
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



はじめに 

 

 府中市では、令和２年度から５年間を計画期間とする「府中市障害

者福祉計画」において、「共生と自己実現」を基本理念として掲げ、障

害のある人の個性を尊重し、その能力を活かした活動に参加し、地

域住民とともに支え合う社会の実現をめざしています。 

国においても、令和2年に「障害福祉サービス等障害児通所支援

等の円滑な実施を確保するための基本指針」を示し、障害者総合支

援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、障害者等の自己決定

の尊重と意思決定の支援、障害種別によらない一元的な障害者サー

ビスの実施、地域共生社会の実現に向けた取組等の点に配慮して、

計画を作成することが必要であるとされました。 

こうしたことから府中市では、障害のある人が地域で自立し、自らの意思決定に基づいた生

活ができるよう、困難を解消するための多様な支援を提供できる体制を整えていくことを基

本として、これまでの計画の実績・評価や、アンケート調査やヒアリング調査により障害のある

人や支援者がおかれている状況などを把握し、重点的に取り組むべき課題や福祉サービスの

確保方策について検討を行い、「府中市第６期障害福祉計画」「府中市第２期障害児福祉計画」

を策定いたしました。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化や、デジタル技術で新たなサ

ービスや価値を生み出すDX（デジタルトランスフォーメーション）などの変革に対応していくこ

とも視野に入れたものとしました。 

本計画の推進にあたっては、行政をはじめ、障害のある方々、障害福祉に携わっている方々、

市民の皆様がともに取り組んでいく必要があります。より一層の障害福祉の充実をめざしてま

いりますので、ご支援とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたり、各種調査で貴重なご意見を賜りました市民の皆様、また慎

重なご審議をいただきました「府中市自立支援協議会」委員の皆様をはじめ、関係各団体の皆

様に、心から感謝申し上げます。 

 

令和３年３月 

 

府中市長 小 野 申 人 
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第１章 総論 

１ 計画策定の趣旨・背景 

障害保健福祉施策において、障害のある人等が基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさ

わしい日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、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

社会の実現に寄与することをめざして制度の整備が求められています。 

平成 25年４月に施行された「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。）では、制度の谷間のない支援提供や、法に基づく支援が、

地域社会における共生や社会的障壁の除去に資することを目的とする基本理念を掲げるなど、国

の障害者制度の動向を加味したさらなる障害者施策の展開を行うこととしており、その中で障害

福祉計画及び障害児福祉計画の作成も義務づけられ、３年ごとに見直しが行われています。 

本市においては、障害者福祉の基本計画として、令和元年度に「府中市障害者福祉計画」を策

定し、「共生と自己実現～つながりと個性が輝くまち ふちゅう～」の実現に向けて各種施策を

進めてきました。 

また、障害者福祉の実施計画として、平成 30年３月に計画期間を３年間とする「府中市第５期

障害福祉計画・府中市第１期障害児福祉計画」を策定し、地域において必要な障害福祉サービス

や相談支援、地域生活支援事業等の計画的な提供を図ってきました。 

この度、「府中市第５期障害福祉計画・府中市第１期障害児福祉計画」の実績を検証し、国の制

度改正の方向や障害のある人やその家族のニーズ等を踏まえた計画の見直しを行います。 

福祉分野全体では、「地域共生社会」の実現に向けて社会福祉制度の改革が進められおり、障害

のある人も含めた、すべての人びとが地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めあう社会の在

り方が求められています。 

また、障害のある人の権利が守られるとともに、自らの意思決定に基づいた社会参加ができる

よう、困難を解消するための多様な支援が必要となっています。 

これらのことを踏まえ、新たに「府中市第６期障害福祉計画・府中市第２期障害児福祉計画（以

下、本計画という。）」を策定します。 
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２ 制度改正の動向 

（１）障害のある人に関する法制度改正等の動向 

■これまでの障害のある人に関する法制度改正等の動向 

年 主な動き 

平成 23年 8月 「障害者基本法」の改正・施行 

・社会的障壁の除去、差別の禁止、合理的配慮、教育・選挙における配慮の規定 等 

平成 24年 10月 「障害者虐待防止法」の施行 

・通報義務、立入調査権を規定 等 

平成 25年 4月 「障害者総合支援法」（改正障害者自立支援法）の施行 

・理念の具体化、難病患者への支援、地域生活支援事業の追加 等 

4月 「障害者優先調達推進法」の施行 

・障害者就労施設等から優先的に物品等を調達、調達方針の策定 等 

9月 「障害者基本計画（第３次）」策定 

・基本原則の見直し、障害者の自己決定の尊重を明記 等 

平成 26年 1月 日本が「障害者権利条約」を批准 

4月 「障害者総合支援法」の改正・施行 

・障害支援区分、重度訪問介護の対象拡大、共同生活援助一元化 等 

平成 28年 4月 「障害者差別解消法」の施行 

・差別の禁止、合理的配慮の提供、自治体の差別解消の取組 等 

4月 「障害者雇用促進法」の改正・施行 

・差別の禁止、合理的配慮の提供義務 等 

5月 「成年後見制度利用促進法」の施行 

・利用促進委員会等の設置、利用促進に関する施策 等 

8月 「発達障害者支援法」の改正・施行 

・切れ目のない支援、家族等への支援、地域の支援体制構築 等 

平成 30年 3月 「障害者基本計画（第４次）」策定 

4月 「障害者総合支援法」、「児童福祉法」の改正・施行 

・障害者の望む地域生活の支援、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応、

サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 等 

6月 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行 

・障害者による文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の

機会の確保 等 

令和２年 4月 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の施行 

（一部令和元年６月、９月施行） 

・「障害者活躍推進計画」策定の義務化、特定短時間労働者を雇用する事業主に対す

る特例給付金の支給 等 
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（２）本計画策定にあたっての主なポイント 

本計画の策定にあたり、国から基本指針が示されています。本市においてもこの基本指針を踏

まえて計画を策定する必要があります。 

 

■第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に係る国の基本指針の見直しについて 

１．基本指針見直しの主なポイント 

・地域における生活の維持及び継続の推進 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・相談支援体制の充実・強化等 

・障害福祉人材の確保 

・福祉施設から一般就労への移行等 

・発達障害者等支援の一層の充実 

・障害者の社会参加を支える取組 

・「地域共生社会」の実現に向けた取組 

・障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

・障害福祉サービス等の質の向上 

 

２．成果目標に関する事項 

①施設入所者の地域生活への移行 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

④福祉施設から一般就労への移行等 

⑤障害児支援の提供体制の整備等 

⑥相談支援体制の充実・強化等【新規】 

⑦障害福祉サービス等の質の向上【新規】 

 

  



4 

３ 計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、障害者総合支援法第 88条に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第 33条

の 20に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害福祉サービス等の提供に関する具体的な体

制づくりやサービス等を確保するための方策等を示す実施計画であり、国の基本指針に即して策

定するものです。 

 

（２）関連計画との位置づけ 

本計画は、国や県の計画を踏まえつつ、上位計画である「府中市地域福祉計画」をはじめ、「府

中市高齢者保健福祉総合計画・介護保険事業計画」「健康ふちゅう 21」「府中市子ども・子育て支

援事業計画」など、関連する他の部門計画との整合にも配慮し、各分野との連携・協働のもと、

総合的に推進するものとします。 
 

■関連計画のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中市地域福祉計画 

地域住民等の参加 

（策定・評価、地域福祉活動の担い手） 

府中市子ども・ 

子育て支援事業計画 
健康ふちゅう 21 

府中市高齢者保健福祉総合計画・介護保険事業計画 

府中市障害者福祉計画 

府中市障害福祉計画 

府中市障害児福祉計画 

障害者基本計画 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

広島県障害者プラン 

広島県障害福祉計画・ 

広島県障害児福祉計画 

府
中
市
総
合
計
画 

国・県 
連携・整合 

その他の分野の個別計画（防災・都市・教育など） 

 

連携・協働 



5 

（３）府中市障害者福祉計画との関係について 

「府中市障害者福祉計画」は、障害者基本法に基づき、長期的視点に立って障害のある人の生

活全般にわたる支援を行うための施策を規定する基本的な計画です。本計画との関連は下記のイ

メージ図のとおりです。 

 

◆「府中市障害者福祉計画」と「府中市第６期障害福祉計画」、「府中市第２期障害児福祉計画」の関連イメージ◆ 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間となっています。また、関連する制

度、社会情勢の変化等に対応するため、各年度毎に計画の評価を行い、必要に応じて見直しを行

います。 
 

本計画と 

主な関連計画 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者福祉計画     
 

 

障害福祉計画    
 

  

障害児福祉計画  
 

 
 

  

 

府中市障害者福祉計画（市町村障害者計画） 

障害者のための施策に関する基本的な事項を定める計画 

府中市第６期障害福祉計画 

（市町村障害福祉計画） 

障害福祉サービス等の必要な見

込量を算出し、その見込量を確保

するための方策を定める計画 

府中市第２期障害児福祉計画 

（市町村障害児福祉計画） 

障害児福祉サービス等の必要な

見込量を算出し、その見込量を確

保するための方策を定める計画 

第３期計画 第４期計画 

第６期計画 第７期計画 

第２期計画 第３期計画 
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４ 計画策定体制 

（１）計画の策定方法 

① 府中市自立支援協議会等による審議 

本計画は、「府中市自立支援協議会」の専門部会である「相談支援部会」・「就労支援部会」・

「発達障害支援部会」において、計画内容を検討し、「府中市自立支援協議会」において、保健

医療関係者、福祉関係者、識見を有する者等、各専門分野の立場から総合的な意見を聞き、審

議を行いました。 

 

② 関係団体への調査 

市内の障害福祉分野の団体の活動状況や障害のある人等に関係する取組や考え方を把握し、

計画に反映させるため、関係団体を対象にアンケート及びヒアリング調査を実施しました。 

 

配布・回収期間 令和 2年 8月 20日（木）～9月 2日（水） 

回答事業者数 25団体 

ヒアリング実施日 令和 2年 10月 16日（金）、21（水）、23日（金）の 3日間 

ヒアリング実施事業者数 8団体 

 

③ 障害のある人への調査 

市内の障害のある人に対し、現在の生活の状況や健康実態及び今後のニーズ等のアンケート

調査を令和元年度に実施しました。 

 

④ パブリックコメント 

計画案の概要を公開し、広く意見を聴取する「パブリックコメント」を令和３年２月 15日か

ら３月１日に実施しました。 

 

（２）障害保健福祉圏域の考え方 

本市は、府中市・福山市・神石高原町からなる福山・府中障害保健福祉圏域に属しています。 

国の基本指針において各市町または障害保健福祉圏域での整備が可能となっている項目につ

いては、圏域での調整を視野に入れた整備をめざします。 
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第２章 障害のある人の現状 

１ 人口に関する状況 

（１）人口の現状 
本市の総人口は、平成 28年の 41,102人から令和２年の 38,652人へと減少しています。 

65歳以上人口割合は各年ともに３割を超えており、少子高齢化が進んでいる状況です。 
 

■年齢３区分人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民課（各年 4 月 1 日現在） 

 

（２）将来推計 
本市の人口の将来推計をみると、人口減少とともに高齢化の進行が伺えます。令和５年には人

口が 36,743人、高齢化率は 38.0％と推計されます。 
 

■人口の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

資料：住民基本台帳をもとにコーホート要因法により算出 

推計値 実績値 
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26 29 26 20 17414 389 378 372 356

1,602 1,592 1,553 1,532 1,505

2,042 2,010 1,957 1,924 1,878
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2,042 2,010 1,957 1,924 1,878

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（人）

２ 障害のある人の状況 

（１）身体障害のある人の状況 

① 身体障害者手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳所持者数は、年々減少しています。令和２年では 65 歳以上の割合が８割を

超えています。 

 

■身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

 

② 身体障害者手帳の等級別人数の推移 

等級別にみると全体的に減少傾向で推移していますが、１級の手帳所持者においては増減を

繰り返しています。 

 

■身体障害者手帳の等級別人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年 4 月 1 日現在） 
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③ 身体障害者手帳所持者（障害の種類別）の推移 

障害種別でみると、内部障害、音声・言語障害は横ばいで推移していますが、その他の障害

種別では減少傾向で推移しています。 

 

■身体障害者手帳の所持者（障害種別）の推移                    単位：人 

区分 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 令和２年 

内部障害 555 560 565 575 573 

肢体不自由 1,162 1,133 1,088 1,057 1,025 

音声・言語障害 18 21 23 24 24 

聴覚・平衡機能障害 155 146 137 134 126 

視覚障害 152 150 144 134 130 

合計 2,042 2,010 1,957 1,924 1,878 

資料：福祉課（各年 4 月 1 日現在） 
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77 74 66 61 63

405
344 355 364 364

482
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0
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7.7
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31.6

33.3

32.5
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30.9

25.5

28.0

26.6
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年

令和２年

Ａ （最重度） Ａ（重度） Ｂ （中度） Ｂ（軽度）

（２）知的障害のある人の状況 

① 療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者数は、平成 29年以降微増傾向で推移しています。年齢別でみると 18歳以上

が増加しています。 

 

■年齢別療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年 3 月 31 日現在） 

 

② 療育手帳の判定別人数の推移 

療育手帳所持者数を判定別でみると、Ｂ（軽度）が増加しており、それ以外の判定では横ば

い、もしくは減少傾向で推移しています。 

 

■判定別療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年 3 月 31 日現在） 
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精神通院 手帳所持者

（人）

（３）精神障害のある人の状況 

① 精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別推移 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、増加傾向で推移しています。等級別でみると、２級と

３級で増加しています。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康推進課（各年 4 月 1 日現在） 

 

② 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数は平成 29年以降ほぼ横ばいで推移しています。精神

障害者保健福祉手帳所持者数と比較すると、自立支援医療受給者数の方が多い状況となってい

ます。 

 

■自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康推進課（各年 4 月 1 日現在） 
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（４）発達障害又は疑いのある児童・生徒の状況 
健康推進課、女性こども課、学校教育課で把握している、発達障害の診断を受けた、または疑

いのある児童・生徒の状況は次のとおりです。 

 

■１歳６か月児健康診査 

受診した幼児について、令和元年度では受診率が 98.9％と 100％に近づいています。 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

健診対象児の人数 232人 239人 175 人 

受診した幼児の人数 220人（94.8％） 227人（95.0％） 173人（98.9％） 

精神発達精密検査 

対象児の人数 
20人（8.6％） 27人（11.3％） 13人（7.4％） 

資料：健康推進課 

■３歳児健康診査 

受診した幼児については、平成 29年度以降受診率が微減しています。 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

健診対象児の人数 251人 267人 220 人 

受診した幼児の人数 245人（97.6％） 256人（95.9％） 210人（95.5％） 

精神発達精密検査 

対象児の人数 
46人（18.3％） 41人（15.4％） 41人（18.6％） 

資料：健康推進課 

■保育所、小・中学校での対象児と全児童・生徒の人数 

児童・生徒の人数が減少しているのに対し、小学校・中学校では対象児が増加しています。 

 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

対象児

の人数 

全児童 

・生徒

の人数 

対象児

の人数 

全児童 

・生徒

の人数 

対象児

の人数 

全児童 

・生徒

の人数 

対象児

の人数 

全児童 

・生徒

の人数 

保育所 
53 人 

（5.2％） 
1,024人 

72人 

(7.1％) 
1,015人 

90人 

(9.3％) 
971人 

61人 

(6.6％) 
923人 

小学校・ 

義務教育学校前期課程 

164 人 

(9.0％) 
1,815人 

211人 

(12.0％) 
1,764人 

275人 

(16.0％) 
1,724人 

297人 

(18.0％) 
1,653人 

中学校・ 

義務教育学校後期課程 

47 人 

(5.0％) 
937人 

48人 

(5.2％) 
932人 

53人 

(5.6％) 
940人 

82人 

(9.0％) 
907人 

資料：女性こども課、学校教育課（各年 5 月 1 日現在） 
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３ 特別支援学級の状況 

特別支援学級の児童生徒数は、小学校及び義務教育学校前期課程と中学校及び義務教育学校後

期課程ともに年々増加傾向にあります。 

 

■特別支援学級の設置状況 

区分 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

小学校・ 

義務教育学校 

前期課程 

学校数 8校 8校 8 校 

設置校数 8校 8校 8 校 

学級数 21組 24組 22 組 

児童・生徒数 85人 106人 107 人 

中学校・ 

義務教育学校 

後期課程 

学校数 4校 4校 4 校 

設置校数 4校 3校 4 校 

学級数 9組 8組 8 組 

生徒数 20人 28人 32 人 

資料：学校教育課 

 

４ 特別支援学校の状況 

府中市内の児童生徒が通っている近隣の特別支援学校は、主に身体障害のある子どもが対象と

なる福山特別支援学校と主に知的障害のある子どもが対象の福山北特別支援学校、庄原特別支援

学校があります。 

特別支援学校に通っている児童生徒数をみると、ほぼ横ばい傾向にあります。 

 

■特別支援学校の状況 

区分 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

福山特別 

支援学校 

（主に身体） 

小学部 1人 2人 1 人 

中学部 2人 1人 1 人 

高等部 1人 1人 4 人 

合計 4人 4人 6 人 

福山北特別 

支援学校 

（主に知的） 

小学部 14人 13人 13 人 

中学部 7人 5人 5 人 

高等部 18人 11人 14 人 

合計 39人 29人 32 人 

庄原特別 

支援学校 

（主に知的） 

小学部 2人 2人 1 人 

中学部 0人 1人 2 人 

高等部 0人 0人 0 人 

合計 2人 3人 3 人 

資料：福山特別支援学校、福山北特別支援学校、庄原特別支援学校 
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５ 雇用・就労の状況 

障害のある人の雇用状況をみると、企業規模従業員数の人数が多くなるにつれて、雇用率が高

くなっています。 

 

■公共職業安定所管内 

企業規模

従業員数

（人） 

企業数

（企業） 

算定基礎

労働者数

（人） 

障害のある人の数（人） 

雇用率

（％） 

雇用率未

達成の企

業の割合

（％） 

重度（Ａ） 
重度以外

（Ｂ） 

短時間 

重度（Ｃ） 

短時間重

度以外

（Ｄ） 

45.5～99 26 1763.5 3 21 1 1 1.62 46.2 

100～299 13 1971.5 6 28 0 0 2.03 38.5 

300～ 6 4672 21 89 3 14 3.02 0 

資料：府中公共職業安定所（令和元年 6 月 1 日現在） 

 

 

６ アンケート・ヒアリング等からみる課題 

（１）相談・支援体制の強化・充実 
障害のある人の相談先は身近な人が多いことから、身近な人から専門家につながる体制が必要

です。また、子育てや介護など複合的な相談が増加しており、それらを包括して受けられる「断

らない相談窓口」の設置・活用を進められるよう、相談体制の強化・充実が必須となっています。 

 

（２）就労支援 
市内では、障害のある人の求人数が求職数を上回っているものの、職場で求められる能力と、

障害のある人が考えている業務に違いがあることが課題となっています。雇用時にそうした能力

や配慮事項を確認できる仕組みが必要となっています。 

現場での人間関係が現場と障害のある人双方のストレスとなっており、相互理解が不足してい

ます。 

 

（３）発達障害などへの取組 
発達に不安のある児童が増加していますが、保護者の理解が進まず、療育が後手になっている

事例が多く見られます。ペアレントトレーニングなど、保護者への理解の促進、支援が求められ

ます。 

また、発達障害などを持つ人が身近に普通にいることを理解し、当たり前に接することのでき

る地域社会づくりを進めるため、教育、広報、研修などの機会を充実する必要があります。 
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（４）居場所や交流の「場」づくり 
近年、全国で相次ぐ災害や新型コロナウイルス感染症等による地域社会の変化により、障害の

ある人やその家族の不安が増加しています。それらを緩和するためには、防災の仕組みなどはも

ちろんのこと、障害のある人やその家族、支援者が日頃からつながり、話し合える「場」の存在

がクローズアップされています。 

日中の居場所、理解者とのつながり、多様な世代や立場の人との交流の場を、地域共生社会の

構築の柱の一つとして支援する必要があります。 

 

（５）障害のある人の高齢化と生きがいづくり 
障害のある人の高齢化が進み、保護者の介護と本人の介助の重複なども課題となってきていま

す。中・高齢の障害のある人の安心した暮らしを守る生活環境が課題となっています。 

また、就労に限らず、生きがいを見つけていきいきと暮らすために、スポーツや文化活動、読

書環境などの充実をはじめ、地域活動や行事への参加促進、旅行や余暇活動などの生きがい活動

を充実していくことが求められています。 

 

（６）福祉人材の育成・確保 
今後、高齢者の増加とともに福祉に携わる人材が介護保険関連に偏る恐れがあります。また、

少子高齢化が進む中で、地域産業の維持と福祉人材の確保の両立を図る必要もあります。こうし

た中で、福祉産業に対するイメージを高める広報や福祉教育を進め、既存の人材の専門性を高め

る取組を進めるとともに、ＩＣＴ等を活用した業務効率化など、負担を減らす事業への支援が必

要です。 
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第３章 計画の方向性 

１ 基本理念 

本市では、令和２年３月に策定した「府中市障害者福祉計画」において『共生と自己実現～つ

ながりと個性が輝くまち ふちゅう～』を計画のめざすべき将来像として掲げました。本計画に

おいても、上記計画の考え方に基づき、障害福祉サービスの提供・充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 障害者福祉計画の体系 

 

 

基本理念 

共生と自己実現～つながりと個性が輝くまち ふちゅう～ 

   

理解しあい、支えあう 自分らしく活躍する 地域で安心して暮らす 

   

①啓発・広報活動の推進 

②福祉教育の推進 

③交流・ふれあいの場所づくり 

④各種団体・ボランティア活動の

支援 

⑤権利擁護の推進 

①相談支援体制の充実  

②雇用・就労の促進 

③障害のある子どもへの支援体

制の整備 

④スポーツと文化・芸術活動の促進 

①情報提供体制の充実 

②福祉サービスの充実 

③保健・医療サービスの充実  

④総合的な福祉のまちづくり 

 

  

《基本理念》 

共生と自己実現 

～つながりと個性が輝くまち ふちゅう～ 
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３ 計画の基本的な考え方 

（１）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、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きが

いをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民が主体

的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保

に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的な支援

体制の構築に取り組みます。 

 

（２）障害のある人等の自己決定の尊重 
共生社会を実現するため、障害のある人等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮す

るとともに、障害のある人等が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、その自

立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等

の提供体制の整備を進めます。 

 

（３）一元的な障害福祉サービスの実施 
障害のある人等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、本市を実施主体の基本

とします。 

また、障害福祉サービスの対象となる障害のある人等の範囲を、身体障害者、知的障害者及び

精神障害者並びに難病患者等とし、サービスの充実を図ります。 

 

４ 重点的な取組 

統計データやヒアリング調査など各種調査結果を踏まえると、相談支援や就労支援の充実、発達

障害への支援、障害のある人の高齢化、居場所・生きがいづくり、福祉人材の確保といった課題が

出てきました。 

社会情勢をみると、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活における様々な場面で変化

が起きています。豪雨災害や地震なども各地で発生しており、災害時における対応も行っていく

必要があります。 

業務においては自動化・省力化につながるＡＩ等の先端技術の活用も視野にＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）も進められており、人的・経済的負担の軽減が図られることが期待さ

れています。 

このような各種調査結果や社会情勢などを踏まえ、本市では以下を重点的な取組として、進め

ていきます。 

●相談支援体制の充実 

●就労支援の充実 

●発達障害のある人への支援 

●障害福祉人材の確保 

●障害のある人の社会参加の促進 

●新型コロナウイルス感染症対策 

●サービス事業所等における安全対策 
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第４章 障害福祉・障害児福祉を充実させる

ための重点的な取組 

１ 相談支援体制の充実 

【現状と課題】 

現在、障害のある人の地域における身近な相談窓口として、市の委託事業者である府中地域障

害者生活支援センター「は～と＆は～と」やその他各種事業所が連携しながら、身体・知的・精

神に障害のある人や難病の人の相談支援事業を行っています。 

しかしながら、計画作成業務など、相談支援事業所への負担過多により、十分な対応が困難な

状況となっています。サービスの新規利用者の受入れが「は～と＆は～と」へ偏っていることや、

事業所数や対応できる相談員が少ないことが大きな原因であると考えられます。 

また、国では新たに依存症対策の推進が求められており、本市においても関係機関と連携を図

りながら、依存症に関する相談にも対応する体制を整えます。 
 

課題解決に向けた方策 

 【継続】基幹相談支援センターを設置し、相談員の人材育成の支援を行います。 

 【継続】現在ある相談支援事業所における相談員の適切な配置や、新しい相談支援事業所

の設置に努めます。 

 【継続】障害のある人が自らの体験に基づいて、他の障害のある人の悩みなどを聞く等、

互いに助け合うピアサポーターの養成に努めます。 

 【継続】行政等の相談窓口や、地域の社会資源などを取りまとめて情報提供し、相談支援

事業所等と連携を図ります。 

 【新規】北部圏域では旧三玉医院に専門職を集約し、南部圏域では関係機関の専門職が連

携し、障害・介護・子育てなど、制度の枠を超えた相談支援体制の整備に努めます。 

 【新規】地域生活の継続の支援、緊急時の受入れ等の機能を担う地域生活支援拠点につい

て、市内の事業所が連携する面的整備を行うことで、安心して暮らせる地域づくりを進め

ます。 

 【継続】依存症に関する相談に対応できる体制を整備します。 

 

 

 

  

 

 障害福祉サービスや暮らしのこと、介助者のこと、子どもやお年寄りのことまで、

まとめて相談できる相談窓口 

 経験者や仲間と話したり、相談し合える場所や仕組みづくり 

 出かけなくても、リモートで顔が見える相談窓口や、訪問してくれる相談窓口 

 相談員とサービス提供者と本人が一緒に話し合える機会 

など 

今後のめざす姿 
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２ 就労支援の充実 

【現状と課題】 

企業等に対してハローワークや東部地域障害者就業・生活支援センターによる各種制度の説明

や研修会を実施し、障害のある人の雇用の啓発に努めています。しかし、一部で障害のある人の

雇用に対する理解不足がみられます。 

就労を希望する障害のある人に対して、適正と能力に応じた就労の機会を確保していくことが

大きな課題となっています。 

 

課題解決に向けた方策 

 【継続】関係機関と連携して障害のある人の雇用に関する啓発活動を行います。 

 【継続】関係機関と連携して就労支援を行う中での課題について研修や検討を行い、一般

就労の推進を強化します。 

 【継続】各障害者就労施設等の取扱物品・役務等の取りまとめを行い、共同受注窓口の設

置など、販路の拡大・受注の増加につなげる取組を進めます。 

 【継続】物品・役務等を優先的に障害者就労支援施設等から調達に務めるよう関係機関へ

働きかけるとともに、ホームページ等を通じて広く周知します。 

 【新規】リモートワークなどの新たな働き方の普及を図るため、ＩＣＴ技術の習得を目的

とした研修等の取組を進めます。 

 【新規】事業所の業務へのＩＣＴ技術導入などについて、事業所と連携して研究・検討し

ていきます。 

 【新規】農福連携等、他業種と連携して就労機会の創出に取り組みます。 

 

 

   

 障害のある人専用の履歴書をつくって、できること、困ること、注意点などが一

目でわかるような仕組み 

 経営者や所属長などが相談できる専門の支援スタッフがいる 

 障害のある人ができる仕事を集中してできるようにする 

 職場環境でのユニバーサルデザインとバリアフリー 

 リモートなどで、自宅や施設でできる仕事の斡旋 

など 

今後のめざす姿 
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３ 発達障害のある人への支援 

【現状と課題】 

国において「発達障害者支援法の一部を改正する法律（改正発達障害者支援法）」が平成 28年

に成立し、発達障害の疑いがある子どもの保護者への情報提供を行うことや、相談体制の整備、

権利擁護の推進等が進められています。 

本市における発達障害または疑いのある子どもは、保育所、小学校、中学校、義務教育学校で

年々増加傾向にあります。また、発達障害に関して、認知されつつありますが、まだ十分とは言

えず、子どもが発達障害であると気づかない保護者もいることから引き続き、理解促進を図って

いく必要があります。 

府中市自立支援協議会発達障害支援部会で、連続講座を開催して発達障害への理解を深める取

組をしています。 

 

課題解決に向けた方策 

 【継続】発達障害に関して広報や市民向け研修、支援者向け研修等を通じて情報発信・啓

発を行い、地域住民の理解促進を図ります。 

 【継続】発達段階やライフステージに応じて適切な支援を行えるように、相談対応と関係

機関との情報共有・連携を行います。 

 【新規】府中天満屋内に設置する子育てステーションが、気軽に立ち寄り、ちょっと気に

なっていたことを相談することもできる場となることで、相談への垣根を低くし、保護者

の方の不安や悩みに寄り添っていけるよう体制を整備します。 

 【新規】北部圏域では旧三玉医院に専門職を集約し、南部圏域では関係機関の専門職が連

携し、障害・介護・子育てなど、制度の枠を超えた相談支援体制の整備に努めます。 

 【継続】ペアレントトレーニング等の実施を継続し、対応についての理解を深めます。 

 【新規】発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等の確保にあたっては、

福山・府中障害保健福祉圏域において支援体制を構築します。 

 【新規】発達障害について専門の医療機関から助言が受けられるよう、オンライン診療の

実施に取り組みます。 
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項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

【新規】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 ３ ３ ３ 

【新規】ペアレントメンターの人数 人 ０ １ １ 

【新規】ピアサポートの活動への参加人数 人 ０ ５ ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 周囲の人が偏見なく、発達の遅れなどの気付きを家族、関係機関に教えてあげら

れる関係をつくる 

 発達障害についての市民の理解が進み、教育や就労の場で当たり前に受入れられ

る社会づくり 

 小学校・中学校から、義務教育終了後も進学先の高等学校、大学などへの支援の

連携がとれる仕組みづくり 

 子どもの発達に不安があるときの対応を、出産前の両親教育などでしっかりと学

んでおける場づくり 

 できないことを叱るのではなく、できることを褒める家庭教育の推進 

など 

今後のめざす姿 
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４ 障害福祉人材の確保 

【現状と課題】 

障害のある人の重度化・高齢化が進む中、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供

し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれらを担

う人材の確保が必要です。 

本市では特に相談支援事業所において、相談件数が増加しており、相談支援専門員の負担が大

きくなっています。 

福祉に携わる人材の確保に向けて、学校に対する福祉教育の充実、地域と事業所の交流を通じ

た職業への理解促進など、障害福祉サービスに携わることへの関心を育むとともに、就労環境の

改善に向け、国等へ要望を行っていくことが必要となっています。 

 

課題解決に向けた方策 

 【継続】障害福祉の専門性を高める研修の実施や多職種間の連携を行い、障害福祉の現場や職

場の様子を広報等により積極的に発信し、関係機関とともに人材の確保に努めます。 

 【継続】相談支援や保健指導の場等で社会福祉士・保健師・理学療法士・作業療法士・臨床心

理士・精神保健福祉士等、専門性の高い人材の確保を図ります。 

 【継続】身体障害者相談員や知的障害者相談員、府中地域障害者生活支援センター「は～と＆

は～と」職員について、専門知識の向上のための研修や情報提供を行い、資質の向上を図りま

す。 

 【新規】シルバー人材センター等と連携しながら、地域の高齢者を支援者として、障害福祉サ

ービス事業所とつなぐ取組を進めます。 

 【新規】センサーによる見守りなどのＩＣＴ技術の活用やロボット技術等、支援者の負担

を軽減する仕組みの導入に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 学校等での福祉の仕事の体験や、仕事のやりがいが理解できる福祉教育の実施 

 元気な高齢者が、仕事として福祉の仕事に取り組める環境づくり 

 多職種が連携して情報を交換し、連携して支援ができる仕組みづくり 

など 

今後のめざす姿 
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５ 障害のある人の社会参加の促進 

【現状と課題】 

近年、障害のある人に関する法整備が進み、就労や保健・療育、医療等、様々な分野での情報

保障として、点字、手話及び要約筆記の提供など、障害の特性に応じた配慮も求められています。 

国において「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が平成 30年に制定されており、

障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通

じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることが求められています。 

本市においては障害のある人の芸術文化活動に関する取組については実施していない状況で

あり、今後は障害のある人の社会参加に向けてニーズを把握し、実施に向けて取組内容を検討し

ていく必要があります。 

さらに、令和元年には「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」が施行されてお

り、令和２年度には「府中市電子図書館」の電子書籍を大幅に拡充したところですが、引き続き

視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に進めていく必要があります。 
 

課題解決に向けた方策 

 【継続】市が主催する講座・教室等の内容の充実や周知を図るとともに、指導方法、コミ

ュニケーション方法等の検討を進めます。 

 【新規】手話通訳者、要約筆記者等の育成に努めます。また、遠隔手話用の端末設置など、

ＩＣＴ技術を活用した情報保障手段の確保に努めます。 

 【新規】障害の有無に関わらず誰でも活動・交流できる場として地域活動支援センターの設

置や、障害のある人や障害者団体等による文化・芸術活動の成果を発表できる場の確保に努

めます。 

 【継続】講演会や芸術活動に障害のある人が参加しやすい環境整備に努めるとともに、行事の

際には、手話ボランティアを派遣する等、障害に応じたきめ細やかな参加支援を行います。 

 【新規】国が策定した「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を

踏まえ、図書館の円滑な利用のための支援や視覚障害者等が利用しやすい書籍（アクセシ

ブルな書籍等）の充実、図書館サービス人材の育成などに努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各種教室や講座を主催する人への障害者理解の研修会を実施する 

 図書館などでの電子書籍を始めとするアクセシブルな書籍等やＩＣＴ対応機器

の充実と、職員への活用指導ができている 

 図書や行政資料の音声や、手話映像などの資料が蓄積され、公共施設やインター

ネットなどで見られるようになる 

 市民講座や講演会などで、手話通訳や文字通訳が付くのを当たり前にしていく 

 デジタルサイネージなどを活用し、ＡＩ技術による案内やネット閲覧支援などの

普及を促進する 

など 

今後のめざす姿 
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６ 新型コロナウイルス感染症対策 

【現状と課題】 

新型コロナウイルス感染症は、今までの私たちの生活に様々な影響を及ぼしており、その対策

として「新しい生活様式」の導入が進んでいます。障害のある人のその家族、支援者を感染から

守るために、それぞれの日常生活において、それぞれの生活に合った「新しい生活様式」を実践

することが求められます。 
 

課題解決に向けた方策 

 【新規】新型コロナウイルス感染症に備えた障害福祉サービス提供のあり方として、「利

用者・家族を福祉サービス難民にさせない」「支援者の安全を確実に確保する」を基本方

針として取り組みます。 

 【新規】新型コロナウイルスや、インフルエンザウイルスなどの感染症に対する感染予防

の重要性などについて、各種広報媒体や事業所に対する研修等を通じて、情報の広報・啓

発に努めます。 

 【新規】福祉施設等における感染症予防に向けて情報の提供や共有を図るとともに、保健

所や施設と連携を図りながら、感染症予防対策を進めます。 

 【新規】公共施設における消毒液等の設置を始め、感染症対策用品の設備、備蓄を充実さ

せるとともに、施設内での混雑や密着を避けるなど、地域を集団感染から予防する取組を

進めます。 

 【新規】コロナ禍の影響により必要なサービスが中断する最悪のケースに対応するため、

府中地域障害者生活支援センター「は～と＆は～と」や相談支援事業所と連携し、平常時

から生活支援が必要な方を把握します。 

 【新規】コロナ禍において、福祉施設のクラスター等により入所系・通所系・短期入所を

利用できなくなる場合、訪問系サービスでの支援を継続することになることを踏まえ、訪

問系サービスの体制強化や、地域生活支援拠点等の連携強化に取り組みます。 

 【新規】介護・障害福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染者の発生状況等

の情報共有体制（メーリングリストの運用）により、感染症が発生した場合においてもサ

ービス提供事業所が混乱することなく、サービスを継続できるよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 必要な人にワクチンや治療薬が行き渡るよう、医療体制を整える 

 ニューノーマルへの理解が進み、地域や生活状況に応じた節度あるコミュニケー

ションが構築される 

など 

今後のめざす姿 
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７ サービス事業所等における安全対策 

【現状と課題】 

近年全国的に地震や豪雨などの災害が頻発する中、サービス事業所等においても災害により利

用者が被害に遭うケースも発生しています。そのため、事業所等においても防災対策の充実を図

っていく必要があります。 

また、災害等にあっても最低限のサービス提供を維持することが求められており、事業継続に

必要な事項を定めることも重要です。 

 

課題解決に向けた方策 

 【継続】事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、事業所等におけるリスクや

食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・調達状況について確認します。 

 【継続】災害時において事業所等での業務が継続できるよう事業継続計画の策定を支援し

ます。 

 【継続】避難行動要支援者避難支援プランに基づき、民生委員児童委員協議会、町内会等

と連携し、支援を必要とする障害のある人が円滑に避難できる体制を進めます。 

 【新規】障害福祉サービス事業所や地域とともに火災・風水害等のあらゆる災害を想定し

た避難訓練を実施します。 

 【新規】災害時に配慮の必要な障害のある人等が避難することができる福祉避難所の設置

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉事業所などでの事業継続計画がすべて整備されている 

 事業所単位での避難訓練や誘導訓練、避難支援マニュアルの整備が進む 

 事業所や障害のある人が地域の防災訓練等に参加する 

 福祉避難所としての提携事業所が増える 

 地域や利用者の状況に応じて、必要な薬剤や福祉機器などの備蓄ができている 

など 

今後のめざす姿 
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第５章 障害福祉サービス等の提供 

１ 障害者サービスの仕組み 

障害者総合支援法による、総合的な自立支援システムを図に表すと、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村 

自立支援給付 

【訓練等給付】 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・共同生活援助（グループホーム） 

・就労定着支援 

・自立生活援助 

【自立支援医療】 

・更生医療、育成医療 

・精神通院医療（都道府県等が実施主体） 

【補装具】 

【地域相談支援給付】 

【特定障害者特別給付】 

【計画相談支援給付】 

【高額障害福祉サービス等給付】 

【介護給付】 

・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

・短期入所（ショートステイ） 

・療養介護 

・生活介護 

・施設入所支援 

 

障害の 
ある人 

障害の 
ある子ども 

地域生活支援事業 

 

・相談支援事業 ・地域活動支援センター機能強化事業 ・意思疎通支援事業 

・日中一時支援事業 ・日常生活用具給付等事業 ・成年後見制度利用支援事業 

・移動支援事業 ・その他 

・専門性の高い相談支援 ・広域的な対応が必要な事業 ・人材育成等 

 

都道府県 

支援 

他 

障害児相談 

支援給付費 

高額障害児 

入所給付費 

高額障害児 

通所給付費 

障害児入所 

給付費 

障害児通所 

給付費 

児童福祉法による給付 

居宅訪問型児童

発達支援給付費 

市区町村 
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２ 第６期計画の目標 

国の定める基本指針や、本市における障害福祉サービスの現状に基づき、令和５年度を目標年

度とする数値目標を設定することとします。 

 

（１）施設入所者の地域生活移行 

国の基本指針 

① 施設入所者（令和元年度末時点）の６％以上が地域生活へ移行する 

② 施設入所者（令和元年度末時点）の 1.6％以上を削減する 

 

■施設入所者削減目標及び地域生活移行者数目標 

項目 方針 備考 

令和元年度末の施設入所者数（a） 59人  

令和５年度末の施設入所者数（b） 58人 （ａ）の 1.6％以上削減を基本とする 

【目標値】 

地域生活移行者数（c） 

4人 （ａ）の 6％以上を基本とする 

（6.8％） （c）/（a） 

【目標値】 

入所者削減見込（d） 

1人 差引減少見込数（a-b） 

（1.7％） （d）/（a） 

※継続入所者の数を除いて設定 

【目標設定の根拠】 

平成 26 年に批准した障害者の権利に関する条約第 19 条においては、「全ての障害者が他の

者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有する」ことが認められ、自

由に住む場所や誰と暮らすかなどを選択でき、特定の生活施設で生活する義務を負わないこと

とされています。そのためには、障害のある人が地域で自立した生活ができるよう、必要な支

援を行うとともに、地域の受け皿を合わせて整備していくことが必要になっています。 

一方で、施設入所者の高齢化が進んでおり、より介護が必要な人や医療的ケアが必要な人が、

介護・医療等の資源の不足から、地域生活が困難な場合もあります。 

入所支援が必要な人には必要な見込量を確保するとともに、障害のある人が施設以外の多様

な暮らしを選択できるよう、施設入所者の地域移行支援を引き続き進めていきます。また、受

け皿として市内には、重度の障害のある人の受入れ可能なグループホームが整備されており、

ニーズに応じて地域生活の意向が叶えられる環境が充実しつつあります。 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の基本指針 

① 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体

制を構築するために必要となる、関係者の協議の場の開催回数の見込みを設定する。 

② 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体

制を構築するために必要となる、関係者の協議の場への参加者数の見込みを設定する。 

③ 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体

制を構築するために必要となる、関係者の協議の場における目標設定及び評価の実施回数の見

込みを設定する。 
 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

【目標値】 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場の開催回数 

回 1 1 1 

【目標値】 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場への参加者数 

人 20 20 20 

【目標値】 

協議の場における目標設定及び

評価の実施回数 

回 1 1 1 

 
項目 方針 備考 

地域移行に伴う基盤整備量※ 

（65歳未満利用者数） 
２人 広島県が算定した本市の令和５年度末の長期入

院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保

健医療福祉体制の基盤整備量（利用者数） 地域移行に伴う基盤整備量 

（65歳以上利用者数） 
６人 

 
項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

精神障害者の地域移行支援 人/月 1 1 1 

精神障害者の地域定着支援 人/月 1 1 1 

精神障害者の共同生活援助 人/月 15 20 25 

精神障害者の自立生活援助 人/月 2 2 2 

※既存の地域生活に関するサービス（訪問サービス等）の中でも精神障害者にも対応できるように提供体

制を整えることで、長期入院中の精神障害者が地域で生活できるようになります。精神障害者が地域生

活へ移行し、その後、各種福祉サービスを利用する人の人数を基盤整備量として示しています。 
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【目標設定の根拠】 

精神障害者保健福祉手帳所持者や精神通院医療を受けている数は増加傾向にあります。関連

する相談数も増加している中、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしを

することができるよう、精神保健医療・一般医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域

の助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステムによる支援の充実に向けて、協議の場

を充実させていく必要があります。 

関係者の協議の場として「こころの支援ネットワーク」等を活用し、障害福祉・医療・介護

等を包括的に提供することや、精神障害者の家族に対する支援の充実ができるよう、検討を進

めます。 

 

■精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護・福祉の 
基盤整備 

住まいの確保 雇用の確保 

地域精神保健 
医療の高度化 

地域精神保健医療福祉の 
一体的取組の推進 

認知症施策の 
推進 

これらの取組の推進により、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムをめざします 

家族支援の 
充実 

【関係機関での重層的な連携による支援体制の構築】 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神保健医療・一般

医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステム

の構築をめざす必要があります。 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムのイメージ 

重層的な連携 

住まい 

精神保健医療・ 

一般医療 

障害福祉・介護 

社会参加 
・就労、就学、復職、復学 

・地域活動への参画 など 

 

地域の助け合い 
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（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

国の基本指針 

① 各市町村又は各圏域に少なくとも１つを確保しつつ、その機能の充実のため年１回以上運用状

況を検証・検討する。 
 

項目 方針 備考 

【目標値】 

令和５年度末時点 

地域生活支援拠点等の整備か所数 

1か所 地域生活支援拠点等の機能の充実を図る 

【目標値】 

地域生活支援拠点等が有する機

能の充実に向けた検証及び検討

の実施回数 

年１回 

自立支援協議会において、年１回、地域生活支援

拠点等の運用状況を検証するとともに、必要な機

能充実に向けて検討を行う 

 

【目標設定の根拠】 

障害のある人やその家族の高齢化に伴い、障害の重度化や「親亡き後」においても、住み慣

れた地域での生活を継続することができるよう、地域の体制づくりや、緊急時の受入れ等の機

能等を担う地域生活支援拠点等の機能の充実を図ります。 

府中市では、市と障害福祉サービス事業所等が連携し、分担して機能を担う面的整備型によ

り、地域生活支援拠点等を整備します。 

また、その機能充実のため、年１回地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及

び検討を行うこととし、検討にあたっては、本市の実情や課題等を踏まえながら自立支援協議

会において協議を進めていきます。 

  
■府中市地域生活支援拠点等のイメージ図（面的整備型） 

 
は～と＆は～と 

協力事業所・市福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援 

障害児・者、家族等 グループホーム 

短期入所 

日中活動系 

サービス事業所 

病院・警察、 

民生委員等 相談 

拠点チーム 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針 

① 福祉施設から一般就労への移行者数が令和元年度実績の 1.27 倍以上 

就労移行支援事業：一般就労への移行者数が令和元年度実績の 1.30 倍以上 

就労継続支援A型事業：一般就労への移行者数が令和元年度実績の 1.26 倍以上 

就労継続支援B型事業：一般就労への移行者数が令和元年度実績の 1.23 倍以上 

② 就労移行支援事業等を通じた一般就労移行者のうち７割が就労定着支援事業を利用 

③ 就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所が７割以上 

 

■①福祉施設から一般就労への移行者数の目標 

項目 方針 備考 

令和元年度の 

一般就労移行者数（a） 
７人 

令和元年度において福祉施設を退所し、一般就労

した者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数

（b） 

１０人 
令和５年度において福祉施設を退所し、一般就労

した者の数。（a）の 1.27倍以上を基本とする 

１．４３倍 （b）/（a） 

令和元年度の就労移行支援事業

利用者からの一般就労移行者数

（c） 

２人 
令和元年度において就労移行支援事業から、一般

就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の就労移行支援事業利

用者からの一般就労移行者数（d） 

３人 
令和５年度において就労移行支援事業から、一般

就労した者の数。（c）の 1.3倍以上を基本とする 

１．５倍 （d）/（c） 

令和元年度の就労継続支援 A 型

事業利用者からの一般就労移行

者数（e） 

２人 
令和元年度において就労継続支援 A型事業から、

一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の就労継続支援 A 型事

業利用者からの一般就労移行者

数（f） 

３人 

令和５年度において就労継続支援 A 型事業から、

一般就労した者の数。（e）の 1.26 倍以上を基本と

する 

１．５倍 （f）/（e） 

令和元年度の就労継続支援 B 型

事業利用者からの一般就労移行

者数（g） 

３人 
令和元年度において就労継続支援 B型事業から、

一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の就労継続支援 B 型事

業利用者からの一般就労移行者

数（h） 

４人 

令和５年度において就労継続支援 B 型事業から、

一般就労した者の数。（g）の 1.23 倍以上を基本と

する 

１．３３倍 （h）/（g） 
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■②就労定着支援事業を利用する人数に関する目標 

項目 方針 備考 

目標年度の 

福祉施設利用者からの一般就労

移行者数(a) 

１０人 
令和５年度において福祉施設を退所し、一般就労

した者の数 

【目標値】 

就労移行支援事業等を通じた一

般就労移行者のうち就労定着支

援事業を利用する人数(b) 

７人 
令和５年度において就労定着支援事業を利用する

者。(a)の７割が利用することを基本とする 

７割 （b）/（a） 

 

■③就労定着支援事業所数に関する目標 

項目 方針 備考 

令和５年度の就労定着支援事業

所数(a) 
１事業所  

【目標値】 

(a)のうち、就労定着率が８割以上

の事業所数(b) 

１事業所 
令和５年度において就労定着支援事業所のうち、

就労定着率が８割以上の事業所数 

１０割 （b）/（a） 

就労定着率：過去３年間の就労定着支援の総利用者のうち前年度末時点の就労定着者数の割合 

 

【目標設定の根拠】 

地域で生活の継続、経済状況、社会状況において、障害のある人からの一般就労希望は増え

てきています。ニーズに対応できる体制を整えるとともに、一般就労に向けた様々なサポート

体制を充実することをめざし、目標値を設定しています。 

目標値の達成のために、府中市自立支援協議会の就労支援部会を中心として各種関係機関と

の連携体制を構築し、福祉施設における就労支援の強化や、雇用者側への取組を進めていきま

す。 

また、障害のある人や福祉施設へのＩＣＴ技術のマッチングや、農福連携など、新たな就労

機会の創出につながる取組を推進します。 

さらに、「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」に基づ

き、調達先の提供可能な役務・物品の取りまとめや、市の需用との調整を図り、可能な限り障

害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ります。 
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（５）相談支援体制の充実・強化等 

国の基本指針 

令和５年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域

の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 

 

項目 方針 

【目標値】障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相

談支援の実施 
実施 

【目標値】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 
１２件 

【目標値】地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 ２件 

【目標値】地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 ４回 

 

【目標設定の根拠】 

本市では、府中地域障害者生活支援センター「は～と＆は～と」やその他各種事業所が連携

しながら、身体・知的・精神に障害のある人や難病の人の相談支援事業を行っています。 

今後は府中市自立支援協議会と協議を行いながら、基幹相談支援センターの設置を進め、総

合的・専門的な相談支援を実施します。 

また、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・助言や地域の相談支援事

業者の人材育成の支援、地域の相談機関との連携強化の取組の実施については、府中市自立支

援協議会の「相談支援部会」などを通じて実施します。 
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（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

国の基本指針 

令和５年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施す

る体制を確保することを基本とする。 

 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

【目標値】 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市職員の参加

人数 

人 ２ ２ ２ 

【目標値】 

障害者自立支援審査支払等システム等での

審査結果を分析してその結果を活用し、事業

所や関係自治体等と共有する体制の有無 

有無 有 有 有 

【目標値】 

障害者自立支援審査支払等システム等での

審査結果を分析してその結果を活用し、事業

所や関係自治体等との共有実施回数 

回 １ １ １ 

 

 

【目標設定の根拠】 

障害福祉サービス等に関する各種研修の活用については、広島県が実施する障害福祉サービ

ス等に係る研修に参加するなど、職員の専門知識の向上に向けて取り組みます。 

また、障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果について分析を行うとともに、

近隣市町や事業所等と共有し、障害福祉サービスの質の向上に努めます。 
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３ 各種サービスの見込量と確保方策 

（１）訪問系サービス 
障害のある人が地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、必要な訪問系サー

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）を保障します。 

 

訪問系サービスの内容 

居宅介護 
ホームヘルパー等が居宅を訪問し、自宅で入浴や排せつ、食事の介

護等を行います。 

重度訪問介護 

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、重度の肢体不自由者で常に介

護を必要とする人に対して、自宅で入浴や排せつ、食事の介護や外出

時の移動支援等を行います。 

同行援護 
視覚障害により移動が難しい人に移動に必要な情報の提供（代筆・

代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。 

行動援護 

重度の知的障害、又は重度の精神障害により行動上著しい困難を有

する人に対して、自傷や異食、徘徊等を回避するために必要な援護、

外出における移動中の介護を行います。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い人に対し

て、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。 

 

① 第５期計画の訪問系サービスの実績と評価 

項目 単位 
平成 30年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

見込 実績 見込 実績 見込 実績 

訪問系サービス合計 
時間/月 1,926 1,453 2,273 1,427 2,692 1,531 

人/月 114 114 134 123 158 126 

 

居宅介護 
時間/月 1,466 1,164 1,685 1,245 1,937 1,280 

人/月 96 97 115 107 138 110 

重度訪問介護 
時間/月 165 32 214 8 278 26 

人/月 5 4 5 3 5 3 

同行援護 
時間/月 265 187 344 126 447 162 

人/月 12 11 13 10 14 10 

行動援護 
時間/月 30 70 30 48 30 63 

人/月 1 2 1 3 1 3 

重度障害者等包括支援 
時間/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

※実績が見込みを越えた箇所を   にしています。 

 

  

（月あたり総利用人数：年度末時点） 
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【課題・評価・分析】 

第５期計画については、地域移行の推進を勘案し、訪問系サービスの利用人数が大きく増加

を見込んでいましたが、実績は見込みを大きく下回っています。 

サービスの提供については必要な支援が概ね利用できていますが、たん吸引や経管栄養の処

置といった医療的ケアに対する支援など、より専門的な支援が求められています。 

居宅介護については地域移行を推進するにあたって、今後もニーズはより一層高まっていく

ことが考えられます。引き続き支援者の確保や、介護保険サービスとの連携強化を図り、サー

ビス提供体制の整備に取り組んでいく必要があります。 

 

② 訪問系サービスの見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問系サービス合計 
時間/月 1,554 1,577 1,612 

人/月 128 130 133 

 

居宅介護 
時間/月 1,303 1,326 1,361 

人/月 112 114 117 

重度訪問介護 
時間/月 26 26 26 

人/月 3 3 3 

同行援護 
時間/月 162 162 162 

人/月 10 10 10 

行動援護 
時間/月 63 63 63 

人/月 3 3 3 

重度障害者等包括支援 
時間/月 0 0 0 

人/月 0 0 0 

 

【見込量の考え方】 

居宅介護 ： 

第５期計画の利用実績が増加傾向であることや施設・病院から在宅に

移行する障害のある人の増加を踏まえ、毎年２～３人ずつの増加を見込

みます。 

重度訪問介護 ： 
第５期計画の利用実績を勘案し、今後も同程度の利用があると見込み

ます。 

同行援護 ： 
第５期計画の利用実績を勘案し、今後も同程度の利用があると見込み

ます。 

行動援護 ： 

対応できる人員やサービス提供可能な事業所が不足しているが、第５期

計画の利用実績を踏まえ、事業所への実施に向けた働きかけを行うこと

とし、数値を見込みます。 

重度障害者等包括支援 ： 現状のとおり見込みは無し 
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見込量確保のための方策 

 自立支援協議会を通じたサービス調整や情報共有をはじめ、サービスの質の向上に努め

るとともに、関係機関によるネットワークの構築など、サービス基盤の確保に努めます。  

 施設入所者の地域移行等を勘案し、十分なサービスの支給量を確保するため、介護保険

事業者の参入も視野に入れた、幅広い体制の整備・充実を図ります。 

 高齢の障害者に対し、障害福祉サービスと介護保険制度に基づくサービス等が適切に

提供されるよう、介護分野との連携の強化を図ります。 

 医療的ケアが必要な人等が必要な支援を受けることができるよう、サービスの確保に

努めます。  
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（２）日中活動系サービス 
障害のある人一人ひとりのニーズに応じ、希望する障害のある人が地域で自立した日常生活や

社会生活を営むことができるよう、必要な日中活動系サービス（生活介護、短期入所、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養介護）を保障します。 

 

日中活動系サービスの内容 

生活介護 
常に介護が必要な人に、昼間、障害者支援施設等において、食事や

入浴、排せつの介護、生産活動や創作的活動の機会を提供します。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよ

うに、施設で一定期間身体機能や生活能力向上のために必要な訓練

を行います。 

就労移行支援 
一般就労を希望する障害のある人に対して、一定期間、就労に必要

な知識や能力の向上のために生産活動等の必要な訓練を行います。 

就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等での就労が困難な人に対して、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や能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業等での就労が年齢や体力面から困難な人に対して、就労

や生産活動の場を提供し、知識や能力の維持・向上のために必要な訓

練を行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害のある人

で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人に対し、相

談や連絡調整等、課題解決に向けて必要となる支援を行います。 

療養介護 

医療と常時介護が必要な障害のある人に対して、医療機関での機能

訓練、療養上の管理・看護、医学的管理下における介護及び日常生活

の世話を行います。 

短期入所 

居宅において介護する人が疾病等の理由により一時的に介護ができ

ない場合に、短期間、夜間も含めて施設に入所し、食事や入浴、排せ

つの介護を行います。 
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① 第５期計画の日中活動系サービスの実績と評価 

項目 単位 
平成 30年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

見込 実績 見込 実績 見込 実績 

生活介護 
人日/月 2,835 2,626 2,835 2,593 2,835 2,593 

人/月 149 136 149 136 149 136 

自立訓練（機能訓練） 
人日/月 44 0 44 0 44 0 

人/月 2 0 2 0 2 0 

自立訓練（生活訓練） 
人日/月 77 73 77 51 77 20 

人/月 4 11 4 12 4 4 

就労移行支援 
人日/月 236 153 262 150 281 145 

人/月 13 8 14 8 15 8 

就労継続支援（Ａ型） 
人日/月 374 437 391 370 425 357 

人/月 22 22 23 18 25 18 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日/月 2,335 2,029 2,527 2,040 2,731 2,045 

人/月 134 120 145 120 157 122 

就労定着支援 人/月 3 0 3 0 3 0 

療養介護 人/月 10 8 10 8 10 8 

短期入所（福祉型） 
人日/月 111 221 120 216 129 212 

人/月 13 16 14 18 15 19 

短期入所（医療型） 
人日/月 0 11 0 20 0 22 

人/月 0 1 0 4 0 5 

※実績が見込みを越えた箇所を   にしています。 

【課題・評価・分析】 

日中活動系サービスでは、自立訓練（生活訓練）で利用人数の実績が見込み値を上回ってお

り、地域での生活に向けた訓練に対し、ニーズが高くなっています。 

就労に関する支援について、就労移行支援は、概ね見込みどおりで推移していますが、利用

者の確保が課題となっています。また、就労継続支援（Ａ型）については、市内に２事業所あ

りましたが、令和元年度に１事業所に統合されています。 

本人の状況に応じた訓練の場を確保するため、収益の確保等に対する取組を強化する必要が

あります。 

短期入所は利用人数と利用日数ともに実績が見込み値を上回っています。緊急時の受入先と

して、利用の希望が増加しています。ニーズは高いものの、必要なときに空き室が無く、利用

したいときに利用できない状況もあり、利用先の確保が課題となっています。 

  

（月あたり総利用人数：年度末時点） 
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② 日中活動系サービスの見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 
人日/月 2,593 2,593 2,593 

人/月 136 136 136 

自立訓練（機能訓練） 
人日/月 9 9 9 

人/月 1 1 1 

自立訓練（生活訓練） 
人日/月 68 77 89 

人/月 16 18 21 

就労移行支援 
人日/月 145 200 236 

人/月 8 11 13 

就労継続支援（Ａ型） 
人日/月 357 337 337 

人/月 18 17 17 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日/月 2,052 2,086 2,119 

人/月 124 126 128 

就労定着支援 人/月 3 5 7 

療養介護 人/月 8 8 8 

短期入所（福祉型） 
人日/月 223 235 246 

人/月 20 21 22 

短期入所（医療型） 
人日/月 22 26 26 

人/月 5 6 6 

 

【見込量の考え方】 

生活介護 ： 
第５期計画期間の利用実績を勘案し、利用人数についてはこれまでと

同数の人数を見込みます。 

自立訓練（機能訓練） ： 実績では利用はありませんが、利用に対応できる体制を確保します。 

自立訓練（生活訓練） ： 地域移行の推進を踏まえ、毎年度２～３人ずつの増加を見込みます。 

就労移行支援 ： 
第５期計画期間の利用実績は横ばいですが、就労に向けて積極的な利

用を進める観点から、毎年度２～３人ずつの増加を見込みます。 

就労継続支援（Ａ型） ： 
第５期計画期間の利用実績は近年減少傾向となっており、実績を踏ま

えて、現状よりも利用が減少すると見込みます。 

就労継続支援（Ｂ型） ： 
第５期計画期間の利用実績は増加傾向であることから、今後も就労に

対するニーズが高まると予想し、毎年度２人ずつの増加を見込みます。 

就労定着支援 ： 
利用実績はありませんが、福祉施設利用者の一般就労への移行者数

を勘案して毎年度２人ずつの増加を見込みます。 

療養介護 ： 
提供可能な事業所が県内でも少ない中、府中市の現状を勘案し、実績

に基づいて横ばいで見込みます。 

短期入所 ： 

利用希望は高いが、受入体制が不十分なことで利用に繋がっていない実

情もある中、地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれます。 

入所施設の空室を短期入所へ切り替えるなど、利用方法や受入体制の

整理を踏まえ、増加を見込みます。 
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見込量確保のための方策 

 施設入所者及び精神科病院からの地域移行や、福祉施設からの一般就労をめざして、就

労移行支援の利用やサービス提供体制の確保に努めます。 

 共生型サービスなど、障害分野と介護分野の枠を超えたサービス提供体制を整備し、障

害のある人の多様なニーズに対応することができるよう取り組みます。 

 就労移行支援においては、定員に空きがあるなど、需要と供給のズレが生じています。

現状のニーズに対応できるようなサービス提供先の確保に努めるとともに、一般就労

を希望する障害のある人の就労に向けて積極的に事業が利用されるよう進めます。 

 就労継続支援では、地域生活する上での社会参加の場の一つとして活用するとともに、

本人の適正にあった利用が実現できるよう、サービス提供内容の充実に努めます。ま

た、収益の出る事業について情報収集を行うとともに、モデルとなるような取組を検討

します。 

 障害者就労施設の工賃向上を図るため、各障害者就労施設等の取扱物品・役務等の取り

まとめを行い、事業所の商品に関する情報発信や販路拡大を行います。 

 障害者就労施設等からの物品等優先調達方針に基づき、物品・役務等を優先的に障害者

就労支援施設等から調達する仕組みをつくり、安定した収入の確保に務めます。 

 障害の重い人や一般就労が困難な人を対象に、ニーズに応じた日中活動が提供できる

よう、医療的人材の育成・確保やサービス提供体制の確保に努めるとともに、就労支援

部会等を活用し、特色ある商品づくり等に取り組みます。 

 東部地域障害者就業・生活支援センター等と連携して、就労に向けた支援、就労定着に

向けた支援、離職後の支援など、利用者の状況に応じた支援につなぐことができるよう

取り組みます。 
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（３）居住系サービス 
地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助、地域移

行支援及び地域定着支援、自立訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進めま

す。 

 

居住系サービスの内容 

自立生活援助 

施設やグループホーム等を利用していた障害のある人で一人暮らし

をする人に対して、定期的な訪問を行い、体調や生活面での課題など

について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行いま

す。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日に、共同生活を営む住居で、相談や日常生活の援助を

行います。 

施設入所支援 
施設に入所している人に、夜間や休日に食事や入浴、排せつの介護

等を行います。 

 

① 第５期計画の居宅系サービスの実績と評価 

項目 単位 
平成 30年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

見込 実績 見込 実績 見込 実績 

自立生活援助 人/月 6 0 6 0 6 0 

共同生活援助 人/月 65 53 70 54 75 55 

施設入所支援 人/月 58 54 57 59 56 59 

※実績が見込みを越えた箇所を   にしています。 

 

【課題・評価・分析】 

自立生活援助は、市内に指定を受けた事業所は無く、利用もない状況です。しかしながら、

地域生活に対する支援として今後需要が高まることが考えられます。地域移行の推進にあたり、

事業所を確保する必要があります。 

共同生活援助の実績は概ね横ばいで推移していますが、利用ニーズの高まりとともにグルー

プホームの設置を進める必要があります。障害のある人の地域移行を進めるにあたっては、生

活の場や、体験の場として今後も確保・充実させていく必要があります。 

 

 

  

（月あたり総利用人数：年度末時点） 
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② 居宅系サービスの見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 人/月 6 6 6 

共同生活援助 人/月 60 65 70 

施設入所支援 人/月 59 59 58 

 

【見込量の考え方】 

自立生活援助 ： 
第５期計画期間での実績はありませんが、今後の地域移行を踏まえ、

一定の利用を見込んで算出します。 

共同生活援助 ： 
今後もニーズに対応した利用を受入れられるよう、体制整備に努めなが

ら毎年度５人ずつの増加を見込みます。 

施設入所支援 ： 

一定のニーズがあり、第５期計画期間の利用実績は増加傾向にありま

すが、対応できる体制を維持するとともに成果目標を踏まえ、調整しな

がら、令和５年度に１人の減少を見込みます。 

 

見込量確保のための方策 

 施設入所者及び精神科病院からの地域移行後の受入れ先や、介護者の高齢化に伴う新た

な生活の場として、地域で暮らすことのできるグループホームの確保に努めます。 

 グループホームの体験利用等を通じて地域生活への円滑な移行ができるよう、相談や必

要な支援体制を整えます。 

 サービスを担う人材の確保・育成に努め、障害の理解促進やスキルアップとともに、医

療介護連携の体制整備も充実させます。 

 施設入所支援については、地域移行支援等を活用し地域生活への円滑な移行を図るとと

もに、必要とする人は安心して施設を利用できる体制の確保に努めます。 
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（４）相談支援 
障害のある人が地域において自立した日常生活や社会生活を営むためには、障害福祉サービス

の提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用や障害のある人の個別のニーズに対

応する相談支援の提供体制を構築することが不可欠です。適切な保健・医療・福祉サービスにつ

なげて適切なサービスが提供されるよう、障害のある人及びその家族が抱える複合的な課題の把

握と各種関係機関との連携に努めます。 

 

相談支援の内容 

計画相談支援 
適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効果的

に提供されるように、サービス等利用計画を作成します。 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

障害者支援施設や精神科病院に入院している人が地域での生活に

移行するため、住居の確保や活動に対する支援を行います。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

居宅において単身で生活する障害のある人等に対して連絡体制をつ

くり、緊急時の相談や対応を行います。 

 

① 第５期計画の相談支援の実績と評価 

項目 単位 
平成 30年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

見込 実績 見込 実績 見込 実績 

計画相談支援 人/月 65 58 70 70 75 70 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
人/月 2 0 2 0 2 0 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
人/月 2 0 2 0 2 0 

※実績が見込みを越えた箇所を   にしています。 

 

【課題・評価・分析】 

計画相談支援については、概ね計画値どおりとなっています。相談件数が増加する中、一人

ひとりの相談員の負担が大きくなっており、相談支援事業所数を増やすなど相談支援体制の充

実を図る必要があります。 

地域移行支援、地域定着支援については実績がありませんでした。今後も制度の周知を図っ

ていく必要があります。 

  

（各月の利用者数の平均） 
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② 相談支援の見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 人/月 70 75 75 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
人/月 2 2 2 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
人/月 2 2 2 

 

【見込量の考え方】 

計画相談支援 ： 
あらゆる方面から相談支援サービスが求められている中で、人員確保の

課題を整理しながら、受入態勢を整備します。 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
： 
実績では利用はありませんが、地域移行の推進を踏まえ、利用に対応

できる体制を確保します。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
： 
実績では利用はありませんが、地域移行の推進を踏まえ、利用に対応

できる体制を確保します。 

 

見込量確保のための方策 

 府中市自立支援協議会等と連携し、相談支援の課題把握や研修活動等を通じて相談支援

の質の向上を図ります。 

 サービス等利用計画の作成を必要とする人について、適切な計画の作成やモニタリング

が実施されるよう、相談支援事業所の参入促進や相談支援専門員の育成に努めます。 

 相談支援の負担が特定の事業者や相談員に偏らないよう、相談支援機能や相談員配置の

充実を図ります。 

 障害の種別や障害特性に応じたきめ細やかな支援が受けられるよう、相談支援体制の充

実を図ります。 

 地域移行支援、地域定着支援について、サービス利用につながるよう医療機関等と連携

するなど、広く周知することで利用を促進し、地域生活への移行を進めます。 

 相談支援員とケアマネジャーの連携など、他職種が連携するための取組を支援します。 
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（５）地域生活支援事業 
地域生活支援事業を実施するにあたっては、障害福祉サービスと組み合わせての実施や、本市

の特性や利用者の状況に応じた、柔軟な取組が必要になります。 

今後も地域の特性や障害のある人のニーズを把握しながら、地域生活支援事業の充実を図りま

す。 

 

地域生活支援事業の内容 

理解促進・研修啓発事業 
地域住民に対して、障害のある人等に対する理解を深めるため、教

室等の開催、事業所訪問、イベント開催、広報活動等を行います。 

自発的活動支援事業 

障害のある人やその家族、地域住民が行うピアサポート、災害対策、

孤立防止活動、社会活動、ボランティア活動等について支援を行いま

す。 

障害者相談支援事業 

障害のある人やその家族、地域住民などからの相談に応じて、福祉

サービスに関する必要な情報の提供や社会資源を活用するための支

援、権利擁護のための援助などを行い、自立した生活ができるよう支援

を行います。 

基幹相談支援センター 

地域における相談支援の中核的な役割として、身体障害者、知的障

害者、精神障害者等の相談を総合的に行うとともに、地域の相談支援

事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援を行います。 

住宅入居等支援事業 
賃貸契約による一般住宅への入居にあたって支援が必要な方につ

いて、家主等との入居契約や関係機関との調整を行います。 

成年後見制度利用支援事業 
障害のある人の権利擁護のため、成年後見制度の利用について必

要な支援を行います。 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人

を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人

後見の活動を支援し、障害のある人の権利擁護を図ります。 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図る

ことに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通

訳や要約筆記、点訳等を行う人の派遣等を行います。 

日常生活用具給付等事業 
障害のある人に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付

等を行います。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を

行います。 

地域活動支援センター 
障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との

交流の促進等の便宜を図ります。 

福祉ホーム事業 
家庭環境や住宅事情等により、居宅において生活することが困難な

障害のある人に、低額で住居を提供します。 

日中一時支援事業 
日中において監護者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要

な障害のある人に、日中における活動の場を提供します。 

社会参加促進事業 

障害のある人の社会参加を促進する事業を行います。実施する事業

は以下のとおりです。 

◆ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 

◆ 芸術文化活動振興 

◆ 奉仕員養成研修 

◆ 点字・声の広報等発行事業 

◆ 自動車運転免許取得助成事業 

◆ 自動車改造助成事業 
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① 第５期計画の地域生活支援事業の実績と評価 

項目 単位 
平成 30年度 令和元年度 

令和２年度 
（見込み） 

見込 実績 見込 実績 見込 実績 

理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 有無 有 有 有 有 有 有 

相談支援事業 

 

障害者相談支援事業 か所 1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援センター 有無 有 無 有 無 有 無 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
有無 有 有 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 有無 有 無 有 無 有 無 

成年後見制度利用支援事業 件/年 1 0 1 0 1 0 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
有無 無 無 無 無 無 無 

意思疎通支援事業 

 

手話通訳者・ 

要約筆記者派遣事業 
件/月 7 3 7 4 7 5 

手話通訳者設置事業 か所 1 1 1 0 1 0 

日常生活用具給付等事業 

 

介護・訓練支援用具 件/年 8 1 8 8 8 10 

自立生活支援用具 件/年 16 3 16 5 16 5 

在宅療養等支援用具 件/年 13 13 13 14 13 17 

情報・意思疎通支援用具 件/年 10 4 10 7 10 9 

排泄管理支援用具 件/年 1,100 1,118 1,150 1,076 1,200 1,141 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修） 
件/年 2 0 2 1 2 1 

手話奉仕員養成研修事業 人/年 9 12 9 12 9 12 

移動支援事業 
時間/月 324 336 366 63 400 153 

人/月 47 49 53 14 58 31 

地域活動支援センター事業 人/月 13 12 16 0 19 0 

福祉ホーム事業 人/月 0 0 0 0 0 1 

日中一時支援事業 
日/月 202 164 212 298 221 183 

人/月 43 31 45 37 47 33 

※見込みに対して実績につながっていない箇所、実績が見込みを越えた箇所を   にしています。 

 

  

【日常生活用具の例】 

介護・訓練支援用具：特殊寝台、特殊マット 

自立生活支援用具：移動・移乗支援用具、頭部保護帽 

在宅療養等支援用具：ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器 

情報・意思疎通支援用具：視覚障害者用活字文書読上げ装置、人工喉頭 

排泄管理支援用具：ストマ用装具 

（月あたり総利用人数：年度末時点） 
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【課題・評価・分析】 

理解促進研修・啓発事業は、障害者週間にあわせ「つなごう Day」を実施していますが、一般

の参加者が少ない状況となっています。 

障害者相談支援事業は生活全般の相談支援を行っていますが、計画相談の業務も行っており職

員の負担が大きくなっています。 

住宅入居等支援事業は現在事業を実施していない状況です。事業のニーズを把握するとともに、

実施にあたっては住宅担当課や民間事業者等と連携して取り組む必要があります。 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業の件数は計画値を下回っています。 

移動支援事業の利用実績が計画値を大きく下回っています。これは利用者が新型コロナウイル

ス感染症の影響で利用を控えたことにより、減少したことが考えられます。 

 

② 地域生活支援事業の見込量 

■相談支援事業等の見込量 

項目 単位 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 有無 有 有 有 

自発的活動支援事業 有無 有 有 有 

障害者相談支援事業 か所 1 1 1 

基幹相談支援センター 有無 無 無 有 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
有無 有 有 有 

住宅入居等支援事業 有無 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 件/年 1 1 1 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
有無 無 無 無 

 

【見込量の考え方】 

理解促進研修・啓発事業 ： 講演会等、理解促進につながる事業を実施します。 

自発的活動支援事業 ： 実績に基づいて対応できる体制を確保します。 

障害者相談支援事業 ： 実際のサービス状況を勘案して横ばいで見込みます。 

基幹相談支援センター ： 自立支援協議会等で協議して設置します。 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
： 実情により利用に対応できる体制を確保します。 

住宅入居等支援事業 ： 地域移行等に向けた必要性に対応して事業を実施します。 

成年後見制度利用支援事業 ： 
実績では利用はありませんが、実情により利用に対応できる体制を確

保します。 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
： 
中核機関の設置も含め、成年後見制度の利用促進について検討を

進めます。 
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■意思疎通支援事業の見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳者・ 

要約筆記者派遣事業 
件/月 6 7 8 

手話通訳者設置事業 か所 1 1 1 

 

【見込量の考え方】 

手話通訳者・ 

要約筆記者派遣事業 
： 実際の状況を勘案し、増加を見込みます。 

手話通訳者設置事業 ： 人材育成による設置をめざします。 

 

■日常生活用具給付等事業の見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護・訓練支援用具 件/年 10 10 10 

自立生活支援用具 件/年 5 5 5 

在宅療養等支援用具 件/年 20 24 28 

情報・意思疎通支援用具 件/年 12 15 18 

排泄管理支援用具 件/年 1,203 1,262 1,318 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修） 
件/年 1 1 1 

 

【見込量の考え方】 

介護・訓練支援用具 ： 概ね現状の見込量で対応できており、現状維持で見込みます。 

自立生活支援用具 ： 概ね現状の見込量で対応できており、現状維持で見込みます。 

在宅療養等支援用具 ： 実際の状況を勘案し、増加を見込みます。 

情報・意思疎通支援用具 ： 実際の状況を勘案し、増加を見込みます。 

排泄管理支援用具 ： 実際の状況を勘案し、増加を見込みます。 

居宅生活動作補助用具 ： 実際の状況を勘案して、現状維持で見込みます。 
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■その他事業の見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員養成研修事業 人/年 12 14 14 

移動支援事業 
時間/月 343 350 358 

人/月 47 48 49 

地域活動支援センター事業 人/月 12 12 12 

福祉ホーム事業 人/月 1 1 1 

日中一時支援事業 
日/月 206 212 217 

人/月 39 40 41 

 

【見込量の考え方】 

手話奉仕員養成研修事業 ： 実際の状況を勘案して、現状維持で見込みます。 

移動支援事業 ： 

アンケートにおいて、利用希望が高くなっており、特に高齢者からの希

望の声がみられるため、地域にあった移動の仕組みも考慮しながら

増加を見込んで算出しています。 

地域活動支援センター事業 ： 
概ね現状の見込量で対応できており、実績から同様の伸び率で算出

しています。 

福祉ホーム事業 ： 府中市の現状を勘案し、実績に基づいて横ばいで見込みます。 

日中一時支援事業 ： 
日中の居場所として、受け皿の必要性が高まることが予想されるた

め、増加で見込みます。 

 

見込量確保のための方策 

 各事業について、地域の実情を把握し、それぞれの状況に応じたサービスの提供体制を

確保するとともに、利用促進に向けて制度の周知に努めます。また、地域生活支援事業

の充実に向けて取組を強化します。 
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第６章 障害のある児童を支援するサービス

等の提供 

１ 障害児支援の提供体制の整備等 

国の基本指針 

① 児童発達支援センターを少なくとも１か所以上設置する（各障害保健福祉圏域・各市町村） 

② 保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する 

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を少なく

とも１か所以上設置する（各障害保健福祉圏域・各市町村） 

④ 医療的ケア児への適切な支援に向けて、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が

連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する

（各障害保健福祉圏域・各市町村） 

 

項目 方針 備考 

【目標値】 

児童発達支援センターの設置 
設置 

令和５年度末における児童発達支援センターの設

置 

【目標値】 

保育所等訪問支援を利用できる 

体制の構築 

構築 
令和５年度末における保育所等訪問支援の利用支

援体制の構築 

【目標値】 

主に重症心身障害児を支援する 

児童発達支援事業所及び放課後 

等デイサービス事業所の設置数 

１事業所 

令和５年度末における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

業所の設置 

【目標値】 

医療的ケア児への適切な支援に 

向けて、保健、医療、障害福祉、 

保育、教育等の関係機関等が 

連携を図るための協議の場の設置 

設置 
令和５年度末における保健、医療、障害福祉、保

育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議

の場の設置 

【目標値】 

医療的ケア児等に関するコーディネー

ターの配置 

配置 
令和５年度末における医療的ケア児等に関するコー

ディネーターの配置 
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【目標設定の根拠】 

本市においても発達障害や発達障害の疑いのある子どもが増えています。今後も増えていく

ことが予想される中、発達障害のある子どもの個々のニーズに応じたきめ細やかな支援が必要

となります。発達の段階に応じ、一人ひとりの個性と能力に応じた支援や、必要に応じて医療

的ケアを含めた支援ができる体制を構築していきます。 

また、他の児童も含めた集団の中での「育ち」を保障していくためには、子育て支援を念頭

に置きつつ、継続的な見守りを行い、発達支援が必要な場合には必要な支援を行うことが基本

となります。保育所や学校、事業所等と連携しながら、専門的な知識・経験に基づき療育支援、

子育て支援を提供するための相談支援体制を強化します。 

一人ひとりの課題やニーズが多様化する中において、児童発達支援センターや保育所、学校、

事業所等が連携を図り、情報の共有を図りながら対応するなど、ライフステージごとの切れ目

のない支援体制を構築します。 

 

２ 障害児対象のサービス見込量と確保方策 

（１）障害児通所支援のサービス 
障害のある子どもについては、「子ども・子育て支援法」に基づく教育、保育などの利用状況を

踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及

び地域共生社会の観点から、保健・医療・保育・教育・就労支援等の関係機関とも連携を図った

上で、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支

援を身近な場所で提供する体制の構築を図ります。 

 

障害児通所支援のサービス内容 

障害児相談支援 
適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効果的

に提供されるように、サービス等利用計画を作成します。 

児童発達支援 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められ

る未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や集

団生活への適応訓練等の必要な支援を行います。 

放課後等デイサービス 

授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められる就学児童に対

し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等の必

要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等に通う障害のある子どもについて、他の児童との集団生活

への適応のための専門的な支援を行います。 

医療型児童発達支援 
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支

援が必要と認められた児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等の状態にある障害のある子どもであって、障害児通所

支援を利用するために外出することが著しく困難な障害のある子どもに

発達支援が提供できるよう、障害のある子どもの居宅を訪問して発達支

援を行います。 
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（２）障害児通所支援の実績・評価 

項目 単位 
平成 30年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

見込 実績 見込 実績 見込 実績 

障害児相談支援 人/月 22 30 25 46 28 52 

児童発達支援 
人日/月 381 542 434 563 497 571 

人/月 54 82 62 84 71 84 

放課後等デイサービス 
人日/月 1,177 1,168 1,406 1,405 1,678 1,433 

人/月 108 110 129 126 154 135 

保育所等訪問支援 
人日/月 2 1 2 0 2 1 

人/月 2 1 2 0 2 1 

医療型児童発達支援 
人日/月 10 0 10 0 10 3 

人/月 2 0 2 0 2 1 

居宅訪問型児童発達支援 
人日/月 7 0 7 0 7 0 

人/月 1 0 1 0 1 0 

医療的ケア児支援調整 

コーディネーター数 
人 1 0 1 0 1 0 

※実績が見込みを越えた箇所を   にしています。 

 

【課題・評価・分析】 

障害児相談支援は、実績が見込みを上回っています。児童発達支援や放課後等デイサービス

の利用の増加に伴い、相談支援の件数も増加しています。また、障害児相談支援を実施する事

業所が少なく、相談員が支援員を兼務している状況となっています。 

児童発達支援は、実績が見込みを上回っており、現在の事業の実施状況では利用希望のニー

ズを満たしていない可能性があります。 

放課後等デイサービスの利用ニーズについても、さらに増加していくことが考えられます。

関係機関と連携し、サービスの質の向上や、利用の適正化に向けた取組が必要です。 

保育所等訪問支援は、サービスが周知されていないため、利用が少なくなっています。サー

ビスの周知とともに、事業所の確保に取り組む必要があります。 

医療型児童発達支援や居宅訪問型児童発達支援は、市内に指定を受けた事業所が無い状況で

す。 

 

  

（月あたり総利用人数：年度末時点） 
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（３）障害児通所支援等の見込量 
■障害児通所支援等の見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害児相談支援 人/月 56 60 64 

児童発達支援 
人日/月 611 663 720 

人/月 91 98 106 

放課後等デイサービス 
人日/月 1,699 1,868 2,054 

人/月 151 166 182 

保育所等訪問支援 
人日/月 5 5 5 

人/月 5 5 5 

医療型児童発達支援 
人日/月 10 10 10 

人/月 2 2 2 

居宅訪問型児童発達支援 
人日/月 7 7 7 

人/月 1 1 1 

医療的ケア児支援調整 

コーディネーター数 
人 1 1 1 

 

【見込量の考え方】 

障害児相談支援 ： 

第５期計画の利用実績が増加傾向であり、あらゆる方面から相談支

援サービスが求められている中で、人員確保の課題を整理しながら、

受入態勢を整備します。 

児童発達支援 ： 
障害のある子どもに関する相談件数の増加など、ニーズがみられるた

め、見込みを伸ばして算出します。 

放課後等デイサービス ： 
第５期計画の利用実績が増加傾向であることから、今後も増えると考

え、増加を見込みます。 

保育所等訪問支援 ： 第５期計画の利用実績を踏まえ、横ばいで見込みます。 

医療型児童発達支援 ： 第５期計画の利用実績を踏まえ、現状維持で見込みます。 

居宅訪問型児童発達支援 ： 
実績では利用はありませんが、実情により利用に対応できる体制を確

保します。 

医療的ケア児支援調整 

コーディネーター数 
： 相談支援人材１名をめざします。 
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見込量確保のための方策 

 身近な地域で支援が受けられるとともに、年齢に応じた重層的な支援の提供に努めます。 

 障害児相談支援について、実施する事業所が増えるよう、各事業所に協力を求めるなど、

相談支援専門員の負担の軽減に努めます。 

 放課後等デイサービスにおける送迎の関係で利用できない人もいるため、ニーズに対応

できるサービス提供先の確保に努めます。 

 保育所等訪問支援について、市内でサービス提供ができる体制確保に努めます。 

 将来の生活に向けた早期療育の観点から、支援が必要な児童に適切なサービスが提供で

きる体制の確保に努めます。 

 医療的ケアを要する子どもへの円滑な支援を図れるよう、府中市自立支援協議会等と連

携し、研修活動等を通じて専門性の向上を図り、手続きや緊急時の対応などの体制の充

実に努めます。 

 

（４）子ども・子育て支援等 
■障害のある子どもの利用にかかる保育所等の見込量 

項目 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所 人 17 17 17 

認定こども園 人 0 0 0 

放課後児童クラブ 人 68 68 68 

 

見込量確保のための方策 

 保育所、認定こども園、放課後児童クラブにおいて、障害のある子どもや発達支援を必

要とする子どもが入所、利用を希望した際には、それぞれの希望に応じて教育・保育施

設等を利用できるよう、受入れ体制の整備に努めます。 

 関係機関と連携のもと、障害のある子どもについての情報共有や連携等、継続的な利用

が可能となるよう支援体制の整備に努めます。 

 府中市子ども・子育て支援事業計画との調和を保ち、子育て支援施策との緊密な連携を

図ります。 
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第７章 計画の推進・評価体制について 

１ 計画の推進について 

障害者施策の取組を総合的に推進するためには、庁内の関係部局との緊密な連携を図り、各種

施策を推進していきます。 

また、障害のある人が、地域において自立した日常生活や社会生活を営むためには、地域全体

で障害のある人を支える体制づくりが求められています。そのため、相談支援事業者や保健・福

祉・医療関係者、教育機関、障害者施設及び団体等の関係者と連携を図ります。 

 

２ 点検及び評価体制 

計画の効果的な推進を図るためには、計画の進捗状況の点検・評価を行い、必要に応じて見直

しや対策を講じていく必要があります。このため、ＰＤＣＡサイクルを導入し、年度ごとに計画

の進捗状況を把握し、分析・評価をもとに新たな課題などが生じた場合には、計画の変更や必要

な措置を講じます。 

また、計画の達成状況等の点検及び評価については、府中市自立支援協議会において定期的に

行います。 

 

【計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクル）】 

 

 

 

 

  

Do 

（実行） 

取組を実施する 

Check 

（評価） 

取組や施策を評価する 

Act 

（改善） 

取組や施策を改善する 

Plan 

（計画） 

計画を策定する 
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第８章 参考資料 

１ 関連会議について 

■府中市自立支援協議会委員名簿 
（敬称略） 

役 職 氏 名 所 属 

会長 金 光 俊 尚 府中地区医師会 

副会長 北 川 祐 治 府中商工会議所 

常任委員 

中 山 博 之 府中市病院機構 

繁 原   宏 府中地区歯科医師会 

若 木 俊 夫 府中市公立病院 

石 岡 卓 二 府中地域産業保健センター 

橘 髙 則 行 府中市身体障害者福祉協会 
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２ 用語解説 

あ行 ＩＣＴ 

Information & Communications Technology の略。情報通信技術のこ

と。 

アクセシブル 

近づきやすさ、利用しやすさのこと。 

医療的ケア児 

医学の進歩等を背景として、NICU（新生児集中治療室）等に長期間入院した後、引

き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが

日常的に必要な子どものこと。 

ＡＩ 

Artificial Intelligenceの略。人工知能。人間の脳が行っている知的な作業をコ

ンピュータで模倣したソフトウェアやシステムのこと。 

オンライン 

コンピュータなどの機器がネットワークに接続された状態、あるいは、通信回線を通

じて別のコンピュータなどに接続された状態のこと。一般的にはインターネットに接続

された状態のことをさす。 

か行 基幹相談支援センター 

障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）の改正により、相談支援体制の強化を

目的として平成24年4月から設置されることとなった施設のこと。地域における相

談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体

障害者・知的障害者・精神障害者等に関わる相談支援を総合的に行うことを目的とす

る。市区町村またはその委託を受けた者が基幹相談支援センターを設置することがで

きる。 

ケアマネジャー 

要介護者や家族などからの相談対応や、心身の状況に応じて適切なサービスを受

けられるよう、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者であり、ケアプ

ラン（介護サービス利用の計画書）を作成し、介護サービスの総合調整などを行うこと

から、地域包括ケアの要（かなめ）となる専門職のこと。 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な障害のある人に代わって、援

助者が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこと。 

合理的配慮 

障害のある人が日常生活や社会生活で受ける様々な制限をもたらす原因となる社

会的障壁を取り除くために、障害のある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮

のこと。 

た行 地域共生社会 

制度や分野ごとの縦割りや支え手・担い手という役割を超えて、地域住民や地域の

様々な主体が『我が事』として地域に参画し、人と人、人と資源が世代等を超えて『丸

ごと』つながることで、住民の生きがいや暮らしがともに創り上げられていく社会。 

地域包括ケア 

医療や介護が必要な状態になっても、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能

力に応じ自立した生活を続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支

援が包括的に確保されるという考え方。 
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ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション） 

「情報通信技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と

する概念。将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たな

ビジネス・モデルを創出・柔軟に改変すること。 

デジタルサイネージ 

映像表示装置とデジタル技術を用いた広告媒体。屋外・店頭・公共施設などに、液

晶ディスプレイやプロジェクターを設置して広告や各種案内を表示するもの。 

は行 バリアフリー 

障壁（バリア）となるものを取り除くこと。床の段差を解消したり、手すりを設置する

などといったハード面だけではなく、近年では、すべての人の社会生活を困難にして

いる物理的、社会的、制度的、心理的な様々な障壁を除去するという意味で用いられ

てきている。 

ピアサポーター 

同じ悩みや障害を持つ仲間や同僚の自立支援を行うこと。ピアは、「仲間」「同僚」と

いう意味を持つ。 

ペアレントトレーニング 

発達障害のある(または疑いのある)子どもを持つ保護者が子どもの特性や具体的

な対応方法を身に付けることで、子どもの適応行動を増やし、子育ての負担の軽減が

可能になることをめざし開発されたトレーニングのこと。最近では子育ての方法を具

体的に学ぶ手法として、里親、施設職員、子育ての方法がわからない保護者の子育て

技術を身に付ける訓練として様々な場面で活用されている。 

や行 ユニバーサルデザイン 

『年齢や性別、身体的能力、国籍や文化など人々の様々な特性や違いを超えて、す

べての人が利用しやすい、すべての人に配慮したまちづくりやものづくり、仕組みづ

くりを行う。』という考え方のこと。 

ら行 ライフステージ 

人の一生における加齢に伴う変化の様々な段階のこと。幼年期・児童期・青年期・壮

年期・老年期等の区切りがある。 

リモート 

遠隔、離れた、遠いという意味で、離れた場所にある人や機器などが通信回線やネ

ットワークなどを通じて結ばれていることを表す。 
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