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はじめに 

 本市では、平成１０年の「市民福祉プラン・ひがしまつやま」の策定以来、多くの

関係者のご支援をいただきながら「共生社会の実現」に取り組み、昨年３月に「認め

合い、支え合い、ともに暮らすまち 東松山の推進」を基本理念とする「第三次市民

福祉プラン」を策定いたしました。 

 第三次市民福祉プランでは、地域が障害のある人を包容し、障害のある人がその人

らしく生活できるよう、住まい、学び、働き方などの分野ごとに障害福祉施策の基本

的な事項を定めました。 

 本計画では第三次市民福祉プランの考えに基づき、施設や病院に入所・入院してい

る人の地域生活への移行や福祉施設利用者の一般就労に向けた支援など、障害のある

人が地域で暮らすために必要な障害福祉サービスに関する目標を設定いたしました。

今後、目標達成のため、多くの市民の方や関係機関の皆様と協働し、施策を実施して

まいります。 

 結びに、本計画策定にあたり、熱心にご審議いただきました障害者計画等策定委員

会委員の皆様をはじめ、アンケートなどを通じて貴重なご意見、ご提言をいただいた

皆様に深く感謝申し上げるとともに、本計画の推進に引き続いてのご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

平成３０年３月 

東松山市長 森田 光一
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１ 計画の位置づけ

法令の根拠

 この計画は、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条に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉

法第 33条の 20に基づく市町村障害児福祉計画に当たり、国の基本指針（平成 29

年厚生労働省告示第 116 号）に即して障害福祉サービス、障害児通所支援サービス

等の提供体制の確保や円滑な実施について定めます。 

市政における位置づけ

 この計画は、市政の最上位計画である「第五次東松山市総合計画（平成28年度～

平成37年度）」の健康福祉分野における個別計画に位置付けられ、障害者基本法に

基づき市の障害者施策に関する基本的事項を定めた「第三次市民福祉プラン」の考え

に基づき定めるものです。 

 また、「東松山市地域福祉計画（平成27年度～平成31年度）」や「ひがしまつ

やま子ども夢プラン【子ども・子育て支援事業計画】（平成27年度～平成31年度）」

といった関連計画との整合も図っています。 

２ 計画期間

 計画期間は、国の基本指針に即して、平成30年度から平成32年度までとします。 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

障害者計画 第三次市民福祉プラン 

障害福祉計画  第 5期計画 第 6期計画 第 7期計画 

障害児福祉計画  第 1期計画 第 2期計画 第 3期計画 

 ※ 障害福祉計画と障害児福祉計画は一体として策定します。 
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３ 障害のある人の状況

障害者手帳所持者の推移

 本市における障害者手帳の所持者は、平成 28 年度末で 3,951 人となっており、

全体としてやや増加傾向にあります。内訳では精神障害者保健福祉手帳所持者の伸び

が大きくなっています。また、自立支援医療（精神通院）1の利用者が2年間で142

人増加し高い伸びを示しています。 

障害者手帳所持者、自立支援医療（精神通院）受給者及び指定難病2等医療受給者の

合計が人口に占める割合は、約6.5％となっており、そのうち約半数が身体障害者手

帳所持者となっています。 

表１ 障害のある人の状況                         (人・世帯) 

現在 

身体 

障害者

手帳 

療育 

手帳

(知的)

精神障

害者保

健福祉

手帳 

手帳所

持者数

合計 

自立支

援医療

(精神

通院) 

指定 

難病等 

医療 

合計 
(参考) 

人口 

(参考) 

世帯数 

H26年度末 2,681 640 561 3,882 1,009 654 5,545 89,489 37,417

H27年度末 2,660 647 622 3,929 1,096 656 5,681 89,656 37,964

H28年度末 2,624 674 653 3,951 1,151 701 5,803 89,956 38,693

 資料：東松山市福祉事務所 

1 障害者総合支援法に基づき、手帳の有無にかかわらず、精神疾患のため、通院による精神医療を継続して受ける人を

対象に、医療費の自己負担を軽減するものです。 

2 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき医療費助成の対象となる疾患で、平成 29年 4 月時点では 330 疾

患が指定されています。 
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表２ 総人口に占める障害のある人の割合                    （％） 

現在 
身体障害

者手帳 

療育手帳

(知的) 

精神障害

者保健福

祉手帳 

自立支援 

医療(精神

通院) 

指定難病

等医療 
計 

サービス 

支給決定者 

H26年度末 3.00 0.72 0.63 1.13 0.73 6.20 0.58

H27年度末 2.97 0.72 0.69 1.22 0.73 6.34 0.63

H28年度末 2.92 0.75 0.73 1.28 0.78 6.45 0.65

 資料：東松山市福祉事務所 

身体障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳所持者数の内訳をみると、部位別では内部障害の人が増加傾向とな

っています。また、身体障害者手帳所持者の中での高齢者の割合をみると、平成 28

年度末で約69％を占めています。 

なお、内部障害の内訳をみると、「心臓」が増加傾向にあります。 

表３ 級別身体障害者手帳所持者数                       （人） 

現在 総数 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 
18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

H26年度末 2,681 880 403 416 673 149 160 68 2,613

H27年度末 2,660 874 403 416 664 146 157 64 2,596

H28年度末 2,624 875 402 405 647 139 156 60 2,564

 資料：東松山市福祉事務所 

表４ 部位別身体障害者手帳所持者数                      （人） 

現在 総数 視覚 
聴覚・

平衡 

音声・言語・

そしゃく 

肢体不

自由 

内部

障害

65歳

以上 

高齢者 

割合 

H26年度末 2,681 164 229 32 1,499 757 1,807 67%

H27年度末 2,660 160 221 36 1,475 768 1,818 68%

H28年度末 2,624 151 223 37 1,437 776 1,805 69%

 資料：東松山市福祉事務所 
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表５ 内部障害別身体障害者手帳所持者数                    （人） 

現在 心臓 じん臓 呼吸器 
ぼうこう 

又は直腸 
小腸 免疫 肝臓 計 

H26年度末 328 256 39 119 2 9 4 757

H27年度末 334 256 37 123 3 10 5 768

H28年度末 344 265 30 118 4 13 2 776

 資料：東松山市福祉事務所 

療育手帳所持者数の推移

 療育手帳所持者数については、増加傾向が続いています。 

表６ 程度別療育手帳所持者数                    （人） 

現在 総数 マルＡ A B C 
18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

H26年度末 640 154 167 188 131 127 513

H27年度末 647 157 164 194 132 117 530

H28年度末 674 160 167 201 146 126 548

 資料：東松山市福祉事務所 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

 精神障害者保健福祉手帳所持者数については、大幅な増加傾向にあり、特に2級の

所持者数が高い伸びを示しています。 

表７ 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数        （人） 

現在 総数 1 級 2 級 3 級 
18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

H26年度末 561 48 358 155 3 558

H27年度末 622 54 405 163 3 619

H28年度末 653 57 432 164 5 648

 資料：東松山市福祉事務所 
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自立支援医療（精神通院）利用者数の推移

 自立支援医療（精神通院）利用者数については、大幅な増加傾向にあり、気分障害

3やその他（器質性精神障害4、発達障害5など）が増加傾向にあります。 

表８ 自立支援医療（精神通院）利用者数                    （人） 

現在 総数 統合失調症6 気分障害 神経症7 てんかん その他 18歳未満 18歳以上

H26年度末 1,009 400 377 91 55 86 10 999

H27年度末 1,096 398 422 100 60 116 14 1,082

H28年度末 1,151 403 448 96 70 134 18 1,133

 資料：東松山市福祉事務所 

指定難病等医療給付受給者の推移

 指定難病等医療給付受給者数の推移を見ると、指定難病による受給者数が大幅な増

加傾向にあります。 

表９ 指定難病等医療給付受給者数             （人） 

現在 総数 指定難病等 小児慢性特定疾病8

H26年度末 654 545 109

H27年度末 656 562 94

H28年度末 701 613 88

 資料：東松山保健所 

3 気分と感情の変動により特徴づけられる精神疾患で、うつ病や双極性障害などがあります。 

4 先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中毒、中枢神経の感染症、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中

枢神経障害等を原因として生じる精神疾患をいいます。 

5 自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害をいいま

す。なお、広汎性発達障害は自閉症スぺクトラム障害とも呼ばれています。 

6 幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患で、「感覚・思考・行動が病気のために歪んでいる」ことを自分で振り返って

考えることが難しくなりやすいという特徴があります。 

7 心因（心理・社会的環境要因）による心身の機能障害で不安神経症、強迫神経症、心気神経症、抑うつ神経症などが

あります。 

8 児童福祉法に基づき医療費助成の対象となる 18 歳未満の児童の慢性疾患で、722 疾患が指定されています。 
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サービス支給決定者数の推移

 サービス支給決定者数は増加傾向にあり、児童と精神障害のある人が大幅に増加し

ています。 

表１０ サービス支給決定者数                        （人） 

現在 児童 身体障害 知的障害 精神障害 

特殊疾病 

(指定難病等医

療給付等) 

計 

H26年度末 57 114 234 111 0 516

H27年度末 69 113 253 126 0 561

H28年度末 77 107 258 143 0 585

資料：東松山市福祉事務所
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４ 基礎調査の結果

アンケート調査の実施

 この計画の策定に当たり地域での生活や障害福祉サービスの利用ニーズを把握す

るため以下のとおりアンケート調査を実施しました。 

調査期間

 平成２９年７月１日（土）から平成２９年７月１４日（金）まで 

調査基準日

 平成２９年７月１日 

調査方法

 郵送配付、郵送回収 

調査対象者

 障害者手帳所持者 １，０００人 

対象者内訳 

身体障害者手帳所持者（難病患者を含む） ３４８人 

療育手帳所持者 ３６６人 

精神障害者保健福祉手帳所持者 

（高次脳機能障害者を含む） 
２８６人 

発送・回収の状況

発送数 有効回収数 有効回収率 

１，０００件 ６２９件 ６２．９％ 
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５ 計画の推進

 この計画は、当事者を含む市民、事業者と行政との協働によって推進します。障害

福祉計画及び障害児福祉計画は障害福祉サービスの提供体制に係る計画ですが、障害

のある人の生活を地域全体で支えるためには、保健、医療、保育、教育、就労支援等

の関係機関や民生委員・児童委員など地域の人々との連携が不可欠です。このことを

踏まえ、地域自立支援協議会の活動を中心に関係機関や地域の人々との連携を進め、

計画を推進します。 

東松山市地域自立支援協議会

 障害者総合支援法第 89 条の 3 に規定される協議会で、市と障害者福祉に係る関

係機関が障害のある人への地域における支援体制に係る課題を共有し地域の支援体

制の整備について協議を行います。 

東松山市地域自立支援協議会の所掌事項

・市民福祉プラン及び障害福祉計画・障害児福祉計画の進捗状況の評価及び進捗管

理 

・相談支援の中立性・公平性の確保 

・関係機関職員等への研修 

・当事者と地域との関係づくり 

・新たな地域課題への対応 

・地域の関係機関の連携 

・関係機関の業務上課題となった事項への対応 
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東松山市地域自立支援協議会の構成

図１ 東松山市地域自立支援協議会の構成 

東松山市地域自立支援協議会の組織

東松山市地域自立支援協議会は、全体会、幹事会、プロジェクトチーム・連絡会議

から成り立っています。 

図２ 東松山市地域自立支援協議会の組織 

全体会

幹事会 

プロジェクトチーム 連絡会議 

事

務

局

市民／当事者 

市民

学識経験者 

雇用関係機関 

就労支援機関 

権利擁護機関

放課後児童クラブ 

特別支援学校 

小中学校 

行政

保育園・幼稚園 

民生委員・児童委員 自治会 

医療機関

居住系サービス事業所入所系サービス事業所 

日中系サービス事業所 

訪問系サービス事業所 委託相談支援事業所 

東松山市 

地域自立支援協議会 
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   全体会は、構成メンバーの代表者や公募の市民で組織し、協議会の所掌事項の

うち重要な事項について協議します。 

   幹事会は、構成メンバーの実務担当者で組織し、全体会への付議に関すること

や所掌事項の取扱いについて調整します。 

   プロジェクトチームは、全体会、幹事会の委員その他必要と認められる者で組

織し、所掌事項について必要な資料の収集及び研究を行います。      

   連絡会議は、プロジェクトチームの活動により明らかになった課題の解決を図

る組織で、参加者はそれぞれの設置要領で定められています。東松山市障害者進

路支援連絡会議及び東松山市障害のある子どもの育ちと学びを支える連絡会議

が活動しています。 

表１１ 東松山市地域自立支援協議会プロジェクトチーム・連絡会議 

  ・障害のある子どもの放課後及び長期休業期間の居場所検討プロジェクト 

  ・芸術・文化プロジェクト 

  ・精神障害者の地域定着支援を考えるプロジェクト 

  ・医療・福祉連携プロジェクト 

  ・障害者進路支援連絡会議 

  ・障害のある子どもの育ちと学びを支える連絡会議 
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比企地域自立支援協議会

 比企地域自立支援協議会は、比企地域における相談支援事業の中立・公平な運営の

確保、関係機関の連携並びに社会資源の開発及び改善等の推進を目的として、滑川町、

嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町及び東秩父村の比企地域7町村と共同

で設置している障害者総合支援法第89条の3に規定される協議会です。 

比企地域自立支援協議会の所掌事項

・相談支援事業者の中立・公平性の確保に関すること 

・地域の関係機関の連携に関すること 

・社会資源の開発及び改善等に関すること 

・広域的課題に関すること 

比企地域自立支援協議会の構成メンバー

図３ 比企地域自立支援協議会の構成 

比企地域自立支援協議会の組織

図４ 比企地域自立支援協議会の組織 

当事者
構成市町村

障害福祉担当

構成市町村

保健担当

埼玉県西部

福祉事務所

埼玉県東松山

保健所

委託相談支援

事業所

比企地域

基幹相談支援

センター

全体会

幹事会 

事
務
局

連絡会議 
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比企地域自立支援協議会は、全体会、幹事会及び連絡会議で構成されています。 

 全体会は、構成市町村の障害福祉担当課長・保健担当課長、埼玉県西部福祉事務所

の責任者、埼玉県東松山保健所の責任者、委託相談支援事業所の責任者及び比企地域

基幹相談支援センターの責任者で構成され、所掌事項のうち重要な事項について協議

を行います。 

 幹事会は、構成市町村の障害福祉実務担当者・保健実務担当者、埼玉県西部福祉事

務所実務担当者、埼玉県東松山保健所実務担当者、委託相談支援事業所相談員、基幹

相談支援センター担当者及び当事者で構成され、所掌事項の調査・研究・協議を行い

ます。 

 連絡会は、幹事会委員及び関係機関の実務担当者で構成され、以下の４つの連絡会

を設置しています。 

表１２ 比企地域自立支援協議会連絡会 

・障害福祉サービス事業所連絡会 

・委託相談支援事業所連絡会 

・地域移行支援連絡会 

・障害者就労支援連絡会 
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６ 計画の点検及び評価

 この計画の点検及び評価は、計画を策定する東松山市障害者計画等策定委員会及び

東松山市地域自立支援協議会にて行います。 

東松山市障害者計画等策定委員会による点検及び評価

 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定、変更等を所掌事務とする東

松山市障害者計画等策定委員会（以下「策定委員会」という。）における点検及び評

価のメリットは目標設定の背景や目的を委員が理解していることです。 

 原則として策定委員会委員の中の実務担当者で構成される部会にて各年度の実績

について点検し、課題を整理した上で、策定委員会で評価を行います。また必要に応

じて、計画の変更について審議します。 

図５ 策定委員会における点検及び評価のフロー 
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東松山市地域自立支援協議会による点検及び評価

 東松山市地域自立支援協議会の所掌事項の中に“障害福祉計画等の進捗状況の評価

及び進捗管理に関すること”があります。東松山市地域自立支援協議会は、策定委員

会よりも広い範囲の関係機関から参加してもらっており、多くの委員から意見を聴く

ことができます。関係機関の実務担当者で構成される幹事会にて各年度の実績につい

て点検し、課題を整理した上で、全体会で評価を行います。 

図６ 東松山市地域自立支援協議会における点検及び評価のフロー 
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１ 第三次市民福祉プランにおける基本理念及び

基本方針

 本市においては、平成 29年 3月に第三次市民福祉プラン（以下「第三次プラン」

という。）を策定いたしました。第三次プランは障害者基本法第11条第3項に規定

される市町村障害者計画であり、市の障害者施策の基本的事項を定めたものです。よ

って本計画も第三次プランの考えに基づいて策定します。 

第三次プランの基本理念

認め合い、支え合い、ともに暮らすまち 

東松山の推進 

～すべての人が主人公になるまちを目指して～ 

 本市では、平成10年に策定した第一次市民福祉プラン（以下「第一次プラン」と

いう。）から、障害のある人自身の努力や治療によって障害を取り除くという従来の

考え方ではなく、社会によってつくられた障壁を、社会の仕組み自体を変えることに

よって解消するという「共生社会の実現に向けたソーシャルインクルージョン9」の

理念をいち早く取り入れて、福祉施策を展開してきました。 

第三次プランでは、こうした考えを引き継いだ上、障害のある人はあらゆる社会活

動の主体であるという考えのもと、全ての人が自らの意思によりその人らしく生活す

ること、つまりは主体性を発揮し、自己実現を図ることにより、互いを尊重し、それ

9 障害や困難を有する人などを排除したりするのではなく、地域社会に参加、参画していくことを支援することで、社会の

構成員として包み込むことを示した言葉です。 
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を後押しする地域づくりを行うことができるよう “認め合い、支え合い、ともに暮ら

すまち 東松山の推進”を基本理念に掲げています。 

第三次プランの基本方針

 第三次プランでは、基本理念のもと本市が進める障害者施策の基本方針として次の

４点を定めました。 

方針１ 主体性を発揮し、支え合う地域をつくる

 相談支援・就労支援の更なる充実と権利擁護支援制度の確立を目指し、障害のある

人が地域に包容されるとともに、自らの意思によって、社会活動や社会貢献等を積

極的に行える地域づくりを行います。 

方針２ 多様な社会資源を活用できる地域をつくる

 障害福祉サービス事業所の整備を進める一方、地域のボランティア等によるインフ

ォーマル10な支援や地域の各種団体の協力などによる包括的なネットワークを作

ることにより地域の社会資源の活用を進め、障害のある人一人ひとりが自己実現に

向けて活動できること、地域に貢献できることを目指します。 

方針３ 安全に安心して暮らせる地域をつくる

 “障害のある人にとって暮らしやすいまちは障害のない人にも暮らしやすいまちで

ある”という考えに基づく社会環境の改善や、地域の人やボランティアなどによる

支援により、障害のあるなしに関わらず安全に安心して暮らせる地域をつくります。 

方針４ 人権を尊重し、互いを認め合う地域をつくる

成年後見制度の利用を促進するための法人後見人・市民後見人の育成や共生社会の

考え方の理解促進を図り、地域全体で“人権を尊重し、互いを認め合う”ことに取

り組みます。 

10  ここでは、法律や公的制度に基づくサービスでないものを指しています。 
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２ 本計画の基本的理念

 本計画の基本的理念を、第三次プランの考え方及び国の基本指針に基づき次の4つ

とします。 

 基本的理念１ 共生社会の実現と自己決定の尊重・意

思決定の支援

 本市では、平成10年の第一次プランの策定から障害のあるなしに関わらず、全て

の人が地域でともに暮らす共生社会の実現を目指してきました。そして、第三次プラ

ンでは、共生社会を「認め合い、支え合い、ともに暮らすまち」と表現し、その形を

“障害のある人が地域社会に完全に包容され、積極的に地域の社会活動に参加し、地

域の人々が支援を行いながらともに活動する地域”としました。 

本計画においても、障害のある人が自分らしく暮らすための障害福祉サービスをは

じめとする公的支援やボランティアなどの地域のインフォーマルな支援を確保する

とともに、障害のある人たちが主体的にこれらを選択して利用できる環境を整備する

ことにより、共生社会の実現に向けた歩みを進めてまいります。 

基本的理念２ 身近な地域における障害種別によらない

一元的な障害福祉サービスの実施 

 本市では、第一次プランにおいて“手帳の有無や障害の種別に関わらず必要な人が

サービスを利用できる仕組みの構築”を目指し、障害者生活支援センター、障害者就

労支援センターザック、総合相談センターの開設などを行いました。また、平成 19

年に策定した第二次市民福祉プランでは、介護保険制度と障害福祉制度という別の法

律により規定されたサービスについて、運用する際に制度の縦割りを越えた利用者本
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位のサービス提供を目指し“制度の壁を越え、ニーズに応じた支援の仕組みをつくる”

を基本方針としました。 

 障害者自立支援法（現障害者総合支援法）の施行や児童福祉法の改正により、制度

上は多くの障害福祉サービスが身体障害、知的障害、精神障害（発達障害及び高次脳

機能障害11を含む。以下同じ。）の種別に関わらず利用可能となり、また、難病のあ

る人も利用することができることになりました。しかし、全ての障害福祉サービス事

業所が障害種別を越えた支援を提供するまでには至っておらず、更なる支援技術の向

上が求められています。 

 また、障害福祉サービスとともに日常生活を支える保健や医療のサービスが確実に

連携して幼児期から高齢期まで切れ目のない支援ができる体制の構築を目指します。 

基本的理念３ 地域生活への移行と定着支援の強化

 本市では、第一次プランの策定以降、一貫して障害のある人の地域生活支援のため

の取組を推進し、共に育ち学ぶ教育や、障害のある人の一般就労の拡大、グループホ

ームの体験入居などを実践してきました。 

 また、地域自立支援協議会のプロジェクトや連絡会議では、多くの関係者の協力を

得て、障害のある人たちが地域社会で暮らすための課題解決や、新たなプログラムの

創出にも取り組んできました。 

 こうした活動の一つの成果として、本市における関係者のネットワークは強化され、

障害のある人たちの日常生活を地域で支えるための土台が整ったということができ

ます。 

11 病気やけがなどの影響によって、後天的に脳の認知機能に障害が出るものをいいます。外見からは分かりにくく注意

障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが主な症状です。 
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これらのことを踏まえ、今後は、入所施設からの退所や医療機関からの退院を促進

するとともに、地域生活に移行した人たちの生活の安定的な継続などを支援する取組

を強化します。 

基本的理念４ “ともに育ち、ともに学ぶ”取組を通じ

た健やかな育ちと学びの支援

 本市では、保育、教育、福祉関係者の熱意と相互の連携により、障害のあるなしに

関わらず、共に育ち学ぶ保育や教育が実践され、障害のある子どもの多くが保育園や

幼稚園、地元の小中学校に通っています。 

 こうした取組をさらに推進し、障害のある子どもたちが地元の保育園、幼稚園、小

中学校で育ち、学ぶため、それぞれの機関が障害に関する理解や支援の技術を高める

とともに、保健、医療、福祉、就労などが協調した総合的な支援が実践されるよう、

ネットワークの強化を図ります。 

 また、これを補完するとともに、育ちや学びに関する多様な環境を確保する観点か

ら、障害のある子ども向けのサービスの確保にも留意し、当事者の選択に応えられる

支援サービスの充実を目指します。 
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目標１ 施設入所者の地域生活への移行

１ 施設入所者の動向

 平成 17年 10月時点で78人であった障害者支援施設への入所者は、平成29年

3月 31日時点では83人であり、5人増加しています。 

 この期間の新たな入所者数の合計は40人であり、年平均3.3 人が入所しているこ

とになります。 

 一方、施設からの退所者は死亡した場合を除くと25人であり、グループホーム12

等に入居した人は6人のみとなっています。 

２ 基礎調査により分かったこと

 この計画の策定に当たり実施したアンケート調査では、障害者支援施設や病院に入

所・入院している人のうち 21.7％の人が退所・退院して地域で生活したいと答えて

います。 

３ 国の基本指針の考え方

 この目標設定について、国が示した考え方は次のとおりです。 

〇 平成 28 年度末時点での施設入所者数の 9％以上が地域生活へ移行する。 

〇 平成 32 年度末の施設入所者数を平成 28 年度末時点の施設入所者から 2％以上

削減する。 

12 障害者総合支援法に基づくサービスで、法律上は共同生活援助といい、企業などで働いていたり、就労継続支援又は

生活介護などの日中活動を利用している障害のある人に対し共同生活を送る住居において、相談や食事・入浴の介護な

どの日常生活上の援助を行います。 



第２章 計画の目標値 

25 

４ 本市の目標

 施設入所者のこれまでの動向や、国の基本指針から第 5 期障害福祉計画における

目標を以下のとおりとします。 

項 目 数 値 考え方 

平成29年 3月 31日時点の入

所者数（Ａ） 
83 人

【目標値】 

地域生活移行者数（Ｂ） 

8 人

（9.64％）

施設入所からグループホームなどへ

移行する人数（移行率） 

地域移行以外の理由による

退所者数（Ｃ） 
7 人

平成 32 年度末までに死亡した場合な

ど地域移行以外の理由により退所す

る人数の見込み 

新たな施設入所支援利用者

（Ｄ） 
8 人

平成 32 年度末までに新たに施設入所

支援が必要となる利用人員見込み 

目標年度入所者数 

（Ｅ＝Ａ－Ｂ－Ｃ＋Ｄ） 
76 人 平成 32 年度末時点の利用人員見込み 

【目標値】 

削減見込（Ａ－Ｅ） 

7 人

（8.43％）
差引減少見込み数（減少率） 

５ 目標達成のための取組

 ① 地域移行者を増やすための取組

地域移行の際に住まいの受皿となるグループホームについては、毎年増加しており、

市内グループホームの数及び利用定員は平成26年3月末時点で23か所163人で

あったものが平成29年 9月末時点で31か所197人となっています。しかし、東

松山市の利用者は約 3 割に留まっており、またアンケート調査でも多くの人が今後

の利用を希望していることから整備水準は十分とは言えない状況です。 

 そのため、今後もグループホームの増設に取り組むとともに、地域生活支援拠点を

整備し、現在グループホームに入居している人の一人暮らしを支援する必要がありま

す。 
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 また、地域生活支援拠点の取組の中で地域定着支援や平成30年度から始まる自立

生活援助といった地域生活を支えるサービスの強化を図ります。 

 ② 施設入所希望者への取組

 平成 29年 9月末時点で、施設入所を希望している人（既に施設に入所しているが

他施設への入所を希望する人を除く。）は 13 人おり、アンケートでも 12.7％の人

が今後の利用を希望していることから、今後も一定数の施設入所希望者が見込まれま

す。 

 施設入所を希望する人には、サービス等利用計画策定の際に、本人・家族の希望や

障害の状況を勘案した上で、将来の生活への不安が解消されるよう様々な機関による

重層的な支援を提案し、多様な選択肢の中から適切な支援につなげることが肝要です。 
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目標２ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築

１ 精神科医療機関入院患者の動向

本市では、平成 28 年度から比企地域内の 3 精神科医療機関から任意の協力によ

る精神保健福祉資料13（630調査）の提出を受けています。 

 その集計結果によると、平成 28 年 6 月 30 日現在の 1 年以上の長期入院患者数

は65歳以上の人が96人、65歳未満の人が63人の合計159人であり、平成27

年 6 月 1 か月間に入院した人の 3 か月時点の退院率は死亡した人を除いて 60％、

6か月時点の退院率70％、1年時点での退院率は90％となっています。 

２ 基礎調査により分かったこと

 この計画の策定に当たり実施したアンケート調査では、障害者支援施設や病院に入

所・入院している人のうち 21.7％の人が退所・退院して地域で生活したいと答えて

います。 

３ 国の基本指針の考え方

 この目標設定について、国が示した考え方は次のとおりです。 

〇 平成 32 年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、医

療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。医療関係者として

は、病院、診療所、訪問看護ステーション等において精神科医療に携わる関係者

が参加することが望ましい。市町村単独での設置が困難な場合には、複数市町村

による共同設置であっても差し支えない。 

13 精神科病院及び精神科診療所等を利用する患者の実態を把握し、精神保健福祉施策推進のための資料を得ることを

目的に、毎年 6 月 30 日付けで厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が実施しているものです。 
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〇 別表第四の一の項に掲げる式により算定した平成 32 年度末の精神病床におけ

る 65 歳以上の 1 年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により

算定した平成32年度末の精神病床における65歳未満の1年以上長期入院患者数

を目標値として設定する。 

   これと併せ、医療計画における基準病床数の見直しを進める。 

〇 退院率に関する平成 32 年度における目標値の設定に当たっては、入院後 3 か

月時点の退院率については 69％以上とし、入院後 6 か月時点の退院率について

は 84％以上とし、入院後 1 年時点の退院率については 90％以上とすることを基

本とする。 

４ 本市の目標

 精神科医療機関入院患者のこれまでの動向や、国の基本指針から第 5 期障害福祉

計画における目標を以下のとおりとします。 

項 目 数 値 考え方 

保健、医療、福祉関係者によ

る精神障害者にも対応した

地域包括ケアシステム14の構

築に係る協議の場の設置 

東松山市地域自立支援協議会におけ

る取組を目標３に掲げる地域生活支

援拠点を運営する場とし、その中にお

いて精神障害者にも対応した地域包

括ケアシステムの構築に係る協議を

行う。 

【目標値】 

平成32年 6月 30日時点にお

ける 1年以上長期入院者数 

・65 歳以上 

・65 歳未満 

82 人

50 人

比企地域内の３精神科医療機関から

任意の協力により提供される精神保

健福祉資料（630 調査）を基に集計す

る。 

14 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を

一体的に提供する仕組みです。 
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【目標値】 

平成 31 年 6 月 1 か月間に入

院した患者の退院率 

・入院後 3か月時点 

・入院後 6か月時点 

・入院後 1年時点 

69％

84％

90％

比企地域内の３精神科医療機関から

任意の協力により提供される精神保

健福祉資料（630 調査）を基に集計す

る。 

なお、死亡者は集計値に含まない。 

５ 目標達成のための取組

 精神障害のある人の地域生活を支える取組として、比企地域自立支援協議会では

「地域移行支援連絡会」を、東松山市地域自立支援協議会では「精神障害者の地域定

着支援を考えるプロジェクト」を設置し、多くの関係機関の協力の下、精神障害のあ

る人への地域移行支援及び地域定着支援について協議を行ってきました。これらの取

組により築くことができた関係機関のネットワークを活用し精神科医療機関の入院

患者の地域移行を進めます。 

 また、精神障害のある人が地域で生活するための支援方法について検討してきた

「精神障害者の地域定着支援を考えるプロジェクト」の取組を地域生活支援拠点にて

引継ぎ、障害種別を限定せずに障害のある人が地域生活を送るための支援を検討する

中で国が基本指針で示した精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に

係る協議を行います。 
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目標３ 地域生活支援拠点等の整備

１ 地域生活支援拠点等の整備に係る動向

地域生活支援拠点等の整備は、第 4 期障害福祉計画で初めて目標とすることとさ

れましたが、平成28年 9月 1日時点での全国での整備数は20市町村 2圏域のみ

でした。 

２ 基礎調査により分かったこと

① この計画の策定に当たり実施したアンケート調査では、現在父母・祖父母・兄弟

姉妹と暮らしている人のうち、35.4％の人が一人暮らしやグループホームでの生

活を希望しています。 

② ①の一人暮らしやグループホームでの生活を希望している人の多くは「家族から

離れて暮らすためのアドバイスをしてくれる相談支援（72.6％）」「アパートやグ

ループホームなどの暮らしの体験の場（52.2％）」「パニックを起こした時や、困

った時にすぐに対応できる体制（55.8％）」を必要としています。 

３ 国の基本指針の考え方

 この目標設定について、国が示した考え方は次のとおりです。 

〇 平成 32 年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも 1 つを整備することを

基本とする。 

〇 必要な機能（平成 29 年 7 月 7 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課長通知より） 

① 相談 

・基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着

支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前 
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に把握・登録した上で、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

急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機

能 

② 緊急時の受入れ・対応 

・短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害

者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 

③ 体験の機会・場 

・地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービ

スの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

④ 専門的人材の確保・養成 

・医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に

対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人

材の養成を行う機能 

⑤ 地域の体制づくり 

・基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活

用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供

体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 
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４ 本市の目標

 第 5期障害福祉計画における目標を以下のとおりとします。 

項 目 数 値 考え方 

地域生活支援拠点等の整備

平成31年度末時点までに面的整備を行

う。 

① 平成30年度末までに東松山市地域

自立支援協議会における取組を地域

生活支援拠点を運営する場・地域の

体制作りを行う場とし、併せて中心

的役割を担うコーディネーターを設

置する。 

② 平成31年度末までにコーディネー

ターを中心に緊急時の受入れ・対応

機能について協議し体制を整備す

る。 

５ 目標達成のための取組

 地域の関係機関の協力を得ながら、東松山市地域自立支援協議会「精神障害者の地

域定着支援を考えるプロジェクト」の取組を地域生活支援拠点で引継ぎ、地域定着支

援、自立生活援助、障害者相談支援事業等の役割を整理し、サービス提供事業所を確

保することにより障害のある人の地域生活を支える仕組み作りを行います。将来的に

は、現在高齢者福祉分野で検討が進められている医療と介護の連携などの地域包括ケ

アシステムとの連携等も視野に入れた仕組み作りを協議します。 

 また、障害者相談支援事業を比企地域の7町村と共同実施していることから、緊急

時の連絡機能等について比企地域で協議を行います。 
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目標４ 福祉施設から一般就労への移行

１ 福祉施設から一般就労への移行の動向

 就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を利用

している人のうち一般就労した人の数は、平成27年度が12人、平成28年度が6

人でした。一般就労した人が利用していたサービスは全て就労移行支援事業であり、

利用人数の多い就労継続支援Ｂ型事業利用者の一般就労が課題です。 

 また、就労移行支援事業の利用者数は平成25年度を頂点に減少傾向が続いていま

す。 

 平成 29年 6月 1日現在、市内には就労移行支援事業所が2事業所、就労継続支

援Ｂ型事業所が9事業所あります。 

２ 基礎調査により分かったこと

 ① この計画の策定に当たり実施したアンケート調査では、障害のある人のうち

「現在働いている」と答えた人の割合は35.9％です。 

 ② ①の働いている人のうち一般就労している人は 55.8％、障害者就労支援事業

所に通所して働いている人は38.5％です。 

 ③ ②の障害者就労支援事業所に通所して働いている人のうち 27.6％の人は一般

就労を希望しています。 

３ 国の基本指針の考え方

 この目標設定について、国が示した考え方は次のとおりです。 

〇 平成 28 年度の一般就労への移行実績の 1.5 倍以上とすることを基本とする。 
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〇 就労移行支援事業の平成32年度末における利用者数が平成28年度末における

利用者数の 2割以上増加すること。 

〇 就労移行支援事業所ごとの就労移行率について、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。 

〇 就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以

上とすること。 

４ 本市の目標

 第 5期障害福祉計画における目標を以下のとおりとします。 

項 目 数 値 考え方 

平成 28 年度の一般就労移

行者数 
6 人

平成 28 年度（1年間）において就労移

行支援事業等（生活介護、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援）を利用

し、一般就労した人数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者

数 

18 人

（3倍）

平成 32 年度（1年間）において就労移

行支援事業等（生活介護、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援）を利用

し、一般就労する人数（増加率） 

平成 28 年度の就労移行支

援事業利用者数 
19 人

平成 28 年度就労移行支援事業利用人

数 

【目標値】 

目標年度の就労移行支援事

業利用者数 

35 人

（1.84

倍）

平成 32 年度就労移行支援事業利用人

数（増加率） 

就労移行支援事業所の増加
市内の就労移行支援事業所を3か所以

上とする。 

職場定着支援を行う機関の

複数整備 

職場定着支援を行う機関・事業所を 2

か所以上とする。 



第２章 計画の目標値 

35 

５ 目標達成のための取組

① 就労移行支援事業等を利用し、一般就労する人を増やす取組

 平成 29年 10月から開始した障害者就労支援コーディネーター事業を通じ、市内

の就労継続支援Ｂ型事業所に一般就労のノウハウを持つ支援者を増やすことにより

一般就労する人を増やします。 

② 就労移行支援事業所利用者を増やす取組

 就労移行支援事業の利用者は平成25年度を頂点に減少傾向にありますが、障害者

手帳を所持していない発達障害のある人などの利用が見込まれます。発達障害のある

人又は高次脳機能障害のある人やその家族は、障害者手帳を所持している人やその家

族に比べ、支援機関との連絡調整を行う障害者相談支援事業や障害者就労支援センタ

ーザックをはじめとする就労支援機関の情報が伝わりにくいため、東松山市地域自立

支援協議会「障害者進路支援連絡会議」などの取組や介護保険のケアマネジャーへの

周知等を通じ情報提供を行います。 
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目標５ 障害児支援の提供体制の整備等

１ 障害児支援の提供体制の整備等の動向

障害児支援については、平成28年の児童福祉法の改正により障害児福祉計画の策

定が義務付けられたため、目標を設定します。 

２ 基礎調査等により分かったこと

 平成 28年度に市内の保育園等に通う障害のある児童は18人でした。平成29年

4月 1日時点の 0歳から 5歳までの障害者手帳所持者数が19人であったことから

障害のある未就学児の多くが市内の保育園等に通っていると考えられます。また、放

課後児童クラブ（学童保育）に通う障害のある児童は平成26年度は22人でしたが、

平成28年度は13人でした。 

 アンケート調査によると、18 歳未満の人では、現在放課後等デイサービスを利用

している人は36.4％おり、また52.3％の人が今後利用したいと考えています。 

３ 国の基本指針の考え方

 この目標設定について、国が示した考え方は次のとおりです。 

〇 平成 32 年度末までに、児童発達支援センター15を各市町村に少なくとも 1 か所

以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏

域での設置であっても差し支えない。

〇 平成 32 年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる

体制を構築することを基本とする。 

15 児童福祉法に規定された障害のある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

の適応訓練を行うことを目的とする施設で、福祉型児童発達支援センターと上記支援に加えて治療を行う医療型児童発

達支援センターがあります。 



第２章 計画の目標値 

37 

〇 平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児16を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保すること

を基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であ

っても差し支えない。 

〇 医療的ケア児17が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度末までに、県、

各圏域、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等

が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独での

設置が困難な場合には、県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支え

ない。 

４ 本市の目標

 第 1期障害児福祉計画における目標を以下のとおりとします。 

項 目 数 値 考え方 

児童発達支援センターの整

備 
平成 31 年度末までに東松山市地域自

立支援協議会を協議の場として位置

づけ、地域の障害児通所支援事業所18

その他療育支援を行う事業所への指

導・助言等を行い地域の療育支援の中

心的役割を担うことにより児童発達

支援センターの設置に代える。 

医療的ケア児が適切な支援

を受けられるよう、保健、

医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関等が連携を

図るための協議の場の設置

16 児童福祉法では、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいいます。また、一般的には元東京

都立府中療育センター院長大島一良博士により考案された判定方法である大島分類の１から４までに該当する児童をい

います。 

17 人工呼吸器を装着している障害のある児童など、日常生活を営むために医療を必要とする児童をいいます。 

18 児童福祉法に規定されたサービスである児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等

訪問支援、放課後等デイサービスを実施する事業所を指します。 
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保育所等訪問支援事業所等

の整備 

平成 32 年度末までに、保育所等訪問

支援事業所の複数整備及び保育所、小

中学校等への療育支援を行う体制を

整備する。 

主に重症心身障害児を支援

する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事

業所の整備 

平成 32 年度末までに、主に重症心身

障害児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所

を 2か所以上整備する。 

５ 目標達成のための取組

 東松山市地域自立支援協議会「医療・福祉連携プロジェクト」にて協議の場の参加

者や具体的な活動方法等について検討を行います。また、協議の場においては、聴覚

障害や重度の心身障害により特別な機能訓練を必要とする児童を地域で支援する方

法を検討します。 

保育所、小中学校等への療育支援を行う体制の整備については、東松山市地域自立

支援協議会「障害のある子どもの育ちと学びを支える連絡会議」の取組を発展させ、

保育所等訪問支援事業所を中心として様々な機関が一体となって保育所、小中学校等

へ支援を行う体制整備を目指します。 



第３章 
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１ 訪問系サービス

１ サービスの内容

居宅介護（ホームヘルプ）  

居宅における食事や入浴などの介護などを行います。 

重度訪問介護  

重度の肢体不自由のため常時介護を要する障害のある人に対し、居宅における食事

や入浴などの介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。 

行動援護  

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する人が行動

する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護な

どを行います。 

同行援護  

視覚障害で移動に困難を有する障害のある人に対し、外出時に同行し、移動時及び

それに伴う外出先の援護（視覚的情報の支援や食事などの介護）を行います。 

重度障害者等包括支援  

常時介護を要する人の中でも特に介護の必要度が高い人に対し、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。 

２ サービス利用の動向

全体的に緩やかな増加傾向にあります。アンケート調査によると重度訪問介護は現

在利用している人数の 5倍の人が利用を希望していることから増加が見込まれます。

行動援護については利用できる人は限定されますが、利用者として想定される療育手

帳マルＡ及びＡの所持者の利用意向が高いことから利用の増加が見込まれます。 
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３ サービス必要見込み量

※平成29年度の見込み量は第4期障害福祉計画策定の際に設定したものです。 

利用実人数（人／月） H27 実績 H28 実績 Ｈ29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

居宅介護 89 90 128 98 102 105

重度訪問介護 4 6 10 8 9 10

行動援護 14 15 30 17 18 19

同行援護 12 16 23 17 17 18

重度障害者等包括支援 0 1 0 1 1 1

合計 119 128 191 142 147 153

利用時間（時間／月） H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

居宅介護 2,290 2,274 3,070 2,499 2,601 2,676

重度訪問介護 332 420 600 602 677 752

行動援護 200 191 600 230 243 257

同行援護 165 171 480 221 221 234

重度障害者等包括支援 0 479 0 480 480 480

合計 2,927 3,535 4,750 4,058 4,222 4,399
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２ 日中活動系サービス

１ サービスの内容

生活介護 

常時介護を要する障害のある人に対し、主として昼間において、障害者支援施設な

どで行われる食事や入浴などの介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行

います。 

自立訓練（機能訓練） 

理学療法や作業療法などの身体的リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーシ

ョン・家事などの訓練を実施するとともに、日常生活上の相談支援、関係サービス機

関との連絡・調整を行います。 

自立訓練（生活訓練）  

食事や家事などの日常生活能力向上のための支援を実施するとともに、日常生活上

の相談支援、関係サービス機関との連絡・調整を行います。また、平成30年 4月か

らは視覚障害のある人への歩行訓練も行います。 

就労移行支援  

企業などへの就職又は在宅での就労・起業を希望する65歳未満の障害のある人に

対し、一定期間（2年間）にわたり、事業所内や企業における生産活動などの機会を

通じて就労に必要な知識・能力の向上や通勤するために必要な訓練を行います。また、

適性にあった職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。 

就労継続支援Ａ型  

①就労移行支援事業を利用したが企業などの雇用に結びつかなかった人、②盲・ろ

う・特別支援学校の卒業後就職活動を行ったが企業などの雇用に結びつかなかった人、

③就労経験があるが現に雇用関係の状態にない人で、65 歳未満の障害のある人に対

し、事業所との雇用契約に基づく生産活動などの機会を通じて就労に必要な知識・能

力の向上のために必要な訓練を行います。また、知識・能力の高まった人に対し、一

般就労に向けた支援を行います。 
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就労継続支援Ｂ型  

①企業などや就労継続支援Ａ型での就労経験を持つものの年齢や体力の面で雇用

されることが困難となった人、②就労移行支援事業を利用したが企業などや就労継続

支援Ａ型の雇用に結びつかなかった人、③上記①②に該当しないが50歳に達してい

る人、又は試行の結果、企業などの雇用、就労移行支援事業や就労継続支援Ａ型の利

用が困難と判断された人に対し、雇用契約は結ばずに生産活動などの機会を提供しま

す。また、知識・能力の高まった人に対し、就労に向けた支援を行います。 

就労定着支援 

 平成３０年４月から開始されるサービスで、就労に向けた一定の支援を受けて企業

などに新たに雇用された障害のある人につき、一定の期間（3年間）にわたり就労の

継続を図るために必要な事業主、障害福祉サービス事業所、医療機関等との連絡調整

等を行います。 

短期入所（ショートステイ）  

居宅において介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者支援施設や医療機関

などへの短期間の入所を必要とする障害のある人に対し、短期間の入所をさせ、食事

や入浴などの介護などを行います。病院や診療所で行う医療型と障害者支援施設等で

行う福祉型があります。 

療養介護 

医療を要し、常時介護を必要とする障害のある人に対し、主として昼間において、

病院など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

び日常生活上の世話を行います。 

２ サービス利用の動向

 アンケート調査によると、生活介護は身体障害者手帳 1 級又は療育手帳マルＡを

所持している人に利用意向が高い状況です。就労移行支援及び就労継続支援Ａ型は精

神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳C若しくはB又は身体障害者手帳2級を所持

している人に利用意向が高く、一方、就労継続支援Ｂ型は精神障害者保健福祉手帳2

級又は療育手帳 A を所持している人が利用を希望しています。短期入所の利用を希
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望している人の多くは身体障害者手帳 1 級又は療育手帳マルＡを所持している人で

す。 

 就労移行支援及び就労継続支援Ａ型を現在利用している人の割合は 2.4%、0.6%

ですが、今後利用を希望している人の割合は14.3%、11.3%であり今後利用者の増

加が見込まれる中、特に就労継続支援Ａ型事業所の不足の解消が課題です。 

３ サービス必要見込み量

※平成29年度の見込み量は第4期障害福祉計画策定の際に設定したものです。 

生活介護

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 
153

＜68＞

163

＜80＞

171

＜108＞

175

＜93＞

180

＜101＞

185

＜109＞

利用日数（日／月） 
2,903

＜1,012＞

3,154

＜1,924＞

3,762

＜2,376＞

3,850

＜2,046＞

3,960

＜2,222＞

4,070

＜2,398＞

※＜＞内の数字は生活介護利用者のうち施設入所している人を除いたものです。 

自立訓練

利用実人数（人／月） H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

機能訓練 2 1 2 2 2 2

生活訓練 17 22 30 32 38 44

利用日数（日／月） H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

機能訓練 19 15 44 44 44 44

生活訓練 350 283 660 704 836 968
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就労移行支援

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 17 19 35 25 30 35

利用日数（日／月） 288 346 771 550 660 770

就労継続支援

利用実人数（人／月） H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

Ａ型 1 2 4 4 4 5

Ｂ型 150 156 165 173 184 191 

利用日数（日／月） H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

Ａ型 14 26 88 88 88 110

Ｂ型 2,619 2,672 3,630 3,806 4,048 4,202

就労継続支援Ｂ型事業所平均工賃 

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

18,924 円 18,847 円 25,000 円 20,384 円 21,199 円 22,046 円

就労定着支援

H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 8 9 10
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短期入所

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 
35

＜15＞

36

＜12＞

55

＜15＞

41

＜14＞

44

＜15＞ 

47

＜16＞

利用日数（日／月） 
139

＜19＞

156

＜48＞

385

＜105＞

177

＜42＞

190

＜45＞

203

＜48＞

※＜＞内の数字は短期入所利用者のうち医療型を利用している人数です。

療養介護

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 11 11 11 11 11 11

利用日数（日／月） 305 258 330 297 297 297
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３ 居住系サービス

１ サービスの内容

自立生活援助 

 平成 30 年 4 月から開始されるサービスで、施設入所支援や共同生活援助を受け

ていた障害のある人などに対し、居宅における自立した日常生活を営む上での問題に

ついて、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問又は随時通報により相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言等の援助を行います。 

共同生活援助（グループホーム） 

企業などで働いていたり、就労継続支援又は生活介護などの日中活動を利用してい

る障害のある人に対し共同生活を送る住居において、相談や食事・入浴の介護などの

日常生活上の援助を行います。また、平成30年 4月からは、常時介護を要する障害

のある人に対して常時の日常生活上の援助を行うことができます。 

施設入所支援  

福祉施設で暮らす人が生活する上で必要となるサービスを提供するものです。 

２ サービス利用の動向

 アンケート調査によると、平成 30 年 4 月から始まる自立生活援助の利用を希望

する人が20.2%おり、中でも精神障害者保健福祉手帳2級又は療育手帳Ｂを所持し

ている人が多く希望しています。また、共同生活援助は現在利用している人の割合は

5.9%ですが、今後の利用は19.2%の人が希望しています。障害種別では、療育手帳

A 若しくはＢ、身体障害者手帳 1 級又は精神障害者保健福祉手帳 2 級を所持してい

る人が多く利用を希望しています。施設入所については、12.7％の人が今後利用した

いと答えていますが、第２章計画の目標値の目標１の考え方と整合を図ることとしま

す。 
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３ サービス必要見込み量

※平成29年度の見込み量は第4期障害福祉計画策定の際に設定したものです。 

自立生活援助

H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 14 17 19

共同生活援助

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 70 74 86 86 92 97

施設入所

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 84 83 76 82 79 76
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４ 相談支援

１ サービスの内容

計画相談支援  

サービスを利用しようとする全ての障害がある人に対し、サービス等利用計画など

の作成、サービス事業者との連絡調整を行うほか、利用状況の検証・見直しを行いま

す。 

地域移行支援  

障害者支援施設から退所、精神科医療機関から退院しようとする人に対し、住居の

確保などの地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。 

地域定着支援  

居宅において単身生活などのために地域生活が不安定な人に対し、連絡体制を確保

して緊急事態などに対応します。 

２ サービス利用の動向

 計画相談支援については、平成29年 10月末時点でサービス等利用計画策定済み

の人のうち 28.7%の人がセルフプラン19であり、その人たちが今後利用するため利

用件数が大幅に増加すると見込まれます。また、地域移行支援及び地域定着支援につ

いては障害者支援施設や精神科医療機関から退所・退院する人の利用が見込まれます。 

19 障害者総合支援法に基づくサービスである計画相談支援又は児童福祉法に基づく障害児相談支援を利用してサービ

ス等利用計画又は障害児利用支援計画を作成するのではなく、障害のある人本人やその家族が当該計画を作成するこ

とをいいます。 
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３ サービス必要見込み量

※平成29年度の見込み量は第4期障害福祉計画策定の際に設定したものです。 

利用実人数（人／月） H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

計画相談支援 346 356 480 559 575 592

地域移行支援 2 1 12 10 12 13

地域定着支援 2 2 25 5 13 22
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５ 障害児支援

１ サービスの内容

児童発達支援  

療育の必要性がある未就学の児童を対象に、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を行う通所のサービスです。 

医療型児童発達支援 

 肢体不自由のある未就学の児童に対し、医療型児童発達支援センターや医療機関に

おい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

練と治療を行う通所のサービスです。 

居宅訪問型児童発達支援 

 平成 30 年 4 月から開始されるサービスで、重度の障害があり児童発達支援等を

受けるために外出することが著しく困難な未就学の児童に対し、居宅を訪問し、日常

生活における基本的な動作の指導などを行うものです。 

放課後等デイサービス  

学齢期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する通所のサービスです。 

保育所等訪問支援  

保育所等に通う障害のある児童に対し、障害のある児童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訪問により行うものです。 

障害児相談支援 

障害児通所支援を利用しようとする障害のある児童に対し、障害児支援利用計画の

作成、サービス事業者との連絡調整を行うほか、利用状況の検証・見直しを行います。 
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２ サービス利用の動向

アンケート調査によると、18 歳未満の人では、現在放課後等デイサービスを利用

している人は 36.4％おり、また 52.3％の人が今後の利用を希望していることから

利用者の増加が見込まれます。また、障害児相談支援については、平成29年 10月

末時点で障害児支援利用計画策定済みの人のうち 44.6%の人がセルフプランであり、

その人たちが今後利用するため利用件数が大幅に増加すると見込まれます。 

３ サービス必要見込み量

※平成29年度の見込み量は第4期障害福祉計画策定の際に設定したものです。 

児童発達支援

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 4 5 5 4 4 4

利用日数（日／月） 17 17 35 24 24 24

医療型児童発達支援

H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 1 1 1

利用日数（日／月） 6 6 6

※児童発達支援のＨ27実績からH29見込までに医療型児童発達支援の実績及び見込み量が含

まれています。 

居宅訪問型児童発達支援

H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 1 1 1

利用日数（日／月） 6 6 6
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放課後等デイサービス

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 39 61 36 74 81 89

利用日数（日／月） 553 638 828 1,036 1,134 1,246

保育所等訪問支援

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 1 6 5 7 8 9

利用日数（日／月） 1 6 35 14 16 18

障害児相談支援

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 35 46 46 98 102 117

４ 子ども・子育て支援事業の見込み量

 ひがしまつやま子ども夢プラン【子ども・子育て支援事業計画】に基づく子ども・

子育て支援事業の実績及び見込み量は以下のとおりです。 

１号認定：３歳以上で教育を希望（幼稚園・認定こども園）

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用人数（人／年） 1,315 1,252 1,179 1,178 1,201

２号認定：３歳以上で保育を希望（認可保育園・認定こども園・認可外保育施設）

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用人数（人／年） 745 782 858 857 873
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３号認定：３歳未満で保育を希望（認定こども園・認可保育園・地域型保育事業・

認可外保育施設）

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用人数（人／年） 514 526 661 644 630

放課後児童クラブ

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用人数（人／年） 702 799 739 759 777

障害のある児童の子ども・子育て支援事業利用実績

保育園等（１号認定・２号認定・３号認定）利用人数

H27 実績 H28 実績 

利用人数（人／年） 17 18

放課後児童クラブ

H27 実績 H28 実績 

利用人数（人／年） 19 13

障害のある児童の保育園等の利用の見込み

本市では、障害のあるなしに関わらず、共に育ち学ぶ保育が実践され、障害のある

未就学児の多くが市内の保育園等に通っていると考えられます。障害のある児童の保

育園等の利用実績は上記のとおりであり、５歳以下の身体障害者手帳、療育手帳、精

神障害者保健福祉手帳を所持している人の合計は平成２６年度末日で１６人、平成２

７年度末日で１３人、平成２８年度末日で１９人とほぼ横ばいに推移しています。こ

れらのことから今後も１５人から２０人程度の利用が見込まれます。 
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６ 地域生活支援事業その他

１ サービスの内容

障害者相談支援事業 

 障害のある人などからの相談に応じ、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など、必要な支援を行うとともに、虐待の防止やその早期発見の

ための連絡調整その他の障害のある人などの権利擁護のために必要な援助を行うも

のです。 

基幹相談支援センター事業 

比企地域基幹相談支援センターとして、相談支援事業所に対し指導・助言や人材育

成の支援を行うことにより地域内の相談支援業務の充実を図るとともに、障害のある

人の権利擁護に必要な援助や地域内の障害福祉サービスの利用状況等を把握するも

のです。なお、比企地域基幹相談支援センターにおいて、地域への研修・啓発活動を

行う理解促進研修・啓発事業及び成年後見等の業務を行う法人を増やすための研修を

行う成年後見制度法人後見支援事業を実施します。 

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が有用と認められる知的障害・精神障害のある人に対し、成年

後見制度の利用を促進し、成年後見制度の申し立てに要する経費（登録手数料、鑑定

費用など）及び後見人などの報酬の全部又は一部を助成する事業です。 

意思疎通支援事業  

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障

がある人に、手話通訳者の派遣などを行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とし

た事業です。手話通訳者派遣、要約筆記者派遣を行います。 

移動支援事業  

屋外での移動が困難な人に対して、外出のための支援を行うことにより、地域にお

ける自立生活及び社会参加を促すことを目的とする事業であり、社会生活上必要不可

欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援するものです。 
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地域活動支援センター事業  

障害のある人に対して創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進

などを行う地域活動支援センターと相談支援事業を一体的に実施し、障害のある人の

地域生活支援を促進することを目的とした事業です。 

日中一時支援事業 

障害のある人の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び一時的な休息

を目的として実施する事業です。病院や診療所で行う医療型と障害者支援施設等で行

う福祉型があります。 

日常生活用具給付等事業  

重度の障害のある人に対し、自立生活支援用具などの日常生活用具を給付又は貸与

することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とした

事業です。 

障害児（者）生活サポート事業 

在宅の障害のある人の地域生活を支援するため、一時預かり、派遣による介護サー

ビス、送迎、外出援助等を行う事業です。 

２ サービス利用の動向

 アンケート調査によると、外出の際に利用するサービスの現在の利用状況は、多い

順に障害児（者）生活サポート事業、デマンドタクシー20、福祉タクシー券21となっ

ていますが、今後の利用希望は福祉タクシー券、デマンドタクシー、障害児（者）生

活サポート事業の順となっています。移動支援事業及び障害児（者）生活サポート事

業の平成28年度実績は前年度より減少しています。 

意思疎通支援事業については、今後聴覚障害のある人だけではなく、高次脳機能障

害のある人の利用が見込まれます。 

20 利用者の希望時間、乗車場所の要望に低料金で応じ、タクシー車両で行う公共交通サービスです。乗る場所、降りる

場所が決められており、途中下車や寄り道はできませんが、電話で呼べば自宅前で乗ることができます。 

21 地域生活支援事業の１つで、重度の障害のある人にタクシー利用の際に支払う初乗り運賃相当額を助成するもので

す。 
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３ サービス必要見込み量

※平成29年度の見込み量は第4期障害福祉計画策定の際に設定したものです。 

成年後見制度利用支援事業

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／年） 1 1 2 3 4 5

意思疎通支援事業

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

手話通訳 

年間利用実

人数 
29 31 37 33 35 37

年間延べ利

用件数 
525 593 760 792 840 888

要約筆記 
年間延べ利

用件数 
5 33 18 16 17 18

移動支援事業

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 70 64 60 68 70 70

利用時間数（時間／年） 6,051 5,782 10,080 5,894 6,160 6,160

地域活動支援センター事業

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 123 110 170 117 120 120
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日中一時支援事業

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

利用実人数（人／月） 
12

＜4＞

13

＜2＞

32

＜6＞

15

＜3＞

17

＜4＞

19

＜5＞

年間延べ利用回数 
169

＜35＞

555

＜5＞

480

＜90＞

300

＜60＞

340

＜80＞

380

＜100＞

※＜＞内の数字は日中一時支援利用者のうち医療型を利用している人数です。

日常生活用具給付等事業

（件／年） H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

介護・訓練支援用具 8 2 12 8 8 8

自立生活支援用具 16 19 15 18 18 18

在宅療養等支援用具 16 10 14 14 14 14

情報・意思疎通支援用具 11 18 16 16 16 16

排せつ管理支援用具 

（実人数） 
208 173 179 180 180 180

（件数） 1,639 1626 1,800 1,800 1,800 1,800

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
2 2 3 3 3 3

障害児（者）生活サポート事業

H27 実績 H28 実績 H29 見込 H30 見込 H31 見込 H32 見込 

事業者数 18 19 20 18 18 18

年間延べ利用時間 16,177 14,924 17,500 15,224 15,376 15,529
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１ 東松山市障害者計画等策定委員会条例

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項に規定する障害者計画、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（平成１７年法律第１２３号）第８

８条第１項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の

２０第１項に規定する障害児福祉計画（以下「障害者計画等」という。）を策定するため、東松

山市障害者計画等策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 障害者計画等の策定及び変更に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、障害者計画等の策定について市長が必要と認める事項に関す 

ること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 保健、医療及び福祉関係者 

(3) 市内各種団体を代表する者 

(4) 公募による市民 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 
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４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又

は必要な資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、委員のうちから委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する委員

がその職務を代理する。 

６ 前条第２項から第４項まで及び第９条の規定は、部会について準用する。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様

とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、障害者福祉を主管する課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は平成３０年４月１

日から、次項の規定は公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 東松山市障害者計画等策定委員会は、第２条の規定の施行の日前においても、第２条の規定

による改正後の東松山市障害者計画等策定委員会条例の規定の例により、障害児福祉計画の策

定について審議することができる。 
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２ 東松山市障害者計画等策定委員会名簿

選出区分 所属等 氏 名 

学識経験を有す

る者 

埼玉大学教育学部長 細渕 富夫 

（株）松屋フーズ 人事総務部顧問 宮腰 智裕 

川越公共職業安定所東松山出張所 

（東松山ハローワーク）統括職業指導官 

田村 三千代 

保健、医療及び

福祉関係者 

東松山保健所 保健予防推進担当部長 藤森 由美子 

医療法人緑光会東松山病院 病院長 田巻 龍生 

(社福）東松山市社会福祉協議会 

在宅福祉課・ケアサービス課担当次長 

山口 光晴 

(社福）東松山市社会福祉協議会 

総合福祉エリア総合相談センター  

総合相談課副課長 

佐藤 美奈 

（社福）昴 本部事務局経営企画室 室長 丹羽 彩文 

（特非）東松山障害者就労支援センター  

代表理事 

若尾 勝己 

（特非）サン・フレッシュ・メイト 施設長 遠藤 正宣 

（社福）愛弘会 愛弘園施設長 中能 広和 

市内各種団体を

代表する者 

東松山市手をつなぐ育成会 齊藤 三千子 

東松山市地域自立支援協議会 髙澤 守 

総合教育センター事務長 小林 聡 

東松山特別支援学校 教頭 野口 博正 

第二仲よし保育園 園長 森 美枝子 

公募による市民   島田 安三 

  金子 正次郎 
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