課題】        
・利用者側、障害者就労を受け入れる側の双方の事情により、一般就労への移

行は進んでいない。 
・福祉的就労から一般就労へステップアップできる体制作りが必要。 
 

■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ８３人 ８８人 ９２人 ９９人 

利用日数 １，８２６人日 １，９３６人日 ２，０２４人日 ２，１７８人日

 
【サービス提供体制確保の方策】 

 就労機能パワーアップ事業、障害者就労・生活支援センターと連携し、企業

の理解を深め、事業所の効率的な活用を図るとともに、対象者を的確に把握し

て適切な支援を行います。 



 就労継続支援（Ａ型）  

 一般企業での就労が困難な人に対し、雇用契約に基づく就労機会の提供や生

産活動に必要な知識・能力向上のための訓練など、就労に向けた支援を行いま

す。 

 
【現状と課題】        
・利用者の障害の状況や就労に対する意識に違いがあり、一般就労へ繋がる支

援が難しい。 

 
■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １００人 １１０人 １２１人 １３９人 

利用日数 ２，２００人日 ２，４２０人日 ２，６６２人日 ３，０５８人日

 

【サービス提供体制確保の方策】 

就労機能パワーアップ事業、障害者就労・生活支援センターと連携して事業

所の効率的な活用を図るとともに、対象者を的確に把握して適切な支援を行い

ます。 
 

 就労継続支援（Ｂ型）  

 一般企業等の雇用に結びつかない人や一定年齢に達している人等に対し、雇

用契約を結ばない就労機会の提供や生産活動に必要な知識・能力向上のための

訓練など、就労に向けた支援を行います。 

 
【現状と課題】        
・利用者の高齢化が進んでおり、心身の機能低下に対する支援が必要となって

いる。 
・利用者の家族の高齢化も進んでいる。 

・路線バスが減るなど、利用者が通所するための交通手段が少ない。 
・生産活動による事業収入が十分でなく、工賃の向上が難しい。 

 
 



■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ２９０人 ２９２人 ３０６人 ３１９人 

利用日数 ６，３８０人日 ６，４２４人日 ６，７３２人日 ７，０１８人日

 

【サービス提供体制確保の方策】 

就労機能パワーアップ事業、障害者就労・生活支援センターと連携し、工賃

アップを図るなど事業所の効果的な運営を支援するとともに、対象者を的確に

把握して適切な支援を行います。 
 

 療養介護  

医療と常時の介護を必要とする人に対し、医療機関への入院と併せて、機能

訓練や介護、日常生活の支援を行います。  
 

■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ３０人 ３１人 ３２人 ３３人 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

事業所と連携しニーズを把握して、適切な対応を図ります。 

 

 短期入所  

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、

排せつ、食事等の介護を行います。 

 
【現状と課題】        
・利用希望に対して施設数が十分でない。 
・土日、祝休日に利用希望が多いが受け入れできていない。 
・緊急対応体制が不十分で即時対応できないことがある。 

 



■サービスの見込量（１月当たり） 
福祉型短期入所  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ６９人 ７７人 ８５人 ９３人 

利用日数 ５１８人日 ５７８人日 ６３８人日 ６９８人日 

 
医療型短期入所  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ８人 １０人 １２人 １４人 

利用日数 ５６人日 ７０人日 ８４人日 ９８人日 

 

【サービス提供体制確保の方策】 

事業所と連携し効率的な運用を図るとともに、新たな事業所の参入を促進す

るなどサービス提供体制の拡充を図ります。 

 

（３）居住系サービス 

 居住系サービスは、入所施設等で夜間の活動を支援するサービスです。 

 

 共同生活援助（グループホーム）  

障害者で、地域生活を営む上で支援を必要とする人に対し、主として夜間に

共同生活を営むべき住居で、家事や相談、入浴、排せつ、食事等の介護などの

日常生活上の支援を行います。 
※平成２６年度から、共同生活介護（ケアホーム）が共同生活援助（グループ

ホーム）に統合されています。 

 
【現状と課題】        
・入所施設等で生活する人の地域移行のため、また介護者の高齢化により在宅

での生活ができなくなった人のために必要なサービスだが、施設の整備が十

分ではない。 



 

■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １３３人 １３９人 １４５人 １５０人 

 

【サービス提供体制確保の方策】 

新たな事業所の参入を促進するなど、サービス提供体制の確保を図ります。 

 

 施設入所支援       

障害者支援施設において、主に夜間に、入浴・排せつ・食事等の介護、生活

等に関する相談・助言などの必要な日常生活上の支援を行います。 

 
【現状と課題】        
・利用者の高齢化、障害の重度化に伴い、介助面や医療面などでの支援の必要

性が増している。 
・利用者家族の高齢化も進んでいる。 
・地域生活への移行を支える障害福祉サービスなど社会資源の整備が進んでお

らず、利用者のニーズや地域生活の可能性に応えられていない。 
 

■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ２３０人 ２２９人 ２２８人 ２２８人 

 

【サービス提供体制確保の方策】 

入所施設から地域への移行が進められ、利用者数の減が見込まれていますが、

本人や家庭の事情等により地域で生活することが困難な人もあり、施設入所支

援の必要性は残っています。地域での生活が可能な人については積極的に移行

を進め、限られた社会資源の活用を図っていきます。 

 
 
 



（４）障害児に係るサービス(通所系)  

 

 児童発達支援  

障害のある児童に対し、通所により日常生活における基本的な動作の指導や

知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 

 
【現状と課題】        
・発達障害が疑われる児童の増加や、要支援家庭の増加、職場復帰に当たり長

時間の預かりを希望する保護者の増加など社会環境が変化してきている。 
・医療的ケアが必要な利用者もおり、療育をまとまって行うことが困難だった

り、一対一での対応が必要になっている。 

 
■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ６７人 ６９人 ７１人 ７３人 

利用日数 １，３４０人日 １，３８０人日 １，４２０人日 １，４６０人日

 
【サービス提供体制確保の方策】 

障害のある児童とその家族が、身近な地域で適切な支援を受けることができ

るよう、富士市立こども療育センターの機能の活用等、サービス提供体制の確

保と充実に努めます。 
 

 医療型児童発達支援  

上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対して児童発達支援及び治

療を併せて行います。 

 
【現状と課題】        
・近隣には想定される事業所がない。 

 
 
 



■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ０人 ０人 ０人 ０人 

利用日数 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 

 

【サービス提供体制確保の方策】 

近隣には想定される事業所がありませんが、ニーズの把握に努め、必要に応

じた対応を行います。 
 

 放課後等デイサービス  

学校に通学する障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、

生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相ま

って障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所作りを推進します。 

 
【現状と課題】        
・利用者数が増加しており、事業所数が十分でない。 
・長期休暇などに利用希望が集まるが、すべてに対応できない。 
・一事業所での利用回数が限られるため、十分に有効な療育が行えない。 
・月に数度の利用や長期休暇中の利用しか希望しない利用者があり、計画的、

継続的な療育が行えない。 

 
■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ２００人 ２３６人 ２６２人 ２８５人 

利用日数 ２，０００人日 ２，３６０人日 ２，６２０人日 ２，８５０人日

 
【サービス提供体制確保の方策】 

障害を持つ児童の放課後の居場所として、また療育の観点から必要性の高い

事業であるため、事業所と連携して効率的な運用を図るとともにサービス提供

体制の確保・充実を図ります。 



 保育所等訪問支援  

保育所等に通う障害児に対して、集団生活への適応を支援するため、保育所

等を訪問し、障害児本人への訓練や保育所等のスタッフへの助言、指導を行い

ます。 

 
【現状と課題】        
・富士市立こども療育センターが同様の事業を市単独事業として行っている。 

 
■サービスの見込量（１月当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ０人 ５人 ５人 ５人 

利用日数 ０人日 １０人日 １０人日 １０人日 

 

【サービス提供体制確保の方策】 

障害のある児童とその家族が、身近な地域で適切な支援を受けることができ

るよう、ニーズに即したサービス提供体制の確保を図ります。 
 

（５）計画相談支援  

 

 計画相談支援  

障害福祉サービスの申請を行った障害者（満１８歳以上）に対し、障害支援

区分認定後にサービス等利用計画案を作成します。またサービス支給決定とサ

ービス担当者会議後にはサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに計画の

見直しを行います。 

 
【現状と課題】        
・計画相談対象者数に比べ、計画相談支援を行う相談支援事業所、相談支援専

門員の数が少ない。 
・複数の相談支援事業所が計画を策定するため、計画の質の均一化が必要。 
・サービス利用者及び保護者に制度の周知が行き届いていない。 

 



■サービスの見込量（１年当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １，４０１人 １，４４７人 １，５１３人 １，６０１人 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

研修などの情報提供を行い、人材の確保に努めるとともに、新たな事業所の

参入を促進するなど、サービス提供体制の確保を図ります。 

 

 障害児相談支援  

障害児通所支援の申請を行った障害児（満１８歳未満）に対し、障害児支援

利用計画案、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに計画の見直しを行

います。 

 
【現状と課題】        
・計画相談支援と同様の課題がある。 
・対象者が満１８歳となり、障害児相談支援から計画相談支援に移行する際の

体制整備が必要。 

 
■サービスの見込量（１年当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ２９８人 ３４６人 ３７７人 ４０５人 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

研修などの情報提供を行い、人材の確保に努めるとともに、新たな事業所の

参入を促進するなど、サービス提供体制の確保を図ります。 

 
 
 
 
 
 



（６）地域相談支援  

 

 地域移行支援  

障害者支援施設等に入所している障害者、精神科病院に入院している精神障

害者、その他の地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする人に、住

居の確保など地域生活移行のための活動に関する相談、障害福祉サービス事業

所等への同行支援などを行います。 

 
【現状と課題】        
・手続が煩雑で時間がかかるなどするため利用が少ない。 
・計画相談支援同様、支援を行う事業所が少ない。 
・地域移行を支える社会資本の整備が十分でない。 

 
■サービスの見込量（１年当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ２人 ４人 ６人 ８人 

 
【サービス提供体制確保の方策】 

  対象者を的確に把握し、事業所と連携しながら適切な支援を行います。 

 

 地域定着支援  

居宅において単身等で生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の

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。 

 
【現状と課題】       
・市が委託する相談支援事業において、一部実施している。 
・地域移行が進まないなか、地域定着についても支援数が伸びていない。 
・支援数の増加に対応するサポート体制が整っていない。 

 
 
 
 



■サービスの見込量（１年当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １人 ２人 ２人 ３人 

 
【サービス提供体制確保の方策】 
 対象者を的確に把握し、事業所と連携しながら適切な支援を行います。 
 

（７）その他のサービス  

 

 自立支援医療（更生医療）  

身体障害者手帳の交付を受けた満１８歳以上の身体障害者が、障害を取り除

いたり軽減するために確実な効果が期待できる治療を受ける場合に医療費を助

成します。 
 
■サービスの見込量（１年当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 ６５人 ６８人 ７０人 ７２人 

 

 自立支援医療（育成医療）  

児童福祉法で定める障害児のうち、身体に障害がある満１８歳未満の児童（障

害に係る医療を行わなければ将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含

む）が、障害を取り除いたり軽減するために確実な効果が期待できる治療を受

ける場合に医療費を助成します。 

 
■サービスの見込量（１年当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １１４人 １２０人 １２０人 １２０人 

 



 補装具  

身体に装着することで身体機能を補完・代替し、日常生活や就学・就労に長

時間にわたって継続して使用される補装具の購入費、修理費の給付を行います。 

 
■サービスの見込量（１年当たり）  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用件数 ４０６件 ４１１件 ４１６件 ４２１件 

 
 

４．地域生活支援事業の見込数値  

地域生活支援事業は、障害者総合支援法第７７条に基づき、障害のある人が

その持っている能力や適性に応じて、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、相談支援、コミュニケーション支援、移動支援、地域活

動支援センターなどの事業を実施します。 

 

 基幹相談支援センター事業  

基幹相談支援センターは、障害者等からの相談に対応し、情報提供、助言を

行うほか、相談支援事業者間の連絡調整や関係機関の連携の支援を行うなど、

地域における相談支援の中核的な役割を担います。平成２７年度から基幹相談

支援センターを設置し、相談支援体制の強化・拡充を図ります。 

 

 相談支援事業  

障害者等からの相談に応じて、必要な情報の提供及び助言、サービスの利用

支援、虐待の防止など権利擁護のための援助を行います。 

 
■サービスの見込量 

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実施箇所 ５か所 ６か所 ６か所 ７か所 



 相談支援機能強化事業  

相談支援事業の機能を強化するため、専門的職員を配置します。 

 
■サービスの見込量 

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実施箇所 ４か所 ５か所 ５か所 ６か所 

 
 
 

 コミュニケーション支援事業  

手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣事業、手話通訳者の設置事業など、意思

疎通を図ることに支障がある障害者等と他の人との意思疎通を図ります。 

 
■サービスの見込量 ( 1 年当たり)  

区分 
平成２６年度

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

専任手話通訳者設置 １人 １人 １人 １人 

手話通訳者派遣 
延

派

遣

数 

８４人 ８９人 ９４人 ９９人 

要約筆記奉仕員 

派遣 
９６人 １０１人 １０６人 １１１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 日常生活用具給付等事業  

日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に特殊寝台や特殊マット、入浴補

助用具などの給付または貸与を行います。 

 

日常生活用具の種類 

内容 種目 

介護・訓練支援用具 
特殊寝台や特殊マットなど身体介護を支援する用具や、障害の

ある児童が訓練に用いる椅子などを給付します。 

自立生活支援用具 
障害のある人の入浴、食事、移動などの自立生活を支援するた

めの用具を給付します。 

在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器や盲人用体温計など、障害のある人の在宅療

養等を支援するための用具を給付します。 

情報・意思疎通 

支 援 用 具 

点字器や人工喉頭など障害のある人の情報収集、情報伝達や意

思疎通等を支援するための用具を給付します。 

排せつ管理支援用具 
ストマ用装具など、障害のある人の排せつ管理を支援する衛生

用品を給付します。 

居宅生活動作 

補 助 用 具 

居宅における円滑な生活動作等を図るため、小規模な住宅改修

を行う際に費用の一部を助成します。 

 
■サービスの見込量 ( 1 年当たり) 

区分 
平成２６年度

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

介護・訓練支援用具 １２件 １２件 １３件 １３件 

自立生活支援用具 ４９件 ５０件 ５５件 ５７件 

在宅療養等支援用具 ４０件 ４１件 ４２件 ４３件 

情報・意思疎通 

支援用具 
７８件 ８０件 ８２件 ８４件 

排せつ管理支援用具 ４，２２４件 ４，３５１件 ４，４８１件 ４，６１５件

居宅生活動作補助用具 ８件 ８件 ８件 ９件 

 



 移動支援事業  

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の支援を行います。 

 
■サービスの見込量 ( 1 年当たり)  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実施事業所数 １３事業所 １４事業所 １５事業所 １６事業所 

実利用者数 ９５人 ９８人 １０１人 １０４人 

延利用時間数 ７，５２４時間 ７，７６１時間 ７，９９９時間 ８，２３６時間

 

 

 

 地域活動支援センター事業  

地域で生活する障害のある人の日中活動の場として、地域活動支援センター

を開設し、利用者の状況に応じて創作的活動または生産活動の機会の提供や日

常生活の支援や様々な相談への対応などを行います。 

 
■サービスの見込量 ( 1 月当たり)  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実施事業所数 １２か所 １２か所 １２か所 １２か所 

実利用者数 １７８人 １８１人 １８４人 １８７人 

延利用者数 １，８３８人 １，８６４人 １，９００人 １，９３１人 

 

 

 



 訪問入浴サービス事業  

在宅で生活し、居宅において家族のみでは入浴が困難な身体障害者を対象に、

巡回入浴車を派遣し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 

 
■サービスの見込量 ( 1 月当たり)  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用人員 １１人 １３人 １３人 １４人 

利用回数 ６６回 ７８回 ７８回 ８４回 

 

 

 

 

 日中一時支援事業  

家族の就労支援や家族の一時的な休息を目的に、放課後支援など障害者等の

日中における活動の場を提供します。 

 
■サービスの見込量 ( 1 月当たり)  

区分 
平成２６年度 

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

～４時間 ５９６回 ６１１回 ６２１回 ６３１回 

４～８時間 ３６０回 ３７５回 ３８５回 ３９５回 

８時間～ １１３回 １２８回 １３８回 １４８回 

 

 

 

 



 社会参加促進支援事業  

 
障害者の社会参加促進を目的に、以下の事業を実施します。 

 
区分 内容 

レクリエーション 
○心身障害児（者）ふれあい交流事業 

もちつき大会などのイベントを毎年１回開催 

市民啓発 

○市民福祉まつりの開催 

障害者理解の促進のため、障害のある人、支援する人と多くの市

民との交流を図るイベントを毎年１０月第３日曜日に実施 

○障害者週間記念事業 

障害者福祉について啓発を図るため、１２月３日から９日の障害

者週間期間中に講演会などのイベントを実施 

点字・声の広報 

○音声行政情報提供事業 

広報ふじ・障害者計画等の音訳作成（カセット・ＣＤ化） 

○点訳ボランティア活動 

各種資料等の点訳依頼・音声コードの普及 

奉仕員等要請講座 

○手話通訳奉仕員養成講座 

入門・基礎を隔年実施 

手話通訳者２０人の確保を目指す 

○要約筆記奉仕員養成講座 

要約筆記奉仕員３０人の確保を目指す 

○パソコン点訳講習会 

図書館音訳ボランティアの協力 

点訳ボランティアの育成と養成を目指す 

○音訳ボランティア養成講座 

広報ふじ等をＣＤ・カセットテープに録音するボランティアの養

成を進める 

自動車改造／運転

免許取得補助 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

４件／６件 ４件／６件 ４件／６件 

 

 



 生活支援事業  

障害のある人に対し、日常生活上必要な訓練・指導等の本人活動支援などを

行うことにより、生活の質的向上を図り、社会参加を促進します。 

 
■サービスの見込量 ( 1 年当たり)  

区分 
平成２６年度

(実績見込) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

知的障害児(者)

カルチャー講座 

講座数 ９講座 ９講座 ９講座 ９講座 

回数 ９０回 ９０回 ９０回 ９０回 

参加者数 １，２５０人 １，２５０人 １，２５０人 １，２５０人

ことばの相談室 

開催日 ２３５日 ２３５日 ２３５日 ２３５日 

利用者数 ７００人 ７００人 ７００人 ７００人 

福祉機器リサイクル事業 ４５件 ３８件 ３８件 ３８件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．発達障害者の支援  

平成２４年に文部科学省が行った調査では、全国の通常学級に籍を置く小・

中学校の児童・生徒のうち、６．５％に発達障害の疑いがあるという結果が公

表されています。発達障害は、決して珍しい障害ではなく、市においても、積

極的にその理解を進める取組を行っていくとともに、更なる支援体制の充実を

図っていく必要があります。 
 

■平成２５年度富士市立こども療育センター療育相談室登録児（７６５人） 
のうち、発達障害が疑われる児童の数 

自閉症及びその疑い ４１３人 

注意欠如・多動性障害及びその疑い ２３人 

 

【今後進める支援】 
 発達障害児・者にとって大切なのは、ライフステージに沿った一貫した支援

が行われることです。障害の早期発見・早期対応に努めるとともに、医療・教

育・就労など関係機関との連携を通じ、支援体制を強化していきます。 

 
①県の発達障害者支援センターや関係機関と連携して、相談支援体制の充実を

図ります。 
②乳幼児健康相談や健康診査において、発達障害が疑われる児童の早期発見に

努めます。 
③こども療育センターにおいて、他機関との連携を密に図りながら、就学前の

乳幼児の発達相談及び個々の状態に応じた支援を行います。 
④保育所等を利用している、または今後利用する予定のある児童に対して、保

育所や家庭を訪問し、集団生活に適応するための支援を行います。 
⑤学齢期の児童については、教育委員会と連携した支援体制の構築を図ります。

また、相談支援事業所や放課後等デイサービス等を利用することにより、家

庭と連携した児童及び家族の支援を行います。 
⑥就労に問題を抱える人については、就業・生活支援センターやジョブコーチ

等との連携により職場定着支援を進めます。 
⑦一般就労に向け、就労移行支援など障害福祉サービスの対象者として、必 

要な福祉サービスの支給決定を行います。 
 

 



６．高次脳機能障害者の支援  

事故や疾病により脳に障害を受けた高次脳機能障害者への支援が課題となっ

ています。県が指定する圏域の高次脳機能障害の支援拠点において支援に関わ

ってきましたが、新たな社会資源など具体的な支援策の検討を進める必要があ

ります。 

 
■高次脳機能障害支援拠点が支援している高次脳機能障害者の数 

 平成２６年度まで 

対象者数 ７０人 

 
【今後進める支援】 
高次脳機能障害を発症した人が、地域社会の中で生活できるようになるため

には、医療からリハビリを経て社会復帰までの一貫した支援が必要です。より

効果的な支援を行うため、関係機関の連携による支援体制の構築を図ります。 

 
①県の高次脳機能障害支援拠点と連携して、啓発を行うとともに、対象者の把 

握と必要な支援を行います。 
②身近な存在である家族の理解が得られるよう、医療機関や福祉関係機関と 

の連携により、家族への支援を進めます。 
③障害者手帳の取得が可能な人については、早期の取得を勧め、各種福祉サ 

ービスを提供します。 
④社会生活に難しさを抱える人について、自立訓練等を実施し、地域生活を円

滑に進められるよう支援します。 
⑤就労に問題を抱える人については、就業・生活支援センターやジョブコーチ

等との連携により職場定着支援を進めます。 
⑥一般就労に向け、就労移行支援など障害福祉サービスの対象者として、必 

要な福祉サービスの支給決定を行います。 

 
 
 
 

 

 



７．基盤整備計画  

算出したサービス見込量に対し、対応するサービス供給量を見込むことによ

り、今後不足するサービス量を算出し、基盤整備計画を策定しました。 

 
【障害福祉サービスの増利用者数】 
 算出したサービス見込量から、３年間の増利用者数は以下のようになります。 

区分 
平成２６年度 

↓ 
平成２７年度 

平成２７年度 
↓ 

平成２８年度 

平成２８年度 
↓ 

平成２９年度 

生活介護 １１人 １３人 １７人 

自立訓練（機能訓練）  １人  ０人  ０人 

自立訓練（生活訓練）  ０人  ０人  １人 

就労移行支援  ５人  ４人  ７人 

就労継続支援（Ａ型） １０人 １１人 １８人 

就労継続支援（Ｂ型）  ２人 １４人 １３人 

療養介護  １人  １人  １人 

福祉型短期入所  ８人  ８人  ８人 

医療型短期入所  ２人  ２人  ２人 

共同生活援助  ６人  ６人  ５人 

児童発達支援  ２人  ２人  ２人 

医療型児童発達支援 － － － 

放課後等デイサービス ３６人 ２６人 ２３人 

保育所等訪問支援  ５人  ０人  ０人 

 
 

※基盤整備等が図られることにより入所施設等から

地域生活への移行が見込まれる人数  
１６人 



 
【新規施設等整備予定箇所数】 
３年間の利用者の増加に対応するためには、以下のように新規施設等の整備

が必要となることから、新たな事業所の参入を促進するなど、サービス提供体

制の確保を図ります。 

区分 

平成２６年度 
↓ 

平成２７年度 

平成２７年度 
↓ 

平成２８年度 

平成２８年度 
↓ 

平成２９年度 

箇所数 人分 箇所数 人分 箇所数 人分 

生活介護  １ ２４  １ ２５   

自立訓練（機能訓練）       

自立訓練（生活訓練）       

就労移行支援    １ １０  １ １０ 

就労継続支援（Ａ型）  １ ２０  １ ２０   

就労継続支援（Ｂ型）    １ ２０  １ ２０ 

療養介護       

福祉型短期入所    １ １０  １ １０ 

医療型短期入所       

共同生活援助  １  ５  １  ５  ２ １０ 

児童発達支援    １  ６   

医療型児童発達支援       

放課後等デイサービス  ２ ２０  ２ ２０  ２ ２０ 

保育所等訪問支援    １  ５   

※空欄は施設整備を要しないもの。 


