
－67－
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（障害福祉計画） 

第１節 障害福祉計画とは 
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第１節 障害福祉計画とは 

障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づき、障害者のニーズや地域資源の現状を踏まえ、

障害のある人の支援の提供体制の確保に関する事項を定めるものです。

障害児福祉計画は、児童福祉法に基づき、障害のある児童に対する支援の提供体制の確保

に関する事項等を定めるもので、障害福祉計画と一体のものとして作成することができると

されています。本市においては、障害福祉計画と障害児福祉計画を「第６期障害福祉計画（計

画期間：令和３年度～令和５年度）」として一体的に策定し、引き続き、障害福祉サービス等

の円滑な推進を図ります。 

本計画は、国が示す「基本指針」に基づき、障害福祉サービスや障害児通所等支援、その

他の支援等の今後３年間の数値目標を設定し、それらが総合的に提供されるよう連携体制の

整備と確保等について取り組むことを目的に、山口県との連携のもと、周南圏域での調整を

図りながら策定します。 
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第２節 障害福祉サービス等の数値設定に当たっての基本的考え方 

１ 計画の基本的視点 

本計画は、光市障害者福祉基本計画に定める基本理念を踏まえつつ、国が示す基本方針に

沿い、次に掲げる視点に配慮して策定します。 

（１）障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害のある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害の

ある人が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の

実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等の提供体制の整備を進める必

要があります。 

（２）障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 

障害福祉サービスの対象となる障害のある人の範囲を、身体障害者、知的障害者、精

神障害者及び難病患者等とし、サービスの充実を図る必要があります。また、発達障害

者及び高次脳機能障害者については、精神障害者に含まれるものとして、さらに、難病

患者等についても、法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図る必要があります。 

（３）地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提

供体制の整備 

障害のある人の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続

の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整えるとともに、障害の

ある人の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域の社会資源を最大限に

活用し、提供体制の整備を進める必要があります。 

（４）共生社会の実現に向けた取組 

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、

生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向けて、制度の縦割り

を超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域資源の実態等を踏まえながら、

包括的な支援体制を構築していく必要があります。 
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（５）障害児の健やかな育成のための発達支援 

障害の疑いがある段階から、身近な地域でライフステージに沿った支援ができるよう、

また、医療的ケア児が専門的な支援を円滑に受けられるよう、地域の関係機関が連携を

図り、切れ目のない支援体制を構築していくことが重要となります。 

（６）障害福祉人材の確保 

障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サー

ビス等を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく

必要があります。そのためには、研修の実施や多職種間の連携の推進により専門性を高め

ていくとともに、県や関係機関と協力して障害福祉の現場が魅力的な職場であることの周

知・広報等に取り組むことが必要です。 

（７）障害者の社会参加を支える取組 

障害者の文化芸術活動等、多様な活動に参加する機会の確保を通じて、障害者の個性

や能力の発揮及び社会参加の促進を支える取組が必要です。 

２ 第５期計画から第６期計画へ 

第６期計画では、国の基本指針において、障害のある人が地域で自立した日常生活や社

会生活を送ることができるよう、相談支援体制の充実・強化等や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等に関する成果目標が追加されました。 

本市では、以下の事項について、成果目標を定めることとします。 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

（２）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

（３）福祉施設から一般就労への移行等 

（４）障害児支援の提供体制の整備等 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

（６）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 

（７）精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
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３ 見込量算定に当たっての基本的考え方 

見込量算定に当たっては、数値目標の達成に向けて実効性のあるものとします。第５期

計画の実績及び検証分析から、第６期見込量を算定します。また、周南圏域で行った総合

支援学校在籍生徒の進路希望調査及び障害のある人からの相談を受ける中で、ニーズの把

握に努めました。さらに、事業所と連携し、施設整備の予定も勘案し、見込量の算定を行

いました。 

（１）第５期計画の進捗状況や各種サービスの利用実績等の検証分析を踏まえる。 

（２）総合支援学校在校生（１～３年）を対象とした進路意向調査の結果を踏まえる。 

（３）今後３年間に新たに施設整備予定のあるサービスについての情報を踏まえる。 
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障害者総合支援法及び児童福祉法のサービス体系 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移

行した人に、就労に関わる課題の解決に必要

な連絡調整や指導・助言を行う

自立生活援助
居住施設から一人暮らしに移行した人に、一定

期間、訪問により、理解力、生活力等を補うため

の助言、関係機関との連絡調整を行う

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や

日常生活上の援助を行う

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排
せつ、食事等の介護を行う

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提

供するとともに、知識や能力向上のために必要
な訓練を行う

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

生活介護

介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等
複数のサービスで包括的な支援を行う

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一

定期間、身体機能又は生活能力向上のための

訓練を行う

施設入所支援

療養介護

就労継続支援（A型・B型）

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

短期入所（ショートステイ）

自己判断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に必要な支援や外出

支援等を行う

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せ

つ、食事の介護や、創作的活動等の機会の提

供等を行う

医療と常時介護の必要な人に、医療機関で機

能訓練、療養上の管理、看護、介護等を行う

自宅で介護する人が病気の場合などに、夜間

も含め短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介

護等を行う

重度障害者等包括支援

一般企業等への就労希望者に、一定期間、就

労に必要な知識や能力向上のために必要な訓

練を行う

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする

人に、自宅で介護と外出時の移動支援等を行う

視覚障害のある人が外出するときに、移動に必

要な情報を提供し、移動の援護等を行う

行動援護

訪問系サービス

日中活動系サービス

居住支援・
施設系サービス

就労移行支援

共同生活援助
（グループホーム）

就労定着支援
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日中一時支援事業

移動支援事業

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害のある人

へ、点訳・音訳等の方法により、市の広報、生

活情報等の定期的な提供を行う

自動車運転免許取得・
改造費助成事業

障害のある人の社会参加の促進を図るため、
自動車運転免許取得費用の助成や自動車改

造費用の助成を行う

生活訓練事業
視覚障害のある人への料理教室を開催し、調
理指導・栄養指導等を行う

福祉機器リサイクル事業
不要になった福祉機器の修理・洗浄等を行い、

これを必要とする人に斡旋を行う

スポーツ・レクリエーション
教室開催等事業

スポーツを通じた体と心の健康の維持増強を図

るため、スポーツ・レクリエーション等の大会を行

う

計画相談支援

聴覚・言語機能・音声機能や視覚障害等のた

め、意思疎通に支障のある障害者に手話通訳

者等の派遣を行う

サービス等利用計画を作成し、自立した生活を

支え、適切なサービス利用及びきめ細やかな

支援を行う

地域移行支援
施設入所者や入院中の精神障害者及び矯正
施設退所者の、住居の確保や地域生活に移行

するための支援等を行う

地域定着支援
居宅において単身等で生活している人に、常

時の連絡体制を確保し、緊急時等の相談や支

援等を行う

放課後等デイサービス

屋外での移動が困難な障害者(児)に対して、外

出のための支援を行う

重度障害者（児）に対し、自立生活支援用具等

の日常生活用具の給付や貸与を行う

日中、監護する者がいない等、一時的な見守り

が必要な障害者(児）に活動の場の提供や日常

的な訓練等を行う

創作的活動や生産機会の提供等の基礎事業

に加え、機能体系により相談支援や機能訓練、

入浴サービス等を行う

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

必要な支援を行う

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行う

障害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行う

障害児通所支援を利用している障害児を対象

に、障害児支援利用計画を作成し、サービス調

整及び各種支援を行う

相談支援

地域活動支援センター事業

日常生活用具給付事業

児童発達支援

コミュニケーション支援事業

障害児支援

保育所等訪問支援

障害児相談支援

地域生活支援事業
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第３節 障害福祉サービス等の量の見込み 

１ 訪問系サービス 

訪問系サービスとは、ホームヘルパー等が障害者の居宅を訪問して、介護や家事援助等

の必要な援助を行うものをいいます。 

（１）居宅介護、重度訪問介護 

  ＜サービス内容＞ 

居宅介護は、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う事業です。 

重度訪問介護は、重度の障害のある人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排

せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

居宅介護については、入院入所や死亡等のほか、65 歳到達に伴い介護保険へ移行したこ

とによる終了や重度訪問介護へサービスを変更したケースの増加により、見込量を下回る

実績となっています。重度訪問介護については、新規利用者が増加したことから見込量を

上回る実績となっています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

居宅介護 
見込量

（時間／年） 6,600 6,750 6,850

（時間／月） 550 563 571

利用実績（時間／月） 413 398 見込（432）

重度訪問介護 
見込量 

（時間／年） 2,200 2,200 2,200

（時間／月） 183 183 183

利用実績（時間／月） 204 210 見込（230）

  ＜計画＞ 

居宅介護及び重度訪問介護については、ひとり暮らしの人や要支援家庭の在宅生活の維

持や介護者の負担軽減等から利用時間の増加を見込んでいます。                

           （単位：時間／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

居宅介護 441 454 462

重度訪問介護 230 230 230
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（２）同行援護 

＜サービス内容＞ 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、移動に

必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

主に市内２事業所により実施していますが、事業所の体制等によりサービス提供が困難

な場合もあり、見込量を下回っています。同行援護でのサービス提供が困難な場合には移

動支援（地域生活支援事業）等で、同等のサービス提供を行っています。また、令和２年

度は新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出の自粛により、利用実績は減少してい

ます。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

同行援護 
見込量

（時間／年） 1,950 2,000 2,000

（時間／月） 163 167 167

利用実績（時間／月） 136 126 見込（66）

＜計画＞ 

視覚障害者の自立生活や社会参加の機会の確保に対応するため、第５期計画と同程度の

サービスの利用を見込んでいます。 

                            （単位：時間／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

同行援護 133 133 133

（３）行動援護 

  ＜サービス内容＞ 

  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に必要な支援、

外出支援を行う事業です。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

圏域に該当事業所がないため、利用実績はありませんが、移動支援事業（地域生活支援

事業）等で同等のサービス提供を行っています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

行動援護 
見込量

（時間／年） 0 0 0

（時間／月） 0 0 0

利用実績（時間／月） 0 0 見込（0）
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＜計画＞ 

指定基準を満たす事業所が圏域にないため、第６期計画でも利用を見込んではいません

が、引き続き、移動支援事業（地域生活支援事業）で同等のサービス提供を行います。 

   （単位：時間／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

行動援護 0 0 0

（４）重度障害者等包括支援 

＜サービス内容＞ 

  介護の必要性が著しく高い人に、一つの事業所が居宅介護等の複数のサービスを包括的

に実施する事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

圏域に該当事業所がないため、利用実績はありませんが、複数の事業所が行うさまざま

なサービスを組み合わせることで、同等のサービス提供を行っています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

重度障害者等 

包括支援 

見込量
（時間／年） 0 0 0

（時間／月） 0 0 0

利用実績（時間／月） 0 0 見込（0）

＜計画＞ 

一つの事業所が複数のサービスを包括的に実施するもので、現在のところ圏域に指定基

準を満たす事業所がないため、第６期計画でも利用を見込んではいませんが、今後も、複

数の事業所が行う様々なサービスを組み合わせることで、同等のサービス提供を行います。 

（単位：時間／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

重度障害者等包括支援 0 0 0
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２ 日中活動系サービス 

日中活動系サービスとは、主に日中において、通所等により必要な介護や訓練、支援等

を提供するサービスをいいます。 

（１）生活介護 

＜サービス内容＞ 

  常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動

又は生産活動の機会を提供する事業です。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

総合支援学校の卒業者等の新規利用はありますが、65 歳到達に伴い介護保険へ移行した

ことによる終了等もあるため、ほぼ横ばいで推移しています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

生活介護 
見込量

（人日／年） 37,375 37,966 38,446

（人日／月） 3,115 3,164 3,204

利用実績（人日／月） 3,002 2,968 見込（3,000）

＜計画＞ 

今後も 65歳到達に伴う介護保険への移行による減少が見込まれますが、令和２年度に新

規事業所が開設されたことによる増加もあるため、第５期計画と同程度のサービスの利用

を見込んでいます。 

（単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

生活介護 3,000 3,000 3,000

（２）自立訓練 

  ＜サービス内容＞ 

  自立した日常生活や社会生活ができるよう一定期間、身体機能又は生活能力向上のため

の訓練を行う事業です。機能訓練については、標準利用期間が最長１年６箇月、生活訓練

については最長２年となっています。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

機能訓練については、平成 29 年度から利用実績がありますが、標準利用期間の満了後に

他の日中活動系のサービス等へ移行しているため、利用実績は減少しています。 
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生活訓練についても、標準利用期間の満了による終了が多く見込量を下回っていますが、

令和２年度は新規利用者が終了者を上回っているため、利用実績は上昇しています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

自立訓練 

（機能訓練） 

見込量
（人日／年） 360 360 360

（人日／月） 30 30 30

利用実績（人日／月） 56 36 見込（8）

自立訓練 

（生活訓練） 

見込量 
（人日／年） 3,000 3,000 3,000

（人日／月） 250 250 250

利用実績（人日／月） 198 127 見込（167）

  ＜計画＞ 

機能訓練事業については、標準利用期間が１年６箇月で限定されていること、また、指

定基準を満たす事業所が圏域に１事業所のみであるため、令和２年度実績と同程度を見込

んでいます。 

  生活訓練事業については、標準利用期間が２年間で限定されていることから、利用者の

入れ替わりはありますが、現状と同程度のサービスの利用を見込んでいます。 

（単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

自立訓練（機能訓練） 17 17 17

自立訓練（生活訓練） 200 200 200

（３）就労移行支援 

  ＜サービス内容＞ 

  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行う事業です。就労移行支援については、標準利用期間が最長２年とな

っています。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

必要な移行支援が完了した後に他の日中活動系のサービス等へ移行しているため、利用

実績は減少しています。近年は、新規利用があっても就労アセスメントを目的とした、一

時的な利用で終了する傾向が高い状況です。 
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区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

就労移行支援 
見込量

（人日／年） 530 530 530

（人日／月） 44 44 44

利用実績（人日／月） 58 38 見込（46）

  ＜計画＞ 

  今後も就労アセスメントを目的とした一時的な利用や就労移行支援での短期間の訓練を

経て、就労系サービスへ移行する状況は変わらないと考えられるため、現状と同程度の利

用を見込んでいます。 

 （単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

就労移行支援 45 45 45

（４）就労継続支援 

  ＜サービス内容＞ 

  Ａ型事業所は、雇用契約に基づく就労の機会を提供することにより、就労に必要な知識・

能力の向上や一般企業等への就労に向けた支援を目的とした、必要な訓練を行う事業です。 

Ｂ型事業所は、一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

Ａ型事業所は平成 28 年度に市内に２事業所が新設されたことにより、利用者の増加を見

込んでいましたが、第５期計画策定後に近隣市に事業所が開設されたことなどから、見込

量を大幅に上回る実績となっています。 

Ｂ型事業所は一般就労やＡ型事業所での就労が困難な福祉的就労の場として、ニーズの

高いサービスであり、おおむね見込みどおりの実績となっています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

就労継続支援 

（Ａ型） 

見込量
（人日／年） 7,505 7,800 7,800

（人日／月） 625 650 650

利用実績（人日／月） 730 807 見込（825）

就労継続支援 

（Ｂ型） 

見込量 
（人日／年） 18,011 18,568 19,013

（人日／月） 1,501 1,547 1,584

利用実績（人日／月） 1,593 1,578 見込（1,583）
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  ＜計画＞ 

  アンケート調査においても総合支援学校の卒業予定者等を中心に就労継続支援のニーズ

が高く、また、事業所の開設予定もあることから今後も新規利用の増加が見込まれます。 

                               （単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

就労継続支援（Ａ型） 850 880 910

就労継続支援（Ｂ型） 1,583 1,600 1,616

（５）就労定着支援 

＜サービス内容＞ 

  就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した人の就労に伴う生活面の課題に対応でき

るよう、事業所、家族との連絡調整等の支援を一定期間にわたり行う事業です。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

  平成 30 年度から新たに創設されたサービスで、見込量は下回っていますが、利用実績は

増加傾向にあります。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

就労定着支援 
見込量 10 10 10

利用実績 2 5 見込（7）

  ＜計画＞ 

  平成 30 年度に創設されたサービスであるため、引き続き事業の周知に努め、積極的な利

用を推進します。また、定期的な職場訪問や相談を行う事業者と連携し、障害のある人が

安心して就労を継続できるよう支援します。 

                               （単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

就労定着支援 8 10 12

（６）療養介護 

  ＜サービス内容＞ 

  長期間の医療的ケアに加え、常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護並びに日常生活の世話を行う事業です。 
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＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

おおむね見込みどおりの実績となっています。令和２年度は退所により減少しています。 

                           （単位：人／月） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

療養介護 
見込量 19 19 19

利用実績 19 19 見込（17）

  ＜計画＞ 

本事業の対象者は、長期間の医療的ケアに加え、常時介護を必要とする重症心身障害者

等であることから、対象者も限られるため、現状の 17 名を見込んでいます。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

療養介護 17 17 17

（７）短期入所（ショートステイ） 

＜サービス内容＞ 

  自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め、施設で、入浴、排せつ、食

事の介助を行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

施設入所の待機登録者を中心に短期入所を長期利用する傾向にあります。また、平成 30

年度に市内に１事業所（共生型）が開設されたことにより、見込みを大幅に上回っていま

す。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

短期入所 
見込量

（人日／年） 1,030 1,030 1,030

（人日／月） 86 86 86

利用実績（人日／月） 124 155 見込（158）

  ＜計画＞ 

  在宅生活の継続や介護負担の軽減を目的としたニーズの高いサービスですが、定員に限

りがあることや定期的な利用を想定し、現状と同程度を見込んでいます。 

（単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

短期入所 158 158 158
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３ 居住系サービス 

居住系サービスとは、主に夜間において、施設や共同生活を行う住居で、必要な援助を

提供するサービスをいいます。平日の日中は、利用者は日中活動系サービス等を利用しま

す。 

（１）自立生活援助 

＜サービス内容＞ 

  障害者支援施設やグループホーム等を利用していた人で一人暮らしを希望する人に、一

定期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、家事や通院等の地域生活における助言や

連絡調整を行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

平成 30 年度から新たに創設された事業です。圏域に事業所がないため、実績はありませ

んが、相談支援や居宅介護等で、地域生活における助言等を行っています。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

自立生活援助 
見込量 2 2 3

利用実績 0 0 見込（0）

＜計画＞ 

指定基準を満たす事業所が圏域にないため、第６期計画では利用を見込んではいません

が、引き続き、相談支援や居宅介護等で同等の支援を行います。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

自立生活援助 0 0 0

（２）共同生活援助（グループホーム） 

  ＜サービス内容＞ 

共同生活援助は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う

事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

ニーズの高いサービスであり、おおむね見込みどおりの実績となっています。 
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                  （単位：人／月） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

共同生活援助 
見込量 22 23 23

利用実績 22 22 見込（22）

  ＜計画＞ 

  地域移行の受け皿として、また親亡き後の生活の場として、ニーズの高いサービスです

が、定員に限りがあることから、現状と同程度を見込んでいます。 

（単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

共同生活援助 22 22 22

（３）施設入所支援 

＜サービス内容＞ 

施設入所者に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

障害のある人の地域移行を進めるという国の方針に基づき、施設から共同生活援助を含

む、地域生活への移行による減少を見込んでいましたが、依然として、在宅生活の継続が

難しい人の利用希望があることから、見込量を上回る実績となっています。 

                                （単位：人／月） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

施設入所支援 
見込量 94 93 92

利用実績 92 90 見込（91）

 ＜計画＞ 

  施設入所者については、地域生活への移行を進めていくことが求められていることから、

関係機関との連携により、障害の特性に応じて移行先を見極め、地域移行の促進に努めま

す。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施設入所支援 91 91 90
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４ 相談支援 

（１）計画相談支援 

＜サービス内容＞ 

障害福祉サービスの利用に係る相談や調整、サービス等利用計画の作成などを行う事業

です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

平成 30 年度の報酬改定において、モニタリングの頻度が高められ、支援が強化されこと

により、利用実績は増加しています。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

計画相談支援 
見込量 73 77 80

利用実績 80 81 見込（82）

＜計画＞ 

障害福祉サービスの需要が高まっているため、増加を見込んでいます。障害のある人の

ニーズを把握し、必要な障害福祉サービス等につなぐためには、適切なケアマネジメント

の実践が重要となることから、研修等の周知に努めるとともに、関係機関との連携により

相談支援専門員の確保に向けて広報等に取り組みます。 

                                 （単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計画相談支援 83 84 85

（２）地域移行支援 

  ＜サービス内容＞ 

障害者支援施設や矯正施設等に入所している障害者や精神科病院に入院している精神障

害者等を、地域生活に移行するに当たり、住居の確保や地域生活を送る上での相談、関係

機関等への同行支援等を行う事業です。利用期間は６箇月以内で、原則として１回に限り

更新することができます。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

平成 28 年度から令和元年度は利用実績がありませんでしたが、令和２年度は１人の実績

がありました。 
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（単位：人／月）

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

地域移行支援 
見込量 1 1 2

利用実績 0 0 見込（1）

 ＜計画＞ 

障害者支援施設や精神科病院の長期入院患者が地域生活へ移行していくためには、地域

移行支援による支援が重要であることから、研修等の周知を通じて、相談支援専門員の育

成と確保に努めます。 

                                 （単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

地域移行支援 1 1 2

（３）地域定着支援 

  ＜サービス内容＞ 

居宅において、単身で生活している障害のある人や、家庭の状況等により同居している

家族からの支援が受けられない障害者に対し、24 時間の相談支援や緊急訪問、緊急対応

等を行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

平成 28 年度から令和元年度は利用実績がありませんでしたが、令和２年度は１人の実

績がありました。 

（単位：人／月）

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

地域定着支援 
見込量 1 1 1

利用実績 0 0 見込（1）

＜計画＞ 

障害者支援施設や精神科病院の長期入院患者が地域生活へ移行した後に安心して生活を

続けられるよう、光市地域自立支援協議会や関係機関との連携により支援体制を強化して

いくとともに、サービスの周知にも努めます。 

                                 （単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

地域定着支援 1 1 1
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５ 障害児支援 

（１）児童発達支援 

  ＜サービス内容＞ 

就学前の障害のある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活へ

の適応訓練等の支援を行う児童発達支援と、肢体不自由があり、機能訓練や医療的ケア等

の治療を併せて行う医療型児童発達支援があります。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

市内及び近隣市において、令和元年度に１事業所、令和２年度に２事業所が新設され、

利用実績は増加しています。また、令和元年 10月より、児童発達支援等の利用者負担が無

償化となったことも増加要因の一つと考えています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

児童発達支援 
見込量

（人日／年） 740 690 640

（人日／月） 62 56 53

利用実績（人日／月） 34 82 見込（133）

＜計画＞ 

  令和２年度に年齢到達による終了者が多数のため、令和３年度からは微減を見込んでい

ます。現状、発達障害と診断される児童が増加傾向にあり、ニーズの高いサービスである

ため、支援が必要な児童が早期に療育が受けられるよう、関係機関と連携し、早期発見・

早期療育に努めます。

（単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

児童発達支援 108 108 108

（２）放課後等デイサービス 

＜サービス内容＞ 

就学中の障害のある児童を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進等の支援を行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

市内及び近隣市において、令和元年度に１事業所、令和２年度に２事業所が新設され、

利用実績は増加傾向にありましたが、新型コロナウイルスによる特別支援学校等の臨時休
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業に伴いサービスの利用を自粛した方が多く、令和２年度は利用実績が減少しています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

放課後等デイ

サービス 

見込量
（人日／年） 6,818 7,721 8,176

（人日／月） 568 643 681

利用実績（人日／月） 649 688 見込（625）

＜計画＞ 

令和２年度は新型コロナウイルスの影響で一時的に利用実績が減少していますが、利用

ニーズの高いサービスであるため、今後もゆるやかに増加していくことが見込まれます。

高まるニーズに応え、支援が必要な児童が成長に応じたサポートを受けられるよう、関係

機関と連携して、支援体制の整備に努めます。 

（単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

放課後等デイサービス 710 710 720

（３）保育所等訪問支援 

＜サービス内容＞ 

保育所等を定期的に訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるよう、障害のある

児童や保育所等の職員に対し、専門的な支援を行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

市内に実施可能な事業所がないため、近隣の３事業所でサービス提供体制を確保してお

り、おおむね見込みどおりの実績となっています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

保育所等訪問

支援 

見込量
（人日／年） 4 4 4

（人日／月） 1 1 1

利用実績（人日／月） 2 1 見込（1）

  ＜計画＞ 

 市内に事業所はなく、近隣の３事業所のみです。制度の周知等を進め利用の促進を図り

ますが、現時点では第５期の実績と同程度と見込んでいます。 

（単位：人日／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

保育所等訪問支援 1 1 1
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（４）障害児相談支援 

＜サービス内容＞ 

児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所支援を利用している児童を対象に、

相談支援専門員が障害児支援利用計画を作成し、サービス調整や生活全般の相談に対応す

る事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

障害児通所支援の新規利用・継続利用の実績増加に伴い、障害児相談支援も比例して増

加しています。また、障害児通所支援の新規利用者等については、モニタリングの頻度を

高め、支援を強化していることも増加要因の一つと考えています。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

障害児相談支援 
見込量 16 16 16

利用実績 21 24 見込（30）

  ＜計画＞ 

障害児支援の需要が高まっているため、現状と同程度の利用を見込んでいます。引き続

き、児童発達支援や放課後等デイサービス等の円滑な利用に向けて、各種研修会や光市地

域自立支援協議会（相談・権利擁護部会）を活用し、相談支援専門員の資質向上に努めま

す。 

（単位：人／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

障害児相談支援 30 30 30
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６ 地域生活支援事業 

地域生活支援事業は、市及び県が主体となって、地域の実情や利用者の状況等に応じて

柔軟に実施する事業です。 

（１）コミュニケーション支援事業 

  ＜サービス内容＞ 

意思疎通を図ることが困難な障害のある人に、手話通訳者等を派遣して、意思疎通の円

滑化を図ることを目的としている事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

見込量を下回る利用実績となっています。また、令和２年２月以降は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止に伴うイベント等の中止により、利用実績が減少しています。 

                             （単位：回／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

コミュニケーション

支援事業 

見込量 12 12 12

利用実績 7 4 見込（4）

  ＜計画＞ 

  利用実績は減少していますが、コミュニケーションに障害がある人にとって意思疎通を

図る上で必要な事業であるため、事業の周知に努めると共に、派遣要請に対し、適切なコ

ーディネートができるよう、派遣体制の充実を図ります。 

（単位：回／年） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

コミュニケーション支援事業 10 10 10

（２）日常生活用具給付事業 

＜サービス内容＞ 

重度の障害のある人に対し、排泄管理支援用具等生活の自立を促進するための用具を給

付することで、日常生活の便宜を図ることを目的としている事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

見込量を下回っていますが、膀胱・直腸機能障害のある人が増加傾向にあり、排泄管理

支援用具の給付が増加していることを主な要因として利用実績は伸びています。 
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                             （単位：件／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

日常生活用具給付 

事業 

見込量 750 775 800

利用実績 653 678 見込（725）

 ＜計画＞ 

今後も引き続き膀胱・直腸機能障害のある人の増加が見込まれることから、主に排泄管

理支援用具の増加を見込んでいます。 

今後も、引き続き事業の周知に努め、障害のある人の円滑な日常生活を支援します。 

（単位：件／年） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

日常生活用具給付事業 747 770 793

（３）移動支援事業 

ア リフト付タクシー運行事業 

   ＜サービス内容＞ 

車いす使用者や寝たきりの障害者及び高齢者に対する移動支援として、リフトやスト

レッチャーを装備したタクシーの運行事業を実施しています。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

介護タクシー事業者の新規参入等により、見込量を下回る利用実績となっています。 

                            （単位：件／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

リフト付タクシー 

運行事業 

見込量 800 800 800

利用実績 407 428 見込（436）

   ＜計画＞ 

  車いす使用者や寝たきりの障害のある人及び高齢者の通院時等の重要な移動手段と

して、必要性の高い事業ですが、介護タクシー事業者が新規参入していることから、

今後の事業のあり方について検討します。 

（単位：件／年） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

リフト付きタクシー運行事業 440 440 440
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イ 移動支援事業 

＜サービス内容＞ 

単独で屋外での移動が困難な知的障害者、精神障害者に対し、社会参加や外出支援を

行う事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

当初見込んでいた利用者の利用がなかったこと等により、見込量を下回る実績となっ

ています。また、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出の自粛に

より、利用実績は減少しています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

移動支援事業 
見込量

（時間／年） 750 750 750

（時間／月） 63 63 63

利用実績（時間／月） 48 48 見込（33）

＜計画＞ 

   屋外での移動が困難な障害のある人に対し、社会参加や外出支援を行う事業であり、

第５期計画中と同程度の利用を見込んでいます。今後、障害のある人のニーズに応じ、

活動範囲等の拡大を視野に入れ、相談支援事業所と連携を図りながら、事業の周知に努

めます。 

                             （単位：時間／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

移動支援事業 48 48 48

（４）地域活動支援センター事業 

  ＜サービス内容＞ 

障害のある人に対して日中活動の場を提供し、創作活動や生産活動の機会や社会との交

流促進を図る事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

心身障害者福祉作業所１箇所、周南圏域の相談支援事業所１箇所及び身体障害者デイサ

ービスセンターの事業の一部を地域活動支援センターとして運営しています。なお、心身

障害者福祉作業所については、実施施設の老朽化のため、令和２年度をもって閉所します。 

（単位：箇所数） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

地域活動支援 

センター 

見込量 3 3 3

利用実績 3 3 見込（3）
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  ＜計画＞ 

  障害のある人に対して日中活動の場として、引き続き事業を継続します。 

（単位：箇所数） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

地域活動支援センター 2 2 2

（５）日中一時支援事業 

  ＜サービス内容＞ 

障害のある人を障害者支援施設等で一時的に預かることで、障害者等に日中活動の場を

提供し、日常的な訓練を行い、また、障害のある人を日常的に介護している家族の負担軽

減を目的とする事業です。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

おおむね見込みどおりの実績で推移していましたが、令和２年度は新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、日中一時支援の利用を自粛された利用者も多く、利用実績は減少

しています。 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

日中一時支援

事業 

見込量
（回／年） 3,900 3,900 3,900

（回／月） 325 325 325

利用実績（回／月） 329 321 見込（297）

  ＜計画＞ 

  日中一時支援事業は、ニーズも高く、現在 11 事業所に委託しています。第５期計画中の

利用傾向を踏まえ、現状と同等の利用を見込んでいます。 

                                  （単位：回／月） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

日中一時支援事業 320 320 330
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（６）生活訓練事業 

  ＜サービス内容＞ 

生活訓練事業として、料理教室や裁縫教室といった、障害のある人が日常生活上必要な

訓練や指導を行っています。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

見込量は下回っていますが、調理や裁縫、整理収納など、生活に身近な訓練を目的とし

て、例年、一定数の利用があります。 

                             （単位：人／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

生活訓練事業 
見込量 35 35 35

利用実績 25 27 見込（26）

  ＜計画＞ 

  障害がある人にとって生活に必要な訓練を行う事業であり、ニーズは高いと考えられま

す。生活の質の向上を図る事業として、主に料理教室の開催や栄養士等による調理指導、

栄養指導といった生活の質的向上を図る事業として、今後も推進に努めます。 

                                  （単位：人／年） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

生活訓練事業 27 27 28

（７）福祉機器リサイクル事業 

  ＜サービス内容＞ 

不要になった福祉機器の修理・洗浄等を行い、これを必要とする人にあっせんする事業

です。資源の有効活用として、事業を展開しています。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

利用実績はありませんでした。 

                             （単位：件／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

福祉機器リサイクル

事業 

見込量 10 10 10

利用実績 0 0 見込（0）
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  ＜計画＞ 

  資源の有効活用につながる事業として、今後も事業を継続すると共に、リサイクル品の

受入れについて、広報掲載等で周知を図ります。 

                             （単位：件／年） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

福祉機器リサイクル事業 5 5 5

（８）スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 

＜サービス内容＞ 

スポーツを通じた体と心の健康の維持増強を図るとともに、積極性や協調性を養うこと

で、障害のある人の社会参加の促進等を図るための事業です。 

＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

利用実績は、おおむね見込量に近い人数で推移しています。周南３市身体障害者ふれあ

いフェスタや光市心身障害児者体育大会を行っています。 

（単位：人／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

スポーツ・レクリエーシ

ョン教室開催等事業 

見込量 350 350 350

利用実績 302 261 見込（0）

 ＜計画＞ 

 スポーツを通じ、障害のある人の身体機能の回復に努めると共に、障害のある人と障害

のない人が集い交流することで、障害者理解の推進に努め、共生社会の実現を図っていき

ます。 

（単位：人／年） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

スポーツ・レクリエーション教室開催等事

業
300 300 300
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（９）点字・声の広報等発行事業 

  ＜サービス内容＞ 

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、音訳等、分かりやすい方法

により、市の広報、生活情報、その他必要度の高い情報などを定期的に提供する事業です。

特に視覚障害者に対する情報支援として重要な事業となっています。 

  ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

おおむね見込みどおりの実績となっています。 

                             （単位：人／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

点字・声の広報等発

行事業 

見込量 14 14 14

利用実績 11 11 見込（11）

 ＜計画＞ 

 特に視覚障害者に対する情報支援として、必要度の高い情報を分かりやすく提供できる

よう、引き続き、事業の継続及び周知を図っていきます。 

（単位：人／年） 

（10）運転免許取得・改造費助成事業 

  ＜サービス内容＞ 

障害のある人の社会参加の促進を図るための助成事業として、外出の機会を確保するた

めの事業です。 

 ＜第５期見込量に対する実績状況＞ 

おおむね見込どおりの実績となっています。 

                             （単位：人／年） 

区分／年度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 

自動車運転免許取得

助成 

見込量 3 3 3

利用実績 4 1 見込（3）

自動車改造費助成 
見込量 3 3 3

利用実績 2 2 見込（3）

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

点字・声の広報等発行事業 11 11 11
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  ＜計画＞ 

  障害のある人の外出の機会を確保し、自立した社会生活を送ることができるよう、今後

も引き続き事業を継続するとともに、事業の周知に努めます。 

                                  （単位：人／年） 

区分／年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

自動車運転免許取得助成 3 3 3

自動車改造費助成 3 3 3
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第４節 障害福祉サービス等の目標値の設定及び目標達成のための方策 

 障害のある人の地域生活を進める上で、施設入所者の地域生活への移行や福祉施設から

一般就労への移行は重点課題です。国の基本指針では、「施設入所者の地域生活への移行」、

「福祉施設から一般就労への移行」等について、成果目標を設定するよう求めています。

本市においても、国の基本指針を踏まえ、現状の動向等を勘案しながら、各項目について

の数値目標を設定します。 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

ここでは令和元年度末時点の全施設入所者を基準に、令和５年度末までの「地域移行者

数」及び令和５年度末時点の「入所者削減数」の目標値を設定します。 

国の基本指針における目標値は令和元年度末時点の施設入所者から、地域移行者数につ

いては６％以上、入所者削減数については 1.6％以上削減することを基本としていますが、

県内の状況等を勘案し、山口県との連携のもと、数値目標を以下のとおり設定しました。 

目標達成には、グループホームや自立した生活を援助する支援体制の構築が必要であり、

山口県と連携し、社会福祉法人や特定非営利活動法人等と協力しながら体制整備に向けた

検討を進めます。 

項   目 数 値 備      考 

令和元年度末時点の 

施設入所者数（Ａ） 
90 人 令和元年度末全施設入所者数（注） 

目標年度入所者数（Ｂ） 89 人 令和５年度末時点の利用人数 

【目標値】 

地域生活移行者数 

２人

（2.2％）

施設入所からＧＨ等へ移行する者の数 

※国の基本指針における目標値 ６％ 

【目標値】 

入所者削減見込 

（Ａ－Ｂ） 

１人

（1.1％）

退院可能な精神障害者の施設利用を加味

した令和５年度末までの実質的な施設入

所者の削減数 

※国の基本指針における目標値 1.6％ 

（注）令和元年度末が国の基準 
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２ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

  ここでは、「地域生活支援拠点等の機能の充実」について、目標を設定します。 

本市では、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域で障害者やその家族

が安心して生活するため、相談、緊急時の受入れ、体験の機会・場の提供、専門的人材の

確保・養成、地域の体制づくりの５つの機能を市内事業所で補完しあう体制（面的整備型）

で地域生活支援拠点等の整備を進めています。地域生活支援拠点等が地域のニーズに対応

するために必要な機能の水準や充足については、光市地域自立支援協議会等において継続

して検証・検討を行います。 

また、国の基本指針では、各市又は圏域で１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、

その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証・検討することを基本としており、本

市では国の基本指針どおり目標設定します。 

項   目 数 値 備      考 

地域生活支援拠点の 

設置個所数 
１か所 令和２年度に面的整備型で設置 

機能の充実に向けた 

検証及び検討の回数 
年１回以上 光市地域自立支援協議会等で実施 

３ 福祉施設（注）から一般就労への移行等 

  ここでは、令和元年度実績を基準に、令和５年度における「施設から一般就労への移行

者数」及び「就労定着支援事業の利用者数」について、目標値を設定します。 

  「施設から一般就労への移行者数」について、国の基本指針における目標値は、令和元

年度の一般就労への移行実績の 1.27 倍以上とすることを基本とし、そのうち、就労移行

支援事業を通じた移行者数を 1.30 倍以上、就労継続支援Ａ型については 1.26 倍以上、就

労継続支援Ｂ型については1.23倍以上を基本としていますが、県内の状況等を勘案して、

以下のとおり数値目標を設定します。 

  また、「就労定着支援事業の利用者数」については、就労移行支援事業等を通じて一般

就労に移行する者のうち、７割が就労定着支援事業を利用することが基本とされており、

本市では国の基本指針どおり数値目標を設定します。 

  目標達成には、障害のある人の能力や景気の動向により大きく変動することも考えられ

ますが、訓練の成果が社会で活用され社会参加が実現できるよう、施設や職業安定所、相
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談支援事業所等とも連携を図り、目標の達成を目指します。 

（注）ここでいう「施設」とは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行 

う事業所のことをいいます。 

項   目 数 値 備      考 

令和元年度の 

一般就労移行者数 
５人

令和元年度において施設を退所し、 

一般就労した者の数（注） 

うち就労移行支援

事業の利用者数 
０人

令和元年度において就労移行支援事業

を経て一般就労した者の数 

うち就労継続支援

Ａ型の利用者数 
４人

令和元年度において就労継続支援Ａ型

事業を経て一般就労した者の数 

うち就労継続支援

Ｂ型の利用者数 
０人

令和元年度において就労継続支援Ｂ型

事業を経て一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行

者数 

５人

（1.00 倍）

令和５年度中に施設を退所し、一般就労

する者の数 

※国の基本指針における目標値 1.27 倍 

うち就労移行支援

事業の利用者数 
１人

（皆増）

令和５年度中に就労移行支援事業を経

て一般就労する者の数 

※国の基本指針における目標値 1.30 倍

うち就労継続支援

Ａ型の利用者数 
３人

（0.75 倍）

令和５年度中に就労移行支援事業を経

て一般就労する者の数 

※国の基本指針における目標値 1.26 倍

うち就労継続支援

Ｂ型の利用者数 
１人

（皆増）

令和５年度中に就労移行支援事業を経

て一般就労する者の数 

※国の基本指針における目標値 1.23 倍

【目標値】 

目標年度の 

就労定着支援利用者数 

４人

（８割）

令和５年度中に施設から一般就労へ移

行し、就労定着支援を利用する者 

※国の基本指針における目標値 ７割 

（注）令和元年度が国の基準 
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４ 障害児支援の提供体制の整備等 

第６期計画中における障害児支援の提供体制の整備については、発達障害や重症心身障

害児等への対応等、医療機関等との連携による専門的な支援体制の構築が求められること

から、子ども子育て関連施策とも調整を図り、「児童発達支援センター及び保育所等訪問支

援の充実」、「医療的ケア児支援のための関係機関の場の設置及びコーディネーターの配置」

等について、県や周南市、下松市と連携のもと、周南圏域における体制整備に努めます。 

５ 相談支援体制の充実・強化等 

  第６期計画中における相談支援体制の充実・強化等については、障害の種別や各種のニ

ーズへ対応できる総合的・専門的な相談支援の実施が求められることから、光市地域自立

支援協議会（相談・権利擁護部会）等において、地域課題の検討や困難ケース等の事例検

討を実施するとともに、各種研修会等の開催や情報提供を行い、相談支援専門員のスキル

アップ及び関係機関との連携強化につなげていきます。 

項   目 数 値 備      考 

相談支援専門員の情報 

共有や事例検討の場の

確保 

年６回
光市地域自立支援協議会（相談・権利擁護

部会）等で実施 

研修会の開催 年１回以上
権利擁護講演会や介護支援専門員との合

同研修会等の開催 

６ 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 

  障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業所が参入している中、改めて障

害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、障害者が真に必要とす

る障害福祉サービス等の提供が求められています。このため、本市では、市職員が障害特

性に応じた対応方法や障害福祉サービス、権利擁護等に関する専門的な研修に積極的に参

加することで得た知識や障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の分析等に基

づき、事業所支援の取組強化につなげていきます。 
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７ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  精神障害者が地域で安心して自分らしい生活を送ることができるよう、保健、医療及び

福祉関係者等による重層的な連携による支援体制（地域包括ケアシステム）の構築が求め

られています。このため、本市では、国の基本指針に基づき、関係者間の顔の見える関係

づくりを構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取

組を進めます。 

項   目 数 値 備      考 

保健、医療及び福祉関係

者による協議の場の 

開催回数 

年１回以上
光市地域自立支援協議会（地域生活部会）

等で実施 

保健、医療及び福祉関係

者による協議の場への

関係者の参加者数 

８人

保健、医療及び福祉関係

者による協議の場にお

ける目標設定及び評価

の実施回数 

年１回以上
光市地域自立支援協議会（地域生活部会）

等で実施 



第４章 障害福祉サービス等の円滑な推進（障害福祉計画） 

－102－


