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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の概要 
障害者計画は、国の基本指針や障害者福祉制度、社会経済情勢の変化等を踏まえ、す

べての市民が、障害の有無にかかわらず、地域の中で互いに人格と個性を尊重し、安心

して暮らすことのできる地域社会の実現に向け、市の障害者施策を総合的かつ計画的に

推進していくためのものです。 

これまで、本市においては、国・県等の動向及び障害者の実態やニーズに対応し、障害

者福祉の向上と地域のノーマライゼーションの実現を図るため、平成２９年３月に「第

３次富岡市障害者基本計画」を策定し、在宅サービスや施設サービスの充実、社会参加

の促進等、障害者施策の総合的かつ計画的な推進に努めてきました。 

また、平成３０年３月には、障害福祉サービス等の具体的な実施計画として、障害者

総合支援法に基づく「富岡市障害福祉計画（第５期）」と、障害児支援の提供体制の整備

と円滑な実施の確保のため、児童福祉法に基づく「富岡市障害児福祉計画（第１期）」を

合わせて策定し、障害者が自らの望む地域生活を実現するための支援や、障害児支援に

対するニーズの多様化にきめ細やかに対応するための支援の充実に取り組んできました。 

本計画は、これまで本市が推進してきた上記の３つの計画を見直すとともに、社会や

地域の変化に柔軟に対応し、本市の障害者福祉施策のさらなる充実と深化を図ることを

目的として、障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、以下の３つの

計画を一体的に策定するものです。 

・第４次富岡市障害者基本計画 

・富岡市障害福祉計画（第６期） 

・富岡市障害児福祉計画（第２期） 

 

 

 

 

 

※これまでの計画策定等の経緯（平成１８年３月市町村合併による新市誕生以後） 

 平成１８年３月 富岡市障害福祉計画（第１期）策定  （計画期間３年間） 

平成１９年３月 富岡市障害者基本計画策定      （計画期間５年間） 

 平成２１年３月 富岡市障害福祉計画（第２期）策定  （計画期間３年間） 

 平成２４年３月 富岡市障害者基本計画策定（第２次） （計画期間５年間） 

         富岡市障害福祉計画（第３期）策定  （計画期間３年間） 

 平成２７年３月 富岡市障害福祉計画（第４期）策定  （計画期間３年間） 

平成２９年３月 第３次富岡市障害者基本計画策定   （計画期間４年間） 

 平成３０年３月 富岡市障害福祉計画（第５期）策定  （計画期間３年間） 

富岡市障害児福祉計画（第１期）   （計画期間３年間） 
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２ 計画策定の背景と施策の動向 
 

発達障害者支援法 

平成 16 年 12 月に「発達障害者支援法」が成立し、発達障害の早期発見・早期支援

や発達障害者の生活全般の支援が位置づけられました。また、平成 22 年 12 月の障害

者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、発達障害者がそれらの法律によるサービ

スの対象であることが明確化されました。 

 

障害者基本法改正 

平成 23 年８月に「障害者基本法の一部を改正する法律」が施行となり、目的を明確

化する観点から改正が行われました。また、地域社会における共生、差別の禁止が新た

に規定されました。 

 

障害者虐待防止法 

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害し、障害者の自立及び社会参加にとって大き

な問題であることから、その防止を目的に、「障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律）」が、平成 24 年 10 月に施行されました。 

 

障害者総合支援法 

「障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）」

が平成 25 年４月に施行（一部平成 26 年４月施行）されました。同法では、①法に基

づく総合的かつ計画的な支援の実施のために基本理念を制定、②障害者の範囲に難病等

を追加し、制度の狭間のない支援を提供、③障害程度区分を障害支援区分に改定、重度

訪問介護の対象を拡大、共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助（グループホーム）

に一元化、地域移行支援の対象を拡大、地域生活支援事業の追加等、個々のニーズに基

づいた地域生活支援体系の整備等の主な改正が行われました。 

 

障害者優先調達推進法 

障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進を目的に、「障害者

優先調達推進法（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）」が、平成 25 年４月に施行されました。 

 

障害者雇用促進法改正 

平成 25 年６月に「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」が施

行され、雇用分野における障害者差別の禁止及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に

加えることが盛り込まれました。（法定雇用率の算定基礎の見直し施行については、平成

30 年４月より施行） 
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成年後見人の選挙権回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律 

平成 25 年６月に「成年後見人の選挙権回復等のための公職選挙法等の一部を改正す

る法律」が施行され、同年７月１日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人

が選挙権及び被選挙権を有することとなりました。 

 

障害者権利条約批准 

障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）が国連総会本会議で採択され、平成 20

年５月に発効されました。我が国では、「障害者総合支援法」「障害者差別解消法」等の成

立により、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、平成 26 年１月に批准書を

寄託しました。障害者権利条約は、障害者の人権保障に関する初めての国際条約であり、

50 か条からなり、法的な拘束力があります。 

 

難病の患者に対する医療等に関する法律 

平成 26 年５月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成 27 年

１月から新たな指定難病等に係る医療給付制度が実施され、令和元年７月には対象疾患

が 333 疾患に拡大されています。 

 

障害者差別解消法 

障害を理由とする差別の解消を推進することで、すべての市民が、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

を目的に、平成 25 年６月に「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律）」が制定され、平成 28 年４月から施行されました。 

 

障害者基本計画（第４次） 

国では、東京オリンピック・パラリンピックの開催決定、「障害者権利条約」の批准や

「障害者差別解消法」の施行等を受け、平成 30 年度～令和４年度を計画期間とした「障

害者基本計画（第４次）」を策定しました。障害者基本法第１条に明記されているとおり、

「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を実現するため」の計画となっています。 

 

障害者総合支援法改正と市町村障害児福祉計画 

「改正障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律及び児童福祉法の一部を改正する法律）」が平成 28 年６月に公布、一部を除き平成

30 年４月より施行され、①障害者の望む地域生活の支援、②障害児支援のニーズの多様

化へのきめ細やかな対応、③サービスの質の確保・向上に向けた環境整備等の改正が行

われました。②に関しては、各自治体における障害児福祉計画の策定が盛り込まれまし

た。 
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障害者文化芸術活動推進法 

文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国

民が障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、またはこれを創造す

ることができるように、障害者による文化芸術活動を幅広く促進する「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 6 月 13 日に公布、施行されました。 

 

視覚障害者等読書環境整備推進法 

情報通信、その他の分野における先端的な技術等を活用して、視覚障害者等が利用し

やすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、

視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されることを目的とする「視覚障害者等の読書

環境の整備の推進に関する法律」が、令和元年 6 月 28 日に公布、施行されました。 

 

県・本市の動向 

こうした国の動きを踏まえ、群馬県では平成 30 年に「バリアフリーぐんま障害者プ

ラン７（群馬県障害者計画・第５期群馬県障害福祉計画・第１期群馬県障害児福祉計画）」

を策定し、障害の有無にかかわらず、お互いを尊重し、住み慣れた地域で自分らしく生

きる社会の実現に向けた施策を展開してきました。なお、県においては、障害者をはじ

め、誰もが生き生きと心豊かに日常生活を送り、社会活動に参加できる社会の実現を目

指して、平成 15 年３月から「人にやさしい福祉のまちづくり条例」が施行されていま

す。 

本市においては、国・県等の動向及び障害者の実態やニーズに対応し、在宅サービス

や施設サービスの充実、社会参加の促進等、さまざまな施策を推進し、障害者福祉の向

上と地域のノーマライゼーションの実現を図るため、平成 29 年３月に「第３次富岡市

障害者基本計画」が策定され、障害者施策の総合的かつ計画的な推進に努めてきました。

また、障害者の生活支援に係る「富岡市障害福祉計画」については、改定を重ねて第５期

計画を策定し、障害福祉サービスの充実に取り組んできました。さらに、障害児支援に

対するきめ細やかな支援の充実を目的とする「富岡市障害児福祉計画（第１期）」を策定

し、障害者が自ら望む地域生活を実現するための支援を充実させてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第１章 計画策定にあたって 

5 

３ 計画の位置づけ 
本計画は、障害者の自立や社会参加の支援等のために、市が取り組むべき今後の障害

者施策の基本的な考えや方向性を示すとともに、障害福祉サービスや障害児通所支援等

の提供体制の確保方策等について定めるものであり、以下の３つの計画を一体的に策定

するものです。 

・障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画（障害者基本計画）」 

・障害者総合支援法第８８条第１項に基づく「障害福祉計画」 

・児童福祉法第３３条の２０に基づく「障害児福祉計画」 

さらに、本計画は、市民や関係企業・各種団体等が、障害のある人も障害のない人も分

け隔てなく共に生きる社会の実現のため、自主的かつ積極的な活動を行うための指針と

なるものであり、本市の最上位計画である「第２次富岡市総合計画」の部門別計画とし

て、本市の上位計画・関連計画等との整合・連携を図るとともに、国及び県の関連計画と

の整合・連携を図ります。 

 

 
   

第２次富岡市総合計画

第３次富岡市地域福祉計画・

地域福祉活動計画

富岡市障害福祉プラン

第８期富岡市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画

第2期富岡市子ども・

子育て支援事業 計画

富岡市障害者活躍推進計画

群馬県

バリアフリーぐんま障害者

プラン８

第2次富岡市人権教育・啓発に関する

基本計画

富岡市避難支援プラン全体計画

富岡市新型インフルエンザ等対策行動計画

富岡市健康増進計画・食育推進計画

健康とみおか２１（第3次）

いのち支える富岡市自殺対策行動計画

富岡市地域防災計画

国

障害者基本計画（第４次）
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４ 計画の期間 
本計画の対象期間は、令和３年度から５年度までの３年間とします。ただし、計画期

間内において、国・県の方針変更、社会情勢の変化や新たなニーズへの対応等により計

画変更が必要となった場合は、必要な見直しを行う等柔軟に対応することとします。 

 

 
 

 

５ 計画の対象者 
本計画の主たる対象は、「障害者基本法」第２条、「障害者総合支援法」第４条に規定す

る「障害者」及び「障害児」（本計画においては「障害児」のみを示す場合を除き、基本的

に「障害児」を含み「障害者」と表記）とします。 

具体的には、身体障害、知的障害、精神障害に加えて、難病（国の指定する特定疾患医

療給付対象者）、高次脳機能障害、発達障害等の障害者です。ただし、具体的な施策・事業

の対象となる障害者の範囲は、個別の法令の規定等により異なります。 

本計画の主たる対象者は上記のとおりですが、障害のある人も障害のない人も分け隔て

なく共に生きる社会の実現を目指すという障害者基本法等の理念においては、あらゆる市

民の理解と協力が必要であることから、全市民を計画の対象とします。 

 

６ 計画の策定体制 
■富岡市自立支援協議会 

障害者団体、保健福祉関係者、民生児童委員及び関係行政機関（教育・雇用関係機関、

相談支援事業者、福祉サービス事業者）、学識経験者等で構成している富岡市自立支援協議

会において、市民アンケート調査による現状把握とともに、これまでの取組の評価・検証

を行い、パブリックコメントの実施を経て、最終的な計画内容を決定しました。 

  

平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

第３次富岡市障害者基本計画

富岡市障害福祉計画（第５期）

富岡市障害福祉プラン

第４次富岡市障害者基本計画

富岡市障害福祉計画（第６期）

富岡市障害児福祉計画（第２期）

障害者基本計画（第４次）国

群馬県

バリアフリーぐんま障害者プラン７

群馬県障害者計画

第５期群馬県障害福祉計画

第１期群馬県障害児福祉計画

バリアフリーぐんま障害者プラン８

群馬県障害者計画

第６期群馬県障害福祉計画

第２期群馬県障害児福祉計画

富岡市障害児福祉計画（第１期）

（～令和８年度）

富岡市
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345 353 344 295 338 

297 294 292 290 301 

496 498 510 513 467 
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

身体障害者手帳所持者数

6級

5級

4級

2級

1級

（人）

第２章 本市の障害者（児）を取り巻く現状 
 

１ 障害者手帳所持者等の状況 

（１）身体障害者手帳所持者 

  身体障害者手帳とは、「身体障害者福祉法」に定める一定以上の障害がある人に交付さ

れるものであり、障害に応じた福祉サービスを受けることができます。障害等級は、そ

の程度に応じて１級から 6 級まであります（級が小さいほど重度の障害）。 

 

■身体障害者手帳の所持者人数、等級別状況、障害別状況 

 本市の身体障害者手帳の所持者数は、平成 27 年度は 2,339 人、平成 29 年度は 2,380

人、令和元年度は 2,277 人と横ばいからやや減少傾向にあります。等級別状況について

は、割合としては重度である１・２級が半数を占めていますが、所持者数としては本市の

身体障害者手帳の所持者数と同様に、１・２級も横ばいからやや減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉課 

 

  

37.3%

37.8%

38.1%

39.3%

38.0%

14.7%

14.9%

14.5%

12.6%

14.8%

12.7%

12.4%

12.3%

12.4%

13.2%

21.2%

21.0%

21.4%

21.9%

20.5%

7.8%

7.7%

7.5%

7.6%

7.3%

6.2%

6.2%

6.2%

6.3%

6.1%

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

身体障害者手帳所持者の等級比率

1級 2級 3級 4級 5級 6級
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0.3%

0.3%

0.4%
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0.6%

50.9%

50.4%

49.9%

48.8%

47.9%

35.4%

36.0%

36.1%

36.9%

36.8%

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

障害別の比率

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語・そしゃく機能障害 肢体不自由 内部障害

45.2%

2.8%

7.7%

22.3%

66.6%

29.0%

26.1%

92.3%

21.2%

0.5%

4.8%

15.6%

14.2%

12.8%

4.0%

20.9%

22.8%

20.1%

9.7%

14.1%

7.3%

34.6%

5.3%

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

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく

機能障害

肢体不自由

内部障害

1級 2級 3級 4級 5級 6級

障害別の等級状況

■障害別の推移 

障害別では、肢体不自由がほぼ半数を占め、内部障害（※）、聴覚・平衡機能障害、視覚

障害、音声・言語・そしゃく機能障害となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉課 

 

※内部障害 

疾患等による内臓機能の障害により、日常生活活動が制限されること。「身体障害者福祉

法」では、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト

免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の永続する障害を、内部障害として定めてい

ます。 
 

■令和元年度における障害等級状況 

 視覚障害と内部障害は約７割、肢体不自由は約４割が１・２級と、重度の割合が高くな

っています。なお、音声・言語・そしゃく機能障害と内部障害には５・６級はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉課 
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療育手帳所持者の等級比率

A（重度） B（軽中度）

（２）療育手帳所持者 
  療育手帳とは、「知的障害者福祉法」等の法律に基づいた制度ではなく、1973 年当時

の厚生省通達に基づき知的障害者を対象に整備された制度であり、障害に応じた福祉サ

ービスを受けることができます。障害等級は、その程度に応じて A（重度）、B（軽中度）

等があります。 

 

■療育手帳の所持者人数、等級別状況 

 本市の療育手帳の所持者数は、平成 27 年度は 363 人、平成 29 年度は 366 人、令和

元年度は 389 人とやや増加傾向にあります。等級別状況については、割合としては A（重

度）が平成 27 年度は 36.4%、平成 29 年度は 34.2%、令和元年度は 32.6%とやや減

少傾向にあり、その分 B（軽中度）の割合が増加していますが、所持者数としては A（重

度）が横ばい、B（軽中度）が年々増加傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉課 
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（３）精神障害者保健福祉手帳所持者 
  精神障害者保健福祉手帳とは、「精神保健福祉法」に定める一定以上の障害・疾患があ

る人に交付されるものであり、障害に応じた福祉サービスを受けることができます。障

害等級は、その程度に応じて１級から３級まであります（級が小さいほど重度の障害）。 
 

■精神障害者保健福祉手帳の所持者人数、等級別状況 

 本市の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成 27 年度は 250 人、平成 29 年度

は 251 人、令和元年度は 306 人とやや増加傾向にあります。等級別状況については、割

合としては１級が平成 27 年度は 36.0%、平成 29 年度は 35.9%、令和元年度は 33.3%

と減少傾向にあり、その分 3 級の割合が増加していますが、所持者数としては１～３級の

すべてで年々増加傾向にあります。。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉課 
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２ サービスの利用状況 

（１）障害者自立支援給付事業 

障害者を支援するサービスとして、訪問系サービスの居宅介護（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、日中活動系サービスの生活介護、

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労

継続支援（Ｂ型）、就労定着支援、療養介護、短期入所、居住系サービスの自立生活援助、

共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援、宿泊型自立訓練等があります。これらの

サービスは、障害支援区分によって受けられる給付が決定される介護給付、障害支援区分

にかかわらずサービス内容に適合すれば給付が受けられる訓練等給付に分けられ、さらに

補装具の支給等があります。 

また、サービスの利用等において計画的な支援を必要とする障害者を対象に、相談支援

を行っています。 

主なサービスの利用状況は、次のとおりです。 

 

① 障害福祉サービス等 

（件/年） 

事業名 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

介護給付 

居宅介護 501 430 461 92.0% 

重度訪問介護 0 0 0 - 

同行援護 65 90 83 127.7% 

行動援護 47 47 36 76.6% 

重度障害者等包括支援 0 0 0 - 

療養介護 60 60 60 100.0% 

短期入所 96 92 120 125.0% 

生活介護 1,473 1,435 1,440 97.8% 

生活介護基準該当 12 12 4 33.3% 
施設入所支援 
施設入所（特定障害者特別給付） 873 871 862 98.7% 

共同生活介護 0 0 0 - 

訓練等給付 

自立訓練（機能訓練） 0 7 15 - 

自立訓練（生活訓練） 50 51 24 48.0% 

宿泊型自立訓練 0 0 11 - 

自立生活援助 0 0 0 - 

共同生活援助（グループホーム） 753 727 768 102.0% 

就労継続支援（Ａ型） 13 15 48 369.2% 

就労継続支援（Ｂ型） 624 706 742 118.9% 
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就労移行支援 214 243 225 105.1% 

就労定着支援 0 18 64 - 

地域相談支援給付等 

計画相談支援 506 536 655 129.4% 

地域移行支援 0 0 0 - 

地域定着支援 0 0 0 - 

※件数は、各月請求時における利用者数の合計 

 

② 自立支援等医療費 

（件/年） 

事業名 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

更生医療 16 22 20 125.0% 

育成医療 6 9 5 83.3% 

療養介護医療 5 5 5 100.0% 

精神通院医療 555 580 549 98.9% 

※件数は、各月請求時における利用者数の合計 

 

③ 身体障害者（児）補装具扶助 

（件/年） 

項目 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

交付 修理 交付 修理 交付 修理 

視覚 3 0 1 0 3 0 

聴覚 24 5 24 8 13 12 

肢体 25 16 24 19 34 16 

合計 52 21 49 27 50 28 

 

（２）地域生活支援事業 

障害者が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援するために、地域生

活支援事業を実施しています。 

地域生活支援事業には、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、

成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、

地域活動支援センター事業等の「必須事業」と、市町村が任意に行うことができる「任意

事業」があります。 

主なサービスの利用状況は、次のとおりです。 

 

① 日常生活用具給付等事業 

（件/年） 

項目 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

介護・訓練支援用具 4 4 3 75.0% 
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自立生活支援用具 7 7 4 57.1% 

在宅療養等支援用具 4 2 3 75.0% 

情報意思疎通支援用具 12 4 3 25.0% 

排泄管理支援用具 868 947 956 110.1% 

住宅改修費 2 2 3 150.0% 

合計 897 966 972 108.4% 

 

② 移動支援 

                            （人/年） 

項目 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

利用者数 48 52 59 122.9% 

 

③ 地域活動支援センター 

                     （人/年、件/年） 

センター名 項目 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

つくし学園 登録者数（人） 13 13 14 107.7% 

みのり※（相談 

支援業務含む） 

登録者数（人） 74 73 74 100.0% 

相談支援数（件） 2,859 3,011 2,793 97.7% 

プレパレ※ 登録者数（人） 15   - 
※の施設は富岡・甘楽圏域での共同委託。人数については富岡市の実績。 

 

④ 福祉タクシー扶助 

                               （人/年、枚/年） 

項目 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

申請者数（人） 56 63 66 117.9% 

利用枚数（枚） 1,068 1,067 1,092 102.2% 
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（３）障害児通所支援等 

障害児等を支援するサービスとして、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デ

イサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援等があります。 

また、サービスの利用等において計画的な支援を必要とする障害児を対象に、相談支援

を行っています。 

主なサービスの利用状況は、次のとおりです。 

 

① 障害児通所支援給付 

（件/年） 

事業名 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

放課後等デイサービス 866 943 1004 115.9% 

児童発達支援 48 101 165 343.8% 

保育所等訪問支援 9 14 27 300.0% 

障害児相談支援 167 195 206 123.4% 

※件数は、各月請求時における利用者数の合計 
 

（４）その他の障害者福祉事業 

  障害者の地域生活や社会参加を支援し、障害福祉を増進するため、各種手当の支給や

障害者団体等の活動に対する助成等を実施しています。 

主なサービスの利用状況は、次のとおりです。 

 

① 各種手当支給 

                                   （人/年） 

 

 

 

 

 

 

  

手当名 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対平成 29

年度比率 

特別障害者手当 33 35 37 112.1％ 

福祉手当 1 1 1 100.0% 

障害児福祉手当 23 25 23 100.0% 
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３ アンケート調査結果から見る現状と課題 
 

（１）調査の目的 
本市では、これまで「自立した生活を支援し、地域社会に参加・参画できるまちづく

り」を基本方針とした「富岡市障害者基本計画」を策定し、さらに障害者・障害児に対す

るサービス提供等の具体的な実施計画として「富岡市障害福祉計画」と「富岡市障害児

福祉計画」を策定し、これらの計画に基づいて障害福祉施策の推進を図ってきました。 

障害福祉計画及び障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき３年ごとに見直すことと

なっており、「第４次富岡市障害者基本計画」、「富岡市障害福祉計画（第６期）」及び「富

岡市障害児福祉計画（第２期）」の策定（３つの計画を「富岡市障害福祉プラン」として

一体的に策定）に向け、策定の基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。 

 

（２）調査の概要 
①調査の実施期間 

令和２年７月１日（水）～ 令和２年７月３１日（金） 

②実施方法 

郵送による発送、回収 

③調査対象者及び回収率等 

アンケート区分 対象者 発送数 回収数 有効数 有効回収率 

障害者向け 市内在住の障害者手帳所持者 1,000 622 622 62.2% 

一般向け 市内在住の 18 歳以上の一般市民 1,000 475 475 47.5% 
 

（３）調査結果の概要 
■障害者手帳の内訳（障害者向けアンケート調査） 

手帳区分 所持者数（人） 

身体障害者手帳 449 

療育手帳 95 

精神障害者保健福祉手帳 93 
 

  ■年齢別の内訳 

  《障害者向けアンケート調査》      《一般向けアンケート調査》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.9%

4.7%

5.0%

5.5%

8.2%

9.3%

21.2%

24.9%

14.6%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40%

10歳未満
10歳代
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代

80歳以上
無回答

0.6%

4.0%

4.8%

3.6%

5.3%

24.2%

27.2%

30.1%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

無回答
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51.9%

6.4%

18.2%

16.2%

1.9%

5.3%

52.2%

7.8%

16.1%

18.1%

2.0%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常生活はほぼ自分で行えるし、外

出も一人でできる

家の中での生活および外出は、見守

りや声かけがあれば一人でできる

家の中での生活および外出は、一部

の支援があればできる

日常生活すべてに支援を要し、自分

の力では外出できない

その他

無回答

令和２年 平成28年

《障害者向けアンケート調査結果》 
 

①健康状態と日常生活 

 ・あなたの健康状態と日常生活の動作はいかがですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※前回調査（平成 28 年）同様、半数の人が日常生活はほぼ自分で行えると回答してい

ます。 

 

②障害の機能回復や社会復帰・自立訓練（リハビリテーション）をどのようなところで受

けていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※前回調査（平成 28 年）同様、受けている人が半数を占め、施設や病院で受ける人が

多い状況です。 

 

 

  

12.9%

12.7%

9.8%

6.3%

5.5%

3.5%

1.9%

52.6%

4.8%

10.5%

14.1%

10.1%

4.2%

3.8%

2.0%

3.5%

54.4%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

福祉施設（地域活動支援セン

ター等含む）

近くにある病院・診療所

総合病院・大学病院

リハビリ専門の病院

その他

特別支援学校

自宅での訪問リハビリ

受けていない

無回答

令和２年 平成28年
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8.8%

14.7%

11.8%

2.9%

5.9%

14.7%

8.8%

26.5%

0.0%

0.0%

0.0%

2.9%

2.9%

10.0%

20.0%

5.0%

5.0%

5.0%

20.0%

0.0%

30.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

小学校（普通学級）

小学校（特別支援学級）

特別支援学校小学部

中学校（普通学級）

中学校（特別支援学級）

特別支援学校中学部

高等学校

特別支援学校高等部

専門学校

高等技術専門校

大学

その他

無回答

令和２年 平成28年

83.0%

80.9%

79.9%

79.4%

79.3%

77.2%

75.4%

71.9%

67.0%

67.0%

38.3%

37.6%

32.2%

28.1%

27.3%

26.5%

26.0%

24.1%

22.0%

19.5%

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

福祉タクシー利用券の交付

日中一時支援事業（登録介護者事業）

グループホーム

移動支援

ショートステイ（短期入所）

ホームヘルプサービス（居宅介護）

日常生活用具の給付

相談支援事業

通所サービス（生活介護、就労継続支援

等）

補装具の交付・修理

利用していない 利用したい

③障害福祉サービスの利用状況と利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「福祉タクシー利用券の交付」や「日中一時支援事業」等は、８割以上の人が利用し

ていませんが、4 割の人がそれらのサービスを利用したいと回答しています。 

 

④【就学中の障害児】 

・平日の昼間、主にどこで過ごしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※今回調査の回答者数は 34 人、前回調査（平成 28 年）の回答者数は 20 人です。高

等学校への就学が増加しています。  
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33.8%

25.2%

14.4%

7.2%

4.3%

0.0%

9.4%

5.8%

18.2%

33.3%

21.2%

7.1%

1.0%

0.0%

15.2%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40%

正規の社員、職員

臨時雇い、パート、アルバイト

自営業・自由業

家族従業員（家業を手伝っている）

内職

縁故採用されている（職親制度利

用）

その他

無回答

令和２年 平成28年

39.5%

20.9%

14.0%

9.3%

7.0%

11.6%

20.9%

11.6%

56.5%

21.7%

13.0%

4.3%

8.7%

8.7%

13.0%

17.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

今の保育所や幼稚園、学校に満足している

周囲の人の障害に対する理解が不足している

支援体制や施設・設備が整っていない

保育や授業の内容が、個々の障害の程度に配慮した

ものになっていない

他の児童・生徒とふれあう機会が少ない

その他

特にない

無回答

令和２年 平成28年

⑤【就学前、就学中の障害児】 

・通園・通所・通学上で感じることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「今の保育所や幼稚園、学校に満足している」と回答した人が前回に比べ減少し、「保

育や授業の内容が、個々の障害の程度に配慮したものになっていない」と回答した人

が増加しています。 

 

⑥【就学中以外】で仕事をしている方（会社、自宅、就労継続支援 A、B）の雇用形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※前回調査（平成 28 年）に比べ、「正規の社員、職員」と回答した人が、大幅に増加し

ています。 
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26.0%

22.5%

21.5%

10.5%

3.9%

8.8%

6.8%

24.5%

19.1%

23.0%

9.8%

4.5%

10.6%

8.5%

0% 10% 20% 30%

ほとんど毎日

週に３～５日程度

週に１～２日程度

月に２～３日程度

年に数回程度

ほとんど外出しない

無回答

令和２年 平成28年

41.1%

37.8%

33.2%

31.3%

27.8%

26.1%

25.4%

22.8%

21.2%

18.3%

13.8%

2.8%

9.0%

31.4%

35.6%

33.4%

32.1%

30.4%

25.0%

23.6%

20.3%

20.6%

20.5%

15.6%

12.3%

1.5%

11.5%

33.3%

0% 20% 40% 60%

事業主や職場の人たちの障害に対する理解

障害の状態にあわせた働き方を認めること

企業等が積極的に障害者雇用を行うこと

働く場のあっせんや相談窓口の充実

生活できる給料がもらえること

障害に配慮した施設・設備が整っていること

通勤手段の確保

仕事についてからの相談やサポート体制

職場の指導員や指導体制が整っていること

仕事をするための訓練・研修の機会の充実

就労支援者の職員養成

その他

特にない

無回答

令和２年 平成28年

⑦障害のある人が仕事をするためには、どのような環境が整っていることが大切について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「事業主や職場の人たちの障害に対する理解」や「障害の状態にあわせた働き方を認

めること」といった職場環境の整備に対する回答が多くなっています。 

 

⑧外出回数はどのくらいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外出頻度はやや増加傾向にあり、半数近くの人が「週３～５日程度」「ほとんど毎日」

と回答しており、一般の人とほぼ変わらない状況にあります。 
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43.9%

27.2%

22.0%

21.5%

14.8%

19.9%

16.4%

3.5%

18.2%

17.2%

43.4%

26.8%

23.3%

16.6%

9.8%

15.3%

15.3%

3.0%

20.1%

17.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

参加しやすいような配慮

障害のある人自身や家族の積極性

利用しやすい施設への改善

移動しやすい交通機関や道路への改

善

広報や福祉教育の充実

支援ボランティアの充実

移動支援や行動支援の周知

その他

特にない

無回答

令和２年 平成28年

28.8%

20.8%

19.2%

14.9%

14.7%

14.3%

13.0%

10.1%

6.9%

3.0%

14.3%

23.8%

26.1%

22.2%

15.4%

14.2%

17.1%

11.1%

10.7%

7.6%

6.2%

4.3%

14.0%

25.1%

0% 10% 20% 30% 40%

支援者がいないと外出できない

建物の入口や内部の段差や階段

公共交通機関が利用しにくい

道路の段差、歩道が狭い、障害物がある

障害のある人が利用できるトイレが少ない

障害のある人が利用できる駐車場が少ない

意思疎通が思うようにできない

お金の支払いや券売機の利用ができない

道順や施設の案内板等の表示がわかりにくい

係員にバリアフリー教育ができていない

その他

無回答

令和２年 平成28年

⑨外出する際、特に不便に感じることについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※前回調査（平成 28 年）同様、「支援者がいないと外出できない」「建物の入口や内部の

段差や階段」と回答した人の割合が多くなっています。 

 

⑩積極的な社会参加のためには、どのようなことが必要ですか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設の改善や移動の利便性といったハード面も重要ですが、「参加しやすいような配慮」 

「自身や家族の積極性」といったソフト面に対する回答が多くなっています。 
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51.8%

40.2%

25.9%

28.6%

25.4%

20.4%

10.0%

3.7%

10.9%

11.7%

44.6%

30.4%

19.3%

31.3%

22.6%

14.8%

9.3%

3.0%

16.0%

12.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

避難しやすい避難場所の確保

避難時の設備（トイレ等）の整備

日頃から避難方法の情報提供を行う

地域で助け合える体制の整備

避難時の支援者等を確保する

緊急通報システムを整備する

避難訓練等に参加できるようにする

その他

特にない

無回答

令和２年 平成28年

⑪・障害があることで差別や嫌な思いを ・日常生活において差別や偏見を感じる（た） 

する（した）ことがありますか。   ことはありますか。 

     [令和 2 年] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回調査においては、「嫌な思いをする（した）ことがある」と回答した人が約 4 割に

も上り、「日常生活で差別や偏見を感じる」と回答した人は約 2 割います。 
 

⑫災害時等の緊急避難に備えて、今後どのような対策が必要だと思いますか。（複数回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※避難しやすい場所や避難所の設備等、障害者に配慮した避難所対策に対する回答の割

合が多くなっています。 
 

 

 

 

 

  

ある

18.8%

少しある

21.1%ない

46.5%

無回答

13.7%

5.8%

13.8%

46.0%

22.8%

11.6%

5.5%

16.1%

47.4%

17.1%

13.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

よく感じる

ときどき感じる

ほとんど感じたことはない

わからない

無回答

令和２年 平成28年
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46.1%

40.0%

39.7%

32.5%

30.1%

29.4%

28.0%

27.2%

26.5%

22.5%

21.5%

20.4%

18.5%

17.5%

15.3%

13.5%

2.6%

7.2%

11.7%

45.3%

35.6%

33.6%

29.5%

24.6%

24.5%

26.3%

24.0%

18.1%

18.3%

17.6%

20.0%

17.1%

14.6%

15.3%

11.6%

1.2%

7.7%

16.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

年金・手当の充実

障害や障害のある人への理解を深めるための教育・啓発の推進

保健や医療の充実

福祉に関する相談支援体制の充実

災害時の避難等の救援体制の確保

福祉に関する情報提供の充実

障害のある人が住みやすい住宅の確保や居住環境の改善・整備

建物や交通機関、道路等の障害のある人に配慮したまちづくりの推進

就労の援助や雇用の機会の確保

障害のある仲間が集える場所の確保

障害のある児童の療育・教育の充実

参加しやすい学習・文化活動、スポーツ・レクリエーション活動の充実

ホームヘルプ等の在宅福祉サービスの充実

社会参加・交流機会の充実

グループホーム等の地域生活支援事業の充実

ボランティア活動の推進

その他

特にない

無回答

令和２年 平成28年

⑬「成年後見制度」の活用について 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ※半数近くの人が、将来必要になったら活用したいと回答しています。 

 
⑭暮らしやすいまちづくりのために、どのような施策が重要かについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「年金・手当の充実」といった生活や経済的な視点に対する回答とともに、「障害や障

害のある人への理解を深めるための教育・啓発の推進」といった社会的な面に対する

回答も多くなっています。 

 

 

 

  

1.6%

44.9%

39.1%

14.5%

1.7%

45.9%

36.4%

16.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

すでに活用している

今は必要ないが、将来必要になったら活用

したい

活用したいとは思わない

無回答

令和２年 平成28年
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《一般向けアンケート調査結果》 
 

①障害のある人への差別・偏見について、どのように思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※半数の人が「以前より改善されていると思う」と回答していますが、２割の人が「以

前と変わらないと思う」、２割近くの人が「わからない」「差別・偏見について考えた

ことがない」と回答しています。 

 

②近所に住む障害のある人等に対する支援について、どのように考えていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※「地域住民でできるだけ支援すべきだ」回答した人の割合が多くなっていますが、前

回調査（平成 28 年）に比べ、「何をどうすればいいのかわからない」「自分のことが

精一杯で余裕がない」と回答した人がやや増加しています。 
 

  

50.3%

22.7%

1.5%

19.6%

5.9%

46.5%

29.8%

2.1%

14.7%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

以前よりも改善されていると思う

以前と変わらないと思う

以前よりもひどくなっていると思う

わからない。障害のある人への差

別・偏見について考えたことがない

無回答

令和２年 平成28年

15.8%

29.3%

30.1%

10.5%

3.2%

1.5%

9.7%

17.1%

25.4%

27.5%

16.3%

2.7%

2.9%

8.1%

0% 10% 20% 30% 40%

地域住民でできるだけの範囲での支援す

べき

地域住民でできるだけ支援すべきだが、

何をどうすればいいのかわからない

地域住民でできるだけ支援すべきだが、

自分のことが精一杯で余裕がない

国や県・市やボランティアなどが主に支

援すべきである

障害者の支援に関心がない

その他

無回答

令和２年 平成28年
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（４）現状と課題のまとめ 

①偏見や差別の解消 

 障害者向けアンケート調査によると、「障害があることで差別や嫌な思いをしたことがあ

る」と回答した人が約４割、「日常生活において差別や偏見を感じられる」と回答した人が

約２割います。また、一般向けアンケート調査によると、障害者への差別・偏見について、

半数の人が「以前よりも改善されていると思う」と回答したのに対し、「以前と変わらない

と思う」と回答した人も約２割います。 

 障害のある人とない人のかかわり合う機会が増えることで、さまざまな状況の人がお互

いに理解し合っていけるような「共生社会」の実現に向け、学校教育や市民への啓発等を

促進していく必要があります。 

 

②「親亡き後」の生活にかかわる環境整備 

 障害者向けアンケート調査によると、「親亡き後」の生活にかかわる不安に対する意見が

多く寄せられました。介護する側である親、介護される側である子の双方から、「今は良い

が介護者がいなくなった場合にどうしたら良いかわからなく心配である」という意見があ

り、今後の生活において大きな不安要素となっていることがわかりました。これらの状況

に対応し、緊急時等の支援を実施する体制整備や、安心して暮らし続けられる環境づくり

が強く求められています。 

 

③災害時の避難等緊急対応 

 障害者向けアンケート調査によると、災害時の緊急避難で必要な対策として、「避難しや

すい避難場所の確保」と回答した人が、半数以上を占めています。次いで「避難時の設備

（トイレ等）の整備」「日頃から避難方法の情報提供を行う」と回答した人が多くなってい

ます。 

 被災リスクが高い地域や孤立のおそれのある地域の避難行動要支援者への対応や情報収

集、視覚障害者や聴覚障害者等の障害種別による伝達手段や避難方法等の対策等、地域全

体での事前の準備やルール化を図る必要があります。また、避難所設営では、視覚、聴覚、

知的障害等の障害種別や、車いすの使用の有無等による配慮が必要です。市の空き家情報

等の幅広い情報の活用も含め、障害者が利用しやすい避難所の確保等について、さらに検

討を進めていく必要があります。 

 

④保健・医療サービスの整備 

 障害者向けアンケート調査によると、健康管理や医療について困ることや不便に思うこ

ととしては、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」「近所に診てくれる医師

がいない」「医療費の負担が大きい」という回答が多くなっています。公立富岡総合病院・

七日市病院を中心とした各医療機関と連携した広域医療体制の充実と、通院手段の確保等

のさらなる充実が求められています。 
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⑤就労機会の向上と職場環境の改善 

 障害者向けアンケート調査によると、就労している人（就労支援、就労継続支援 A 型・

B 型等含む）は 17.1%で、前回調査（平成 28 年）に比べ、雇用形態が正社員という人の

割合が 2 倍近くに増加しています。収入（月収）については、10～15 万円という人が最

も多く（21.2%）、20 万円以上という人は 24.3%となっています。 

 また、「障害者が仕事をするためにはどのような環境が整っていることが必要か」という

設問については、「事業主や職場の人たちの障害に対する理解」が 33.5％と最も多くなっ

ています。市民や企業・事業者に対して、障害の有無にかかわらず共に働くことの意義の

理解促進を図ることや、障害者が就労可能な職種の掘り起こしや相談支援体制のさらなる

充実が求められています。 

 本市においても、障害者雇用の推進における取組として、職員採用の拡大や、障害者就

労施設からの優先的な物品調達等を、さらに積極的に実施していく必要があります。 

 

⑥日常生活や外出の際の支援等 

 障害者向けアンケート調査によると、日常生活における動作については、ほぼ半数の人

が見守りや声かけ、何らかの支援が必要と回答しています。手伝いや支援が必要な生活動

作としては、食事づくり、掃除、買い物、外出や通院、お金の管理について半数以上の人

が必要と回答しています。 

 また、外出する際に不便と感じることについては、「支援者がいないと外出できない」「建

物の入り口や内部の段差や階段」「公共交通機関が利用しにくい」という回答が、比較的多

くなっています。日常生活においては、市やボランティアの支援だけでなく、地域住民に

よる助け合いが最も必要という回答が多くなっています。本市では、公共施設におけるバ

リアフリーの推進や交通・移動に対する支援を推進してきましたが、さらなる内容の充実

が求められています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本方針 

本市では、第２次富岡市総合計画において基本目標５「だれもが健やかに安心して暮

らし続けられるまち」、第２期富岡市総合戦略において基本施策３－２「誰もが安心して

暮らし続けられる地域づくり」を掲げ、「地域福祉の充実」「尊重し合い、支え合うまちづ

くり」を目指してきました。 

さらに、これまでの第３次富岡市障害者基本計画においては、障害の有無によって分

け隔てられることなく、誰もが相互に人格と個性を尊重し合うノーマライゼーションの

理念のもと、「自立した生活を支援し、地域社会に参加・参画できるまちづくり」を基本

方針として掲げ、障害者が自立した生活を送るとともに地域社会に参加・参画できるま

ちづくりを目指してきました。 

本計画においても、本市の上位計画とこの基本方針のもと、障害者が住み慣れた地域

で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の基本的視点 

 本計画においては、次の３つを計画の基本的視点と位置づけ、その実現を目指します。 

 

障害者の自主性を尊重し、社会参加を進める地域づくり 
一人ひとりが自分らしく自立して暮らしながら、積極的に社会に参加していける地域

社会を目指します。 

 

お互いの理解を促進する共生社会づくり 
ノーマライゼーションの理念の浸透と普及を図り、障害や障害者への誤解・差別を解

消し、あらゆる人々の障害や障害者への相互理解や交流の促進を目指します。 

 

安心・安全の環境づくり 
あらゆる人々が生活や移動に不自由を感じることなく、また身の危険を感じることな

く暮らせる環境を目指します。 

 

  

自立した生活を支援し、地域社会に

参加・参画できるまちづくり
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３ 基本目標と施策の体系 

これまでの取組みの検証・見直し、市民ニーズ、意識等を踏まえ、基本方針「自立した

生活を支援し、地域社会に参加・参画できるまちづくり」を推進するための基本目標と、

それに対応する主要な施策を、次のとおり設定します。 

 

 
基本方針 
 

基本目標               施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立した生活を支援し、地域社会に参加・参画できるまちづくり 

１．共生社会実現の推進 （１）差別解消及び権利擁護の推進 

（２）相談支援の充実と体制の強化 

２．安心・安全な 

まちづくりの推進 
（１）防犯対策の強化 

（２）安心・安全な生活環境の整備 

（３）交通・移動対策の推進 

（４）防災対策の推進 

３．保健・医療体制の 

充実 
（１）一次予防の推進と乳幼児期の障害 

   の早期発見に向けた取組 

（２）地域医療・リハビリテーションの充

実 

（３）保健医療の経済的負担軽減の支援 

４．就労及び職場定着の

促進 
（１）就業の支援 

（２）福祉施設での就労支援 

（３）職場定着の促進と事業所の理解促進 

５．障害児福祉と教育の

充実 
（１）障害児へのきめ細やかな支援の推進 

（２）学校教育の体制づくりと推進 

６．生活支援サービスの

充実 

（１）経済的負担軽減の支援 

（２）福祉サービスの充実 

７．地域社会への参加と 

自立の推進 
（１）障害者への正しい理解の啓発 

（２）地域福祉活動の推進 

（３）社会活動参加の促進 

８．情報・意思疎通支援

の充実 
（１）障害者の利用に配慮した情報発信 

（２）意思疎通支援の充実 
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４ 計画の推進体制 
障害者をはじめ、難病患者や高齢者、生活困窮者等、さまざまな課題を抱える人が、「制

度の狭間」の問題で適切な支援を受けられないことがないように、医療機関や介護事業所、 

NPO 等の関係機関から、地域住民や関係団体、行政等の多様な主体が一体となって、包括

的な支援体制の構築を図ります。 

 

（１）関係機関、近隣市町村、地域との連携 
・関係機関との連携 

障害者の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営されているも

のが少なくありません。このため、国や県の障害者福祉に係る動向を注視しつつ、密接な

連携を図りながら施策の推進に努めます。 

また、地方公共団体の責務として、市民のニーズを的確に把握しながら、利用者本位の

より良い制度に向けて、国や県に対し必要な要望を行うとともに、行財政上の措置を要請

していきます。 

・近隣市町村との連携 

地域の限られた社会資源を生かし、障害者の生活支援ニーズに対応するため、サービス

提供・施設等の広域利用等について、富岡・甘楽圏域における定住自立圏構想を念頭に近

隣市町村との連携を図り、取組を推進します。 

・地域との連携 

市民や関係機関との連携をより一層強め、それぞれの役割を検討しつつ、計画の実現に

向けて取り組んでいきます。特に、医療・教育・雇用・施設関係者や市民等、さまざまな

立場からの参画を得て開催されている富岡市自立支援協議会と連携し、地域ネットワーク

の強化や地域の社会資源の改善、地域関係機関の連携のあり方等について検討していきま

す。 

 

（２）自立支援協議会の運営 
障害者の生活支援ニーズと実際のサービスを適切に結びつけるには、行政、サービス事

業所、さらには雇用分野、教育分野等の関係者による支援のためのネットワークを構築し

ていく必要があります。そのため、本市では、ネットワークの中核的役割を果たす機関と

して富岡市自立支援協議会を設置しています。 

協議会を通じて、関係機関との情報交換をはじめ、障害者を取り巻く現状や課題を把握

するとともに、サービス提供の連絡・調整や課題の検討を行い、支援の充実を図ります。 

 

（３）サービスの質の向上と供給体制の確保 
・事業者への支援 

サービスの質の向上と安定した供給体制を確立するため、サービスの担い手となる事業

者に対し、県や社会福祉協議会等と連携し、技術・知識の向上を目的とした情報提供や支

援を行います。 

・人材確保・資質向上の支援 

より質の高い福祉サービスを充足させるためには 、専門人材の確保が必要であることか

ら、社会福祉士、相談支援専門員等の専門人材の確保を支援します。 
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また、障害者へのサービス提供に従事する人は、障害の特性や障害のある人のことを正

しく理解し、本人の気持ちに寄り添うことが大切です。さまざまな障害者に適切な対応が

できるように、福祉関係者、ボランティア等のさらなる資質の向上を図ります。 

 

（４）計画の進行管理 
本計画の進行管理にあたっては、PLAN（計画）、DO（実行）、CHECK（評価）、ACTION

（改善）を繰り返すマネジメント手法である「PDCA サイクル」の理念を活用し、計画の

速やかな実行を図るとともに、評価と改善を十分に行うことで、実効性のある計画を目指

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

計画策定（Plan）

目標を設定して、実現する

ための計画を立てます。

実行（Do）

目標達成に向けて各種

取組を実行します。

評価（Check）

取組状況と達成状況を把握し、

評価を行います。

改善（Action）
評価に基づき、計画の改

善を行います。
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５ SDGs を踏まえた計画推進 
2015（平成 27）年９月の国連サミットにおいて、国際社会全体の 2030（令和 12）

年までの持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals エス ディ ジ

ーズ）が採択されました。本市でも「第２次富岡市総合計画」の中期基本計画に SDGs を

位置づけ、17 の開発目標と各施策の対応を示しています。また、2019（令和元）年 12

月には、職員への理解浸透及び市民、企業、団体等への普及啓発のため、「富岡市 SDGs 推

進本部」を設置するとともに「富岡市 SDGs 取組方針」を定め、SDGs の実現に向けて全

庁的に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本市独自の取組を象徴するロゴマーク 

 

SDGs は「誰も置き去りにしない」ことを根底にしており、「第２次富岡市総合計画」

の中期基本計画において本計画が該当する主要な施策「地域福祉の充実」では、このう

ち以下太枠（17 のうち 10）の開発目標への対応が位置づけられています。 

本計画では、「第４章 施策の展開」の中で、この開発目標と本計画における基本目標

及び施策の対応を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：外務省・内閣府 
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貧困をなくそう 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自治
体において、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな
支援策が求められています。 

 

飢餓をゼロに 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産等の食料生産の支援を行うことが可能
です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生
産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。 

 

すべての人に健康と福祉を 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持
に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であると
いう研究も報告されています。 

 

質の高い教育をみんなに 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に大きいと
いえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における
自治体行政の取組は重要です。 

 

ジェンダー平等を実現しよう 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社会
システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合
を増やすのも重要な取組といえます。 

 

働きがいも経済成長も 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与すること
ができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善す
ることも可能な立場にあります。 

 

人や国の不平等をなくそう 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を
吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。 

 

住み続けられるまちづくりを 

包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政職員
にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の
果たし得る役割は益々大きくなっています。 

 

平和と公正をすべての人に 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの市民の参
画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。 

 

パートナーシップで目標を達成しよう 

自治体は公的／民間セクター、市民、NGO／NPO 等の多くの関係者を結びつけ、パートナー
シップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主
体の協力関係を築くことは極めて重要です。 

資料：「私たちのまちにとっての SDGs（持続可能な開発目標）-導入のためのガイドライン- 2018 年３月版」 
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 
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第４章 施策の展開 

１ 共生社会実現の推進 

  

すべての市民が、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向けた取組を推進します。 

特に、障害者の差別解消については、「障害者差別解消法」が平成 28 年４月から施行さ

れたことを受け、本市では、「市職員対応要領」を定めるとともに、不当な差別的取扱いの

禁止と障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うように努

めています。 

また、障害者が生涯を通じて心豊かな充実した生活を実現するために、相談体制や権利

擁護等の日々の生活にかかわる支援に、引き続き取り組みます。 

 

（１）差別解消及び権利擁護の推進 

現状と課題 

 ・権利擁護については、十分な自己決定や意思表示が困難な障害者が、人権や財産に対

する侵害を受けることのないように、成年後見制度の利用支援や、権利擁護体制の確

立、相談体制の充実が求められています。 

 ・市では、人事課と福祉課の連携により、差別解消や権利擁護のための職員研修を実施

していますが、今後も継続的に研修を行い、全職員へのさらなる周知・啓発が求めら

れます。 

・日常生活自立支援事業は、利用者、相談者ともに年々増加しており、今後も引き続き

増加することが予想されるため、一層推進して行く必要があります。また、個人情報

保護の観点から早期に潜在的な利用者を見つけることが難しいことに加え、本事業で

どこまで支援していくべきか、今後検討していく必要があります。 

 ・障害者向けアンケート調査結果では、約４割の方が「障害があることで嫌な思いをす

る（した）ことがある」と回答しており、社会全体で差別解消に取り組む必要があり

ます。 

・一般向けアンケート調査結果では、障害のある人への差別・偏見について、「以前より

改善されている」との回答が半数を占める一方、依然として２割以上の人が「以前と

変わらない（以前と変わらず差別・偏見がある）」と回答しており、障害者の差別偏見

の解消に向けて啓発活動等の取組を続ける必要があります。 

・障害者向けアンケート調査結果では、障害等により判断能力が十分ではない人の財産

等の権利を守る「成年後見制度」について、「今は必要ないが、将来必要になったら活

用したい」と回答した人が 44.9％いるのに対し、「名前を聞いたことはあるが、くわ

しくは知らない」と回答した人が 45.3％おり、さらなる制度の周知を図る必要があり

ます。また、制度を利用する際の費用の支援も充実が求められています。 
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施策・事業 

①差別解消の推進 

障害者差別解消法に基づき、職員に対しては、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮

を提供するよう必要な研修を行うほか、市民に対しては、市広報紙・市ホームページ等に

おける周知・啓発等、さらなる差別解消の推進に取り組みます。 

主な担当部署【人事課/福祉課】 

 

②成年後見制度利用支援事業（地域生活支援事業） 

成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者・精神障害者等に対して、成年後見

制度の利用を促進し、成年後見制度の申し立てに要する経費（登録手数料、鑑定費用等）

及び後見人等の報酬の全部または一部を助成します。成年後見制度については、制度の理

解・利用促進のため、さらなる制度の周知を図るとともに、関係機関と連携し、より利用

しやすい・安心して利用できる体制づくりを推進します。 

※成年後見制度とは 

認知症や知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な人に対して、不動産や預

貯金等の財産管理、介護等のサービス、施設への入所に関する契約及び遺産分割の協議

等について支援し、財産や権利等を保護する制度です。 

主な担当部署【福祉課/高齢介護課】 

 

③日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な人の福祉サービスの利

用援助や日常的金銭管理、書類等の預かり等の日常生活の相談及び支援を行います。 

実施主体【富岡市社会福祉協議会】 

 

④地域自立支援協議会の推進 

障害者の地域生活を支援するため、富岡・甘楽圏域の自立支援協議会における活動・連

携を促進し、今後も定期的に協議を行い、「障害者に対する支援のシステムづくり」「事例

検討」「相談体制づくり」等を進めます。 

主な担当部署【福祉課/健康推進課】 

 

⑤虐待防止対策の推進 

障害者に対する虐待防止や虐待発生時の早期対応等について地域自立支援協議会や関係

機関と連携し、虐待防止対策を強化します。また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に

対する支援等に関する法律」に基づき、障害者虐待の通報窓口設置や相談支援を強化する

等を目的とした「障害者虐待防止センター」を強化します。さらに、地域の見守り体制を

強化し、虐待通報機能の強化等、地域における防止対策を推進します。 

主な担当部署【福祉課/健康推進課】 

 

（２）相談支援の充実と体制強化 

現状と課題 

 ・令和２年 10 月、地域の障害福祉に関する相談支援における中核的な役割を担う機関

として、富岡・甘楽圏域に基幹相談支援センターを設置しました。今後は、基幹相談

支援センターを中心として、相談支援のさらなる充実と体制強化が望まれます。 

・障害者向けアンケート調査結果では、本市の障害福祉施策について求めるものとして、

「福祉に関する相談支援体制の充実」と回答した人が 32.5％となっており、相談支援
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体制の充実が求められています。本市においては、相談支援事業として近隣市町村及

び事業所と連携して相談支援を実施していますが、保健・医療・福祉・介護等の関係機

関との連携を強化し、さらなる相談支援体制の充実を図る必要があります。 

・障害者向けアンケート調査結果では、「親亡き後」の生活にかかわる不安に対する意見

が多く寄せられました。介護する側である親、介護される側である子の双方から、「今

は良いが介護者がいなくなった場合にどうしたら良いかわからなく心配である」とい

う意見があり、今後の生活において大きな不安要素となっていることがわかりました。

これらの状況に対応し、緊急時等の支援を実施する体制整備や、安心して暮らし続け

られる環境づくりが強く求められています。 

 

施策・事業 

①庁内の相談体制の充実 

庁内の各窓口が連携し、障害者に対するきめ細やかな対応に努めます。また、年々増加

している障害福祉関係の手続き・申請・受付・相談業務に対応するため、担当職員の増員・

増強を図り、障害福祉サービスの提供を行います。 

主な担当部署【福祉課/こども課/健康推進課】 

 

②基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業（地域生活支援事業） 

基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業所等において、社会福祉士、精神保健

福祉士等の専門職による福祉サービス利用等の相談支援体制を継続して確保するとともに、

地域における保健・医療・福祉・介護等を含む包括的な支援を実施できる体制づくりを推

進します。また、各地域に身近な障害者相談員を設置し、幅広い相談支援体制を継続して

確保します。 

主な担当部署【福祉課/高齢介護課/健康推進課】 

 

③児童相談所等との連携強化 

児童相談所等や市内各団体との連携を密に行い、相談員の状況等の情報共有を促進する

等、相談援助を充実します。 

児童相談所と連携し、巡回・相談体制の充実を図るとともに、適切な療育サービスを提

供できるように、関係機関との連携強化を図ります。 

主な担当部署【こども課】 

 

④地域生活支援拠点事業 

 障害者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者が住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるように、障害者を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ること

を目的とした事業です。 

障害者の介護者等が疾病等のやむを得ない事情で、緊急的に介護をすることができなく

なった場合等に、基幹相談支援センターを中心に緊急的な支援を実施します。また、地域

生活支援拠点事業の実施には、「緊急時を作らない」ための事前の利用登録支援や、短期入

所施設等の事業所との連携が欠かせないことから、関係機関とのさらなる連携強化を図り

ます。 

主な担当部署【福祉課】 
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２ 安心・安全なまちづくりの推進 

  

地域社会において障害者が安心・安全に生活していくためには、障害福祉サービスの充

実や人材の育成等の各施策体系に基づきさまざまな事業を展開することに加え、段差や階

段をはじめとした生活環境の整備、移動に関する支援、防災・防犯対策、これまで取組の

あった分野についてもより積極的なバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進が求めら

れています。 

特に、近年の障害者支援施設における痛ましい事件や自然災害等の経験から、障害特性

に配慮した防災・防犯対策等、障壁（バリア）のないまちづくり・環境づくりの推進が重

要です。災害発生時に迅速に避難・支援するための緊急避難・支援体制を整備するととも

に、緊急時に円滑に通報ができる防犯体制や交通安全の取組を推進します。 

 

（１）防犯対策の強化 

現状と課題 

・近年、障害者支援施設における痛ましい事件が発生しており、障害者支援施設をはじ

めとした社会福祉施設における安全確保を徹底する必要があります。 

 ・本市においては、市内全域で防災無線やとみおかインフォメールを活用し、防犯の情

報等を発信していますが、今後は社会福祉施設等における安全確保等も強化していく

必要があります。 

 

施策・事業 

①社会福祉施設の安全確保の徹底 

各施設に対する管理・防犯体制等の強化への呼びかけや社会福祉施設の安全対策会議の

開催に努めるとともに、施設及び警察等関係機関との協力・連携体制を整備します。 

主な担当部署【危機管理課】 

 

②防犯体制の強化 

社会的弱者を狙った犯罪等が多発していることから、地域、行政、関係機関等の連携に

より、障害者に対する防犯体制を強化します。 

主な担当部署【危機管理課】 

 

（２）安心・安全な生活環境の整備 

現状と課題 

 ・本市庁舎においては、全フロアバリアフリー化実施済みで、行政棟・議会棟共にエレ

ベーター、多目的トイレを設置済みです。また、案内板、誘導サイン、トイレ等にユ

ニバーサルデザインを取り入れ、誰もが利用しやすい庁舎となるよう努めています。 

 ・庁舎以外の行政施設及び文化施設では、バリアフリー化やエレベーターの設置が済ん

でいない施設もあり、すべての公共施設において誰もが使いやすい環境づくりを進め
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る必要があります。 

 ・既存の公園を再整備する際には、ユニバーサルデザインの遊具やトイレを設置してい

ます。しかし、再整備には多額の費用が必要なため、すべての公園の更新には長い期

間を要しますので、誰もが使いやすい公園となるよう効率的な更新を図っていくこと

が求められます。 

 ・無電柱化を推進し、安心・安全な歩行者空間の整備に取り組むとともに、道路改良事

業での歩道の新設や改良等を実施していますが、工事には、沿線の合意形成、多額の

費用がかかる等の課題があります。 

・障害者向けアンケート調査結果では、多くの人々が利用する公共施設等は障壁が取り

除かれつつありますが、外出時の問題について、「建物の入口や内部の段差や階段」と

回答した人が 20.8％と、他の項目に比べて高い割合となっており、さらなる安心・安

全な環境づくりが求められます。 

 

施策・事業 

①バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

不特定多数の人が利用する公共施設等について、バリアフリー・ユニバーサルデザイン

をさらに推進します。 

主な担当部署【財産活用推進課/都市計画課】 

 

②エレベーターの設置 

多くの人が利用する行政施設及び文化施設に、エレベーターの設置を推進します。 

主な担当部署【財産活用推進課】 

 

③歩道等の整備の推進 

エスコートゾーンの整備等、誰もが安全に歩ける歩道等の整備を推進し、安心・安全な

まちづくりを推進します。 

無電柱化をさらに推進するとともに、波打ち形状のため歩行者等の円滑な移動に支障が

あり転倒する事例も発生しているマウンドアップ型の歩道を、安全かつ円滑に移動できる

ようにセミフラット型の歩道に改良する等、安心・安全な歩行者空間の整備に取り組みま

す。 

主な担当部署【都市計画課/道路建設課】 

 

④障害者の駐車スペースの利用確保 

市内大型量販店・スーパーマーケット及び公共施設に設置してある障害者用駐車スペー

スについて、障害者優先利用への理解を市広報紙等により、積極的に求めていきます。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑤障害者用トイレ設置の推進 

市公共施設における障害者用トイレの設置を推進します。 

主な担当部署【財産活用推進課】 

 

⑥福祉のまちづくりの推進 

群馬県が制定した「人にやさしい福祉のまちづくり条例」を推進します。 

主な担当部署【建築課】   
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（３）交通・移動対策の推進 

現状と課題 

・障害者が地域社会の中で自分らしく自立して生活していくためには、「移動しやすく活

動しやすい」まちであることは重要なことであり、障害の種類や特性に配慮した環境

整備や、外出の支援が求められています。 

・障害者向けアンケート調査結果では、外出時の問題について、「支援者がいないと外出

できない」が 28.8％と最も高い割合となっており、福祉サービスにおける移動支援

（地域生活支援事業）等の充実とともに、交通・移動対策の推進が求められています。 

 

施策・事業 

①福祉タクシー事業 

タクシーを利用する場合、運賃の一部（基本料金）を補助します。（１年間で 30 枚） 

主な担当部署【福祉課】 

 

②福祉車両貸出事業 

車椅子使用者が介助者と外出する場合、車椅子のまま乗車できる福祉車両を貸出します。

（富岡市社会福祉協議会に業務委託） 

主な担当部署【福祉課】 

 

③障害者用福祉車両借上費給付事業 

障害者の団体が、活動として行うスポーツ大会、交流会及び会議等に参加または出席す

る場合において、車椅子使用者が同行する場合、福祉車両の借上げ費について、全部また

は一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

④車椅子無料貸出 

市民を対象に、概ね一か月を限度に車椅子を貸し出します。 

実施主体【富岡市社会福祉協議会】 

 

（４）防災対策の推進 

現状と課題 

・近年、甚大な被害を及ぼす自然災害等が各地で発生しており、障害者支援施設をはじ

めとした社会福祉施設における安全確保を徹底する必要があります。また、地域にお

いても、災害発生時に迅速に避難・支援するための緊急避難・支援体制を整備し、有事

の際により有効な支援ができるように関係者の連携体制を強化する必要があります。 

 ・本市においては、市内全域で防災無線や防災ラジオ、とみおかインフォメールを活用

し、防災の情報等を発信していますが、今後は社会福祉施設等における安全確保等も

強化していく必要があります。 

・本市庁舎においては、行政棟・議会棟共に１階フロアに点字ブロックを設置済みで、

市役所敷地内にも設置されています。また、視覚障害者等が異変をいち早く察知する

ことができるように、火災時には避難を促す自動音声が流れる等、誰もが利用しやす
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い庁舎となるよう努めていますが、聴覚障害者のためのフラッシュランプ等の設置が

不足している等、今後さらに整備を進める必要があります。 

・耐震改修促進計画に基づき、対象建築物を調査し耐震化を進めていますが、個別訪問

等の耐震化のための直接的な働きかけを増やし、一層の耐震化の推進する必要があり

ます。また、耐震改修工事にかかる費用は多額のため、改修工事の低コスト化が求め

られており、県と合同で改修業者の技術向上等に取り組んでいます。 

・障害者向けアンケート調査結果では、災害時における対策について、「避難しやすい避

難場所の確保」「地域で助け合える体制の整備」「避難時の設備（トイレ等）の整備」と

の回答が他の項目と比べて高い割合となっており、避難方法や避難所におけるハード・

ソフト両面の不安に対する意見が多く寄せられています。こうした点を中心に、障害

者や高齢者をはじめとする「避難行動要支援者」の避難に対応するための避難支援体

制づくりが求められます。 

 

施策・事業 

①避難行動要支援者対策の推進 

在宅かつ家族による避難支援が困難な障害者の救護対策と実施体制は、「富岡市避難支援

プラン全体計画（避難行動要支援者支援対策ガイドライン）」に基づき、行動します。特に、

福祉避難所等の障害者が利用しやすい避難場所の確保や、地域で助け合える体制づくりを

推進します。また、国の防災行政においても、要配慮者の避難についての検討が進めれら

ており、市においても必要な措置を実施していきます。 

主な担当部署【危機管理課/福祉課】 

 

②障害者が利用しやすい避難場所確保の推進 

 福祉避難所等の障害者が利用しやすい避難場所の確保や、障害者が使い慣れた障害福祉

サービス事業所の有事における避難所利用（施設の特性の活用）等、地域や事業所等との

さらなる連携による支援体制づくりを推進します。 

主な担当部署【危機管理課/福祉課】 

 

③避難誘導装置設置の推進 

今後、建設する公共施設においては、非常時における障害者向け避難誘導装置の設置を

推進します。 

主な担当部署【財産活用推進課】 

 

④災害対策を踏まえた住環境整備の推進 

耐震診断の結果、耐震性の不足する住宅の所有者等である障害者向けに、耐震シェルタ

ーの設置に対する補助を実施する等により、耐震シェルター設置を推進します。また、耐

震改修促進計画に基づた対象建築物の調査等により住宅等の耐震化を進めていますが、個

別訪問等の耐震化のための直接的な働きかけを増やし、地震時に避難路を閉塞する可能性

のある建築物等を中心に、一層の耐震化の推進を図ります。 

主な担当部署【建築課】 
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３ 保健・医療体制の充実 

  

脳血管疾患や糖尿病等の生活習慣病は障害の原因や悪化の要因となることが考えられま

す。これらの疾病の早期発見・早期治療により、障害の軽減及び自立の促進、疾病予防に

つながります。そのためにも、健康診査や各種がん検診、日頃の健康づくりのための健康

教育や健康相談等の推進を図ることが、保健・医療の視点から重要となります。 

今後も引き続き、受診者数の増加に向けた取組を行っていくとともに、障害の原因とな

りやすい生活習慣病の予防や健康づくりの推進により、早期に適切な保健医療サービスが

受けられるような体制の整備を図り、障害者が安心して生活できるように努めます。 

 

（１）一次予防の推進と乳幼児期の障害の早期発見に向けた取組 

現状と課題 

・脳血管疾患や心疾患、糖尿病等の生活習慣病が高齢期の障害の主たる原因と考えられ

るため、健康診査や各種がん検診等の保健事業の施策を充実し、一次予防等健康づく

りを一層推進するとともに、障害者が安心して治療を受けられる診療体制の整備が引

き続き求められます。 

・妊娠期においては、胎児が母体を介してさまざまな影響を受けやすい時期であり、妊

娠中の母体の健康と胎児の健全な発育のための健康管理が求められます。また、新生

児期においては、特に先天的な疾患について、早期発見のシステムの充実と強化が望

まれます。さらに、乳幼児期においては、心身の機能が発達する一方で、病気や異常を

きたしやすい時期のため、乳幼児期の健康診査や相談・指導等の母子保健事業を充実

し、障害の早期発見に努め、早期対応につなげていくことが必要となります。 

・各種健診等の受診率が低いため、向上のための取組を進める必要があります。 

・健康相談・訪問指導等の充実のため、特定健康診査実施後に結果相談会を行い、指導

が必要な人には、さらに特定保健指導、健康教育等を実施し、重点事業として糖尿病

重症化予防事業を実施しています。また、市民の健康づくりとして、各種健康教室、健

康講座、啓発事業等を実施していますが、特定保健指導等を受ける割合が低いので、

さらなる取組が求められます。 

 

施策・事業 

①健康診査・各種がん検診等の実施 

障害の予防、障害の重度化を防ぐように、生活習慣病等の早期発見・早期治療をするた

めの特定健康診査や各種がん検診等を実施します。また、各種検診等の受診率向上のため

の対策（モデル地区・個別通知・受けやすい体制づくり等）を、積極的に実施していきま

す。 

主な担当部署【健康推進課】 

 

②健康相談・訪問指導等の充実 
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障害の重度化を防ぐよう、生活習慣や健康増進等の指導を充実します。 

特定保健指導等の受診率向上のため、さらなる勧奨を行うとともに、生活習慣病等にお

ける市の健康課題を検証し、特に重点課題に対する指導を充実します。また、健康増進事

業を継続・充実し、参加しやすい事業を実施します。 

主な担当部署【健康推進課】 

 

③乳幼児健康診査等の実施 

病気や心身の発育・発達の遅れを早期に発見できるように、先天性股関節脱臼検診、乳

幼児健康診査（乳児、１歳６か月児、３歳児）、乳幼児健康相談、乳幼児訪問等を実施し、

医療や必要な支援につなげていきます。 

主な担当部署【健康推進課】 

 

④母子保健事業での支援 

幼児期の健康診査等で、発達等が気になる未就学児の保護者に対し、助言や指導を行い、

不安の解消を図るため専門的な相談（心理相談、言語相談等）や「あそびの教室」、「マザ

ー＆チャイルド（群馬県事業）」の活用を促し、療育の支援を行います。 

さらに、こども課、教育委員会、県保健福祉事務所、その他の関係機関と連携し、必要

な支援につなげます。 

主な担当部署【健康推進課】 

 

（２）地域医療・リハビリテーションの充実 

現状と課題 

・リハビリテーションについては、障害者や高齢者が、住み慣れた地域で安心・安全に

生活していくためには、寝たきりや要介護状態にならないように、地域で適切なリハ

ビリテ－ションが提供されることが必要であり、そのための体制整備を図るとともに、

関係者や関係機関が協力して、地域リハビリテ－ションを推進していく必要がありま

す。 

・広域医療体制の確保については、富岡市甘楽郡医師会、富岡甘楽歯科医師会、富岡地

域医療企業団、県保健福祉事務所等と連携・協議し、医療の確保や体制づくりを行っ

ていますが、小児科や産婦人科、一部の専門的診療医が少ない状況です。今後も関係

機関と協議・連携し、さらなる広域医療体制の確保を図る必要があります。 

・発達障害者の支援については、幼児発達支援事業（巡回型相談）等により、保育施設等

の集団生活の中で発達が気になる子どもに必要な対応についての助言等を行うととも

に、必要に応じて専門的な支援につなげています。また、就学までの切れ目のない支

援を実施するため、保育施設等の関係機関と連携を強化していく必要があります。 

・障害者向けアンケート調査結果では、健康管理や医療での困ったことについて、「専門

的な治療を行っている医療機関が身近にない」「近所に診てくれる医師がいない」とい

った身近な医療についての要望が多く寄せられています。こうしたことから、富岡・

甘楽地域の拠点病院である公立富岡総合病院・七日市病院を中心として、市民が安心

できる医療体制を維持するとともに、広域医療体制のさらなる強化が望まれます。 

 

施策・事業 

①自立支援医療 
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障害者の心身の障害状態の軽減を図り、自立した日常生活を過ごしてもらうため、適切

な医療及びリハビリテーションの充実を図ります。 

主な担当部署【福祉課】 

 

②福祉医療制度 

障害者の保険診療に係る自己負担分（食事療養費に係る標準負担を含む）を市が負担し

ます。 

主な担当部署【国保年金課】 

 

③広域医療体制の強化 

富岡・甘楽地域の拠点病院である公立富岡総合病院・七日市病院を中心に、かかりつけ

医等の各医療機関と連携した広域医療体制をさらに強化することで、市民が安心できる医

療体制の確保とともに、身近に医療・診療を受けることができる医療環境づくりを目指し

ます。 

主な担当部署【健康推進課】 

 

④難病施策の推進 

難病に対する正しい知識の普及・啓発に努め、難病患者等が医療を受けながら、安心し

て地域で暮らしていけるように、関係機関と情報を共有し、連携を強化します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑤発達障害者支援の推進 

発達障害は早期発見と科学的根拠に基づいた教育・療育が重要となるため、専門的な研

修を実施し、地域の人材育成を推進します。 

主な担当部署【福祉課/健康推進課/こども課】 

 

⑥医療的ケア支援の推進 

障害の特性や状況に応じた医療的ケアを実施できるように、各医療機関や訪問看護事業

者等との連携を強化し、医療的ケアを必要とする障害者に対する取組を推進します。 

主な担当部署【福祉課/健康推進課/こども課】 

 

（３）保健医療の経済的負担軽減の支援 

現状と課題 

 ・医療的ケアを含め、保健医療を継続的に必要とする障害者は多く、今後も持続的な医

療負担の軽減や通院等の支援が必要であるが、近年、更生医療をはじめとした医療費

給付が増大しており、今後の予算確保等が大きな課題となっています。 

・障害者向けアンケート調査結果では、健康管理や医療についての困ったこととして「医

療費の負担が大きい」との回答が 8.4％となっています。保健医療サービスを受ける

にあたり、患者の経済的負担は大きな課題であり、その負担軽減が望まれます。 

 

施策・事業 

①自立支援医療（更生医療） 

身体上の障害を軽減・回復させ、日常生活能力等を改善するための医療（心臓手術、人

工透析、じん臓移植手術、人工関節置換術等）に対して、医療費の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 
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②自立支援医療（育成医療） 

身体に障害のある児童（将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む）に対して、

障害を除去、軽減させ、日常生活能力等を改善させるための医療（口蓋裂等形成術、ペー

スメーカー埋込み手術、腎臓移植等）への医療費の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

③自立支援医療（精神通院医療） 

精神科等に継続して通院する場合、その医療費の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

④福祉医療給付 

重度心身・高齢重度障害者に対して、医療費の一部負担を給付します。 

主な担当部署【国保年金課】 

 

⑤じん臓機能障害者通院交通費補助 

じん臓機能障害者（市民税非課税者）が、人工透析を受けるため医療機関へ通院し、交

通費を支払った場合、交通費の一部を補助します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

  



第４章 施策の展開 

43 

４ 就労及び職場定着の促進 

  

障害者が積極的に就労し、また仮に離職したとしても「やり直し」が可能な支援の仕組

みをつくることが重要であるため、障害の有無にかかわらず共に働くことの意義について

すべての市民へ理解浸透を促す取組、さらには、企業や本市の活性化につながる取組を進

めます。 

障害者の就労を促進するためには、受入企業の理解・協力が重要となります。平成 28 

年の障害者雇用促進法改正による雇用分野における障害者差別の禁止や、事業者の合理的

配慮の提供等をはじめ、障害者雇用や職場環境整備に関する制度について啓発を続けると

ともに、障害者が就労可能な職種の開発や相談の充実を図るため、関係機関との連携を推

進します。 

また、一般就労をする上での必要な知識や能力の向上のための機会や生産活動等の機会

の提供により、一般就労に向けた活動を支援します。 

さらに、「障害者優先調達推進法」により、国や地方公共団体等は障害者就労施設等から

の優先的な調達に努めることとされており、さらなる障害者の自立促進を図ります。 

 

（１）就業の支援 

現状と課題 

 ・障害者の雇用を取り巻く環境は厳しさを増しているが、トライアル雇用や職場実習・

体験を拡大し、企業・事業者の理解・協力の促進、受入態勢確保への取組の促進等の

事業者へ対するアプローチと、障害者の就労体験機会の確保により障害者本人が自分

に合った仕事・職場かどうかを判断し、継続した就労をするための障害者に対するア

プローチの両方を図る必要があります。 

・障害者向けアンケート調査結果では、障害者の雇用形態について、前回の調査よりも

正規社員・職員の割合が増えた一方、臨時雇い・パート・アルバイトの割合は減少して

います。ただ、昨今の雇用情勢の中で、障害者雇用を取り巻く環境は依然として厳し

い状況であり、障害者の就労環境を改善するため、ハローワークや障害者就業・生活

支援センター等と連携した雇用や就労への支援が求められます。 

 

施策・事業 

①関係機関との連携事業 

ハローワークや障害者就業・生活支援センター等と連携し、障害者及び雇用者等それぞ

れの立場における職種や就労形態のニーズを把握し、雇用・就労を促進するほか、就業支

援ワーカーによる相談を行います。 

主な担当部署【福祉課/産業振興課】 

 

②トライアル雇用・職場実習の促進 

事業者が障害者を試行雇用し、相互理解と雇用へのきっかけづくりを行います。また、

実習奨励金の導入等により職場実習・体験等の機会確保を図ります。 
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主な担当部署【福祉課/産業振興課】 

 

③資格取得の支援 

就労に有効な資格の取得について、積極的な呼びかけによる情報提供等を行います。 

主な担当部署【福祉課/産業振興課】 

 

④正規雇用の拡大 

障害者雇用を検討している企業等に対し、正規雇用の拡大を呼びかけるとともに、ハロ

ーワークや障害者就業・生活支援センターと連携し、正規雇用の際の支援を行います。 

主な担当部署【福祉課/産業振興課】 

 

⑤企業を交えた福祉の情報交換の機会促進 

就労移行支援事業所、ハローワーク等の障害者就労支援機関と、障害者雇用を検討して

いる企業を交えた情報交換の機会づくりを検討します。 

主な担当部署【福祉課/産業振興課】 

 

（２）福祉施設での就労支援 

現状と課題 

・障害者の自立や就労機会の拡大、及び障害のある生徒の卒業後の主体的な社会参加を

図るため、福祉施設等での職業能力の向上及び福祉的労働とともに、教育部門、福祉

部門、労働部門の密接な連携のもと、福祉的就労から一般就労への移行を引き続き支

援していく必要があります。 

 

施策・事業 

①就労移行支援【訓練等給付】 

一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

②就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型【訓練等給付】 

一般企業等での就労が困難な障害者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向

上のために必要な訓練に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 
 

③障害者就労施設への積極的な発注 

障害者優先調達推進法に基づき、市から障害者就労施設等へ積極的に発注を行います。 

主な担当部署【福祉課】 

 

（３）職場定着の促進と事業所の理解促進 

現状と課題 

・障害者の雇用については、就労時のみならず、職場の定着や仕事の継続といった就労

後において問題が指摘されており、就労後の切れ目のない支援も必要となります。 

・障害者向けアンケート調査結果では、障害者雇用における環境について求めるものと
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して、「事業主や職場の人たちの障害に対する理解」「障害の状態に応じた働き方を認

めること」といった職場環境の改善の割合が特に大きく、受け入れる職場の環境整備

や障害者雇用に関する制度の普及・啓発が求められます。さらに、障害者を受け入れ

る事業所や個々の状況に合った職が少ないため、障害者がそれぞれの状況に応じて就

労できるように、関係機関と連携を図り、職場定着と事業所の理解の促進を図ってい

くことが必要となります。 

 

施策・事業 

①就労アフターケア体制の充実 

就労の継続を図るため、諸問題等について、ハローワークや障害者就業・生活支援セン

ター等と連携し、解決のための相談を行います。 

主な担当部署【福祉課/産業振興課】 

 

②障害者雇用の啓発 

「障害者雇用支援月間」の周知等の障害者雇用に関する啓発や、障害者がそれぞれの状

況に応じた就労環境で継続して就労することができるように、障害者に対するさらなる理

解促進を図ります。 

主な担当部署【福祉課/産業振興課】 

 

③ジョブコーチ派遣の推進 

障害者が職場に適応できるように、企業内ジョブコーチの増員及び職場への派遣に関す

る支援の充実を働きかけます。ジョブコーチとは、障害者の就労にあたり、個々の特性や

できることとできないことを事業所に伝達する等、障害者が円滑に就労できるように職場

内外の支援環境を整える役割を果たします。 

主な担当部署【福祉課/産業振興課】 
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５ 障害児福祉と教育の充実 

  

障害のある幼児や児童の能力を引き出し、最大限に伸ばしていくため、本人の意向を尊

重しつつ、障害の特性をしっかりと踏まえたきめ細やかな教育が望まれます。そのため、

希望すれば誰もが地元で共に育ち、学ぶことができる環境整備や、教職員や保育士、介助

員等の障害に対する理解や接し方をより一層高めます。 

 

（１）障害児へのきめ細やかな支援の推進 

現状と課題 

・身近な地域で療育支援が受けられる体制の整備を図るため、保健、医療、福祉、教育等

の関係機関の連携を一層強化し、障害のある子ども及びその保護者に対する一貫した

相談支援を行うことが必要となります。 

 ・障害児支援においては、保育所の受け入れ体制も大きな課題に挙げられます。各関係

機関において、障害のある子どものいる保護者が、早期から教育相談や指導を受ける

ことができるよう支援体制の充実が求められています。 

 ・障害児保育については、通所や集団保育が可能な障害児は、認定こども園、保育所等

（17 か所）において、障害児の特性に十分配慮して、健常児との混同により保育を実

施しています。 

 ・障害児保育の相談については、乳幼児健康相談、各種健康診査、家庭訪問等で、保健

師等が相談を受けていますが、早期からの教育相談や指導を受けることができるよう

に、さらなる相談体制の充実が望まれます。 

 ・あそびの教室（月１回）や、心理相談、言語相談を実施しており、必要な支援につな

げています。 

 ・令和元年 11 月、富岡・甘楽圏域に児童発達支援センターを設置しました。児童発達

支援センター・事業所とは、未就学の障害児に対し、通所により、日常生活における

基本的動作の指導、知的技能付与、集団生活への適応訓練を行う施設で、センターは

地域の中核的役割を担います。 

 ・障害者向けアンケート調査結果では、通園や通所、通学上で感じることとして「周囲

の人の障害に対する理解が不足している」との回答が 20.9％あり、障害のない児童と

の交流を深める機会を増やす等により、社会全体での障害に対する理解や接し方の改

善が求められています。 

 

施策・事業 

①障害児保育の推進 

障害児の特性や医療的ケアの必要性等に十分配慮して、障害のない児童との交流を深め

られるように、障害児保育を推進します。さらに、周囲の障害に対する理解を深めるため

の啓発や環境づくりに取り組みます。集団保育が望ましいと判断される障害のある乳幼児

等に対して、発達段階に応じた保育教育機会の提供ができるように、認定こども園、保育

所等とさらなる連携強化を図っていきます。 
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主な担当部署【こども課】 

 

②障害児保育の相談 

保育所や幼稚園に入所・入園していない児童、心身の発達に遅れがある児童及びその保

護者を対象に、保健師、看護師による保健相談及び研修等を行います。 

主な担当部署【健康推進課/こども課】 

 

③心身障害児集団活動・訓練事業 

学齢期の心身障害児にリハビリや言語訓練等の指導を行い、社会への適応能力を育成し

ます。 

主な担当部署【福祉課】 

 

④あそびの教室 

心身の発達に不安がある幼児や家族等を対象に、あそびを中心とした教室の開催や心理

相談等を行います。 

主な担当部署【健康推進課/こども課】 

 

⑤ことばの相談 

ことばの遅れ、発音等について専門的な相談を行います。 

主な担当部署【健康推進課/こども課】 

 

⑥児童発達支援センターを中心とした支援体制の強化 

児童発達支援において地域の中核的役割を担う児童発達支援センターを中心に、未就学

の障害児に対する支援体制を強化します。 

主な担当部署【福祉課/健康推進課/こども課】 

 

（２）学校教育の体制づくりと推進 

現状と課題 

・障害のある児童・生徒の教育については、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児

童生徒に加え、小学校、中学校の通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒への

対応が課題になっています。子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活や学習

上の困難を克服するため適切な指導や支援を行う「特別支援教育」のさらなる推進が

必要となります。 

 ・適切な就学指導や特別支援教育を推進するため、さまざまな教育機関の特色や専門性

を生かした相談機能の整備、充実が求められます。 

 ・各学校の特別支援教育の体制づくりと推進において、その中核となる教職員の資質や

専門性の向上が望まれます。 

 ・特別支援教育の推進については、市内小中学校の特別支援学級に補助職員を配置し、

担任とともに、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行っていますが、

個々の特性に応じて真に障害児本人の成長を促すことができる体制確保が求められて

います。 

 ・障害者向けアンケート調査結果では、通園や通所、通学上で感じることとして「周囲

の人の障害に対する理解が不足している」との回答が 20.9％あり、障害のない児童と

の交流を深める機会を増やす等により、社会全体での障害に対する理解や接し方の改
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善が求められています。 

 

施策・事業 

①特別支援教育の推進 

障害児数の動向を踏まえ、市内小中学校に補助職員を適切に配置し、一人ひとりの教育

的ニーズに対応できる体制づくりを推進します。障害児の特性や医療的ケアの必要性等に

十分配慮して、障害のない児童との交流を深められるように、特別支援教育を推進します。

さらに、周囲の障害に対する理解を深めるための啓発や環境づくりに取り組みます。 

主な担当部署【学校教育課】 

 

②進路就労指導の充実 

障害者の卒業後の就労について、特別支援学校や雇用関係機関と連携した支援の充実を

図ります。 

主な担当部署【学校教育課】 

 

③教育の専門性向上 

通常の学級及び特別支援学級の指導に対して、教職員の資質や専門性の向上を図るとと

もに、各校の取組や工夫等を共有し合う場の設定をする等、学校間の連携や情報共有の推

進を図ります。 

主な担当部署【学校教育課】 
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６ 生活支援サービスの充実 

  

生活支援サービスの利用を促進するために、居宅介護や日中活動支援、就労支援等の各

種障害福祉サービスの拡充及び質の向上を図っていくとともに、一人ひとりが必要なサー

ビスを適切に利用できるように、ケアマネジメントを継続的に行い、生活支援サービスの

さらなる充実を図ります。 

 

（１）経済的負担軽減の支援 

現状と課題 

・手当・見舞金及び税の控除・減免、運賃等の割引等の各種福祉制度について、その周知

や相談業務による各種サービスの利用促進、行政等の窓口への申請の援助、社会福祉

資源の活用の促進等、さらなる取組が望まれます。 

・障害者向けアンケート調査結果では、本市の障害福祉施策について求めるものとして、

「年金・手当の充実」との回答の割合が最も高く、年金や手当への強い要望が示され

ています。 

 

施策・事業 

①特別障害者手当 

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする 20 歳以

上の在宅者に、手当を支給します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

②障害児福祉手当 

日常生活において、常時介護を必要とする 20 歳未満の在宅者に、手当を支給します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

③特別児童扶養手当 

20 歳未満の身体、知的または精神に基準以上の障害を有する児童の養育者に、手当を支

給します。 

主な担当部署【こども課】 

 

④障害基礎年金 

病気やケガで一定の障害状態になった場合、年金が支給されます。 

主な担当部署【国保年金課】 

 

⑤特別障害給付金 

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害

者について、福祉的措置として年金が支給されます。 

主な担当部署【国保年金課】 

 

⑥心身障害者扶養共済制度 
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障害者を扶養している保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡や重度障害者

になった場合、障害者に一定額の年金を支給します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑦紙おむつ購入費助成 

在宅で常時紙おむつを使用している障害者に購入費の助成を行い、日常生活の快適化を

図るとともに、介護者の身体的・経済的負担を軽減します。 

主な担当部署【福祉課/高齢介護課】 

 

⑧重度身体障害者（児）住宅改造費補助 

玄関、台所、浴室、トイレ等を改造するための費用の一部を助成します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑨税の控除 

 障害者手帳所持者もしくは扶養している人が、税の申告をする場合、所得税及び市民税

の一定額が控除になることを周知します。 

主な担当部署【税務課/福祉課】 

 

⑩自動車税・自動車取得税の減免 

障害者本人、または生計を共にする人が自動車を所有し、障害者の通院等のために使用

する場合、1 台分の自動車税及び自動車取得税が減免されることを周知します。 

主な担当部署【税務課/福祉課】 

 

⑪運賃等の割引 

公共交通機関の運賃や有料道路料金等の割引制度を周知します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

（２）福祉サービスの充実 

現状と課題 

・利用者の多い生活介護、施設入所支援、共同生活援助をはじめとして、訪問系サービ

ス、日中活動系サービス、居住系サービス等、障害者の在宅生活支援のための指定障

害福祉サービスや、地域活動支援センター事業等の地域生活支援事業を、本市の障害

者の現状に合わせた適切なサービスメニューとして推進していく必要があります。 

・居宅介護や同行援護、入浴・訪問入浴サービス等を行う事業所が少なく、障害の程度

や状況によっては必要なサービスを受けられない場合がある等、サービス提供できる

事業所の確保や連携体制づくりが求められています。 

 

施策・事業 

①居宅介護（介護給付） 

介護を必要とする人に、居宅介護支援員（ホームヘルパー）の訪問による、自宅での入

浴、排泄、食事の介護等に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

②重度訪問介護（介護給付） 
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重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護及び

外出時における移動中の介護に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

③同行援護（介護給付） 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者に対し、外出時等において同行し、

移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

④行動援護（介護給付） 

知的障害または精神障害により、自己判断能力が制限される等、常時介護が必要な人が

行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援等に要する費用の一部を給付

します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑤重度障害者等包括支援（介護給付） 

介護の必要度が著しく高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行い、介護に

要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑥生活介護（介護給付） 

 常時介護を必要とする人に、昼間に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的

活動または生産活動の機会を提供し、これに要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑦自立訓練（機能・生活訓練）（訓練等給付） 

自立した日常生活または社会生活ができるように、一定期間身体機能または生活能力の

向上のために、必要な訓練に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑧療養介護（介護給付） 

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

及び日常生活の世話に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑨短期入所（介護給付） 

自宅で介護する人が病気等で介護できない場合、短期間、施設に入所（ショートステイ）

し、入浴、排泄、食事の介護等に要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑩共同生活援助（訓練等給付） 

夜間や休日に、共同生活を行う住居（グループホーム）で、相談や日常生活上の援助に

要する費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑪施設入所支援（介護給付） 

施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等に要する費用の一部を給
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付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑫補装具の支給・修理 

身体の不自由な部分を補うために必要な用具の購入費または修理費の一部を支給します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑬重度障害児者等日常生活用具給付事業（地域生活支援事業） 

日常生活に支障がある障害者や難病患者等の利便を高めるために、所定の生活用具を給

付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑭小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業（地域生活支援事業） 

日常生活に支障がある小児慢性特定疾患児の利便を高めるために、所定の生活用具を給

付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑮移動支援（地域生活支援事業） 

屋外での移動が単独では困難な障害者に対して、円滑に外出できるよう移動の支援を行

い、その費用の一部を給付します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑯地域活動支援センター事業（地域生活支援事業） 

施設で創作的活動または生産活動の機会を提供し、地域との交流等を行います。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑰福祉ホーム（地域生活支援事業） 

住居を必要としている人に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要

な支援を行います。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑱知的障害者職親委託事業（地域生活支援事業） 

障害者の自立更生を図るため、一定期間職親に預け、生活指導や技能指導を受け、就職

に結びつけます。 

主な担当部署【福祉課】 

 
⑲登録介護者事業及びサービスステーション事業（地域生活支援事業） 

日中一時支援事業として、介護を行う保護者が一時的に介護をできない場合、登録介護

事業者や 24 時間対応型サービスステーション等に介護を委託することにより、介護者の

負担軽減を図ります。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑳日帰りショートステイ（地域生活支援事業） 

日中一時支援事業として、一時的に施設において、日中活動の場を提供し、日常生活に

必要な訓練を行います。 

主な担当部署【福祉課】 
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㉑入浴サービス（地域生活支援事業） 

自宅の浴室や公衆浴場で入浴することが困難な在宅の障害者に対して、介護事業所で入

浴サービスを行います。 

主な担当部署【福祉課】 

 

㉒訪問入浴サービス（地域生活支援事業） 

重度の障害があるため、自力または家族のみでは入浴することが困難な在宅の障害者に

対して、移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。 

主な担当部署【福祉課】 

 

㉓心身障害児集団活動・訓練事業（地域生活支援事業） 

日中一時支援事業として、学齢期の心身障害児にリハビリや言語訓練等の指導を行い、

社会への適応能力を育成します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

㉔視覚障害者生活訓練事業 

視覚障害者が歩行、料理等の体験研修や生活のための研修を受講することにより、日常

生活上必要とされる諸能力について、その教養を高め、日常生活能力及び生活文化の向上

を図ります。（市視覚障害者福祉協会への委託事業） 

主な担当部署【福祉課】 
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７ 地域社会への参加と自立の推進 

  

障害者が地域社会で豊かに自立した生活を行い、自由に活動できるようにするために、

個々の障害者に対する福祉サービスの充実だけではなく、障害者の地域社会での自立を促

す環境づくりを目指します。 

さらに、芸術・文化・スポーツ活動等、あらゆる社会活動へ参加できる環境づくりを推

進します。 

 

（１）障害者への正しい理解の啓発 

現状と課題 

・「障害者週間」や「人権週間」等の機会を通じて、障害者への理解を深めてもらうため、

人権週間に講演会を開催する等、普及・啓発を行っていますが、さらに活発な普及・啓

発活動が望まれます。 

・障害者向けアンケート調査結果では、本市の障害福祉施策について求めるものとして、

「障害や障害のある人への理解を深めるための教育・啓発の推進」との回答が 40.0％

と、他の項目と比べて高い割合となっています。「障害者基本法」に規定されている「何

人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害す

る行為をしてはならない」という基本的理念に基づき、障害や障害者への正しい理解

を促進するための啓発・広報活動が、さらに求められます。 

 

施策・事業 

①各種活動等の広報 

障害のある人とない人の相互理解を深めるため、健康、福祉、ボランティア活動、防災、

生涯学習等について広報します。障害の種類によっては理解が進んでいないものも多く、

さらなる理解促進のため、よりきめ細やかな啓発を行います。 

主な担当部署【秘書課/福祉課/生涯学習課】 

 
②「障害者週間」や「人権週間」等の活用 

「障害者週間」や「人権週間」等において、障害者への理解を深めてもらうため、啓発

イベントの開催、市広報紙・市ホームページ等を利用しての理解促進等、さらなる普及・

啓発を推進します。 

主な担当部署【市民課/福祉課】 

 

（２）地域福祉活動の推進 

現状と課題 

・住民一人ひとりが互いに支え合い、共に生きる社会を実現するために、地域福祉活動

の推進が必要となっています。 
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施策・事業 

①障害者・要援護者への支援の充実 

障害があっても在宅生活を続けられる支援を推進します。また、災害時における要援護

者の支援を推進します。在宅かつ家族による避難支援が困難な障害者の救護対策と実施体

制は、「富岡市避難支援プラン全体計画（避難行動要支援者支援対策ガイドライン）」に基

づき、行動します。国の防災行政においても、要配慮者の避難についての検討が進めれら

ており、市においても必要な措置を実施していきます。 

主な担当部署【危機管理課/福祉課】 

 

（３）社会活動参加の促進 

現状と課題 

・障害者がスポーツやレクリエーション、文化活動等に積極的に参加して、さらに生き

がいのある生活を送れるように、各種活動への参加機会の拡大と参加支援の充実が望

まれます。 

・富岡市社会福祉協議会では、子どもからお年寄り、障害者等が一堂に会し、運動会や

模擬店を通してふれあいと親睦を深め、ボランティアの啓発を図ることを目的に、毎

年わくわくフェスティバルを実施しています。本事業の趣旨に賛同し協賛していただ

ける企業等も増え、多くの市民に参加していただいています。 

・障害者向けアンケート調査結果では、積極的に社会参加するために必要なこととして、

「参加しやすいような配慮」との回答が 43.9％と多く、「障害のある人自身や家族の

積極性」が 27.2％となっています。 

 

施策・事業 

①スポーツ・体育大会への参加拡大 

既存のスポーツ・体育大会等へ、障害者が参加しやすい工夫を行いながら、参加者の拡

大を図ります。 

主な担当部署【スポーツ課】 

 

②文化祭への参加 

既存の文化祭等へ、障害者が参加しやすい工夫をします。 

主な担当部署【文化課/生涯学習課】 

 

③ボランティア活動の推進 

わくわくフェスティバル（富岡市社会福祉協議会）等を通じて、障害のある人と障害の

ない人の交流を深めるためのボランティア活動の推進を図ります。 

主な担当部署・実施主体【市民課/富岡市社会福祉協議会】 

 

④観覧料・施設使用料の減免 

 障害者手帳所持者に対し、市立美術博物館・福沢一郎記念美術館等の観覧料及び施設使

用料を減免します。 

主な担当部署【文化課/生涯学習課】 

 

⑤文化芸術活動の推進 

 障害者文化芸術活動推進法に基づき、文化芸術の鑑賞、創造等の文化芸術活動への幅広
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い参加を推進します。 

主な担当部署【文化課/生涯学習課】 
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８ 情報・意思疎通支援の充実 

  

障害者が地域で生活するためには、十分なコミュニケーション手段の確保と情報提供が

不可欠となります。社会において高度情報化が進展する中で、障害者もその利便性を等し

く活用できるよう、各種情報提供手段の充実に努め、その活用により社会参加の場を広げ

る取組を進めます。 

 

（１）障害者の利用に配慮した情報発信 

現状と課題 

・ボランティア団体、ＮＰＯ及び各種障害者団体の活動情報を共有する体制の支援とし

て、ボランティア活動の手引きにより受入施設やボランティア団体を紹介しています。 

・視覚障害者への情報提供の一環として、ボランティア団体、富岡市社会福祉協議会と

連携して市広報紙を音声作成し、視覚障害者に提供しています。 

 ・市広報紙や市ホームページについては、UD（ユニバーサルデザイン）フォントを使用

し、フォントサイズや配色に配慮して作成するととともに、市ホームページではウェ

ブアクセシビリティ方針を公開し、ＪＩＳ規格に準拠したページの公開に取り組んで

います。 

・障害者向けアンケート調査結果では、福祉制度に関する情報の入手先について、「市広

報紙やパンフレット」が最も高い割合となっており、市広報紙やパンフレットが重要

な情報源であることが示されています。市民、ボランティア団体、各種障害者団体等

の活動情報の共有とともに、障害者の重要な情報源となっている市広報紙や市ホーム

ページ等の広報媒体について、障害者の利用への配慮がさらに求められます。 

 

施策・事業 

①行政サービス等情報の充実 

障害者総合支援法等に基づくサービス及び市単独で実施する福祉サービス等の内容及び

利用手続等について、積極的に情報提供を行います。また、市に寄せられた相談情報等を

整理し、公開できる内容を市ホームページ等で発信します。 

主な担当部署【秘書課/福祉課】 

 

②情報共有する体制の支援 

市民、ボランティア団体、ＮＰＯ及び各種障害者団体の活動情報を共有する体制を支援

します。 

主な担当部署【市民課】 

 
③市広報紙の音訳 

市広報紙「広報とみおか」を音声作成し、視覚障害者へ引き続き情報を提供します。 

主な担当部署・実施主体【秘書課/福祉課/富岡市社会福祉協議会】 

 

④市広報紙・市ホームページの充実 
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市広報紙「広報とみおか」及び市ホームページについて、障害者が読みやすい広報紙・

ホームページの充実を図ります。また、広報紙・ホームページともに第三者から見て読み

やすいかどうかのチェック機能の強化を図ります。 

主な担当部署【秘書課】 

 

⑤読書環境整備（読書バリアフリー）の推進 

 視覚障害者等読書環境整備推進法に基づき、視覚障害者等の需要を踏まえ、視覚障害者

等が利用しやすい電子書籍等の提供や、読書環境の整備を推進します。 

主な担当部署【生涯学習課】 

 

⑥障害福祉分野でのデジタル化 

 電子申請等による障害者の負担軽減や、関係機関との積極的な連携により、障害者を取

り巻くあらゆる分野・環境のデジタル化を推進します。 

主な担当部署【企画課/福祉課】 

 

（２）意思疎通支援の充実 

現状と課題 

・聴覚障害者及び音声言語機能障害者等が、円滑に外出や社会参加できるよう、コミュ

ニケーション手段の確保と情報提供とともに、窓口において意思疎通ができる職員の

育成が望まれます。 

・講演会等への聴覚障害者、音声言語機能障害者等の参加促進のため、主催部署と福祉

課で連携し、手話通訳者の配置を行っています。 

・平成 30 年４月１日、富岡市手話言語条例を制定しました。パンフレットの作成及び

全戸配布、市広報紙・市ホームページ等で周知を行いました。今後は、手話が言語であ

るとの認識に基づき、市民の手話への理解及び手話の普及をさらに推進する必要があ

ります。 

・市役所窓口での相談や手続きが円滑に行えるように、毎週水曜日の 15 時から 17 時

まで、手話通訳者を設置しています。また、手話通訳者設置日以外でも聴覚障害者、音

声言語機能障害者等への円滑な窓口対応のため、遠隔手話通訳機器を福祉課に設置し

ています。 

・障害者向けアンケート調査結果では、外出する際の特に不便に感じることして、「意思

疎通が思うようにできない」が 13.0％となっており、障害特性に応じた意思疎通の支

援が求められています。 

 

施策・事業 

①意思疎通支援事業（地域生活支援事業） 

聴覚障害者、音声言語機能障害者等が、円滑に外出や社会参加できるよう手話通訳者や

要約筆記者の派遣等を引き続き行います。また、手話通訳者を設置し、さらなる相談体制

づくりを推進します。 

主な担当部署【福祉課】 

 

②職員のコミュニケーション力養成 

窓口において、聴覚障害者、音声言語機能障害者等と手話による簡単な会話ができる職
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員や、視覚障害者等のさまざまな障害状況に応じた対応や配慮ができる職員の養成を図る

とともに、職員の障害者に対するさらなる理解促進を図ります。 

主な担当部署【人事課/福祉課】 

 

③講演会等への手話通訳者の配置 

講演会等に手話通訳者を配置し、聴覚障害者、音声言語機能障害者等の参加を促進しま

す。 

主な担当部署【福祉課】 

 

④手話窓口の拡充 

聴覚障害者、音声言語機能障害者等が相談を行いやすいように、手話による対応ができ

る窓口の拡充を図ります。 

主な担当部署【福祉課】 

 

⑤富岡市手話言語条例に基づく手話の普及啓発・推進 

 手話が言語であるとの認識に基づき、市民の手話への理解及び手話の普及を促進すると

ともに、学校、医療機関、災害時、観光旅行者への対応において手話を必要とする障害者

が手話に関する必要な支援を受けられる体制づくりを推進します。 

主な担当部署【福祉課】 
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第５章 障害福祉サービスの量の見込みと確保方策 

 

１ 障害福祉サービス等の概要と体系 

（１）障害福祉サービス等の概要 

〇障害者総合支援法における障害福祉サービス 

障害者や障害児を対象とする障害福祉サービスについては、障害者自立支援給付事業と

地域生活支援事業の2つに大別することができます。 

障害者自立支援給付事業は、個別の障害者の状況に応じ、必要な支援を給付する事業で

す。自立支援給付として重要なサービスが、介護や訓練等のサービスを提供する介護給

付・訓練等給付です。介護給付の対象になるサービスには、自宅での食事等の介護を行う

居宅介護をはじめ、移動の援護を行う同行援護、医療機関で看護等を行う療養介護等があ

ります。訓練等給付の対象になるサービスには、身体的機能の向上をめざす自立訓練や、

就労に関連する就労移行支援・就労継続支援、グループホームでの共同生活援助等があり

ます。 

地域生活支援事業は、障害者の居住地域において、サービスを行う事業所や施設等の社

会資源（インフラ）の状況に応じて実施される事業です。都道府県や市町村による支援で

あり、各種相談支援や手話等の通訳者によるコミュニケーション支援等があります。 

 

〇児童福祉法における障害福祉サービス 

障害児を対象とする施設利用等の障害福祉サービスは、主に児童福祉法に基づいて提供

されています。 

具体的には、通所支援と入所支援の2つのサービスが提供されています。 

通所支援は、市町村により行われるもので、障害児が施設に通う形態で受けるサービス

です。一方、入所支援は、都道府県により行われるもので、障害児が施設に入所する形態

で受けるサービスです。 
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（２）障害福祉サービス等の体系 

 

障害者総合支援法

障害者自立支援給付事業 地域生活支援事業

訪問系サービス 必須事業

・居宅介護 ・理解促進研修・ 啓発事業

・重度訪問介護 ・自発的活動支援事業

・同行援護 ・相談支援事業

・行動援護 ・成年後見制度利用支援事業

・重度障害者等包括支援 ・意思疎通支援事業

日中活動系サービス ・日常生活用具給付等事業

・生活介護 ・手話奉仕員養成研修事業

・自立訓練（機能訓練） ・移動支援事業

・自立訓練（生活訓練） ・地域活動支援センター事業

・就労移行支援 任意事業

・就労継続支援Ａ型 ・福祉ホーム事業委託

・就労継続支援Ｂ型 ・知的障害者職親委託制度

・就労定着支援 ・日中一時支援事業

・療養介護 ・訪問入浴サービス事業

・短期入所（福祉型・医療型） ・自動車改造費用助成事業

居住系サービス ・自動車運転免許取得助成事業

・自立生活援助 ・生活サポート事業

・共同生活援助（グループホーム）

・施設入所支援

・宿泊型自立訓練

相談支援

・計画相談支援

・地域移行支援

・地域定着支援

児童福祉法

障害児通所支援等

障害児通所事業

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

・居宅訪問型児童発達支援

障害児相談支援

医療的ケア児調整コーディネーター



第５章 障害福祉サービスの量の見込みと確保方策 

 

62 

２ 計画の具体的な目標 
 

 国の基本指針に基づき、本市の障害福祉計画（第６期）及び障害児福祉計画（第２期）

において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、計画の

具体的な目標を定めます。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 ●国の基本指針 

 ①令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行することを基本とする。 

 ②令和５年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から 1.6％以上削減 

することを基本とする。 

 

〇前期の実績と今期の目標 

前期 目標 

平成 28 年度末の施設入所者数 72 人 

①地域生活移行者数  7 人 

②令和 2 年度末の施設入所者数 70 人 

前期 実績 
①地域生活移行者数 0 人 

②令和元年度末の施設入所者数 71 人 

今期 目標 
①地域生活移行者数 5 人 

②令和 5 年度末の施設入所者数 69 人 

 

※1 地域生活移行者数とは、入所施設の入所者が施設を退所し、生活の拠点をグループホーム、福祉ホ

ーム、一般住宅へ移行した者の数とします。 

※2 地域生活移行者数は、令和元年度末の施設入所者数×６％（小数 1 位切り上げ） 

※3 令和５年度末の施設入所者数は、令和元年度末の施設入所者数×98.4％（小数 1 位切り上げ） 
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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【一部新規】 

●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、協議の場の１年間の開催回数の見込み 

を設定する。 

 ②精神障害者の地域移行支援等の利用促進（※活動指標の設定） 

 ※以下は県の取組事項 

 ③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を令和５年度において 

316 日以上とする。 

④令和５年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び令和 

５年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値と 

し算定する。 

⑤精神病床からの早期退院率を令和５年度において以下の目標値とする。 

  ・入院後３カ月時点での退院率 69％以上 

  ・入院後６カ月時点での退院率 86％以上 

  ・入院後１年時点での退院率   92％以上 

 

〇前期の実績と今期の目標 

①協議の場の開催 

前期 目標 
令和２年度末までに富岡市自立支援協議会に協議の役割を付与しま

す。 

前期 実績 

富岡市自立支援協議会に協議の役割を付与するとともに、富岡・甘楽

圏域の市町村・事業所等と連携を図りながら事業推進していく必要が

あるため、令和２年度に富岡地域自立支援協議会に協議の場を設置。 

今期 目標 
富岡地域自立支援協議会における保健・医療・福祉関係者等による協

議の場を、年１回以上開催します。 

 

②精神障害者の地域移行支援等の利用促進 

今期 目標 

令和５年度末の精神障害者の地域移行支援の利用者数 1 人 

令和５年度末の精神障害者の地域定着支援の利用者数 1 人 

令和５年度末の精神障害者の共同生活援助の利用者数 43 人 

令和５年度末の精神障害者の自立生活援助の利用者数 1 人 
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（３）福祉施設から一般就労への移行等【一部新規】 

●国の基本指針 

 ①令和５年度中に一般就労に移行する者の目標値 

・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。 

  また、就労移行支援事業、就労継続支援 A 型・B 型事業に係る移行者数を 

・就労移行支援事業は、令和元年度の移行実績の 1.30 倍以上 

・就労継続支援 A 型事業は、令和元年度の移行実績の 1.26 倍以上 

・就労継続支援 B 型事業は、令和元年度の移行実績の 1.23 倍以上 

 ②就労定着支援事業は、令和５年度中に就労移行支援事業で一般就労に移行 

した人の 70%が利用 

 ③就労定着支援事業の就労定着率 

・就労定着支援事業所のうち 70％を就労定着率が 80%以上とする 

 

〇前期の実績と今期の目標 

①福祉施設から一般就労への移行 

前期 目標 
平成 28 年度末の一般就労移行者数 3 人 

令和 2 年度末の一般就労移行者数 5 人 

前期 実績 令和元年度末の一般就労移行者数 1 人 

今期 目標 令和 5 年度末の一般就労移行者数 2 人 

 

・就労移行支援事業 

前期 目標 
平成 28 年度末の就労移行支援事業の利用者数 18 人 

令和 2 年度末の就労移行支援事業の利用者数 25 人 

前期 実績 
令和元年度末の就労移行支援事業の利用者数 17 人 

上記のうち一般就労移行者数 0 人 

今期 目標 令和 5 年度末の一般就労移行者数 1 人 

 

・就労継続支援 A 型事業 

前期 実績 
令和元年度末の就労継続支援 A 型事業の利用者数 5 人 

上記のうち一般就労移行者数 0 人 

今期 目標 令和 5 年度末の一般就労移行者数 1 人 

 

・就労継続支援 B 型事業 

前期 実績 
令和元年度末の就労継続支援 B 型事業の利用者数 66 人 

上記のうち一般就労移行者数 1 人 

今期 目標 令和 5 年度末の一般就労移行者数 2 人 

 

②就労定着支援事業 

前期 実績 
令和元年度末の就労定着支援事業の利用者数 6 人 

上記のうち一般就労移行者数 6 人 

今期 目標 令和 5 年度末の就労定着支援事業の利用者数 1 人 
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③就労定着支援事業の就労定着率 

前期 実績 
令和元年度末の就労定着支援事業所数 2 事業所 

上記のうち就労定着率が 80％以上の事業所数 1 事業所 

今期 目標 
令和 5 年度末の就労定着支援事業所数 3 事業所 

上記のうち就労定着率が 80％以上の事業所数 3 事業所 

 

（４）地域生活支援拠点が有する機能の充実【一部新規】 

●国の基本指針 

 ①令和５年度末までの間、１つ以上の地域生活支援拠点等を確保し、その機能充実の 

  ため年１回以上、運用状況の検証及び検討を行う。 

 

〇前期の実績と今期の目標 

前期 目標 

富岡・甘楽圏域で 1 つの整備を目指し、富岡地域自立支援協議会の定

例会等を通じて圏域の構成市町村と連携を図りながら整備を推進し

ます。 

前期 実績 

令和２年度に富岡・甘楽圏域で整備。 

・拠点事業所等の数（令和２年度末） ８事業所 

・検証及び検討の回数（令和２年度） ３回 

今期 目標 

富岡・甘楽圏域で整備されており、今期も同様の体制

を確保するとともに、その機能充実と連携体制の強化

のため、拠点事業所等の増加に取り組みます。 

11 事業所 

機能充実に向けた検証及び検討を実施します。 年１回以上 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等【一部新規】 

●国の基本指針 

 ①児童発達支援センターの設置 

  ・令和 5 年度末までに、少なくとも 1 か所以上設置 

 ②保育所等訪問支援の充実 

  ・令和 5 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 

 ③主に重症心身障害児のサービス事業所の確保 
  ・令和 5 年度末までに、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 か所以上確保 

 ④医療的ケア児支援 

  ・令和 5 年度末までに、関係機関の協議の場及びコーディネーターを配置 

 ⑤発達障害者等に対する支援（※活動指標の設定） 

※以下は県の取組事項 

⑥難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 

  ・令和 5 年度末までに、都道府県において、難聴児支援のための中核的機能を有する

体制を確保 

 

〇前期の実績と今期の目標 

①児童発達支援センターの設置 

前期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所の設置を目指し、県及び圏域の市町村と連携

しながら整備を図ります。 

前期 実績 令和元年度に富岡・甘楽圏域で１か所設置しました。 

今期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ます。 

 

②保育所等訪問支援の充実 

前期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ます。 

前期 実績 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ました。 

今期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ます。 

 

③主に重症心身障害児のサービス事業所の確保 

・児童発達支援事業所 

前期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ます。 

前期 実績 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ました。 

今期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ます。 
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・放課後等デイサービス事業所 

前期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ます。 

前期 実績 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ました。 

今期 目標 
富岡・甘楽圏域で１か所設置されており、今期も同様の体制を確保し

ます。 

 

④医療的ケア児支援 
・関係機関の協議の場 
前期 目標 富岡市自立支援協議会内に協議の場を設定 

前期 実績 

富岡市自立支援協議会に協議の役割を付与するとともに、富岡・甘楽

圏域の市町村・事業所等と連携を図りながら事業推進していく必要が

あるため、令和２年度に富岡地域自立支援協議会に協議の場を設置。 

今期 目標 
富岡地域自立支援協議会における保健・医療・福祉関係者等による協

議の場を、年１回以上開催します。 

 

・医療的ケア児等コーディネーターを配置 
今期 目標 富岡・甘楽圏域で２人以上配置します。 

 

⑤発達障害者等に対する支援 

今期 目標 

令和５年度末の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 
５人 

令和５年度末のペアレントメンターの人数 １人 

令和５年度末のピアサポートの活動への参加人数 １人 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等【新規】 

●国の基本指針 

  令和 5 年度末までに、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（基幹相談支援センター等で実施） 

①総合的・専門的な相談支援 

 ②地域の相談支援体制の強化 
 

〇今期の目標 

①総合的・専門的な相談支援 

今期 目標 
基幹相談支援センターを中心に、障害の種別や各種のニー

ズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。 
有り 

 

②地域の相談支援体制の強化 

今期 目標 

相談支援事業者に対する専門的な指導・助言件数 4 件 

相談支援事業者の人材育成の支援件数 1 件 

相談機関との連携強化の取組の実施回数 1 回 
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（７）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【新

規】 
 

●国の基本指針 

  令和 5 年度末までに、障害者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構築 

①障害者福祉サービス等に係る各種研修の活用 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の分析及びその結果の活用 

③指導監査結果の関係市町村との共有 
 

〇今期の目標 

①障害者福祉サービス等に係る各種研修の活用 

今期 目標 
県が実施する障害福祉サービスに係る研修への職員参加人

数 
30 人 

 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

今期 目標 
事業所や関係自治体等と共有する体制 有り 

分析結果を活用・共有する会議等の回数 1 回 

 

③指導監査結果の関係市町村との共有 

今期 目標 
事業所や関係自治体等と共有する体制 有り 

監査結果を活用・共有する会議等の回数 1 回 
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３ 障害者自立支援給付事業 

障害者を支援するサービスとして、訪問系サービスの居宅介護（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、日中活動系サービスの生活介護、

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労

継続支援（Ｂ型）、就労定着支援、療養介護、短期入所、居住系サービスの自立生活援助、

共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援、宿泊型自立訓練等があります。これらの

サービスは、障害支援区分によって受けられる給付が決定される介護給付、障害支援区分

にかかわらずサービス内容に適合すれば給付が受けられる訓練等給付に分けられ、さらに

補装具の支給等があります。 

また、サービスの利用等において計画的な支援を必要とする障害者を対象に、相談支援

を行います。 

 

（１）訪問系サービス 

 在宅生活を支援するサービスとして、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があります。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅にヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事等の身体介護、食事の支

度、居室の清掃等の家事援助、通院等の移動介護を行うサービスです。 

重度訪問介護 常時介護を必要とする重度の肢体不自由障害者を対象に、自宅等にヘ

ルパーを派遣し、入浴、排泄、食事等の身体介護、食事の支度、居室

の清掃等の家事援助、外出時の移動介護等を総合的に行います。日常

的に同サービスを利用する重度の障害者への支援のため、入院中の医

療機関においても利用者の状態等を熟知しているヘルパーを引き続

き利用し、利用者のニーズを的確に医療従事者へ伝達する等の支援も

行うことができるように、訪問先が医療機関にまで拡大されていま

す。 

同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者を対象に、外出時に

同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等外出先

において必要な視覚的情報の支援（代筆・代読を含む）、排せつ・食

事の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 

行動援護 知的障害や精神障害によって常に介助を必要とする人に、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時の移動介護等を

行います。 

重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に居宅介護をはじめとする複数のサー

ビスを包括的に行います。 
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■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 

①訪問系サービス              （実利用者数：人／月、サービス量：時間／月） 

前期の見込み・実績 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 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 

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績 

48 人 

768 時間 

48 人 

648 時間 

51 人 

816 時間 

40 人 

547 時間 

54 人 

864 時間 

45 人 

598 時間 

今期の見込み 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 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 

43 人 46 人 49 人 

601 時間 649 時間 697 時間 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、事業所から聴取した利用者のニーズ等を踏まえて算出しました。 

今後も、近隣市町村の事業所を含め、必要なサービス提供体制を確保し、利用者の希望

に即したサービス提供を図ります。 
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（２）日中活動系サービス 

 日中活動を支援するサービスとして、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活

訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）、就労定着支援、療養

介護、短期入所があります。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①生活介護 

常に介護を必要とする人に、主に日中、障害者支援施設等で食事や入

浴、排泄等の介護や生活上の支援、創作的活動や生産活動の機会を提

供します。 

②自立訓練（機能訓練） 
地域生活を営む上で必要となる身体機能・生活能力の維持・向上のた

めの訓練等を一定期間（18 か月以内）行います。 

③自立訓練（生活訓練） 
地域生活を営む上で必要となる生活能力の維持・向上のための訓練等

を一定期間（24 か月以内）行います。 

④就労移行支援 
一定期間（24 か月以内）、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

⑤就労継続支援（Ａ型） 
雇用契約に基づいた就労の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力

の向上のための訓練を行います。 

⑥就労継続支援（Ｂ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に、生産活動その他の

活動機会の提供や、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓

練、その他の必要な支援を行います。 

⑦就労定着支援 

就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した者に対し、相談を通じ

て生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整

やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 

⑧療養介護 

医療と常時介護を必要とする方に、病院等の施設で医学的管理の下

に、食事や入浴、排泄等の介護や日常生活上の相談支援、機能訓練等

を行います。 

⑨短期入所 

介護者が病気等の理由で一時的に介護ができない場合、施設への短期

間の入所が必要な障害者に、施設に宿泊して入浴や排泄、食事の介護

等の日常生活上の支援を行います。 
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■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 

①生活介護              （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

123 人 116 人 130 人 117 人 137 人 119 人 

2,706 人日 2,325 人日 2,860 人日 2,410 人日 3,014 人日 2,500 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

118 人 119 人 120 人 

2,424 人日 2,437 人日 2,451 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、事業所から聴取した利用者のニーズ等を踏まえて増加傾向で算出しました。 

サービス利用が伸びていることから、今後もサービスを持続的に提供できるよう、利用

者のニーズや事業所の動向等を把握しながら、サービス提供体制の確保を図ります。 

 

②自立訓練（機能訓練）       （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

20 人日 20 人日 20 人日 21 人日 20 人日 18 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

1 人 1 人 1 人 

21 人日 21 人日 21 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、現在の利用者数や近隣の事業所数、事業者から聴取した利

用者のニーズを踏まえて、横ばいで見込ました。 

サービス提供事業者に対しては、個々の障害状況等に留意し、利用者の意向に応えるサ

ービス提供を促します。 
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③自立訓練（生活訓練）       （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

3 人 2 人 3 人 1 人 4 人 1 人 

69 人日 46 人日 69 人日 21 人日 92 人日 21 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

3 人 4 人 5 人 

61 人日 84 人日 107 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、事業者から聴取した利用者ニーズを踏まえて増加傾向で見込ました。 

サービス提供事業者に対しては、個々の障害状況等に留意し、利用者の意向に応えるサ

ービス提供を促します。 

 

④就労移行支援           （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

23 人 17 人 24 人 17 人 25 人 17 人 

437 人日 263 人日 456 人日 326 人日 475 人日 303 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

19 人 20 人 21 人 

308 人日 327 人日 346 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、利用実績を踏まえるとともに、２年間の利用期間の限度が

規定されているサービスであることから、新規利用と支給終了の両方を見込んだ上で算出

しました。 

今後もサービスを持続的に提供できるように、利用者のニーズや事業者の動向等を把握

しながらサービス提供体制の確保を図り、就労移行支援事業の利用を促進します。さらに、

サービス利用後の就労先の確保が必要となることから、ハローワークや障害者就業・生活

支援センター、学校、福祉施設、民間企業等との連携を深め、就労に関し総合的に支援し

ます。 
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⑤就労継続支援（Ａ型）       （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

2 人 4 人 2 人 5 人 3 人 5 人 

38 人日 56 人日 38 人日 100 人日 57 人日 108 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

5 人 6 人 7 人 

88 人日 107 人日 126 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、事業所から聴取した利用者のニーズ等を踏まえて、増加傾向で算出しました。 

今後もサービスを持続的に提供できるように、利用者のニーズや事業者の動向等を把握

しながら、サービス提供体制の確保を図ります。さらに、学校、福祉施設、民間企業等と

の連携を深め、福祉就労に関する総合的な支援を図ります。 

 

⑥就労継続支援（Ｂ型）        （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

56 人 59 人 62 人 66 人 68 人 66 人 

1,120 人日 1,030 人日 1,240 人日 1,236 人日 1,360 人日 1,265 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

68 人 71 人 74 人 

1,143 人日 1,203 人日 1,263 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、事業所から聴取した利用者のニーズ等を踏まえて、増加傾向で算出しました。 

今後もサービスを持続的に提供できるように、利用者のニーズや事業者の動向等を把握

しながら、サービス提供体制の確保を図ります。さらに、学校、福祉施設、民間企業等と

の連携を深め、福祉就労に関する総合的な支援を図ります。 
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⑦就労定着支援                     （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

3 人 4 人 6 人 6 人 9 人 5 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

7 人 9 人 11 人 

 

【見込みと確保】 

近年、新設されたサービスであり、サービス見込量については、就労移行支援を利用し

て一般就労に移行した方が利用すると想定するとともに、一般就労における課題解決を支

援し、さらなる就労定着の推進を図るため、増加傾向で算出しました。 

サービスを持続的に提供できるように、利用者のニーズや事業所の動向等を把握しなが

ら、サービス提供体制の確保を図ります。 

 

⑧療養介護                       （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

5 人 5 人 5 人 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績、近隣の事業

所数、医療的ケアが必要なサービスであること等を踏まえて、同数での推移と見込みまし

た。 

今後も必要なサービスを持続的に提供できるように、利用者のニーズの把握に努め、医

療機関との連携を図ります。 
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⑨短期入所（福祉型・医療型）    （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

9 人 9 人 11 人 9 人 14 人 8 人 

81 人日 51 人日 99 人日 60 人日 126 人日 55 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

8 人 10 人 12 人 

47 人日 70 人日 93 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、利用者のニーズ等を踏まえて、増加傾向で算出しました。 

サービス利用が伸びていることから、今後もサービスを持続的に提供できるように、利

用者のニーズや事業所の動向等を把握しながら、サービス提供体制の確保を図ります。 
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（３）居住系サービス 

 居住の場を支援するサービスとして、自立生活援助、共同生活援助（グループホーム）、

施設入所支援、宿泊型自立訓練があります。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で、一人暮

らしを希望する者を対象に、一定の期間にわたり、利用者の居宅への

定期的な巡回訪問や随時の対応により、必要な助言や関係機関との連

絡調整を行います。 

②共同生活援助（グルー

プホーム） 

日中は就労または就労継続支援等の日中活動サービスを利用してい

る身体障害者・知的障害者・精神障害者に共同生活の場を提供し、相

談や日常生活上の援助を行います。また、利用者のニーズに応じて食

事等の介護も行います。 

③施設入所支援 

夜間に介護が必要な人や自立訓練･就労移行支援を利用している障害

者で単身の生活が困難な方、通所が困難な方に夜間の居住の場を提供

し、日常生活上の支援を行います。 

④宿泊型自立訓練 

知的障害者または精神障害者につき、居室その他の設備を利用させる

とともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に

関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 

 

■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 

①自立生活援助                     （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

3 人 0 人 4 人 0 人 5 人 0 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

3 人 4 人 5 人 

 

【見込みと確保】 

近年、新設されたサービスであり、これまでの利用実績はありませんが、国の基本指針

における地域生活への移行促進、施設入所者数削減の目標と精神障害者の地域移行支援等

の利用促進を踏まえ、増加傾向で見込みました。 
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サービスを持続的に提供できるように、利用者のニーズや事業所の動向等を把握しなが

ら、サービス提供体制の確保を図ります。 

 

②共同生活援助（グループホーム）            （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

75 人 60 人 86 人 68 人 99 人 73 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

69 人 79 人 89 人 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、利用実績を踏まえるとともに、今後、入院中の精神障害者

や施設入所者の地域生活への移行のための取組がさらに推進され、グループホームの必要

性が高まることが予想されるため、増加傾向で見込みました。 

障害者の地域生活への移行を促進するためには、知的障害者や精神障害者の意向を十分

把握した上で、関係機関の協力を得ながら、利用者のニーズに応じた居住系サービスの確

保を図ります。 

 

③施設入所支援                     （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

71 人 72 人 71 人 71 人 70 人 70 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

70 人 70 人 69 人 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、国の基本指針における地域生活への移行促進と施設入所者

数削減の目標を踏まえ、減少傾向で見込みました。 

施設入所支援については、多くの利用者が市外施設を利用している現状を踏まえ、県や

他市町村と連携しながら、広域的な視点からのサービス提供の確保を図ります。 
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④宿泊型自立訓練                    （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

1 人 0 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

1 人 1 人 1 人 

 

【見込みと確保】 

これまでの利用実績は少ないですが、国の基本指針における地域生活への移行促進、施

設入所者数削減の目標と精神障害者の地域移行支援等の利用促進を踏まえ、横ばいで見込

みました。 

今後もサービスを持続的に提供できるように、利用者のニーズや事業所の動向等を把握

しながら、サービス提供体制の確保を図ります。 
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（４）相談支援 

 計画的な支援を必要とする障害者を対象に、相談支援を行います。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①計画相談支援 

障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての障害者を対象

に、サービス等利用計画案の作成、定期的なモニタリング、サービス事業

者等との連絡調整を行います。 

②地域移行支援 

障害者支援施設に入所している障害者または精神科病院に入院している精

神障害者を対象に、住居の確保その他の地域における生活に移行するため

の活動に関する相談等を行います。 

③地域定着支援 
居宅において単身で生活する障害者を対象に、常時の連絡体制を確保し、

障害の特性に起因して生じた緊急の事態に相談等の対処を行います。 

 

■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 

①計画相談支援                     （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

85 人 62 人 90 人 68 人 95 人 57 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

64 人 69 人 74 人 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、ほとんどの障害福祉サービス利用者が計画相談支援を利用

することから、サービスの利用者数の見込みをもとに、増加傾向で見込みました。 

障害福祉サービス等の利用者に対し、計画的な支援を提供するために、基幹相談支援セ

ンターや相談支援事業所と連携し、必要なサービスの確保と充実を図ります。 
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②地域移行支援                     （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

1 人 0 人 1 人 0 人 1 人 0 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

1 人 1 人 1 人 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 26 年４月１日に施行された「精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、精神科病院における退院促進のた

めの取組が強化されてきたことに加え、国の基本指針における地域生活への移行促進と精

神障害者の地域移行支援等の利用促進を踏まえ、利用者を見込みました。 

これまでの利用実績はありませんが、精神科病院からの退院者等に対し、計画的な支援

を提供するため、基幹相談支援センターや相談支援事業所と連携し、必要なサービスの確

保と充実を図ります。 

 

③地域定着支援                     （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

2 人 0 人 2 人 0 人 2 人 0 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

2 人 2 人 2 人 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、国の基本指針における地域生活への移行促進と精神障害者

の地域移行支援等の利用促進を踏まえるとともに、地域移行支援利用者が併せて利用する

ことが考えられるため、地域移行支援の利用者数も勘案して見込ました。 

これまでの利用実績はありませんが、地域移行支援の利用者に対し、計画的な支援を提

供するため、基幹相談支援センターや相談支援事業所と連携し、必要なサービスの確保と

充実を図ります。 
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４ 地域生活支援事業 

障害者が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援するために、地域生

活支援事業を実施します。 

地域生活支援事業には、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、

成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、

地域活動支援センター事業等の「必須事業」と、市町村が任意に行うことができる「任意

事業」があります。 

 

（１）必須事業 

 地域生活支援事業の必須事業には、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相

談支援事業、成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、移

動支援事業、地域活動支援センター事業等があります。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①理解促進研修・啓発事業 

障害者福祉に関する関係法令等の理解促進活動及び障害者

に対する差別や偏見が生じないよう市民等の意識の高揚を

図る啓発活動を行います。 

②自発的活動支援事業 

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができ

るように、障害者やその家族、地域住民等による地域におけ

る自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図

ります。 

③相談支援事業 

障害のある人の自立した日常生活、社会生活を営むことを目

的に福祉サービスの利用援助、権利擁護のために必要な援助 

を行います。 

④成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービス利用の観点から、成年後見制度の利用が必

要と認められる障害者に対し、成年後見制度の利用を支援す

ることにより、その障害者の権利擁護を図ります。 

⑤意思疎通支援事業 

聴覚障害や言語障害、音声機能その他の障害のため、意思の

疎通が困難な障害者に対して手話通訳者、要約筆記者を派遣 

します。 

⑥日常生活用具給付等事業 
障害者が日常生活に必要な以下の用具の給付や貸与を行い

ます。 

 

介護・訓練支援用具 
特殊寝台や特殊マット等の身体介護を支援する用具や、障害

者が訓練に用いる椅子 

自立生活支援用具 
入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置等、障害者の入

浴、食事、移動等を支援する用具 

在宅療養等支援用具 
酸素ボンベ運搬車や電動式たん吸引器、盲人用体温計等の在

宅療養を支援する用具 

情報・意思疎通支援用具 
点字器や人工喉頭、聴覚障害者用情報受信装置等の情報収集

や情報伝達、意思疎通等を支援する用具 

排泄管理支援用具 ストマ装具等の排泄管理を支援する用具 
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住宅改修費 
居宅生活の動作を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改

修を伴う用具 

⑦手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある障害者の自立した日常生

活または社会生活のために、日常会話を行うのに必要な手話

を習得するための講習を行います。 

⑧移動支援事業 

屋外での移動に困難がある障害者に対し、地域での自立生活

及び社会参加を促すことを目的に、外出のための支援を行い

ます。 

⑨地域活動支援センター事業 

障害者の生産活動や創作活動の支援を目的に設置された施

設です。 

Ⅰ型：専門職員、精神保健福祉士等を配置し、医療・福祉や

地域の社会基盤との調整、地域におけるボランティアの育

成、障害に対する理解促進に係る普及啓発等を行います。（規

模：利用人員 20 名以上） 

Ⅱ型：地域での就労が困難な在宅の障害者に、機能訓練、社

会適応訓練、入浴等のサービスを行います。（規模：利用人

員 15 名以上） 

Ⅲ型：創作的活動または生産活動の機会を提供するととも

に、社会との交流の促進を図り、地域の実情に応じた支援を

行います。（規模：利用人員 10 名以上） 

 

■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 

①理解促進研修・啓発事業                     （回／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

1 回 2 回 2 回 4 回 1 回 3 回 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

4 回 3 回 4 回 

 

【見込みと確保】 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策により、職員研修を中止にしましたが、

例年実施している自殺予防研修会、広報による啓発活動に加え、福祉サービス事業所職員

等を対象とした新型コロナウイルス感染症対策研修会を開催しました。 

 今後も、地域の住民等を対象に、障害や障害者に対する理解を深めるための研修会やイ

ベントを開催します。 

 富岡・甘楽圏域の自立支援協議会の主催により、障害者美術作品展（アール・ブリュッ

トトミオカ）を開催しており、今後も関係者等で連携し、継続して開催をしていきます。

加えて、障害者の作品への理解の広がりだけでなく、出品者と来場者が交流する場となる
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ように作品展のさらなる充実を図ります。 

 

②自発的活動支援事業                    （実施団体／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

3 団体 5 団体 3 団体 5 団体 3 団体 4 団体 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

4 団体 4 団体 5 団体 

 

【見込みと確保】 

 障害者の自立した日常生活及び社会生活を営むことができるような自発的な取組を支援

するため、関係団体等に補助金を交付します。 

 障害者やその家族、地域住民が自発的に行う活動を、今後も継続して支援するとともに、

関係団体等の活動のさらなる活性化を支援します。 

 

③相談支援事業                    （実施か所／年、件／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

障害者相談支援事業 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 4 か所 4 か所 

地域自立支援協議会 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

住宅入居等支援事業 －件 －件 －件 －件 1 件 0 件 

今期の見込み 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

障害者相談支援事業 4 か所 4 か所 5 か所 

地域自立支援協議会 1 か所 1 か所 1 か所 

住宅入居等支援事業 1 件 1 件 1 件 

 

【見込みと確保】 

 市内４か所（圏域では６か所）で相談支援事業を実施しており、引き続き事業所との連

携を図り、支援の充実を図ります。 

 富岡・甘楽圏域の自立支援協議会において、関係者が地域の課題についての情報を共有

するとともに、相談支援事業の評価や困難事例への対応等に係る協議・調整を行います。 

 住宅入居等支援事業の対象である「賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、

保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者」への情報提供と支援を行います。 
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④成年後見制度利用支援事業                    （人／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

2 人 1 人 3 人 1 人 4 人 1 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

2 人 3 人 4 人 

 

【見込みと確保】 

成年後見制度の利用について、申立てに要する費用や後見人報酬等の全部または一部を

助成します。 

利用者数は少ないですが、成年後見制度による保護・援助が必要と認められる知的障害 

者または精神障害者に対して、同制度の利用支援に取り組み、権利擁護の推進を図ります。 

成年後見制度及び利用支援事業の周知を図るとともに、必要な情報を提供します。 

 

⑤意思疎通支援事業                      （件、人／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

手話通訳者・ 要約筆記者

派遣事業 
50 件 21 件 55 件 15 件 60 件 10 件 

手話通訳者設置事業 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

今期の見込み 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

手話通訳者・ 要約筆記者

派遣事業 
18 件 22 件 26 件 

手話通訳者設置事業 1 人 1 人 1 人 

 

【見込みと確保】 

手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣については、講演会の聴講や会議及び各種教室等

への参加のために利用されています。潜在的な利用希望者がいることも踏まえ、事業の周

知を拡大し対象者の把握に努めるとともに、さらなる利用促進を図ります。 

手話通訳者設置事業については、本市では福祉事務所窓口に手話通訳者を配置しており、

これまでの月２回（隔週水曜日）から毎週 1 回と配置時間の拡大を図りました。今後も同

様の体制を確保するとともに、さらに誰もが利用しやすい窓口となるよう意思疎通支援事

業の推進を図ります。 
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⑥日常生活用具給付等事業                     （件／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

介護・訓練支援用具 7 件 4 件 7 件 3 件 7 件 2 件 

自立生活支援用具 6 件 7 件 9 件 4 件 12 件 3 件 

在宅療養等支援用具 7 件 2 件 7 件 3 件 7 件 1 件 

情報・意思疎通支援用具 5 件 4 件 6 件 3 件 7 件 2 件 

排泄管理支援用具 900 件 947 件 920 件 956 件 940 件 921 件 

住宅改修費 2 件 2 件 2 件 3 件 2 件 1 件 

今期の見込み 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

介護・訓練支援用具 4 件 4 件 4 件 

自立生活支援用具 6 件 6 件 6 件 

在宅療養等支援用具 3 件 3 件 3 件 

情報・意思疎通支援用具 6 件 7 件 8 件 

排泄管理支援用具 924 件 944 件 964 件 

住宅改修費 2 件 2 件 2 件 

 

【見込みと確保】 

 重度の障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図りま

す。日常生活用具給付の決定、給付品目の選定にあたっては、実情に合わせて適正な運用

を図ります。 

日用生活用具の必要な障害者への事業内容を周知するとともに、用具がスムーズに提供

できるように、事業者等に働きかけ、サービス提供の確保を図ります。 

 

⑦手話奉仕員養成研修事業                     （人／年） 

前期の 

見込み・実績値 

（研修修了者） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

25 人 31 人 26 人 37 人 27 人 0 人 

今期の見込み 

（研修修了者） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

30 人 31 人 32 人 

 

【見込みと確保】 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策により、研修を中止にしたため、実績値

（研修修了者）は０人です。 

今後も、本市において意思疎通支援の担い手となる人材の育成に向け、群馬県や富岡市

社会福祉協議会等の関係団体と連携を図り、手話奉仕員養成講習会を開催します。 
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⑧移動支援事業            （実利用者数：人／月、サービス量：時間／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

50 人 52 人 55 人 59 人 65 人 42 人 

280 時間 293 時間 300 時間 321 時間 345 時間 234 時間 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

53 人 55 人 57 人 

297 時間 307 時間 317 時間 

 

【見込みと確保】 

令和２年度（年度末の見込値）は新型コロナウイルス感染症の影響等により、一部の事

業所で利用者数が減少していますが、一部の事業所を除くと増加傾向にあります。 

市内３か所の事業所のほか、市外の事業所においても利用があり、利用者数・利用時間

ともに増加傾向にあることから、今後の利用も増加と見込みました。 

今後も引き続き、社会生活上不可欠な外出の支援を円滑に行うことで、障害者の地域にお

ける自立した生活や余暇活動等への社会参加を促進していきます。 

 

⑨地域活動支援センター事業       （実施か所：か所／年、延利用者数：人／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

市内センター利用 
2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

1,440 人 1,032 人 1,440 人 1,056 人 1,440 人 1,068 人 

市外センター利用 
3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 

276 人 204 人 300 人 204 人 324 人 132 人 

今期の見込み 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

市内センター利用 
2 か所 2 か所 2 か所 

1,080 人 1,104 人 1,128 人 

市外センター利用 
3 か所 3 か所 3 か所 

228 人 240 人 252 人 

 ※人数は、登録者数×利用月数により算出 

 

【見込みと確保】 

市内センターについては、利用者数は同等で推移していますが、市外センターについて

は、令和２年度（年度末の見込値）は新型コロナウイルス感染症の影響等により、利用者

数が減少しています。 

市内をはじめ、市外の地域活動支援センターにおいて、創作的活動や生産活動の機会の
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提供や、社会との交流促進等の便宜を図ることを通じて、障害者の地域生活を支援します。 

 自宅で過ごすことが多い障害者が外に出て人と交流し、仲間とともに創作活動や機能訓

練のほかさまざまな活動を行うことを通じて、自分らしく日中を過ごせる場を確保します。 
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（２）任意事業 

 地域生活支援事業の任意事業として市が取り組んでいる事業には、福祉ホーム事業委託、

知的障害者職親委託事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、自動車改造費用助

成事業、自動車運転免許取得助成事業等があります。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①福祉ホーム事業委託 低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な

支援を行います。 

②知的障害者職親委託事業 一定期間、知的障害者の更生擁護に熱意を有する事業経営者

等の私人（職親）に預け、生活指導や技能指導を行い就職に

結びつけ、自立更生を図ります。 

③日中一時支援事業 
在宅の障害者を一時的に預かることで、日中活動の場を提供

し、家族の一時的な介護負担の軽減を図ります。 

④訪問入浴サービス事業 
重度の障害があるため、介護事業所での入浴が困難な人に、

移動入浴車による在宅での入浴サービスを行います。 

⑤自動車改造費用助成事業 自動車改造の費用の一部を助成します。 

⑥自動車運転免許取得助成事業 自動車運転免許取得の費用の一部を助成します。 

 

■前期の実績値 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 
              （実利用人数：人／年、件数：件／年） 

サービス名 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

福祉ホーム事業委託 1 人 0 人 ０人 

知的障害者職親委託事業 7 人 0 人 ０人 

日中一時支援事業 21 人 33 人 20 人 

訪問入浴サービス事業 0 人 0 人 ０人 

自動車改造費用助成事業 0 件 2 件 1 件 

自動車運転免許取得助成事業 0 件 0 件 0 件 

 

【見込みと確保】 

障害者の QOL（クオリティ・オブ・ライフ/生活の質）の向上、家族の負担の軽減等を

図るため、社会福祉法人等に委託することによりサービス提供を確保します。 

障害者の地域における自立した生活や余暇活動等への社会参加を促進していきます。 
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５ 障害児通所支援等 

障害児等を支援するサービスとして、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デ

イサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援等があります。 

また、サービスの利用等において計画的な支援を必要とする障害児を対象に、相談支援

を行います。 

 

（１）障害児通所事業 

 障害児の通所等を支援するサービスとして、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課

後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援等があります。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①児童発達支援 障害の特性に応じ、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うほか、障害児の家族を対象

とした支援や保育所等の障害児を預かる施設の援助等にも対応し

ます。 

②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または医療的管理下での

支援が必要であると認められた障害児に対し、児童発達支援及び治

療を行います。 

③放課後等デイサービス 放課後や夏休み等の長期休暇中における居場所づくりとともに、生

活能力向上のための訓練、創作的活動、作業活動、地域交流の機会

の提供、余暇の提供等を行い、自立を促進します。 

④保育所等訪問支援 保育所等を利用する障害児が、集団生活の適応のための専門的な支

援を必要とする場合に、当該施設を訪問し、集団生活適応のための

訓練を実施するほか、訪問先施設のスタッフに対し支援方法の指導

等を行います。 

⑤居宅訪問型児童発達支

援 
重症心身障害等の重度の障害児等であって、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児に対し、障害児の居

宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与等の支援を行います。 
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■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 

①児童発達支援            （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

3 人 10 人 3 人 14 人 3 人 14 人 

24 人日 102 人日 24 人日 151 人日 24 人日 189 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

10 人 13 人 16 人 

106 人日 138 人日 170 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、事業所から聴取した利用者のニーズ等を踏まえるとともに、幼児期等の一定

の年齢期におけるサービス利用であることから、新規利用と支給終了の両方を勘案し、増

加傾向で見込みました。 

児童発達支援センターをはじめとした関係機関との連携を図り、支援を必要とする障害

児が必要なサービスを利用できるように、支援体制の充実を図ります。 

保護者等が、子どもの発達や障害の状況等に合わせてサービスを選択できるように、必

要な情報を提供します。 

サービス提供事業者に対し、障害の特性や障害児支援の知識を有する指導員等の確保・

養成を促し、サービスの充実を図ります。 

 

②医療型児童発達支援         （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

1 人 0 人 1 人 0 人 1 人 0 人 

11 人日 0 人日 11 人日 0 人日 11 人日 0 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

1 人 1 人 1 人 

11 人日 11 人日 11 人日 

 

【見込みと確保】 
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サービス見込量については、今のところ市内及び近隣市町村にサービス提供できる事業

所はなく、これまでの利用実績もありませんが、サービス提供があることを想定して見込

みました。 

これまでの利用実績はありませんが、支援を必要とする障害児が必要なサービスが利用

できるように、近隣市町村や事業所との連携のもと、提供体制の確保を図ります。 

 保護者等が、子どもの発達や障害の状況等に合わせてサービスを選択できるように、必

要な情報を提供します。 

 

③放課後等デイサービス        （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

61 人 63 人 64 人 61 人 67 人 76 人 

1,037 人日 1,004 人日 1,088 人日 941 人日 1,139 人日 944 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

61 人 64 人 67 人 

964 人日 1,015 人日 1,066 人日 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、平成 29 年度から令和元年度までの利用実績の伸びや近隣

の事業所数、事業所から聴取した利用者のニーズ等を踏まえるとともに、児童発達支援利

用者が就学と同時に利用することが想定されることと、高等学校卒業による利用終了等も

勘案し、増加傾向で見込みました。 

障害児通所事業の中心的なサービスとして、関係機関との連携を図り、支援を必要とす

る障害児が必要なサービスを利用できるように、支援体制の充実を図ります。 

保護者等が、子どもの発達や障害の状況等に合わせてサービスを選択できるように、必

要な情報を提供します。 

サービス提供事業者に対し、障害の特性や障害児支援の知識を有する指導員等の確保・

養成を促し、サービスの充実を図ります。 

 

④保育所等訪問支援          （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

2 人 3 人 3 人 1 人 ４人 1 人 

4 人日 3 人日 6 人日 1 人日 ８人日 1 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

2 人 3 人 4 人 

4 人日 6 人日 8 人日 
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【見込みと確保】 

関係機関との連携を図り、支援を必要とする障害児が必要なサービスを利用できるよう

に、支援体制の充実を図ります。 

保護者等が、子どもの発達や障害の状況等に合わせてサービスを選択できるように、必

要な情報を提供します。 

サービス提供事業者に対し、障害の特性や障害児支援の知識を有する指導員等の確保・

養成を促し、サービスの充実を図ります。 

 

⑤居宅訪問型児童発達支援       （実利用者数：人／月、サービス量：人日／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

1 人 0 人 1 人 0 人 1 人 0 人 

6 人日 0 人日 6 人日 0 人日 6 人日 0 人日 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

1 人 1 人 1 人 

6 人日 6 人日 6 人日 

 
【見込みと確保】 

近年、新設されたサービスであり、今のところ県内にサービス提供できる事業所はなく、

これまでの利用実績もありませんが、サービス提供があることを想定して見込みました。 

これまでの利用実績はありませんが、支援を必要とする障害児が必要なサービスが利用

できるように、近隣市町村や事業所との連携のもと、提供体制の確保を図ります。 

 保護者等が、子どもの発達や障害の状況等に合わせてサービスを選択できるように、必

要な情報を提供します。 
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（２）障害児相談支援 
 計画的な支援を必要とする障害児を対象に、相談支援を行います。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①障害児相談支援 障害児通所支援を申請した障害児について、サービス等利用計画の

作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリン

グ）を行った場合、障害児相談支援給付費を支給します。 

 

■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 
                             （実利用者数：人／月） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

30 人 24 人 32 人 26 人 34 人 19 人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

25 人 27 人 29 人 

 

【見込みと確保】 

サービス見込量については、ほとんどの障害福祉サービス利用者が計画相談支援を利用

することから、サービスの利用者数の見込みをもとに、増加傾向で見込みました。 

障害福祉サービス等の利用者に対し、計画的な支援を提供するために、基幹相談支援セ

ンターや相談支援事業所と連携し、必要なサービスの確保と充実を図ります。 
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（３）医療的ケア児等コーディネーター配置 

 医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるように、コーデ

ィネーターを配置します。 

サービスの内容、今後の見込みと確保方策については、次のとおりです。 

 

■サービスの内容 

サービス名 内容 

①医療的ケア児等コーデ

ィネーター配置 
医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ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等

の医療的ケアが必要な障害児（医療的ケア児）が増加していること

から、医療的ケア児が地域において必要な支援を円滑に受けること

ができるように、コーディネーターを配置し、保健、医療、福祉そ

の他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行います。 

 

■サービス量の見込み 

共通事項 

・令和２年度の実績値は、令和２年９月末時点の実績により算出した年度末の見込値 

・１か月分の実績（「人／月」、「時間／月」等）は、各年度年度末（３月利用分）の実績 

・「人日」は、利用延べ人数（１か月あたりの実利用者数×１か月あたりの平均利用日数） 

 
                                  （人／年） 

前期の 

見込み・実績値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

見込み 実績値 見込み 実績値 見込み 実績値 

1 人 0 人 1 人 １人 1 人 １人 

今期の見込み 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

２ ２人 ２人 

 

【見込みと確保】 

地域における医療的ケア児等の支援のため、コーディネーターの安定的・継続的な配置

を図ります。特に、児童発達支援センターや基幹相談支援センター等の地域の中心的な相

談機関において、コーディネーターの確保を図ります。 
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資 料 編 
 

１ 富岡市自立支援協議会委員名簿 
 

（敬称略） 

№ 氏名 区分 所属 備考 

1 岩井 三千夫 

関係団体 

富岡市手をつなぐ育成会 会長 

2 鶴田 雪男 富岡市身体障害者更生会  

3 高橋 真一 富岡市視覚障害者福祉協会  

4 今井 忠雄 富岡市聴覚障害者福祉協会  

5 飯井 哲子 
富岡地域精神障害者家族会 もみじ会 

（※会は令和元年度末に解散） 
 

6 鳥潟 充俊 

施設関係事

業者 

障害者支援施設 みらい  

7 吉岡 公明 障害者支援施設 妙義もみじ学園  

8 工藤 さつき 相談支援事業所 みのり  

9 細谷 藤仁 地域活動支援センター つくし学園  

10 斎藤 信哉 特定非営利活動法人 アトム  

11 富張 きみえ 特定非営利活動法人 プレパレ 副会長 

12 佐藤 あゆみ 障害者就業・生活支援センター トータス  

13 奥村 国弘 特定非営利活動法人 わたげ  

14 金谷  透 社会福祉法人 上州水土舎  

15 久我 宜宏 社会福祉法人 榛桐会  

16 堀江 由紀子 

関係機関 

群馬県立富岡特別支援学校  

17 廣田 大介 群馬富岡公共職業安定所  

18 宮田 和久 群馬県富岡保健福祉事務所  

19 小須田 博男 富岡市民生委員児童委員協議会  

20 神戸 裕子 富岡市社会福祉協議会  

21 森岡 雅之 
アドバイザ

ー 

群馬県心身障害者福祉センター 

（群馬県自立支援協議会アドバイザー部会） 
 

22 永井 真理子  富岡市健康福祉部長  
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２ 計画策定の経緯 
 

年月日 内容等 

令和２年６月５日 

第１回富岡市自立支援協議会（書面開催） 

（１）計画の策定及び骨子について 

（２）策定スケジュールについて 

（３）これまでの計画について 

（４）アンケート調査の実施について 

令和２年７月１日 

～７月３１日 

アンケート調査の実施 

令和２年９月２５日 

第２回富岡市自立支援協議会（書面開催） 

（１）昨年度までの事業実績について 

（２）アンケート調査結果について 

（３）計画（案）の作成について 

令和２年１２月１日 

～令和３年１月４日 

パブリックコメントの実施 

令和３年１月２５日 

第３回富岡市自立支援協議会（書面開催） 

（１）パブリックコメントの実施結果について 

（２）計画（最終案）について 

 

 

 


