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は じ め に 
近年、高齢化が進む中、障がいの重度化、重複化によ

り医療的ケアが必要な方や、社会・経済状況等の変化に

よる心的ストレスが要因と思われる精神障がいの増加が

見られ、障がい福祉を取り巻くニーズは多様化していま

す。 

そうした中、本市では、障がい福祉施策の基本的な方

向を示した「宇陀市障がい者基本計画」と、具体的な取

り組みを示した「宇陀市障がい福祉計画」及び「宇陀市

障がい児福祉計画」を一体化した「宇陀市障がい者計画」を策定し、「誰もが自分ら

しく生き、互いに認め合う共生のまち」を基本理念に施策の推進と障がい福祉サービ

ス基盤の充実に取り組んできました。 

 

このたび、本市における計画の進捗状況等を踏まえ、関連施策の基本的な方向と具

体的な取り組みを総合的・体系的に定めるため、現行計画の基本理念を継承しつつ、

取り組むべき重点項目を盛り込んだ新たな「宇陀市障がい者計画」を策定しました。 

この計画に基づき、障がいのある方々の一層の社会参加を促進し、地域や人とのつ

ながりを築きながら、安心して生活ができる共生社会を目指して関係機関との連携・

協働のもと、障がい福祉施策を推進してまいります。 

今後とも、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

最後に、この計画策定にあたり、障がい福祉に関わる様々な立場から貴重なご意見

をいただきました当計画策定委員会委員の皆さまを始め、アンケート等にご協力いた

だきました、市民・関係団体の皆さまに心からお礼を申し上げますとともに、本計画

の推進に向け、なお一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和３年３月 

宇陀市長  金 剛 一 智 
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第 1 章 計画の策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

（１）障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備  

〇平成 18 年に国連総会で「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」が.採択

され、我が国は平成 19 年に署名するとともに、条約批准に向けて国内法の整備が

進められました。 

〇平成 23 年には障害者基本法が大幅に改正され、「すべての国民が障害の有無によ

って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現」という新たな目的が掲げられるとともに、地域社会における共生、差別の

禁止（社会的障壁の除去）、国際協調という基本原則が規定されました。 

〇障がい者の定義について、個人の機能障がいに原因があるものと考える「医療モデ

ル」から、「障がい」及び「社会的障壁」（日常生活や社会生活を営む上で障壁とな

る事物、制度、慣行、観念等）により継続的に日常生活または社会生活に相当な制

限を受ける状態にあるものと規定する「社会モデル」に大きく転換し、社会的障壁

の除去を必要とする障がい者に対し、必要かつ合理的な配慮がなされなければなら

ないことが示されました。 

〇一人ひとりの希望に応じた社会活動への参加が妨げられない共生社会の実現に向

け、施設・設備のバリアフリー化といった物理的障壁の除去に加え、雇用・就学の

機会の保障やコミュニケーション手段の確保等、制度や慣行上の障壁の除去が課題

となっています。 

〇平成 23 年に「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律（障

害者虐待防止法）」、平成 24 年に「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（障害者総合支援法）」が成立、平成 25 年には、障がいのある人

への差別的取扱いを禁止し、公的機関に必要な配慮を義務付ける「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が成立し、これらの国内

法の整備を経て、平成 26 年 1 月に、障害者権利条約を批准しました。 

〇平成 28 年 6 月に障害者総合支援法が改正され、障がい者が自ら望む地域生活を営

むことができるよう「生活」と「就労」に関する支援の一層の充実を図ることとさ

れました。 

〇平成 30 年 4 月に「児童福祉法」の一部改正により、障がい児支援のニーズの多様

化にきめ細かく対応するための支援の充実を図ることとし、障害児通所・入所支援

等について、サービスの提供体制を確保するため、都道府県及び市町村において障

がい児福祉計画を策定することが定められました。 
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〇さらに、財産の管理や日常生活等に支障がある人を社会全体で支え合うために、本

市においても、成年後見制度利用促進に関する取り組みが求められます。 

 

世界と国の主な動き 

昭和 56 年（1981 年） 「国際障害者年」 

昭和 58 年（1983 年） 「国連・障害者の十年(1983-1992)」開始 

平成 5 年（1993 年） 「アジア太平洋障害者の十年(1993-2002)」開始 

「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改められる 

「障害者対策に関する新長期計画」策定 

平成 6 年（1994 年） ハートビル法施行 

平成 7 年（1995 年） 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」施行 

「障害者プラン」（ノーマライゼーション 7 か年戦略）策定  

平成 12 年（2000 年） 交通バリアフリー法施行 

平成 14 年（2002 年） 「新障害者基本計画」策定 

平成 15 年（2003 年） 「アジア太平洋障害者の十年(2003-2012)」開始 

支援費制度開始 

平成 16 年（2004 年） 障害者基本法改正により市町村による「障害者計画」の策定が義務

づけられる（平成 19 年（2007 年）4 月 1 日施行） 

平成 17 年（2005 年） 発達障害者支援法施行 

平成 18 年（2006 年） 「障害者の権利に関する条約」採択 

※「宇陀市障がい者計画」「第 1 期宇陀市障がい福祉計画」策定 

障害者自立支援法施行 

平成 21 年（2009 年）  ※「第２期宇陀市障がい福祉計画」策定 

平成 22 年（2010 年）  児童福祉法改正(通所系サービスは市町村が実施主体として再編) 

平成 22 年（2010 年）  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福

祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援する

ための関係法律の整備に関する法律成立 

障害者自立支援法改正(発達障害のある人が障害福祉サービスの給

付対象として明記) 

平成 23 年（2011 年） 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律制

定（平成 24 年〈2012 年〉10 月施行）障害者基本法改正(基本理念

に「地域社会における共生等」「差別の禁止」が追加、発達障害の

ある人が障害者として明記、その他の心身の機能の障害がある者が

「障害者」として明記) （仮称）障害者総合福祉法の法案の骨格提
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平成 24 年（2012 年） 
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福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」）成立 

「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」（「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」）へ改正（平成 25 年
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する法律「障害者差別解消法」施行 

平成 28 年（2016 年） ６月、障害者総合支援法が改正され、障害者が自ら望む地域生活を

営むことができるよう「生活」と「就労」に関する支援の一層の充

実を図るとともに、児童福祉法の一部改正により、障害児支援のニ

ーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の充実を図ること

となる（いずれも平成 30 年 4 月から施行） 

平成 28 年（2016 年） 
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 ※は、宇陀市の障がい福祉計画の策定時期を示しています。 
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（２）障がい福祉制度の変遷 

〇我が国の障がい者福祉制度は、平成 15 年度の「支援費制度」の導入により、行政

が支援内容や事業者を決定する「措置制度」から、障がい者自身がサービスを選択

し契約する方式へと大きく転換されました。 

〇平成 18 年には、それまで身体・知的・精神の障がい種別によって異なっていたサ

ービス体系を一元化し、市町村主体のサービス提供、支援の必要度に関する尺度の

導入による支給決定手続きの明確化、利用者負担の定率化等を規定した「障害者自

立支援法」が施行されました。 

〇障がい者の範囲の見直し（発達障がいを法の対象としての明確化）や、利用者負担

額の見直し（応能負担の原則化）、障がい児支援の強化等の改正を経て、平成 24

年には「障害者自立支援法」の改正により「障害者総合支援法」が成立しました。 

〇改正障害者基本法を踏まえた「共生社会の実現」という理念の導入に加え、制度の

谷間を埋めるため難病等をサービスの対象に含めること等が新たに定められまし

た。障がいのある子どもを対象としたサービスについては、「児童福祉法」の改正

により、平成 30 年度より障害児福祉計画の策定が義務付けられました。 

第２節 計画策定の趣旨 

 本市においては、平成 19 年３月に「宇陀市障がい者基本計画」を策定し、「共生と

障がい者福祉の充実」を基本理念に、施策の推進に取り組んできました。また、障が

い福祉施策については、平成 18 年度以降、3 年を１期とする「宇陀市障がい福祉計

画」をこれまで 5 期にわたって策定し、障がい福祉サービス基盤の充実を図ってきま

した。 

 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

状や課題を踏まえ、これまでの計画を見直し、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

定します。 
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第３節 計画の位置づけ 

この計画は、障害者基本法第 11 条第３項の「市町村における障害者のための施策

に関する基本的な計画」（市町村障害者計画）と、障害者総合支援法第 88 条第１項

に基づく「市町村障害福祉計画」とを一体的に策定したものです。「第 3 次宇陀市障

がい者基本計画」は、本市における障がい者施策の最も基本的な理念と方向性を明ら

かにするものであり、「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、本市における障がい福祉サービスのさらなる充実と、支援体制の計画

的な整備を目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画のいずれについても、上位計画にあたる「宇陀市総合計画」との整合性を図

るとともに、関連分野の計画である「宇陀市地域福祉計画」、「宇陀市子ども・子育て

支援事業計画」と相互に連携を図っています。また、「第 3 次宇陀市障がい者基本計

画」については、国・奈良県の計画と整合性のとれたものとし、「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」については、国の示した「基本

指針」に基づくと同時に、奈良県の「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」との連携を

図っています。 

（参考：障害者基本法第 11 条第 3 項） 

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市

町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に

関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければなら

ない。 

 

（参考：障害者総合支援法第 88 条第 1 項） 
市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律

に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を

定めるものとする。 

 

（参考：児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項） 
市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確

保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市

町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 
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第４節 計画の期間 

 本計画は、宇陀市障がい者基本計画・宇陀市障がい福祉計画及び宇陀市障がい児福

祉計画を一体的に策定しています。このうち、「第 3 次宇陀市障がい者基本計画」に

ついては、計画期間を令和 3 年度から 8 年度までの 6 年間とし、障がい者施策の基

本方針の安定を図ります。 

「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」につい

ては、国の基本指針において計画期間を３年とすることが定められています。 

（年度） 

Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

         

 

  

見直し 見直し 
見直し 

第３次宇陀市障がい者基本計画 

（R3～R8 年度） 

 

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（Ｈ30～R2 年度） 

第 1 期宇陀市障がい児福

祉計画（Ｈ30～R2 年度） 

 

 

 

見直し 見直し 

第 6 期宇陀市障がい福祉

計画（R3～R5 年度） 

第 2 期宇陀市障がい児福

祉計画（R3～R5 年度） 

 

第 7 期宇陀市障がい福祉

計画（R6～R8 年度） 

第 3 期宇陀市障がい児福

祉計画（（R6～R8 年度） 
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第５節 計画の策定体制 

（１）計画策定の機関 

 本計画は、学識経験者、当事者団体・関係団体・機関の代表者、市議会議員代表者

等で構成する「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策定委員会」に諮問し、当該審議会の意見を踏まえて策

定します。 

 

（２）障がい当事者のニーズや意見の把握 

 本計画の策定に先立ち、各種障害者手帳所持者等を対象に、日頃の生活実態や障が

い福祉サービスの利用状況等についてアンケート調査を実施しました。同時に、当事

者団体・関係団体に対して、障がい者支援の課題等について尋ねる団体ヒアリングを

実施し、計画作成の基礎資料としました。 

 

（３）奈良県・関係機関との連携 

 この計画の策定にあたっては、奈良県とのヒアリングや協議を重ね、県の計画との

整合性を図るとともに、連携して事業を推進する体制づくりに努めました。また、広

域的な連携による支援が求められる課題については、関係機関や近隣自治体と連絡・

調整の場を持ち、相互に協力して障がい者支援を推進する体制の整備を図ります。 
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■国が示す障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針見直しの主なポイント 

（抜粋） 

①地域における生活の維持及び継続の推進 

・地域生活支援拠点等の機能の充実を進める。 

・日中サービス支援型共同生活援助等のサービスを踏まえた地域移行の検討 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・アルコール、薬物及びギャンブル等依存症をはじめとする依存症について、自治体や関係者等

の地域の包括的な連携協力体制の構築や依存症の理解促進等、依存症にかかる取組事項を盛り

込む。 

③相談支援体制の充実・強化等 

・それぞれの地域における相談支援体制について検証・評価を行うとともに、総合的な相談支援

体制、専門的な指導・助言及び人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた検討を行う。 

④障害福祉人材の確保 

・将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供していくために、提供体制と合わせてそれ

を担う人材を確保していくため、関係者が協力して、障害福祉の現場が魅力的な職場であるこ

との周知・広報等に取り組んでいくことが重要である。 

⑤福祉施設から一般就労への移行等 

・一般就労への意向や工賃・賃金向上への取組を一層促進させる。 

・就労定着支援事業の利用促進を図り、障害者が安心して働き続けられる環境整備を進める。 

・地域共生社会の実現に向け「農福連携ビジョン」を踏まえた農福連携を更に推進するとともに、

多様なニーズに対応した就労支援として、大学在学中の学生や高齢者に対する就労支援につい

て追加する。 

⑥発達障害者等支援の一層の充実 

・発達障害者等に対して適切な対応を行うため、ペアレントプログラムやペアレントトレーニン

グ等の発達障害者等の家族等に対する支援体制の充実を図る。 

・発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診

断等を専門に行うことができる医療機関等を確保することの重要性を盛り込む。 

⑦障害者の社会参加を支える取組 

・障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成三十年法律第四十七号）を踏まえ、障害

者が文化芸術を享受し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障

害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。 

・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第四十九号）を踏まえ、視

覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する。 

⑧「地域共生社会」の実現に向けた取組 

・地域のあらゆる住民が、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共

生社会の実現に向け、「相談支援」「参加支援（社会とのつながりや参加の支援）」「地域やコミ

ュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援」を一体的に実施する包括支援体制につい

て、基本的な姿勢や理念を盛り込む。 
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⑨障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

・児童発達支援センターや障害児入所施設について、今後果たすべき役割を明記する。 

・障害児入所支援における 18 歳以降の支援のあり方について、関係機関が参画して協議を行う 

体制の整備について盛り込む。 

・自治体における重症心身障害児及び医療的ケア児のニーズの把握の必要性について明記する。 

⑩障害福祉サービスの質の向上 

・多様となっている障害福祉サービスを円滑に実施し、より適切に提供できるよう、サービス事

業所や自治体における研修体制の充実や適正なサービス提供が行えているかどうかを情報収

集する等の取組について、基本指針に盛り込む。 
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市町村障害者基本計画 市町村障害福祉計画 市町村障害児福祉計画

根拠法
障害者基本法
（第11条第3項）

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
（第88条）

児童福祉法（第33条）

位置付け
当該市町村における障害者のための施
策に関する基本的な計画

障害福祉サービスの提供体制の確保そ
の他この法律に基づく業務の円滑な実
施に関する計画

障害児通所支援および障害児相談支援の
提供体制の確保そのほか障害児通所支援
および障害児相談支援の円滑な実施に関
する計画

計画期間 中長期（5～10年程度） 3年を1期 3年を1期

［総論］ (1) 障害福祉サービス、相談支援および （1）障害児通所支援および障害児相談支

○基本理念 　地域生活支援事業の提供体制の確保 　援の提供体制の確保に係る目標に関する

○計画期間 　に係る目標に関する事項 　事項

［各論］ （2）各年度における指定障害福祉サービス （2）各年度における指定通所支援または

○障害者の現状等 　指定地域相談支援または指定計画相談 　指定障害児相談支援の種類ごとの必要な

○主な整備目標 　支援の種類ごと必要な量の見込み 　量の見込み

○施策の展開 （3）地域生活支援事業の種類ごとの実施 （3）その他

1　生活環境 　に関する事項

2　情報アクセシビリティおよび意思疎通支援 （4）（任意記載）補装具費の支給・障害児

3　防災・防犯 　通所支援　等

4　差別解消、権利擁護・虐待防止 （5）その他

5　生活支援・意思決定支援

6　保険・医療

7　行政における配慮

8　雇用・就業、経済的自立支援

9　教育

10　文化芸術活動・スポーツ振興

11　国際社会協力、連携

宇陀市
現計画名

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 第2期宇陀市障がい児福祉計画

計画期間 6ヵ年（令和3年度～令和8年度） 3ヵ年（令和3年度～令和5年度） 3ヵ年（令和3年度～令和5年度）

（国・県の障害者計画と障害福祉計画）

国の
現計画名

障害者基本計画 （基本指針） （基本指針）

計画期間 5ヵ年（平成30年度～令和4年度）

県の
現計画名

奈良県障害者計画 （基本指針） （基本指針）

計画期間 5ヵ年（令和2年度～令和6年度）

計画に定める
事項

◎「（市町村）障害者基本計画」と「（市町村）障害福祉計画・障害児福祉計画」 
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◎根拠法と内容 
（１）第 3 次宇陀市障がい者基本計画 〇根拠法令：障害者基本法第 11 条第 3 項 

〇内  容：宇陀市における障がいのある人のための

施策に関する基本を定めるもの 
第 6、7 期宇陀市障がい福祉計画及び第 2、3 期宇陀市

障がい児福祉計画に示す障がい福祉サービスの提供

等に関する施策の基本的な方向を示すもの 
〇対  象：障害者基本法第 2 条に定義される障害者 
・身体障害・知的障害・精神障害（発達障害含む）、

その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障

壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な

制限を受ける状態にある人 
※社会的障壁とは…障害がある者にとって日常生活

または社会生活を営む上で障壁となるような、施設・

設備、制度、慣習・観念等のこと 
〇計画期間：令和 3 年度～令和 8 年度の 6 カ年度 
令和 2 年度中に策定 

（２）第 6 期宇陀市障がい福祉計画 〇根拠法令：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 
〇内  容：障害のある人の地域移行や一般就労への

移行について数値目標を定めるとともに、障害者総合

支援法に基づく障害福祉サービスについて必要量を

見込み、その提供方針を示すもの 
〇計画期間：令和 3 年度から令和 5 年度の 3 カ年度、

令和 2 年度中に策定 
（３）第 2 期宇陀市障がい児福祉計画 〇根拠法令：児童福祉法第 33 条の 20 及び 22 

〇内  容：障害児の地域生活を支援するためのサー

ビス基盤整備等に係る数値目標を定めるとともに、障

害児通所支援等を提供するための体制の確保を計画

的に定めるもの 
〇計画期間：令和 3 年度から令和 5 年度の 3 カ年度 
令和 2 年度中に策定 
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第２章 宇陀市における障がい者（児）の現状 

第１節 障がい者の状況 

（１）障害者手帳所持者数の推移 

本市の障害者手帳所持者数は、過半数を身体障害者手帳所持者が占めていますが、

平成27年度から令和2年度にかけて、ややその比率は下がっています。 

手帳所持者数の総数については、平成29年度以降、増加傾向が続いていますが、

これは、療育、精神障害者保健福祉手帳所持者が増加していることによるものです。 
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または社会生活を営む上で障壁となるような、施設・

設備、制度、慣習・観念等のこと 
〇計画期間：令和 3 年度～令和 8 年度の 6 カ年度 
令和 2 年度中に策定 

（２）第 6 期宇陀市障がい福祉計画 〇根拠法令：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 
〇内  容：障害のある人の地域移行や一般就労への

移行について数値目標を定めるとともに、障害者総合

支援法に基づく障害福祉サービスについて必要量を

見込み、その提供方針を示すもの 
〇計画期間：令和 3 年度から令和 5 年度の 3 カ年度、

令和 2 年度中に策定 
（３）第 2 期宇陀市障がい児福祉計画 〇根拠法令：児童福祉法第 33 条の 20 及び 22 

〇内  容：障害児の地域生活を支援するためのサー

ビス基盤整備等に係る数値目標を定めるとともに、障

害児通所支援等を提供するための体制の確保を計画

的に定めるもの 
〇計画期間：令和 3 年度から令和 5 年度の 3 カ年度 
令和 2 年度中に策定 
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第２章 宇陀市における障がい者（児）の現状 

第１節 障がい者の状況 

（１）障害者手帳所持者数の推移 

本市の障害者手帳所持者数は、過半数を身体障害者手帳所持者が占めていますが、

平成27年度から令和2年度にかけて、ややその比率は下がっています。 

手帳所持者数の総数については、平成29年度以降、増加傾向が続いていますが、

これは、療育、精神障害者保健福祉手帳所持者が増加していることによるものです。 
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（２）人口に占める障害者手帳所持者の推移 

本市の人口は、近年、減少が続いていますが、障害者手帳所持者数は種別により増

加または横ばいとなっており、結果として障害者手帳所持者は増加しています。 

特に、平成29年度以降は精神障害者保健福祉手帳所持者が増えており、療育手帳

所持者についても微増の傾向がみられます。 
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  資料：宇陀市福祉事務所  
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（３）身体障害者手帳所持者の状況 

①等級別手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳の等級別所持者数の推移をみると、平成27年度から令和2年度に

かけて、手帳所持者は減少傾向を示していることもあり、令和2年度では前年より、

1級が25人、2級が10人、3級が6人、5級が2人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②障がい部位別手帳所持者数の推移 

肢体不自由では、減少傾向を示しています。次いで内部障がいが多くなっていま

すが、ほぼ横ばいの状況です。 

その他の視覚、聴覚・平衡機能及び音声・言語・そしゃく機能障がいでは大きな

変化はありません。 
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（２）人口に占める障害者手帳所持者の推移 
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肢体不自由では、減少傾向を示しています。次いで内部障がいが多くなっていま

すが、ほぼ横ばいの状況です。 

その他の視覚、聴覚・平衡機能及び音声・言語・そしゃく機能障がいでは大きな
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（４）療育手帳所持者の状況 

①等級別手帳所持者数の推移 

等級別手帳所持者数の推移では、平成22年６月より、A・Bの２分類からA１・

A２・B１・B２の４分類に変更されたこともあり、A・Bの所持者数は減少し、A

１・A２・B１・B２の所持者数は平成27年度以降増加傾向となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（５）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

①等級別手帳所持者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、近年急速に増加しています。平成27年度

以降、令和2年度までで6.6倍に伸びています。これは、実際に精神障がいのある

人の増加に加え、これまで手帳を取得してこなかった人が、取得するようになった

ということが考えられます。 

 

  

  

  資料：宇陀市福祉事務所 

資料：宇陀市福祉事務所 
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（６）自立支援医療受給者の推移 

①自立支援医療受給者数については、これまで更生医療受給者は増加傾向を示して

いましたが、平成 30 年をピークに減少に転じています。 

精神通院については、増加傾向にあります。 
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（５）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

①等級別手帳所持者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、近年急速に増加しています。平成27年度

以降、令和2年度までで6.6倍に伸びています。これは、実際に精神障がいのある

人の増加に加え、これまで手帳を取得してこなかった人が、取得するようになった

ということが考えられます。 

 

  

  

  資料：宇陀市福祉事務所 

資料：宇陀市福祉事務所 
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（６）自立支援医療受給者の推移 

①自立支援医療受給者数については、これまで更生医療受給者は増加傾向を示して

いましたが、平成 30 年をピークに減少に転じています。 

精神通院については、増加傾向にあります。 
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第 2 節 団体・事業所ヒアリングにみる障がい者の状況 

①市内の障がい当事者団体（家族会）を対象に、自由記述形式の調査票を用いたヒア

リング調査を実施しました。主な意見を以下にまとめています。 

 

■自由記述 

主な意見 

◎いろんなサービスがあっても、どうすれば良いのかわからない人、障がい者もたくさんいると

思います。定期的に、訪問からが第一歩、独居老人が増えていきますので検討をお願いします。 

◎ひまわり会（家族会）会員は11名で手帳所持者の3.6％にすぎません。人口の1％が（疾患を

発症している時代にあります。2014年に、ニーズを把握するためアンケート調査が実施され

計画（第2次）に反映されています。（団体として「地域」に支援をもとめること） 

◎5年過ぎた現在、当時40～70歳（比率55％）の当事者は46～76歳に達しています。まさに、

8050と家族を含めた実態調査をお願いします。 

◎福祉サービスの窓口担当のあり方について、精神障がい者は特にコミュニケーション能力が劣

る障がいがあり、本人が直に窓口に行って申請手続き等をすることに大きな負担感があります。

これらをご理解いただき、「福祉行政サービス知識」と共にコミュニケーションを高めて頂き、

このためには移動については特段の配慮をお願いいたします。 

◎ろう高齢者も安心して入居できるよう手話のできる職員や介護ヘルパーを求めます。 

◎公共機関以外にもお店や飲食店、スーパー等でも生活の場でいつでも、どこでも手話で通じ合

える社会になればよいと思います。皆さんに手話を少しづつ学んでいって、理解してもらいた

いです。そうなることで災害時等の支援につながると思います。  

◎同じ聴覚障がい者のなかでも難聴者との交流を持つことにより、同じ悩みや問題について一緒

に考えていきたいです。 

◎今、利用させて頂いているサービスで、特に不満に感じる点はないという意見が多かったです

（地域生活支援事業）。 

 

■団体として地域でのつながりネットワークについて 

主な意見 

◎地域には、障がい者手帳を取得している人も多い、年2回は交流の場があればよいと思います。 

◎自治会や民生委員が自宅訪問をして話を聞いてもらうことから始まります。 

自治会や校区、大雨、台風警報等の時の避難方法が心配です。 

自治会や民生委員は身体の不自由な人には連絡を取る等連携をして、安心して暮らせるような

社会を望んでいます。 

◎自然災害が起これば地域の人に助けて頂けるように、つながり連携は大切だと思います。 
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■就労支援について 

主な意見 

◎就労につながる事業者が少ない。 

就労支援B型事業所をもっと増やしてほしい。 

◎単なる内職仕事でなく、就労支援A型につながるタイプや一般就労につながる事業所を誘致し

てほしい。 

 

■居住系サービスについて 

主な意見 

◎精神保健福祉士が巡回する「グループホーム」を設置してほしい。 

 

■移動支援について 

主な意見 

◎通所、通院に親が送迎している事例も多く交通費が高くなる。 

障害年金だけでは適宜医療を受けない、ひきこもり等の要因になっている。やっていけない。 

◎身体、知的障がい者に適用されている交通運賃割引制度から精神障がい者は除外されていま

す。 

◎全国家族会の運動で2019年６月26日国土交通委員会で請願は採択されたものの実現してい

ません。「交通事業者への働きかけを強める」採択を宇陀市議会でも2020年3月に可決頂き

ましたので、フォローをお願いします。 

◎市内で利用できる事業者が少なく、新規の利用受付はできないくらいの状況になっていた。（移

動支援事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

第 2 節 団体・事業所ヒアリングにみる障がい者の状況 
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◎同じ聴覚障がい者のなかでも難聴者との交流を持つことにより、同じ悩みや問題について一緒

に考えていきたいです。 

◎今、利用させて頂いているサービスで、特に不満に感じる点はないという意見が多かったです
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自治会や校区、大雨、台風警報等の時の避難方法が心配です。 

自治会や民生委員は身体の不自由な人には連絡を取る等連携をして、安心して暮らせるような

社会を望んでいます。 
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■就労支援について 
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◎単なる内職仕事でなく、就労支援A型につながるタイプや一般就労につながる事業所を誘致し

てほしい。 
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◎精神保健福祉士が巡回する「グループホーム」を設置してほしい。 

 

■移動支援について 

主な意見 

◎通所、通院に親が送迎している事例も多く交通費が高くなる。 

障害年金だけでは適宜医療を受けない、ひきこもり等の要因になっている。やっていけない。 

◎身体、知的障がい者に適用されている交通運賃割引制度から精神障がい者は除外されていま

す。 

◎全国家族会の運動で2019年６月26日国土交通委員会で請願は採択されたものの実現してい

ません。「交通事業者への働きかけを強める」採択を宇陀市議会でも2020年3月に可決頂き

ましたので、フォローをお願いします。 

◎市内で利用できる事業者が少なく、新規の利用受付はできないくらいの状況になっていた。（移

動支援事業） 
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②市内のサービス提供事業者を対象に、自由記述形式の調査票を用いたヒアリング調

査を実施しました。主な意見を以下にまとめています。 

 

■自由記述（提案・希望） 

主な意見 

◎「障がい者」だけが集う場所ではなく、地域の色んな人が集い共に活動するような機会と場所

を創る。 

その際に市が地域の使用していない公共施設や土地の活用を推進する。（使用していない公共

施設の利用） 

◎住居またはグループホームとして利用可能な物件の斡旋及び整備の補助。（空き家対策） 

◎福祉系の大学や専門学校、高校との提携（人材確保） 

現状、それぞれの法人や事業所が個別につながっているところはあるが、市として福祉人材確

保の観点より各学校と提携を結び実習や見学等を進めていく。 

個々の事業所で人材確保を行なっていくのは限界である。 

◎障がいのある方の生活所得の補償（社会保障）生活保護の活用を始め、地域自立生活のための

所得確保の方法を本人や事業所と考えていくこと。 

◎当事者ご本人の思いや意見が行政等に直接届き、施策等へ反映される仕組み。（協議会の強化） 

◎『障がい福祉課』の設立（機能強化）。制度改正や法律改正、複雑化していく地域の問題に対

応できるようにお願いしたいです。 

◎宇陀市在住の利用者を増やしていくことで、より一層地域に密着した活動を行うことで、地元

である宇陀市へ貢献していきたい。 

◎利用者が施設外で活躍できる場所、宇陀市にて就労を見込める場所の情報が必要なので、市役

所や宇陀市内の他のサービス事業所との連携を強めていきたい。 

◎何もかもサービスで対応するのも違いますし、本来の利用目的から大きく逸脱した支援をする

ことも違うと思いますが、事業所自体が少なく選択肢が限られる中で本来のニーズ、または地

域に応じたサービスの柔軟性が求められたり、工夫が必要かと思います。 

 

■障がい者虐待防止への取り組み意見 

主な意見 

◎定例の職員会議にて虐待防止の為の課題を決め、実施した結果の振り返りを行う。 

 

■宇陀市の障がい福祉やサービス事業所への支援に関する意見 

主な意見 

◎昨今、「障がい福祉」＝「サービス提供」とだけ認識されている担当者や事業者等が増えてき

ている。「障がい」の問題はこの国が批准している国連の「権利条約」に提唱されている通り

「社会モデル」の考えに立つと、社会や環境が作り出しているものであり、問題解決における

責任の所在は障がいのある本人や家族、いわゆる「個人」ではなく「社会」といわれる町や地

域にある。 

これらを解決していくには、この超高齢社会で人口３万人を切った宇陀市の現状を踏まえなが

ら、「サービス提供」だけではなくご本人を中心にした「地域づくり」の展開を官民協働で担

っていくことが重要であると考える。 
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■どのようなことについて、どのような団体との連携が必要か 

主な意見 

◎医療との連携がとりにくい。関係機関や担当者が把握できていない。 

◎ネットワークがあると地域との情報交換がとれやすく連携もとれやすいから。 

◎どのようなことについても、理念の共有と様々な事柄の共通理解とそれぞれの事業所が役割を

しっかりと担う意識が前提になると思います。今後、あんしんセンター等高齢分野や医療関係

との連携の必要性は増してくると思われますが、その辺りをしっかりと確認した上での連携な

らば意味があるかと思います。逆に言うとそれができなければ必要ないかと思います。 

◎子供達それぞれの特性を共有する為。家庭、学校、学童、行政、事業所でのネットワークが必

要だと思います。 

◎市役所。草刈り作業等、屋外での作業をてきぱきと行える利用者が多く、事業所外でも活躍で

きる場所の紹介をいただきたい。 

◎居宅介護や短期入所、外出の支援等本人の暮らしの一部に関わりのため、多角的な視点や情報

の共有が気軽にできる関係。 

◎地域の小中学校との連携による児童の支援 

 

■サービスの拡大等を考えていない理由 

主な意見 

◎現在、すでにさまざまなサービスを行っているので新たなサービスができても対応するのが難

しい。 

◎新たなサービスを展開するために必要な人員の確保の見通しがつかない為。 

◎現在の人員では困難なため。 

 

■今後拡大したいサービス名 

主な意見 

◎放課後等デイサービス 

◎生活介護 

 

■設置の時期や規模 

主な意見 

◎スタッフが揃い次第なので時期は未定（放課後デイサービス） 

◎未定（生活介護） 

◎同じ場所でなら20人、新規開設の場合は10人（放課後デイサービス） 

◎10名（生活介護） 
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②市内のサービス提供事業者を対象に、自由記述形式の調査票を用いたヒアリング調

査を実施しました。主な意見を以下にまとめています。 

 

■自由記述（提案・希望） 

主な意見 

◎「障がい者」だけが集う場所ではなく、地域の色んな人が集い共に活動するような機会と場所

を創る。 

その際に市が地域の使用していない公共施設や土地の活用を推進する。（使用していない公共

施設の利用） 

◎住居またはグループホームとして利用可能な物件の斡旋及び整備の補助。（空き家対策） 

◎福祉系の大学や専門学校、高校との提携（人材確保） 

現状、それぞれの法人や事業所が個別につながっているところはあるが、市として福祉人材確

保の観点より各学校と提携を結び実習や見学等を進めていく。 

個々の事業所で人材確保を行なっていくのは限界である。 

◎障がいのある方の生活所得の補償（社会保障）生活保護の活用を始め、地域自立生活のための

所得確保の方法を本人や事業所と考えていくこと。 

◎当事者ご本人の思いや意見が行政等に直接届き、施策等へ反映される仕組み。（協議会の強化） 

◎『障がい福祉課』の設立（機能強化）。制度改正や法律改正、複雑化していく地域の問題に対

応できるようにお願いしたいです。 

◎宇陀市在住の利用者を増やしていくことで、より一層地域に密着した活動を行うことで、地元

である宇陀市へ貢献していきたい。 

◎利用者が施設外で活躍できる場所、宇陀市にて就労を見込める場所の情報が必要なので、市役

所や宇陀市内の他のサービス事業所との連携を強めていきたい。 

◎何もかもサービスで対応するのも違いますし、本来の利用目的から大きく逸脱した支援をする

ことも違うと思いますが、事業所自体が少なく選択肢が限られる中で本来のニーズ、または地

域に応じたサービスの柔軟性が求められたり、工夫が必要かと思います。 

 

■障がい者虐待防止への取り組み意見 

主な意見 

◎定例の職員会議にて虐待防止の為の課題を決め、実施した結果の振り返りを行う。 

 

■宇陀市の障がい福祉やサービス事業所への支援に関する意見 

主な意見 

◎昨今、「障がい福祉」＝「サービス提供」とだけ認識されている担当者や事業者等が増えてき

ている。「障がい」の問題はこの国が批准している国連の「権利条約」に提唱されている通り

「社会モデル」の考えに立つと、社会や環境が作り出しているものであり、問題解決における

責任の所在は障がいのある本人や家族、いわゆる「個人」ではなく「社会」といわれる町や地

域にある。 

これらを解決していくには、この超高齢社会で人口３万人を切った宇陀市の現状を踏まえなが

ら、「サービス提供」だけではなくご本人を中心にした「地域づくり」の展開を官民協働で担

っていくことが重要であると考える。 
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■どのようなことについて、どのような団体との連携が必要か 

主な意見 

◎医療との連携がとりにくい。関係機関や担当者が把握できていない。 

◎ネットワークがあると地域との情報交換がとれやすく連携もとれやすいから。 

◎どのようなことについても、理念の共有と様々な事柄の共通理解とそれぞれの事業所が役割を

しっかりと担う意識が前提になると思います。今後、あんしんセンター等高齢分野や医療関係

との連携の必要性は増してくると思われますが、その辺りをしっかりと確認した上での連携な

らば意味があるかと思います。逆に言うとそれができなければ必要ないかと思います。 

◎子供達それぞれの特性を共有する為。家庭、学校、学童、行政、事業所でのネットワークが必

要だと思います。 

◎市役所。草刈り作業等、屋外での作業をてきぱきと行える利用者が多く、事業所外でも活躍で

きる場所の紹介をいただきたい。 

◎居宅介護や短期入所、外出の支援等本人の暮らしの一部に関わりのため、多角的な視点や情報

の共有が気軽にできる関係。 

◎地域の小中学校との連携による児童の支援 

 

■サービスの拡大等を考えていない理由 

主な意見 

◎現在、すでにさまざまなサービスを行っているので新たなサービスができても対応するのが難

しい。 

◎新たなサービスを展開するために必要な人員の確保の見通しがつかない為。 

◎現在の人員では困難なため。 

 

■今後拡大したいサービス名 

主な意見 

◎放課後等デイサービス 

◎生活介護 

 

■設置の時期や規模 

主な意見 

◎スタッフが揃い次第なので時期は未定（放課後デイサービス） 

◎未定（生活介護） 

◎同じ場所でなら20人、新規開設の場合は10人（放課後デイサービス） 

◎10名（生活介護） 
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第 3 節 障がい福祉サービスの実績 

（１）訪問系サービス 

（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） 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

障害支援区分１以上の人に対し、居宅において入浴・排せつ・食事

等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談、助言

その他の生活全般にかかる援助を行います。 

重度訪問介護 

重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に対して、入浴、排せ

つ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相

談や助言等、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護

を総合的に行います。 

同行援護 
視覚障がいにより、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。 

行動援護 

行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある人が、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、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必

要な援助を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

常に介護を必要とする人の中でも、特に介護の必要度が高い人に対

して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、

短期入所等のサービスを包括的に提供します。 
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利用実績は、「居宅介護」「同行援護」の利用者数が増加しており、特に「居宅介

護」の利用者数が計画値を大きく上回っている状況となっています。 

重度訪問介護、重度障害者等包括支援について実績はありませんでした。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

居宅介護 

時間／月 

計画値 

401 405 409 

人／月 58 66 75 

時間／月 

実績値 

562 548 655 

人／月 80 81 77 

重度訪問介護 

時間／月 

計画値 

119 119 119 

人／月 1 1 1 

時間／月 
実績値 

0 0 0 

人／月 0 0 0 

同行援護 

時間／月 
計画値 

42 44 46 

人／月 7 10 14 

時間／月 

実績値 

56 53 36 

人／月 4 4 4 

行動援護 

時間／月 
計画値 

345 400 464 

人／月 17 21 26 

時間／月 
実績値 

258 257 234 

人／月 15 16 14 

重度障害者等 

包括支援 

時間／月 
計画値 

119 119 119 

人／月 1 1 1 

時間／月 
実績値 

0 0 0 

人／月 0 0 0 
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第 3 節 障がい福祉サービスの実績 

（１）訪問系サービス 

（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） 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

障害支援区分１以上の人に対し、居宅において入浴・排せつ・食事

等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談、助言

その他の生活全般にかかる援助を行います。 

重度訪問介護 

重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に対して、入浴、排せ

つ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相

談や助言等、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護

を総合的に行います。 

同行援護 
視覚障がいにより、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。 

行動援護 

行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある人が、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、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必

要な援助を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

常に介護を必要とする人の中でも、特に介護の必要度が高い人に対

して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、

短期入所等のサービスを包括的に提供します。 
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利用実績は、「居宅介護」「同行援護」の利用者数が増加しており、特に「居宅介

護」の利用者数が計画値を大きく上回っている状況となっています。 

重度訪問介護、重度障害者等包括支援について実績はありませんでした。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

居宅介護 

時間／月 

計画値 

401 405 409 

人／月 58 66 75 

時間／月 

実績値 

562 548 655 

人／月 80 81 77 

重度訪問介護 

時間／月 

計画値 

119 119 119 

人／月 1 1 1 

時間／月 
実績値 

0 0 0 

人／月 0 0 0 

同行援護 

時間／月 
計画値 

42 44 46 

人／月 7 10 14 

時間／月 

実績値 

56 53 36 

人／月 4 4 4 

行動援護 

時間／月 
計画値 

345 400 464 

人／月 17 21 26 

時間／月 
実績値 

258 257 234 

人／月 15 16 14 

重度障害者等 

包括支援 

時間／月 
計画値 

119 119 119 

人／月 1 1 1 

時間／月 
実績値 

0 0 0 

人／月 0 0 0 
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（２）日中活動系サービス等 

（生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・ 

就労継続支援（Ａ型）・就労継続支援（Ｂ型）・就労定着支援・療養介護） 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

生活介護 

常時介護が必要である人に対して、昼間、入浴・排せつ・食事の介

護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供しま

す。 

自立訓練 

（機能訓練） 

地域生活・自立生活への移行等を図る上で支援が必要な身体障がい

のある人に対し、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、日常生活にかかる訓練

等の支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

地域生活・自立生活への移行等を図る上で生活能力の維持・向上等

の支援が必要な人に対し、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等の支援

を行います。 

就労移行支援 

一般就労を希望する 65 歳未満の障がいのある人に対し、生産活

動や職場体験を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練や、適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への

定着のために必要な相談等の支援を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型） 

企業等に就労することが困難な人であって、雇用契約に基づき、継

続的に就労することが可能な 65 歳未満の障がいのある人に対し、

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・能力の向上を図る等の支援を行います。 

就労継続支援 

（B 型） 

年齢や体力の面で雇用されることが困難な人を対象に、一定の賃金

水準に基づく働く場を提供するとともに、雇用形態への移行に必要

な知識及び能力を習得するための訓練を行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障

がい者の就労の継続を図るため、各関係者と連絡調整を行うととも

に、雇用に伴い生じる生活の問題についての相談、助言等の必要な

支援を行います。 

療養介護 

病院等への長期入院による医療に加え、常時介護を必要とする人を

対象に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常

生活上の援助を行います。 

25 
 

① 生活介護 

利用実績は、各年度計画値を下回りましたが、年々利用者数は微増しています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

生活介護 

人日／月 計

画

値 

3,149 3,434 3,741 

人／月 178 197 219 

人日／月 実

績

値 

2,885 2,966 3,045 

人／月 162 165 169 

 

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

利用実績は、減少傾向を示しており、令和 2 年度の実績数は計画値を下回って

います。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日／月 計

画

値 

53 55 57 

人／月 6 6 6 

人日／月 実

績

値 

37 13 11 

人／月 3 1 1 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日／月 計

画

値 

180 180 180 

人／月 10 10 10 

人日／月 実

績

値 

350 256 160 

人／月 18 13 9 
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（２）日中活動系サービス等 

（生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・ 

就労継続支援（Ａ型）・就労継続支援（Ｂ型）・就労定着支援・療養介護） 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

生活介護 

常時介護が必要である人に対して、昼間、入浴・排せつ・食事の介

護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供しま

す。 

自立訓練 

（機能訓練） 

地域生活・自立生活への移行等を図る上で支援が必要な身体障がい

のある人に対し、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、日常生活にかかる訓練

等の支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

地域生活・自立生活への移行等を図る上で生活能力の維持・向上等

の支援が必要な人に対し、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等の支援

を行います。 

就労移行支援 

一般就労を希望する 65 歳未満の障がいのある人に対し、生産活

動や職場体験を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練や、適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への

定着のために必要な相談等の支援を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型） 

企業等に就労することが困難な人であって、雇用契約に基づき、継

続的に就労することが可能な 65 歳未満の障がいのある人に対し、

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・能力の向上を図る等の支援を行います。 

就労継続支援 

（B 型） 

年齢や体力の面で雇用されることが困難な人を対象に、一定の賃金

水準に基づく働く場を提供するとともに、雇用形態への移行に必要

な知識及び能力を習得するための訓練を行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障

がい者の就労の継続を図るため、各関係者と連絡調整を行うととも

に、雇用に伴い生じる生活の問題についての相談、助言等の必要な

支援を行います。 

療養介護 

病院等への長期入院による医療に加え、常時介護を必要とする人を

対象に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常

生活上の援助を行います。 
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① 生活介護 

利用実績は、各年度計画値を下回りましたが、年々利用者数は微増しています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

生活介護 

人日／月 計

画

値 

3,149 3,434 3,741 

人／月 178 197 219 

人日／月 実

績

値 

2,885 2,966 3,045 

人／月 162 165 169 

 

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

利用実績は、減少傾向を示しており、令和 2 年度の実績数は計画値を下回って

います。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日／月 計

画

値 

53 55 57 

人／月 6 6 6 

人日／月 実

績

値 

37 13 11 

人／月 3 1 1 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日／月 計

画

値 

180 180 180 

人／月 10 10 10 

人日／月 実

績

値 

350 256 160 

人／月 18 13 9 
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③ 就労移行支援・就労継続支援（A 型・B 型）・就労定着支援 

利用実績について、就労移行支援は増加しており、計画値を上回っています。就

労継続支援 A 型では、各年度により利用者数にばらつきがあり、令和元年度、2 年

度ともに、計画値を下回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

就労移行支援 

人日／月 計

画

値 

221 221 221 

人／月 13 13 14 

人日／月 実

績

値 

207 243 276 

人／月 12 13 14 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日／月 計

画

値 

268 335 419 

人／月 15 20 27 

人日／月 実

績

値 

292 280 322 

人／月 15 14 16 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日／月 計

画

値 

1,135 1,214 1,298 

人／月 75 81 87 

人日／月 実

績

値 

1,076 1,209 1,162 

人／月 67 71 65 

就労定着支援 人／月 

実

績

値 

0 0 1 
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④ 療養介護 

利用実績は、各年度において計画値を下回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

療養介護 

人／月 

計

画

値 

12 13 14 

人／月 

実

績

値 

10 10 10 

 

 

（３）短期入所 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

短期入所 

居宅で介助する人が病気等の理由により、障がい者支援施設やその他

の施設へ短期間の入所を必要とする障がいのある人に対して、短期

間・夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 

 

 

利用実績は、計画値を上回り、増加しています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

短期入所 

人日／月 
計画値 

155 160 164 

人／月 32 36 40 

人日／月 
実績値 

220 228 293 

人／月 40 40 44 
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③ 就労移行支援・就労継続支援（A 型・B 型）・就労定着支援 

利用実績について、就労移行支援は増加しており、計画値を上回っています。就

労継続支援 A 型では、各年度により利用者数にばらつきがあり、令和元年度、2 年

度ともに、計画値を下回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

就労移行支援 

人日／月 計

画

値 

221 221 221 

人／月 13 13 14 

人日／月 実

績

値 

207 243 276 

人／月 12 13 14 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日／月 計

画

値 

268 335 419 

人／月 15 20 27 

人日／月 実

績

値 

292 280 322 

人／月 15 14 16 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日／月 計

画

値 

1,135 1,214 1,298 

人／月 75 81 87 

人日／月 実

績

値 

1,076 1,209 1,162 

人／月 67 71 65 

就労定着支援 人／月 

実

績

値 

0 0 1 

 

  

27 
 

④ 療養介護 

利用実績は、各年度において計画値を下回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

療養介護 

人／月 

計

画

値 

12 13 14 

人／月 

実

績

値 

10 10 10 

 

 

（３）短期入所 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

短期入所 

居宅で介助する人が病気等の理由により、障がい者支援施設やその他

の施設へ短期間の入所を必要とする障がいのある人に対して、短期

間・夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 

 

 

利用実績は、計画値を上回り、増加しています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

短期入所 

人日／月 
計画値 

155 160 164 

人／月 32 36 40 

人日／月 
実績値 

220 228 293 

人／月 40 40 44 
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（４）居住系サービス 

（共同生活援助・施設入所支援） 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴・排

せつ及び食事等の介護・調理・洗濯及び掃除等の家事、生活等に関

する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要

な日常生活上の世話を行います。 

施設入所支援 
障がい者支援施設に入所する人を対象に、夜間や休日に入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

 

 

共同生活援助の利用実績は、ばらつきがありますが利用実績は計画値を下回っ

ています。施設入所支援は、ほぼ横ばい傾向となっています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

共同生活援助 

（グループホーム） 

人／月 計画値 28 31 34 

人／月 実績値 31 27 29 

施設入所支援 

人／月 計画値 59 59 59 

人／月 実績値 58 58 56 
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（５）相談支援 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

計画相談支援 

障がい福祉サービスの利用者全員を対象に、支給決定または支給決定

の変更前に、サービス等利用計画を作成するとともに、一定の期間ご

とにサービス等の利用状況のモニタリングを行います。 

地域移行支援 
精神科病院や入所施設等から地域における生活に移行する人を対象

に、相談や住居の確保、その他必要な便宜を供与します。 

地域定着支援 

精神科病院や入所施設等から地域における生活に移行する人が、安定

的に地域生活を営めるよう、障がいの特性に起因して生じる緊急の事

態等に常時、相談等対応に必要な便宜を供与します。 

 

利用実績は、計画相談については、計画値を上回っていますが、ほぼ横ばい状況で

す。地域移行支援及び地域定着支援については、利用実績はありませんでした。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

計画相談支援 

人／月 計画値 28 29 29 

人／月 実績値 33 32 34 

地域移行支援 
人／月 計画値 1 1 1 

人／月 実績値 0 0 0 

地域定着支援 

人／月 計画値 1 1 1 

人／月 実績値 0 0 0 
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（４）居住系サービス 

（共同生活援助・施設入所支援） 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴・排

せつ及び食事等の介護・調理・洗濯及び掃除等の家事、生活等に関

する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要

な日常生活上の世話を行います。 

施設入所支援 
障がい者支援施設に入所する人を対象に、夜間や休日に入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

 

 

共同生活援助の利用実績は、ばらつきがありますが利用実績は計画値を下回っ

ています。施設入所支援は、ほぼ横ばい傾向となっています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

共同生活援助 

（グループホーム） 

人／月 計画値 28 31 34 

人／月 実績値 31 27 29 

施設入所支援 

人／月 計画値 59 59 59 

人／月 実績値 58 58 56 
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（５）相談支援 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

計画相談支援 

障がい福祉サービスの利用者全員を対象に、支給決定または支給決定

の変更前に、サービス等利用計画を作成するとともに、一定の期間ご

とにサービス等の利用状況のモニタリングを行います。 

地域移行支援 
精神科病院や入所施設等から地域における生活に移行する人を対象

に、相談や住居の確保、その他必要な便宜を供与します。 

地域定着支援 

精神科病院や入所施設等から地域における生活に移行する人が、安定

的に地域生活を営めるよう、障がいの特性に起因して生じる緊急の事

態等に常時、相談等対応に必要な便宜を供与します。 

 

利用実績は、計画相談については、計画値を上回っていますが、ほぼ横ばい状況で

す。地域移行支援及び地域定着支援については、利用実績はありませんでした。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

計画相談支援 

人／月 計画値 28 29 29 

人／月 実績値 33 32 34 

地域移行支援 
人／月 計画値 1 1 1 

人／月 実績値 0 0 0 

地域定着支援 

人／月 計画値 1 1 1 

人／月 実績値 0 0 0 
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第 4 節 地域生活支援事業の実績 

（１）必須事業 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

理解促進研修・ 

啓発事業 

障がい者が地域で安心して生活するための環境整備として、地域社

会における障がい者の理解促進及び、共に生きる社会の実現に向け

た啓発事業を推進します。 

自発的活動支援事業 

障がい者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、障がい者またはその家族、地域住民等による自発的な取り組み

を支援することにより、共に生きる社会の実現を図ります。 

障害者相談支援事業 

障がいのある人や介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言、障がい福祉サービスの利用支援等を行い、障がい者の地域

生活を総合的に支援します。 

成年後見制度利用支

援事業／成年後見制

度法人後見支援事業 

知的障がい、精神障がいによって判断能力が不十分であるために、

不利益を被ったり悪徳商法等の被害にあわないように、成年後見制

度の利用が有効と認められる人に対し、制度の利用を支援し、障が

い者の権利と財産を守るとともに、関係機関や市民、地域団体等と

連携し、制度の普及・啓発と利用の促進を図ります。 

意思疎通支援事業／

手話奉仕員養成研修事業 

意思の伝達や情報の入手に支援が必要な障がいのある人に対して、

手話通訳者や要約筆記者の派遣等により、意思疎通の仲介支援を行

います。 

日常生活用具給付等 

事業 

重度の障がいのある人に対して、日常生活が円満に行われるよう、

自立した日常生活を支援する用具の給付または貸与を行います。 

移動支援事業 

移動が困難な障がいのある人で、公共機関または社会参加等の外出

時に付き添う人がいない場合に、ガイドヘルパーを派遣し、外出の

際の移動を支援します。 

地域活動支援 

センター事業 

障がいのある人に、創作活動または生産活動の機会の提供、社会と

の交流の促進等の支援を行います。また、その機能を充実・強化す

ることで障がい者の地域生活・地域活動の支援を図ります。 
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利用実績では、意思疎通支援事業の中でも、手話通訳者派遣事業は計画値を下回

っていますが増加傾向となっています。 

日常生活用具給付等事業については、各年度において用具によりばらつきがある

ものの、全体的に減少傾向にあります。 

移動支援事業については、計画値に対して利用時間、利用人数とも減少傾向とな

っています。 

地域活動支援センター事業については、令和 2 年度は計画値を下回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

理解促進研修・啓発事業 

実施の有無 計画値 無 有 有 

実施の有無 実績値 有 有 有 

自発的活動支援事業 
実施の有無 計画値 無 有 有 

実施の有無 実績値 無 無 無 

障害者相談支援事業 
箇所数 計画値 1 1 1 

箇所数 実績値 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 
人／年 計画値 3 4 5 

人／年 実績値 1 2 0 

成年後見制度法人後見支援

事業 

人／年 計画値 4 5 6 

人／年 実績値 6 7 7 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者

派遣事業 

人／年 計画値 269 314 367 

人／年 実績値 240 254 270 

要約筆記者

派遣事業 

人／年 計画値 8 9 10 

人／年 実績値 12 15 17 

手話通訳者

設置事業 

人／年 計画値 2 2 2 

人／年 実績値 2 2 2 

手話奉仕員養成研修事業 
人／年 計画値 21 22 23 

人／年 実績値 20 15 16 
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第 4 節 地域生活支援事業の実績 

（１）必須事業 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

理解促進研修・ 

啓発事業 

障がい者が地域で安心して生活するための環境整備として、地域社

会における障がい者の理解促進及び、共に生きる社会の実現に向け

た啓発事業を推進します。 

自発的活動支援事業 

障がい者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、障がい者またはその家族、地域住民等による自発的な取り組み

を支援することにより、共に生きる社会の実現を図ります。 

障害者相談支援事業 

障がいのある人や介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言、障がい福祉サービスの利用支援等を行い、障がい者の地域

生活を総合的に支援します。 

成年後見制度利用支

援事業／成年後見制

度法人後見支援事業 

知的障がい、精神障がいによって判断能力が不十分であるために、

不利益を被ったり悪徳商法等の被害にあわないように、成年後見制

度の利用が有効と認められる人に対し、制度の利用を支援し、障が

い者の権利と財産を守るとともに、関係機関や市民、地域団体等と

連携し、制度の普及・啓発と利用の促進を図ります。 

意思疎通支援事業／

手話奉仕員養成研修事業 

意思の伝達や情報の入手に支援が必要な障がいのある人に対して、

手話通訳者や要約筆記者の派遣等により、意思疎通の仲介支援を行

います。 

日常生活用具給付等 

事業 

重度の障がいのある人に対して、日常生活が円満に行われるよう、

自立した日常生活を支援する用具の給付または貸与を行います。 

移動支援事業 

移動が困難な障がいのある人で、公共機関または社会参加等の外出

時に付き添う人がいない場合に、ガイドヘルパーを派遣し、外出の

際の移動を支援します。 

地域活動支援 

センター事業 

障がいのある人に、創作活動または生産活動の機会の提供、社会と

の交流の促進等の支援を行います。また、その機能を充実・強化す

ることで障がい者の地域生活・地域活動の支援を図ります。 
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利用実績では、意思疎通支援事業の中でも、手話通訳者派遣事業は計画値を下回

っていますが増加傾向となっています。 

日常生活用具給付等事業については、各年度において用具によりばらつきがある

ものの、全体的に減少傾向にあります。 

移動支援事業については、計画値に対して利用時間、利用人数とも減少傾向とな

っています。 

地域活動支援センター事業については、令和 2 年度は計画値を下回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

理解促進研修・啓発事業 

実施の有無 計画値 無 有 有 

実施の有無 実績値 有 有 有 

自発的活動支援事業 
実施の有無 計画値 無 有 有 

実施の有無 実績値 無 無 無 

障害者相談支援事業 
箇所数 計画値 1 1 1 

箇所数 実績値 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 
人／年 計画値 3 4 5 

人／年 実績値 1 2 0 

成年後見制度法人後見支援

事業 

人／年 計画値 4 5 6 

人／年 実績値 6 7 7 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者

派遣事業 

人／年 計画値 269 314 367 

人／年 実績値 240 254 270 

要約筆記者

派遣事業 

人／年 計画値 8 9 10 

人／年 実績値 12 15 17 

手話通訳者

設置事業 

人／年 計画値 2 2 2 

人／年 実績値 2 2 2 

手話奉仕員養成研修事業 
人／年 計画値 21 22 23 

人／年 実績値 20 15 16 
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サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支

援用具 

件／年 計画値 7 7 7 

件／年 実績値 10 16 9 

自立生活支

援用具 

件／年 計画値 3 3 3 

件／年 実績値 6 6 5 

在宅療養等

支援用具 

件／年 計画値 5 5 5 

件／年 実績値 0 3 3 

情報・意思疎

通支援用具 

件／年 計画値 6 6 6 

件／年 実績値 10 7 7 

排せつ管理

支援用具 

件／年 計画値 723 788 858 

件／年 実績値 830 840 850 

居宅生活動

作補助用具

（住宅改修

費） 

件／年 計画値 2 2 2 

件／年 実績値 3 0 2 

移動支援事業 

時間／年 
計画値 

4,613 4,474 4,339 

人／年 72 70 68 

時間／年 
実績値 

8,494 8,089 7,531 

人／年 102 97 92 

地域活動支援センター事業 
人／年 計画値 186 186 186 

人／年 実績値 207 194 180 

地域活動支援センター 

機能強化事業 

実施の有無 計画値 有 有 有 

実施の有無 実績値 有 有 有 
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（2）任意事業 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

日中一時支援事業 日中において一時的に見守り等の支援を行います。 

社会参加促進事業 
障がいのある人の社会参加を促進するため、運転免許の取得と障

がいに合わせた車両の改造に対して助成を行います。 

訪問入浴サービス事業 
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保

持、心身機能の維持を図ります。 

 

 

利用実績では、日中一時支援事業の利用者数はほぼ横ばいで推移しており、平成

30 年度から令和 2 年度にかけて計画値を下回る状況です。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

日中一時支援事業 

箇所数 
計画値 

4 4 4 

人／年 46 52 59 

箇所数 
実績値 

8 12 9 

人／年 34 33 36 

社会参加促進事業（自動車運

転免許取得・改造助成事業） 

人／年 計画値 1 1 1 

人／年 実績値 0 0 0 

訪問入浴サービス事業 
回／月 

実績値 
19 21 23 

人／月 4 5 5 

 

 

  



32 
 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支

援用具 

件／年 計画値 7 7 7 

件／年 実績値 10 16 9 

自立生活支

援用具 

件／年 計画値 3 3 3 

件／年 実績値 6 6 5 

在宅療養等

支援用具 

件／年 計画値 5 5 5 

件／年 実績値 0 3 3 

情報・意思疎

通支援用具 

件／年 計画値 6 6 6 

件／年 実績値 10 7 7 

排せつ管理

支援用具 

件／年 計画値 723 788 858 

件／年 実績値 830 840 850 

居宅生活動

作補助用具

（住宅改修

費） 

件／年 計画値 2 2 2 

件／年 実績値 3 0 2 

移動支援事業 

時間／年 
計画値 

4,613 4,474 4,339 

人／年 72 70 68 

時間／年 
実績値 

8,494 8,089 7,531 

人／年 102 97 92 

地域活動支援センター事業 
人／年 計画値 186 186 186 

人／年 実績値 207 194 180 

地域活動支援センター 

機能強化事業 

実施の有無 計画値 有 有 有 

実施の有無 実績値 有 有 有 

 

33 
 

（2）任意事業 

 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

日中一時支援事業 日中において一時的に見守り等の支援を行います。 

社会参加促進事業 
障がいのある人の社会参加を促進するため、運転免許の取得と障

がいに合わせた車両の改造に対して助成を行います。 

訪問入浴サービス事業 
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保

持、心身機能の維持を図ります。 

 

 

利用実績では、日中一時支援事業の利用者数はほぼ横ばいで推移しており、平成

30 年度から令和 2 年度にかけて計画値を下回る状況です。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

日中一時支援事業 

箇所数 
計画値 

4 4 4 

人／年 46 52 59 

箇所数 
実績値 

8 12 9 

人／年 34 33 36 

社会参加促進事業（自動車運

転免許取得・改造助成事業） 

人／年 計画値 1 1 1 

人／年 実績値 0 0 0 

訪問入浴サービス事業 
回／月 

実績値 
19 21 23 

人／月 4 5 5 
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第 5 節 障がい児福祉サービスの実績 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

児童発達支援 

身体障がい児、知的障がい児または精神障がい児を対象に、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練

等を行います。 

医療型児童発達支援 

身体障がい児、知的障がい児または精神障がい児を対象に、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練

等の児童発達支援に加え、治療を行います。 

放課後等 

デイサービス 

学校通学中の障がい児に対して、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実施し、障がい児の放

課後等の居場所を提供します。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障がい児、または今後利用する予定の障がい

児が、保育所等における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、その本人及び当該施設のスタッフに対し、集団生活に適

応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。 

障害児相談支援 

障がい児又はその保護者からの相談に応じ、児童の心身状況や環境、

利用に関する意向や事情を勘案し、障がい児福祉サービスの利用につ

いての利用計画案を作成します。 
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利用実績は、児童発達支援については、増加しており計画値を上回っています。

また、放課後デイサービスについても、年々増加しており利用者数は計画値を大き

く上回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

児童発達支援 

人日／月 
計画値 

34 36 37 

人／月 7 7 7 

人日／月 
実績値 

42 41 55 

人／月 8 7 9 

医療型 

児童発達支援 

人日／月 

計画値 

5 5 5 

人／月 1 1 1 

人日／月 
実績値 

4 16 ０ 

人／月 1 1 0 

放課後等 

デイサービス 

人日／月 
計画値 

227 249 273 

人／月 34 36 37 

人日／月 
実績値 

249 383 478 

人／月 37 47 55 

保育所等 

訪問支援 

人日／月 
計画値 

1 1 1 

人／月 1 1 1 

人日／月 
実績値 

1 1 0 

人／月 1 1 0 

障害児相談支援 
人／月 計画値 2 2 2 

人／月 実績値 1 2 2 
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第 5 節 障がい児福祉サービスの実績 

・サービス内容 

サービス名 内  容 

児童発達支援 

身体障がい児、知的障がい児または精神障がい児を対象に、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練

等を行います。 

医療型児童発達支援 

身体障がい児、知的障がい児または精神障がい児を対象に、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練

等の児童発達支援に加え、治療を行います。 

放課後等 

デイサービス 

学校通学中の障がい児に対して、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実施し、障がい児の放

課後等の居場所を提供します。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障がい児、または今後利用する予定の障がい

児が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要
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35 
 

利用実績は、児童発達支援については、増加しており計画値を上回っています。

また、放課後デイサービスについても、年々増加しており利用者数は計画値を大き

く上回っています。 

 

サービス名 単位 値 Ｈ30 R1 
R2 

【見込】 

児童発達支援 

人日／月 
計画値 

34 36 37 

人／月 7 7 7 

人日／月 
実績値 

42 41 55 

人／月 8 7 9 

医療型 

児童発達支援 

人日／月 

計画値 

5 5 5 

人／月 1 1 1 

人日／月 
実績値 

4 16 ０ 

人／月 1 1 0 

放課後等 

デイサービス 

人日／月 
計画値 

227 249 273 

人／月 34 36 37 

人日／月 
実績値 

249 383 478 

人／月 37 47 55 

保育所等 

訪問支援 

人日／月 
計画値 

1 1 1 

人／月 1 1 1 

人日／月 
実績値 

1 1 0 

人／月 1 1 0 

障害児相談支援 
人／月 計画値 2 2 2 

人／月 実績値 1 2 2 
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第３章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画の基本理念  

「誰もが自分らしく生き、互いに認め合う共生のまち」 

 
 

平成 23 年に改正された障害者基本法では、すべての人が障がいの有無にかかわら

ず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

いう理念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する

ことがうたわれています。またこれは、平成 26 年（2014 年）に日本が批准した、

障害者権利条約における基本的理念とも共通するものです。 

その後、平成 28 年（2016 年）４月、障がいを理由とする差別の解消の推進に関

する基本的事項として国や地方公共団体等と民間事業者における差別を解消するた

めの措置等について定めた障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律「障害者

差別解消法」が施行されるとともに、同６月、障害者総合支援法が改正され、障がい

者が自ら望む地域生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に関する支援の一

層の充実を図るとともに、児童福祉法の一部改正により、障がい児支援のニーズの多

様化にきめ細かく対応するための支援の充実を図ることとなりました。（いずれも平

成 30 年４月から施行 ） 

このような国際的、国内的な動向を踏まえるとともに、「誰もが自分らしく生き、

互いに認め合う共生のまち」（宇陀市障がい者計画 27 年度）を目指して推進してき

た本市における障がい者施策を更に発展させ、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。 
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第２節 計画の基本的視点 

基本理念に基づいて、本市の障がい者施策を推進する上で、施策全体に通底する３

つの基本的視点を定めます。基本的視点とは、本市の障がい者施策の企画・実施・評

価等のすべての過程において、常に意識され、維持されるべき考え方として位置づけ

られるものです。 

 

 

 基本理念の実現のためには、なによりも障がいに基づくあらゆる差別をなくすとと

もに、地域・社会における障がい当事者の自己決定が尊重されなければなりません。

就労・雇用・福祉サービスをはじめ、社会生活のあらゆる場面において、障がい当事

者の権利が尊重され、社会参加の機会が促進されるよう取り組みます。また、障がい

のある人の高齢化等にともない成年後見制度利用の必要性が高まっていくと考えら

れます。このため、自己決定権の尊重と本人保護との調和に関して、精神上の障がい

により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。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    

 

 障害者基本法では、障がい者を本人の心身機能の障がいのみで捉えるのではなく、

「社会的障壁」（障がい者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるよ

うな社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの）という社会との関係性

によって捉えています。社会的障壁をなくすための負担が大きすぎない時は、必要か

つ合理的な配慮をすることで、障がい者が排除される社会を変えていかなければなり

ません。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。 

 

 障がい者がどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会にお

いて他の人々と共生することを妨げられないこと、また障がいの有無にかかわらず、

相互の人格と個性が認められ、差異と多様性が尊重される地域社会をつくることが、

求められます。また、手話を含む言語その他の意思疎通の手段や情報の入手・利用の

手段についても、選択の機会を拡大し、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 



36 
 

第３章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画の基本理念  

「誰もが自分らしく生き、互いに認め合う共生のまち」 

 
 

平成 23 年に改正された障害者基本法では、すべての人が障がいの有無にかかわら

ず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

いう理念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する

ことがうたわれています。またこれは、平成 26 年（2014 年）に日本が批准した、

障害者権利条約における基本的理念とも共通するものです。 

その後、平成 28 年（2016 年）４月、障がいを理由とする差別の解消の推進に関

する基本的事項として国や地方公共団体等と民間事業者における差別を解消するた

めの措置等について定めた障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律「障害者

差別解消法」が施行されるとともに、同６月、障害者総合支援法が改正され、障がい

者が自ら望む地域生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に関する支援の一

層の充実を図るとともに、児童福祉法の一部改正により、障がい児支援のニーズの多

様化にきめ細かく対応するための支援の充実を図ることとなりました。（いずれも平

成 30 年４月から施行 ） 

このような国際的、国内的な動向を踏まえるとともに、「誰もが自分らしく生き、

互いに認め合う共生のまち」（宇陀市障がい者計画 27 年度）を目指して推進してき

た本市における障がい者施策を更に発展させ、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

第２節 計画の基本的視点 

基本理念に基づいて、本市の障がい者施策を推進する上で、施策全体に通底する３

つの基本的視点を定めます。基本的視点とは、本市の障がい者施策の企画・実施・評

価等のすべての過程において、常に意識され、維持されるべき考え方として位置づけ

られるものです。 

 

 

 基本理念の実現のためには、なによりも障がいに基づくあらゆる差別をなくすとと

もに、地域・社会における障がい当事者の自己決定が尊重されなければなりません。

就労・雇用・福祉サービスをはじめ、社会生活のあらゆる場面において、障がい当事

者の権利が尊重され、社会参加の機会が促進されるよう取り組みます。また、障がい

のある人の高齢化等にともない成年後見制度利用の必要性が高まっていくと考えら

れます。このため、自己決定権の尊重と本人保護との調和に関して、精神上の障がい

により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。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    

 

 障害者基本法では、障がい者を本人の心身機能の障がいのみで捉えるのではなく、

「社会的障壁」（障がい者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるよ

うな社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの）という社会との関係性

によって捉えています。社会的障壁をなくすための負担が大きすぎない時は、必要か

つ合理的な配慮をすることで、障がい者が排除される社会を変えていかなければなり

ません。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。 

 

 障がい者がどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会にお

いて他の人々と共生することを妨げられないこと、また障がいの有無にかかわらず、

相互の人格と個性が認められ、差異と多様性が尊重される地域社会をつくることが、

求められます。また、手話を含む言語その他の意思疎通の手段や情報の入手・利用の

手段についても、選択の機会を拡大し、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 



38 
 

第３節 計画の基本目標と施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

誰もが自分らしく生き、互いに認め合う共生のまち 

基本的視点 

４．教育・療育の充実 

６．生活環境の整備 

７つの基本目標 

■住空間・公共施設等のバリアフリー化★ 

■防災・防犯への対応★ 

施策の方向 

７．共に生きる地域づくり 
■地域福祉活動の推進 

■交流活動の促進 

基本理念 

１．権利の尊重と差別の禁止 

２．生活支援の充実 

３．保健・医療の充実 

１．障がい当事者の権利の尊重と参加・選択の機会の確保 

２．社会的障壁の除去・軽減のための合理的配慮の追求 

３．地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

５．雇用・就労・社会参加の促進 

■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★ 

 

■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 

■文化、スポーツ、レクリエーション活動の推進 

 

★重点項目 

■就学前療育・保育の充実 

■教育の充実★ 
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第 4 章 施策の推進 

 

第１節 権利の尊重と差別の禁止 

障がいの有無にかかわらず、相互の人格と個性が認められ、差異と多様性が尊重さ

れる共生社会の実現のためには、あらゆる差別や偏見のない地域社会を築いていくこ

とが重要となります。 

このような社会を築いていくためには、障がい者の権利と参加の機会が保障される

とともに、行政だけでなく、企業、NPO 等を含むすべての市民が共生社会の理念を

共有し、それぞれの役割と責任を自覚して主体的に取り組むことが重要であり、市民

一人ひとりの理解と協力をいかにして促進させていくかが課題となります。 

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、障がい

に関する理解の促進に向けた幅広い市民の参加による啓発活動を推進します。 

 

 

 

○アンケート調査によると、18 歳未満では「権利侵害を受けたことがない」は 81.0％

でしたが、一方で、「学校でのいじめ、虐待」を受けた人が 9.5％でした。また、

18 歳以上では、「障がいに対する市民の理解」について、「どちらかといえば進ん

でいる」が 32.6％、「進んでいない」が 21.1％の結果でした。 

〇ホームページでは、音声読み上げソフトを使用し、障がいに応じた対応を進めてい

ます。広報紙では、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考えに基づいた、見やすいデ

ザインの文字を使用したり、ＱＲコードを掲載することで、文字数を減らし読みや

すくする等行っています。また、簡単な日常会話程度の手話を紹介するコーナーを

設け、障がいのある人の情報入手がしやすいよう努めています。 

○令和 2 年４月に、手話に対する理解の促進と手話の普及を図るため「宇陀市手話言

語条例」を、また障害の特性に応じたコミュニケーション手段の普及、及び利用の

促進を図るため「宇陀市障害者コミュニケーション条例」を施行しました。 

 今後、周知を行いながら合理的配慮の充実を図っていく必要があります。 

○団体・事業所ヒアリングでは、行政の相談や手続き等について、相談しやすい雰囲

気づくりや意思疎通の手段の確保、きめ細かな対応等が必要という意見があげられ

ています。また、施設の立ち上げ等において周囲の差別意識を感じたという声もあ

ります。 

  

現状と課題 
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第３節 計画の基本目標と施策体系 
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○団体・事業所ヒアリングでは、行政の相談や手続き等について、相談しやすい雰囲

気づくりや意思疎通の手段の確保、きめ細かな対応等が必要という意見があげられ

ています。また、施設の立ち上げ等において周囲の差別意識を感じたという声もあ

ります。 

  

現状と課題 
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○障害者基本法では、障がい者の定義の見直しや地域社会における共生、社会的障壁

の除去と合理的配慮等、国際的な水準に基づいた新しい障がい者支援の考え方が示

されており、こうした理念や考え方について、広く啓発・広報を行い、市民の理解

を高めることが一層求められています。 

○障害者虐待防止法、障害者差別解消法等の法整備を踏まえ、障がい者の権利擁護の

取り組みをより一層推進する必要があります。 

 

 

 

（１）権利擁護の推進 

障害者虐待防止法、障害者差別解消法等の法整備を踏まえ、障がい者の権利擁護の

取り組みをより一層推進するとともに、市民・民間事業者に対する周知を図ります。

また、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、地域包括支援センター等の関係機関と

連携し、支援のネットワークを構築します。 

 

 

取り組み 内  容 

権利擁護の推進と

虐待の防止 

障害者虐待防止法、障害者差別解消法等の法整備を踏まえ、障

がい者の権利擁護の取り組みをより一層推進するとともに、市

民・民間事業者に対する周知を図ります。また、社会福祉協議

会や民生委員・児童委員、地域包括支援センター等の関係機関

と連携し、支援のネットワークを構築します。 

障害者虐待防止法の規定に基づき、虐待の防止や早期発見・早

期対応のための措置を実施する体制を整えます。 

障がい者差別の解

消に向けた取り組

み 

障がい者の生活・社会参加を難しくしているさまざまな障壁を

取り除くための合理的な配慮を追求するとともに、障がいを理

由とする差別の解消や地域における共生について、民間事業者

や市民に対する周知を図ります。 

日常生活自立支援

事業の推進 

地域で生活する上で、必要な契約や手続きの支援、滞納に陥ら

ないように各種支払いの支援等を行っていますが、今後さら

に、障がいのある人が日常生活を安心して生活できるよう、福

祉サービスの利用援助や日常的金銭管理の支援、相談等を行う

権利擁護事業を一層推進します。 

施策の方向 
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見守りネットワー

クの構築推進 

民生委員・児童委員等関係機関との連携を強化し、対象者の早

期発見や適切な支援が行えるよう、ネットワークの構築を推進

します。 

成年後見制度の利

用促進 

障がい者自身の高齢化による権利擁護や親なき後の生活を支

えるために、広報物の配布、講演会の開催等を行っていますが、

今後、制度を必要とする人の増加が見込まれる中、成年後見制

度利用促進計画の策定を進めます。 

また、障がいのある人の権利を擁護する成年後見制度の利用促

進を図るため、社会福祉協議会や相談支援事業所と連携し、制

度の周知を進めるとともに、その利用促進を図ります。 
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（２）啓発・広報活動の充実 

「障害者の日」「障害者週間」「人権週間」等を中心に、記念行事等の啓発活動を推

進します。また、市の広報紙やホームページ、情報メディア等の効果的な活用を図り、

障がいに関する理解の促進と人権尊重意識の醸成を図ります。 

 

取り組み 内  容 

広報紙・パンフレ

ット・ホームペー

ジ等の活用 

広報紙やパンフレット、ホームページ等の広報媒体を活用して、

障がいや障がいのある人について市民の理解と啓発を一層推進

します。 

障がいに応じた広

報の仕方の充実 

ボランティアや関係団体・機関と連携を図り「声の広報」を、

ホームページでは音声読み上げソフトの導入をする等、障がい

者が円滑に情報を取得しやすい広報に努めます。また、弱視者

に対応した、配色や文字の拡大を配慮した広報紙やパンフレッ

トの発行等を進めます。 

「障害者週間」を

中心とした広報・

啓発 

障害者週間における各種行事を中心に、市民、ボランティアや

関係団体等と連携し啓発活動や障害者への理解を深めるため啓

発活動を推進します。 

障がい者関係団体

による啓発活動と

の連携 

障がい及び障がい者に関して広く市民の理解を深めるため、障

害者関係団体との連携・支援を強化し、啓発活動の促進・充実

を図って行きます。 

新たな障がいへの

啓発促進 

内部障がい、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）、高次

脳機能障がい等、市民の理解の進んでいない障がいについて理

解の促進に努めるとともに、障がい及び障がい者に対する理解

を促進するための取り組みを推進し、より一層の市民の理解が

必要な知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病、盲ろう、

高次脳機能障がい等について、その障がいの特性や必要な配慮

等に関する理解の促進に努めます。 

人権学習・福祉教

育の推進 

行政サービスの実行者である行政職員が、求められる合理的配

慮の考え方や、具体的な手段等について、より高い知見を持っ

て業務に取り組めるよう、研修を実施します。 

また、広報での啓発活動や人権セミナーを実施していきます。 
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まほろば「あいサ

ポート運動」の 

推進 

奈良県が推進している、まほろば「あいサポート運動」を積極

的に推進し、障がいの有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい

共生社会の実現を目指します。 

また、広報紙やホームページでも定期的な掲載や研修を実施し

ます。 

 

 

（３）行政サービス等における合理的配慮 

障がい者の権利を制限する社会的障壁の除去・軽減について、特に行政サービスに

おいては、そのコストが過大ではない範囲において合理的配慮が追求されるよう、市

をあげての取り組みの徹底を図ります。 

 

 

取り組み 内  容 

行政職員に対する

研修 

行政サービスの実行者である行政職員が、求められる合理的配

慮の考え方や、具体的な手段等について、より高い知見を持っ

て業務に取り組めるよう、職員研修を実施します。 

行政手続き等にお

ける配慮 

障がいのある市民が、障がいを理由とする制限によって、公的

な制度・サービスの利用を妨げられたり、必要な情報を得られ

ないことのないように、行政手続きにおける合理的配慮を追求

します。 

  



42 
 

（２）啓発・広報活動の充実 

「障害者の日」「障害者週間」「人権週間」等を中心に、記念行事等の啓発活動を推

進します。また、市の広報紙やホームページ、情報メディア等の効果的な活用を図り、

障がいに関する理解の促進と人権尊重意識の醸成を図ります。 

 

取り組み 内  容 

広報紙・パンフレ

ット・ホームペー

ジ等の活用 

広報紙やパンフレット、ホームページ等の広報媒体を活用して、

障がいや障がいのある人について市民の理解と啓発を一層推進

します。 

障がいに応じた広

報の仕方の充実 

ボランティアや関係団体・機関と連携を図り「声の広報」を、

ホームページでは音声読み上げソフトの導入をする等、障がい

者が円滑に情報を取得しやすい広報に努めます。また、弱視者

に対応した、配色や文字の拡大を配慮した広報紙やパンフレッ

トの発行等を進めます。 

「障害者週間」を

中心とした広報・

啓発 

障害者週間における各種行事を中心に、市民、ボランティアや

関係団体等と連携し啓発活動や障害者への理解を深めるため啓

発活動を推進します。 

障がい者関係団体

による啓発活動と

の連携 

障がい及び障がい者に関して広く市民の理解を深めるため、障

害者関係団体との連携・支援を強化し、啓発活動の促進・充実

を図って行きます。 

新たな障がいへの

啓発促進 

内部障がい、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）、高次

脳機能障がい等、市民の理解の進んでいない障がいについて理

解の促進に努めるとともに、障がい及び障がい者に対する理解

を促進するための取り組みを推進し、より一層の市民の理解が

必要な知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病、盲ろう、

高次脳機能障がい等について、その障がいの特性や必要な配慮

等に関する理解の促進に努めます。 

人権学習・福祉教

育の推進 

行政サービスの実行者である行政職員が、求められる合理的配

慮の考え方や、具体的な手段等について、より高い知見を持っ

て業務に取り組めるよう、研修を実施します。 

また、広報での啓発活動や人権セミナーを実施していきます。 

43 
 

まほろば「あいサ

ポート運動」の 

推進 

奈良県が推進している、まほろば「あいサポート運動」を積極

的に推進し、障がいの有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい

共生社会の実現を目指します。 

また、広報紙やホームページでも定期的な掲載や研修を実施し

ます。 

 

 

（３）行政サービス等における合理的配慮 

障がい者の権利を制限する社会的障壁の除去・軽減について、特に行政サービスに

おいては、そのコストが過大ではない範囲において合理的配慮が追求されるよう、市

をあげての取り組みの徹底を図ります。 

 

 

取り組み 内  容 

行政職員に対する

研修 

行政サービスの実行者である行政職員が、求められる合理的配

慮の考え方や、具体的な手段等について、より高い知見を持っ

て業務に取り組めるよう、職員研修を実施します。 

行政手続き等にお

ける配慮 

障がいのある市民が、障がいを理由とする制限によって、公的

な制度・サービスの利用を妨げられたり、必要な情報を得られ

ないことのないように、行政手続きにおける合理的配慮を追求

します。 

  



44 
 

第２節 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は、利用者本位の考え方に立って、多様

なニーズに対応する生活支援体制の整備、各種障がい福祉サービスの量的・質的な基

盤整備・充実に努めます。さらに、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セルフプランの削減を図り、ケアマネジメントシステムの構築

を進めます。 

また、利用可能な制度やサービス、地域資源等について、当事者や家族からの相談

や緊急時に対応できる体制の充実・強化を図ります。また、属性に関わらず、地域の

要として相談を受け止め、自ら対応又はつなぎ機能を併せ持つ「断らない相談支援」

の実現を目指します。 

 

 

 

○手帳所持者数の増加に加え、障がい福祉サービスの認知度が上がり、利用者は増加

傾向にあります。今後、増加するニーズに対応できるサービスの確保が課題となり

ます。一方、市内の事業所数は、増えてきてはいますが不足しており、多くの利用

者が市外の事業所への通所をしなければならない状況です。 

○発達障がいや難病等、近年新たに障がい福祉サービスの対象とされた人について、

利用可能な制度の周知が求められます。 

○アンケート調査では、障がいのある人の将来の生活について、不安となる項目は、

「病気や健康のこと」、「暮らしの上での経済的なこと」、「介助者がいなくなったと

きのこと」等が上位となっています。 

○また、日常生活の身の回りのことについては、「ひとりでできる」の割合が最も高

く、一方、「外出」や「お金の管理」および「薬の管理」については「全部介助が

必要」が最も高い結果となっています。 

○団体・事業所ヒアリングでは、外出支援の充実の必要性については、市内で利用で

きる事業者が少ない状況が指摘されています。 

〇障害福祉サービスの担い手育成と人材確保について、事業者と連携して取り組むと

共に、県や国への働きかけを行っていく必要があります。 

 

 

 

 

現状と課題 
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（１）障がい福祉サービス等の充実 

障害者総合支援法に基づき、訪問系サービス、居住系サービス、日中活動系サービ

ス等の障がい福祉サービスの充実を図るとともに、効果的かつ適切なサービス提供が

行えるよう、ケアマネジメントシステムの構築を図ります。また、生活安定のための

経済的支援や日常生活への支援等を行います。 

 

取り組み 内  容 

障がい者ケアマネ

ジメントシステム

の構築 

指定事業所の定期的な相談支援部会を開催し、相互の連携と相

談支援専門員の資質向上を図り、適切なサービス利用を支援す

るケアマネジメントシステムの構築を進めます。 

また、セルフプランによる利用者の削減を図ります。 

訪問系サービスの

充実 

自立した日常生活を営むことができるよう、「居宅介護」等の

訪問系サービスの充実を図るとともに、ニーズの増加に対応す

る提供体制の整備に努めます。 

日中活動系サービ

スの充実 

近隣自治体と連携し、障がいに応じた就労や日中活動の場の整

備に取り組みます。サービス利用計画に基づき、ニーズに沿っ

た適切な提供を継続して行っていくとともに、Ａ型事業所の確

保と共に一般就労へ繋げるための支援体制の構築を図ります。 

居住系サービス・

短期入所の充実 

地域で自立した生活を送る上での基盤となるグループホーム

の整備や、ニーズの増加が見込まれる短期入所の充実を図りま

す。 

補装具事業の実施 
身体機能を補完または代替し、日常生活をしやすくするため、

補装具の給付を行います。 

自立支援医療の 

給付 

身体の機能障がいを除去または軽減し、日常生活能力を回復す

るための医療費や、通院により精神疾患の治療を受けている方

の医療費を支給します。 

各種障害者手当等

の支給 

「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過的福祉手当」「特

別児童扶養手当」等の各種手当を支給します。 

福祉人材の育成と

確保 

障がい福祉サービスの担い手の育成と人材確保について、事業

所と連携して取り組みます。専門性の高い人材の雇用・養成の

ための条件整備について、県・国への働きかけを行います。 

施策の方向 
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第２節 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は、利用者本位の考え方に立って、多様

なニーズに対応する生活支援体制の整備、各種障がい福祉サービスの量的・質的な基

盤整備・充実に努めます。さらに、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セルフプランの削減を図り、ケアマネジメントシステムの構築

を進めます。 

また、利用可能な制度やサービス、地域資源等について、当事者や家族からの相談

や緊急時に対応できる体制の充実・強化を図ります。また、属性に関わらず、地域の

要として相談を受け止め、自ら対応又はつなぎ機能を併せ持つ「断らない相談支援」

の実現を目指します。 

 

 

 

○手帳所持者数の増加に加え、障がい福祉サービスの認知度が上がり、利用者は増加

傾向にあります。今後、増加するニーズに対応できるサービスの確保が課題となり

ます。一方、市内の事業所数は、増えてきてはいますが不足しており、多くの利用

者が市外の事業所への通所をしなければならない状況です。 

○発達障がいや難病等、近年新たに障がい福祉サービスの対象とされた人について、

利用可能な制度の周知が求められます。 

○アンケート調査では、障がいのある人の将来の生活について、不安となる項目は、

「病気や健康のこと」、「暮らしの上での経済的なこと」、「介助者がいなくなったと

きのこと」等が上位となっています。 

○また、日常生活の身の回りのことについては、「ひとりでできる」の割合が最も高

く、一方、「外出」や「お金の管理」および「薬の管理」については「全部介助が

必要」が最も高い結果となっています。 

○団体・事業所ヒアリングでは、外出支援の充実の必要性については、市内で利用で

きる事業者が少ない状況が指摘されています。 

〇障害福祉サービスの担い手育成と人材確保について、事業者と連携して取り組むと

共に、県や国への働きかけを行っていく必要があります。 

 

 

 

 

現状と課題 
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（１）障がい福祉サービス等の充実 

障害者総合支援法に基づき、訪問系サービス、居住系サービス、日中活動系サービ

ス等の障がい福祉サービスの充実を図るとともに、効果的かつ適切なサービス提供が

行えるよう、ケアマネジメントシステムの構築を図ります。また、生活安定のための

経済的支援や日常生活への支援等を行います。 

 

取り組み 内  容 

障がい者ケアマネ

ジメントシステム

の構築 

指定事業所の定期的な相談支援部会を開催し、相互の連携と相

談支援専門員の資質向上を図り、適切なサービス利用を支援す

るケアマネジメントシステムの構築を進めます。 

また、セルフプランによる利用者の削減を図ります。 

訪問系サービスの

充実 

自立した日常生活を営むことができるよう、「居宅介護」等の

訪問系サービスの充実を図るとともに、ニーズの増加に対応す

る提供体制の整備に努めます。 

日中活動系サービ

スの充実 

近隣自治体と連携し、障がいに応じた就労や日中活動の場の整

備に取り組みます。サービス利用計画に基づき、ニーズに沿っ

た適切な提供を継続して行っていくとともに、Ａ型事業所の確

保と共に一般就労へ繋げるための支援体制の構築を図ります。 

居住系サービス・

短期入所の充実 

地域で自立した生活を送る上での基盤となるグループホーム

の整備や、ニーズの増加が見込まれる短期入所の充実を図りま

す。 

補装具事業の実施 
身体機能を補完または代替し、日常生活をしやすくするため、

補装具の給付を行います。 

自立支援医療の 

給付 

身体の機能障がいを除去または軽減し、日常生活能力を回復す

るための医療費や、通院により精神疾患の治療を受けている方

の医療費を支給します。 

各種障害者手当等

の支給 

「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過的福祉手当」「特

別児童扶養手当」等の各種手当を支給します。 

福祉人材の育成と

確保 

障がい福祉サービスの担い手の育成と人材確保について、事業

所と連携して取り組みます。専門性の高い人材の雇用・養成の

ための条件整備について、県・国への働きかけを行います。 

施策の方向 
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（２）地域生活支援の充実 

障がいのある人が、その有する能力と適性に応じて、自立した日常・社会生活を営

むことができるよう、地域の実情に応じた支援施策の推進を図ります。 

 
取り組み 内  容 

地域生活支援事業

の推進 

「相談支援事業」「意思疎通支援事業」「日常生活用具給付等事

業」「移動支援事業」「地域活動支援センター事業」等の必須事

業に加え、地域の実情に応じた任意事業を実施します。 

外出支援の充実 

移動手段の確保が困難な地域の実情を踏まえ、視覚障がい者や

重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等、一人ひ

とりの障がいの状況に応じた外出支援が行えるよう、体制の整

備を図ります。 

 
 

重点項目 

（３）相談支援の充実★ 

 

障がい者またはその家族からの相談に応じ、適切な情報提供や助言を行えるよう、

関係機関との連携を強化するとともに、相談支援の質の向上を図り、必要な人に必要

な支援や情報が届くような仕組みづくりを進めます。特に、緊急時における相談・支

援体制として地域生活支援拠点の整備を図ります。 

また、属性に関わらず、地域の要として相談を受け止め、自ら対応又はつなぎ機能

を併せ持つ「断らない相談支援」の実現を目指します。 

 

 

 

〇宇陀市障害者地域自立支援協議会に相談支援連絡会を設置し、個別の事例や困難な

ケースに対して、情報共有や連携に取り組んでいますが、緊急時における相談体制

の構築を図る必要があります。（地域生活支援拠点の整備） 

〇障がい者の生活における課題は、福祉相談のみに限らず、親の介護問題、貧困、権

利擁護、就労、地域とのつながり等様々な複合的な課題があります。相談支援セン

ターでは、高齢者の相談支援に対応する地域包括支援センター、就労に関する相談

機関等と共に伴走的な支援に取り組んでいます。 

 

 

現状と課題 
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取り組み 内  容 

相談支援事業の 

充実★ 

緊急時における相談や受け入れ先の体制（相談、緊急時ショー

トステイの確保）、地域生活支援拠点の構築を図ります。 

障がい者またはその家族からの相談に応じ、福祉サービスの利

用援助、福祉資源の活用支援、社会生活力向上の支援、権利擁

護のための援助、専門機関の紹介等、必要な情報の提供や助言

を行っていますが、電話での相談件数は増加しておりニーズが

高く継続して実施しています。逆に行政窓口における直接の相

談利用者は少ない状況にあるため、更なる周知を図ります。 

相談支援の質の 

向上 

宇陀市障害者地域自立支援協議会において、個別事例の検討や

研修等に取り組むとともに、県等が実施する研修会への参加を

進め、相談支援専門員の質の向上とネットワークの構築を図

り、様々なケースの情報共有を行い、適切な相談支援の充実を

図ります。 

制度の周知と情報

提供 

障がい福祉サービスの制度、内容、対象等について、支援を必

要とする人への周知と情報提供を推進します。事業所、医療機

関、当事者団体等と連携し、必要とする人に情報が確実に届く

ような仕組みを整備します。 

発達障がいに対す

る相談支援の実施 

発達障がいに悩む方の相談支援を行い、社会生活に対する不安

解消に繋げます。 

訪問型相談支援の

体制整備 

必要に応じ、相談支援事業所と連携し家庭訪問による相談支援

を実施していますが、状況により直ぐに家庭訪問ができる体制

にはない現状にあります。 

相談支援事業所を含め、医療等、関係機関と連携しスムーズな

対応ができるよう体制整備を進めます。 
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（２）地域生活支援の充実 

障がいのある人が、その有する能力と適性に応じて、自立した日常・社会生活を営

むことができるよう、地域の実情に応じた支援施策の推進を図ります。 

 
取り組み 内  容 

地域生活支援事業

の推進 

「相談支援事業」「意思疎通支援事業」「日常生活用具給付等事

業」「移動支援事業」「地域活動支援センター事業」等の必須事

業に加え、地域の実情に応じた任意事業を実施します。 

外出支援の充実 

移動手段の確保が困難な地域の実情を踏まえ、視覚障がい者や

重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等、一人ひ

とりの障がいの状況に応じた外出支援が行えるよう、体制の整

備を図ります。 

 
 

重点項目 

（３）相談支援の充実★ 

 

障がい者またはその家族からの相談に応じ、適切な情報提供や助言を行えるよう、

関係機関との連携を強化するとともに、相談支援の質の向上を図り、必要な人に必要

な支援や情報が届くような仕組みづくりを進めます。特に、緊急時における相談・支

援体制として地域生活支援拠点の整備を図ります。 

また、属性に関わらず、地域の要として相談を受け止め、自ら対応又はつなぎ機能

を併せ持つ「断らない相談支援」の実現を目指します。 

 

 

 

〇宇陀市障害者地域自立支援協議会に相談支援連絡会を設置し、個別の事例や困難な

ケースに対して、情報共有や連携に取り組んでいますが、緊急時における相談体制

の構築を図る必要があります。（地域生活支援拠点の整備） 

〇障がい者の生活における課題は、福祉相談のみに限らず、親の介護問題、貧困、権

利擁護、就労、地域とのつながり等様々な複合的な課題があります。相談支援セン

ターでは、高齢者の相談支援に対応する地域包括支援センター、就労に関する相談

機関等と共に伴走的な支援に取り組んでいます。 

 

 

現状と課題 
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取り組み 内  容 

相談支援事業の 

充実★ 

緊急時における相談や受け入れ先の体制（相談、緊急時ショー

トステイの確保）、地域生活支援拠点の構築を図ります。 

障がい者またはその家族からの相談に応じ、福祉サービスの利

用援助、福祉資源の活用支援、社会生活力向上の支援、権利擁

護のための援助、専門機関の紹介等、必要な情報の提供や助言

を行っていますが、電話での相談件数は増加しておりニーズが

高く継続して実施しています。逆に行政窓口における直接の相

談利用者は少ない状況にあるため、更なる周知を図ります。 

相談支援の質の 

向上 

宇陀市障害者地域自立支援協議会において、個別事例の検討や

研修等に取り組むとともに、県等が実施する研修会への参加を

進め、相談支援専門員の質の向上とネットワークの構築を図

り、様々なケースの情報共有を行い、適切な相談支援の充実を

図ります。 

制度の周知と情報

提供 

障がい福祉サービスの制度、内容、対象等について、支援を必

要とする人への周知と情報提供を推進します。事業所、医療機

関、当事者団体等と連携し、必要とする人に情報が確実に届く

ような仕組みを整備します。 

発達障がいに対す

る相談支援の実施 

発達障がいに悩む方の相談支援を行い、社会生活に対する不安

解消に繋げます。 

訪問型相談支援の

体制整備 

必要に応じ、相談支援事業所と連携し家庭訪問による相談支援

を実施していますが、状況により直ぐに家庭訪問ができる体制

にはない現状にあります。 

相談支援事業所を含め、医療等、関係機関と連携しスムーズな

対応ができるよう体制整備を進めます。 
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第３節 保健・医療の充実 

保健医療施策では、障がいの予防と同時に、早期発見・早期対応を行うことが重要

となります。また、少子高齢化の進行とともに障がいのある人も高齢化が進んでおり、

高齢化に伴うさまざまな疾病等への対応や健康づくりに関しても充実させる必要が

あります。そのため、これからも医療機関との連携を強化し、適切な保健サービス、

医療、医学的リハビリテーション等を充実させるとともに、障がいの原因となる疾病

等の予防と治療についても、保健・医療サービスの適切な提供に努め、各種健診の利

用促進を進めます。 

また 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）の居場所の確保に向けた取り組みを

進めます。 

 

 

 

○ライフステージに応じた各種健診の実施と、関係機関と連携した支援体制の整備が

できていますが、今後はさらに健診受診率を向上させる等、広く市民全体の健康づ

くりに引き続き取り組んでいくことが必要です。 

○障がいのある人への日常生活を支援する上で、引き続き福祉と保健・医療との連携

が重要な課題となっています。また、発達障がい、高次脳機能障がい、難病等の支

援については、情報収集や支援方法の決定等にあたり、医療機関との十分な連携が

求められます。 

○団体・事業所ヒアリングでは、今後、あんしんセンター等高齢分野や医療関係との

連携の必要性は増してくると思われます。その辺りをしっかりと確認した上での連

携が重要です。 

〇乳幼児や成人を対象に各種検診を実施し、疾病や障がいの早期発見、受診勧奨、支

援体制の充実に取り組み、関係機関との連携も強化します。今後も更なる受診率の

向上に取り組むとともに、早期からの支援ができる体制づくりが重要です。 

〇こころの悩みや病気は身近なところで増えつつあり、徐々に関心や理解が深まって

きています。しかし、人口減少、高齢化、地域のつながりの希薄さ等により、家族

や地域での支援体制が弱くなっています。今後も継続して精神疾患についての啓発

等をすることで理解を深め、支援体制を強化していく必要があります。 

 
 

現状と課題 
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重点項目 

（１）障がいの早期発見・予防・対応★ 

 

障がいの早期発見につながる健康診査等の充実をはじめ、医療機関との連携を強化

し、適切な対応が実施できるよう相談・指導体制の充実を図ります。 

また、支援者の高齢化（8050 問題）やアルコール・薬物等の依存症も含め、精神

障がいにも対応した地域包括支援システムの構築を進めます。 

 

取り組み 内  容 

各種健診の実施 

妊産婦をはじめ、乳幼児から高齢者まで、ライフステージに応

じた各種健診を実施するとともに、健診後の適切なフォローア

ップ体制を整備し、障がいの早期発見・予防・対応に努めます。 

乳幼児健診における健診結果により必要な支援を実施するとと

もに、関係機関とも連携します。 

成老人対象では、各種がん検診、特定健診、後期高齢者健診等

を実施し、疾病の予防、早期発見、受診勧奨、重症化予防に取

り組んでいきます。 

相談・指導体制の

充実★ 

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

テムの構築を進めます。健康相談、家庭児童相談、訪問指導等

の各種相談事業と医療機関との連携を強化し、より専門性の高

いアドバイス・指導が行えるよう内容の充実を図りながらゲー

トキーパーの養成講座を実施し相談体制の充実を図ります。 

疾病に対する理解

の促進 

各種健診や教室、相談時等の機会を活用し、障がいの原因とな

る疾病について、その予防や治療方法等について理解と周知を

図ります。また、健康教育や講演会の実施、広報・ホームペー

ジを活用し啓発を行っていきます。 

療育体制の充実 

療育相談や機能訓練等を有する障がい者支援施設を整備充実

し、地域での療育環境の整備に努めます。支援を必要とする子

どもの増加に鑑み、療育体制の充実を図ります。 

障がいのある人の

健康づくり 

健康の保持・増進を図るため、関係各課・機関と連携し、健診

や指導体制の確立に向け、検討を進めます。 

精神疾患に関しては、統合失調症の当事者を対象とした「なか

ま会」、家族を対象とした家族教室への参加周知を図ります。 
  
 

施策の方向 
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第３節 保健・医療の充実 
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現状と課題 
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重点項目 
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取り組み 内  容 
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ップ体制を整備し、障がいの早期発見・予防・対応に努めます。 

乳幼児健診における健診結果により必要な支援を実施するとと

もに、関係機関とも連携します。 
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各種健診や教室、相談時等の機会を活用し、障がいの原因とな

る疾病について、その予防や治療方法等について理解と周知を

図ります。また、健康教育や講演会の実施、広報・ホームペー

ジを活用し啓発を行っていきます。 

療育体制の充実 

療育相談や機能訓練等を有する障がい者支援施設を整備充実

し、地域での療育環境の整備に努めます。支援を必要とする子

どもの増加に鑑み、療育体制の充実を図ります。 

障がいのある人の

健康づくり 

健康の保持・増進を図るため、関係各課・機関と連携し、健診

や指導体制の確立に向け、検討を進めます。 

精神疾患に関しては、統合失調症の当事者を対象とした「なか

ま会」、家族を対象とした家族教室への参加周知を図ります。 
  
 

施策の方向 
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重点項目 

（２）医療支援体制の充実★ 

 
 

身近な地域で適切な医療が受けられるよう、医療機関との連携を強化し、医療体制

の充実を図ります。 

精神疾患については、早期にまた継続した医療が受けられるように、疾患について

の理解を深める対策や個々の支援を推進していきます。 

通院等が困難である障がい者（児）が安心して医療が受けられる在宅医療を推進す

るとともに福祉サービスとの連携を強化します。 

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の体制整備を図ります。 
 
 

取り組み 内  容 

重度心身障がい者

（児）に対応した

居場所づくり★ 

重度心身障がい者（児）の医療的ケアのニーズを把握するとと

もに、奈良県東部における重度心身障がい者（児）の居場所づ

くりの体制整備を図ります。 

公的医療制度の 

充実 

重度心身障がい者（児）に対する医療補助に加え、精神障がい

者（児）医療費助成を拡充し、障がいのある人が安心して適切

な医療を受けることができるよう、公的医療制度の適正な運用

を図ります。 

精神保健・医療施

策の推進 

心の健康づくりを推進します。また、医療機関との連携を強化

し、精神疾患の早期発見・治療、緊急時における救急体制等適

切な精神医療提供体制の確立を推進します。 

こころの健康づくり学習会の実施を通じ、精神疾患についての

理解を深め、相談しやすい体制整備を図ります。 

精神保健福祉士等

の専門職の配置の

推進 

精神障がいのある人への支援の充実を図るための精神保健福祉

士の配置をはじめ、支援の質を高めるために、公的機関・事業

所・支援機関等における専門的な知識・経験を有する職員の配

置と養成を推進します。 
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第４節 教育・療育の充実 

誰もが社会の一員としてさまざまな活動に参加し、住み慣れた地域において生きが

いを持って暮らしていくためには、それぞれのライフステージに応じて、自立と社会

参加に必要な能力を培うための教育は大変重要なものとなります。 

障がいのある児童本人とその保護者の選択を最大限尊重しつつ、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、学習障がい（LD）、注意欠陥多動性障がい（ADHD）、

自閉症スペクトラム（ASD）等について教育的支援を行う等、教育・療育に特別の

ニーズのある子どもについて、適切な対応を図れるよう各種施策を推進します。 

また、学校教育における福祉教育や支援学級・支援学校との交流活動を充実させ、

すべての子どもの社会性や豊かな人間性を育成するとともに、共に生きる社会の実現

に向けた心理的障壁の除去を図ります。 

 

 

 

〇現在支援が必要な園児に対する教諭及び保育士配置について適正な加配を行って

いますが、特別支援の対象児童が増加傾向にあり、障がい児保育に関する職員研修

等支援の充実を図っています。また、集団生活になじみにくい児童への対応等課題

があります。保育所等の現場では、支援者が発達上の課題に気づいても、保護者に

受容してもらうまでに時間がかかり、早期療育につながりにくい現状があります。 

○国の「障害者基本計画」では、障害者基本法に基づき、「インクルーシブ教育シス

テムの構築」がうたわれています。本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、障が

いの有無によって分け隔てられることなく、必要な支援を受けながら、同じ場で共

に学ぶための環境整備が目指されています。 

○本市においても、特別支援を必要とする子どもの増加に伴い、教育相談や通級指導

教室等の設置により多くの子どもの個別対応ができつつあります。障がいの多様性

に対応できるよう、教職員のさらなる研修を積み重ねていくことが課題です。 

○団体・事業所ヒアリングから、医療との連携がとりにくい状況にあることや、子供

の特性を共有するため、家庭、学校、学童、行政、事業所でのネットワークが必要

です。 

 

 

現状と課題 
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現状と課題 
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（１）就学前療育・保育の充実 

特別な支援を必要とする子どもは増える傾向にあります。障がいや発達に心配があ

る子どももひとりの子どもとして尊重されて成長し、身近な地域の中で育まれること

が大切です。そのために、一人ひとりの個性と能力に応じた配慮と専門的な支援を提

供していくことが必要です。 

障がいのある子どもが、身近な地域で専門的な療育や一人ひとりの障がいの状況に

応じた保育を受けられるよう、教育・医療・福祉等の関係機関との連携、ネットワー

クの形成を進め、療育・保育体制の充実を図ります。一方、障がいのある親に対して

妊娠・育児の不安や悩み、育児ストレスの解消を図るための訪問指導体制の確立を関

係各課・機関と連携し、推進します。 

 

取り組み 内  容 

障がい児保育の充

実 

一人ひとりの個性と能力に応じた配慮と専門的な支援を提供

していくことが必要です。子どもが身近な地域で一人ひとりの

障がいの状況に応じた適切な保育を受けられるよう、受け入れ

体制の整備、指導員や保育士の専門性の向上、保育内容の充実

を図ります。 

療育体制の充実 
療育を必要とする子供が増加傾向にあるため、保育に関する研

修等を行い、支援の充実を図ります。 

子育て家庭等への

訪問指導の推進 

妊娠・育児の不安や悩み、育児ストレスの解消を図るため、保

健師等が妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問し、母子の健康の保

持増進を図るとともに、障がいの早期発見、療育相談等に応じ

ます。 

障がいのある親へ

の訪問指導体制の

確立 

障がいのある親に対して、育児や妊娠・育児の不安や悩み、育

児ストレスの解消を図るための訪問指導体制の確立を関係各

課・機関と連携し、推進します。 

 

 

 

施策の方向 
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（2）教育の充実 

障がいのある児童・生徒に対する総合的な支援体制として、特別支援教育推進体制

の整備を進め、乳幼児から就労にいたる長期的な視点からの地域における療育の支援

体制の構築を図ります。 

 また、就学指導の充実や教職員等の知識・技能の向上を図る等、学びやすい教育環

境の整備に努めます。 
共生社会の実現に向け、福祉教育や交流活動等を通じて、すべての児童・生徒の障

がいに対する理解の促進を図るとともに、心理的障壁の除去・軽減に向けた教育的ア

プローチを進めます。 
 

重点項目 

■発達障がい児支援の充実★ 

 

発達障がい児の発達に応じた適切な支援が受けられるよう発達に応じた療育支

援の充実に努めます。 
 

① 発達障がい児支援の充実 
取り組み 内  容 

発達障がい児支援

の充実★ 

教育・医療・福祉をはじめとする関係機関との連携、ネットワ

ークを形成し、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

れるよう療育支援ネットワークの構築を進めます。 
 
年々、放課後デイサービスの利用児童が増加している中、「医療」「学童支援」「学

校」等が連携し、地域における療育支援ネットワークを構築します。また、子どもの

療育の相談支援についての充実を図ります。 
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（１）就学前療育・保育の充実 

特別な支援を必要とする子どもは増える傾向にあります。障がいや発達に心配があ

る子どももひとりの子どもとして尊重されて成長し、身近な地域の中で育まれること

が大切です。そのために、一人ひとりの個性と能力に応じた配慮と専門的な支援を提

供していくことが必要です。 

障がいのある子どもが、身近な地域で専門的な療育や一人ひとりの障がいの状況に

応じた保育を受けられるよう、教育・医療・福祉等の関係機関との連携、ネットワー

クの形成を進め、療育・保育体制の充実を図ります。一方、障がいのある親に対して

妊娠・育児の不安や悩み、育児ストレスの解消を図るための訪問指導体制の確立を関

係各課・機関と連携し、推進します。 

 

取り組み 内  容 

障がい児保育の充

実 

一人ひとりの個性と能力に応じた配慮と専門的な支援を提供

していくことが必要です。子どもが身近な地域で一人ひとりの

障がいの状況に応じた適切な保育を受けられるよう、受け入れ

体制の整備、指導員や保育士の専門性の向上、保育内容の充実

を図ります。 

療育体制の充実 
療育を必要とする子供が増加傾向にあるため、保育に関する研

修等を行い、支援の充実を図ります。 

子育て家庭等への

訪問指導の推進 

妊娠・育児の不安や悩み、育児ストレスの解消を図るため、保

健師等が妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問し、母子の健康の保

持増進を図るとともに、障がいの早期発見、療育相談等に応じ

ます。 

障がいのある親へ

の訪問指導体制の

確立 

障がいのある親に対して、育児や妊娠・育児の不安や悩み、育

児ストレスの解消を図るための訪問指導体制の確立を関係各

課・機関と連携し、推進します。 

 

 

 

施策の方向 
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（2）教育の充実 

障がいのある児童・生徒に対する総合的な支援体制として、特別支援教育推進体制

の整備を進め、乳幼児から就労にいたる長期的な視点からの地域における療育の支援

体制の構築を図ります。 

 また、就学指導の充実や教職員等の知識・技能の向上を図る等、学びやすい教育環

境の整備に努めます。 
共生社会の実現に向け、福祉教育や交流活動等を通じて、すべての児童・生徒の障

がいに対する理解の促進を図るとともに、心理的障壁の除去・軽減に向けた教育的ア

プローチを進めます。 
 

重点項目 

■発達障がい児支援の充実★ 

 

発達障がい児の発達に応じた適切な支援が受けられるよう発達に応じた療育支

援の充実に努めます。 
 

① 発達障がい児支援の充実 
取り組み 内  容 

発達障がい児支援

の充実★ 

教育・医療・福祉をはじめとする関係機関との連携、ネットワ

ークを形成し、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

れるよう療育支援ネットワークの構築を進めます。 
 
年々、放課後デイサービスの利用児童が増加している中、「医療」「学童支援」「学

校」等が連携し、地域における療育支援ネットワークを構築します。また、子どもの

療育の相談支援についての充実を図ります。 
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② 特別支援教育体制の充実 
取り組み 内  容 

乳幼児期から就労

にいたるまで一貫

した支援体制の整備  

教育・医療・保健・福祉・労働等の関係機関による「特別支援

連携協議会」を設置し、ネットワークを形成する中で個別の教

育支援計画の策定にも努め、乳幼児期から就労にいたるまで、

長期的な支援体制を検討します。 

校内体制の整備 

学校における特別支援教育を推進するため、特別支援教育コー

ディネーターや校内委員会の設置等を進め、校内体制の整備を

推進します。 

 

③ 教育環境の充実 
取り組み 内  容 

就学指導の充実 

一人ひとりの障がいの状態や特性に応じた適正な就学（就園）

指導が行えるよう、保護者をはじめ教育・医療・保健・福祉等

の関係機関との連携を強化するとともに、就学支援委員会の更

なる充実に努めます。 

教職員の専門性の

向上 

障がいのある幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに対

応できるよう、特別支援学校との連携を進めるとともに、小・

中学校特別支援学級担当教員・特別支援教育コーディネーター

等の実践的交流や研究会を実施し、教師の専門性を高め、学習

指導の充実と向上を図ります。 

一人ひとりに応じ

た教育指導・支援

の充実 

一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を進める

ため、個別の指導計画を作成し、発達状況に即した指導方法、

内容及び支援の改善を行い、豊かな教育活動を展開します。 

放課後の居場所づ

くり 

放課後児童クラブや、放課後等デイサービス事業所との連携を

進め、子どもの居場所づくりに努めます。 
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④ 福祉教育・交流活動の推進 

取り組み 内  容 

学校における福祉

教育の推進 

「地域での体験活動」や「総合的な学習の時間（学級活動・道

徳）」等を活用し、子どものころから福祉に対する理解を深め

る福祉教育を推進します。 

学校における交流

活動の推進 

関係機関・団体との連携を強化し、学校における福祉・ボラン

ティア活動や福祉体験学習等のカリキュラムの中で、障がいの

ある人や特別支援学校との交流機会の充実を図ります。 
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② 特別支援教育体制の充実 
取り組み 内  容 

乳幼児期から就労

にいたるまで一貫

した支援体制の整備  

教育・医療・保健・福祉・労働等の関係機関による「特別支援

連携協議会」を設置し、ネットワークを形成する中で個別の教

育支援計画の策定にも努め、乳幼児期から就労にいたるまで、

長期的な支援体制を検討します。 

校内体制の整備 

学校における特別支援教育を推進するため、特別支援教育コー

ディネーターや校内委員会の設置等を進め、校内体制の整備を

推進します。 

 

③ 教育環境の充実 
取り組み 内  容 

就学指導の充実 

一人ひとりの障がいの状態や特性に応じた適正な就学（就園）

指導が行えるよう、保護者をはじめ教育・医療・保健・福祉等

の関係機関との連携を強化するとともに、就学支援委員会の更

なる充実に努めます。 

教職員の専門性の

向上 

障がいのある幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに対

応できるよう、特別支援学校との連携を進めるとともに、小・

中学校特別支援学級担当教員・特別支援教育コーディネーター

等の実践的交流や研究会を実施し、教師の専門性を高め、学習

指導の充実と向上を図ります。 

一人ひとりに応じ

た教育指導・支援

の充実 

一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を進める

ため、個別の指導計画を作成し、発達状況に即した指導方法、

内容及び支援の改善を行い、豊かな教育活動を展開します。 

放課後の居場所づ

くり 

放課後児童クラブや、放課後等デイサービス事業所との連携を

進め、子どもの居場所づくりに努めます。 
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④ 福祉教育・交流活動の推進 

取り組み 内  容 

学校における福祉

教育の推進 

「地域での体験活動」や「総合的な学習の時間（学級活動・道

徳）」等を活用し、子どものころから福祉に対する理解を深め

る福祉教育を推進します。 

学校における交流

活動の推進 

関係機関・団体との連携を強化し、学校における福祉・ボラン

ティア活動や福祉体験学習等のカリキュラムの中で、障がいの

ある人や特別支援学校との交流機会の充実を図ります。 
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第５節 雇用・就労・社会参加の促進 

就労は、ただ単に自立生活を支える経済的安定を得るにとどまらず、社会参加、社

会貢献、さらには生きがいにつながり、生活の質の向上においても重要です。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や、障がい者就労施設等での福祉

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等、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。 

また、障がい者の社会参加の推進と生活の質の向上を図るため、文化、スポーツ、

レクリエーション活動の機会の提供に努めます。 

公共職業安定所及び商工会等関係機関との連携を強化し、民間企業や障がい者就労

施設等への働きかけを行い、雇用・就労の場の拡大に努めます。また、公共機関にお

ける雇用拡大についても庁内関係各課と連携を図りながら進めていきます。 

 

 

 

○平成 25 年に改正された「障害者の雇用の促進等に関する法律」（平成 28 年 4 月

施行）では、障がいを理由とする差別的取扱いの禁止と精神障がい者を法定雇用率

の算定基礎に加えることが規定されるとともに、事業者に対して、障がい者が職場

で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮）の提供義務が規定さ

れています。 

○また、民間企業の現在の障がい者雇用の法定雇用率は 2.2％ですが、2021 年 4

月までに 0.1％引き上げられて 2.3%となる予定です。2.3％になった場合には、

同時に対象となる企業の対象範囲も従業員数 43.5 人以上に拡大されます。こうし

た制度改正について事業者への十分な周知・啓発が求められます。 

○アンケート調査では、本人の就労状況については、「働いていない」が最も多く、

次いで「一般就労（企業の正社員やアルバイト、家業手伝い等）」、「施設・作業所

へ通っている」の順となっています。 

○障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要を増進させることで、障がい者

の自立の促進に資することを目的とした、「国等による障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が平成 25 年度より

施行されています。 

〇相談者には既に手帳を所持している方も含まれているほか、障がいを有する方が少

なくありません。相談者の個々の状況に応じ、より良い就労への支援を行うために

は、窓口機能の維持と雇用の受け皿となる事業所の協力が必要です。 

現状と課題 
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（１）雇用の場の拡大 

公共職業安定所及び商工会等関係機関との連携を強化し、民間企業や障がい者就労

施設等への働きかけを行い、雇用・就労の場の拡大に努めます。また、公共機関にお

ける雇用拡大についても庁内関係各課と連携を図りながら進めていきます。 

職員定数の適正化に向けて努める一方、法定雇用率以上の雇用に努めます。 

 

取り組み 内  容 

民間企業への啓発 

・雇用拡大の促進 

障がい者雇用率制度や障害者差別解消法の周知徹底を図るとと

もに、法定雇用率未達成企業に対し、指導や助成金制度等を適

用する等公共職業安定所、商工会等関係機関と連携しながら民

間企業における雇用を促進します。公共職業安定所への障がい

者向け求人情報の提供依頼及び、市ホームページへの掲載、企

業内人権教育推進協議会での研修や書籍の配布を進めます。 

公共機関における

雇用の拡大 

公共機関等における障がい者雇用について、引き続き法定雇用

率の達成とともに、障害者差別解消法が規定する合理的配慮の

提供義務を遵守し、障がい者の就労環境の改善を図ります。ま

た職場実習の受け入れ等、雇用職域の拡大を図ります。 

職員定数の適正化に向けて努める一方、法定雇用率以上の割合

で雇用を図ります。 

福祉的就労の充実 

一人ひとりが障がいの状態や状況に応じた就労の場（日中活動

の場）を確保できるよう、障がい者就労施設等との連携強化や

その支援を図ります。 

 

 

  

施策の方向 
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第５節 雇用・就労・社会参加の促進 

就労は、ただ単に自立生活を支える経済的安定を得るにとどまらず、社会参加、社

会貢献、さらには生きがいにつながり、生活の質の向上においても重要です。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や、障がい者就労施設等での福祉

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等、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。 

また、障がい者の社会参加の推進と生活の質の向上を図るため、文化、スポーツ、

レクリエーション活動の機会の提供に努めます。 

公共職業安定所及び商工会等関係機関との連携を強化し、民間企業や障がい者就労

施設等への働きかけを行い、雇用・就労の場の拡大に努めます。また、公共機関にお

ける雇用拡大についても庁内関係各課と連携を図りながら進めていきます。 

 

 

 

○平成 25 年に改正された「障害者の雇用の促進等に関する法律」（平成 28 年 4 月

施行）では、障がいを理由とする差別的取扱いの禁止と精神障がい者を法定雇用率

の算定基礎に加えることが規定されるとともに、事業者に対して、障がい者が職場

で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮）の提供義務が規定さ

れています。 

○また、民間企業の現在の障がい者雇用の法定雇用率は 2.2％ですが、2021 年 4

月までに 0.1％引き上げられて 2.3%となる予定です。2.3％になった場合には、

同時に対象となる企業の対象範囲も従業員数 43.5 人以上に拡大されます。こうし

た制度改正について事業者への十分な周知・啓発が求められます。 

○アンケート調査では、本人の就労状況については、「働いていない」が最も多く、

次いで「一般就労（企業の正社員やアルバイト、家業手伝い等）」、「施設・作業所

へ通っている」の順となっています。 

○障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要を増進させることで、障がい者

の自立の促進に資することを目的とした、「国等による障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が平成 25 年度より

施行されています。 

〇相談者には既に手帳を所持している方も含まれているほか、障がいを有する方が少

なくありません。相談者の個々の状況に応じ、より良い就労への支援を行うために

は、窓口機能の維持と雇用の受け皿となる事業所の協力が必要です。 

現状と課題 
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（１）雇用の場の拡大 

公共職業安定所及び商工会等関係機関との連携を強化し、民間企業や障がい者就労

施設等への働きかけを行い、雇用・就労の場の拡大に努めます。また、公共機関にお

ける雇用拡大についても庁内関係各課と連携を図りながら進めていきます。 

職員定数の適正化に向けて努める一方、法定雇用率以上の雇用に努めます。 

 

取り組み 内  容 

民間企業への啓発 

・雇用拡大の促進 

障がい者雇用率制度や障害者差別解消法の周知徹底を図るとと

もに、法定雇用率未達成企業に対し、指導や助成金制度等を適

用する等公共職業安定所、商工会等関係機関と連携しながら民

間企業における雇用を促進します。公共職業安定所への障がい

者向け求人情報の提供依頼及び、市ホームページへの掲載、企

業内人権教育推進協議会での研修や書籍の配布を進めます。 
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施策の方向 
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（２）総合的な就労支援施策の推進 

一般企業等への雇用や働く機会の充実を図るため、職業リハビリテーションの推進

や必要な知識・能力の習得を図るための支援を行います。また、関係機関とのネット

ワーク化を図り、就労の前後にわたる支援体制づくりを進めます。 

 

取り組み 内  容 

就労に関する相談

体制の充実 

就労・雇用に関する相談に対して適切な指導・助言、また、情

報提供が行えるよう、公共職業安定所及び障害者就業・生活支

援センター等との連携を強化し、相談体制の充実を図ります。 

生活困窮者自立支援事業による就労支援事業、被保護者就労支

援事業の就労支援員を引き続き常駐配置し、就労相談・ハロー

ワーク巡回相談に取り組みます。 

ジョブコーチ等就

労支援の推進 

雇用の前後を通じ障がいのある人と事業所の双方を支援するジ

ョブコーチや職親制度等の周知を行い、利用の促進を図ります。 

トライアル雇用の 

促進 

事業者に対して、障がいのある人を一定期間試行雇用し、相互

の理解と常用雇用へのきっかけづくりを行うトライアル雇用の

実施を働きかけます。 

広域的な就労ネッ

トワークの形成 

特別支援学校や学校、職業安定所、商工会、民間企業、障がい

者就労施設等の事業者、行政等の関係機関によるネットワーク

を形成し、就労前から就労後にわたって就労支援が図れる体制

づくりに努めます。 

障がい者就労施設

等からの物品等の

調達 

障害者優先調達推進法に基づいて、物品等の調達方針を定め、

障がい者就労施設等からの物品調達の拡大を図ります。また、

事業所における提供可能な役務の内容の集約を行い、更なる工

賃増加にむけ調達の充実を図ります。 
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（３）文化、スポーツ、レクリエーション活動の推進 
文化・芸術活動やスポーツ、レクリエーション活動を促進し、地域の中で潤い豊か

な生活を送ることができるよう、生きがいづくりを支援します。また、地域における

交流の促進を図り、機会の提供や活動の支援に取り組みます。 

 

取り組み 内  容 

障がい者スポーツ

の促進 

障がい者スポーツ指導者の養成と組織化を支援し、スポーツ活

動の促進を図ります。また、誰もが気軽に安心してスポーツに

親しむことができるよう、社会体育施設の充実に努めます。 

1984 年からパラリンピックの正式競技として行われている

「ボッチャ」を身近なスポーツとして普及させていきます。 

文化・芸術活動へ

の支援 

さまざまな文化・芸術活動に参加し、活動の成果を発表できる

場の充実を図ります。 
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第６節 生活環境の整備 

誰もが地域の中で自立した生活を送り、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、交通等におけるさまざまなバリアを取り除き、すべての

市民にとって安心・安全かつ生活に支障のない環境を整備することが大切です。 

誰もが利用しやすいように配慮されているユニバーサルデザインの考え方のもと、

福祉のまちづくりを進め、安心・安全な環境の整備を図ります。 

また、近年、地震や台風、局地的な豪雨といった大規模な自然災害による被害が後

を絶ちません。災害対策や障がいのある人が犯罪や事故等に巻き込まれることを防ぐ

システムづくりについても進めていく必要があります。そのため、地域住民をはじめ

さまざまな機関・団体と協働し、防災・防犯ネットワークの確立に努め、情報伝達や

災害時の救援・救助体制の整備を図ります。 

 

 

 

○「宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基

準を定める条例」、「宇陀市公園条例」等に基づき高齢者・障がい者等の円滑な利用

に適した施設整備を進めています。 

○公共施設の新築・改築等の機会にバリアフリー化を推進していますが、今後も継続

した取り組みが必要です。 

○アンケート調査では、災害時に一人で避難できるかどうかについて18歳以上では、

「できる」45.0％に対し、「できない」32.8%、となっており、災害時に困るこ

ととしては「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」、「投薬や治療が受け

られない」、「安全なところまで迅速に避難できない」等が上位となっています。 

○宇陀市災害時要援護者避難支援計画の策定により、要援護者台帳の作成と自治会や

民生委員との情報共有を行っています。今後、要援護者名簿の作成を含め、更なる

充実を図る必要があります。 

〇市営住宅ストック総合活用計画に基づき必要戸数の確保を図りつつ、老朽化した住

宅の用途廃止・建替・民間賃貸住宅の活用の方向性を検討し、建替えについては、

障がいのある人や高齢者を含め誰もが快適に暮らせるようバリアフリー構造を取

り入れた公営住宅の整備を計画します。また、関係部署と連携し住宅の空き家をグ

ループホーム等の社会福祉事業等に活用します。  

 

 

現状と課題 

61 
 

 

 

重点項目 

（１）住空間・公共施設等のバリアフリー化★ 

 

誰もが地域の中で安心・快適に暮らすことができるよう、ノーマライゼーションの

理念のもと、バリアフリー化とユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。また、

生活環境等に関するさまざまな苦情や相談、要望等に対応するため、苦情相談窓口の

周知と充実を図ります。また、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、日常の移動手段の充実・強化を図ります。 
 

 

取り組み 内  容 

公営住宅の整備 

誰もが地域で安心・快適に暮らすことができるよう、生活や活

動の障壁となる段差等を取り除いた公営住宅の整備を計画し

ます。 

市営住宅のグルー

プホーム事業等へ

の活用 

庁内関係部局の連携を図り、市営住宅の空家をグループホーム

等の社会福祉事業等に活用します。 

住宅改修への支援 
高齢者福祉施策等とも連携し、手すりの取り付けや段差の解消

等、居宅における改修への支援に努めます。 

公共施設のバリア

フリー化 

既存施設についてバリアフリー化を進めます。また、新設の際

にはユニバーサルデザインの考え方のもと、計画の段階から誰

もが利用しやすい施設となるよう整備を進めます。 

民間施設への啓発 

すべての人が安心・快適に利用できるよう、「ハートビル法」

等の周知を図り、事業者等への理解促進と施設の整備、改善を

要請していきます。 

公共交通機関のバ

リアフリー化 

公共交通機関の利便性向上を図るため、駅周辺のバリアフリー

化を促進させるとともに、ノンステップバス・リフト付きバス

等の導入に努めます。 

  

施策の方向 
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施策の方向 
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道路等交通環境の

整備 

歩行の安全を確保し、事故を防止するため、歩道の拡張や段差

の解消、障害物の撤去、音響信号機等の設置、視覚障がい者誘

導用ブロックの設置等、交通環境の整備に努めます。 

移動手段の充実★ 
障がい者や高齢者の移動支援について、社会生活上必要不可欠

な外出、社会参加等の移動手段の充実を図ります。 

公園等の整備 

すべての市民が利用しやすいよう、トイレや傾斜、水辺空間等

への配慮等利用しやすい施設整備を進めます。「宇陀市公園条

例」において、市立公園の設置に関する基準を定め、障がい者・

高齢者等の円滑な利用に適した構造の公園整備を目指します。 

苦情相談窓口の 

充実 

生活環境等に関する市民のさまざまな苦情や相談、要望等に対

応する苦情相談窓口の周知を図ります。また、関係各課・機関

とのネットワークを形成し、窓口の充実を図ります。 
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重点項目 

（２）防災・防犯への対応★ 

 

災害等の緊急事態発生時に適切な情報提供と安全かつ確実な避難行動が行えるよ

う体制の整備に努めます。また、市民が犯罪等に巻き込まれないよう、関係機関・団

体と連携し、防犯体制を整えていきます。 

昨今の日本における災害は想像を超えるものとなっており、障がいのある方への緊

急事態発生時の連絡方法はもちろん、障がいのある方が安心して避難できる環境をつ

くることが重要です。そのためには、防災、保健、福祉の連携強化を充実させ、障が

い者の状況把握や迅速に支援を行う体制の強化を図ります。 

 

取り組み 内  容 

地域防災計画の 

推進★ 

障がいのある人に対する救援体制の整備や福祉のまちづくり

を促進する等、環境整備を図ります。また、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。 

情報伝達システム

の整備 

災害時にとどまらず、市民全体の保護の必要性が生じた場合

等、その情報を各地域及び市民に提供するシステムの整備を進

めます。 

自主防災組織の 

育成 

自治会を単位とした地域住民による自主防災組織の整備を進

めるとともに、リーダーの育成や自治会自主防災組織間の連携

体制づくりを支援します。 

地域防災体制の 

確立 

地域コミュニティの形成促進、災害時要援護者リスト・マップ

の作成、民生委員・児童委員、自治会（自主防災組織）、関係

社会福祉施設、各種ボランティア団体、相互扶助組織等との連

携体制づくりを進め、地域ぐるみの災害時要援護者避難支援体

制の確保については、一時的に社会福祉施設（特別養護老人ホ

ーム等）が利用できるよう、避難受入業務委託を進め、地域ぐ

るみの支援体制の強化を図ります。 

災害時要援護者の

避難支援体制の確

立★ 

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に基づき、情報伝

達体制の整備や災害時要援護者情報の共有体制の確立、災害時

要援護者の宇陀市避難行動要支援者避難支援計画に沿った取

り組みを進めます。また、地域の実情に応じた自主防災組織の

設立支援や日頃から要配慮者を助け合える地域の理解が得ら

れるよう更なる支援を行います。 
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道路等交通環境の

整備 

歩行の安全を確保し、事故を防止するため、歩道の拡張や段差

の解消、障害物の撤去、音響信号機等の設置、視覚障がい者誘

導用ブロックの設置等、交通環境の整備に努めます。 

移動手段の充実★ 
障がい者や高齢者の移動支援について、社会生活上必要不可欠

な外出、社会参加等の移動手段の充実を図ります。 

公園等の整備 

すべての市民が利用しやすいよう、トイレや傾斜、水辺空間等

への配慮等利用しやすい施設整備を進めます。「宇陀市公園条

例」において、市立公園の設置に関する基準を定め、障がい者・

高齢者等の円滑な利用に適した構造の公園整備を目指します。 

苦情相談窓口の 

充実 

生活環境等に関する市民のさまざまな苦情や相談、要望等に対
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立★ 

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に基づき、情報伝
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地域防犯体制の 

確立 

警察や自治会、防犯協議会等と連携し、防犯・暴力追放運動を

推進するとともに、集落単位による防犯パトロール隊の結成支

援を行い、活動への支援と地域における防犯体制の確立を図り

ます。 

障がいのある人に

配慮した情報伝達

手段の拡充 

聴覚障がい者・言語障がい者にＦＡＸや携帯電話のメール機能

等を活用した情報伝達システムの利用拡充を図ります。また、

緊急通報システムやＦＡＸ110 番、携帯電話等からのメール

110 番の周知を図り、緊急時における体制の強化を図ります。 

国民保護計画の 

推進 

武力攻撃事態等となった場合における市民の避難、救援、武力

攻撃災害への対処等の国民保護措置を的確に、かつ迅速に実施

できる体制の整備を進めます。 
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第７節 共に生きる地域づくり 

地域福祉活動の推進、交流活動の促進等の取り組みにより、人々の意識や生活環境

における社会的障壁の除去、軽減を図り、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。 

 

 

 

○アンケート調査（18 歳以上）では、地域で交流できるイベントについて満足度に

ついて、「知らない・わからない」が最も多く 67.7％、次いで「やや不満である」

10.5％、「やや満足している」8.7％の順でした。 

 周知や参加しやすいイベントの開催が必要です。 

〇「障がいに対して広く市民の理解が進んできているか」については、「どちらかと

いえば進んできている」32.6％、「進んでいない」21.1％、「わからない」26.5％

となっています。 

 理解についての更なる取り組みが必要です。 

○地域における障がい福祉に関する関係者等による連携及び支援の体制に関する協

議を行うための会議の場として、宇陀市障害者地域自立支援協議会において「暮ら

し」・「地域生活」・「就労」・「子ども支援」の 4 つの部会が置かれています。 

また、各障がい者団体の活性化に向けた支援を行っていますが、各団体の高齢化が

進んでいる状況であり、今後の活動体制の充実が課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 
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現状と課題 
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（１）地域福祉活動の推進 

ボランティア団体や住民自治組織、当事者団体等、市民による主体的な活動を支援

し、活動しやすい環境の整備に努めます。 

自治会、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。 

 

取り組み 内  容 

宇陀市障害者地域

自立支援協議会の

活性化 

宇陀市障害者地域自立支援協議会を組織し、就労部会、地域生

活部会、暮らし部会、子ども支援部会、相談支援連絡会の各部

会ごとテーマに合わせて障がい者（児）支援の充実を推進しま

す。また、協議会活動の活性化を図ることによって、関係機関・

組織のネットワーク化、顔の見える関係づくり、障がい者支援

における課題の共有を促進し、障がい者支援の充実を図ります。 

地域福祉活動への

支援 

自治会、まちづくり協議会、民生委員・児童委員、ＮＰＯ、市

民グループ等の主体的な活動を支援し、地域全体の福祉の向上

を図ります。 

小地域ネットワー

クの構築 

地域の中で見守り、助け合いが必要な人に対して地域住民をは

じめ、自治会、まちづくり協議会、民生委員・児童委員、社会

福祉協議会等によるネットワークの形成を図ります。 

ボランティアの 

育成 

関係機関と連携し、ニーズに応じたボランティア養成講座を開

講するとともに、児童・生徒等、子どものころからのボランテ

ィア体験を推進します。 

ボランティア活動

への支援 

ボランティアセンターの機能強化やボランティア団体への活動

支援、団体・個人間の交流とネットワーク化の促進に努めます。 

障がい者団体活動

支援事業 

市内で活動する障がい者団体や関係者で構成する団体に対して

支援を行い、生きがいづくりや福祉の向上を図ります。また、

活動について、会議開催や各イベント活動等、助言や支援を行

っていきます。 

 

  

施策の方向 
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（２）交流活動の促進 

障がいのある人と地域住民とがお互いに交流できる機会を関係機関や地域と連携

して拡充するとともに、学校等における交流活動の充実を図ります。 

 

取り組み 内  容 

交流の場づくり 
障がいのある人と地域住民との交流を活発にするため、イベン

トやフェスティバル等の支援を検討します。 

福祉の担い手の 

育成 

福祉施設でのボランティア体験、ボランティアリーダーの養成、

災害ボランティア研修会等の取り組みを通じ、地域で福祉の担

い手となる人の育成を図ります。 

障がい者の集い 

障がいのある人を対象に、お互いの理解と親睦を深めるため、

障がい種別をこえた交流事業の開催を検討します。 

また、パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」を通じ交

流の機会の充実を図ります。 
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（２）交流活動の促進 
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第 1 章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画の基本理念 

本市の障がい者施策全体の方向性を定めるものとして、「第 3 次宇陀市障がい者基

本計画」では、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目指し、「誰もが自分らしく生き、互いに認め

合う共生のまち」を基本理念として掲げています。 

この基本理念は、「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」においても共通するものであり、障がい福祉サービスの計画的な体制整備と

障がい福祉サービスの充実を通じて、基本理念の実現を目指します。 

第２節 計画の基本的視点 

基本理念に基づく、障がい福祉計画全体をつらぬくサービス提供の基盤整備におけ

る基本的視点として、次の３つを定めます。 

 

共生社会の一員として誰もが尊重される社会の実現に向けて、障がい福祉サービス

の基盤を充実させることで、社会的障壁の除去・軽減を図る必要があります。サービ

スの利用にあたっては、障がい当事者の自己決定を尊重し、その意思決定を支援する

ことで、社会参加の促進を図ります。また、自己決定権の尊重と本人保護との調和に

関して、精神上の障がいにより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。 

 

 

障がい福祉サービスは、それを必要とする人が、障がいの状況や生活支援の必要性

に応じて、主体的に利用できるものであることが必要です。特に、発達障がいのある

人を支える体制づくり、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築等、誰

もが必要な支援を受けられるよう、サービスの周知を進めるとともに、相談支援等を

通じてサービス利用を促進します。一方、ニーズの増加に対応できる体制整備を進め

るため、サービス提供体制の充実・強化を事業所に働きかけると同時に、人材の確保

に努めます。 

基本的視点１：障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援 

基本的視点２：障がいや生活の状況に応じたニーズへの対応 
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共生社会の実現には、障がいのある人が、必要な支援を受けつつ、自立した生活を

地域で継続していける環境整備が求められます。障がい福祉サービスの充実を進める

と共に、相談等を通じた生活の支援を進め、自立した生活の開始・継続を支援します。

同時に、精神科病院入院患者や施設入所者等の地域生活への移行を促進するため、必

要な相談・支援の体制を強化します。また、広く市民や地域団体等に対し、障がいに

関する理解の促進や社会的障壁の除去とともに、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３：地域生活への移行とその継続に対する支援の強化 
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第３節 第 5 期計画の成果目標の達成状況 

第 5 期計画の国の定める基本指針において、達成状況は次の通りです。 

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

  

〇平成 28 年度末時点の施設入所者数の９％以上を地域生活へ移行する。 

〇施設入所者数を平成 28 年度末時点から２％以上削減する。 

 

◆取り組み 

 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。 

 

■第５期計画の実績（見込み） 

指 針 項 目 目標値 実績値 

平成 28 年度末時点の施設入所者数 58 人（基準値） － 

目標年度（令和 2 年度末）の施設入所者数 52 人 57 人 

令和 2 年度までの目標値 
地域生活移行者数 6 人 1 人 

施設入所者削減 2 人 1 人 

 

２．精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

  

〇令和 2 年度末までにすべての圏域ごとに、保健・医療・福祉関係者による協議

の場を設置する。 

〇令和 2 年度末までにすべての市町村ごとに、保健・医療・福祉関係者による協

議の場を設置する。 

〇精神病床に 1 年以上長期入院患者数（65 歳以上・65 歳未満）を設定する。 

〇令和 2 年度における入院後３ヶ月時点の退院率を 69％以上とする。 

〇令和 2 年度における入院後６ヶ月時点の退院率を 84％以上とする。 

〇令和 2 年度における入院後１年時点の退院率を 90％以上とする。 

国の基本指針 

国の基本指針 
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◆取り組み 

数値目標の設定が求められているものは都道府県の障がい福祉計画であるため、

本計画においては目標設定は行いませんが、奈良県の目標設定に合わせて、精神病

床から地域生活への移行を促進すべく、相談支援や障がい福祉サービスの充実と地

域理解の促進を図ります。 

 

■令和 2 年度実績（奈良県見込み） 

指 針 項 目 実績値 

〇圏域ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置 設置 

〇保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置 設置 

〇精神病床に 1 年以上長期入院患者数（65 歳以上・65 歳

未満）を設定 
設定 

〇入院後３ヶ月時点の退院率を 69％以上 ― ％ 

〇入院後６ヶ月時点の退院率を 84％以上に ― ％ 

〇入院後１年時点の退院率を 90％以上 ― ％ 

 

３．地域生活支援拠点等の整備 

 

  

〇令和 2 年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも地域生活支援拠点１ 

つを整備する。 

 

 

◆取り組み 

地域生活支援拠点が持つべき機能や対応すべきニーズについて検討を進め、第５

期計画期間中の整備を目指します。 

 

指 針 項 目 実績値 

令和 2 年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも地

域生活支援拠点１つを整備する。 
未設置 

  

※ 協議を進めていますが設置に至っていない状況にあります。早期設置を進める

必要があります。 

国の基本指針 
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４．福祉施設から一般就労への移行等 

 

  

〇福祉施設から一般就労への移行者数を、平成 28 年度実績の 1.5 倍以上とする。 

〇就労移行支援事業の利用者数を、平成 28 年度末の利用者の２割以上増加する。 

〇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。 

〇就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職業定着率を8割以

上とする。 

 

◆取り組み 

就労移行支援事業所については、現在市内に 2 事業所があり、第５期計画期間中に

新規の開設があった場合は、就労移行率が３割以上となるよう支援を行います。 

 

■第５期計画の実績値 

指 針 項 目 目標値 実績値 

平成 28 年度の一般就労への移行者数（基準値） ― ０人 

令和 2 年度一般就労移行者数目標値 2 人 2 人 

平成 28 年度末の就労移行支援事業利用者数（基準値） ― 8 人 

令和 2 年度末における就労移行支援事業利用者数目標値 10 人 14 人 

令和 2 年度就労移行率 3 割以上の事業所割合目標値 50％ 0％ 

令和 2 年度就労定着支援による職場定着割合目標値 80％ 0％ 

 

就労移行支援事業の利用者は、目標値を上回っています。 

 

  

国の基本指針 
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５．障がい児支援の提供体制の整備等 

 

  

〇令和 2 年度末までに、児童発達支援センターを設置する。 

〇令和 2 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

〇令和 2 年度末までに、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 1 カ所以上確保する。 

 〇令和 2 度末までに、保健・医療・障害福祉・保育・教育等関係者による 

協議の場を設置する。 

 

 

◆取り組み 

療育手帳所持者数の推計により、支援を必要とする児童数は、年々増加傾向にあ

り、様々なニーズへの対応が求められています。 

そうした中、事業所との連携を強化するとともに、医療や教育等、関係機関とも

連携を図りながらサービスを受けることが可能な体制整備に努めます。 

 

■令和 2 年度実績（見込み） 

指 針 項 目 実績値 

〇児童発達支援センターを設置 未設置 

〇保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 未構築 

〇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 1 カ所以上確保 
未確保 

〇保健・医療・障害福祉・保育・教育等関係者による協議の

場を設置 
設置 

 

教育・医療・福祉等の関係機関と連携し、療育支援ネットワークの整備を行いな

がら、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

業所の早期確保を進める必要があります。 

  

国の基本指針 
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就労移行支援事業の利用者は、目標値を上回っています。 

 

  

国の基本指針 
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５．障がい児支援の提供体制の整備等 

 

  

〇令和 2 年度末までに、児童発達支援センターを設置する。 

〇令和 2 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

〇令和 2 年度末までに、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 1 カ所以上確保する。 

 〇令和 2 度末までに、保健・医療・障害福祉・保育・教育等関係者による 

協議の場を設置する。 

 

 

◆取り組み 

療育手帳所持者数の推計により、支援を必要とする児童数は、年々増加傾向にあ

り、様々なニーズへの対応が求められています。 

そうした中、事業所との連携を強化するとともに、医療や教育等、関係機関とも

連携を図りながらサービスを受けることが可能な体制整備に努めます。 

 

■令和 2 年度実績（見込み） 

指 針 項 目 実績値 

〇児童発達支援センターを設置 未設置 

〇保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 未構築 

〇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 1 カ所以上確保 
未確保 

〇保健・医療・障害福祉・保育・教育等関係者による協議の

場を設置 
設置 

 

教育・医療・福祉等の関係機関と連携し、療育支援ネットワークの整備を行いな

がら、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

業所の早期確保を進める必要があります。 

  

国の基本指針 
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第４節 第 6 期計画の成果目標 

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 
 
 

〇令和元年度末時点の施設入所者数の 6％以上を地域生活へ移行する。 

〇令和 5 年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点から 1.6％以上削減する。 
  

◆取り組み 

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．精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 
 
 
 

〇精神障害者の精神病床から退院後 1 年以内の地域における生活日数の平均を

316 日以上とする。 

〇令和 5 年度末の精神病床に 1 年以上長期入院患者数（65 歳以上・65 歳未満）

を設定する。 

〇令和 5 年度における入院後３ヶ月時点の退院率を 69％以上とする。 

〇令和 5 年度における入院後６ヶ月時点の退院率を 86％以上とする。 

〇令和 5 年度における入院後１年時点の退院率を 92％以上とする。 

 

国の基本指針 

国の基本指針 
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◆取り組み 
数値目標の設定が求められているものは都道府県の障がい福祉計画であるため、

本計画においては目標設定は行いませんが、奈良県の目標設定に合わせて、精神病

床から地域生活への移行を促進すべく、相談支援や障がい福祉サービスの充実と地

域理解の促進を図ります。 
本市では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し、宇陀市

障害者地域自立支援協議会や自殺対策計画推進会議等で検討を行い、地域包括ケアシ

ステムの構築を目指します。 
 

保健・医療・福祉関係者による精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  
項  目 目標値 

【目標値】 

令和５年度末までに保健・医療・福祉関係者による

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築 

設置 

 

 
３．地域全体で支える仕組みづくり 

 
 

 
〇地域生活支援拠点等について、令和 5 年度末までの間、各市町村または各圏域に

1 つ以上確保しつつ、年 1 回以上運用状況を検証検討する。 

 

◆取り組み 
地域生活支援拠点等について、宇陀市障害者地域自立支援協議会、相談支援セン

ターや各相談支援事業所等と連携を図りつつ、障がいのある人の高齢化や重度化、

「親亡き後」を見据え、障がいのある人や子どもの地域生活を支援する観点から、

住み慣れた地域で安心して暮らしていける支援施設 1 箇所、整備することを目指

します。 

 
地域生活支援拠点等の整備 

項  目 目標値 

【目標値】 

地域生活支援拠点等の数 
1 箇所 

 
 

国の基本指針 
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第４節 第 6 期計画の成果目標 

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 
 
 

〇令和元年度末時点の施設入所者数の 6％以上を地域生活へ移行する。 

〇令和 5 年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点から 1.6％以上削減する。 
  

◆取り組み 

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．精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 
 
 
 

〇精神障害者の精神病床から退院後 1 年以内の地域における生活日数の平均を

316 日以上とする。 

〇令和 5 年度末の精神病床に 1 年以上長期入院患者数（65 歳以上・65 歳未満）

を設定する。 

〇令和 5 年度における入院後３ヶ月時点の退院率を 69％以上とする。 

〇令和 5 年度における入院後６ヶ月時点の退院率を 86％以上とする。 

〇令和 5 年度における入院後１年時点の退院率を 92％以上とする。 

 

国の基本指針 
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◆取り組み 
数値目標の設定が求められているものは都道府県の障がい福祉計画であるため、

本計画においては目標設定は行いませんが、奈良県の目標設定に合わせて、精神病

床から地域生活への移行を促進すべく、相談支援や障がい福祉サービスの充実と地

域理解の促進を図ります。 
本市では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し、宇陀市

障害者地域自立支援協議会や自殺対策計画推進会議等で検討を行い、地域包括ケアシ

ステムの構築を目指します。 
 

保健・医療・福祉関係者による精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  
項  目 目標値 

【目標値】 

令和５年度末までに保健・医療・福祉関係者による

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築 

設置 

 

 
３．地域全体で支える仕組みづくり 

 
 

 
〇地域生活支援拠点等について、令和 5 年度末までの間、各市町村または各圏域に

1 つ以上確保しつつ、年 1 回以上運用状況を検証検討する。 

 

◆取り組み 
地域生活支援拠点等について、宇陀市障害者地域自立支援協議会、相談支援セン

ターや各相談支援事業所等と連携を図りつつ、障がいのある人の高齢化や重度化、

「親亡き後」を見据え、障がいのある人や子どもの地域生活を支援する観点から、

住み慣れた地域で安心して暮らしていける支援施設 1 箇所、整備することを目指

します。 

 
地域生活支援拠点等の整備 

項  目 目標値 

【目標値】 

地域生活支援拠点等の数 
1 箇所 

 
 

国の基本指針 



78 
 

４．福祉施設から一般就労への移行等 
 
 
 
 
〇令和５年度中に福祉施設から一般就労への移行者数を、令和元年度実績の

1.27 倍以上とする。 

・就労移行支援事業からの移行者数を、1.30 倍以上する。 

・就労継続支援 A 型事業からの移行者を、1.26 倍以上とする。 

・就労継続支援 B 型事業からの移行者を、1.23 倍以上とする。 

〇就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者のうち７割が就労定着支援を利

用することとする。 

〇就労定着支援事業所のうち就労定着率が、8 割以上の事業所を全体の 7 割以上

とする。 

 

就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業を行う事

業について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞ

れ令和５年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとしていま

す。福祉施設（日中活動系サービス）の利用者の内、令和５年度中に一般就労に

移行する者等の数値目標を設定します。 
 
 ◆取り組み 

就労移行支援事業所については、現在市内に 2 事業所、就労定着支援事業所が

1 事業所あり、第 6 期計画期間中に新規の開設があった場合は、就労移行率、定

着率が国の指針以上となるよう支援を行います。 
 

（1）福祉施設から一般就労への移行者数 
指 針 項 目 数 値 

令和元年度一般就労移行者数（基準） ６人 

令和５年度の一般就労移行者数 ８人 

令和元年度就労移行支援事業からの移行者数（基準） ３人 

令和５年度の一般就労移行者数 ４人 

令和元年度就労継続支援 A 型事業からの移行者数（基準） ０人 

令和５年度の一般就労移行者数 ２人 

令和元年度就労継続支援 B 型事業からの移行者数（基準） ３人 

令和５年度の一般就労移行者数 ４人 

 

国の基本指針 
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（2）就労移行支援事業の利用者数 
令和元年度の就労移行支援事業の利用者数（基準） 23 人 

【目標値】 

令和 5 年度の就労移行支援事業の利用者数 
28 人 

 

（3）就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 

令和元年度の就労移行率３割以上の就労移行支援事

業所の割合（基準） 
0％ 

【目標値】 

令和５年度の就労移行率３割以上の就労移行支援事

業所の割合 

50％ 

 

 

（4）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 
【目標値】 

令和５年度における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 

80％ 

 
 

（5）就労移行支援事業から就労定着支援事業の利用者の割合 
令和５年度における就労移行支援事業から就労定着

支援事業の利用者の割合 
70％ 

 
 

（6）就労定着支援事業所における就労定着率が、8 割以上の事業所の割合 

令和５年度における就労定着支援事業所における就

労定着率が、8 割以上の事業所の割合 
70％ 
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す。福祉施設（日中活動系サービス）の利用者の内、令和５年度中に一般就労に

移行する者等の数値目標を設定します。 
 
 ◆取り組み 

就労移行支援事業所については、現在市内に 2 事業所、就労定着支援事業所が

1 事業所あり、第 6 期計画期間中に新規の開設があった場合は、就労移行率、定

着率が国の指針以上となるよう支援を行います。 
 

（1）福祉施設から一般就労への移行者数 
指 針 項 目 数 値 

令和元年度一般就労移行者数（基準） ６人 
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国の基本指針 
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（2）就労移行支援事業の利用者数 
令和元年度の就労移行支援事業の利用者数（基準） 23 人 
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（4）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 
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（5）就労移行支援事業から就労定着支援事業の利用者の割合 
令和５年度における就労移行支援事業から就労定着
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（6）就労定着支援事業所における就労定着率が、8 割以上の事業所の割合 

令和５年度における就労定着支援事業所における就

労定着率が、8 割以上の事業所の割合 
70％ 
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５．障がい児支援の提供体制の整備等 
 
 
 
〇令和 5 年度末までに、各市町村又は各圏域に児童発達支援センターを１カ所以

上確保する。 

〇令和 5 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

〇令和 5 年度末までに、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１カ所以上確保する。 

 〇令和 5 年度末までに、医療的ケア児支援のための協議の場を設けるとともに、

コーディネーターを配置する。 

 
 
◆取り組み 

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 

国の基本指針 
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第１節 障がい福祉サービス 

（１）訪問系サービス 

●見込みの考え方● 

本市における過去の利用実績等の推移を踏まえて見込んでいます。利用者数の多

い居宅介護については、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 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

居宅介護 
時間／月 655  706 803 909 

人／月 77 87 99 112 

重度訪問介護 
時間／月 ０ 116 116 116 

人／月 ０ 1 1 1 

同行援護 
時間／月 36 36 36 36 

人／月 4 4 4 4 

行動援護 
時間／月 234 237 237 237 

人／月 14 14 14 14 

重度障害者等 

包括支援 

時間／月 0 119 119 119 

人／月 0 1 1 1 

 

●見込量の確保の取り組み● 

居宅介護については、障がい特性に応じ、適切に対応できるよう職員の資質の向

上に努めるとともに、サービスの質の向上を図ります。 

また、同行援護・行動援護については、サービス需要の把握に努めるとともに、

可能な限り近隣の事業所において、サービスを受けることが可能な体制整備に努め

ます。 
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５．障がい児支援の提供体制の整備等 
 
 
 
〇令和 5 年度末までに、各市町村又は各圏域に児童発達支援センターを１カ所以

上確保する。 

〇令和 5 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

〇令和 5 年度末までに、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１カ所以上確保する。 

 〇令和 5 年度末までに、医療的ケア児支援のための協議の場を設けるとともに、

コーディネーターを配置する。 

 
 
◆取り組み 

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 

国の基本指針 
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第１節 障がい福祉サービス 

（１）訪問系サービス 

●見込みの考え方● 

本市における過去の利用実績等の推移を踏まえて見込んでいます。利用者数の多

い居宅介護については、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 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

居宅介護 
時間／月 655  706 803 909 

人／月 77 87 99 112 

重度訪問介護 
時間／月 ０ 116 116 116 

人／月 ０ 1 1 1 

同行援護 
時間／月 36 36 36 36 

人／月 4 4 4 4 

行動援護 
時間／月 234 237 237 237 

人／月 14 14 14 14 

重度障害者等 

包括支援 

時間／月 0 119 119 119 

人／月 0 1 1 1 

 

●見込量の確保の取り組み● 

居宅介護については、障がい特性に応じ、適切に対応できるよう職員の資質の向

上に努めるとともに、サービスの質の向上を図ります。 

また、同行援護・行動援護については、サービス需要の把握に努めるとともに、

可能な限り近隣の事業所において、サービスを受けることが可能な体制整備に努め

ます。 
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（2）日中活動系サービス等 

●見込みの考え方● 

本市における過去の利用実績等の推移を踏まえて見込んでいます。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 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

生活介護 
人日／月 3,045 3,117 3,190 3,262 

人／月 169 173 177 181 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日／月 11 11 11 11 

人／月 1 1 1 1 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日／月 160 267 445 729 

人／月 9 15 25 41 

就労移行支援 
人日／月 276 315 374 434 

人／月 14 16 19 22 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日／月 322 342 382 423 

人／月 16 17 19 21 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日／月 1,162 1,126 1,091 1,055 

人／月 65 63 61 59 

就労定着支援 人／月 1 3 5 8 

療養介護 人／月 10 10 10 10 

 

●見込量の確保の取り組み● 

生活介護の需要が増加する中、支援スタッフの不足が課題となっていますが、今

後、必要なサービスが提供できるよう、関係機関と連携を図りながら、必要なサー

ビスの提供体制整備に努めます。 

また、就労移行支援及び就労継続支援では、利用者のニーズの把握に努めるとと

もに、サービス基盤の確保にむけ、企業との連携や支援を含めた整備を一層図りま

す。さらに、支援学校、相談支援事業者や地域の関係機関との連携を強化し、卒業

生の適切なサービス利用計画の作成に努め事業所の新規参入を推進するとともに、

近隣自治体とも連携し、必要なサービスの確保に努めます。 
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（3）短期入所 

●見込みの考え方● 

本市における過去の利用実績等の推移を踏まえ、増加を見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

短期入所 
人日／月 293 333 380 433 

人／月 44 50 57 65 

 

●見込量の確保の取り組み● 

増加するニーズに対応するため、事業所との連携を強化するとともに、新規参入

を促進します。また、近隣自治体とも連携し、必要なサービス確保に努めます。増

加するニーズに対応する体制を整備するため、事業所との連携を強化するとともに、

新規参入を促進します。近隣自治体とも連携し、必要なサービスの確保に努めます。 

 

（４）居住系サービス 

●見込みの考え方● 

共同生活援助（グループホーム）については、本市における過去の利用実績の推

移を踏まえて、やや増加を見込んでいます。施設入所支援については、施設入所者

数の削減目標等を考慮して、減少を見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人／月 29 35 43 53 

施設入所支援 人／月 56 54 52 50 

 

●見込量の確保の取り組み● 

グループホームについては、障がいのある人の地域における自立生活の基盤とし

て、特に整備が求められており、市営住宅の空き家の活用等を含め、市内事業所と

連携して重点的な整備を進めます。入所施設については、地域生活への移行を基調

としつつ、ニーズの減少傾向を踏まえ、適正な整備を進めます。 
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（2）日中活動系サービス等 

●見込みの考え方● 

本市における過去の利用実績等の推移を踏まえて見込んでいます。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 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

生活介護 
人日／月 3,045 3,117 3,190 3,262 

人／月 169 173 177 181 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日／月 11 11 11 11 

人／月 1 1 1 1 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日／月 160 267 445 729 

人／月 9 15 25 41 

就労移行支援 
人日／月 276 315 374 434 

人／月 14 16 19 22 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日／月 322 342 382 423 

人／月 16 17 19 21 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日／月 1,162 1,126 1,091 1,055 

人／月 65 63 61 59 

就労定着支援 人／月 1 3 5 8 

療養介護 人／月 10 10 10 10 

 

●見込量の確保の取り組み● 

生活介護の需要が増加する中、支援スタッフの不足が課題となっていますが、今

後、必要なサービスが提供できるよう、関係機関と連携を図りながら、必要なサー

ビスの提供体制整備に努めます。 

また、就労移行支援及び就労継続支援では、利用者のニーズの把握に努めるとと

もに、サービス基盤の確保にむけ、企業との連携や支援を含めた整備を一層図りま

す。さらに、支援学校、相談支援事業者や地域の関係機関との連携を強化し、卒業

生の適切なサービス利用計画の作成に努め事業所の新規参入を推進するとともに、

近隣自治体とも連携し、必要なサービスの確保に努めます。 
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（3）短期入所 

●見込みの考え方● 

本市における過去の利用実績等の推移を踏まえ、増加を見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

短期入所 
人日／月 293 333 380 433 

人／月 44 50 57 65 

 

●見込量の確保の取り組み● 

増加するニーズに対応するため、事業所との連携を強化するとともに、新規参入

を促進します。また、近隣自治体とも連携し、必要なサービス確保に努めます。増

加するニーズに対応する体制を整備するため、事業所との連携を強化するとともに、

新規参入を促進します。近隣自治体とも連携し、必要なサービスの確保に努めます。 

 

（４）居住系サービス 

●見込みの考え方● 

共同生活援助（グループホーム）については、本市における過去の利用実績の推

移を踏まえて、やや増加を見込んでいます。施設入所支援については、施設入所者

数の削減目標等を考慮して、減少を見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人／月 29 35 43 53 

施設入所支援 人／月 56 54 52 50 

 

●見込量の確保の取り組み● 

グループホームについては、障がいのある人の地域における自立生活の基盤とし

て、特に整備が求められており、市営住宅の空き家の活用等を含め、市内事業所と

連携して重点的な整備を進めます。入所施設については、地域生活への移行を基調

としつつ、ニーズの減少傾向を踏まえ、適正な整備を進めます。 

 

  



84 
 

（５）相談支援 

●見込みの考え方● 

計画相談支援については、障がい福祉サービス利用者全員にサービス等利用計画

の作成が求められることから増加を見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

計画相談支援 人／月 34 35 36 37 

地域移行支援 人／月 0 1 1 1 

地域定着支援 人／月 0 1 1 1 

 

●見込量の確保の取り組み● 

計画相談支援については、障がい福祉サービス利用者全員が対象となることから、

需要の増加に対応できるよう、指定事業所の相談支援専門員の増員を図ります。 
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第２節 地域生活支援事業 

（１）必須事業 

●見込みの考え方● 

平成 30 年度から令和 2 年度の実績と今後の事業計画を踏まえて見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和2年

度 
実績見込 

令和3年

度 

令和4年

度 

令和5年

度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 無 無 有 有 

障害者相談支援事業 箇所数 1 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 人／年 0 2 2 2 

成年後見制度法人後見支援事業 人／年 7 7 7 7 

意
思
疎
通

支
援
事
業 

手話通訳者派遣事業 人／年 270 282 295 295 

要約筆記者派遣事業 人／年 17 24 28 33 

手話通訳者設置事業 人／年 2 2 2 2 

手話奉仕員養成研修事業 人／年 16 19 20 20 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 件／年 9 10 11 11 

自立生活支援用具 件／年 5 5 6 6 

在宅療養等支援用具 件／年 3 4 5 5 

情報・意思疎通支援用具 件／年 7 7 7 7 

排せつ管理支援用具 件／年 850 911 976 976 

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 
件／年 2 2 2 2 

移動支援事業 
時間／年 7,531 7,020 6,863 6,705 

人／年 92 89 87 85 

地域活動支援センター事業 人／年 180 185 190 196 

地域活動支援センター 

機能強化事業 
実施の有無 有 有 有 有 

 

●見込量の確保の取り組み● 

各事業内容の充実を図るとともに、事業等の周知に努めます。また、移動支援事

業は多くの利用が見込まれる事業であることから、必要な人が利用できるようサー

ビス利用状況の検証と適正な事業運営に努めるとともに、ガイドヘルパーの養成を

進め、サービス量の確保を図るとともに、成年後見制度利用支援事業量の増加を見

込みます。 
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（５）相談支援 

●見込みの考え方● 

計画相談支援については、障がい福祉サービス利用者全員にサービス等利用計画

の作成が求められることから増加を見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

計画相談支援 人／月 34 35 36 37 

地域移行支援 人／月 0 1 1 1 

地域定着支援 人／月 0 1 1 1 

 

●見込量の確保の取り組み● 

計画相談支援については、障がい福祉サービス利用者全員が対象となることから、

需要の増加に対応できるよう、指定事業所の相談支援専門員の増員を図ります。 
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第２節 地域生活支援事業 

（１）必須事業 

●見込みの考え方● 

平成 30 年度から令和 2 年度の実績と今後の事業計画を踏まえて見込んでいます。 

サービス名 単位 
令和2年

度 
実績見込 

令和3年
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令和4年

度 

令和5年

度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 無 無 有 有 

障害者相談支援事業 箇所数 1 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 人／年 0 2 2 2 

成年後見制度法人後見支援事業 人／年 7 7 7 7 

意
思
疎
通

支
援
事
業 

手話通訳者派遣事業 人／年 270 282 295 295 

要約筆記者派遣事業 人／年 17 24 28 33 

手話通訳者設置事業 人／年 2 2 2 2 

手話奉仕員養成研修事業 人／年 16 19 20 20 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 件／年 9 10 11 11 

自立生活支援用具 件／年 5 5 6 6 

在宅療養等支援用具 件／年 3 4 5 5 

情報・意思疎通支援用具 件／年 7 7 7 7 

排せつ管理支援用具 件／年 850 911 976 976 

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 
件／年 2 2 2 2 

移動支援事業 
時間／年 7,531 7,020 6,863 6,705 

人／年 92 89 87 85 

地域活動支援センター事業 人／年 180 185 190 196 

地域活動支援センター 

機能強化事業 
実施の有無 有 有 有 有 

 

●見込量の確保の取り組み● 

各事業内容の充実を図るとともに、事業等の周知に努めます。また、移動支援事

業は多くの利用が見込まれる事業であることから、必要な人が利用できるようサー

ビス利用状況の検証と適正な事業運営に努めるとともに、ガイドヘルパーの養成を

進め、サービス量の確保を図るとともに、成年後見制度利用支援事業量の増加を見

込みます。 
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（２）任意事業 

●見込みの考え方● 

平成 30 年度から令和 2 年度の実績と今後の事業計画を踏まえて、見込んでいま

す。 

サービス名 単位 

令和2年

度 

実績見込 

令和3年

度 

令和4年

度 

令和5年

度 

日中一時支援事業 
箇所数 9 10 11 13 

人／年 36 40 44 49 

社会参加促進事業（自動車運

転免許取得・改造助成事業） 
人／年 0 1 1 1 

訪問入浴サービス事業 
回／月 23 25 27 29 

人／月 5 6 8 9 

 

●見込量の確保の取り組み● 

今後も事業内容の周知を図り、サービス利用の確保に努めます。利用者のニーズ

を踏まえ、地域の実情に沿った事業を展開するため、宇陀市障害者地域自立支援協

議会等の議論を踏まえて、施策化を図ります。 
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第 3 節 発達障害者支援事業（新規） 

（１） ペアレントトレーニング等の推進 

（奈良県計画） ペアレントメンターの養成を行い発達障がい者支援センターと連携し相談支援

体制の充実を図るとしています。 

 

事業名 内  容 

ペアレントトレー

ニング 

子どもと関わりながら、日常生活で起こる困難を解消し、子どもの発達

を促したり、問題行動を減らして望ましい行動を増やしていくための、

保護者向け療育のスキルアップを図る支援プログラムを作成し家族支

援の強化を図ります。 

 

●見込みの考え方● 

今後のニーズを踏まえて、事業実施を見込んでいます。 

サービス名 単位 

令和2年

度 

実績見込 

令和3年

度 

令和4年

度 

令和5年

度 

ペアレントトレーニングやペア

レントプログラム等の支援プロ

グラム等の受講者数 

人 － 0 0 3 

 

（２） 地域の相談支援体制の強化 

（奈良県計画） 地域の相談支援事業者に対する指導助言や人材育成支援、連携強化の取り組み

の充実を図るとしています。 

事業名 内  容 

相談支援事業者に

対する訪問指導・連

携強化 

相談支援事業者に対し訪問による指導や助言等を行い事業者のスキル

アップを図るとともに、相談支援事業者との連携により支援体制の強化

に取り組みます。 
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（２）任意事業 

●見込みの考え方● 

平成 30 年度から令和 2 年度の実績と今後の事業計画を踏まえて、見込んでいま

す。 

サービス名 単位 

令和2年

度 

実績見込 

令和3年

度 

令和4年

度 

令和5年

度 
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人／年 36 40 44 49 
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●見込量の確保の取り組み● 

今後も事業内容の周知を図り、サービス利用の確保に努めます。利用者のニーズ

を踏まえ、地域の実情に沿った事業を展開するため、宇陀市障害者地域自立支援協

議会等の議論を踏まえて、施策化を図ります。 
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●見込みの考え方● 

今後のニーズを踏まえて、相談支援体制の充実・強化のための取組事業実施を見込

んでいます。 

サービス名 単位 

令和2年

度 

実績見込 

令和3年

度 

令和4年

度 

令和5年

度 

地域の相談支援事業者に対する

訪問等による専門的な指導・助

言件数 

件 － 5 5 5 

地域の相談支援事業者の人材育

成の支援件数 
件 － 0 0 1 

地域の相談機関との連携強化の

取り組みの実施回数 
回 － 10 11 12 

 

 

（３） 福祉サービスの質を向上させるための取り組み 

 

（奈良県計画） 障がい福祉サービスの各種研修の積極的な活用を進めるとしています。 

事業名 内  容 

障がい福祉サービ

ス等に係る各種研

修 

事業所における職員のスキルアップを図るため各種研修の実施等を行

い福祉サービスの向上を図ります。 

 

●見込みの考え方● 

今後のニーズを踏まえて、福祉サービスの質を向上させるための取り組み事業実施

を見込んでいます。（〇、×で示します。） 

サービス名 単位 

令和2年

度 

実績見込 

令和3年

度 

令和4年

度 

令和5年

度 

障がい福祉サービス等に係る各

種研修の活用 
実施 － 〇 〇 〇 

障害者自立支援審査支払等シス

テムによる審査結果の共有 
実施 － × × × 

指導監査結果の関係市町村との

共有 
実施 － × × × 
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第１節 障がい児福祉サービス 

（１）障害児通所支援 

●見込みの考え方● 

児童発達支援と放課後等デイサービスについては、急速なニーズの増加傾向を踏

まえて見込量を設定しています。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

児童発達支援 
人日／月 55 67 79 92 

人／月 9 11 13 15 

医療型 

児童発達支援 

人日／月 0 0 0 0 

人／月 0 0 0 0 

放課後等 

デイサービス 

人日／月 478 591 739 921 

人／月 55 68 85 106 

保育所等 

訪問支援 

人日／月 1 1 1 1 

人／月 1 1 1 1 

 

●見込量の確保の取り組み● 

支援を必要とする児童の数は、学校現場等においても増加傾向にあり、引き続き

増加するニーズへの対応が求められます。事業所との連携を強化するとともに、新

規参入を促進し、可能な限り近隣の事業所において、サービスを受けることが可能

な体制の整備に努めます。 

 

（２）障害児相談支援 

●見込みの考え方● 

障害児通所支援を利用する児童全員が計画相談支援を受けることを考慮して見

込量を設定しています。 

サービス名 単位 
令和 2 年度 

実績見込 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

障害児相談支援 人／月 2 3 4 5 

 
●見込量の確保の取り組み● 

障害児通所支援の利用者全員が支援を受けられるよう、指定事業所と連携して相

談支援の体制を整備します。  
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●第４部● 

計画の推進体制 
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サービス提供体制関連図 
     

 

 

 

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 

第 1 章 サービス利用支援体制の整備 

第１節 制度及びサービス内容の周知と普及 

本計画に基づく施策を市民の理解を得ながら推進するため、行政はもとより、民間

団体、マスメディア等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を行うとと

もに、障がい者週間等を通じて、市民、ボランティア団体、障がい者団体等による幅

広い啓発活動を促進します。 

また、障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に

ついて市民の理解を深め、障がい者支援と障がい福祉サービス制度に関する市民理解

の促進を図ります。 

第２節 サービス提供体制の整備 

本市における障がい福祉サービスの提供体制は、未だ十分とは言えない状況にあり

ます。サービス提供事業所との連携や新規事業者の参入を促進することで、サービス

の確保を進めるとともに、近隣自治体と連携して、サービス提供体制の充実を図りま

す。また、サービスの担い手である福祉人材の確保、育成についても、事業所との連

携や支援に努め、必要なサービスの質と量の確保を図ります。 
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第 2 章 推進基盤の整備 

第１節 地域との連携 

障がい福祉施策を推進していくためには、地域住民をはじめ、サービス提供事業者、

ボランティア・ＮＰＯ、民間企業、関係機関等との連携・協働が重要となります。そ

のため、地域住民やボランティア等が行う地域福祉活動との連携・協働体制づくりを

進めていきます。 

第２節 保健・医療との連携 

障がい者支援サービスのニーズが多様化する中、また、重度障がい者、精神障がい

者への適切な対応や、内部障がい、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）、高次脳機能障がい、難病等

の新たな障がい等への対応が求められる中、地域生活を支えるサービスにおいても、

保健・医療的なケアを含めた総合的なサービス提供が必要となります。そのため、医

療機関、サービス提供事業者、関係各課等の医療・保健・福祉の連携を強化します。 

さらに、地域における生活の維持及び継続の推進、地域社会を構成する市民やＮＰ

Ｏ団体、ボランティア、障害当事者団体、企業、社会福祉協議会、行政等がそれぞれ

の役割を果たすとともに、相互に連携強化できる仕組みづくりを一層推進しながら、

相談支援体制の充実・障がい福祉人材の確保の強化・施設から一般就労への移行等の

支援の充実を目指して、総合的かつ効果的な計画の実施に取り組みます。 

 

第 3 節 庁内推進体制の整備 

障がい者福祉施策については、教育、保健・医療、就労、都市計画等全庁的な取り

組みが必要なことから、庁内各課の緊密な連携を図り、全庁が一体となって各種施策

を推進していきます。 
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第４節 計画の点検・評価におけるＰＤＣＡサイクルの確立 

「宇陀市障がい者計画」は、宇陀市における障がい者施策全般に関わる理念や基本

的な方針、目標を定めた「障がい者基本計画」と、宇陀市における障がい福祉サービ

ス等の提供に関する具体的な体制づくりや、障がい福祉サービス等を確保するための

方策等を事業計画として取りまとめた「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」

との 3 部構成となっています。 

基本計画は、障がいのある人に対する施策全般を長期的な視野において推進するも

のである一方で、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は障がい福祉サービスの円滑

な提供とサービス基盤の整備を図る計画であることから、定期的に点検・評価を行い

ます。特に見込量や数値目標を含む障がい福祉計画及び障がい児福祉計画については、

進捗状況の点検・評価を踏まえ、計画変更の必要が生じた場合には、柔軟に計画の見

直しを行い、PDCA サイクルに基づき成果目標の達成状況を分析・評価することに

より、障がい福祉サービス等の提供体制の確保に努めます。 

 

  ■PDCA サイクル模式図 
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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策定委員会名簿 

                                                     （順不同/敬称略） 

氏  名 役  職  等 

渡 辺 一 城 天理大学 人間学部 人間関係学科  教授 

加 藤 久 和 宇陀地区医師会 会長 

井 谷 憲 司 宇陀市議会 議員 

山 田 全 啓 奈良県中和保健所  所長 

髙 見 喬 宏 宇陀市連合自治会 会長   

西 岡 博 文 宇陀市民生児童委員連合会 会長  

出 口 康 夫 宇陀市障害者地域自立支援協議会 会長 

中   井      実 宇陀市身体障害者福祉協会 会長   

田 中 正 男 宇陀市聴覚障害者協会 会長   

澤 田 和 美 宇陀市手をつなぐ育成会 代表 

米 田 美 實 宇陀市ひまわり会 会長   

廣 田 英 行 東和圏域マネージャー 

増 田 忠 昭 宇陀市社会福祉協議会 事務局長 
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□計画策定経過 

 

年月日 調査・計画・会議協議事項 

令和２年 

7 月 15 日～ 

7 月 27 日 

 

市民アンケート調査の実施 

〇調査期間：令和 2 年 7 月 15 日から令和 2 年 7 月 27 日 

〇調査方法：郵便による配布・回収 

・18 歳未満の障がい児の保護者 55 件、回収数 21、回収率 38.2％ 

・18 歳以上の障がい者 945 件、回収数 393、回収率 41.6％ 

・一般市民 1,000 件、回収数 381 回収率 38.1％ 

令和２年 

8 月 15 日～ 

各種団体ヒアリング調査の実施 

〇サービス事業者アンケート調査の実施（16 事業所） 

〇宇陀市障がい者当事者団体・家族会アンケート調査の実施） 

令和２年 

10 月 31 日 

午後 14 時～ 

第１回 第 3 次宇陀市障がい者基本計画等策定委員会 

・宇陀市の障がい福祉の状況及びアンケート調査結果について 

・計画骨子案（構成・考え方）について 

・今後の策定スケジュールについて 

令和２年 

12月12日 

午後14時～ 

第２回 第 3 次宇陀市障がい者基本計画等策定委員会 

・第 2 次計画の基本目標における評価と課題及び第 3 次計画で取り組むべき重 

点項目について 

・宇陀市障がい者計画（素案）について 

令和３年 

1月23日 

午後14時～ 

第３回 第 3 次宇陀市障がい者基本計画等策定委員会 

・宇陀市障がい者計画（最終案）について 

・計画案について策定委員会において承認 

令和３年 

2月1日～ 

2月14日 

パブリックコメントの実施と計画の確定 

〇市広報ホームページ及び宇陀市自主放送チャンネル「うだチャン」等におい

て計画素案に対するパブコメの実施・周知を行った。 

〇計画素案に対する意見はなく、・第 3 次宇陀市障がい者基本計画および第 6

期障がい福祉計画・第 2 期障がい児福祉計画案が確定。 
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加 藤 久 和 宇陀地区医師会 会長 

井 谷 憲 司 宇陀市議会 議員 

山 田 全 啓 奈良県中和保健所  所長 

髙 見 喬 宏 宇陀市連合自治会 会長   

西 岡 博 文 宇陀市民生児童委員連合会 会長  

出 口 康 夫 宇陀市障害者地域自立支援協議会 会長 

中   井      実 宇陀市身体障害者福祉協会 会長   
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□用語説明 

50 音順 

あ 

一般就労 雇用契約に基づいて、企業等に就職すること及び在宅就労すること。 

医療的ケア たんの吸引や経管栄養の注入等、家族や看護師が日常的に行っている医療的介助行為 

インクルーシブ教育シ

ステム 

人間の多様性を尊重し、障がいのある人が精神的にも、身体的にも最大限まで発達できる

よう、また、社会に他の人と変わらず参加できるように支援し、障がいのある人も、ない

人も共に教育を受けること。 

宇陀市公園条例 
市立公園の設置、管理等に関して、市立公園の健全な発展と利用の適正化を図り、市民福

祉の増進に寄与するために定められた条例。 

宇陀市手話言語条例 

「手話は言語である」という認識のもと、市民に対して理解を広め、手話を使いやすい環

境にするための取り組みを行い、誰もが安心して暮らすことができるまちをつくるために

定められた条例。令和 2 年 4 月 1 日施行。 

宇陀市障害者コミュニ

ケーション条例 

障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及、及び利用の促進を図ること

により、障がいのある人の多様なコミュニケーションを促進し、全ての市民が、障がいの

有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら暮らしていける社会を実現す

るために定められた条例。令和 2 年 4 月 1 日施行。 

宇陀市障害者地域自立

支援協議会 

宇陀市において、障がいのある人等への支援体制の整備を図るため、障がいのある人やそ

の家族、福祉・医療・教育等の関係機関によって構成される協議会。 

NPO（エヌピーオー）  
政府・自治体や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで社会的な公益

活動を行う非営利組織・団体。（Nonprofit Organization） 

か 

共生社会 

障がいの有無にかかわらず、積極的に参加・貢献していくことができる社会。誰もが相互

に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社

会。 

ケアマネジメント 

介護や援助を必要とする人からの相談に応じ、社会生活上での複数のニーズを充足させる

ため、適切な社会資源と結びつけるための調整を図り、総合的、継続的なサービス提供を

確保していく援助方法。 

合理的配慮 
障がいのある人が障がいのない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特

徴や場面に応じて発生する障がい・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のこと。 

さ 

支援費制度 

障害者福祉において平成 15 年度から開始された制度で、それまでの措置制度と異なり、

利用者がサービスを選択し契約することになった。平成 18 年度からは障害者自立支援給

付になった。 

社会的障壁 
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を営む上で、障壁となるもの（社会におけ

る事物、制度、慣行、観念など）。 

児童発達支援 
未就学の障がいのある子どもに、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等必要な支援を行う。 

児童発達支援センター 
通所支援のほか、地域の障がいのある子どもやその家族への相談、障がいのある子どもを

預かる施設への援助・助言を行う等、地域の中核的な療育支援施設のこと。 
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児童福祉法 

児童の福祉を担当する公的機関の組織や各施設及び事業に関する基本原則を定める日本の

法律。「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成 28 年６月 3 日に公布された。平成 30

年度から施行。 

自閉症 
発達障がいの一種。先天的な原因から、対人関係の特異性、コミュニケーションの障がい、

過度なこだわりを有する症状がある。 

重症心身障がい者（児） 重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がいのある人（子ども）。 

障害者虐待防止法 

障がいのある人を虐待から守るために、障がい者が尊厳をもって生活し、自立や社会参加

を目指すことを目的として制定された。障がい者の家族など養護者への支援促進も盛り込

まれている。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律」。 

障害者差別解消法 

行政機関や事業者における障がい者に対する障がいを理由とする差別を解消することを目

的とし、行政機関や事業者の取るべき措置などを規定している。正式名称は「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」。 

障害支援区分 
障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを、6 段階の区分に

よって示すもの。区分に応じたサービスの利用が可能となる。 

障害者週間 

国民の間に、広く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい

のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める

ことを目的として、毎年 12 月 3 日から 12 月 9 日までの 1 週間設定されている。 

障害者就業・生活支援

センター 

障がいのある人の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う支援

機関で、国と都道府県から事業を委託された法人が運営している。 

障害者の雇用の促進等

に関する法律 

障がいのある人の雇用と在宅就労の促進について定めた法律で、身体障がいのある人又は

知的障がいのある人の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテー

ションの措置、その他障がいのある人がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、

その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、障がいのある

人の職業の安定を図ることを目的としている。正式名称は、「障害者の雇用の促進等に関

する法律」。 

障害者の日 

1975 年 12 月 9 日、国際連合の第 30 回総会において「障害者は、その障害の原因、特

質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障がい者の権利に関

する決議（障害者の権利宣言）が採択された日。 

職業リハビリテーショ

ン 

職業に就くために必要な訓練全般に加え、就労支援も含む全体を広い意味で職業リハビリ

テーションと呼ぶ。 

ジョブコーチ 
障がいのある人の職場環境等への適応を支援する指導員で、障がいのある人と一緒に働い

てサポートしたり、職場内の人間関係の調整等を行う。 

自立支援医療（更生医

療） 

18 歳以上の障がいのある人の障がいを除去または軽減して職業能力の増進、日常生活を容

易にするために行われる医療。 

自立支援医療（精神通

院医療） 

精神障害者通院医療公費負担制度。通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医

療に要する費用を公費負担する制度。 

人権週間 

国際連合によって 1950 年第５回総会で、世界人権宣言が採択された 12 月 10 日を「人

権デー」と定めるとともに、世界人権宣言が採択された翌年の 1951 年から、毎年 12 月

10 日の人権デーを最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚の

ための啓発活動を全国的に展開している。 

精神保健福祉士 
精神障がいのある人の保健及び福祉に関する専門的知識と技術をもって、精神障がいのあ

る人の社会復帰に関する相談援助を行う専門職。 
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□用語説明 

50 音順 

あ 

一般就労 雇用契約に基づいて、企業等に就職すること及び在宅就労すること。 

医療的ケア たんの吸引や経管栄養の注入等、家族や看護師が日常的に行っている医療的介助行為 

インクルーシブ教育シ

ステム 

人間の多様性を尊重し、障がいのある人が精神的にも、身体的にも最大限まで発達できる

よう、また、社会に他の人と変わらず参加できるように支援し、障がいのある人も、ない

人も共に教育を受けること。 

宇陀市公園条例 
市立公園の設置、管理等に関して、市立公園の健全な発展と利用の適正化を図り、市民福

祉の増進に寄与するために定められた条例。 

宇陀市手話言語条例 

「手話は言語である」という認識のもと、市民に対して理解を広め、手話を使いやすい環

境にするための取り組みを行い、誰もが安心して暮らすことができるまちをつくるために

定められた条例。令和 2 年 4 月 1 日施行。 

宇陀市障害者コミュニ

ケーション条例 

障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及、及び利用の促進を図ること

により、障がいのある人の多様なコミュニケーションを促進し、全ての市民が、障がいの

有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら暮らしていける社会を実現す

るために定められた条例。令和 2 年 4 月 1 日施行。 

宇陀市障害者地域自立

支援協議会 

宇陀市において、障がいのある人等への支援体制の整備を図るため、障がいのある人やそ

の家族、福祉・医療・教育等の関係機関によって構成される協議会。 

NPO（エヌピーオー）  
政府・自治体や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで社会的な公益

活動を行う非営利組織・団体。（Nonprofit Organization） 

か 

共生社会 

障がいの有無にかかわらず、積極的に参加・貢献していくことができる社会。誰もが相互

に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社

会。 

ケアマネジメント 

介護や援助を必要とする人からの相談に応じ、社会生活上での複数のニーズを充足させる

ため、適切な社会資源と結びつけるための調整を図り、総合的、継続的なサービス提供を

確保していく援助方法。 

合理的配慮 
障がいのある人が障がいのない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特

徴や場面に応じて発生する障がい・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のこと。 

さ 

支援費制度 

障害者福祉において平成 15 年度から開始された制度で、それまでの措置制度と異なり、

利用者がサービスを選択し契約することになった。平成 18 年度からは障害者自立支援給

付になった。 

社会的障壁 
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を営む上で、障壁となるもの（社会におけ

る事物、制度、慣行、観念など）。 

児童発達支援 
未就学の障がいのある子どもに、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等必要な支援を行う。 

児童発達支援センター 
通所支援のほか、地域の障がいのある子どもやその家族への相談、障がいのある子どもを

預かる施設への援助・助言を行う等、地域の中核的な療育支援施設のこと。 
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児童福祉法 

児童の福祉を担当する公的機関の組織や各施設及び事業に関する基本原則を定める日本の

法律。「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成 28 年６月 3 日に公布された。平成 30

年度から施行。 

自閉症 
発達障がいの一種。先天的な原因から、対人関係の特異性、コミュニケーションの障がい、

過度なこだわりを有する症状がある。 

重症心身障がい者（児） 重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がいのある人（子ども）。 

障害者虐待防止法 

障がいのある人を虐待から守るために、障がい者が尊厳をもって生活し、自立や社会参加

を目指すことを目的として制定された。障がい者の家族など養護者への支援促進も盛り込

まれている。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律」。 

障害者差別解消法 

行政機関や事業者における障がい者に対する障がいを理由とする差別を解消することを目

的とし、行政機関や事業者の取るべき措置などを規定している。正式名称は「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」。 

障害支援区分 
障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを、6 段階の区分に

よって示すもの。区分に応じたサービスの利用が可能となる。 

障害者週間 

国民の間に、広く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい

のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める

ことを目的として、毎年 12 月 3 日から 12 月 9 日までの 1 週間設定されている。 

障害者就業・生活支援

センター 

障がいのある人の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う支援

機関で、国と都道府県から事業を委託された法人が運営している。 

障害者の雇用の促進等

に関する法律 

障がいのある人の雇用と在宅就労の促進について定めた法律で、身体障がいのある人又は

知的障がいのある人の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテー

ションの措置、その他障がいのある人がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、

その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、障がいのある

人の職業の安定を図ることを目的としている。正式名称は、「障害者の雇用の促進等に関

する法律」。 

障害者の日 

1975 年 12 月 9 日、国際連合の第 30 回総会において「障害者は、その障害の原因、特

質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障がい者の権利に関

する決議（障害者の権利宣言）が採択された日。 

職業リハビリテーショ

ン 

職業に就くために必要な訓練全般に加え、就労支援も含む全体を広い意味で職業リハビリ

テーションと呼ぶ。 

ジョブコーチ 
障がいのある人の職場環境等への適応を支援する指導員で、障がいのある人と一緒に働い

てサポートしたり、職場内の人間関係の調整等を行う。 

自立支援医療（更生医

療） 

18 歳以上の障がいのある人の障がいを除去または軽減して職業能力の増進、日常生活を容

易にするために行われる医療。 

自立支援医療（精神通

院医療） 

精神障害者通院医療公費負担制度。通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医

療に要する費用を公費負担する制度。 

人権週間 

国際連合によって 1950 年第５回総会で、世界人権宣言が採択された 12 月 10 日を「人

権デー」と定めるとともに、世界人権宣言が採択された翌年の 1951 年から、毎年 12 月

10 日の人権デーを最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚の

ための啓発活動を全国的に展開している。 

精神保健福祉士 
精神障がいのある人の保健及び福祉に関する専門的知識と技術をもって、精神障がいのあ

る人の社会復帰に関する相談援助を行う専門職。 



100 
 

成年後見制度 
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人の財産管理や身上

監護を、代理権や同意権・取引権が付与された成年後見人等が行うしくみ。 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度において、後見、補佐、補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及

び活用を図るための研修を行う事業。 

相談支援事業所 

障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、

必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援や、権利擁護のための必要な援助を行

う事業所。 

相談支援専門員 
障がいのある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障がいのある人

への全般的な相談支援を行う。 

た 

地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で、自分

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域での包括的な支援・サービ

スを提供する体制。 

地域包括支援センター 

保健師または経験のある看護師、主任ケアマネジャーおよび社会福祉士を置き、介護予防

ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント等

を業務として介護保険法に規定された機関で、生活圏域を踏まえて、市町村または市町村

に委託された法人が運営する。 

特別支援学校 

知的障がい児、肢体不自由児若しくは病弱児（身体虚弱児を含む）に対して、幼稚園、小

学校、中学校または高等学校に準ずる教育を行い、あわせて必要な知識技能を授けること

を目的とする学校。 

特別支援教育 

これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、自

閉症を含めて障がいのある児童生徒に対して、その一人一人の教育的ニーズを把握し、持

てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、適切な教育を通じて必

要な支援を行うもの。 

特別支援教育コーディ

ネーター 

教育的支援を行う人と関連機関を調整するキーパーソンのこと。学校内の調整や、福祉・

医療等の関係機関との間の連絡調整を行い、保護者に対する学校の窓口の役割を担う。 

トライアル雇用 

障がいのある人に関する知識や雇用経験がない事業所が、障がいのある人を試行的に雇用

し、本格的な障がい者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業。有給の有期契約によ

る試験的な雇用。 

な 

難病 

原因不明、治療方法未確立、後遣症を残すおそれの少なくない疾病や経過が慢性にわたり、

単に経済的な問題のみならず介助等に著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、また

精神的にも負担の大きい疾病。 

農福連携 
障がいのある人の就労（雇用）拡大と農業担い手不足の解消・生産力向上の両者をマッチ

ングした事業。 

ノーマライゼーション 
高齢者や障がいのある人などを含めて、誰もが参加でき、地域の中で当たり前に暮らせる

社会が健全であるという考え方。 

ノンステップバス 

高齢者、障がいのある人、子ども等にも乗り降りがしやすいように床面を超低床構造とし

て乗降ステップをなくしたバスのこと。車内段差が少ないため、乗降時、走行時にも安全

性が高く、補助スロープやニーリング装置（床面を更に下げる装置）により、車いすでの

乗降もスムーズに行うことがでる。 
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は 

発達障がい 

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性

障がい、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発

現するもの。 

バリアフリー 

障がいのある人のための物理的障壁を取り除くことを指しているだけでなく、制度的なバ

リアフリー、心理的なバリアフリーなど障がいのある人の生活全般における障壁の除去を

いう。 

PDCA（ピーディシー

エー）サイクル 

画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）, 改善（Act）を繰り返しながら、着実で効果

的な計画等の推進を図る方法。 

避難行動要支援者 

自力での移動が困難な人、薬や医療装置がないと生活できない人、理解や判断ができない

人など、平常時から介護や行動の補助など何らかの支援を必要とする人。災害対策基本法

の改正により、避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられている。 

ＦＡＸ110 番 

聴覚又は音声・言語機能障がいのある人が、ファックスにより 110 番通報を行うことがで

きるようにするもので、警察本部にファックス受信機を設置し、通常の 110 番と同様に事

件・事故の早期対応を図る。 

福祉的就労 
障がいなどの理由から企業で働けない人のために、働く場を提供する福祉のこと。 こうし

た形で提供されている就労の場は、授産施設や福祉工場、作業所などと呼ばれる。 

ペアレントトレーニング 

発達障がいを持つ子どもの親を対象とした、子どもの行動を変えるテクニックを身につけ

るためのトレーニング。ペアレントトレーニングでは、子どもの好ましい行動を増やし、

好ましくない行動を減らすためのテクニックを親が修得する。 

ペアレントプログラム 
子どもや自分自身について「行動」で把握することで、保護者の認知的な枠組みを修正し

ていくことを目的とした簡易的なプログラム。 

ペアレントメンター 

「メンター」とは「信頼のおける相談相手」のこと。発達の気になる子どもを育ててきた

保護者が、同じように子どもの発達が気になる保護者の悩みを聴いて、寄り添いながら共

感したり、経験談を話したりすることで発達が気になる子どもの子育てを応援する。 

放課後児童クラブ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない、主として小学校の児童に対し、授業の終了後に

適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る施設。仕事と子育ての両立支援

を図るものとして、「児童福祉法」に基づき設置が進められている。 

放課後等デイサービス 
授業の終了後又は学校の休業日に、障がいのある子どもに、生活能力の向上のための必要

な訓練、社会との交流の促進等の支援を行う。 

ボッチャ 
ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考

案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目。 

ま 

まほろば「あいサポー

ト運動」 

障がいの有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会を実現するため、県民が、多様な

障がいの特性の理解に努め、障がいのある人が困っていること、配慮の仕方や手助けの方

法を知り、実践していくことを目的とする運動。 

メール 110 番 

聴覚又は音声・言語機能障がいのある人が、携帯電話やパソコンのインターネット接続に

よる電子メールを利用して緊急通報を行うことができるもので、警察本部に専用のパソコ

ンを設置し、通常の 110 番と同様に事件・事故の早期対応を図る。 
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成年後見制度 
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人の財産管理や身上

監護を、代理権や同意権・取引権が付与された成年後見人等が行うしくみ。 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度において、後見、補佐、補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及

び活用を図るための研修を行う事業。 

相談支援事業所 

障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、

必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援や、権利擁護のための必要な援助を行

う事業所。 

相談支援専門員 
障がいのある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障がいのある人

への全般的な相談支援を行う。 

た 

地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で、自分

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域での包括的な支援・サービ

スを提供する体制。 

地域包括支援センター 

保健師または経験のある看護師、主任ケアマネジャーおよび社会福祉士を置き、介護予防

ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント等

を業務として介護保険法に規定された機関で、生活圏域を踏まえて、市町村または市町村

に委託された法人が運営する。 

特別支援学校 

知的障がい児、肢体不自由児若しくは病弱児（身体虚弱児を含む）に対して、幼稚園、小

学校、中学校または高等学校に準ずる教育を行い、あわせて必要な知識技能を授けること

を目的とする学校。 

特別支援教育 

これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、自

閉症を含めて障がいのある児童生徒に対して、その一人一人の教育的ニーズを把握し、持

てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、適切な教育を通じて必

要な支援を行うもの。 

特別支援教育コーディ

ネーター 

教育的支援を行う人と関連機関を調整するキーパーソンのこと。学校内の調整や、福祉・

医療等の関係機関との間の連絡調整を行い、保護者に対する学校の窓口の役割を担う。 

トライアル雇用 

障がいのある人に関する知識や雇用経験がない事業所が、障がいのある人を試行的に雇用

し、本格的な障がい者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業。有給の有期契約によ

る試験的な雇用。 

な 

難病 

原因不明、治療方法未確立、後遣症を残すおそれの少なくない疾病や経過が慢性にわたり、

単に経済的な問題のみならず介助等に著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、また

精神的にも負担の大きい疾病。 

農福連携 
障がいのある人の就労（雇用）拡大と農業担い手不足の解消・生産力向上の両者をマッチ

ングした事業。 

ノーマライゼーション 
高齢者や障がいのある人などを含めて、誰もが参加でき、地域の中で当たり前に暮らせる

社会が健全であるという考え方。 

ノンステップバス 

高齢者、障がいのある人、子ども等にも乗り降りがしやすいように床面を超低床構造とし

て乗降ステップをなくしたバスのこと。車内段差が少ないため、乗降時、走行時にも安全

性が高く、補助スロープやニーリング装置（床面を更に下げる装置）により、車いすでの

乗降もスムーズに行うことがでる。 
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は 

発達障がい 

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性

障がい、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発

現するもの。 

バリアフリー 

障がいのある人のための物理的障壁を取り除くことを指しているだけでなく、制度的なバ

リアフリー、心理的なバリアフリーなど障がいのある人の生活全般における障壁の除去を

いう。 

PDCA（ピーディシー

エー）サイクル 

画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）, 改善（Act）を繰り返しながら、着実で効果

的な計画等の推進を図る方法。 

避難行動要支援者 

自力での移動が困難な人、薬や医療装置がないと生活できない人、理解や判断ができない

人など、平常時から介護や行動の補助など何らかの支援を必要とする人。災害対策基本法

の改正により、避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられている。 

ＦＡＸ110 番 

聴覚又は音声・言語機能障がいのある人が、ファックスにより 110 番通報を行うことがで

きるようにするもので、警察本部にファックス受信機を設置し、通常の 110 番と同様に事

件・事故の早期対応を図る。 

福祉的就労 
障がいなどの理由から企業で働けない人のために、働く場を提供する福祉のこと。 こうし

た形で提供されている就労の場は、授産施設や福祉工場、作業所などと呼ばれる。 

ペアレントトレーニング 

発達障がいを持つ子どもの親を対象とした、子どもの行動を変えるテクニックを身につけ

るためのトレーニング。ペアレントトレーニングでは、子どもの好ましい行動を増やし、

好ましくない行動を減らすためのテクニックを親が修得する。 

ペアレントプログラム 
子どもや自分自身について「行動」で把握することで、保護者の認知的な枠組みを修正し

ていくことを目的とした簡易的なプログラム。 

ペアレントメンター 

「メンター」とは「信頼のおける相談相手」のこと。発達の気になる子どもを育ててきた

保護者が、同じように子どもの発達が気になる保護者の悩みを聴いて、寄り添いながら共

感したり、経験談を話したりすることで発達が気になる子どもの子育てを応援する。 

放課後児童クラブ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない、主として小学校の児童に対し、授業の終了後に

適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る施設。仕事と子育ての両立支援

を図るものとして、「児童福祉法」に基づき設置が進められている。 

放課後等デイサービス 
授業の終了後又は学校の休業日に、障がいのある子どもに、生活能力の向上のための必要

な訓練、社会との交流の促進等の支援を行う。 

ボッチャ 
ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考

案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目。 

ま 

まほろば「あいサポー

ト運動」 

障がいの有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会を実現するため、県民が、多様な

障がいの特性の理解に努め、障がいのある人が困っていること、配慮の仕方や手助けの方

法を知り、実践していくことを目的とする運動。 

メール 110 番 

聴覚又は音声・言語機能障がいのある人が、携帯電話やパソコンのインターネット接続に

よる電子メールを利用して緊急通報を行うことができるもので、警察本部に専用のパソコ

ンを設置し、通常の 110 番と同様に事件・事故の早期対応を図る。 
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や 

ユニバーサルデザイン

（ＵＤ） 

障がいのある人・高齢者・健常者の区別なしに、すべての人が使いやすいように製品・建

物・環境などデザインをすること。 

ら 

ライフステージ 
生活段階または人生段階。人の一生を乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年期などと

分けた各々の段階。 
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宇陀市障がい者計画 

 

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 
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