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１計画策定の基本的な考え方  
 第 3 次宇陀市障がい者基本計画 

（1）計画の期間 

第 3 次宇陀市障がい者基本計画は令和 3 年度から令和 8 年度までの 6 カ年、「第 6 期宇陀市

障がい福祉計画」及び「第 2 期宇陀市障がい児福祉計画」は令和 3 年度から令和 5 年度までの

3 カ年を計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

（2）計画の基本的視点 

 

 障がい者の社会参加の機会の充実とともに、自己決定権の尊重と本人保護との調和に関して、

判断能力が不十分で意思決定が困難な人への支援を進めるため、成年後見制度の利用促進に努

めます。

 

 障がい者の自立や社会参加を妨げる社会的障壁の除去・軽減のための合理的配慮を追求するこ

とは、すべての障がい者施策に共通する指針となります。 

 

 誰もが社会の一員として尊重され、互いに支え合うことのできる地域共生社会の実現に向け、

各関連分野が共通の理解に基づき協働する、包括的かつ総合的な支援体制の構築に向けた取り

組みを計画的に推進します。 

基本的視点１：障がい当事者の権利の尊重と参加・選択の機会の確保 

基本的視点２：社会的障壁の除去・軽減のための合理的配慮の追求 

基本的視点３：共に生きる地域社会の実現 

現行計画である「第 2 次宇陀市障がい者基本計画」・「第 5 期宇陀市障がい福祉計画」及び「宇

陀市障がい児福祉計画」は令和 2 年度をもって計画期間が終了します。この間の国における障が

い者施策の進展と法制度改革、本市の障がい者を取り巻く現状や課題、これまでの計画の見直し

を踏まえ、本市における障がい者施策の基本指針として、改めて総合的な視点から施策の体系化

を図るとともに、障がい者福祉の充実に向け各種施策の方向性を示すことを目的として、「第 3 次

宇陀市障がい者基本計画」・「第 6 期宇陀市障がい福祉計画」及び「第 2 期宇陀市障がい児福祉計

画」を策定しました。 
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■権利擁護の推進 

■啓発・広報活動の充実 

■行政サービス等における合理的配慮 

■障がい福祉サービス等の充実 

■地域生活支援の充実 

■相談支援の充実★ 

■ ★ 

■防災・防犯への対応★ 

■地域福祉活動の推進 

■交流活動の促進 

■障がいの早期発見・予防・対応★ 

■医療支援体制の充実★ 

■雇用の場の拡大 

■総合的な就労支援施策の推進 

■

■就学前療育・保育の充実 

■教育の充実★ 

１．権利の尊重と差別の禁止 

２．生活支援の充実 

５．雇用・就労・社会参加の促進 

６．生活環境の整備 

７．共に生きる地域づくり 

４．教育・療育の充実 

３．保健・医療の充実 

2 計画の理念と施策体系  
第 3 次宇陀市障がい者基本計画 

 

 

すべての人が障がいの有無にかかわらず、等しく個人として尊重される共生のまちづくりを

実現することを、引き続き基本理念として設定します。 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

誰もが自分らしく生き、互いに認め合う共生のまち 

７つの基本目標 施策の方向 

（1）基本理念と施策体系図 
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３つの基本的視点と基本理念に基づき、下記に掲げる 7 つの基本目標施策を推進します。 

１権利の尊重と差別の禁止 
障がい者の権利と参加の機会が保障されるとともに、すべての市民が共生社会の理念を共

有し、障がい者の権利擁護や社会参加を可能とするさまざまな取り組みとともに、幅広い市

民の参加による啓発活動を推進します。 

２生活支援の充実 
障がいのある人の地域生活を支えるために多様なニーズに対応する生活支援体制の整備、

適切なサービス利用を支援するためのサービス利用計画の作成について、ケアマネジメント

システムの構築を進め、「断らない相談支援」の実現を目指します。 

３保健・医療の充実 
医療機関との連携を強化し、保健・医療サービスの適切な提供に努め、各種健診の利用促

進を進め、8050 問題も含め精神障がいにも対応した地域包括支援システムの構築、医療的

ケアが必要である重度心身障がい者（児）の居場所の確保の取り組みを進めます。 

４教育・療育の充実 
障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、各支援関係

者が連携し地域における支援ネットワークの構築を進め、乳幼児期から学校卒業まで一貫して計画的

に教育や療育を行うとともに、教育・療育に特別なニーズのある子どもについて、適切な対応を図れ

る取り組みを推進します。 

５雇用・就労・社会参加の促進 
障がい者一人ひとりの意思や能力に応じた就労の場の確保、福祉的就労から一般就労への移行の促

進、就業環境の向上等を進めるため、企業、学校、福祉施設、関係機関・団体等との連携・協力によ

る支援体制の整備を図ります。同時に、就職した後の支援や離職後の再訓練など、一人ひとりの状況

に合わせた支援が行えるよう体制整備に努めます。 

６生活環境の整備 
誰もが社会のあらゆる分野に積極的に参加していくためには、建築物、道路、交通などにおけるさ

まざまなバリアを取り除き、ユニバーサルデザインの考え方のもと、誰もが利用しやすいように配慮

されている福祉のまちづくりを進め、災害時においても安心・安全な環境の整備を図ります。 

７共に生きる地域づくり 
誰もが共に生きる社会の一員として尊重され、支え合う地域づくりを目指します。自治会やまちづ

くり協議会を中心とした地域での福祉活動及び NPO をはじめとした市民グループでの活動の連携を

図るとともに、地域全体で見守る体制づくりを図ります。 

（2）7 つの基本目標の推進 
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（３）医療支援体制を充実させます。 

☆身近な地域での安心できる医療体制の充実を図ります。 

☆精神疾患は早期に発見し、継続した医療が受けられるようにします。 

☆通院などが困難な障がい者（児）が安心できる医療体制を進めます。 

☆重度心身障がい者（児）の医療的ケアの充実と居場所づくりを進めます。 

（４）発達障がい児支援を充実させます。 

☆教育・医療・福祉との連携による発達障がい（自閉症スペクトラム(ASD)、

学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）等）の早期発見に

努めるとともに発達に応じた適切な支援が受けられる療育支援ネットワー

クの構築を進めます。 

（１）相談支援の内容と対応を充実させます。 

☆関係機関と連携して障がい者とその家族からの相談に適切に応じます。 

☆相談支援の質の向上を図り、必要な情報を届けます。 

☆地域の要として「断らない相談支援」の実現を目指します。 

（3）6 つの重点施策の推進 

（６）防犯・防災力強化のための対応を充実させます。 

☆防犯体制の確立とともに、災害等の緊急事態発生時に安全かつ確実な避難行動が

行える体制の整備に努めます。 

☆防災・保健・福祉等と連携し避難行動要支援者個別支援計画の作成を進めます。 

 

（２）障がいの早期発見と予防に対応します。 

☆障がいの早期発見のための、健康診査の充実、医療との連携を強化します。 

☆適切な対応のための相談・指導体制の充実を図ります。 

☆支援者の高齢化（8050 問題）や精神障がいにも対応した地域包括支援システ

ムの構築を進めます。 

 

（５）ノーマライゼーションの理念に基づき移動支援を充実させます。 

☆移動支援について、支援者の高齢化に伴って移動手段が困難になることから、障

がいのある人の日常の移動支援の充実・強化を図ります。 
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3 目指す成果指標  

第 6 期宇陀市障がい福祉計画・第 2 期宇陀市障がい児福祉計画 

 
 
 
１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 
 

施設入所者の生活状況や本人の意向を踏まえながら、地域での生活移行について支援を行っていきます。 

（1）施設入所者数 

令和元年度末の施設入所者数 ５７人 

【目標値】 令和 5 年度末の施設入所者数 ５６人 

 

（2）施設入所者の地域生活への移行者数 

令和元年度末の施設入所者数 ５７人 

【目標値】 地域生活移行者数（令和３年度～令和５年度） ４人 

 

 

 

 

２．障がい児支援の提供体制の整備等 

 

国の基本指針により、障がいのある子どもの支援提供体制を計画的に確保することを目指します。 

指 針 項 目 目標値 

児童発達支援センターを設置 設置 

保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 構築 

重症心身障がい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 

1 カ所以上確保 
確保 

保健・医療・障がい福祉・保育・教育等関係者による協議の場を設置 設置 

 

（1）医療的ケアの必要な子どものショートステイを行う事業所の確保（本市独自） 

令和５年度における医療的ケアの必要な子どものショートステイを行う事業所数 １箇所 

 

（2）医療的ケアの必要な子どもに対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

令和５年度におけるコーディネーターの配置人数 １人 
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4 障がい福祉サービスの見込み量  
第 6 期宇陀市障がい福祉計画・第 2 期宇陀市障がい児福祉計画 

 

（1）訪問系サービス 

引き続き利用の増加傾向を想定して見込量を設定しています。また、重度訪問介護については、潜在的な

ニーズを考慮して、見込量を設定しています。 

サービス名 単位 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

居宅介護 
時間／月 706 803 909 

人／月 87 99 112 

重度訪問介護 
時間／月 116 116 116 

人／月 1 1 1 

同行援護 
時間／月 36 36 36 

人／月 4 4 4 

行動援護 
時間／月 237 237 237 

人／月 14 14 14 

重度障害者等 

包括支援 

時間／月 119 119 119 

人／月 1 1 1 

 

（2）日中活動系サービス 

全体的に利用が増加することを想定していますが、就労継続支援（Ｂ型）については、就労移行支援の利

用の増加に伴いやや減少を見込んでいます。 

サービス名 単位 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

生活介護 
人日／月 3,117 3,190 3,262 

人／月 173 177 181 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日／月 11 11 11 

人／月 1 1 1 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日／月 267 445 729 

人／月 15 25 41 

就労移行支援 
人日／月 315 374 434 

人／月 16 19 22 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日／月 342 382 423 

人／月 17 19 21 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日／月 1,126 1,091 1,055 

人／月 63 61 59 

就労定着支援 人／月 3 5 8 

療養介護 人／月 10 10 10 
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（3）障害児通所支援 

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用者数については、年々増加しており、全体的に利用が増加す

ることを想定しています。 

サービス名 単位 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

児童発達支援 
人日／月 67 79 92 

人／月 11 13 15 

医療型 
児童発達支援 

人日／月 0 0 0 

人／月 0 0 0 

放課後等 
デイサービス 

人日／月 591 739 921 

人／月 68 85 106 

保育所等 
訪問支援 

人日／月 1 1 1 

人／月 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇陀市障がい者計画・概要版 
令和３年３月 

宇陀市 健康福祉部 介護福祉課 

〒633-0292 奈良県宇陀市榛原下井足 17 番地の３ 

ＴＥＬ 0745-82-3675  ＦＡＸ 0745-82-7234 

E-mail kaigo@city.uda.lg.jp 

     

 

 

 

障がいの

ある人や

その家族 

まちづくり協議会 

自治会等 

NPO 
サークル 

ボランティア 

福祉団体 

民生委員・児童委員 

行政 

＜各サービス事業所との 

連携＞ 

社会参加（就労）、教育 

地域の助け合い 

（障がい福祉サービス） 
■訪問系・日中活動系サービス 
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 
就労継続支援、療養介護 等 

（障がい福祉サービス） 

■居住系サービス 

共同生活援助（グループ

ホーム）、施設入所支援 

社会福祉 

協議会 

地域包括支

援センター 

（障がい福祉サービス） 

■相談支援 

計画相談支援、地域移行支援 

地域定着支援 

（障がい福祉サービス） 

■地域生活支援事業、発

達障害者支援事業 

（必須事業、任意事業） 

 

[障がい児福祉サービス] 

●障害児通所支援 

児童発達支援、医療型児童

発達支援、放課後等デイサ

ービス、保育所等訪問支援 

●障害児相談支援 

 

◆地域生活支援拠点 

相談支援事業 

■短期入所 

サービス提供体制関連図 
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