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第５章 障害福祉計画の推進 

第１節 平成２９年度目標値の設定 
第4期障害福祉計画においては、次の3項目について数値目標を、各種障害福祉サービス及び地域生活

支援事業についてはその見込量をそれぞれ掲げ、目標達成や必要なサービス確保に向け取り組みます。 

１．地域移行支援等の成果目標 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

施設入所者の地域生活への移行について、国の指針では平成29年度末までに、平成25年度末

時点における施設入所者の 12％以上が地域生活に移行することをめざすとともに、平成 29 年度

末時点の施設入所者数を平成25年度末時点から4％以上削減することを基本としつつ、地域の実

情に応じた目標を設定することとされています。 

本市では、この国の指針及び県の考えを踏まえ、以下の数値目標を設定し、障害者支援事業所（サ

ービス提供事業所）や関係機関などと連携協力を図りながら取り組みを進めます。 

項 目 数 値 備 考 

施設入所者数 ８５人 平成 25年度末時点の人数(A) 

目標年度入所者数 ８１人 平成 29年度末時点の利用見込み(B) 

【目標値】削減見込 
４人 (A)-(B)=(C) 

４．７％ (A)の 4％以上削減 (C)/(A) 

【目標値】地域移行数 
１１人 地域移行者数(D) 

１２．９％ (D)/(A) ※12%以上 

 

（２）地域生活支援拠点の整備 

障害のある人の地域生活の支援について、国の指針では「障害者の地域生活の推進に関する議論

の整理」を踏まえて、新たに今後の地域における障害のある人の生活支援のために求められる機能

の拠点整備について設定されました。 

障害のある人の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対応、専門性

及び地域の体制づくりなど）の集約等を行う拠点について、市内又は県が定める福祉圏域に少なく

とも一つ整備することをめざします。 

 

（３）福祉施設から一般（企業への）就労への移行 

福祉施設から一般就労への移行について、平成29年度中に一般就労への移行者数を平成24年

度実績の2倍以上にするとともに、平成29年度末における就労移行支援事業利用者数を平成25

年度末から 6 割以上増加すること、また、全体の 5 割以上の事業所が就労移行率 3 割以上を達成

することをめざします。 

本市では、国の指針、県の考え及び今後のサービス基盤整備の状況並びに就労支援体制の整備状

況等を踏まえ、以下の数値目標を設定し、障害者支援事業所（サービス提供事業所）及び関係機関

などと連携協力を行いながら取り組みを進めます。 

また、障害のある人の就労支援として、東近江圏域働き・暮らし応援センター等の関係機関及び
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びわこ学院大学と連携しながら、市役所における職場体験実習を継続的に行うなど一般就労への支

援を行います。 

 

①福祉施設から一般就労への移行 

区 分 数 値 備 考 

一般就労移行者数

（年間） 

基準値 ２人 平成 24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 ４人 平成 29年度に福祉施設を退所し一般就労する者の数（2倍以上） 

 

②就労移行支援事業の利用者数 

区 分 数 値 備 考 

就労移行支援事業

の利用者数 

基準値 ２５人 平成 25年度末における就労移行支援事業の利用者数 

目 標 ４０人 平成29年度末において就労移行支援事業を利用する者の数（6割以上） 

 

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、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

ざします。 
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２．障害福祉サービス等の体系 

障害福祉サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 訪問系サービス 

(２) 日中活動系サービス 

(３) 住居系サービス 

(４) 相談支援 

(１) 理解促進研修・啓発事業 

(２) 自発的活動支援事業 

(３) 相談支援事業 

(４) 成年後見制度利用支援事業 

(５) 成年後見制度法人後見支援事業 

(６) 意思疎通支援事業 

(８) 手話奉仕員養成研修事業 

(７) 日常生活用具給付事業 

(９) 移動支援事業 

(10) 地域活動支援センター事業 

(11)～(13) 

市が自主的に取り組む事業 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度

障害者等包括支援 

生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移

行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、療養介護、短

期入所 

共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援 

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

教室等開催、事業所訪問、イベント開催、広報活動等 

ピアサポート、災害対策、孤立防止活動支援、社会活

動支援、ボランティア活動支援 

障害者相談支援事業、基幹相談支援センター等機能強

化事業、住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

市長申立て、報酬助成 

法人後見実施のための研修、法人後見の活動を安定的

に実施するための組織体制の構築等 

手話通訳者設置事業、手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

介護訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支

援用具、情報・意思伝達支援用具、排泄管理支援用具、

住宅改修 

手話奉仕員の養成研修 

 

ガイドヘルパー事業、個別移動支援事業 

地域活動支援センターでの通所サービスや意識啓発

事業 

日中一時支援事業、在宅重度障害者訪問入浴サービス

事業、社会参加促進事業 
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３．障害福祉サービスの見込量と確保の方策など 

（１）訪問系サービス 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

居宅介護 
自宅で、入浴、排せつ及び食事の介助など、居宅での生活全般にわ

たる援助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする障害のある人に対し、

自宅での入浴、排せつ、食事の介助及び外出時における移動支援な

どを総合的に行います。 

同行援護 

視覚障害により移動が困難な人の外出時に同行し、移動に必要な情

報を提供するとともに、外出する際の必要な援助を行います。 

（平成23年10月1日施行） 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避す

るための援護や外出時における移動中の支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性が特に高い人に対し、居宅介護など複数のサービスを

包括的に行います。 

 

【サービスの見込量】 

訪問系サービスについては、過去の「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」など   

の利用実績等を考慮し算出しています。 

（単位 人：利用対象者数、時間：年間利用時間数） 

サービス名 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

居宅介護 
人 285 305 326 

時間 33,350 33,576 33,803 

重度訪問介護 
人 16 17 17 

時間 581 617 655 

同行援護 
人 9 9 10 

時間 499 501 502 

行動援護 
人 56 57 57 

時間 5,984 6,096 6,209 

重度障害者等包括支援 
人 0 0 0 

時間 0 0 0 

合 計 
人 366 388 410 

時間 40,414 40,790 41,169 

 

【見込量確保の方策】 

訪問系サービスについては、障害のある人の地域生活への移行が進むとともに、利用の増加が予

想されます。障害のある人の自己決定権を尊重する中で、個々の状況に応じた必要なサービスが提
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供できるよう、相談支援事業と連携した利用を図ります。 

また、障害者支援事業所（サービス提供事業所）の不足が利用の伸び悩みにつながっていること

が考えられるため、多様な事業者及び専門性を持った事業者の参入を働きかけるとともに、障害特

性を十分理解し対応できる従事者（ヘルパー等の有資格者）の発掘を図る中でサービス供給量の増

加をめざします。 

県などと連携し、サービス従事者の確保及び質の向上に向け、研修等の支援を行います。 

 

（２）日中活動系サービス 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

生活介護 

常に介護を必要とする人に対し、主として日中に障害者支援施設な

どで行われる、入浴、排せつ、食事の介助及び創作的活動又は生産

的活動の機会の提供などを行います。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障害のある人が地域生活を営むことができるよう、有期限の支

援計画に基づき、身体的リハビリテーション及び日常生活にかかる

訓練などの支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障害又は精神障害のある人が地域生活を営むことができるよ

う、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上に必要な訓練

などの支援を行います。 

就労移行支援 

一般就労を希望する障害のある人に対し、有期限の支援計画に基づ

き、知識と能力の向上、実習及び職場探しなどを通じ、適性にあっ

た職場への就労とその定着を図るなどの支援を行います。 

就労継続支援Ａ型 

一般企業での雇用が困難な人に対し、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と能力の向上を図るな

どの支援を行います。 

就労継続支援Ｂ型 

一般企業での雇用が困難な人や一定の年齢に達している人などに対

し、一定の賃金水準のもとで就労や生産活動の機会を提供し、知識

と能力の向上及びその維持を図るなどの支援を行います。 

療養介護 
主として日中に、病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の管

理、看護、医学的管理下での介護及び日常生活上の援護を行います。 

短期入所 

居宅で介護をする人が病気などで介護できない場合に、要介護者（障

害のある人）の障害者支援施設などへの短期入所により、入浴、排

せつ及び食事の介助などを行います。 

 

【サービスの見込量】 

日中活動系サービスについては、今後の障害者支援事業所（サービス提供事業所）の増加、利用

実績及び特別支援学校の卒業予定者数並びに、福祉的就労から一般（企業）就労への移行を見込ん

で算出しています。 
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（単位 人：利用対象者数、人日：利用者数×年間利用日数） 

サービス名 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

生活介護 
人 288 303 319 

人日 65,544 70,126 75,029 

自立訓練 

（機能訓練） 

人 6 6 7 

人日 739 758 776 

自立訓練 

（生活訓練） 

人 20 22 24 

人日 1,966 2,025 2,086 

就労移行支援 
人 20 26 40 

人日 1,538 2,111 3,216 

就労継続支援Ａ型 

（雇用型） 

人 6 7 9 

人日 1,224 1,469 1,763 

就労継続支援Ｂ型 

（非雇用型） 

人 290 300 311 

人日 62,604 68,255 74,415 

療養介護 
人 24 24 23 

人日 285 282 279 

短期入所 

福祉型 
人 87 89 92 

人日 4,713 4,727 4,741 

医療型 
人 0 0 0 

人日 0 0 0 

 

【見込量確保の方策】 

日中活動系サービスに関しては、東近江地域障害児（者）サービス調整会議及び障害者支援事業

所（サービス提供事業所）との連携を強化し、必要なサービスの提供を図ります。 

また、障害特性に応じた対応ができるよう、職員の研修等を促進するため、県及び圏域と連携し

た取り組みを進めます。 

就労系のサービスについては、各機関が実施する就労体験奨励金制度の活用を含めた中で、障害

者支援事業所（サービス提供事業所）、公共職業安定所（ハローワーク）、滋賀障害者職業センター

及び東近江圏域働き・暮らし応援センターなどの関係機関並びに民間企業と連携するとともに、東

近江市職場体験実習事業として市役所を就労体験の場として提供し、経験を重ねることで就労イメ

ージなどを養ってもらうことにより一般（企業）就労への移行を図ります。 

また、卒業生が多くの経験と学習を積むことで就労に移行できるよう、制度の組み合わせ活用を

促進します。 

圏域での障害者支援事業所（サービス提供事業所）が不足する恐れがあるため、東近江地域障害

児（者）サービス調整会議において、事業所や関係機関との検討を進めます。 

障害者就労施設における受注業務については、障害者優先調達推進法に基づく官公需による発注

の拡充をはじめ、東近江市障害者施設連絡協議会による共同受注の仕組みなどを活用しながら、質

と量の充実を図ります。 
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  東近江市職場体験実習事業受入れ見込量 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

１週間以内体験 人 20 25 30 

１ヶ月以内体験 人 3 5 7 

３ヶ月以内体験 入 1 2 3 

６ヶ月以内体験 人 1 2 3 

   ※東近江市職場体験実習事業とは 

市が障害のある人に就労体験実習の場を提供し、その経験を重ねることで就労イメージを養

い就労に対する意欲を高めていただく中で一般（企業）就労への移行を図るとともに、障害の

ある人の自立した生活と社会参加の促進を図ることを目的とした事業です。 

 

（３）住居系サービス 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

就労又は就労継続支援等を利用している障害者で、地域において自

立した日常生活を営む上で相談等の支援が必要な人、又は食事や入

浴等の介護等を必要とする人を対象に、家事や日常生活における相

談支援、関係機関との連絡調整、食事、入浴及び排せつ等の介護な

ど必要なサービスを提供します。 

施設入所支援 

夜間において、介護が必要な人や自立訓練又は就労移行支援を利用

しつつも通所が困難な人に対し、居住の場を提供するとともに、安

心した日常生活が営めるよう支援を行います。 

 

【サービスの見込量】 

居住系サービスについては、現在のサービス提供事業所の箇所数、利用実績及び「グループホー

ム」などの新設を見込んで算出しています。 

（単位 人：利用対象者数、人月：利用者数×年間利用月数） 

サービス名 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

人 151 156 161 

人月 1,668 1,821 1,987 

施設入所支援 
人 86 85 81 

人月 994 993 944 

 

【見込量確保の方策】 

「グループホーム」などの居住系サービスについては、障害のある人が地域の中で必要な支援を

受けながら暮らす生活の場として、今後、整備の必要性が高いため、障害者支援事業所（サービス

提供事業所）との連携や情報提供などを通じて新規参入の促進に努めます。 

開設にあたっては地域の理解が大切であり、障害の理解及び啓発と併せて、施設の必要性を訴え
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ていく必要があります。啓発事業とともに、既存の居住系施設や各事業所における地域交流を促進

します。 

施設入所については、県外施設をはじめ入所者の地域移行を促進するとともに、入所の必要な人

は施設との情報交換を行いながら支援を行います。 

地域移行の課題に対応して、グループホーム等ではない一般住宅に入居する障害のある人に対し

ても、住宅入居等支援事業（居住サポート事業）などを通じて地域生活への円滑な移行を支援しま

す。 

また、県外施設に入所する人を一人でも多く地域で支援できるよう、関係機関等と連携しその体

制整備に努めます。 

 

（４）相談支援 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

計画相談支援 

（サービス利用計画作成） 

障害のある人の課題解決や適切なサービス利用のため、サービス等

利用計画の作成を行います。また、一定期間ごとに利用状況のモニ

タリングを行い、計画の見直しを行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設に入所している人や精神科病院に入院している障害

のある人に対して、地域生活に移行するための相談等の支援を行い

ます。 

地域定着支援 
居宅により一人で暮らしている人などに対し、緊急時の連絡対応や

相談等の支援を行います。 

 

【サービスの見込量】 

計画相談支援については、法に基づき平成24年度から計画作成の利用者を拡大し、平成27年

度のサービスの更新時には全てのサービス支給対象者について実施できるよう算定しました。 

地域移行支援、地域定着支援については、精神科病院に入院している障害のある人のほか、県が

設定する数値から算定しました。 

（単位 人：実利用人数） 

サービス名 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

計画相談支援 人 821 985 1,182 

地域移行支援 人 3 5 7 

地域定着支援 人 2 2 2 

 

【見込量確保の方策】 

利用者一人ひとりの状況に応じた支援計画を作成できるよう、指定相談支援事業所の指定を進め

ます。また、ケアマネジメントを担う人材の確保と育成を図るとともに、指定相談支援事業所、市、

障害者支援事業所（サービス提供事業所）及び医療機関などとの連携及び協力体制の構築を図りま

す。 
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今後も、地域包括支援センターに障害分野を設けて取り組んでいる総合的な相談支援体制を継続、

強化していきます。 

 

４．地域生活支援事業の見込量と確保の方策など 

（１）理解促進研修・啓発事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

理解促進研修・啓発事業 

障害のある人が、日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的

障壁」を取り除くため、障害のある人や障害に対する理解を深める

ための研修や啓発を通じて、地域住民への働きかけを行います。 

 

【事業の見込量】                      （単位：実施の有無／年） 

事業名 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

理解促進研修・啓発事業 実施 実施 実施 

 

【見込量確保の方策】 

障害者週間等の機会を活用して、教室等開催、事業所訪問、イベント開催及び広報活動など、地

域住民に対する理解促進と意識啓発に向けたイベントを企画、運営します。 

 

（２）自発的活動支援事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

自発的活動支援事業 

障害のある人など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、障害のある人やその家族、また地域住民等による地域に

おける自発的な取り組みを支援します。 

 

【事業の見込量】                      （単位：実施の有無／年） 

区 分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

自発的活動支援事業 実施 実施 実施 

 

【見込量確保の方策】 

各当事者団体が自主的に行う事業に対して支援を行います。 

 

（３）相談支援事業 

【事業の概要】 

障害のある人や介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援

などを行い、障害のある人が自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう、総合的かつ継

続的に支援します。また、賃貸住居への入居の支援を行います。 
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事業名 事業の内容 

基幹相談支援センター等機能

強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談

支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職

員を基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援

センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的

な指導、助言、情報収集、情報提供、人材育成の支援及び地域

移行に向けた取り組み等を実施することにより、相談支援機能

の強化を図ります。 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

公営住宅や民間の賃貸住宅への入居を希望しているが、保証人

がないなどの理由から賃貸住居の確保が困難な障害のある人

を支援する事業で、入居にあたっての支援及び家主等への相談

支援と助言などを行います。 

 

【事業の見込量】                   （単位：箇所、実施の有無／年） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

相談支援事業所数 箇所 7 7 7 

基幹相談支援センター等機能強

化事業 

実施の 

有 無 
実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

実施の 

有 無 
検討 実施 実施 

 

【見込量確保の方策】 

相談支援事業については、東近江圏域共同事業により、支援センター（れいんぼう、サテライト

近江八幡、太陽、ふらっと）の相談員と行政が連携しながら、利用者一人ひとりの状況に応じた生

活全般における相談支援を行います。また、市の委託により、市社会福祉協議会への委託と、県事

業への負担金協力を行っている東近江圏域働き・暮らし応援センター（主に就労支援）との連携に

より同様の相談支援を行います。 

今後、さらに相談支援事業の法人委託などを検討し、身近な地域で相談が受けやすくなるように、

指定相談支援事業所の拡充及び指定を図ります。障害者総合支援法に定められた「基幹相談支援セ

ンター」については、その意義を踏まえた中で、本市にふさわしいあり方について検討し、相談支

援の拠点整備をめざします。 

障害種別に関わらず対応できる幅広い知識を持ちながら、専門的な内容や困難ケースにも対応で

きるよう、相談支援事業所、県及び圏域で研修の実施並びに相談支援の連携体制の構築に努めます。

併せて、東近江地域障害児（者）サービス調整会議等において情報の共有化を図り、必要とされる

支援の実施に努めます。 

「住宅入居等支援事業（居住サポート事業）」については、入所施設や精神科病院などからの「地

域移行支援」とは別に、家族との同居から一人暮らしへの移行など、「地域から地域への移行」に

あたっての入居支援などを本事業の枠組みで実施していきます。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度を利用する

ことが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対

し、成年後見制度の利用を支援することにより、障害のある人

の権利擁護を図ります。 

成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、身寄りがない

等の理由により他に審判の請求をする人がない人、また資力が

ないために成年後見人等に対する報酬が支払えず利用できない

人に対し、市長申立てや成年後見人等に対する報酬の助成を実

施します。 

 

【事業の見込量】                       （単位：申立て利用者数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

成年後見制度利用支援事業 人 2 2 2 

 

【見込量確保の方策】 

相談支援や、障害者虐待防止センター等との迅速かつ有機的な連携を図り、制度の対象となる人

への適切な利用につなげていきます。 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行える法人を

確保でる体制を整備するとともに、法人後見の活動を支援

することで障害のある人の権利擁護を図ります。 

 

【事業の見込量】                          （単位：法人数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

成年後見制度法人後見支援事業 件 1 1 1 

 

【見込量確保の方策】 

研修などによる啓発活動に加え、段階的に法人後見が可能となる体制整備を進めるとともに、法

人後見事業のあり方について検討していきます。 
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（６）意思疎通支援事業 

【事業の概要】 

聴覚、音声言語機能などの障害のある人に対して、手話通訳者の設置や手話通訳者及び要約筆記

者の派遣などにより、意思疎通の仲介などの支援を行います。 

事業名 事業の内容 

手話通訳者設置事業 手話通訳者を市役所に設置し、事務手続き等の利便を図ります。 

手話通訳者派遣事業 
聴覚障害者がその他の人と話すときの意思疎通を円滑にするた

め、手話通訳者を派遣します。 

要約筆記者派遣事業 
聴覚障害者に対し、話の内容をその場で文字にして伝える要約筆

記者を派遣します。 

 

【事業の見込量】                       （単位 人、件：利用件数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

市専任通訳者設置人数 人 3 3 3 

市登録通訳者数 人 10 11 12 

通 

訳 

件 

数 

市手話通訳分（専任・市登録） 件 780 785 790 

滋賀県聴覚障害者福祉協会委託分 件 80 81 82 

要約筆記 

（滋賀県聴覚障害者福祉協会委託） 
件 30 32 34 

 

 【見込量確保の方策】 

「手話通訳・要約筆記」については、県聴覚障害者福祉協会と連携を図るとともに、手話講座の

開催による市登録通訳者の確保及び増員をめざします。また、安定したサービスを提供するため、

通訳者の検診や利用者も含めた研修等を行うことで通訳者の健康管理に努めます。 

 

（７）日常生活用具給付事業 

【事業の概要】 

在宅で障害のある人の日常生活上の利便性を図るための用具について、その費用の一部を給付し

ます。 

種目名 種目の内容 

介護訓練支援用具 
障害のある人等の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等の用具 

自立生活支援用具 
障害のある人等の入浴補助用具や、聴覚障害者用屋内信号装置

等、入浴、食事及び移動など自立生活を支援する用具 
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在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器や盲人用体温計等、障害のある人等の在宅療

養等を支援する用具 

情報・意思伝達支援用具 
点字器や人工喉頭等、障害のある人等の情報収集、情報伝達及

び意思疎通等を支援する用具 

排泄管理支援用具 
ストマ用装具等、障害のある人等の排泄管理を支援する衛生用

品 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

手すりの取付け、床段差の解消等、障害のある人等の移動など

を円滑にするための小規模な住宅改修に伴う費用 

 

【事業の見込量】                      （単位 件：給付件数、人） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

介護訓練支援用具 件 20 22 24 

自立生活支援用具 件 45 50 55 

在宅療養等支援用具 件 25 30 35 

情報・意思伝達支援用具 件 70 75 80 

排泄管理支援用具 人 240 245 250 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 件 8 10 12 

 

【見込量確保の方策】 

日常生活用具給付事業については、施設・病院から在宅生活への移行などに伴う利用増が見込ま

れ、特に「排泄管理支援用具」については対象者の増加が見込まれます。障害者手帳の交付時をは

じめ、相談支援事業所や医療機関などと連携を図り、制度の周知に努めます。 

用具の機能や性能の向上に合わせ、給付品目の見直しを定期的に行うなど事業の拡充に努め、利

用者の日常生活の利便性を図ります。 

また、利用者の増大に合わせて必要な予算の確保に努めます。 

 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある障害のある人などが、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、手話で日常

会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した

者を養成します。 

 

【事業の見込量】                       （単位 人：受講者数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

手話奉仕員養成研修事業 人 22 22 22 
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【見込量確保の方策】 

手話を習得するには長期間を要するため、継続して研修を開催し、技術の向上を図る必要があり

ます。滋賀県聴覚障害者協会と連携し、手話・聴覚障害への理解を深めるとともに、日常生活で簡

易な聴覚障害者のコミュニケーション支援ができる人材のレベルアップ講座として、手話奉仕員養

成研修を実施します。 

 

（９）移動支援事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

移動支援事業 

屋外の移動が困難な障害のある人などに対して、社会参加を促

進するため、ガイドヘルパーが外出のための移動の支援を行い

ます。（①視覚障害者へのガイドヘルプ、②身体障害者・知的障

害者・精神障害者・障害児への個別移動支援） 

 

【事業の見込量】    （単位 箇所：実施箇所数、人：利用対象者数、時間：年間利用時間数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

移動支援事業 

事業所 箇所 11 11 11 

利用者数 人 59 58 57 

時間数 時間 2,790 3,056 3,347 

 

【見込量確保の方策】 

移動支援事業については、居宅介護事業所を中心として、移動困難者への支援を実施しています。

市社会福祉協議会や NPO 法人と連携を図りながら、ボランティアの育成などを進め、地域資源の

活用を図ります。 

 

（１０）地域活動支援センター事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

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、創作的活動又は生産活動の機

会の提供、社会との交流の促進などの支援を行います。 

 

【事業の見込量】             （単位 箇所：実施箇所数、人：利用対象者数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

基礎的事業 
実施箇所 箇所 4 4 4 

利用者 人 156 162 169 

機能強化事業 

（Ⅰ型） 

実施箇所 箇所 2 2 2 

利用者 人 93 97 102 
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【見込量確保の方策】 

ニーズに応じたサービス量を提供できるよう、障害者支援事業所（サービス提供事業所）との連

携を図るとともに、地域活動支援センターの運営支援を行い、事業の周知による利用者の増加を図

ります。 

 

（１１）日中一時支援事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

日中一時支援事業 

障害のある人などの日中における活動の場を確保し、障害のあ

る人などの家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一

時的な休息を確保します。 

 

【事業の見込量】             （単位 箇所：実施箇所数、人：利用対象者数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

日中一時支援事業 
実施箇所 箇所 5 6 7 

利用者 人 25 30 35 

 

【見込量確保の方策】 

利用ニーズの把握を行うとともに、障害者支援事業所（サービス提供事業者）等と連携し、サー

ビスを担う人材の育成と確保を図り、必要量の確保に努めます。市からも、法人へ事業の取り組み

の働きかけを継続していきます。 

 

（１２）在宅重度障害者訪問入浴サービス事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

在宅重度障害者訪問入浴サービス事業 

居宅において入浴することが困難な重度の障害があ

る人に対して、自宅へ訪問し専用の浴槽を利用して

入浴サービスを行い、身体の清潔の保持、心身機能

の維持等を図ります。 

 

【事業の見込量】                        （単位 人：利用者数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

在宅重度障害者訪問入浴サービス事業 人 6 7 8 

 

【見込量確保の方策】 

サービスの必要な人の把握に努めるとともに、事業者の拡充を図ります。 
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（１３）社会参加促進事業 

【事業の概要】 

事業名 事業の内容 

スポーツ・レクリエーション

事業支援 

障害者スポーツ大会への参加や、スポーツ・レクリエーション

の開催に係る各種支援を行います。 

点字・声の広報発行事業 

文字による情報入手が困難な障害のある人のために、点訳、音

訳、その他障害のある人にわかりやすい方法により、市の広報、

視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害の

ある人が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に

提供します。 

芸術・文化講座開催等事業 

障害のある人の芸術・文化活動を振興するため、障害のある人

の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとと

もに、障害のある人の創作意欲を助長するための環境の整備や

必要な支援を行います。 

余暇活動事業支援 余暇活動事業の開催及び参加のための各種支援を行います。 

自動車運転免許取得・改造助

成事業（本人運転） 

重度の身体障害のある人が、就労等の社会参加のために運転免

許の取得及び自動車の改造を行う場合に、その費用の一部を助

成します。（市単独の助成事業） 

 

 【事業の見込量】                   （単位 件：件数、人：利用者数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

スポーツ・レクリエーション事業支援  随時 随時 随時 

点字・声の広報発行事業 件 636 636 636 

芸術・文化講座開催等事業  随時 随時 随時 

余暇活動事業支援  随時 随時 随時 

運転免許取得 人 3 3 3 

自動車改造 人 6 7 8 

 

【見込量確保の方策】 

スポーツ、芸術・文化活動及び余暇活動支援等を行うことにより、障害のある人の社会参加を促

進します。また、サービスの必要な人の把握に努めるとともに、制度の周知を図ります。 

「点字・声の広報」については、協力ボランティア団体や市社会福祉協議会と連携し、ボランテ

ィアの育成を図ります。 

 

５．主な滋賀県の独自事業 

事業名 事業の内容 

社会的事業所運営助成事業 
一般就労が困難な障害のある人や社会参加が必要な障害

のある人が、社会的事業所に通所し、作業指導を行う事業
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に要する経費の一部を助成します。障害のある人全員と雇

用契約を結び、継続的に働くための支援を行い、障害のあ

る人とない人がともに働く事業所です。 

滋賀型地域活動支援センター事業 
難病の人に日中活動の場を提供する作業所に、運営費及び

管理費の一部を助成します。 

 

６．障害のある児童への支援 

【サービスの概要】 

サービス名 サービスの内容 

相
談
支
援 

障害児相談支援 

障害児の自立した生活を支え、児童とその家族が抱える課題

の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントに

よりきめ細かく支援します。児童福祉法に基づき、市から指

定を受けた障害児相談支援事業所が、地域支援の一環として

障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリング

や相談対応等を行います。 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 

（旧：児童デイサービス） 

障害を含め発達に課題のある子どもを対象に、遊びを通して

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等の支援を行います。（基本的生活習慣

の自立や対人交流・言語活動を豊かにしていけるよう支援し

ます。） 

放課後等デイサービス 

学校通学中の障害のある児童に対し、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

提供し、自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを

推進します。 

保育所等訪問支援 

保育所等を利用中（利用予定）の児童が、集団生活の適応の

ための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問し

て支援することで、保育所等の安定した利用を促進します。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由（上肢、下肢、体幹の機能障害）があり、理学療

法等の機能訓練又は医療的な支援が必要な児童に、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

の適応訓練及び治療等の支援を行います。 

 

 

【サービスの見込量】 （単位 利用者数、人：利用対象者数、人日：利用者数×年間利用日数） 

区 分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

障害児相談支援 利用者数 74 118 188 

児童発達支援 
人 110 110 110 

人日 4,340 4,400 4,400 
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放課後等デイサービス 
人 54 65 78 

人日 7,198 8,278 9,519 

保育所等訪問支援 
人 3 4 5 

人日 72 96 120 

医療型児童発達支援 
人 5 6 6 

人日 370 378 385 

 

【見込量確保の方策】 

相談支援事業や在宅サービス等と合せて、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業を、

障害者支援事業所（サービス提供事業所）や関係機関と連携し、実施主体の確保を図ります。 

地域で生活する障害のある児童に必要な療育や福祉サービスが円滑に提供できるよう、個々の状

況を把握し、それらの状況やニーズに応じた関係機関の紹介及び障害児支援利用計画の作成のため

の発信等を行っていきます。 

障害者支援事業所（サービス提供事業所）等と連携し、サービスを担う人材の確保を図ることに

より必要量の確保に努めるとともに、ボランティアとの連携も検討し多様な人材による取り組みを

進めます。 

今後も市から法人へ、事業の取り組みの働きかけを継続していきます。 

また、障害児支援については、東近江市子ども・子育て支援事業計画との相互連携を図ります。 

 

７．その他の福祉サービス（事業） 

サービス（事業）名 サービス（事業）の内容 

特別障害者手当・障害児福祉手

当・特別児童扶養手当・経過的

福祉手当 

重度の障害のある人、又は心身障害児を養育している人に対

し支給します。 

身体障害者（児）および難病の

ある人への補装具購入・修理費

助成 

身体上の障害を補うための用具の購入、又は修理費用の一部

を助成します。 

自立支援医療（更生医療・育成

医療・精神通院医療）給付 
障害の軽減などを目的とした医療費の一部を支給します。 

福祉医療費の助成 病院等でかかった医療費自己負担分の一部を助成します。 

自動車改造費の助成（介助者） 
重度の障害のある人を介護するために必要な、自動車の改造

費用の一部を助成します。 

社会参加促進事業（ガソリン

券・タクシー券の支給） 

障害のある人の積極的な社会参加を促進するため、本人又は

家族が運転する自動車燃料購入費やタクシー料金の助成券

を支給します。市単独の助成事業です。 

移動支援事業（ガソリン券・タ

クシー券の支給） 

重度の障害児（者）の通院、通学及び通所のための移動を支

援するため、交通費の一部を助成します。市単独の助成事業

です。 
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重度障害者紙おむつ費用助成事

業 

在宅の重度障害児（者）で常時紙おむつの必要な人に、心身

の安らぎと衛生向上のため、購入費用の一部を助成します。 

車椅子の無料貸出 

一時的に車椅子を必要とする人（足を骨折した人、車椅子を

購入する前の人、病院等から外泊する人など）に対し、原則

1か月間を限度に無料で車椅子を貸出します。 

 

第２節 サービス利用支援体制の整備 
１．制度およびサービス内容の情報提供 

障害のある人やその介助者が必要とする適切なサービスを漏れなく提供するために、広報やホームペ

ージを活用し、制度やサービス内容の周知を図ります。 

また、市役所窓口においての周知や、障害者団体、障害者支援事業所（サービス提供事業所）、医療機

関及び教育機関など、障害のある人にとって関わりのあるところからの情報入手が求められるため、新

規手帳交付時や手帳更新時などに市役所窓口において障害のある人一人ひとりに応じた制度やサービス

内容を紹介、説明するとともに、障害者団体、障害者支援事業所（サービス提供事業所）、医療機関及び

教育機関などとの連携を強化し、関わりのある団体並びに機関からも制度や障害福祉サービスの内容に

ついて情報提供が行える体制づくりを進めます。 

 

２．障害のある人の自己決定と自己選択の尊重 

障害のあるすべての人が社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動

に参加する機会が確保され、どこで誰と生活するかについての選択の機会が可能な限り確保されること

を目標として、障害福祉サービスの提供基盤の整備や、地域社会における共生をめざします。 

 

３．相談支援体制の充実 

障害のある人が、地域において自立した日常生活及び社会生活を営むためには、障害福祉サービスの

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、また各種ニーズに対応する相談支援体

制の構築が不可欠となってきます。基幹相談支援センターをはじめとして、サービス等利用計画の作成

や一般的な相談支援を行う特定相談支援事業所の充実のため、必要な施策の確保をめざします。 

 

４．サービスの質の確保と経営基盤の安定化 

障害福祉サービスや地域生活支援事業などの各種サービスの安定的な供給を確保するため、事業を行

う意向のある障害者支援事業所（サービス提供事業所）、NPO法人及び企業などの把握に努めるととも

に広く情報提供を行い、多様な事業所の参入を促進します。なお、こうしたサービスの質の確保に加え

て、障害のある人が継続的にサービスを利用できるためには、その担い手である事業者の経営基盤の安

定化を図る必要があることから、行政としての支援のあり方について検討を進めます。 

一方、東近江市障害者総合支援協議会や東近江地域障害児（者）サービス調整会議などを活用し、多

様な障害特性に対応できる援助技術の共有化に向けた事業所間との情報交流とネットワーク化を促進し

ます。 

今後も、安定的に障害のある人に対し質の高いサービスを提供していくためには、サービスの提供を

担うヘルパー等の育成が最も重要となります。そのため、支援を担う人材の専門性や技術の向上を図る
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ため、県などと連携し講習や研修を行い、人材の養成に努めます。 

さらに、学校教育、大学及び障害者支援事業所（サービス提供事業所）などと連携し、次代の福祉を

担う人材を育成する施策に努めます。 

 

５．計画量に応じた財源の確保  

計画自体の実効性を担保する観点から、計画量に応じた財源の確保に努めます。 

 


