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は じ め に 
 

 

猪名川町では、障害者基本法に基づく「猪名川町障害者計画」

を策定すると共に、平成 18 年からは、障害者自立支援法の施

行にともない、「第１期猪名川町障がい福祉計画」を策定しま

した。これらの計画に基づき、障がいや障がいのある人に対す

る理解と人権の尊重を基調におきながら、障がいのある人それ

ぞれに応じた自立と社会参加の実現をめざし、「地域であたり

まえに暮らし、共に支えあい心豊かに暮らせるまち」を基本理

念に、幅広い分野にわたる障がいのある人に対する施策を総合

的かつ計画的に展開してきました。 

国においては、「障害者基本法」を平成 23 年 8 月に改正し、障がい者の定義を見直した

ほか、平成 25 年４月に施行された「障害者総合支援法」では、制度の谷間のない支援を

めざすと共に、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が掲げられました。また、障がいのある人の権利実現のための措

置等を規定した「障害者の権利に関する条約」がわが国において批准され、平成 26 年２

月 19 日に条約が発効となりました。これにより、障がいのある人の権利実現に向けた国

の取り組みが一層強化されることとなります。 

猪名川町においては、このような国の動向や住民のニーズを十分に踏まえつつ、平成 26

年度に最終年度を迎えた「第 3 期猪名川町障がい福祉計画」を見直し、「第４期猪名川町障

がい福祉計画」を策定しました。 

今後、本計画に基づき、障がいのある人の権利実現に取り組んでいきたいと考えており

ますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

おわりに、本計画の策定にあたりご意見・ご協力を頂きました「猪名川町社会福祉審議

会」「猪名川町障害者自立支援協議会」のみなさまや、障がい者福祉団体並びに調査等にご

協力頂いた住民のみなさまに心より感謝申し上げます。 

 

平成 27 年３月 

猪名川町長     
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１１１１     計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって 

１．計画策定の経緯と背景 

 

近年においては、少子高齢社会の進展と共に障がいのある人も増加傾向にあり、障がい

の重度・重複化や障がいのある人の高齢化が進んでいます。また、家族関係や地域社会が

大きく変化し、住民の価値観や生活様式が多様化する中で、障がいのある人の意識も変化

しており、“誰もが地域で自立した生活を送れるよう支援する”ことがこれまで以上に重要

となっています。 

猪名川町においては、障害者基本法に基づく「第 2 次猪名川町障害者計画」（平成 19 年

３月）と障害者自立支援法に基づく「第 1 期猪名川町障がい福祉計画」（平成 18 年３月）

を策定し、就労支援や精神障がい者支援の抜本強化等をめざした障がい福祉サービス等の

充実に努め、平成 24 年３月には「第３期猪名川町障がい福祉計画」を策定して、相談支

援や就労支援の強化等、一層の施策の充実を図ってきたところです。 

その間、国においては、「障害者基本法」や「障害者総合支援法」をはじめとする関連法

の改正が行われました。また、障がいのある人への差別を禁止する「障害者権利条約」の

批准に必要な国内法の整備が整い、平成 26 年 1 月 20 日に国連事務局に批准書が寄託さ

れ、同年２月 19 日に「障害者権利条約」が発効となりました。平成 23 年 8 月に改正さ

れた「障害者基本法」では障がい者の定義を見直したほか、平成 25 年 4 月に施行された

「障害者総合支援法」では、制度の谷間のない支援をめざすと共に、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、障がいのある人を取り巻く環境は大きく変化しています。 

このような状況を踏まえ、障がい者が地域の中で人格と個性を尊重され、障がいの有無

にかかわらず互いに支え合い、安心して充実した生活を送ることができる社会（共生社会）

の実現に向け、障がいのある人やその家族のニーズの多様化に対応すると共に、法制度の

変化に的確に対応し、障がい福祉施策を総合的・計画的に推進するため、平成 26 年度で

計画期間が終了する現行計画を改定し、新たに「第４期猪名川町障がい福祉計画」を策定

します。 

 

 

 

 

「＊」のある語句には、巻末に用語解説があります。 
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■障がい福祉制度の変遷（国の動向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

H18 年４月～ 「障害者自立支援法」 施行 

H19 年９月署名 「障害者の権利に関する条約」H25 年 12 月 国会承認 

H24 年６月成立（H25 年４月施行） 

H25 年６月成立（H28 年４月施行） 

共生社会の実現、「障害者の権利に関する条約」の批准・発効 

 ●「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重 
●基本的考え方：障がいの有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を 
認め合う共生社会の実現 

 ●身体・知的・精神の３つの障がいのサービスを一元化   ●応益負担＊ 
●支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入   等 

 ●内容（全 50条） 障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・
雇用・社会保障の権利等を保障。障がいに基づく差別を禁止 

H23 年８月成立 

H22 年６月 閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」 

H22 年 12 月 17 日の「障

がい者制度改革推進会議」

にて、「障害者制度改革の

推進のための第二次意見」

を取りまとめ 

「障害者基本法」改正 

●公布日（8 月 5 日）施行 

一部は政令で定める日 

●推進会議の第二次意見

に基づき改正案を策定 

●差別の禁止、教育・選挙

における配慮等を規定 

「障害者自立支援法」等の 

一部改正 

●公布日（H22 年12 月10 日）施行 

・発達障がいが障害者自立支援法 

の対象になることの明確化 

●H23 年 10 月 1 日施行 

・グループホーム利用の助成 

●H24 年 4 月 1 日施行 

・応能負担＊原則への見直し 

・支給決定プロセスの見直し 

「障害者総合支援法」制定 

●「障害者総合支援法」制定 

●社会モデルに基づく理念の具体化 

●ケアホーム＊とグループホー

ム＊の統合、重度訪問介護の範

囲拡大、難病＊患者への支援等 

●地域生活支援事業の追加 

「障害者差別解消法」制定 

●差別禁止部会の意見に基

づき策定 

●差別の禁止、人権被害救済

等を規定 
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２．第４期計画策定に向けて踏まえるべきポイント 

 

平成 24 年６月に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉

施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」において、「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）」の施行や障がい

者の範囲が拡大されたほか、障がい福祉サービス等に改正が行われました。本計画におい

て踏まえるべきポイントについて以下に示します。 

 

 

（１）障害支援区分への名称・定義の改正（１）障害支援区分への名称・定義の改正（１）障害支援区分への名称・定義の改正（１）障害支援区分への名称・定義の改正    

「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、その定義を「障がい者等の障がいの多様

な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの

として厚生労働省令で定める区分」としています。 

 

（２）重度訪問介護の対象拡大（２）重度訪問介護の対象拡大（２）重度訪問介護の対象拡大（２）重度訪問介護の対象拡大    

重度訪問介護の対象者を「重度の肢体不自由者その他の障がい者であって常時介護を要

するものとして厚生労働省令で定めるものとする」としており、現行の重度の肢体不自由

に加え、重度の知的障がいのある人・精神障がいのある人に拡大しています。 

 

（３）共同生活介護の共同生活援助への一元化（３）共同生活介護の共同生活援助への一元化（３）共同生活介護の共同生活援助への一元化（３）共同生活介護の共同生活援助への一元化    

障がいのある人の地域移行を促進するために、地域生活の基盤となる住まいの場の確保

を促進すると共に、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護（ケ

アホーム）が共同生活援助（グループホーム）に統合されました。 

 

（４）地域移行支援の対象拡大（４）地域移行支援の対象拡大（４）地域移行支援の対象拡大（４）地域移行支援の対象拡大    

地域生活への移行のために支援を必要とする人を広く地域移行支援の対象とすることを

目的に、現行の障がい者支援施設等に入所している障がいのある人または精神科病院に入

院している精神障がいのある人に加えて、その他の地域における生活に移行するために重

点的な支援を必要とする人であって厚生労働省令で定めるものが追加されました。 
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（５）地域生活支援事業の追加（５）地域生活支援事業の追加（５）地域生活支援事業の追加（５）地域生活支援事業の追加    

地域社会における共生を実現するため、社会的障壁の除去に資するよう、地域社会の側

への働きかけの強化、地域における自発的な取り組みの支援、成年後見制度＊の利用促進お

よび意思疎通支援の強化を図るため、市町村が実施する地域生活支援事業＊の必須事業とし

て、① 障がい者に対する理解を深めるための研修・啓発、② 障がい者やその家族、地域

住民等が自発的に行う活動に対する支援、③ 市民後見人等の人材の育成・活用を図るため

の研修、④ 意思疎通支援を行う者の養成が追加されました。 

 

 

 
 

３．第４期計画における留意点 

（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援    

共生社会を実現するため、障がいのある人等の自己決定を尊重し、その意思決定に配慮

すると共に、障がいのある人等が必要とする障がい福祉サービス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ります。 

 

（２）市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障が（２）市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障が（２）市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障が（２）市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障が

い福祉サービスの実施等い福祉サービスの実施等い福祉サービスの実施等い福祉サービスの実施等    

障がいのある人等が地域で障がい福祉サービスを受けることができるよう猪名川町を実

施主体の基本とし、障がい福祉サービスの対象となる障がいのある人等の範囲を身体障が

い者、知的障がい者および精神障がい者並びに難病患者等のすべての人とします。 

また、発達障がいのある人および高次脳機能障がい＊のある人については、従来から精神

障がいのある人に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっていることや難病患者

等についても法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図ります。 

 

（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等のののの

課題に対応したサービス提供体制の整備課題に対応したサービス提供体制の整備課題に対応したサービス提供体制の整備課題に対応したサービス提供体制の整備    

障がいのある人等の自立支援の観点から、入所施設等から地域生活への移行、地域生活

の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障がいのある

人等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、

NPO 等によるインフォーマルサービス＊の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提

供体制の整備を進めます。 
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４．計画の位置づけ 

 

本計画は、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」として策

定したものであり、計画の最終年度である平成 29 年度の目標および障がい福祉サービス

等の見込量について定めたものです。 

また、障がいのある人の支援については、さまざまな分野の取り組みを総合的・一体的

に進める必要があることから、猪名川町における障がい者施策の基本方針として策定され

た「猪名川町障害者計画」をはじめ、その他の関連計画と整合したものとします。 

 

■障害者計画と障がい福祉計画の関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者基本法 
障害者自立支援法（平成 24 年度まで） 

障害者総合支援法（平成 25 年度から） 

施策の見直し〈平成 28 年度〉 施策の見直し〈平成 28 年度〉 

計画の推進 

 

計画の推進 

 

「第３次猪名川町障害者計画」 

平成 29 年度～平成 38 年度 

サービス見込量の見直し〈平成 23年度〉 

「第１期猪名川町障がい福祉計画」「第１期猪名川町障がい福祉計画」「第１期猪名川町障がい福祉計画」「第１期猪名川町障がい福祉計画」    

〈平成〈平成〈平成〈平成 18181818～～～～20202020 年度〉年度〉年度〉年度〉    

「第２期猪名川町障がい福祉計画」「第２期猪名川町障がい福祉計画」「第２期猪名川町障がい福祉計画」「第２期猪名川町障がい福祉計画」    

〈平成〈平成〈平成〈平成 21212121～～～～23232323 年度〉年度〉年度〉年度〉    

※障がい福祉サービスの実施計画 

「第３期猪名川町障がい福祉計画第３期猪名川町障がい福祉計画第３期猪名川町障がい福祉計画第３期猪名川町障がい福祉計画」 

〈平成〈平成〈平成〈平成 24242424～～～～26262626 年度〉年度〉年度〉年度〉    

整合 

計画の推進 

 

整合 

サービス見込量の見直し〈平成26年度〉 

整合 
「第４期猪名川町障がい福祉計画」 

平成 27～29 年度 

計画の推進 

 

計画の推進 

 

「第２次猪名川町障害者計画」「第２次猪名川町障害者計画」「第２次猪名川町障害者計画」「第２次猪名川町障害者計画」    
    

〈平成〈平成〈平成〈平成 19191919～～～～28282828 年度〉年度〉年度〉年度〉    

※障がい者施策の理念や基本方針

を定める計画 
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５．他計画との関係 

 

本計画は、「猪名川町総合計画」の部門別計画として位置づけられると共に、関連計画で

ある「猪名川町地域福祉計画」「猪名川町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」「猪名川町

子ども・子育て支援事業計画」等の各種計画との整合性をもったものとします。同時に、

上位計画となる国の「障害者基本計画」および兵庫県の「ひょうご障害者福祉プラン」「兵

庫県障害福祉計画」を踏まえたものとします。 

 

■他計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．計画の期間 

 

本計画は、平成 27 年度から平成 29 年度までの３年間を計画期間とします。 

また現在、国では法制度の創設・改正に向けた動きが進められています。そのため、今

後、国の動向にともない計画の根幹となる法律や制度等について大幅な変更が生じた場合、

適宜、見直しを行います。 

 

 

  

猪名川町総合計画 

        

猪
名
川
町
地
域
福
祉
計
画 

猪名川町障害者計画 

障
害
者
基
本
計
画(

国)
 

・
ひ
ょ
う
ご
障
害
者
福
祉
プ
ラ
ン 

・
兵
庫
県
障
害
福
祉
計
画 

連 携 

猪名川町障がい福祉計画 
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７．計画の対象 

 

本計画では、手帳の有無にかかわらず、障害者基本法第 2 条に定められた身体障がい、

知的障がい、精神障がい、発達障がいおよび高次脳機能障がい、難病等があるために日常

生活や社会生活の中で相当な制限を受ける状態にある人を計画の対象とします。 

 

 
 

８．計画の推進および進行管理・評価 

（１）町内の推進体制（１）町内の推進体制（１）町内の推進体制（１）町内の推進体制    

障がいのある人の就労支援や地域生活への移行支援等は、福祉分野だけでなく、保健、

医療、教育、労働等、多様な分野にわたる施策の展開が必要となります。本計画を着実に

進めていくため、猪名川町の関係課をはじめ、関係機関等と連携しながら、計画を推進し

ます。 

 

（２）地域の各種団体との連携（２）地域の各種団体との連携（２）地域の各種団体との連携（２）地域の各種団体との連携    

障がいのある人、一人ひとりに応じた自立と社会参加を進めるためには、障がいや障が

いのある人に対する理解や地域の協力が重要となります。そのため、行政だけでなく、住

民、社会福祉協議会をはじめ、医療機関・教育機関等の関係機関、民生委員児童委員や福

祉委員、地域団体、障がい者団体、相談員、ボランティア＊団体、サービス提供事業所、企

業等と連携しながら、地域への啓発を進め、計画の着実な推進を図ります。 

 

（３）国・県等との連携（３）国・県等との連携（３）国・県等との連携（３）国・県等との連携    

本計画の推進にあたっては国および県の動向を踏まえ、適切な施策展開を図ります。ま

た、障がい福祉サービス等にかかわる人材の養成等については県と連携しながら、推進し

ます。一方、制度や障害支援区分の認定審査等に関する問題点が生じた場合は県を通じて、

国へ改善を要望していきます。 

 

（４）計画の進行管理（４）計画の進行管理（４）計画の進行管理（４）計画の進行管理    

本計画の着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサイクル（Plan：計画、Do：実行、Check：

評価、Act：改善）により福祉課において毎年度進捗状況の取りまとめを行うと共に、必

要に応じて猪名川町自立支援協議会から意見を聴取し、計画の評価・点検を行います。 
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5.0
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平成
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平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者 総人口に占める割合

（人） （％）

２２２２     障がいのある人をとりまく現状障がいのある人をとりまく現状障がいのある人をとりまく現状障がいのある人をとりまく現状 

１．統計等からみる現状 

（１）障害者手帳所持者数の推移（１）障害者手帳所持者数の推移（１）障害者手帳所持者数の推移（１）障害者手帳所持者数の推移    

障害者手帳所持者の推移をみると、各障害者手帳所持者は増加傾向にあります。 

平成 20 年度から平成 25 年度の増加率は身体障害者手帳所持者で 18.7％、療育手帳所

持者で40.6％、精神障害者保健福祉手帳所持者で63.1％、全体で24.0％増加しています。 

■手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 

 

 

（２）身体障害者手帳所持者数の状況（２）身体障害者手帳所持者数の状況（２）身体障害者手帳所持者数の状況（２）身体障害者手帳所持者数の状況    

身体障害者手帳所持者数を等級別にみると、「４級」が最も多く、次いで「１級」「3 級」

となっています。また、「５級」は、５年間で手帳所持者が減少しています。 

年齢別にみると、平成 20 年度から平成 22 年度にかけては「18 歳～64 歳」「65 歳以

上」が４、５割と推移していますが、平成 23 年度以降には「65 歳以上」の増加が顕著と

なり、平成 25 年度には約７割となっています。 

障がいの種類別にみると、各年度共に「肢体不自由」が最も多く、平成 25 度には 627

人となっており、平成 20 年度と比べ 13.0％増加しています。そのほか、「聴覚・平衡機能

障害」「内部障害」の方も増えています。 
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■等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 

 

■年齢区分別身体障害者手帳所持者数の推移 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

18 歳未満 28 3.1  27 2.9  29 2.9  32 3.1  30 2.9  28 2.6  

18 歳～64 歳 470 52.5  464 49.1  465 46.5  403 39.4  338 32.4  308 29.0  

65 歳以上 397 44.4  454 48.0  505 50.6  587 57.4  675 64.7  726 68.4  

合計 895 100.0  945 100.0  999 100.0  1,022 100.0  1,043 100.0  1,062 100.0  

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 

 

■障がいの種類別身体障害者手帳所持者数の推移 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

視覚障害 46 5.1  49 5.2  48 4.8  50 4.9  52 5.0  49 4.6  

聴覚・平衡機能障害 55 6.1  60 6.3  67 6.7  74 7.2  79 7.6  80 7.5  

音声・言語障害 10 1.1  10 1.1  11 1.1  11 1.1  10 1.0  10 0.9  

肢体不自由 555 62.0  584 61.8  603 60.4  611 59.8  631 60.5  627 59.0  

内部障害 229 25.6  242 25.6  270 27.0  276 27.0  271 26.0  296 27.9  

合計 895 100.0  945 100.0  999 100.0  1,022 100.0  1,043 100.0  1,062 100.0  

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 
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Ａ判定 中度B1 軽度B2 総人口に占める割合

（人） （％）

（３）療育手帳所持者数の状況（３）療育手帳所持者数の状況（３）療育手帳所持者数の状況（３）療育手帳所持者数の状況    

療育手帳所持者数を等級別にみると、「A 判定」「中度 B１」は平成 20 年度以降微増です

が、「軽度Ｂ２」は平成 20 年度と比べ 143.7％と大きく増加しています。 

年齢別にみると、「18 歳未満」「18 歳以上」共に増加しており、平成 20 年度に比べそ

れぞれ 49.2％、34.2％増加しています。 

■等級別療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 

 

■年齢区分別療育手帳所持者数の推移 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

18 歳未満 59 42.8  66 42.6  73 45.6  76 45.0  76 42.0  88 45.4  

18 歳～64 歳 79 57.2  88 56.8  86 53.8  92 54.4  101 55.8  100 51.5  

65 歳以上 0 0 1 0.6 1 0.6 1 59.1 4 2.2 6 3.1 

合計 138 100.0  155 100.0  160 100.0  169 100.0  181 100.0  194 100.0  

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 
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１級 ２級 ３級 総人口に占める割合

（％）（人）

（４）精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況（４）精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況（４）精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況（４）精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況    

精神障害者保健福祉手帳所持者数を等級別にみると、「２級」が最も多くなっています。

また、平成 20 年度と平成 25 年度を比べると、「３級」では特に増加率が高くなっていま

す。 

年齢別にみると、毎年度「18 歳～64 歳」が 9 割と大半を占めていますが、「65 歳以上」

がわずかに増加しています。 

■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 

■年齢区分別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

18 歳未満 0 0.0  0 0.0  0 0.0  1 1.1  1 1.0  1 0.9  

18 歳～64 歳 61 93.8  66 94.7  73 92.4  84 93.3  92 92.0  96 90.6  

65 歳以上 4 6.2  4 5.3  6 7.6  5 5.6  7 7.0  9 8.5  

合計 65 100.0  70 100.0  79 100.0  90 100.0  100 100.0  106 100.0  

資料：福祉課（各年度３月 31 日現在） 
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（５）難病患者の状況（５）難病患者の状況（５）難病患者の状況（５）難病患者の状況    

平成 25 年４月から「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｣に

定める障がい者（児）の対象に、難病等（法律では「治療方法が確立していない疾病その他

の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度

である者」と規定）が加わり、障がい福祉サービス、相談支援等の対象となっています。特

定疾患、小児慢性特定疾患共に、増加傾向にあり、平成 25 年度にはそれぞれ 162 人、28

人となっています。 

■難病患者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：伊丹健康福祉事務所（各年度３月 31 日現在） 

 

 

（６）特別支援学校の状況（６）特別支援学校の状況（６）特別支援学校の状況（６）特別支援学校の状況    

特別支援学校の在籍者数の推移をみると、平成 25 年度で小学校は 41 人、中学校は 12

人、通級教室＊は７人となっています。また、特別支援学校・養護学校の在籍者数は年度ご

とにばらつきがあります。 

特別支援学校・養護学校卒業者の進路状況をみると、福祉施設通所・在宅等が中心となっ

ています。 

■特別支援学校の在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校教育課（各年度５月１日現在） 
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■特別支援学校・養護学校の在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※幼児部（川西さくら園）については、年度での最大在籍者数。 

資料：川西さくら園、川西市立川西養護学校、県立こやの里特別支援学校、 

県立高等特別支援学校、県立阪神特別支援学校 

 

■特別支援学校・養護学校卒業生の推移 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

人 人 人 人 人 人 

進学 0  0  0  0  0  0  

専修学校等入学 0  0  0  0  0  0  

就職 0  2  0  2  0  0  

福祉施設通所・在宅等 0  4  0  12  4  8  

その他 0  0  0  0  0  0  

合計 0  6  0  14  4  8  

資料：川西市立川西養護学校、県立こやの里特別支援学校、県立高等特別支援学校、県立阪神特別支援学校 

 

 

（７）障がいのある人の雇用状況（７）障がいのある人の雇用状況（７）障がいのある人の雇用状況（７）障がいのある人の雇用状況    

障害者就労支援センターに寄せられた猪名川町の相談件数をみると、平成 23 年度以降減

少傾向にあり、就職件数、職場体験実習は平成 25 年度では０件となっています。 

ハローワーク伊丹管内の雇用状況をみると、平成 25 年には実雇用率が 1.77％であり、

平成 21 年に比べて低くなっており、法定雇用率（常用労働者数から除外率相当の労働者数

を減じた数の 1.8％以上、H25.4.1 から 2.0％以上）を下回っています。また、未達成企

業は平成 25 年で 49.6％と、平成 21 年に比べて下降しています。 
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伊丹管内 兵庫県 全国

（％）

■障害者就労支援センターの状況 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

件 件 件 

相談延べ件数 607 409 391 

就職件数 3 5 0 

職場体験実習 3 4 0 

資料：障害者就労支援センター                      

 

■ハローワーク伊丹管内の雇用状況 

 

企業数 

雇用状況 
雇用率未達成

企業の割合 
法定雇用算定

基礎労働者数 
障がい者数 実雇用率 

社 人 人 ％ ％ 

平成 21 年 80 20,966.0 378.0 1.80 41.3 

平成 22 年 102 22,605.0 400.0 1.77 46.1 

平成 23 年 112 25,390.5 425.0 1.67 45.5 

平成 24 年 116 25,769.5 456.5 1.77 43.1 

平成 25 年 131 27,740.5 492.0 1.77 49.6 

資料：兵庫労働局、ハローワーク伊丹（各年６月１日現在） 

※ 法定雇用算定基礎労働者数＝常用労働者数から除外率相当数を除いた労働者数。 

※ 障がい者数（身体障がいのある人と知的障がいのある人の計）は、短時間労働者以外の重度の身体もしくは知的障がい

のある人については、法律上、1人を 2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障がいのある人である短

時間労働者については法律上、1人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントしています。 

 

■障がい者の実雇用率の推移（常用労働者に占める障がいのある人の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫労働局、ハローワーク伊丹（各年６月１日現在） 
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２．障がい福祉サービスの利用状況 

（１）自立支援給付（１）自立支援給付（１）自立支援給付（１）自立支援給付    

①訪問系サービス 

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）は、平成 24 年度は見込みを下回っていますが、平成 25 年度は見込みを上回る実績

となっています。「同行援護」は平成 23 年 10 月から自立支援給付の対象となったサービ

スですが、本町において利用実績はありませんでした。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

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 

時間/月 226 204 260 371 318 

※時間/月…そのサービスを利用した時間の月の合計のこと。 
仮に毎日１時間ずつ３人が、22 日利用した場合の総数は、66 時間/月となります。 

 

 

②日中活動系サービス 

日中活動系サービスをみると、「就労継続支援Ｂ型」で、平成 24 年度、25 年度共に見

込みを上回る実績となっています。「自立訓練（生活訓練）」「就労継続支援Ａ型」「療養介

護」「短期入所＊」は、平成 24 年度は見込みを下回る実績となっていますが、平成 25 年

度は見込み通りもしくは見込を上回る実績となっています。「就労移行支援」「生活介護＊」

は見込みを下回る実績となっており、「自立訓練（機能訓練）」は実績がありませんでした。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

生活介護 人日/月 589 528 627 524 665 

自立訓練（機能訓練） 人日/月 20 0 20 0 20 

自立訓練（生活訓練） 人日/月 22 14 22 28 22 

就労移行支援 人日/月 234 157 234 121 252 

就労継続支援Ａ型 人日/月 18 0 18 29 18 

就労継続支援Ｂ型 人日/月 576 879 594 688 684 

療養介護 人/月 3 3 3 3 3 

短期入所 人日/月 40 33 45 76 65 

※人日/月…一日にそのサービスを利用した人の月の合計のこと。 
仮に毎日３名ずつ 22 日利用した場合の総数は、66 人日/月となります。 
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③居住系サービス 

居住系サービスをみると、「共同生活援助」は平成 24 年度、平成 25 年度共に見込み通

りとなっています。「共同生活介護」は、平成 24 年度は見込みを上回る実績となっていま

すが、平成 25 年度は見込みを下回る実績となっています。「施設入所支援」は、平成 24

年度は見込みを下回る実績となっていますが、平成 25 年度は見込み通りの実績となって

います。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人/月 2 2 2 2 2 

共同生活介護 

（ケアホーム） 
人/月 7 8 11 9 13 

施設入所支援 人/月 17 15 16 16 14 

 

 

④相談支援 

「計画相談支援」は、平成 24 年度から原則としてすべての障がい福祉サービス等を利

用する人について、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画の作成（指定相談

支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプランを作成することも可。）が必要となるな

ど対象者の拡大が図られたことから、見込みを多く設定していましたが、実績は平成 24

年度、平成 25 年度共に利用がありませんでした。 

平成 24 年度から「地域移行支援」「地域定着支援」が個別給付化されましたが、実績は

「地域移行支援」で平成 24 年度の 1 人のみとなっています。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

計画相談支援 人/月 4 0 8 0 11 

地域移行支援 人/月 0 1 1 0 2 

地域定着支援 人/月 0 0 1 0 2 

 



17 

 

 

（２）地域生活支援事業（２）地域生活支援事業（２）地域生活支援事業（２）地域生活支援事業    

①相談支援事業 

「障害者相談支援事業」は１か所と、各年度見込みを下回っています。それ以外の事業

は、平成 24 年度、平成 25 年度で見込み通りの実績となっています。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

障害者相談支援事業 か所 2 1 2 1 2 

地域自立支援協議会 か所 1 1 1 1 1 

市町村相談支援機能 

強化事業 
か所 1 1 1 1 1 

成年後見制度利用支

援事業 
か所 1 1 1 1 1 

 

 

②コミュニケーション支援事業 

「手話通訳者派遣事業」は平成 24 年度、平成 25 年度共に利用人数は見込み通りです

が、回数は平成 24 年度、平成 25 年度共に実績が上回っています。「要約筆記者派遣事業」

は、平成 24 年度は利用人数、回数共に見込み通りですが、平成 25 年度では利用があり

ませんでした。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

手話通訳者派遣事業 
人 4 4 4 4 4 

回 65 89 70 84 75 

要約筆記者派遣事業 
人 1 1 1 0 2 

回 3 3 5 0 10 
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③日常生活用具給付等事業 

「介護訓練支援用具」は平成 24 年度、平成 25 年度共に見込み通りの実績となってい

ます。「自立生活支援用具」は、平成 24 年度、平成 25 年度共に見込みを下回る実績とな

っています。「在宅療養等支援用具」「情報・意思疎通支援用具」「排泄管理支援用具」は、

平成 24 年度、平成 25 年度で見込み通りもしくは上回る実績となっています。「居宅生活

動作補助用具」は、平成 25 年度で利用が１件となっています。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

介護訓練支援用具 件 1 1 1 1 1 

自立生活支援用具 件 10 2 10 3 10 

在宅療養等支援用具 件 2 4 2 5 2 

情報・意思疎通支援用具 件 2 2 2 3 2 

排泄管理支援用具 件 438 463 450 523 470 

居宅生活動作補助用具 件 1 0 1 1 1 

 

 

④移動支援事業 

「移動支援事業」は、平成 24 年度、平成 25 年度共に 13 か所で実施しており、利用

人数はほぼ見込み通りですが、利用時間は平成 24 年度、平成 25 年度共に見込みを上回

る実績となっています。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

移動支援事業 

か所 13 13 13 13 14 

人 35 35 38 37 40 

時間 2,070 2,892 2,250 2,789 2,400 

 

 

⑤地域活動支援センター事業 

「地域活動支援センター事業（基礎的事業）」は、平成 24 年度、平成 25 年度共に利用

者はありませんでした。「地域活動支援センター事業（機能強化事業）」は、平成 24 年度、

平成 25 年度共に実施事業所はないものの、町外での利用があります。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

地域活動支援センター 

事業（基礎的事業） 

か所 1 1 1 1 1 

人 10 0 12 0 15 

地域活動支援センター 

事業（機能強化事業） 

か所 0 0 1 0 1 

人 6 6 6 6 7 
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⑥任意事業 

「訪問入浴サービス事業」は町内にサービス提供基盤がなく、整備をめざしています。「更

生訓練費給付事業」「福祉機器リサイクル事業」「知的障害者自立生活訓練事業」「緊急一時

保護者事業」は、平成 24 年度、平成 25 年度共に、ほぼ見込み通りとなっています。「日

中一時支援事業」は、平成 24 年度、平成 25 年度共に見込みを上回る実績となっていま

す。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

訪問入浴サービス事業 
か所 0 0 0 0 1 

人 0 0 0 0 3 

更生訓練費給付事業 人 0 0 0 0 1 

福祉機器リサイクル事業 か所 1 1 1 1 1 

日中一時支援事業 
人 25 41 28 47 30 

日 1,180 1,335 1,320 1,621 1,450 

知的障害者自立生活

訓練事業 
か所 1 1 1 1 1 

緊急一時保護者事業 人 2 2 3 2 3 

社会参加促進事業 ― 
継続 
実施 

継続 
実施 

継続 
実施 

継続 
実施 

継続 
実施 

 

 

 
 

（３）障がいのある児童への支援（３）障がいのある児童への支援（３）障がいのある児童への支援（３）障がいのある児童への支援    

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 24 年度から障がい種別で分かれていた体系が一元化されました。加えて、放課後等デ

イサービスや保育所等訪問支援といった新たなサービスが創設され、障がいのある子ども

の支援体制の強化が図られています。 

「児童デイサービス（放課後等デイサービス）」は、平成 24 年度、平成 25 年度共に見

込みを上回る実績となっており、平成 25 年度は倍以上の実績となっています。「児童発達

支援」は、平成 24 年度は見込みを上回っていますが、平成 25 年度は見込みを下回る実

績となっています。 

 単位 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

見込 実績 見込 実績 見込 

児童発達支援 人日/月 234 257 234 187 288 

児童デイサービス 

（放課後等デイサービス） 
人日/月 68 70 80 157 96 
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３．団体調査等からみえる障がい福祉に関する課題 

本計画の見直しにあたり、障がいのある人や家族のご意見を計画策定に反映するため、

障がい者関係団体等に対し調査を行い、６団体にご回答いただきました。 

【ご回答いただいた団体】 （順不同） 

猪名川町手をつなぐ育成会・こころ猪名川家族会・ユウカリ福祉会猪名川園保護者会 

希望の家 すばる家族会・猪名川町身体障がい者父母の会・川西さくら園保護者会 

質問 課題・問題点 
行政や団体において 

必要な取り組み 

障がいの違いに

かかわらず気軽

に利用できる相

談支援体制につ

いて 

・各種相談事業の周知が必要 

・相談支援にあたる機関のネットワークづく

りが必要 

・計画相談支援が始まったこともあり、障害

者相談支援センターを中心として、支援体

制が整いつつあるが、まだ、すべての人に

計画相談支援がされているわけではないの

で、さらに進める必要がある 

・障害者相談支援センターや民生委員児童委

員、心配事相談等多岐にわたっているが、

今後の人生設計等結論が得にくい事項が多

い 

・広報やホームページ等の

媒体を使い、普及啓発を

図り利用を促進すること 

・町社協相談支援センター

と情報共有を進め、相談

支援センターの充実を図

る 

社会参加と自立

を支援する就労

支援について 

・実習を充実し、雇用につながりやすい体制

づくりが大切 

・商工会の理解を得ると共に、連携を図り雇

用を創出する 

・地元企業に就職を求めるが、敷居が高い 

・町内に就労する場所がない。賃金も低く県

内平均賃金の半分程度に留まっている 

・障がい者雇用を実施する

企業に対する支援 

・町商工会等と連携し、町

内に就労できる場所を確

保するように努める 

・作業所では新規商品の開

発等、売上向上に努める 

交流・仲間づくり

のできる身近な

場づくりについて 

・働いている人や地域で暮らしている人等、

かんばっている仲間同士と交流する機会が

ない 

・病気の特性により、他の障がいの方と合同

で展開するのは困難がある 

・移動支援＊を使えない当事者は、土日は家に

いることが多く、保護者が気兼ねなく連れ

て行ける場所がない 

・継続的に交流できるサロ

ン等の開催 

・障がいの特性に関係なく、

誰もが行くことができる

場所（例：地域活動支援

センターのようなイメー

ジ）を整備する 
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質問 課題・問題点 
行政や団体において 

必要な取り組み 

移動・外出支援

について 

・行事への参加、買い物等、何をするにも距離

があり移動がネックとなっている 

・本当に必要なのは緊急時だが、その子の特性

を理解している施設でないと安心して預ける

ことができない 

・余暇活動等を利用すると金額が本人分と支援

者の２人分かかるので、利用しづらい 

・土日の居場所がないので、無理に外出支援を

利用している場合もある 

・制約が多く使いづらい 

・病気の特性上、公共交通機関が使えない。移

動手段が自家用車かタクシーになるため負担

が大きい 

・土日の居場所の確保 

・移動支援サービスの充実

と共に、地域で支援でき

るシステムの構築 

地 域 生 活 を 支

援する体制（在

宅サービス、居

住系サービスの

充実）について 

・保護者の高齢化により、地域で生活できる受

け皿の充実が急務。また、地域住民の受け入

れ・見守り態勢や生活費等、課題が多い 

・緊急時に使えるようにしてほしい 

・当事者の将来を考えると、是非とも、町内に

グループホームをつくってほしい 

・在宅サービスを利用し、いい方向に行った。

土日も使えるようにしてほしい 

・入所施設・訓練施設を町内に誘致してほしい 

・住民の理解と取り組みを

促す。また、取り組みに

対して活動拠点や運営

支援・援助を行う 

・当事者が、町内で安心し

て生活ができるように、

グループホーム等の誘

致や在宅サービスの充

実を図る 

その他のご意見 

・小児専門のリハビリをしてくれる病院がほしい。町内に施設がなく遠方に

出向いている 

・行政は、福祉施設を通じて保護者会の意見をきいてほしい 

・民生委員児童委員と保護者の交流の場を持てるところや緊急連絡体制を構

築しているところもあるが、地域により温度差がある。個人情報の関係で

十分な意思疎通ができていないし、知られたくない家族もいる 

・モニタリング調査が煩雑。手続きの簡素化を要望 

・猪名川町は小さな町なりのメリットがあり、当事者、行政、社協等お互い

に顔の見える関係を築くことができる。猪名川町なりのメリットを生かし

て、細やかなサービス提供に努めてほしい 

・差別解消法の周知を図ってほしい 

・ライフラインの確保として、入所施設や病院の確保と在宅医療の確保が不

可欠。 
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３３３３     計画の基本理念と目標計画の基本理念と目標計画の基本理念と目標計画の基本理念と目標    

１．基本理念 

 

障がいのある人もない人もすべての人が共に生きるひとりの人間として人権が尊重され、

一人ひとりが望む生活を主体的に選択できる社会づくりが必要です。 

このことは、障がいのある人をはじめ、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

人々が自分らしい生き方を選択でき、相互に個性を尊重し合いながら、身近な地域で支え

合い・助け合いながら、共生できる社会を実現していくことです。 

こうした視点に立ち、本計画では第 2 次猪名川町障害者計画および第 1 期から第 3 期猪

名川町障がい福祉計画の基本理念を踏襲し、今後も障がいや障がいのある人に対する理解

と人権の尊重を基調におきながら、障がいのある人それぞれに応じた自立と社会参加の実

現をめざし、計画の基本理念を以下のように定めます。 

 

地域であたりまえに暮らし、 

共に支えあい心豊かに暮らせるまち 
 

２．基本目標 

 

本計画では、「地域であたりまえに暮らし、共に支えあい心豊かに暮らせるまち」という

基本理念の実現を図るため、３つの基本目標を掲げて取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人としての権利を守り、自己選択、決定を尊重しよう人としての権利を守り、自己選択、決定を尊重しよう人としての権利を守り、自己選択、決定を尊重しよう人としての権利を守り、自己選択、決定を尊重しよう    
～障がいのある人の人権を尊重し、主体的に選択することへの支援～ 

支え合い助け合う地域づくりを進めよう支え合い助け合う地域づくりを進めよう支え合い助け合う地域づくりを進めよう支え合い助け合う地域づくりを進めよう    
～生活しやすい環境への改善～ 

多様な社会参加を実現しよう多様な社会参加を実現しよう多様な社会参加を実現しよう多様な社会参加を実現しよう    
～いきがいを持って参加できる活動の場づくり～ 
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３．重点課題 

課題１課題１課題１課題１    ライフステージを通して対応が可能な相談支援体制の充実ライフステージを通して対応が可能な相談支援体制の充実ライフステージを通して対応が可能な相談支援体制の充実ライフステージを通して対応が可能な相談支援体制の充実    

障害者相談支援センターでは、町の相談支援の中核的な役割を担っており、サービス利

用計画の作成を行うなど、相談支援体制の充実に努めてきたところです。また、障がい児

に関する相談については、猪名川町障害者相談支援センターに加え、兵庫県こども発達支

援センターでも実施しています。さらに、就労に関する相談については、障害者就労支援

センターや阪神北障害者就業・生活支援センター＊が、虐待に関しては町内に障害者虐待防

止担当窓口が設置されており、それぞれのニーズに応じた相談体制や権利擁護＊の充実に努

めています。 

障がいのある人は、自身のライフステージ＊が変わることにより、その時々に相応しい支

援や情報が途切れてしまうことが少なくありません。また、学齢期等においては障がいの

ある児童の情報やつながりが薄くなることがあり、卒業時になって相談を受けることがあ

ります。 

今後、相談員の質の向上を図ると共に、乳幼児期から始まり、学齢期、成人期の成長や

医療、教育、福祉等の支援内容等を一貫した情報として共有することなどにより関係部署、

機関との適切な連携を図ります。 

また、相談支援体制の強化が求められる中、平成 27 年度以降、支給決定の前にサービ

ス等利用計画の作成が必要となります。本町では、まだ利用が浸透していないため作成を

進めると共に、利用者のニーズを丁寧に聞き取り、最も適切なサービス利用につなげるこ

と、またモニタリングの体制を整えることなど、相談支援体制の質的向上を図っていく必

要があります。 

障がいのある人が65歳になると、障がい福祉から介護保険のサービスに変わることで、

サービスが減ったり負担額が増えたりするケースが各地で相次いでいる実態が、障害者団

体の調査で明らかになりました。厚生労働省は、障がい福祉サービスより介護保険サービ

スが優先されることについて、「自助、共助、公助と言われるように、みずからできること

をした上で、公的サービスが適用されるという原則に基づいたもの」としています。 

 

 

課題２課題２課題２課題２    社会参加と自立を支援する就労支援の充実社会参加と自立を支援する就労支援の充実社会参加と自立を支援する就労支援の充実社会参加と自立を支援する就労支援の充実    

障がいのある人が日々の生活を営み、生涯にわたり安心して過ごせる生活を実現するた

めには、日常生活を支える基盤としての経済的な自立が必要です。障がいのある人、一人

ひとりの個性と能力を尊重し、職業を選択できるように支援することが求められています。 

しかし、現在町内には、そのようなサービス提供を行う事業所が少ないことから、希望

者は近隣市に所在する施設を利用している状況にあります。 

就労支援に関しては、障害者雇用促進法等の改正、障害者優先調達推進法の施行、障害
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者差別解消法の制定や障害者虐待防止法の施行といったさまざまな制度改正が行われてお

り、その施行を踏まえて対応を図っていく必要があります。 

国の基本指針において、福祉施設から一般就労＊への移行に関する目標がさらに拡大され

ています。福祉的就労＊から一般就労への移行を促進するためには、サービス提供事業者の

質的向上を行い、就労支援で得た知識や技能を社会で発揮できるように、ハローワークや

障害者就業・生活支援センター等関係機関と連携を図り、民間事業所への就職へつなげて

いくことが重要となっています。 

そのためにも行政機関が率先して障がい者雇用に努め、民間事業者への意識啓発に取り

組むことが必要です。また、障害者就業・生活支援センターの活用や、近隣市に所在する

施設を利用する場合の移動の支援、サービスに関する情報提供等の充実を図ることも必要

です。 

 

 

課題３課題３課題３課題３    地域における安全・安心な生活環境の整備地域における安全・安心な生活環境の整備地域における安全・安心な生活環境の整備地域における安全・安心な生活環境の整備    

ノーマライゼーション＊を進めるためには、障がいのある人を取り巻く生活環境の整備が

重要となります。団体調査からは、障がいのある人同士の交流機会の充実や移動・外出に

おける支援、地域の人の障がいに関する理解が求められており、引き続き施策を推進して

いくことが必要です。 

また、障がいのある人の高齢化が進行する中、その介助者も高齢化しており、災害時に

おける避難支援や日常的な安否確認や緊急時の対応等、障がいのある人が地域の中で安心

して生活するには、防災・防犯等安全面への対策を進めていくことが必要となっています。 

障がいのある人を見守る地域づくりを進めると共に、地域の活動に障がいのある人自身

が参加できるようなまちづくりを進めていくことが重要です。 
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課題４課題４課題４課題４    地域生活を支援する住まいや在宅サービスの充実地域生活を支援する住まいや在宅サービスの充実地域生活を支援する住まいや在宅サービスの充実地域生活を支援する住まいや在宅サービスの充実    

本町では、障がいのある人が自己選択、自己決定し、自分らしく生きることができる地

域環境は順次整備されているものの、まだ十分に整備されているとは言えず、保護者は、

将来的な子どもの生活を心配する状況が続いています。 

また、団塊の世代が高齢化しており、障がいのある人や保護者の高齢化も進むものと思

われ、障がいのある人の自立できる環境がますます重要となり、日中の居場所である生活

介護と夜間の居場所であるグループホームのニーズは今後さらに高まることが予測される

ことから、これらの施設と相談支援やショートステイの機能もあわせ持つ地域生活支援拠

点の充実を促進する必要があります。また、重度の人の安心な在宅生活のために、在宅サ

ービスを利用しながら生活できるよう支援を行うと共に、緊急時の施設の利用や医療を円

滑に受けられるよう、町内でのサービス基盤の整備はもとより、近隣市との広域的な連携

により体制を確保していくことが重要です。 

 

 

課題５課題５課題５課題５    障がいのある児童や保護者への支援の充実障がいのある児童や保護者への支援の充実障がいのある児童や保護者への支援の充実障がいのある児童や保護者への支援の充実    

平成 24 年度の「児童福祉法」の改正により、障がい種別で分かれていた体系が一元化

されたことに加え、新たに放課後等デイサービスや保育所等訪問支援といったサービスが

創設され、障がいのある子どもの支援体制の強化が図られています。 

児童デイサービス（放課後等デイサービス）については、平成 25 年度には前年度の倍

以上の利用実績があります。加えて、療育事業については、適切な個別指導や親へのフォ

ロー、また、特別な支援、配慮が必要な児童への対応のさらなる充実が求められており、

特に、発達の遅れのある児童の保護者によっては、早期の支援を受け入れてもらえない場

合があることなどが課題となっています。また、発達障がい等が幅広く障がい福祉サービ

スの対象とされる制度改正も踏まえ、今後、障がいのある児童への支援のニーズが高まっ

てくることが考えられます。相談機関や医療機関、教育機関等の連携により、適切な療育

やリハビリテーション＊の提供を図ると共に、障がいがもたらすさまざまな不安の解消等、

心理的負担の軽減、保護者の受容促進を図ることが重要となっています。 
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４４４４     平成平成平成平成 29292929 年度の成果目標年度の成果目標年度の成果目標年度の成果目標 

１．福祉施設から地域生活への移行促進 

【基本指針】 

・平成 25 年度末時点の施設入所者数の 12％以上を地域生活へ移行 

・施設入所者数を平成 25 年度末時点から４％以上削減 

・平成 26 年度末において、第３期障がい福祉計画で定めた平成 26 年度までの

数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成 29 年度末に

おける地域生活に移行する者および施設入所者の削減割合の目標値に加えた割

合以上を目標値とする。 

 

【町の方針】 

①平成 29 年度末までに、平成 25 年度末の施設入所者数 16 人のうち、２人

（12.5％）が地域での生活に移行することをめざします。 

②平成 29 年度末時点の施設入所者数は、平成 25 年度末施設入所者 16 人から

2 人（12.5％）減少した 14 人をめざします。 

 

■成果目標 

項 目 数 値 考え方 

【目標①】 

地域生活移行者の増加 

16 人 平成 25 年度末時点の入所者数（A） 

2 人 
（A）のうち、平成 29 年度までに地域

生活に移行する人の目標値 

12.5％ 差引減少見込み数（B）／（A） 

【目標②】 

施設入所者の削減 

14 人 平成 29 年度の利用人員見込み（B） 

2 人 
（A）のうち、平成 29 年度までに削減

する施設入所者数の目標値 

12.5％ 差引減少見込み数（B）／（A） 
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２．精神科病院から地域生活への移行促進 

【基本指針】 

・入院後３か月時点の退院率を 64％以上とする 

（平成 21 年から 23 年の全国平均 58.4％） 

・入院後１年時点の退院率を 91％以上とする 

（平成 21 年から 23 年の全国平均 87.7％） 

・１年以上の在院者数を平成 24 年６月末時点から 18％以上削減する 

 

【町の方針】 

○成果目標については、都道府県における第４期計画で定めることとされている

ため、本町においては独自の目標値は設定しません。 

 

 

 
 

３．地域生活支援拠点等の整備 

【基本指針】 

・障がいのある人の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を、各市町村

または各圏域に少なくとも１つを整備 

 

【町の方針】 

○町単独での設置は困難ですが、圏域施設の活用も含め検討します。 

 

■成果目標 

項 目 数 値 考え方 

【目標】障がいのあ

る人の地域生活支

援拠点の整備 

1 か所 

障がいのある人の地域生活を支援する機能（相

談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、

専門性、地域の体制づくり等）の集約を行う拠点

等について少なくとも１つの拠点等を整備をめ

ざします。 
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４．福祉から一般就労への移行促進 

【基本指針】 

・福祉施設から一般就労への移行者数を平成 24 年度実績の２倍以上とする 

・就労移行支援事業の利用者数を平成 25 年度末の利用者から 6 割以上増加 

・就労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（平成 23 年度全国実績 27.1％） 

 

【町の方針】 

①福祉施設から一般就労の移行者数については、平成 29 年度中の移行が見込ま

れるのは４人となっており平成 24 年度実績と同数の移行をめざします。 

②就労移行支援事業の利用者数については、平成 25 年度末の実績および平成 26

年度の見込みを踏まえ、10 人の利用をめざします。 

③就労移行事業所数２か所について就労移行率が３割以上となるにはまだ課題が

あり、計画期間中の達成は難しい状況ですが、向上に向けた取り組みを引き続

き行います。 

 

■成果目標 

項 目 数 値 考え方 

【目標①】 

福祉施設から一般就労への

移行者数の増加 

4 人 
平成 24 年度の一般就労への移行者数

（A） 

4 人 
就労移行支援事業等を通じて平成 29 年

度中に一般就労に移行する人数（B） 

― 倍 （B）/（A） 

【目標②】 

就労移行支援事業の利用者

の増加 

7 人 
平成 25 年度末時点の就労移行支援事業

の利用者数（C） 

10 人 
就労移行支援事業の平成 29 年度末にお

ける利用者数（D） 

7 割 （C）/（D） 

【目標③】 

就労移行支援事業所の就労

移行率 

2 か所 
平成 29 年度末における就労移行支援事

業所数（E） 

0 か所 
平成 29 年度末における就労移行率が３

割以上の事業所数（F） 

― 割 （E）/（F） 
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５５５５     サービス見込み量と確保のための方策サービス見込み量と確保のための方策サービス見込み量と確保のための方策サービス見込み量と確保のための方策 

１．障がい福祉サービスの見込み量と確保方策 

（１）訪問系サービス（１）訪問系サービス（１）訪問系サービス（１）訪問系サービス    

■サービスの概要 

サービス名 内容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
入浴、排せつ、食事の介護等居宅での生活全般にわたる支援。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者または重度の知的障がい・精神障がいにより行動

上著しい困難を有する人に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護の

ほか、外出の際の移動中の介護等総合的な介護。 

同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人の外出時における移動支援。 

行動援護 
行動上著しい困難がある人に対して、行動する際に生じる危険を回避す

るために必要な援護や外出の際の移動支援。 

重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人に対する居宅介護その他の包括的な介護。 

 

・訪問系サービスは地域生活を支える基本事業であるため、事業を実施する事業所を確保

できるように努めていきます。 

・これまで利用実績のなかった障がい福祉サービスについても、民間事業者等の事業参入

を促進し、多様な事業主体によるサービス供給体制の充実を図ると共に、兵庫県や近隣

市との連携を強化し、３障がい対応の訪問系サービスの確保に努めます。 

・障がいの状況、居宅において必要とするサービスを十分に把握し、適切なサービスを受

給できるように支援します。 

・安定したサービス供給が行えるよう、町障害者福祉センターを中心としてホームヘルパ

ーの確保とサービスの質の向上を推進します。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

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 

時間/月 380 390 400 
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（２）日中活動系サービス（２）日中活動系サービス（２）日中活動系サービス（２）日中活動系サービス    

■サービスの概要 

サービス名 内容 

生活介護 
障がい者支援施設等の施設で日中行われる入浴、排せつ、食事の介護

や創作的活動、生活活動の機会提供。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向

上のために必要な訓練の提供。 

就労移行支援 
就労を希望する人に対して、就労に必要な知識・能力の向上を図るため

の訓練の提供。 

就労継続支援 

（Ａ型＝雇用型・Ｂ型＝非雇用型） 

通常の事業所で雇用されることが困難な人に対して、就労機会の提供、

就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練の提供。 

療養介護 
医療が必要な人に対して、病院等で日中に行われる機能訓練、療養上

の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助。 

短期入所 

（ショートステイ） 

介護者の病気等によって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行

う入浴、排せつ、食事の介護。 

 

・生活介護等の日中活動の場は、障がいのある人の生活の場として、重要な場所となって

おり、医療機関が実施する短期入所事業を含めるなど、指定短期入所事業所の確保に努

めていきます。 

・NPO 法人、社会福祉法人、民間事業者等の事業参入を促進し、多様な事業主体によるサ

ービス供給体制の充実を図ります。 

・公共機関においては、障がいのある人の経済的自立を進める観点から、契約業務での優

先発注を行い、福祉的就労の充実を支援します。 

・障がい者施設におけるサービスの現状等を逐次把握し、利用者や家族への情報提供に努

めます。 

・医療ケアの必要な障がいのある人等に対するサービス基盤の整備について検討します。 

 

 

①生活介護 

・特別支援学校卒業生の受け入れ先として、利用者の増加が年々見込まれるため、必要量

を見込んでいます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

生活介護 人日/月 550 560 570 

  ※人日/月…一日に利用する人の１か月の延べ人数。 
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②自立訓練 

・自立訓練については、機能訓練、生活訓練とも制度上、利用期間が限定されていること

から、必要最小限の見込み量としています。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

自立訓練（機能訓練） 人日/月 22 22 22 

自立訓練（生活訓練） 人日/月 22 22 22 

 

 

③就労移行支援 

・平成 29 年度末における成果目標を踏まえての見込み量としています。今後も雇用後の

職場定着の支援に力を入れていきます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

就労移行支援 人日/月 155 164 173 

 

 

④就労継続支援 

・Ａ型事業については、町内在住者の利用の増加が見込まれており、必要量を計画してい

ます。 

・Ｂ型事業については、特別支援学校卒業生の受け入れ先として、また町内在住者の利用

の増加が見込まれており、必要量を計画しています。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

就労継続支援Ａ型 人日/月 61 66 71 

就労継続支援Ｂ型 人日/月 860 870 880 

 

 

⑤療養介護 

・医療が必要な重度心身障がい者（児）が対象となり、必要量を見込んでいます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

療養介護 人/月 3 3 3 
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⑥短期入所 

・今後も利用増は一定で推移するとみられており、受け入れ先の確保に努めていきます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

短期入所（福祉型） 人日/月 100 100 100 

 

 

 

（３）居住系サービス（３）居住系サービス（３）居住系サービス（３）居住系サービス    

■サービスの概要 

サービス名 内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

グループホームで夜間に行われる相談や入浴、排せつ、食事の介護や日

常生活上の援助。 

施設入所支援 
施設に入所している人に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介

護。 

 

・グループホームは、施設から地域生活への移行をめざす中で重要な居住拠点であるため、

利用者からのニーズがあると思われます。潜在的なものも含めたニーズに対応するため、

平成 29 年度末までの施設入所者の削減目標である２人分について、グループホームで

対応できるように増加をめざし、必要量を計算します。 

・施設入所については、成果目標を踏まえて減少をめざしますが、多様な生活を選択する

ことができるように、必要量以上を減少させないように確保に努めます。 

・障がい者施設におけるサービスの現状等を逐次把握し、利用者や家族への情報提供に努

めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

共同生活援助（・共同

生活介護）（グループホ

ーム・ケアホーム） 

人/月 10 10 12 

施設入所支援 人/月 16 16 16 
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（４）相談支援（４）相談支援（４）相談支援（４）相談支援    

■サービスの概要 

サービス名 内容 

計画相談支援 
障がいのある人の課題の解決や適切なサービス利用のための、サービス等

利用計画の作成。また、一定期間ごとに計画内容の見直しも行います。 

地域移行支援 

障がい者支援施設や精神科病院に入所・入院している障がいのある人

に、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出時の同行

支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 

地域定着支援 

地域生活へ移行した後の地域への定着、現に地域で生活している障が

いのある人がそのまま住み慣れた地域で生活できるように、連絡体制を確

保し、緊急時には必要な支援を行います。 

 

・平成 27 年度からは、障がい福祉サービスを利用するすべての人に計画相談支援を導入

する必要があるため、相談支援事業者の確保と共にサービス利用計画の作成を促進し、

計画的な導入に努めていきます。 

・当事者や家族等が気軽に相談できるように、情報の発信や啓発に努めます。 

・すべての利用者に適切な「サービス等利用計画」が作成されるように、職員の研修への

参加を促し、人材育成を支援します。 

・町障害者自立支援協議会を活用し、相談支援専門員との連携を強化し、事業の効率化や

担い手の確保、相談員のスキルアップに努めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

計画相談支援 人/月 20 25 30 

地域移行支援 人/月 0 1 1 

地域定着支援 人/月 0 1 1 
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（５）障がい児支援サービス（５）障がい児支援サービス（５）障がい児支援サービス（５）障がい児支援サービス    

■サービスの概要 

サービス名 内容 

児童発達支援 
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、集団生活への適応訓練を行います。 

放課後等デイサービス 
就学中の障がい児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能

力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障がい児（今後利用予定も含む）が、保育所

等における集団生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合、

その本人および保育所等のスタッフに対し、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。 

医療型児童発達支援 未就学の障がい児に児童発達支援および治療を行います。 

障害児相談支援 

上記のサービスを利用する児童に、支給決定または支給決定の変更前に

障がい児支援利用計画案を作成すると共に、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。 

 

・療育の必要な子どもや、その家族が抱える子どもの発達への不安に対応していくため、

今後も利用の増加が見込まれることから通所支援や相談支援体制の充実により必要量を

計画しています。あわせて、サービスの質の充実にも努めます。 

・保育所等訪問支援について、保育所と専門機関との連携により、障がいのある子どもが

集団生活になじめるよう支援します。 

・医療型児童発達支援について、現在町内には該当施設がありませんが、他市の受け入れ

可能な事業所への重症心身障がい者（児）の受け入れをはたらきかけます。 

・障害児相談支援については、障がい児支援サービスの充実に合わせて提供できるように

努めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

児童発達支援 人日/月 270 275 280 

放課後等デイサービス 人日/月 230 235 240 

保育所等訪問支援 人日/月 4 4 4 

医療型児童発達支援 人日/月 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 7 8 9 
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２．地域生活支援事業の見込み量と確保方策 

（１）必須事業（１）必須事業（１）必須事業（１）必須事業    

①理解促進研修・啓発事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

理解促進研修・啓発事業 
地域の住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修

会やイベントの開催、啓発活動等を行います。 

 

・障がい者ふれあい運動会 

障がいのある人とその家族、ボランティア等

が共にスポーツ・レクリエーションを楽しむ中

で仲間・いきがいづくりとして、「障がい」を乗

り越え、お互いの理解を深め合い、社会参加の

促進と生活の豊かさを広げることの一助となる

ことを目的に毎年開催しています。例年 100 名

を超える参加があります。             「魚釣りゲーム」の様子 

・地域交流活動（イナワイ） 

  障がいのある人と地域、関係機関や団体とをつ

なげる活動に取り組む団体として平成 24 年度

に結成され、今後の障がい者の啓発や交流イベン

ト活動を通じて一緒に取り組む仲間づくりを目

的としています。 

 

イベント時の参加者との交流風景 

・啓発活動事業 

町国際交流協会をはじめ、各種障がい者団体と協働で、障がい者の国際交流の一環と

して姉妹都市であるオーストラリアのバララット市と絵画作品の交換事業を実施、両市

町の作品を展示しています。 

  

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

理解促進研修・ 

啓発事業 

実施の 

有無 
有 有 有 
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②自発的活動支援事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

自発的活動支援事業 

障がいのある人やその家族、地域住民等が地域において自発的に行う活

動（ピアサポート＊、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動等）を支

援します。 

 

・障がいのある人とその家族だけではなく、地

域との交流を深めるため、ボランティア等が

共に外出し、一日を楽しむ中で仲間作りやい

きがいの場となり、社会参加の促進と生活の

豊かさを広げることの一助となることを目

的にふれあいバスツアーを毎年実施してい

ます。平成 25 年で 20 回を数えます。 

 

 

 

 

 

 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

自発的活動支援事業 
実施の 

有無 
有 有 有 

 

  

マリンピア神戸 塩づくり体験の様子 
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③相談支援事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

障害者相談支援事業 
障がいのある人やその保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報

の提供や権利擁護のための援助を行います。 

基幹相談支援センター 

総合的な相談や成年後見制度利用支援事業等を実施し、身近な地域

の相談支援事業者では対応できない個別事例への対応や、地域の相談

支援の中核的な役割を担います。 

市町村相談支援機能強化

事業 

基幹相談支援センター等への専門職員の配置や、相談支援事業者への

専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に

向けた取り組み等を実施します。 

住宅入居等支援事業 

一般の賃貸住宅への入居に支援が必要な障がいのある人等に、入居契

約の手続きの支援や生活上の課題に対して関係機関から必要な支援を

受けられるよう調整を行います。 

 

・障害者相談支援事業については、障がいのある方やその家族が安心して暮らしていける

よう支援を引き続き実施します。サービスの利用に関する支援や不安の解消・情緒安定

に関する支援や、発達障がいの方からの生活・就労相談は増加しています。今後もサー

ビス提供事業者との連携を図ると共に、利用希望者への周知に取り組みます。 

なお、平成 24 年度 1,537 件、平成 25 年度は 1,644 件の相談がありました。 

・基幹相談支援センターについても、引き続き立ち上げに向けて取り組みます。 

・住宅入居等支援事業については、地域生活への移行・定着のため、立ち上げに向けた検

討を進めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

障害者相談支援事業 か所 1 1 1 

基幹相談支援センター 
実施の 

有無 
無 無 有 

市町村相談支援機能 

強化事業 

実施の 

有無 
有 有 有 

住宅入居等支援事業 
実施の 

有無 
無 有 有 
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④成年後見制度利用支援事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

成年後見制度利用支援 

事業 

障がい福祉サービスを利用しようとする障がいのある人に、成年後見制度

の利用について必要となる経費のすべてまたは一部について補助を行いま

す。 

 

・「成年後見制度利用支援事業」は、平成 17 年度に市町村長による後見等の開始の審判請

求の要件緩和や、平成 20 年度に対象者が拡大されています。 

・成年後見制度利用支援を必要とする障がい者が、利用できるよう平成 17 年度に「猪名

川町成年後見制度に基づく町長の申立てに関する取扱要綱」を策定し、成年後見人制度

の利用が必要な障がいのある人に対して必要な情報提供等の支援を行っていきます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

成年後見制度利用 

支援事業 
件 1 1 1 

 

 

⑤成年後見制度法人後見支援事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

成年後見制度法人後見 

支援事業 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対

する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援

体制の構築等を行います。 

 

・現在までに実施していませんが、県や社会福祉協議会等の動向を注視しながら、法人後

見支援に対する理解と周知を進め、組織体制の構築に努めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

成年後見制度法人 

後見支援事業 

実施の 

有無 
無 無 有 
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⑥意思疎通支援事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 

聴覚や音声・言語機能に障がいのある人、または聴覚や音声・言語機能

に障がいのある人とコミュニケーションをとる必要のある人に対して、手話通

訳者や要約筆記者を派遣します。 

手話通訳者設置事業 
聴覚や音声・言語機能に障がいのある人とのコミュニケーションを支援する

ため、手話通訳技能を有する者を役場等に設置します。 

 

・第 3 期計画のコミュニケーション支援事業については、本計画より意志疎通支援事業に

名称が変更となります。 

・手話については、障がいのある人もない人も、共に安心していきいきと暮らすための合

理的な配慮であり、「手話は言語である」との啓発も含め、今後も必要量の確保に努めて

いきます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

手話通訳者派遣事業 
人 4 4 4 

回 85 85 85 

要約筆記者派遣事業 
人 1 1 1 

回 1 2 3 

 

 

⑦日常生活用具給付等事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、訓練用いす、訓練用ベッド等 

自立生活支援用具 入浴補助用具、特殊便器、聴覚障害者用屋内信号装置等 

在宅療養等支援用具 透析液加湿器、電気式たん吸引器、盲人用体温計等 

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、聴覚障害者用情報受信装置等 

排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ等、収尿器 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

障がいのある人の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改

修をともなうもの 
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・障がいのある人が自力で在宅生活が営めるためにも、それぞれにとって必要な日常生活

用具の給付を引き続き行います。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

介護訓練支援用具 件 3 3 4 

自立生活支援用具 件 3 3 3 

在宅療養等支援用具 件 6 6 7 

情報・意思疎通支援用具 件 4 4 5 

排泄管理支援用具 件 550 555 560 

居宅生活動作補助用具 件 3 3 4 

 

 

⑧手話奉仕員養成研修事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚に障がいのある人との交流活動の促進のため、町の広報活動等の支

援者として期待される手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を取

得した者）の養成研修を行います。 

 

・現在までに実施していませんが、人材確保の必要に応じて実施の検討を行います。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

手話奉仕員養成研修事

業 

人 

（登録者） 
0 0 1 
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⑨移動支援事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障がいのある人に、外出のための支援を行いま

す。 

 

・移動支援事業については、多くのニーズがあり、今後も増加する見込みとなっています。

障がいのある人の社会参加の促進に加え、障がい者（児）の自立に向けて、潜在能力の

向上につながる支援の充実に努めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

移動支援事業 
人 38 39 40 

時間 2,900 2,950 3,000 

 

 

⑩地域活動支援センター 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

地域活動支援センター 
主に精神障がいのある人に、創作的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を行います。 

 

・地域活動支援センターについては、平成 24 年度より事業を開始しており、今後も利用

者数の状況にあった事業の充実に努めていきます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域活動支援センター 

事業（町内） 

か所 1 1 1 

人 15 16 17 

地域活動支援センター 

事業（他市町村） 

か所 0 0 1 

人 6 6 7 
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（２）任意事業（２）任意事業（２）任意事業（２）任意事業    

①訪問入浴サービス事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

訪問入浴サービス事業 

訪問によらなければ入浴が困難な重度身体障がい者（児）を対象に、居

宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスを提供することに

より、身体の清潔の保持や心身機能の維持等を図ります。 

 

・訪問入浴サービス事業は、現状では、障がい者を対象とした提供事業者がなく、ヘルパ

ーの派遣による自宅での入浴や施設における入浴利用サービスを受けることができます。

町内のサービス利用ニーズを把握し、提供のあり方について検討を進めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問入浴サービス事業 
か所 0 0 1 

人 0 0 1 

 

 

②日中一時支援事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

日中一時支援事業 
障がいのある人の日中における活動の場を一時的に確保することにより日

常生活を支援します。 

 

・日中一時支援事業については、障がいのある人の日中活動の場や、障がい児の見守りの

場として、重要な役割を果たしており、利用が増加してきています。日中における活動

の場を確保する中で、障がいのある人の自立に向けて、潜在能力の向上につながる支援

の充実に努めます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

日中一時支援事業 
人 50 52 55 

日 1,600 1,615 1,630 
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③更生訓練費給付事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

更生訓練費給付事業 
自立支援給付事業の自立訓練給付（機能訓練）受給者に、更生訓練

費等を支給し、社会復帰の促進を図ります。 

 

・更生訓練費給付事業については、現在利用実績がありませんが、自立訓練給付事業の自

立訓練給付（機能訓練）受給により必要となるため、提供体制を整えていきます。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

更生訓練費給付事業 人 0 0 1 
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④社会参加促進事業 

■サービスの概要 

サービス名 内容 

福祉機器リサイクル事業 
車いすやベッド、ポータブルトイレ等の福祉用品に関して、修繕等を行いリ

サイクル用品として活用を図ります。 

知的障害者自立生活訓練

事業 

知的障がいのある人が家庭から自立し、グループホーム等で生活するため

に必要な自立訓練を実施し、自立生活を送るために必要な準備を整え

る場所として、知的障害者宿泊訓練所を支援することにより、知的障が

いのある人の地域での自立生活を促進します。 

緊急一時保護者事業 

保護者や家族等介護者の事情（疾病・事故・出産・冠婚葬祭・旅行・休

息等）により一時的に家庭における介護が困難となった障がい者（児）を

緊急に保護するものです。 

社会参加促進事業 

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がいのある人の体力増進や交

流、障がい者スポーツを普及するための教室等を開催するほか、点字・声

の広報の発行や自動車運転免許の取得、自動車の改造にかかる経費

の一部助成等、障がいのある人への支援により、社会参加を促進しま

す。 

 

・福祉機器リサイクル事業は引き続き、町社会福祉協議会に委託実施し、関連情報の提供

や利用者ニーズの的確な把握に努めながら事業を継続していきます。 

・知的障害者自立生活訓練事業は、グループホーム等の利用に至るまでの経過的訓練とし

て位置づけられ、2 年間の生活訓練を経て次のステップへと移行できるよう、町として

引き続き支援を図っていきます。 

・緊急一時保護者事業は、保護者相互の信頼関係の構築強化を図ると共に、より円滑な事

業展開が図れるよう努めます。 

・社会参加促進事業では、町障害者福祉センターを拠点として、これまで以上に障がいの

ある人のスポーツ・レクリエーションや文化活動等を充実させると共に、障がい者関係

団体等の意見を聞きながら、声の広報をはじめとする情報提供のあり方についても検討

します。 

■サービス見込み量 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

福祉機器リサイクル事業 か所 1 1 1 

知的障害者自立生活

訓練事業 
か所 1 1 1 

緊急一時保護者事業 人 2 2 3 

社会参加促進事業 ― 実施継続 実施継続 実施継続 
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６６６６     猪名川町障害者自立支援協議会猪名川町障害者自立支援協議会猪名川町障害者自立支援協議会猪名川町障害者自立支援協議会 

１．協議会の目的と活動 

（１）目的（１）目的（１）目的（１）目的    

本協議会は、「障がいのある人が普通に暮らせる地域」をめざし、障がい者（児）の地域

生活を支援するため、個々の障がい者（児）の幅広いニーズとさまざまな地域資源の間に

たって、複数のサービスを適切に結びつけ、調整を図ると共に、総合的かつ継続的なサー

ビス供給を確保し、さらには地域資源の改善および開発を推進することを目的としていま

す。 

平成 25 年４月に「障害者自立支援法」に代わって施行された「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（障害者総合支援法）」において、「（障害者自立支

援）協議会」の設置が明確化され、身近な地域での相談支援事業の充実と共に、各種障が

い福祉サービスの連携強化が期待されています。 

 

 

（２）沿革（２）沿革（２）沿革（２）沿革    

本町における、協議会設置までの沿革は以下のとおりとなっています。 

 

平成 19 年 

５月、７月 
設立準備会開催、運営方針（案）作成 

平成 19 年 

10 月 

自立支援協議会始動 

「教育支援部会」「就労支援部会」「生活支援部会」「権利擁護部会」の４

部会制でスタート。各部会とも４回/年の部会開催、その他に全体会を開

催。 

平成 20 年度 引き続き４部会制で実施。年間４回～６回の部会開催。その他、全体会、

部会長会等を適宜開催。 

平成 21 年度 「権利擁護部会」を「生活支援部会」に統合。年間６回の部会開催。そ

の他、全体会、部会長会等を適宜開催。 

平成 22 年度 

以降 

「教育支援部会」「就労支援部会」および「生活支援部会」の３部会制で

毎年度実施。部会等の開催回数は、従前と同じ。各部会とも地域課題の

改善に向けた協議のほか、地域住民向けの障がい者理解への啓発セミナ

ー等を毎年度計画的に実施。 
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（３）役割（３）役割（３）役割（３）役割    

中立・公平な立場で障がいのある人の自立支援、地域生活に関する協議を行いその打開

策を検討すると共に、あらゆる障害福祉に関する事項について、調査・審議し、町長に対

し提言します。 

また、協議会の下に教育・就労・生活にかかる専門部会が設置されています。 

協議会会長が指示する検討事項等の具体的な打開策、解決策について、各専門部会で協

議し、自立支援協議会（全体会）に提案します。 

教育・就労支援部会は、２か月に１回、生活支援部会は毎月１回開催されています。 

■専門部会で協議されている項目 

教育支援部会 

� 発達支援地域ネットワークの構築 

� 発達障がい者（児）の状況把握 

� 特別支援教育＊との連携 

就労支援部会 

� 就労支援ネットワークの構築 

� 障がい者雇用の推進 

� 地域資源の開発 

生活支援部会 

� 地域の福祉課題の検討・抽出 

� 困難事例の検討 

� 地域医療・防災体制の検討 

� 虐待防止および成年後見制度の検討 

    

    

（４）啓発活動（４）啓発活動（４）啓発活動（４）啓発活動    

障がいのある人の自立と社会参加、並びに地域

への障がいの理解を深めるため啓発セミナーを毎

年実施しています。 

障がいのある方のマリンバ演奏や紙芝居、授産

施設＊による物販販売、障がいにかかる相談コーナ

ー等を実施しており、100 名を超える参加者があ

ります。 

 

    

  

平成 26 年度マリンバ演奏の様子 
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○猪名川町障害者自立支援協議会に関する要綱 

平成１９年８月３０日 

要綱第４１号 

改正 平成２６年３月２７日要綱第９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づき、障害者のニーズを中心とした障害

福祉に関する諸問題を地域全体で共有し、その解決に向けた協議を行うため、障害者（児）

（以下「障害者」という。）、障害者の支援者、支援機関及び地域の代表者等（以下「支援

機関等」という。）による「猪名川町障害者自立支援協議会」（以下「協議会」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会が掌る事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 中立・公平な立場で障害者の自立支援、地域生活に関する協議を行う。 

（２） 障害者福祉に関する事項について調査、審議し、町長に対し提言する。 

（３） 相談支援体制の整備、障害福祉サービスの基盤整備、障害者計画・障害者福祉計

画の策定などに資すると共に、障害者の自立と社会参加、並びに生活の質の向上をめざ

す。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる団体等の代表者又は団体から推薦された者のうちから町長が委嘱す

る。 

（１） 相談支援事業者 

（２） 社会福祉団体 

（３） 障害者関係団体 

（４） 関係行政機関 

（５） その他町長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
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４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（部会） 

第７条 会長は、必要に応じて、専門部会を設置することができる。 

２ 専門部会は、会長が指名する委員に加え、第３条第２項に定める機関、団体の実務担当

者及びこれ以外の関係機関から推薦された者をもって構成する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、当分の間生活部福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年９月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２７日要綱第９号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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         資料編資料編資料編資料編 
 

第４期猪名川町障がい福祉計画の策定経過 

猪名川町社会福祉審議会開催状況（平成猪名川町社会福祉審議会開催状況（平成猪名川町社会福祉審議会開催状況（平成猪名川町社会福祉審議会開催状況（平成 26262626 年度）年度）年度）年度）    

 開催日 協議事項 

第１回 
平成 26 年 

７月 28 日 

第３期障がい福祉計画の検証および第４期障がい福祉計画

の概要にかかる諮問等 

第２回 
平成 26 年 

９月 22 日 

第４期障がい福祉計画にかかる障がい福祉サービス見込み

量等に関する概要を諮問 

第３回 
平成 26 年 

12 月 25 日 
第４期障がい福祉計画の素案について諮問 

第４回 
平成 27 年 

３月 17 日 

第４期障がい福祉計画のパブリックコメント結果報告およ

び最終案について諮問 

 

 

猪名川町障害者自立支援協議会開催状況（平成猪名川町障害者自立支援協議会開催状況（平成猪名川町障害者自立支援協議会開催状況（平成猪名川町障害者自立支援協議会開催状況（平成 26262626 年度）年度）年度）年度）    

 開催日 協議会区分 協議事項 

第１回 
平成 26 年 

８月、９月 
専門部会 

第３期障がい福祉計画の検証および第４期障

がい福祉計画の概要について説明 

第２回 
平成 26 年 

10 月 
専門部会 

第４期障がい福祉計画にかかる障がい福祉サ

ービス見込み量等に関する概要説明 

第３回 
平成 2７年 

３月 
専門部会 

第４期障がい福祉計画のパブリックコメント

結果報告および最終案について説明 
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猪名川町社会福祉審議会委員名簿 

 

（順不同・敬称略、任期：平成 28 年 7 月 27 日まで） 

区 分 氏 名 所  属 審議会役職 

学識経験者  梓川 一 関西学院大学 准教授 会長 

社会福祉団体 

の代表者 

 鍋谷 將 猪名川町社会福祉協議会 会長  

 角  勝美 猪名川町老人クラブ連合会 会長  

 村山 興治 猪名川町民生委員児童委員協議会 会長  

 尾川 悦子 猪名川町手をつなぐ育成会 副会長   

 坂井 征雄 猪名川町自治会長連絡協議会 会長 副会長 

 角  典子 猪名川町ＰＴＡ連合会 副会長  

 奥谷 明子 猪名川町日本赤十字奉仕団 委員長   

 秋澤 孝子 町内ボランティア活動団体実践経験者  

その他 

町長が必要と 

認めた者 

 中村 多一 川西市医師会 副会長   

 加藤 さと子 宝塚健康福祉事務所 福祉室長  

 生安 衛 川西こども家庭センター 所長  

町行政職員  松原 弘和 猪名川町生活部長  
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パブリックコメント実施結果 

（１）意見募集の概要（１）意見募集の概要（１）意見募集の概要（１）意見募集の概要    

① 意見募集方法 町ウェブサイトの掲載、福祉課で閲覧 

② 意見募集期間 平成 27 年１月 30 日～平成 27 年２月 27 日 

③ 意見の提出方法 直接持参、郵送、FAX、E メール 

 

（２）意見募集の結果（２）意見募集の結果（２）意見募集の結果（２）意見募集の結果    

以下の５件の意見がありました。 

 

１ 計画策定にあたって 

８．計画の推進および進行管理・評価  

（３）国・県等との連携 〈７ページ〉 

１ 
障害支援

区分につ

いて 

ご意見 
障害者支援区分の調査について、個々人の状態に差がある方が同じ

認定区分となっています。現行の認定区分制度に疑問を感じます 

町の 

考え方 

「障害支援区分」は、心身の状態に応じて必要とされる標準的な支

援の度合を総合的に示すものとされています。調査については、本

人・家族・支援者の意見を聴取しながら慎重に進めてまいりますと

共に、本制度の問題点について県を通じ国へ改善を要望してまいり

ます。 

 

３ 計画の基本理念と目標 

３．重点課題 〈23 ページ〉 

２ 
課題につ

いて 

ご意見 

課題について、団塊の世代の高齢化や障がい者の高齢化問題、障が

い者が 65 歳になると介護保険が優先される問題について触れてほ

しい。また、障がい者の居場所の確保に努めてほしい。課題 5 の「相

談機関や医療機関等の連携により、…」に教育機関を明記してほし

い。 

町の 

考え方 
指摘事項について記載します。 
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５ サービス見込み量と確保のための方策 

１．障がい福祉サービスの見込み量と確保方策 

（３）居住系サービス 〈32 ページ〉 

３ 

グループ

ホームに

ついて 

ご意見 

グループホーム支援について、質にも重点を置き拡充を図ってもら

いたい。 

また、知的障害者自立生活訓練事業について、グループホームと同

一の補助水準を考えていただきたい。 

町の 

考え方 

グループホーム等の居住系サービスは、利用者の立場に寄り添った

施設運営は重要と考えます。補助の拡大については、町単独での補

助拡大は困難と考えています。 

 

（５）障がい児支援サービス 〈34 ページ〉 

４ 

児童発達

支援につ

いて 

ご意見 

障がい児の療育や社会的弱者に接する教育指導等はとても重要だと

思います。障がい児や障がいを持つ家族が地域社会に自然に溶け込

める環境であれば住みよい町になると思います。 

町の考

え方 

町では平成 25 年度より言語聴覚療法・作業療法・理学療法を実施

し、児童の発達支援に取り組んでいます。幼稚園では、介護老人福

祉施設と交流を行ったり、小中学校では車いす・点字・手話等の福

祉体験活動や福祉教育講演会を行い「心の豊かさづくり」の活動を

推進しています。 

 

２．地域生活支援事業の見込み量と確保方策 

（１）必須事業 〈38 ページ〉 

５ 

成年後見

制度につ

いて 

ご意見 
親亡き後の保障として成年後見制度は重要と考えます。町として補

助等の取り組みができないか？ 

町の 

考え方 

成年後見制度は、判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう

に自己決定権の尊重を図る制度です。町では、生活保護受給者や活

用できる資産、貯金等がない方を対象に、後見人等の報酬の助成を

行っています。 
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用語解説 

【ア行】 

一般就労・・・・・・・ 福祉施設等での就労ではなく、企業等への就職、在宅での就労および自ら

の起業等による就労。 

移動支援・・・・・・・ 日常生活上の必要や社会参加のための外出や移動を手助けするサービス。 

インフォーマル・・・・・ 

サービス 

（インフォーマルケア） 

公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援（フォーマルサービ

ス）以外の支援のこと。 

具体的には、家族、近隣、友人、民生委員児童委員、ボランティア、非営

利団体（NPO）等の制度に基づかない援助等が挙げられる。 

また、本人の潜在能力にも注目し、ケアプラン（居宅サービス計画）にフ

ォーマルサービスだけではなく、インフォーマルサービスとしての利用者

本人や家族、地域等の取り組みや支援を取り入れていくことが望まれてい

る。 

応益負担・・・・・・・ 自分が受けた利益に応じたものを負担すること。特に、医療・介護・福祉

サービスで、所得に関係なく受けたサービスの内容に応じて対価を支払う

こと。医療費を一律 1 割負担とするなど。定率負担。 

応能負担・・・・・・・ 各自の能力に応じて負担すること。特に、医療・介護・福祉サービスで、

所得に応じて対価や保険料を支払うこと。また、所得に応じて租税を負担

すること。 

 

【カ行】 

グループホーム・・・・・ 保護者のいない児童や障がい者等が援助を受けながら共同生活を営む施

設。特に、少人数の知的障がい者や精神障がい者が就労しつつ、日常生活

の援助を受けて共同で生活する施設をいう。 

ケアホーム・・・・・・・・ 

 

障害程度区分（障がい者に対する介護給付の必要度を表す 6 段階の区分）

が 2 以上に該当する障がい者に対して、共同生活住居において、家事等の

日常生活上の支援に加えて、入浴・排せつ・食事等の介護を提供する施設。

2014 年 4 月からグループホームに一元化される。 

権利擁護・・・・・・・・ 利用者に不利益がないように弁護・擁護することの総称。社会福祉法にお

いては、日常生活自立支援事業、苦情解決、運営適正化委員会等が規定さ

れている。また民法では成年後見制度が規定されている。 

居宅介護・・・・・・・・ 在宅の障がいのある人の家庭にホームヘルパーを派遣し、家事援助や介

護、相談、助言等の日常生活のさまざまな援助を行うサービス。 
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高次脳機能障がい・ 

 

脳の損傷により生じる認知機能の障がい。事故による頭部外傷や脳血管障

がい等の脳の疾病、感染症や薬物・アルコールによる中毒等、さまざまな

原因によって脳が損傷を受け、言語・思考・記憶・行為等の認知機能に生

じる障がい。障がいの程度や症状の出現頻度は経過時間や環境・状況によ

って差がある。注意障がい・記憶障がい・遂行機能障がい・社会的行動障

がい等。身体麻痺をともなわない失語・失行・失認などの障がいは、気分

障がい等の精神疾患と誤認される場合もある。 

 ◆脳損傷による認知障がい者に対する社会生活支援を推進するため、平

成 13 年度（2001）から厚生労働省による高次脳機能障害支援モデル事

業が開始され、高次脳機能障がいの診断基準が明確に示された。 

 

【サ行】 

成年後見制度・・・ 

 

精神上の障がいがあり判断能力が不十分なために、財産管理や契約等の手

続きが困難な者に対し、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任

する制度。平成 12 年（2000）民法の改正により禁治産制度に代わるも

のとして設けられた。家庭裁判所が審判を行う法定後見と、本人の判断能

力があるうちに後見人を選び、委任契約を結んでおく任意後見がある。 

社会的障壁・・・・・ 障がいがある人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をいう。  

授産施設・・・・・・・ 一般就労が困難な障がいのある人を対象とし、社会生活に必要な支援を受

けながら作業活動等を行う福祉的就労の場。入所・通所の形態があり、通

所は「通所授産施設」と常時利用する人が 10 人以上 20 人未満である「小

規模通所授産施設」に細分されている。 

障害者就業・生活

支援センター・・・・・ 

地域において生活している就職や職場への定着が困難な障がいのある人

を対象に、就業およびこれにともなう日常生活、社会生活上の支援を一体

的に行う機関。 

生活介護・・・・・・・ 障がいのある人が家庭で自立した生活が送れるよう、通所によって創作活

動や機能訓練、入浴・給食サービス等を提供する事業。 

 

【タ行】 

短期入所・・・・・・・・ 

（ショートステイ） 

介護を行う家族等の病気、旅行、休養その他の理由により、障がいのある

人が介護を受けることができない場合に施設において障がいのある人を

一時的に預かり必要なサービスを提供する事業。 

地域生活支援事業 地域で生活する障がいのある人の日常生活の支援、日常的な相談への対応

や地域交流活動等を行うことにより、障がいのある人の社会復帰および自

立と社会参加の促進を図ることを目的とする事業。 

通級教室・・・・・・・・ 通常の学級に在籍する、比較的軽度の障がいがある児童生徒に対して、障

がいの状態に応じて特別な指導を行うための教室。各教科等の指導は主と

して通常の学級で行いつつ、必要に応じて各教科の補充指導を行う教育形

態。 
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特別支援教育・・・・ 障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組

みを支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニ

ーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克

服するため、適切な指導および必要な支援を行うもの。 

平成 19 年（2007 年）４月には、「特別支援教育」が学校教育法に位置

づけられ、すべての学校において、障がいのある幼児・児童・生徒の支援

をさらに充実していくこととされた。 

 

【ナ行】 

難病・・・・・・・・・・・・ 

 

原因不明の難治性疾患を総称する一般用語であるが、1972 年（昭和 47）

10 月に厚生省（現、厚生労働省）が発表した難病対策要綱によると、(1)

原因不明で治療方法が未確立であって、かつ後遺症を残すおそれの少なく

ない疾患（ベーチェット病、重症筋無力症、再生不良性貧血、悪性関節リ

ウマチ等）で、(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介

護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

の大きい疾患（小児癌(がん)、小児慢性腎炎(じんえん)、ネフローゼ、小

児喘息(ぜんそく)、進行性筋ジストロフィー、腎不全等）という、(1)医

学的立場と(2)社会的立場の両面から難病を定義している。 

ノーマライゼーション・ 

 

1950 年、バンク・ミケルセン（デンマーク）らがかかわっていた、知

的障がい者の家族会の施設改善運動から生まれた理念。障がいを持ってい

ても地域社会で普通の暮らしを実現する脱施設化等、社会環境の変革に寄

与した。国連の国際障害者年(81 年)を契機に認知度を高め、現代の社会

福祉の基本理念となった。旧来の大規模入所型施設中心の福祉サービス

は、人間性の阻害や一般社会からの隔絶を招き、障がい者の差別・排除の

構造を再生産し続けていた。その反省から、自宅やグループホームで「で

きるだけノーマルに近い生活を提供すること」を保障する社会の価値、物

理的構造、サービスを整備していく理念。障がいの有無にかかわらず平等

に人権が保障され、自己のライフスタイルが主体的に選択でき、能力・経

済効率主義にくみしない共生社会の模索でもある。自立生活運動、QOL

の概念、当事者主体の理念、在宅サービス等も、ノーマライゼーションの

思想が根底にある。 

 

【ハ行】 

ピアサポート・・・・・・・ 相談者と立場が同様である経験者（当事者）が、自らの体験に基づき、同

じような立場の相談者からの相談に応じたり、サービスを提供するなどし

て、問題の解決を図ること。 

福祉的就労・・・・・・ 障がいのある人が働くことを中心課題とした社会福祉施設等で、福祉的な

支援のある環境で仕事を行うことにより、働くことへの意欲や自信を育て

ると共に、一般就労（企業等での就労）に進み、さらに自立した生活がで

きるよう、継続的な支援を行うこと。 

ボランティア・・・・・・・ 個人の自由な意思によって金銭的対価を求めず、社会的貢献を行うことお

よびそれに携わる人のこと 
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【ラ行】 

ライフステージ・・・・・・ 人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期等のそれぞ

れの段階。家族については新婚期・育児期・教育期・子独立期・老夫婦期

等に分けられる。 

リハビリテーション・・・ リハビリと略すこともある。障がいのある人がその能力を最大限に発揮

し、自立した生活を送ることができるよう支援すること。狭義には、理学

療法士や作業療法士等専門職が実施しているものをさす。近年は、保健・

医療・福祉さらに職業に至る包括的な支援の意味で用いられる場合が多

い。例えば、急性期リハビリテーション、回復期リハビリテーション、維

持期リハビリテーション等、さまざまな種類がある。 
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住みたい 訪れたい 帰りたい ふれあいのまち「ふるさと猪名川」 
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