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第 3章 第 6期ふじさわ障がい福祉計画 

1．第 6 期ふじさわ障がい福祉計画の基本的な考え方 

（1）位置付け 
 

第 6 期ふじさわ障がい福祉計画は、本計画の基本理念やめざす社会像を踏ま

え、総合支援法第 88 条に基づき、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活

支援事業についての、地域の特性に応じた事業体制確保の目標や、必要なサー

ビスの見込み量を具体的に定めるものです。 

 

 

（2）基本的な考え方 
 

本市では「藤沢型地域包括ケアシステム」として、誰もが住み慣れた地域で、

その人らしく安心して暮らし続けることができるよう、13 地区ごとの地域特性

を活かし、市民や地域で活動する団体、関係機関等と連携した地域共生社会づ

くり（支え合いの地域づくり）を進めています。 

本計画では、地域共生社会の実現に向けた、福祉施設・病院からの地域移行

支援・地域定着支援や一般就労への移行に関する目標を設定します。その上で、

国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針」（以下、「国の基本指針」という。）を踏まえて、障がいの

ある人の増加予測及びこれまでの実績に基づき、障がい福祉サービス、相談支

援及び地域生活支援事業の見込み量を定めます。 
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図表 3-1-1 第 6 期ふじさわ障がい福祉計画の枠組み 

 

◆障がい福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標◆ 

 

 

  

 

◆障がい福祉サービスの見込み量◆ 

区分 サービス 内容 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

重度訪問介護  
重度の障がいにより常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介

護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。 

同行援護 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や

介護を行う。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な

支援、外出支援を行う。 

重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

通
所･

短
期
入
所
系 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、障がい者支援施設などで昼間、入浴、排せつ、食事等

の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介

護及び日常生活の援助を行う。 

福祉型短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行う。 

医療型短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、医療的管理

を必要とする人に対して、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

自
立
訓
練 

自立訓練（機能訓練） 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上の

ために必要な訓練を行う。 

自立訓練（生活訓練） 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上の

ために必要な支援、訓練を行う。 

宿泊型自立訓練 
一定期間、居住の場を提供して、自立した日常生活や社会生活ができるよう、生活

能力向上のために必要な訓練を行う。 

就
労
支
援 

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

のために必要な支援、訓練を行う。 

就労継続支援（A 型） 
一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結ぶ就労の機会を提供するとともに、

能力等の向上のために必要な訓練を行う。 

就労継続支援（B 型） 
一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向

上のために必要な訓練を行う。 

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

自立生活援助 
ひとり暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対

応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活

上の援助を行う。 

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

相
談
支
援 

計画相談支援 サービス等利用計画の作成や事業所等との連絡調整、利用状況の確認を行う。 

地域移行支援 
入所施設や精神病院等から対処・退院する際に住まいの確保や地域での生活に移行

するための活動に関する相談、各福祉サービス事業所への同行を行う。 

地域定着支援 
居宅において単身等で生活する人に対して常に連絡体制を確保し、障がいの特性に

よる緊急事態における相談や、サービス事業所との連絡調整などを支援する。 

 

◆地域生活支援事業の見込み量◆ 

必須事業(総合支援法に基づく) 任意事業 

(1)理解促進研修・啓発事業 (5)意思疎通支援事業 (1)訪問入浴サービス 

(2)自発的活動支援事業 (6)手話奉仕員養成研修事業 (2)社会参加促進事業 

①ボランティア（奉仕員）養成研修事業 

②点字・声の広報等発行事業 

③スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 

(3)相談支援事業 

①相談支援 

②住宅入居等支援事業 

(7)移動支援事業 

(4)成年後見制度利用支援事業 
(8)地域活動支援センター 

機能強化事業 

(3)日中一時支援事業 

（障がいのある人等の日中活動の場を確保） 

 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  

 (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 

 (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)相談支援体制の充実・強化等 

国の基本指針 
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2．地域共生社会づくりの目標値 

（1）福祉施設の入所者の地域生活への移行 
 

1）福祉施設入所者数 

【国の考え方】 

国の基本指針では、福祉施設については、地域生活への移行に向けた取組を

引き続き積極的に進める一方で、重度化等の理由により在宅や共同生活援助で

生活することが困難な入所待機者や、障がい児福祉施設からの移行予定者が一

定数いると考えられるとしています。 

【市の考え方】 

地域生活への移行等による減少と同数の障がいのある人が新たに入所するも

のと想定します。2023 年度（令和 5年度）末時点の入所者数として、2019 年度

（令和元年度）末時点の入所者数と同数（245 人）を目標とします。 
 

2）地域生活への移行 

【国の考え方】 

国の基本指針では、地域における居住の場としての共同生活援助の充実を図

るとともに、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、

入所施設等から地域生活への移行を進めるとしています。 

【市の考え方】 

第 5 期ふじさわ障がい福祉計画では、福祉施設入所者が地域生活へ移行する

人数について、2020 年度（令和 2年度）末までの目標値を、23 人としました。

しかし、2018 年度（平成 30 年度）と 2019 年度（令和元年度）の実績は合計 9

人と、目標値の半分に達していません。 

これを踏まえ、地域生活への移行に向けた取組を更に推進し、2023 年度（令

和 5年度）末までの福祉施設から地域生活への移行者数の目標として、新設す

る共同生活援助事業所 2 か所（定員各 9 人）への入居及び在宅への移行者を 5

人として見込み、第 5 期ふじさわ障がい福祉計画での目標値から引き続き、23

人とします。 
 

図表 3-2-1 福祉施設の入所者数と地域生活への移行者数 

     【2023 年度（令和 5 年度）の目標値】 

項 目 数 値 考 え 方 

福祉施設入所者数（Ａ） 245 人 2019 年度（令和元年度）末時点 

2023 年度（令和 5 年度）末の 
入所者数（Ｂ） 

245 人 
2023 年度（令和 5 年度）の地域生活移行
者数（Ｄ）及び新たな入所者数等を勘案 

【目標値】入所者減少見込み（Ｃ） 0 人 差引減少見込み数（Ａ－Ｂ） 

【目標値】地域生活への移行者数（Ｄ） 23 人 
（Ａ）のうち、2023 年度（令和 5年度）
末までに地域生活へ移行する人の目標数 
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（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 

【国の考え方】 

国の基本指針では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に

ついての目標値として、「1.精神障がい者の精神病床から退院後 1 年以内の地

域における平均生活日数」「2.精神病床における 1年以上長期入院患者数（65

歳以上、65 歳未満）」「3.精神病床における早期退院率（入院後 3 か月時点、

入院後 6か月時点、入院後 1年時点）」を設定することとしています。 

これらの目標に向けた取組を進める上で、入院中の精神障がい者が、地域へ

の移行・定着するための、地域包括ケアシステムの構築が求められています。 

【市の考え方】 

本市が進めている「藤沢型地域包括ケアシステム」は、子どもから高齢者、

障がい者、生活困窮者等、すべての市民を対象とすることと、地域特性や課題・

ニーズに応じたまちづくり、地域を拠点とした相談支援体制の 3つを基本理念

としています。また、本市では、指定一般相談支援事業所が相談窓口となり支

援計画を作成して、精神科病院等からの地域移行支援及び地域定着支援を進め

てまいりました。 

【2023 年度（令和 5年度）までの目標】 

今後は、指定一般相談支援事業所のサービス強化を進め、精神障がい者の地

域移行・地域定着を更に推進します。併せて、地域移行支援の体験利用や、措

置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業（退院後

支援計画作成）、精神障がい者の家族支援に係る事業（教室・セミナー・家族

会等団体支援）、市民向け講演会及びパネル展示などの普及啓発事業、関連機

関の職員向け研修等を進めます。  
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（3）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

【国の考え方】 

国の基本指針では、障がいのある人の地域移行支援・地域定着支援、就労支

援といった課題に対応するサービス提供体制を整え、障がいのある人の生活を

地域全体で支えるシステムを実現するための、地域生活支援拠点等について、

2023 年度（令和 5年度）末までに、各市町村又は各圏域に 1つ以上の地域生活

支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年 1 回以上運用状況を検証

及び検討することを基本とするとしています。 

【市の考え方】 

本市では、地域生活支援拠点等に関して、第 5期ふじさわ障がい福祉計画に

おいて、障がいのある人の高齢化・重度化への対応や、「親亡き後」を見据え、

障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざすことを目的に、

地域における支援ネットワークを形成する「面的整備型」を展開してきました。

また、地域包括ケアシステムの推進と整合性を図りながら、障がい分野ではケ

ース対応を通じて関係機関と連携した包括的な支援体制の強化とネットワーク

形成に努めてまいりました。 

【2023 年度（令和 5年度）までの目標】 

今後は、「藤沢型地域包括ケアシステム」の整備の中で、これまで支援が行

き届かなかった障がいのある人にも支援が届くようなアプローチとして、市及

び相談支援事業所が中心となり、緊急時における相談窓口の整備、障がい福祉

サービス事業所と連携した一時的な居室の確保の実施体制の強化に向けた取組

を進めてまいります。 

 

 

図表 3-2-2 本市における地域生活支援拠点等の整備 

 

  

【市、相談支援事業所等による相談】

●障がい者相談支援事業

（委託：総合相談・専門相談）

●指定特定相談支援事業

（計画相談）

●福祉総合相談支援センター

北部福祉総合相談室 など

【人材の確保・育成・連携等】

●福祉人材の確保・育成 など

【住まいの場における専門的な支援】

●共同生活援助（グループホーム）など

【日常生活の基盤づくり】

●宿泊型自立訓練

●生活訓練 など

【障がい福祉サービスの体験】

●日中活動系サービス

●短期入所 など

【支えあいの地域づくり】

●民生委員・児童委員

●自治会、町内会

●地域の縁側事業

●「バックアップふじさわ」

「バックアップふじさわ社協」

「コミュニティソーシャル

ワーカー（ＣＳＷ）」など

【多職種連携】

●藤沢市障がい者総合支援協議会

の活用

●研修会の実施 など

地域の体制づくり

【緊急時におけるコーディネート】

●緊急的な相談窓口の整備

【居室の確保】

●緊急一時的な宿泊の場の確保及び支援

●短期入所

【訪問支援】

●居宅介護

●訪問看護

緊急時の受け入れ・対応

体験の機会・場

相談

専門性
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（4）福祉施設から一般就労への移行等 

 

1）就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数 

【国の考え方】 

国の基本指針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介

護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、

2023 年度（令和 5 年度）の一般就労に移行する福祉施設利用者数の目標値を、

2019 年度（令和元年度）の一般就労への移行実績の 1.27 倍以上とすることを

基本としています。 

【市の考え方】 

本市では、第 5期ふじさわ障がい福祉計画で、2020 年度（令和 2年度）にお

ける福祉施設利用から一般就労への移行者数について、2018 年度（平成 30 年

度）から障がいのある人の法定雇用率の引き上げが施行されること等を考慮し、

2016 年度（平成 28 年度）の実績 59 人の約 1.5 倍となる 90 人を目標としまし

た。 

市内の就労移行支援事業所は、第 5期の間に 1か所増え、16 か所になりまし

た。一般就労への移行者数の実績は、2017 年度（平成 29 年度）60 人、2018 年

度（平成 30 年度）56 人と、2016 年度（平成 28 年度）程度の水準で推移し、2019

年度（令和元年度）は 114 人でした。 

今後は、就労移行支援事業及び就労定着支援事業を更に充実することにより、

2023 年度（令和 5年度）の一般就労に移行する福祉施設利用者数の目標値を 185

人とします。 

 

図表 3-2-3 一般就労に移行する福祉施設利用者数 

      【2023 年度（令和 5 年度）の目標値】 

項 目 数 値 考 え 方 

①2023 年度（令和 5年度）の 
一般就労移行者数（総数） 

185 人 
2019 年度（令和元年度）において福祉施設か
ら一般就労した総数142人の1.27倍以上かつ
②～④の和 

 
 
 
 
 
 

②就労移行支援事業利用からの 
一般就労移行者数 

149 人 
2019 年度（令和元年度）における、就労移行
支援事業利用からの一般就労移行者数 114 人
の 1.30 倍以上 

③就労継続支援事業Ａ型利用か
らの一般就労移行者数 

8 人 
2019 年度（令和元年度）において福祉施設か
ら一般就労した人数のうち、就労継続支援事
業Ａ型の利用者 6 人の 1.26 倍以上 

④就労継続支援事業Ｂ型利用か
らの一般就労移行者 

28 人 
2019 年度（令和元年度）において福祉施設か
ら一般就労した人数のうち、就労移行支援事
業Ｂ型の利用者 22 人の 1.23 倍以上 

注 1．｢一般就労｣は、企業等に就職した人［就労継続支援（Ａ型）及び福祉工場の利用者となった人を

除きます］、在宅就労した人及び自ら起業した人を指します。 

注 2．｢福祉施設｣は、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）のいずれかの障がい福祉サービス提供事業所を指しま

す。 

注 3．勤務先との雇用関係を維持したまま休職し、機能訓練施設等におけるリハビリ等を経て復職した

人は除きます。  
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2）就労定着支援事業の利用率 

【国の考え方】 

国の基本指針では、2023 年度（令和 5年度）の就労移行支援事業等を通じた

一般就労への移行者のうち、就労定着支援事業を利用する人の割合を 7割以上

とすることが求められています。 

【市の考え方】 

本市では、2019 年度（令和元年度）における一般就労移行者数は 114 人、そ

のうちの 56 人が就労定着支援事業利用者で、一般就労への移行者における就労

移行支援事業の利用者の割合は、49.1％でした。 

今後は、国の基本指針どおり、一般就労移行者に占める就労定着支援事業の

利用者の割合を 7割以上にすることをめざします。 

2023 年度（令和 5年度）の福祉施設から一般就労への移行者数が目標どおり

185 人である場合、そのうち就労定着支援事業の利用者数を 130 人とし、利用

者の割合の目標値を 70％以上とします。 

 

図表 3-2-4 一般就労移行者のうち就労定着支援事業の利用者の割合 

      【2023 年度（令和 5年度）の目標値】 

項 目 数 値 考 え 方 

2023 年度（令和 5 年度）末時点での一
般就労への移行者における就労定着支
援事業の利用者の割合 

70％以上 国の基本指針のとおり 
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3）就労定着率 8割以上の就労定着支援事業所の割合 

【国の考え方】 

国の基本指針では、就労定着支援事業所のうち、2023 年度（令和 5年度）末

時点での就労定着率が 8割以上である事業所の割合を 7割以上とすることが求

められています。 

【市の考え方】 

本市では、2019 年度（令和元年度）における就労定着支援事業所数は 11 事

業所、そのうちの 8事業所において就労定着率が 8割以上で、全就労定着支援

事業所中の 72.7％でした。 

今後は、就労定着支援事業の充実を図り、就労定着率が 8割以上である就労

定着支援事業所の割合の目標値を 70％以上とします。 

 

 

図表 3-2-5 就労定着率が 8 割以上の就労定着支援事業所の割合 

        【2023 年度（令和 5 年度）の目標値】 

項 目 数 値 考 え 方 

2023 年度（令和 5 年度）における全就
労定着支援事業所のうち就労定着率が
8 割以上の就労定着支援事業所の割合 

70％以上 国の基本指針のとおり 
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（5）相談支援体制の充実・強化等 

【国の考え方】 

国の基本指針は、2023 年度（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しています。 

また、2021 年（令和 3年）4月には「地域共生社会の実現のための社会福祉

法等の一部を改正する法律」が施行されることにより、重層的支援体制の整備

が求められています。 

【市の考え方】 

本市では、これまで主に障がい種別ごとに対応してきた相談支援体制を見直

し、障がいに関する総合相談窓口の充実を図ります。これにより、関係機関が

連携し、障がいのある人等が身近な場所で必要な情報や支援を得られる、専門

的かつワンストップ機能のある相談支援体制の構築をめざします。 

 

 
図表 3-2-6 相談支援体制の充実・強化等 

              【2023 年度（令和 5 年度）の目標値】 

項 目 数 値 考 え 方 

2023 年度（令和
5 年度）末まで
に、総合的・専
門的な相談支
援の実施 

障がい者地域相談 
支援センター 

4 か所 
人口約 10 万人を 1 つの地域として設定
し、総合相談窓口としての障がい者地域
相談支援センターを配置 

専門相談支援 
事業所 

3 か所 

市内全域を対象地域とし、障がい種別ご
と（発達障がい、高次脳機能障がい及び
重症心身障がい）の専門的相談窓口とし
ての相談支援事業所を配置 

基幹相談支援 
センター 

1 か所 

市内相談支援事業所の人材育成及び相談
機関との連携強化等、相談支援事業所等
を対象とする相談窓口としての基幹相談
支援センターを配置 

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 

2,700 件 
2019 年度（令和元年度）における総合相
談を実施する予定の 3 事業所の実績の平
均に基づいて設定 

相談支援事業者の人材育成の 
支援件数 

150 件 
2019 年度（令和元年度）における基幹相
談支援センターの実績に基づいて設定 

相談機関との連携強化の取組の 
実施件数 

160 件 
2019 年度（令和元年度）における基幹相
談支援センターの実績に基づいて設定 
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3．障がい福祉サービスの見込み量 

（1）訪問系サービス 

障がいのある人の人口増加予測とこれまでの利用実績を踏まえ、各訪問系サ

ービスについて次のように考察し、サービス量を見込みました。 

居宅介護は、福祉施設・病院等からの地域生活への移行者数の動向を考慮し

た上で、サービス量を見込みました。 

重度訪問介護は、重度の肢体不自由のある人の動向を考慮したほか、総合支

援法により、入院時のサービス利用が可能になることも踏まえた上で、サービ

ス量を見込みました。 

同行援護は、視覚障がいのある人の通院介助や移動支援の利用状況等を考慮

した上で、サービス量を見込みました。 

行動援護は、行動が困難な知的障がいや精神障がいのある人の動向を踏まえ

た上で、サービス量を見込みました。 

重度障がい者等包括支援は、重度の障がいがある人の地域生活におけるニー

ズを考慮した上で、サービス量を見込みました。 
 
 

図表 3-3-1 訪問系サービスの 1 か月あたりの見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

居宅介護（ホームヘルプ） 
人 629 643 671 

時間 8,858 9,056 9,454 

重度訪問介護 
人 27 27 28 

時間 5,138 5,246 5,477 

同行援護 
人 93 95 99 

時間 2,468 2,525 2,637 

行動援護 
人 75 77 81 

時間 1,053 1,073 1,123 

重度障がい者等包括支援 
人 1 1 1 

時間 240 240 240 

訪問系サービス合計 
人 825 843 880 

時間 17,757 18,140 18,931 

注 1．各年度 3 月時点の利用人数と利用時間です。（以下同様） 

注 2．サービス見込み量の数値については、本市がサービス支給を決定し、他市町村のサービスを利用

する本市在住の人も含まれています。 
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（2）日中活動系サービス 

障がいのある人の人口増加予測とこれまでの実績を踏まえ、各日中活動系サ

ービスについて次のように考察し、サービス量を見込みました。 

 

1）通所・短期入所系 

生活介護は、特別支援学校卒業生の動向や新規利用者等を考慮して、サービ

ス量を見込みました。 

療養介護は、重症心身障がい者施設に入所している人の動向を考慮して、サ

ービス量を見込みました。 

短期入所（福祉型・医療型）は、アンケート調査やヒアリング調査の結果か

ら、障がいのある人を支援する家族の一時的な休息や、急病等による緊急時の

利用として短期入所に対するニーズが拡大していることなどを考慮して、サー

ビス量を見込みました。 
 
 

図表 3-3-2 通所・短期入所系サービスの 1 か月あたりの見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

生活介護 
人 956 1,003 1,053 

人日 17,357 17,704 18,059 

療養介護 人 32 33 33 

福祉型短期入所 

（ショートステイ） 

人 220 240 260 

人日 1,100 1,200 1,300 

医療型短期入所 

（ショートステイ） 

人 20 24 28 

人日 88 106 123 

注．人日は、利用見込み者数×1か月あたりの平均利用日数で算出しています。 
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2）自立訓練 

自立訓練（機能訓練）は、身体障がいのある人の生活リハビリテーションの

ニーズを考慮して、サービス量を見込みました。 

自立訓練（生活訓練）は、知的障がいのある人や精神障がいのある人のうち、

日常生活に必要な訓練を希望する方の動向を考慮して、サービス量を見込みま

した。 

宿泊型自立訓練は、知的障がいのある人や精神障がいのある人のうち、居住

の場での生活に必要な訓練を希望する方の動向を考慮して、サービス量を見込

みました。 

 

図表 3-3-3 自立訓練サービスの 1か月あたりの見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

自立訓練（機能訓練） 
人 19 21 23 

人日 224 247 272 

自立訓練（生活訓練） 
人 25 30 36 

人日 302 363 435 

宿泊型自立訓練 
人 8 9 10 

人日 208 234 260 

注．人日は、利用見込み者数×1か月あたりの平均利用日数で算出しています。 
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3）就労支援 

就労移行支援は、これまでの実績を踏まえた上で、特別支援学校卒業生等の

新規利用者の一般就労や就労継続支援への移行動向及び企業等の障がいのある

人の雇用への取組状況を踏まえるとともに、障がいのある人の法定雇用率の引

き上げが施行されること等を考慮した上で、国の基本指針に基づく本計画での

目標値から、サービス量を見込みました。 

就労継続支援（Ａ型）は、これまでの支給実績を踏まえた上で、特別支援学

校卒業生等の新規利用者の一般就労や就労継続支援への移行動向及び企業等の

障がいのある人の雇用への取組状況を踏まえ、国の基本指針に基づく本計画で

の目標値から、サービス量を見込みました。 

就労継続支援（Ｂ型）は、これまでの実績を踏まえた上で、特別支援学校卒

業生等の新規利用者の一般就労や就労継続支援への移行動向及び企業等の障が

いのある人の雇用への取組状況を踏まえるとともに、自立訓練や就労移行支援

から移行する人の動向を考慮した上で、国の基本指針に基づく本計画での目標

値から、サービス量を見込みました。 

就労定着支援は、福祉施設から一般就労する人の動向を考慮して、サービス

量を見込みました。 

 

 

図表 3-3-4 就労支援サービスの 1か月あたりの見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

就労移行支援 
人 187 202 222 

人日 3,179 3,635 4,221 

就労継続支援（Ａ型） 
人 83 90 97 

人日 1,580 1,706 1,843 

就労継続支援（Ｂ型） 
人 660 706 756 

人日 10,563 11,302 12,094 

就労定着支援 人 80 96 130 

注．人日は、利用見込み者数×1か月あたりの平均利用日数で算出しています。 
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（3）居住系サービス 

自立生活援助は、入所施設や精神科病院から地域生活に移行する障がいのあ

る人の動向を考慮して、サービス量を見込みました。 

共同生活援助は、在宅で生活することが難しくなった場合や、入所施設や病

院から自立をめざして地域生活へ移行する際の住まいとして重要な役割を担っ

ていることから、ニーズの高まりを考慮して、サービス量を見込みました。 

施設入所支援は、これまでの支給実績や入所施設、精神科病院から地域生活

に移行する障がいのある人の数等を踏まえるとともに、本市の実情を考慮して、

サービス量を見込みました。 
 
 

図表 3-3-5 居住系サービスの 1 か月あたりの見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

自立生活援助 人 4 9 13 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人 375 384 393 

施設入所支援 人 245 245 245 
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（4）相談支援 

 

1）計画相談支援 

本市では、2012 年度（平成 24 年度）に障がい福祉サービスを利用するすべ

ての人に対するサービス等利用計画の作成が制度化されて以来、計画相談支援

の担い手となる相談支援専門員の確保をめざしてきました。しかしながら、依

然として相談支援専門員の不足が課題となっています。 

第 5 期ふじさわ障がい福祉計画の同サービスの実績は、2018 年度（平成 30

年度）が 969 人（見込み量が 1,153 人）、2019 年度（令和元年度）が 975 人（見

込み量が 1,378 人）と、いずれも実績が見込み量を下回っています。この背景

として、障がい福祉サービス利用の増加に、相談支援専門員の増加が追いつい

ていない現状があります。 

計画相談支援は、障がい福祉サービスの支給決定者数の動向に加えて、支給

決定者数のうち、自身でサービス等利用計画を作成する人（セルフプラン）の

割合、介護保険ケアプランで障がい福祉のサービス等利用計画を作成する障が

いのある人の割合及び継続的に計画相談支援が必要と考えられる人の数等を考

慮して、サービス量を見込みました。 

今後は、相談支援専門員の人材確保に向けた研修受講の呼びかけや、新規事

業所への支援等、計画相談支援の量及び質を更に高める取組を進めていきます。 

 

2）地域移行支援・地域定着支援 

地域移行支援は、これまでの支給実績を踏まえた上で、入所施設や精神科病

院から地域生活へ移行する障がいのある人の状況を考慮して、サービス量を見

込みました。 

地域定着支援は、これまでの支給実績を踏まえた上で、地域生活へ移行する

障がいのある人の動向に加え、地域生活への定着に向けて支援が必要と思われ

る障がいのある人の数を考慮して、サービス量を見込みました。 
 
 

図表 3-3-6 相談支援サービスの年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

計画相談支援 人 1,320 1,656 1,950 

（参考） 
相談支援専門員の必要見込み数 

人 66 72 78 

地域移行支援 人 3 7 12 

地域定着支援 人 3 7 12 

注：計画相談支援の利用人数は各年度末の実利用者数を示しています。 
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（5）障がい福祉サービスの量と質の確保のための方策 
 

1）訪問系サービス 

住み慣れた地域で安心して暮らし続ける上で、訪問系サービスは重要な役割

を果たしています。しかしながら、障がい福祉サービス事業所からは、「福祉

人材が不足している」との意見があり、また利用者からは、「サービスの質を

より向上させる必要がある」との意見がありました。 

本市では、介護保険サービス事業者への働きかけを通じた障がい福祉分野に

おけるヘルパー人材の確保及び育成に向けた取組などを視野に入れながら、訪

問系サービスの量・質双方の確保についての検討を進めます。 

 

2）日中活動系サービス 

日中活動系サービスは、障がいのある人の社会参加等の基盤となるサービス

です。 

就労系サービスに対する需要は増加傾向にあり、2018 年度（平成 30 年度）

から導入された「就労定着支援」についても、市内サービス提供事業者へのヒ

アリング調査等から一定の利用ニーズが見込まれます。 

また、障がいのある人やその家族、支援者から、「特別支援学校卒業後の進

路が不足している」との意見や、重度障がいのある人や、就労を希望しない多

様な障がい等に対応した日中活動の場を求める意見があり、生活介護の更なる

充実が必要と考えられます。 

また、宿泊型自立訓練の利用を推進し、障がいのある人の地域移行、地域定

着を進めるための支援を展開していきます。 

短期入所は、利用者のニーズが非常に高い一方で、「緊急時に利用しづらい」

といった意見があることから、障がいのある人やその家族の緊急時等に備えた

短期入所サービスのあり方を検討します。 

 

3）居住系サービス 

障がいのある人が地域の中で自立した生活を送る上で、住まいとケアを組み

合わせて提供する居住系サービスは欠かすことができません。 

しかしながら、現状においては宿泊体験をすることができる共同生活援助の

不足や、利用者の家賃負担の重さなどを指摘する意見があります。また、重度

障がいのある人や、高齢者、肢体不自由者、医療的ケアが必要な人向けの共同

生活援助が不足しているとの意見も聞かれます。 

本市では共同生活援助における宿泊体験等を推進するとともに、利用者の負

担軽減や、多様なニーズに対応した共同生活援助の整備など、居住系サービス

に係る課題の解決に向けた取組を進めます。 

 

4）相談支援サービス 

計画相談支援は、相談支援専門員の不足などにより、計画相談を必要として

いる方が、当該サービスを利用できないケースが見られます。このような状況

を踏まえ、受け皿となる相談支援事業所や相談支援専門員の量及び質の確保に

向けた取組を進めます。 
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図表 3-3-7 障がい福祉サービスの見込み量一覧 

 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

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、 
重度障がい者等包括支援 

人 825 843 880 

時間 17,757 18,140 18,931 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

通
所
・
短
期
入
所
系 

生活介護 
人 956 1,003 1,053 

人日 17,357 17,704 18,059 

療養介護 人 32 33 33 

福祉型短期入所 
人 220 240 260 

人日 1,100 1,200 1,300 

医療型短期入所 
人 20 24 28 

人日 88 106 123 

自
立
訓
練 

自立訓練 
（機能訓練） 

人 19 21 23 

人日 224 247 272 

自立訓練 
（生活訓練） 

人 25 30 36 

人日 302 363 435 

宿泊型自立訓練 
人 8 9 10 

人日 208 234 260 

就
労
支
援 

就労移行支援 
人 187 202 222 

人日 3,179 3,635 4,221 

就労継続支援 
（Ａ型） 

人 83 90 97 

人日 1,580 1,706 1,843 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

人 660 706 756 

人日 10,563 11,302 12,094 

就労定着支援 人 80 96 130 

居住系 
サービス 

自立生活援助 人 4 9 13 

共同生活援助 
（グループホーム） 

人 375 384 393 

施設入所支援 人 245 245 245 

相談支援 

計画相談支援 人 1,320 1,656 1,950 

地域移行支援 人 3 7 12 

地域定着支援 人 3 7 12 

注 1．訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスの数値については、1か月あたりの見込

み量とし各年度 3月の利用分を示しています。 

注 2．相談支援のうち、計画相談支援の見込み量は各年度末の実利用者数を示しています。地域移行支

援、地域定着支援の利用人数は年度（4月～3月）の実利用者数を示しています。 

注 3．人日は、利用見込み者数×1か月あたりの平均利用日数で算出しています。 
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4．地域生活支援事業の見込み量 

（1）必須事業 

 

1）理解促進研修・啓発事業 

理解促進研修・啓発事業は、地域住民の障がいに対する理解を深め、誰もが

安心して暮らせる地域社会を実現することを目的としています。 

本市では、市民の障がいに関する正しい知識と理解が深まるよう、心のバリ

アフリー講習会等、引き続き 5つの事業を実施します。 

 

図表 3-4-1 理解促進研修・啓発事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

理解促進及び啓発に関する事業 事業 4 4 4 

 

 

 

2）自発的活動支援事業 

 自発的活動支援事業では、地域における避難行動要支援者の避難支援体制づ

くりを目的として、避難行動要支援者名簿を作成・更新し、避難支援に携わる

自主防災組織等に名簿の提供を行います。 

 名簿の受領意向団体数及び受領割合は、これまでの実績を踏まえた上で、「藤

沢市地域防災対策アクションプラン」における 2024 年度（令和 6年度）までの

目標指標に基づいて、見込みました。 

 

図表 3-4-2 自発的活動支援事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

避難行動要支援者名簿受領意向
団体数 

団体 424 427 430 

避難行動要支援者名簿受領割合 ％ 86.9 87.5 88.1 

注．避難行動要支援者名簿受領割合は、当該年度における全自治会数等に占める避難行動要

支援者名簿受領意向団体数の割合を表しています。 
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3）相談支援事業 

【相談支援事業】 

本市では、相談支援事業を現在 7 か所の障がい者相談支援事業所に委託し、

実施しています。これまで、障がいのある人の増加や多岐にわたる相談内容に

対応するために、人員体制の強化を進めてきました。計画相談支援の担い手が

不足している現状において、支援につながっていない人のニーズを発見し、適

切な支援につなげていくという点で、相談支援は地域で重要な役割を担ってい

ます。 

前計画期間において、総合支援協議会での協議及びアンケート調査、当事者

等へのヒアリング調査や委託相談支援事業所からの意見聴取を実施し、相談支

援に関する課題の整理と今後の相談支援事業のあり方について検討を進めてき

ました。 

これらの検討結果を踏まえ、障がい種別にとらわれず、市民が、心配ごとや

困りごとなどを、相談できる身近な総合的な相談窓口としてわかりやすい形態

とするとともに、地域における連携を強化することにより、地域の潜在的なニ

ーズを、地域全体で支える体制としていきたいと考えています。 

こうした点を考慮し、障がい者相談事業実施事業所数については、2021 年度

（令和 3 年度）に 1 か所増加し、8 か所とすることを見込みました。従事者数

については、2021 年度（令和 3年度）に 2人増加し、17 人とすることを見込み

ました。事業所や地域において指導的役割を担う主任相談支援専門員は、毎年

1人の増加を見込みました。 
 

図表 3-4-3 相談支援事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

障がい者相談 
支援事業 

実施事業所数 か所 8 8 8 

従業者数 人 17 17 17 

主任相談支援専門員 人 3 4 5 

 

【住宅入居等支援事業】 

住宅入居等支援事業は、一般住宅への入居にあたって支援が必要な障がいの

ある人に対し、入居支援や、居住支援のための関係機関によるサポート体制の

調整を行う事業であり、これまで 6か所の障がい者相談支援事業所で実施して

きました。 

今後、障がいのある人が地域で安心して暮らせる環境を実現するため、相談

支援事業と一体的に事業体制の見直しを進めていきます。事業実施事業所数に

ついては、2021 年度（令和 3年度）において、7か所と 1か所の増加を見込み

ました。 

図表 3-4-4 住宅入居等支援事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

住宅入居等支援事業実施事業所数 か所 7 7 7 

  



 

110 

4）成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度利用支援事業は、障がい等によって自分で判断することが難し

い方が成年後見制度を利用するための支援を行う事業です。現在、市の相談窓

口（福祉総合相談支援センター）と市社会福祉協議会の「ふじさわあんしんセ

ンター」等が連携し、成年後見制度についての相談を受けています。 

また、法定後見制度の利用が必要な方については、身寄りがない等により親

族等による家庭裁判所への審判申立てが困難な場合に、本人の福祉を図るため

に特に必要があると認められるときには、市長が申立人となる「市長申立て」

や、生活困窮等により申立て費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合

の助成制度があります。 

 市長申立て及び報酬助成のサービス量の見込みについては、これまでの利用

実績と制度利用に関する状況等を踏まえて見込みました。 

成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における法人後見活動を支

援することを目的に、実施団体に対して研修や組織体制の構築支援を行う事業

です。 

法人後見の活動支援及び法人後見受任件数のサービス量は、これまでの受任

実績等を考慮して見込みました。 

 

図表3-4-5 成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

成年後見制度 
利用支援事業 

市長申立て件数 件 9 10 12 

報酬助成 件 16 18 20 

成年後見制度 
法人後見支援 
事業 

法人後見の活動
支援 

か所 1 1 1 

法人後見受任 
件数 

件 14 17 20 
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5）意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業は、聴覚や言語機能等に障がいのある人が、日常生活の中

で意思疎通を円滑に行えるように、必要に応じて支援を行う事業です。 

手話通訳者の設置数及び派遣件数、要約筆記者の派遣件数については、これ

までの聴覚等に障がいのある人の動向を考慮して見込みました。 

市役所における手話通訳者は、意思疎通が困難な障がいのある人が、本市で

福祉サービス等の手続きや相談等を実施する上で重要な役割を担っており、今

後も、十分なコミュニケーションが図れるよう、引き続き 2人配置します。 

重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業は、意思疎通を行うこと

が困難な重度の障がいのある人が、入院時に医師や看護師等の医療関係者とコ

ミュニケーションを円滑に実施できるように支援する事業です。利用者数は、

重度障がい者等の動向を考慮して見込みました。 

 

図表 3-4-6 意思疎通支援事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

手話通訳者数 人 23 24 25 

要約筆記者数 人 27 28 29 

手話通訳及び要約
筆記者派遣件数 

実利用者数 人 80 82 84 

延利用件数 件 760 779 798 

市役所における手話通訳者配置数 人 2 2 2 

重度障がい者等入院時コミュニケ
ーション支援利用者数 

人 1 1 1 
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6）手話通訳者養成研修事業 

手話奉仕員養成研修事業は、市民に手話を広め、聴覚障がいのある人への理

解を深めるとともに、手話通訳者養成講座を実施し、手話通訳者の育成を図る

ことを目的としています。 

手話通訳者養成講座の開講コース数及び実施回数、講座参加者数については、

これまでの実績等を考慮して見込みました。 
 

図表 3-4-7 手話通訳者養成研修事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

手話通訳者養成講座 

講座数 コース 5 5 5 

実施回数 回 120 120 120 

参加者数 人 60 90 105 

 
 

7）日常生活用具給付等事業 

日常生活用具給付等事業のうち、介護・訓練支援用具の利用件数については、

これまでの実績を踏まえ、65 歳未満で重度の肢体不自由のある人の動向を考慮

して見込みました。 

自立生活支援用具については、これまでの実績や重度の身体障がいのある人

の動向を考慮して見込みました。 

在宅療養等支援用具については、これまでの実績や身体障がいのある人の動

向を考慮して見込みました。 

情報・意思疎通支援用具については、これまでの実績を踏まえた上で、視覚

障がい及び聴覚障がいのある人の動向を考慮して見込みました。 

排せつ管理支援用具については、これまでの実績を踏まえた上で、ぼうこう

及び直腸機能障がいのある人や重度の知的障がいのある人の動向を考慮して見

込みました。 

住宅改修費については、65 歳未満で身体障がい者手帳 1～3 級の肢体不自由

のある人の動向を考慮して見込みました。 
 

図表 3-4-8 日常生活用具給付等事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

介護・訓練支援用具 件 20 22 24 

自立生活支援用具 件 38 40 42 

在宅療養等支援用具 件 64 66 68 

情報・意思疎通支援用具 件 81 82 83 

排せつ管理支援用具 件 1,007 1,057 1,110 

住宅改修費 件 6 6 6 
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8）移動支援事業 

移動支援事業は、ヒアリング調査やアンケート調査において、利用ニーズが

高い一方で、サービスを提供する職員の不足や、希望する利用時間帯が集中す

るといった課題も見られ、必ずしもニーズに応えられているとはいえない状況

にあります。今後は、多くの人が円滑にサービスを利用できるよう、人材確保

に向けた取組を行うとともに、利用ニーズに応えられるような事業のあり方に

ついて検討します。 

サービス量は、これまでの実績を踏まえた上で、アンケート調査やヒアリン

グ調査による利用ニーズ等を考慮して見込みました。 

 

図表 3-4-9 移動支援事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

移動支援事業 
実利用者数 人 665 671 678 

利用時間数 時間 64,505 65,087 65,766 

 

 

9）地域活動支援センター機能強化事業 

地域活動支援センター機能強化事業は、これまで地域活動支援センターⅠ型

1 か所、地域活動支援センターⅢ型 5 か所で実施し、一般就労が困難な障がい

のある人の日中活動の拠点として、重要な役割を担っています。今後も、各地

域活動支援センターが安定的・継続的に運営ができるよう、本市が必要に応じ

て支援し、引き続き、Ⅰ型 1か所、Ⅲ型 5か所での実施を見込みます。 

Ⅲ型の登録者数は、これまでの実績に加えて、障がいのある人の動向や利用

ニーズ等を考慮し見込みました。 

 

図表 3-4-10 地域活動支援センター機能強化事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

地域活動支援 
センターⅠ型 

実施か所数 か所 １ １ １ 

地域活動支援 
センターⅢ型 

実施か所数 か所 5 5 5 

登録者数 人 110 110 110 

注．地域活動支援センターⅠ型は、フリースペースとしての利用となるため、年度ごとの登
録者数としての見込みは行いません。 
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（2）任意事業 

1）訪問入浴サービス 

訪問入浴サービスは、これまでの実績を踏まえた上で、重度の障がいのある

人の動向を考慮して、サービス量を見込みました。 
 

図表 3-4-11 訪問入浴サービスの年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

訪問入浴サービス 

実利用者数 人 58 60 62 

利用回数 回 4,205 4,350 4,495 

 

 

 

2）社会参加促進事業 

【ボランティア（奉仕員）養成研修事業】 

ボランティア（奉仕員）養成研修講座への参加者数は、これまでの実績を踏

まえた上で、手話講習会や要約筆記体験会及び点字図書館で実施しているボラ

ンティア基本講習会への参加実績を考慮して見込みました。 

図表 3-4-12 ボランティア（奉仕員）養成研修事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

ボランティア（奉仕員）養成研修
講座参加者数 

人 140 150 160 

 

 

【点字・声の広報等発行事業】 

点字・声の広報等発行事業は、本市で発行している広報紙の点字版及び音声

版を視覚障がいのある人等を対象に発行し、情報提供を行う事業です。 

登録者数は、これまでの実績を踏まえた上で、視覚障がいのある人の動向を

考慮して見込みました。 

図表 3-4-13 点字・声の広報等発行事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

点字・声の広報等発行物登録者数 人 118 118 118 
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【スポーツ・レクリエーション教室開催等事業】 

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業は、障がいのある人の健康・体

力づくりや交流等に資することを目的として、スポーツ・レクリエーション教

室や障がいのある人のスポーツ大会を開催する事業です。 

太陽の家体育館延利用者数及び神奈川県障がい者スポーツ大会参加者数は、

これまでの実績を踏まえた上で、障がいのある人の動向を考慮して、見込みま

した。 

 

図表 3-4-14 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

太陽の家体育館延利用者数 
（自主事業のみ） 

人 1,285 1,295 1,305 

神奈川県障がい者スポーツ大会 
参加者数 

人 105 110 115 

 

 

 

3）日中一時支援事業 

日中一時支援事業は、これまでの実績を踏まえた上で、障がいのある人を介

護する家族の一時的な休息や夫婦共働きのような就労環境による利用ニーズが

高まっていることなどを考慮し、サービス量を見込みました。 

 

図表 3-4-15 日中一時支援事業の年間見込み量 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

日中一時支援事業 

実利用者数 人 110 115 115 

利用回数 回 5,973 6,245 6,245 
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（3）地域生活支援事業の量と質の確保のための方策 

地域生活支援事業は、総合支援法に位置付けられた自治体独自の取組であり、

地域の実情を踏まえ、多様なニーズに応じた事業の実施をするものです。 

 

1）障がいのある人の権利及び安全・安心の確保 

障がいのある人に対する偏見等を解消し、障がいの有無にかかわらず誰もが

安心して暮らせる地域社会が実現できるよう、障がいの理解促進及び啓発に関

する事業を実施します。加えて、災害時における障がいのある人の安全・安心

を確保するため、自発的活動支援事業として、避難行動要支援者名簿の作成・

提供に取り組みます。 

成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見

制度が障がいのある人の権利擁護を担保できる運用を推進します。 

更に、障がいのある人が日々の困り事を身近な場所で相談できる、専門的か

つワンストップの相談支援体制の構築に向けて、相談支援ネットワークの強化

や、地域における包括的な相談支援を推進します。 

 

2）社会活動の促進 

障がいのある人の社会参加を促進するための必須事業として、意思疎通支援

事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業があります。 

意思疎通支援事業は、手話通訳・要約筆記制度の積極的な周知・啓発を進め

ます。 

日常生活用具給付等事業は、当事者のニーズに則した形となるよう、品目の

見直し等を随時進めます。 

移動支援事業は、利用ニーズの多い事業であるため、より利用しやすい形と

なるよう、ヘルパーの確保も含め検討します。 

 手話通訳等の奉仕員養成研修の実施、点字・声の広報等の発行及びスポーツ・

レクリエーション教室開催等は、引き続き事業を実施し、障がいのある人の社

会参加をより一層促進します。 

 

3）日中活動サービス・在宅サービスの充実 

日中一時支援事業は、障がい福祉サービス（生活介護、就労継続支援等）及

び障がい児支援サービス（放課後等デイサービス等）において、受け皿の不足

が課題となっている平日夕方の時間帯や休日などの支援を補完するものとして、

事業の見直しを行ってきました。今後は、見直した事業を継続展開するととも

に、ニーズの把握に努め、活動の場の整備に向け、事業の柔軟な活用を検討し

ます。 

一方、一般就労が困難な障がいのある人が積極的に社会へ参加する拠点とし

て機能している地域活動支援センターについて継続的な運営を実施します。 

在宅サービスは、任意事業として、重度障がいがあり、自宅での入浴が困難

な人を対象とした訪問入浴を引き続き実施します。  
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図表 3-4-16 地域生活支援事業の見込み量一覧 

 

【必須事業】 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

理解促進研修・啓発事業 

（理解促進及び啓発に関する事業） 
事業 4 4 4 

自発的活動 

支援事業 

避難行動要支援者名簿
受領意向団体数 
（累計） 

団体 424 427 430 

避難行動要支援者 
名簿受領割合 

％ 86.9 87.5 88.1 

相
談
支
援
事
業 

障がい者 

相談支援事業 

実施事業所数 か所 8 8 8 

従業者数 人 17 17 17 

主任相談支援専門員 人 3 4 5 

住宅入居等支援事業実施事業所数 か所 7 7 7 

成年後見制度 

利用支援事業 

市長申立て件数 件 9 10 12 

報酬助成 件 16 18 20 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

法人後見の活動支援 か所 1 1 1 

法人後見受任件数 件 14 17 20 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者数 人 23 24 25 

要約筆記者数 人 27 28 29 

手話通訳及び

要約筆記者派

遣件数 

実利用者数 人 80 82 84 

延利用件数 件 760 779 798 

市役所における手話通訳者配置数 人 2 2 2 

重度障がい者等入院時コミュニケーショ
ン支援利用者数 

人 1 1 1 

手話奉仕員養成研修
事業（手話通訳者養
成講座） 

講座数 コース 5 5 5 

実施回数 回 120 120 120 

参加者数 人 60 90 105 
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 件 20 22 24 

自立生活支援用具 件 38 40 42 

在宅療養等支援用具 件 64 66 68 

情報・意思疎通支援用具 件 81 82 83 

排せつ管理支援用具 件 1,007 1,057 1,110 

住宅改修費 件 6 6 6 

移動支援事業 
実利用者数 人 665 671 678 

利用時間数 時間 64,505 65,087 65,766 

地域活動支援センタ
ー機能強化事業 

地域活動支援センター
Ⅰ型 実施か所数 

か所 1 1 1 

地域活動支援センター
Ⅲ型 実施か所数 

か所 5 5 5 

地域活動支援センター
Ⅲ型 登録者数 

人 110 110 110 

注．各事業の数値については、年間の見込み量としています。  
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【任意事業】 

区分 単位 
2021 年度 

（令和 3年度） 

2022 年度 

（令和 4年度） 

2023 年度 

（令和 5年度） 

訪問入浴サービス 
実利用者数 人 58 60 62 

利用回数 回 4,205 4,350 4,495 

社
会
参
加
促
進
事
業 

ボランティア（奉仕員）養成研修事業 
講座参加者数 

人 140 150 160 

点字・声の広報等発行物登録者数 人 118 118 118 

スポーツ･レク
リエーション教
室開催等事業 

太陽の家体育館延利用
者数（自主事業のみ） 

人 1,285 1,295 1,305 

神奈川県障がい者スポ
ーツ大会参加者数 

人 105 110 115 

日中一時支援事業 
実利用者数 人 110 115 115 

利用回数 回 5,973 6,245 6,245 

注．各事業の数値については、年間の見込み量としています。 

 

  


