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            はじめに 

 

 本市におきましては、まちづくりを進めていくための最上位計画である「第 2次糸

魚川市総合計画」を平成 28年に策定し、「翠
みどり

の交流都市 さわやか すこやか 輝きの

まち」を目標とする都市像に掲げ、誰もが元気で健康に過ごすことのできるまちづく

りを進めています。 

 障害者施策としましては、平成 27年度から平成 29年度までを計画期間とする「第

４期糸魚川市障害者計画・障害福祉計画（糸魚川市ささえあいプラン）」に基づき、施

策の推進に努めてまいりました。 

 この間、平成 28年 4月に施行となった「障害者差別解消法」により、障害を理由と

する差別の解消にさらに推進するとともに、障害のあるなしに関わらず平等に暮らす

ことのできる地域づくりに取り組んでいます。また、平成 29年 2月に国が示した「地

域共生社会の実現に向けて（当面の改革工程）」では、地域住民や地域の多様な主体が

「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代、分野を超え「丸ごと」つながる

「地域共生社会」の実現を図ることとしています。 

 こういった国の動向を踏まえ、本計画では「自立と共生の社会を実現し、みんなで

ささえあう糸魚川」を基本方針として、市民の皆様から障害のある人への理解を深め

てもらうとともに、地域で安心して生活できる福祉制度の充実や就労の支援、障害の

ある子どもへの手厚い支援など各種施策を積極的に推進し、誰もが住みやすい、住ん

でいて良かったと思えるまちづくりに向けて、一歩一歩着実に推進してまいります。

市民の皆様からもご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 終わりに、この計画の策定にあたりまして、貴重なご意見やご提言をいただきまし

た関係団体をはじめ、関係者の皆さまに心からお礼申し上げます。 

 

 

 

  平成３０年３月 

 

                       糸魚川市長  米 田  徹 
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  わが国では、平成 18年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約（障害者

権利条約）」への批准を目的として、国内の障害者施策にかかわる法の整備を行い、

平成 23年 8月には「障害者基本法の一部改正する法律」が成立しました。障害者基

本法の改正においては、すべての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会を実現

することを目的に、地域社会での共生や社会的障壁の除去をはじめとした基本原則を

定めることが盛り込まれています。この法律に基づき、平成 25年 9月には国の第 3

次障害者基本計画が策定され、平成 30年度には第 4次計画が策定されることとなっ

ています。 

  さらに、障害者基本法改正にともなって、障害福祉計画の法的根拠となっていた「障

害者自立支援法」に代わる、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（以下、「障害者総合支援法」という。）」が平成 24年に成立しました。

この法律では、障害者基本法の理念を土台とし、これまで制度の谷間となっていた難

病患者への支援提供や、知的障害及び精神障害における障害区分の適切な配慮などの

改正が行われました。 

  また、平成 30年度には障害者総合支援法の改正と児童福祉法の改正が行われ、障

害のある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対す

る支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進する

ための見直し等が図られます。 

  また、平成 23年には「障害者虐待防止法」が成立し、障害のある人への虐待の防

止や養護者に対する支援に努めるとともに、虐待を受けたと思われる障害のある人を

発見した人への通報義務が課されることとなりました。さらに、平成 25年には「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者差別解消法」とい

う。）が成立し、公共機関において、障害のある人や家族から「社会的障壁の除去」

を求められた場合には、障害のある人が他の者と同じように権利や機会をもち、行使

ができるような調整を行う、「合理的配慮」を義務付けられることが示され、平成

28年４月から施行されました。 

  こうした国内の法整備の動きにより、平成 26年 2月 19日にはわが国で障害者権利

条約が批准され、効力を生ずることとなりました。 

  このような国内外の動きのなか、地域における障害のある人の社会参加の機会の確

保など、地域で共生社会を実現していくことや、障害のある人を個人として尊重する

社会のあり方が、より強く求められるようになっています。当市では、前計画の期間

満了にともない、以上のような動きを踏まえるとともに、当市の障害福祉を一層推進

するため、本計画を策定しました。  

第１章 計画策定に当たって 

第１節 計画の策定の趣旨 
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  本計画は、障害者基本法第 11条第３項に基づく「糸魚川市障害者計画」と、障害

者総合支援法第 88条に基づく「糸魚川市障害福祉計画」、また児童福祉法の改正に

伴い、児童福祉法第 33条の 20第１項に規定された、「障害児福祉計画」を一体的に

策定し、親しみやすい計画とするため「糸魚川市ささえあいプラン」としました。 

  「糸魚川市障害者計画」の部分においては障害者施策の基本的な指針を示した計画、

「糸魚川市障害福祉計画」の部分においては「糸魚川市障害者計画」の障害福祉サー

ビス及び地域生活支援事業の見込み量を定めた実施計画、また、「障害児福祉計画」

では障害児へのサービスの提供体制の確保を計画するものとして、糸魚川市の障害者

施策の総合的な推進を目指します。 

  なお、本計画は、国の障害者基本計画及び本市の上位計画である「糸魚川市総合

計画」や「糸魚川市地域福祉計画」などの関連計画との整合性を確保して策定しま

す。 

 

□ささえあいプランと関連計画等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本計画における期間は、本市の場合、障害者計画と障害福祉計画、障害児福祉計

画を同時に策定していることから、平成 30年度から 32年度の 3年間とします。 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

 

糸魚川市 

ささえあいプラン 

         

 

 

※各ページの*（アスタリスク）の付いている語句は、資料編に用語解説があります。  

第３節 計画の期間 

(県) 新潟県障害者計画 

   新潟県障害福祉計画 

第４期計画 第５期計画 第６期計画 

(国) 障害者総合支援法 

(国) 児童福祉法  

 
糸魚川市障害福祉計画 

第２節 計画の位置づけ 

(国) 障害者基本法 

糸魚川市ささえあいプラン ・地域福祉計画 

・男女共同参画プラン 

・介護保険事業計画 

 高齢者福祉計画 

・子ども・子育て支援 

 事業計画 

・親子保健計画 

・健康いといがわ 21 

糸魚川市総合計画 

糸魚川市障害者計画 

(国) 障害者基本計画 
糸魚川市障害児福祉計画 
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１ 糸魚川市の障害者の概況 

  当市における障害者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の

状況は以下のとおりです。障害者数はほぼ横ばいで推移していますが、総人口の割

合から見ると、0.8ポイント増加しています。 

  手帳の種類別の割合では、身体障害者手帳の所持者が全体の約 3/4と一番多く、

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳はほぼ同じ所持者数となっています。 

  年齢別では、全体の約 2/3が 65歳以上の人で、高齢の方が手帳取得されている状

況です。 

  

第２章 障害者の現状 

第１節 糸魚川市における障害者の状況 

■総人口と障害者数の推移 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

平成28年 

平成26年 

平成24年 

平成22年 

平成20年 

■障害者手帳の種類別の所持者数の割合 

2139 

411 

310 

身体障害者手帳 

2,139 人(74.8%) 

療育手帳 

411 人(14.4%) 

精神保健福祉手帳 

310人(10.8%) 

注）手帳所持者の重複あり 

■障害者手帳の年齢別所持者数の割合 

65歳以上 

1,820人(63.6%) 

18歳～64歳 

963人(33.7%) 

0歳～17歳 

77人(2.7%) 

総人口 障害者数 割合

平成20年 49,404人 2,830人 5.7%

平成22年 48,301人 2,884人 6.0%

平成24年 47,156人 2,966人 6.3%

平成26年 46,144人 2,843人 6.2%

平成28年 43,961人 2,860人 6.5%
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2,251 2,308 2,382 2,354 2,357 2,269 2,252 2,204 2,139 

4.51% 

4.77% 
4.98% 4.99% 5.04% 

4.92% 4.95% 4.92% 4.87% 

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成 

19年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

身体障害者手帳支持者数 総人口に対する割合 

 

２ 身体障害者の状況 

  身体障害者手帳所持者は、平成 29 年 4 月 1 日現在 2,139 人となり、10 年前と比

べ 100人以上減っていますが、総人口に占める割合は平成 19年と比べて 0.3ポイン

ト以上増加しています。 

 

  ○身体障害者手帳所持者数                   （単位：人） 

 
総人口 

身体障害者 

手帳所持者数 
総人口に対する割合 

平成 19年 49,924 2,251 4.51％ 

平成 22年 48,361 2,308 4.77％ 

平成 23年 47,785 2,382 4.98％ 

平成 24年 47,156 2,354 4.99％ 

平成 25年 46,751 2,357 5.04％ 

平成 26年 46,144 2,269 4.92％ 

平成 27年 45,493 2,252 4.95％ 

平成 28年 44,769 2,204 4.92％ 

平成 29年 43,961 2,139 4.87％ 

注）各年 4月 1日現在 

 

 

  ○身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 

身体障害者手帳所持者数  
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0～17歳 

1.1% 

18～64歳 

20.1% 

65歳以上 

78.8% 

 

○障害の種類別身体障害者手帳所持者数の推移            （単位：人） 

 視覚障害 聴覚障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害 合計 

平成 19年 182 242 36 1,194 642 2,251 

平成 22年 169 247 48 1,294 655 2,413 

平成 23年 164 260 51 1,369 705 2,549 

平成 24年 150 243 47 1,308 714 2,462 

平成 25年 147 241 44 1,791 725 2,948 

平成 26年 146 228 30 1,213 749 2,366 

平成 27年 145 228 40 1,218 733 2,364 

平成 28年 131 214 30 1,154 736 2,265 

平成 29年 136 221 38 1,116 721 2,232 

注）各年 4月 1日現在 

 

○障害の種類別・等級別身体障害者手帳所持者数           （単位：人） 

 視覚障害 聴覚障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害 合計 

１級 36 0 0 54 399 489 

２級 42 41 0 211 0 294 

３級 17 29 17 116 158 337 

４級 3 60 21 568 164 816 

５級 20 0 0 104 0 124 

６級 18 91 0 63 0 172 

注）肢体不自由の６級には７級も含む。 

平成 29年 4月 1日現在  

   

肢体不自由 

50.0% 

内部障害

32.3% 

視覚障害 

6.1% 聴覚障害 

9.9% 

音声･言語 

障害 1.7% 

○障害の種類別身体障害者手帳 

所持者の割合 

○年齢別身体障害者手帳所持者 

の割合 

注）平成 29年 4 月 1日現在 
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326 
350 362 

379 388 

351 360 

398 411 0.65% 

0.72% 
0.76% 

0.80% 0.83% 

0.76% 
0.79% 

0.89% 

0.94% 

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

0

100

200

300

400

500

600

平成 

19年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

療育手帳所持者数 総人口に対する割合 

３ 知的障害者の状況 

  療育手帳所持者は、平成 29年 4月 1日現在 411人で年々増加しており、総人口に

占める割合は 0.94％で、約 100人に 1人の割合となっています。 

 

○療育手帳所持者数                   （単位：人） 

 
総人口 

療育手帳 

所持者数 
総人口に対する割合 

平成 19年 49,924 326 0.65％ 

平成 22年 48,361 350 0.72％ 

平成 23年 47,785 362 0.76％ 

平成 24年 47,156 379 0.80％ 

平成 25年 46,751 388 0.83％ 

平成 26年 46,144 351 0.76％ 

平成 27年 45,493 360 0.79％ 

平成 28年 44,769 398 0.89％ 

平成 29年 43,961 411 0.94％ 

注）各年 4月 1日現在 

 

 

 ○療育手帳所持者数の推移 

  

（人） 
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○年齢別・障害の程度別療育手帳所持者数の推移           （単位：人） 

 18 歳 未 満 18 歳 以 上 
合計 

 Ａ判定 
(重度) 

Ｂ判定 
(中軽度) 

 Ａ判定 
(重度) 

Ｂ判定 
(中軽度) 

平成 19年 55 26 29 271 115 156 326 

平成 22年 57 25 32 293 117 176 350 

平成 23年 55 27 28 307 119 188 362 

平成 24年 58 32 26 321 122 199 379 

平成 25年 54 27 27 334 129 205 388 

平成 26年 55 25 30 296 104 192 351 

平成 27年 58 29 29 302 136 166 360 

平成 28年 50 23 27 348 140 208 398 

平成 29年 52 25 27 359 146 213 411 

注）各年 4月 1日現在 

 

 

○年齢別療育手帳所持者数（単位：人） 

 

0～ 6 歳 4 

7～12 歳 23 

13～17歳 25 

18～19歳 10 

20～29歳 77 

30～39歳 56 

40～49歳 69 

50～64歳 81 

65 歳以上 66 

注）平成 29年 4月 1 日現在 
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４ 精神障害者の状況 

  精神障害者保健福祉手帳所持者は、平成 29年 4月 1日現在 310人で、ここ数年で

徐々に増加してきており、総人口に占める割合は 0.71％となっています。 

  統合失調症やうつ病など他に、発達障害＊1で手帳取得する人も近年多くなってき

ており、手帳所持者の増加につながっています。 

  また、自立支援医療（精神通院医療）＊2の受給者数も年々増加し、総人口に対す

る割合では、平成 19年の 0.91％から平成 29年は 1.58％となっており、精神的な病

気等を抱える人が増加しています。 

 

○精神障害者保健福祉手帳所持者数                （単位：人） 

 
総人口 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 総人口に 

対する割合  １級 ２級 ３級 

平成 19年 49,924 248 37 186 25 0.50％ 

平成 22年 48,361 226 32 179 15 0.47％ 

平成 23年 47,785 329 38 289 32 0.69％ 

平成 24年 47,156 233 16 196 21 0.49％ 

平成 25年 46,751 211 13 178 20 0.45％ 

平成 26年 46,144 223 16 192 15 0.48％ 

平成 27年 45,493 229 17 196 16 0.50％ 

平成 28年 44,769 271 18 236 17 0.61％ 

平成 29年 43,961 310 24 266 20 0.71％ 

注）各年 4月 1日現在 

 

 ○精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
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○年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数（単位：人） 

 
平成 

25年度 

平成 

28年度 
比較 

0～17 歳 7 2 -5 

18～39歳 41 63 22 

40～64歳 142 177 35 

65 歳以上 39 68 29 

合計 229 310 81 

注）各年度３月 31日現在 

 

 

 

 

○自立支援医療（精神通院医療）の受給者数と総人口に対する割合の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注）1 各年度末現在 

   2 資料：糸魚川保健所 
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５ 難病患者等の状況 

  平成 25年度から施行された障害者総合支援法により、難病等＊3についても障害

福祉サービス等の対象となり、平成 29年 4月 1日現在で 358の疾病が対象となって

います。 

  現在、市で把握している難病等については、県で支給をしている「難病医療費助

成制度＊4」の対象者で、対象疾患も年々拡大しており、糸魚川市では平成 29年 3

月 31日現在 399人の方が医療費の助成を受けています。 

 

○難病医療費助成制度の受給者数の推移            （単位：人） 
 

年度 対象疾患数 男 女 計 

平成 25年度 56疾患 148人 199人 347人 

平成 26年度 110疾患 159人 213人 372人 

平成 27年度 306疾患 167人 225人 392人 

平成 28年度 306疾患 172人 227人 399人 

注）1 各年度末現在 

  2 資料：糸魚川保健所 
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６ 児童の状況 

  児童数については、保育園、幼稚園、小中学校ともに年々減少しております。 

  その中で、発達支援センターめだか園＊5の登録者数は増えており、発達に不安の

ある児童が割合的にも増えているのが現状です。 

 

○園、学校等児童数の推移（単位：人） 

 

保育園 
在園者数 

幼稚園 
在園者数 

小学校 
児童数 

中学校 
生徒数 

平成 20年 1,026 462 2,451 1,299 

平成 24年 1,064 378 2,193 1,138 

平成 25年 1,053 387 2,152 1,125 

平成 26年 1,037 335 2,075 1,149 

平成 27年 1,011 315 2,066 1,139 

平成 28年 970 315 2,032 1,127 

平成 29年 959 339 1,969 1,112 

注）保育園、幼稚園の人数は各年 3月 31現在 

  小・中学校の人数は各年 5 月 1日現在 

 

 

○発達支援センターめだか園の利用者の推移（単位：人） 

 登録者数 
延べ 

利用者数 

平成21年度 50 1,269 

平成22年度 52 1,160 

平成23年度 65 1,412 

平成24年度 73 1,288 

平成25年度 80 1,308 

平成26年度 84 1,445 

平成27年度 67 1,569 

平成28年度 76 1,666 

注）各年度末現在 

  小学校へ就学前の児童を対象 
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７ 障害支援区分認定の状況 

   障害福祉サービス（介護給付）を利用するためには、区分１～区分６の段階で

表される「障害支援区分＊6」の認定を受けることが必要です。認定は、国で定め

られた心身の状況に関する 80項目の調査結果と主治医の意見書等を元に、市で開

催する障害支援区分認定審査会で判定されます。 

   平成 29年 4月 1日現在、障害支援区分を受けている人は 225人です。うち、身

体障害のある人が 35人、知的障害のある人が 157人、精神障害のある人が 33人

となっています。 

   全体では区分６が最も多く、次いで区分２、区分４の順となっており、知的障

害のある人は区分６が、精神障害のある人は区分２が最も多くなっています。 

   平成 26年の状況と比較すると、認定を受けている総数は大きくは変わりません

が、区分１の人が減少し、区分２、４、６の人が増えており、平均区分は平成 26

年の 3.63から 3.96に上がり、重度化が進んでいます。特に知的障害の区分上昇

が見られますが、その区分で利用できる支援制度で在宅生活を支えていると考え

られます。 

 

○障害支援区分の状況 

 ※平成 29年 4月 1日現在                    （単位：人） 

 
軽度                   重度 

合計 

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

身体 4 3 5 6 4 13 35 

知的 0 29 23 33 24 48 157 

精神 1 23 5 4 0 － 33 

合計 5 55 33 43 28 61 225 

割合 2.2% 24.4% 14.7% 19.1% 12.4% 27.2%  

 

 ※平成 26年 4月 1日現在 

 
軽度                   重度 

合計 

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

身体 4 4 4 9 9 31 61 

知的 11 29 32 17 14 22 125 

精神 8 18 4 5 1 － 36 

合計 23 51 40 31 24 53 222 

割合 10.4% 23.0% 18.0% 14.0% 10.8% 23.8%  
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１ 障害者団体等とのグループインタビュー 

平成 29年 6月～8月の間において、今後の障害者計画等を策定するための基礎資料

とするため、「ささえあいプラン策定に伴う意見交換会（グループインタビュー）」を

実施しました。  

このグループインタビューは、市と市内の福祉事業所の職員が主体となって、市内の

障害者の当事者及び家族の団体（8団体）、ボランティア団体（3団体）、障害福祉事

業所（17事業所）から日常生活やサービス、当事者との関わりなどについて意見交換

を行いました。  

 

（１） 当事者、家族等の団体 

 

（健康面について） ⇒48ページに関連 

・言葉が出ないことが心配。将来的に仕事に就くことを考えると、意思疎通ができな

いのではと思い心配。 

・言葉の教室があれば通わせたいが、どこにあって、誰が通えるか分からない。 

・自閉症で、大人になってからこだわりがどんどん強くなってきている。強いこだわ

りに家族が対応しきれないことがある。 

・母がインフルエンザとなったが、施設やヘルパーも利用できないため、なんとか気

力で介助し乗り切った。そういったときはどうすればよいか。 

・健康面が心配なので、日中活動の場所で運動があると良い。 

・聴覚障害があり医療機関でのコミュニケーションがうまくできない。病気の症状が

医者にうまく伝わらず、メモではニュアンスが伝わらない。手話奉仕員を利用する

のも、気が引けてお願いできない。 

・歯医者に行きたいが、体格面や本人のこだわりで行けない。糸魚川市内で受け入れ

てくれる病院はないか。 

 

（社会参加・余暇活動について） ⇒37ページに関連 

・いとよ朗読奉仕会で行っている朗読を聞いてくれる人が増えるよう、市から声をか

けてほしい。 

・公共施設のバリアフリーについて、弱視であるため施設の部屋名の文字を大きくし

てほしい。トイレなどの表示も小さい。新しく建てられる施設は、現在より１．５

倍大きい文字で書いてほしい。 

・街中の飲食店について、身障者用トイレを設置してほしい。トイレが心配で飲食店

を利用しにくい。都度、外へ出て用を足さなくてはならない。 

・トイレを一人でできないため、母が男子トイレに入って介助するが、介助中である

札等があると良い。 

第２節 計画策定に当たってのニーズ聞き取り 
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（就労について） ⇒39ページに関連 

・作業所に通っているが、落ち着いて行けている。最初は働かせたいという気持ちが

あったが、今は本人にとって落ち着いてできる環境が良いと感じている。 

・高卒後に就労支援事業所へ入ったが、その後は一般就労した。初めは仕事がつらく

て泣いて帰る時もあったが、今は会社からの給料で好きなことができ喜んでいる。 

 

（住まいについて） ⇒49ページに関連 

・将来も住み慣れた地域で住ませてあげたい。 

・両親がいなくなると心配。病状により、判断ができなくなることがある。 

 

（福祉サービスについて） ⇒36ページに関連 

・気軽に相談できる場、悩みを話せる場があるといい 

・ショートステイの利用は本人も楽しんでいるようで、助かっている。ただ、急な利

用もできるようにしてほしい。緊急時も対応してもらえると助かる。 

・福祉事業所から一般就労になった。そのため、計画相談が外れて一般相談となった

が、いつでも相談できるように相談体制をつなげてほしい。 

・行動援助のサービスをあまり聞かない。移動や外出の支援をしてほしい。 

・同行援護は緊急対応ができないため、趣味や余暇活動での利用を遠慮してしまう。

土日祝日も利用しやすくしてほしい。 

・対面朗読について、訪問による朗読をしてほしい。 

・地域活動支援センターは利用料がかかるが、福祉事業所だと利用料はかからなかっ

た。できれば親の負担が減っていくといい。 

 

（その他） 

・精神障害者に対する理解が低い。周囲の人の理解が必要。 

・親亡き後も、兄弟に引きついでほしいが、親としてどこまで言えばいいのか難しい。 

・災害時の避難について、避難所での対応を工夫してほしい。 

・本人への対応の仕方が難しく、親のメンタル面での相談支援もしてほしい。団体で

の活動の場は大変助かる。 

・「合図くん」というバイブやブザーで呼び出しをしてくれる機器があり、病院や市役

所などで呼び出しがあっても聞き逃すことがない。ろうあ者だけでなく、高齢者や

災害時にも活用できるので、市で購入してほしい。また、災害時に活用できる電光

掲示板を購入してほしい。 

・障害者タクシー券の交通費助成について、助成金額を改善してほしい。障害者が外

出するにはタクシーの利用等お金がかかる。 

・おしらせばんで、外国人向けにルビを振ってある時があるが、ひらがなしか読めな

い人向けにも大事なお知らせはルビを振ってほしい。 

・送迎のサービスがあるといい。今は少人数なので、送迎があればもっと多くの利用

者が通うことができるのでは。 
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（２） ボランティア団体 

 

（あれば良いと思う支援） ⇒52ページに関連 

・障害の理解という面で、若い世代からも知ってもらう機会があるといい。聴覚障害

は見た目では分からない障害なので、差別につながる。手話についても、小さいう

ちから触れ合う場があるといい。 

・手話奉仕員の養成講座を行っているが、その時で終わってしまうので、その後も継

続していけるような勉強会を行ってほしい。 

 

（事業所や行政への要望） 

・以前から設置型の手話奉仕員を要望しているが実現していない。 

・広報朗読について、最近の広報は写真やイラスト、図などが中心となったため編集

朗読作業が大変。目が見える人向けの広報となっている。編集は大変な作業なので、

ルビ振りや紙面にマルをつけるといった簡単なことで良いのでお願いしたい。 

・観光施設等へ設置するパンフレット等の点訳資料作りの依頼がほとんどない。市職

員の障害者に対する意識が低いのでは。 

 

 

（３） 障害福祉事業所 

 

（居住系サービス） ⇒36ページに関連 

・メモリアルホームみずほの入所者は 50人で、うち 65歳以上の人が 14人で高齢化が

進んでいる。ここ以外の行き場がなく、ここに留まっている状況。新しい人が入れ

ない。 

・成果目標では、地域への移行、入所者数の削減を計画しないといけないが、ある程

度グループホーム等には移行しており、残っている人は地域生活が困難な人が多い。

また、新たに入ってくる人は重度の人が多く、地域での生活は難しい。また、多く

の待機者もおり、介護保険への移行が進められないと削減はできない。 

・短期入所も 6床で、27人が登録している。稼働率も高い 

・グループホームＴＯＭＯに短期入所ができた。そのため、宿直担当がつくようにな

り、利用者も安心している。 

・エスポアールはやかわは、入所者 14人で 65歳以上の高齢者が 9人となっており、

介護へのスムーズな移行が課題となっている。 

・介護士、看護師の不足。夜勤対応者がいない。また、施設へボランティアで来ても

らえる人も少なくなってきた。クラブ活動なども、高齢化が進んでできないことが

多くなってきた。 

・支援センターこまくさが運営するグループホームサンハイツは、利用者の年齢も幅

があり、日中は仕事に出ている人もいるが、グループホームで過ごす人が多い。こ

まくさで、毎日居室を訪問し、本人の健康状態等の確認をしている。世話人は、社

協へ委託しており、バランスの良い食事を提供してもらっている。 
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・施設が古いため、風呂も古く、スプリンクラーがない、居室の電磁調理器が使えな

い。 

・相談員として把握する中では、現在 26人の人がグループホームの希望がある。精神

科病院入院中の人も、11人が希望しており、地域でのニーズは高い。 

 

（就労系サービス） ⇒40ページに関連 

・ウェルフェアカネヨでは給食とリサイクルの作業を行っている。いずれもハードな

仕事で、利用者の体力低下もあり、仕事ができる利用者を求めている。 

・休日をうまく過ごせない人が多い。センターこまくさの土曜日利用や、将来に備え

て短期入所の体験などができる場があるといい。 

・Ａ型の事業所として、最低賃金を守る努力をしていきたい。現在は最低賃金の除外

申請を行っており、60％くらいの賃金になっている。 

・好望こまくさは、就労移行支援と就労継続Ｂ型を行っているが、移行支援の利用者

が増えていかない。地元の企業の数も決まっており、受け入れてもらうには企業へ

メリットを示していく必要がある。 

・就労継続Ｂ型は、利用期限がないため、利用者が多い。就労という形でなく、緩や

かで就労目的でない事業所があるといい。現在はＢ型とは少し違う役割になってい

る。 

・送迎面の問題がある。おでかけパスもあるが、バスに乗れない人もいるので、本人

の負担にならないような方法はないか。 

・ワークセンターにしうみは、工賃の確保、市内企業への雇用促進、雇用後も離職し

ないことを重点において取り組んでいる。 

・就労の取組は、事業所ごとで力量の差が出るので、横のつながりを強く連携してい

けるといい。また、企業とどうやって連携していくかが課題。糸魚川市の企業は小

規模、零細企業が多く、繁忙期と閑散期の差が大きい。そういった条件も障害者の

労働力が埋めていけるような体制ができるといい。 

・工賃は、Ｂ型の利用者は低くてもやむを得ないが、月 3～4万円で年金と合わせて月

10万円くらいもらえるといい。 

・ジョブコーチ支援も行っているが、地域内でもっと効率よく利用してほしい。 

 

（日中活動系サービス） ⇒36ページに関連 

・支援センターささゆりは、生活介護 33名が利用している。利用者が多い。 

・就労事業所を退職（定年）になって、生活介護に移行したケースなどもあった。 

・ささゆり作業所の頃からずっと利用している方も多く、今後は高齢化してくる利用

者が課題となる。介護保険に移行して、これまで同様のサービスが受けられなくな

る場合もある。また、通う地域も限られており、住み慣れた地域で希望する人がサ

ービスを受けられると良いと思う。 

・あけぼの福祉作業所は、20名定員で、16名が登録。毎日で通っている人 5名。計画

相談が入っている人 12名で、まだ相談員さんのいない方もいる。利用者全員に相談

員さんが入れるといいと思っている。 
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・施設の改修で、利用できる部屋が２部屋になったが、完全に分かれているため、指

導員の目が届きにくくなったところもある。良い面、悪い面が見えてきている。 

・障害者と一般の方とのつながりがもっとあれば良い。（以前は、小学校の運動会や発

表会などに声をかけてもらったりしたが、施設のイベントと重なったりして行けな

かったら、最近は声がかからない。 

・障害者が参加できるようなイベントが少なく感じる。高齢者の体力づくりなどは機

会があるが、障害者が参加する機会はない。障害者が参加できるスポーツやイベン

トなどがあれば良い。 

・いちょうの家は、15名定員のところ、13名が利用。親の高齢化もあり、先のことを

心配する声が上がってきている。将来的に入所施設やグループホームなどがあれば、

安心できる。 

・能生小学校と七夕交流・合唱発表にお誘いいただいている。冬にも交流の機会ある。 

・青空工房は定員 15名のところ、11名登録。常時 8名程度が来ている。50～60代が

多い。親も高齢となってきていて、グループホーム希望の声などが聞かれるように

なってきた。 

・自分の障害を心配して、就労できない方もいる。 

・地域との交流は、小学校から誘ってもらうが「行かない」という人が多い。 

 

 

（訪問系サービス） ⇒36ページに関連 

・障害者の利用者は、高齢者に比べて調理や掃除など家事援助の時間が長くなる。 

・病院での受診同行も行うが、待っている時間など支援時間が長くなることがあり、

次の訪問などに支障が出る時がある。 

・もう少し支援してあげると自立できることもあるが、そこまでやってあげることが

できない。もう少し生活の質を上げられるような支援ができるといい。 

・精神障害の人は、病気のせいか、やる気がないのかその判断が難しい。ヘルパーと

してもはりあいがない。 

・長時間で利用依頼する人もいて、それに対応できる人を確保している。 

・以前、同行した際に、タクシーに盲導犬も乗ろうとしたら、ダメと言われた。そう

いったことを知らない人もいる。 

・精神的に不安定な人は、帰る時になってさみしいと言って泣くこともあり、帰れな

くなることがある。 

・入浴介助している人もいるが、危険な場面もあり、施設利用を検討してほしい。 

・同行援護の研修も受けるようにしている。今年は研修会場が遠方だったため、行く

ことができなかった。 

・急病の時など、緊急時の対応が難しい。資格のあるヘルパーが出勤していれば、他

のヘルパーと調整をしていくこともできる。 

・児童のヘルパーは今まで経験はないが、見守りなどは可能。 

・ヘルパーは不足している現状で、募集もしているが、応募も少ない。高齢者の場合、

人手が足りないことで、ヘルパー支援をケアマネがストップするケースもある。  
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２ アンケート調査 

平成 29年度に、能生地域で地域活動支援センターの建設を機に、能生地域の現状を

把握するため、アンケート調査を行いました。 

対象は、障害者手帳所持者の 65歳未満の人と自立支援医療（精神通院）を受給して

いる人で、対象者 343人のうち 194人から回答（回答率 56.6％）がありました。 

 主な質問と、その中で多かった回答は以下のとおりです。 

今の生活で困っていることや心配してい

ることはありますか 

どのような福祉サービスがあるといいと

思いますか 

・健康状態が心配 

・家族がいなくなった後の生活が心配 

・お金が少なく、経済的に困っている 

・外出する時などの移動手段に困っている 

・食事や掃除など家事をうまくすることが 

 できない 

・お金を上手に使うことができない 

・仲間と交流できる場 

・外出や移動に関する支援 

・外出やレクリエーションなど楽しめる場 

・作業などでお金を稼ぐことができる場 

・疲れた時や家族がいないときなど泊まれ 

 るところ 

・グループホームなど障害者同士で共同 

 生活が送れる家 

 

どんな相談できる場や人がいるとよいと

思いますか 

その他自由意見 

・どんな相談にものってくれるところ 

・いつでも何でも相談ができる、自分担当 

 の相談員 

・通いやすく、利用しやすい場所にある 

・２４時間３６５日対応してもらえると 

 ころ 

・グループホームの開設を希望 

・もしもの時や将来の不安 

・仲間と交流できる場が欲しい 

・障害者が働ける職場をもっと増やして 

 ほしい 

・通院や通学、外出支援の要望 

・休日診察の要望、健康状態への不安 

【まとめ】 

  アンケートの多くの方が困っていることや心配なことがあり、こういった相談を

全て受け入れることができていない。 

  家族と一緒に生活している人が多く、高齢化により生活の不安や相談相手がいな

くなるなどの問題もあり、地域に密着した相談支援体制が必要である。 
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３ 企業へのアンケート 

平成 29年度に、糸魚川市商工農林水産課の企業支援室が実施する市内企業向けのア

ンケート調査に、障害者雇用についての設問を設定しました。 

アンケート送付企業 713社のうち、380社から回答（回答率 53.3％）をいただきまし

た。主な質問と、回答結果は以下のとおりです。 

○今後の障害者の雇用について 

障害者を雇用してみたい。関心がある。 6社 

業務内容が合えば、障害者の雇用を考えたい。 44社 

障害者の雇用に関心はあるが、今は考えていない。 78社 

障害者の雇用は考えていない。 173社 

 

○障害者の雇用で不安や心配なことはなんですか（該当するもの全てに○） 

項  目 回答数 

どのように雇えば良いか分からない。 60 

障害者を雇用する上で、制度的なメリットがあるか分からない。 26 

障害者がどのような仕事ができるのか分からない。 130 

職場への適応や、コミュニケーションがとれるか心配。 145 

雇用するために、指導するための従業員を付けると、コストがかかる。 83 

過去に雇用したが、うまくいかなかった。 15 

雇用は難しいが、簡単な作業などを障害者施設に委託したい。 16 

【まとめ】 

  企業の多くは障害者の雇用について否定的な回答であったが、関心がある企業も

50社であった。 

  雇用を考えていない理由として、障害者が職場に適応できるか、コミュニケーシ

ョンがとれるか、どのようなことができるかが分からないといった障害者への理解

不足から来るものであることが分かった。 

  今後は、関心のある企業に対して、障害者雇用のメリットを示したり、企業から

障害者への理解を深めてもらうことで、企業の不安を払しょくする必要がある。 

  また、すべての企業に対して、企業支援室や商工団体と連携して、多くの企業か

ら障害者雇用への理解を進めてもらう必要がある。 
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  平成27年3月に策定した第４期計画では、「ささえあいと自立の地域生活を実現」

を基本方針として、６つの施策の柱に区分し、それぞれの施策の方向を掲げて、こ

れをもとに各種障害福祉施策を推進してきました。 

  第４期計画の施策の体系と取組の成果について以下のとおりです。 

 

１ 第４期計画の施策体系 

施策の柱  施策の方向 
   

１ 相談支援体制の強化  （1）相談窓口の充実 
（2）情報提供の充実 
（3）権利擁護体制の充実 

   

２ 日常生活支援の充実  （1）日常生活支援サービスの充実 

（2）経済的支援 

   

３ 就労支援・雇用促進  （1）企業への就労機会の拡大 
（2）福祉的就労の支援 
（3）就労に関する相談と支援 

   

４ 療育・教育・子育て  （1）療育の充実 
（2）学校教育の充実 
（3）子育て支援の充実 

   

５ 安全・安心な生活の確保  （1）安全・安心なまちづくり 
（2）健康・医療の充実 
（3）住まいの確保・充実 

   

６ 啓発と広報  （1）障害の正しい理解 
（2）福祉教育の充実 
（3）障害者団体との協働 
（4）ボランティアの充実 

 

 
 

第３章 糸魚川市ささえあいプラン（障害者計画） 

第１節 第４期計画の成果 
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２ 取組の成果 

１ 相談支援体制の強化 

（相談窓口の充実） 

・障害児相談の充実として、新たに特定障害児相談支援事業所が１カ所開設しました。 

・基幹相談支援センターの設置に向けて、各法人との協議や県内先進地の視察研修を

行いました。 

・65 歳を迎えて介護保険サービスへ移行となる障害者について、地域包括支援セン

ターと連携し、介護移行の地域ケア会議を実施しました。 

（情報提供の充実） 

 ・手話奉仕員養成講座を開催しました。受講者数 47 人、修了者数 38人（3 年のべ） 

 ・視覚障害者への対面朗読を市民図書館で開始しました。 

 ・市民課、健康増進課で発行するカード類に点字のシールを貼り、視覚障害者に分

かりやすくしました。 

（権利擁護体制の充実） 

・市民後見人養成講座を開催し、４名の市民が講座を修了しました。 

・成年後見制度の利用について、身寄りのない障害者に対して、市での申立てを実施

しました。 

・障害者差別解消法の差別解消支援地域協議会を設置しました。また、市職員向け

の対応要領を制定しました。 

 

２ 日常生活支援の充実 

（日常生活支援サービスの充実） 

 ・「親亡き後」の生活について、家族会や保護者会等へ説明を行いました。 

 ・精神科病院へ長期入院している人について、健康増進課と連携し、病院に訪れて本

人の状況を確認し、地域移行の検討を行いました。 

 ・グループホームＴＯＭＯの建て替えにより、入所枠の１床増床と短期入所の１床増

床が図られました。 

 ・能生地域の地域生活支援センターが完成しました。 

 

 

  

グループホームＴＯＭＯ 地域活動支援センター 
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３ 就労支援・雇用促進 

（企業への就労機会の拡大） 

・企業へ就職した障害者が仕事に定着するための「ジョブコーチ」支援を行いました。 

 ・糸魚川ものづくりネットワーク、企業支援室と連携し、障害者雇用を検討してもら

うための福祉事業所見学会を行いました。 

（福祉的就労の支援） 

 ・福祉事業所の工賃向上の取り組みを推進するため、障害者優先調達推進法に基づく

調達方針の策定を行いました。 

 ・就労支援部会を定期的に開催し、情報共有をする中で、仕事のシェアや作業の充

実、工賃向上が図られました。 

 

４ 療育・教育・子育て 

（療育の充実） 

 ・地域の障害児支援体制を検討するため、医療機関・保健所・福祉事業所・上越圏域

センター・行政機関の関係者による「療育支援部会」を開催し、地域で不足する資

源や支援体制等の検討を行いました。 

 

５ 安全・安心な生活の確保 

（安全・安心なまちづくり） 

 ・駅北大火の際に、避難場所での被災者対応や緊急的な短期入所、精神疾患のある人

へのケアなど、多くの福祉事業所から協力をいただきました。 

（住まいの確保・充実） 

 ・駅北大火の際に、避難場所での被災者対応や緊急的な短期入所、精神疾患のある人

へのケアなど、多くの福祉事業所から協力をいただきました。 

 ・能生地域において地域の支援体制について、 

  居住部会を設置し検討を行いました。 

 ・親亡き後の生活について、当事者や家族向けに「精神保健福祉フォーラム」を開催

しました。 

  

精神保健福祉フォーラム 糸魚川地域づくりフォーラム 
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６．啓発と広報 

（障害の正しい理解） 

・こころのバリアフリー講座を実施。糸魚川白嶺高校の福祉コースの生徒との交流を

行いました。 

・「バタバタまつり」、「みずほ祭」、「ささゆりフェスタ」などのイベントを開催し、

啓発を行いました。 

・市内の福祉事業所を紹介するパネルを作成し、イベント等での周知を行いました。 

・平成 28 年 7 月に障害者差別解消法の市民向け研修会「糸魚川地域づくりフォーラ

ム」を開催しました。 

・障害者差別解消法の周知として、広報いといがわで特集記事を掲載しました。 

（福祉教育の充実） 

・市内の小学校２校に福祉教育の出前授業を行い、視覚障害と聴覚障害の当事者からお

話をしていただきました。 

（ボランティアの充実） 

・各事業所へのボランティアの充実を図るため、「福祉事業所ボランティアマップ」

を作成しました。 

  

広報いといがわ（平成 30年 1月号） 

こころのバリアフリー講座 

（糸魚川白嶺高校） 

福祉事業所紹介パネル 

福祉事業所ボランティアマップ 
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  第４期計画の成果や課題を踏まえ、第５期の基本方針を「自立と共生の社会を実

現し、みんなでささえあう糸魚川」と定め、次の６つの施策の柱を設定し、体系的

に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２節 第５期計画の基本方針と体系 

施策の柱 

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現
し
、
み
ん
な
で
さ
さ
え
あ
う
糸
魚
川 

施策の方向 

相談支援体制の強化 
（1）相談窓口の充実 
（2）情報提供の充実 
（3）権利擁護体制の充実 

 

日常生活支援の充実 

就労支援・雇用促進 

療育・教育・子育て 

安全・安心な生活の確保 

啓発と広報 

（1）日常生活支援サービスの充実 

（2）経済的支援 

（1）企業への就労機会の拡大 
（2）福祉的就労の支援 
（3）就労に関する相談と支援 

（1）療育の充実 
（2）学校教育の充実 
（3）子育て支援の充実 
（4）医療的ケア児への支援 
 

（1）防災対策の推進 
（2）人にやさしいまちづくり 
（3）健康づくりの支援 
    ・医療体制の充実 
（4）住まいの確保・充実 

（1）障害の正しい理解 
（2）福祉教育の充実 
（3）障害者団体との協働 
（4）ボランティアの充実 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 
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 第４期計画 
    

施策の柱 施策の方向 主な取組 第４期計画の課題等 

１ 

相
談
支
援
体
制
の
強
化 

(1)相談窓口 

 の充実 

①相談窓口の体制強化 
(団体･利用者) 

・気軽に相談できる場が身近にあるといい 

(関係機関) 

・相談件数が多いため、迅速な対応ができない。 

 また、課題を整理して相談体制の検討ができ 

 ていない。 

・障害児の相談体制が整っていない。 

②相談支援会議の開催 

③一生を通じた相談支援 

(2)情報提供 

の充実 

①情報提供の充実 

(団体･利用者) 

・対面朗読について、図書館まで出てこられな 

 い人のために派遣してほしい。 

・手話通訳者を市役所に設置してほしい。 

・音声で情報所得が困難な人への情報伝達して 

 もらえる機器を設置してほしい。 

②コミュニケーション 

支援の充実 

(3)権利擁護 

体制の充実 

①成年後見制度等の充実 
(団体･利用者) 

・成年後見制度をもっと知りたい。 

・障害者差別解消法をより多くの市民に知って 

 もらいたい。 

・差別解消支援地域協議会を設置してほしい。 
②虐待防止対策 

２ 

日
常
生
活
支
援
の
充
実 

(1)日常生活 

支援サービ 

スの充実 

①訪問系サービスの充実 (団体･利用者) 

・緊急時に短期入所が利用できるといい。 

・ヘルパーの外出支援を利用したいが、緊急対 

 応ができないため、趣味や余暇活動での利用 

 ができない。 

・グループホームを設置してほしい。 

・高齢障害者に対して、介護保険への移行を検 

 討してほしい。 

②日中活動系サービスの 

充実 

③居住系サービスの充実 

④余暇支援の充実 

⑤移動サービスの充実 

⑥福祉用具支給の充実 

(2)経済的 

支援 

①各種手当の支給 ・交通費助成制度の交付金額を増額してほしい。 

②各種助成制度や利用料 

の減免 

３ 

就
労
支
援
・
雇
用
促
進 

(1)企業への 

就労機会の 

拡大 

①多数雇用企業への優遇 
(団体･利用者) 

・市内の企業へ障害者が就労できるようにして 

 ほしい。 

・農業分野との連携も検討してほしい。 

(企業) 

・障害者を雇用する際にどのような制度がある 

 か分からない。 

②企業等への制度の啓発 

③障害者雇用の促進 

(2)福祉的就 

労の支援 

①就労継続支援の充実 (団体･利用者) 

・ある程度の工賃を確保してほしい。 ②工賃向上の支援 

(3)就労に関 

する相談と 

支援 

①就労の相談 (団体･利用者、関係機関) 

・障害者の雇用、就労についての相談窓口の 

 充実と課題等をまとめてほしい。 
②就労支援部会の充実 

③特別支援学校卒業生の 

進路への対応 

第３節 第４期の成果や課題を踏まえた見直し 
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第５期計画 
  

施策の方向 主な取組 

(1)相談窓口の充実 

①相談窓口の体制強化 

②相談支援会議の開催 

③一生を通じた相談支援 

(2)情報提供の充実 

①情報提供の充実 

②意思疎通支援の充実【名称変更】 

③手話言語条例の制定【新規】 

(3)権利擁護体制の充実 

①成年後見制度等の充実【充実】 

②虐待防止対策 

③障害者への差別解消の取組【新規】 

(1)日常生活支援サービスの充実 

①訪問系サービスの充実 

②日中活動系サービスの充実 

③居住系サービスの充実 

④共生型サービスへの円滑な対応【新規】 

⑤余暇支援の充実 

⑥移動サービスの充実 

⑦福祉用具支給の充実 

(2)経済的支援 
①各種手当の支給 

②各種助成制度や利用料の減免 

(1)企業への就労機会の拡大 

①地元企業との連携【充実】 

②企業等への制度の啓発 

③農福連携の推進【新規】 

(2)福祉的就労の支援 
①就労継続支援の充実 

②工賃向上の支援 

(3)就労に関する相談と支援 

①就労の相談 

②就労支援部会の充実 

③特別支援学校卒業生の進路への対応 



- 28 - 

 

 
 第４期計画 
    

施策の柱 施策の方向 主な取組 第４期計画の課題等 

４ 

療
育
・
教
育
・
子
育
て 

(1)療育の 

充実 

①療育等相談の充実 
(団体･利用者) 

・乳幼児期から学齢期を通して相談が受けられ 

 るようにしてほしい。 ②療育支援体制の充実 

(2)学校教育

の充実 

①特別支援教育の充実  

②教育相談の充実 

(3)子育て 

支援の充実 

①放課後児童クラブ室と 

の連携 

(団体･利用者) 

・放課後等デイサービスをもっと利用したい。 

②放課後等デイサービス 

の充実 

 
 

(団体･利用者) 

・医療ケアが必要な障害児に対して、専門的な 

 相談を受けられるようにしてほしい。 

・遠方の医療機関にかかっているので、交通費 

 の負担が大きい。 

５ 

安
全
・
安
心
な
生
活
の
確
保 

(1)安全・安心

なまちづく

り 

①ハード面の 

 バリアフリー 

(団体･利用者) 

・災害時の避難所での対応で障害者への配慮を 

 してほしい。 

②防災・安全対策の 

 実施 

(団体･利用者) 

・市内の飲食店等で身体障害者用のトイレを 

 設置してほしい。 

(2)健康・医療 

 の充実 

①健康面での支援 
(団体･利用者) 

・医療機関の利用ができるようにしてほしい。 

②医療面での支援 

(3)住まいの 

確保・充実 
①住まいの確保・充実 

(団体･利用者) 

・グループホームを作ってほしい。 

・親亡き後の生活が心配。 

６ 

啓
発
と
広
報 

(1)障害の正 

しい理解 

①こころのバリアフリー 
(団体･利用者) 

・障害者に対する市民への理解を進めてほしい。 

・広報等で啓発をしてほしい。 
②広報等による住民の 

理解・啓発 

③イベント等による啓発 

(2)福祉教育 

の充実 

①学校における福祉教育

の充実 

(団体･利用者) 

・小さいうちから障害に触れ合えるような教育 

 を行ってほしい。 ②特別支援学校との交流 

(3)障害者 

団体との 

協働 

①障害者団体との協働 

(団体･利用者) 

・障害者同士が話し合ったりスポーツなどの 

 交流できる場があるといい。 

(4)ボランテ 

ィアの充実 

①障害者ボランティア 

団体への支援 

 

②市民ボランティアの 

充実 
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第５期計画 
  

施策の方向 主な取組 

(1) 療育の充実 
①療育等相談の充実 

②療育支援体制の充実 

(2) 学校教育の充実 
①特別支援教育の充実 

②教育相談の充実 

(3) 子育て支援の充実 
①放課後児童クラブ室での受け入れ 

②放課後等デイサービスの充実 

(4) 医療的ケア児への支援【新規】 

①福祉サービス等の充実【新規】 

②相談支援の充実【新規】 

③こども部会の設置【新規】 

④遠方の医療機関受診者への交通費の支援【新規】 

(1) 防災対策の推進【新規】 

①防災・安全対策の実施 

②緊急時の情報発信【新規】 

(2) 人にやさしいまちづくり 

    【名称変更】 
①ハード面のバリアフリー 

(3) 健康づくりの支援・医療体制の 

    充実【名称変更】 

①健康面での支援 

②医療面での支援 

(4) 住まいの確保・充実 
①住まいの確保・充実 

②居住部会の開催【新規】 

(1) 障害の正しい理解 

①こころのバリアフリー 

②広報等による住民の理解・啓発 

③イベント等による啓発 

④福祉事業所が連携した啓発の取組【新規】 

(2) 福祉教育の充実 
①学校における福祉教育の充実 

②特別支援学校との交流 

(3) 障害者団体との協働 

①障害者団体との協働 

②障害者同士の交流【新規】 

(4) ボランティアの充実 

①障害者ボランティア団体への支援 

②市民ボランティアの充実 
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１ 相談支援体制の強化 
 

 

 

 障害のある人やその家族が地域で安心して暮らし、自立した生活をしていくために

は、自ら必要なサービスを選択し、自分に合った良いサービスを受けることができる

ように相談支援事業や情報提供の充実が必要です。 

 本市の委託相談支援＊7 の体制は、市役所のほか「地域生活支援センターこまくさ」

と「障害者相談支援事業所エスポアールはやかわ」に委託し、専門職員を配置する中

で、障害のある人からの相談に対応しています。また、福祉サービスを利用している

人への計画相談支援＊8では、市内では障害者相談については３事業所、障害児相談も

３事業所が業務を行っていますが、福祉サービス利用者が増える中で、相談支援専門

員＊9が不足しているのが現状です。 

 近年は、より複雑で専門的な相談が増えてきており、現在は上越圏域障害者地域生

活支援センター＊10から支援をいただく中で、相談員へのスーパーバイズや困難ケース

への対応、研修会の開催などを行っていますが、今後は市内でも基幹相談支援センタ

ー＊11を設置し、市内でも総合的な相談体制づくりをしていく必要があります。 

 また、共生社会の実現に向けて、高齢障害者の介護保険制度への移行を円滑に行う

ため、地域包括支援センター＊12と連携しながら支援を行うよう進めています。 

 情報提供については、ホームページや広報等でお知らせするよう努めていますが、

全ての方が情報を確実に受け取ることができるよう、多様な情報発信が求められてい

ます。 

 聴覚障害のある人に対しては、手話通訳の派遣などで意思疎通支援を行っています

が、急病の際などの医療機関でのやり取りなど、派遣の対応が十分とは言えない状況

もあるため、充実を図る必要があるとともに、平成 27年から行っている手話奉仕員養

成講座を継続的に行うことで、手話奉仕員＊13の育成を行います。 

 視覚障害のある人については、ボランティア団体による文書の点訳＊14や広報の音声

録音ＣＤの配付などを行っています。また、平成 28年からはボランティアの朗読者か

ら本や郵便物などを対面で読んでもらう対面朗読を実施しています。しかし、視覚障

害のある人への情報提供は十分とは言えず、朗読者の育成や支援が必要です。 

  

第４節 施策別計画 

現状と課題 
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 権利擁護の面では、平成 28年 4月に施行された「障害者差別解消法」について、よ

り多くの市民から理解を深めてもらう必要があります。 

 また、知的障害や精神障害により、判断能力が不十分な人の権利を守るための「成

年後見制度」については、平成 26年度から高齢者福祉と連携し「市民後見人養成講座」

を行い、平成 29年 12月末現在で４人の講義修了者がおり、今後はその人たちの活動

の場を作っていくとともに、市民後見人の受け皿となる法人後見＊15についても検討が

必要です。あわせて、日常生活自立支援事業についても、利用のニーズが多くなって

います。 

 障害者虐待については、最近、養護者による経済的虐待の事案が多く、家族等のと

らえ方の違いによるものも多く見られます。今後は、虐待への理解を進める中で、適

切な対応ができるように啓発に努める必要があります。 

 

 

 

(1) 相談窓口の充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 相談窓口の体制強化 

  相談内容の多様化・複雑化により、より専門的知識を必要とする相談が増

加しており、総合的・専門的な相談を受けることのできる「基幹相談支援セ

ンター」を設置し、相談窓口体制を強化します。 

 相談窓口への相談に出て行けない、遠方などの理由で困難な方へ、地域ご

との相談窓口の設置や、地域包括支援センターと連携した相談受付や訪問な

どを行います。 

 児童の相談についても、乳幼児期から学齢期まで一貫して相談の対応がで

きるような体制づくりを整えます。 

② 相談支援会議の開催 

  市内の福祉事業所の担当者が集まり、普段の支援の中で困難な事例や緊急

を要するものなどの検討を行う中で、地域で不足している資源や課題を掘り

起こし、自立支援協議会への提案をします。 

③ 一生を通じた相談支援 

  障害のある人にとっては、生まれてから高齢期になるまで、長い期間の支

援が必要となります。家庭、地域、専門機関、行政など、関係機関のネット

ワーク化を進め、継続性をもって支援する体制を強化します。 

 特に介護保険の対象となる人に対しては、相談支援専門員と地域包括支援

センター、介護保険のケアマネージャーと連絡調整しながら移行できるよう

連携します。 

  

施策の方向 
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(2) 情報提供の充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 情報提供の充実 

  広報誌やホームページによる情報提供を充実させるとともに、障害のある

方でも分かりやすく、使いやすいホームページづくりに努めます。 

 ボランティア団体による声の広報や、点訳などを継続するとともに、音声

訳による対面朗読についても、朗読者を派遣して誰でも朗読を受けられる体

制づくりを検討します。 

 障害のある人に関わるさまざまなサービス、制度等についてまとめた「障

害者福祉のしおり」を毎年作成し、広く希望者に配布します。また音声での

聞き取りが可能になるように音声化も検討します。 

② 意思疎通支援の充実 

  手話通訳を必要とする聴覚障害のある人に手話通訳者を派遣します。ま

た、障害のある人との交流や手話の普及のために行事を行う団体に対しても

手話通訳者を派遣します。 

 手話通訳者育成のための養成講座を継続して実施します。 

 市役所窓口への手話通訳者の設置について、どのような形での設置が可能

かを検討していきます。 

 どんな場面においても、音声による情報取得が困難な方のために、情報伝

達ができる機器等の設置を検討します。 

③ 手話言語条例の制定 

  手話を「言語」として普及させるため「手話言語条例」の制定を行い、手

話の普及や啓発を進める中で、聴覚障害者とそれ以外の住民が互いを尊重し

共生できる地域づくりを進めます。 

 

(3) 権利擁護体制の充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 成年後見制度等の充実 

  国が定める成年後見制度利用促進計画＊16に基づき、以下の３つの施策を取

り組んでいきます。 

Ⅰ 成年後見制度の理念の尊重 

  成年後見制度の理念である「ノーマライゼーション＊17」「自己決定権の

尊重」に基づき、地域において、権利擁護に関する支援が必要な人の早期発

見機能の強化のため、相談支援事業所や地域包括支援センター、民生委員等

の地域の相談役等への制度の研修会を実施します。 
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  また、重度、軽度に関わらず、成年後見制度や日常生活自立支援事業＊18

の利用支援を行い、必要時には成年後見制度の市長申立てを活用し、利用に

つなげます。 

 制度活用の有効なケースなどを具体的に把握し、地域で普及啓発活動を実

施している団体と連携し、制度のメリットが理解できるよう、地域での普及

啓発を進めます。 

Ⅱ 地域の需要に対応した利用の促進 

 専門職後見人としての人材が不足している現状から、制度の普及啓発も兼

ね、市民後見人の養成を行うとともに、法人後見制度の実施も検討します。 

 また、成年後見制度に関する相談の際は、申立ての費用、報酬等の影響に

より、申立てに至らないケースもあることから、糸魚川市の現状に即した利

用の促進を検討します。 

Ⅲ 成年後見制度の体制づくり 

 糸魚川市成年後見制度利用支援体制検討委員会＊19 を通して、国が示す地

域連携ネットワークの展開について検討していきます。 

 また、弁護士、司法書士等の専門職とのケース会議を通し、本人を支える

チーム作りに努めます。 

② 虐待防止対策 

  障害者施設の職員、相談支援専門員、保護者等を対象に、虐待に関する理

解の促進を図り、虐待防止の啓発に努めます。 

 未然防止等の取組が進められるよう、相談体制の充実を図るとともに、関

係機関等との密接な連携のもと、早期発見・早期対応に努めます。 

 また、虐待を受けた障害のある人への心のケアや支援方法について検討し

ます。 

③ 障害者への差別解消の取組 

  障害者差別解消法及び障害者雇用促進法の趣旨や内容を、広く市民に理解

してもらうため、広報やパンフレット、講演会等により理解を進めていきま

す。 

 また、糸魚川市障害者差別解消支援地域協議会＊20を定期的に開催し、差別

事例の共有や紛争解決に努めます。 

 市職員においては、市職員対応要領を遵守し、全ての窓口等で適切な対応

に努めます。 
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２ 日常生活支援の充実 

 

 

 

 平成 18年度の障害者自立支援法施行から 10年が経過し、障害福祉サービスを初めと

する生活支援サービスは、障害のある人に浸透しつつあり、利用者数は年々増加してい

ます。平成 28年度末現在における障害福祉サービスの利用者数は、居宅介護等の訪問

系サービスが 64人、生活介護等の日中活動系サービスが 352人、グループホーム等の

居住系サービスが 99人となっており、3年前から大幅に増えています。 

 今後も、その増加する需要に対して適切なサービスを提供することが求められていま

す。 

 訪問系サービスでは、計画相談支援の推進により、利用を希望する方が年々増加して

います。ホームヘルパーを派遣する居宅介護の利用者数は、平成 21年度の 36人に対し

て、平成 28年度は 57人と大幅に増加しています。そのうち半数は精神障害を持った人

で、在宅での生活にはホームヘルパーによる支援は欠かせなくなっています。 

 また、視覚障害を持っている方の外出支援を行う同行援護も需要が増えてきています

が、利用者からは緊急時などの利用ができないなどの声があり、課題となっています。 

 

 日中活動系サービスでは、働く場の提供や日中活動の場として多くの人が利用して

おり、在宅で生活する方の社会参加や特別支援学校卒業後の進路先として必要なサー

ビスとなっています。中でも、新たな施設が増えない中で、就労継続支援や生活介護

のサービスを希望する人が多くなっています。 

 

 居住系サービスは、現在市内 2か所の入所施設と 5か所のグループホームがありま

す。平成 29年４月に、奴奈川福祉会で運営する「グループホームＴＯＭＯ」が老朽化

により建て替えとなり、グループホーム居室の１床増床と地域生活に近い体験のでき

る短期入所施設（１床）が併設されました。 

 しかしながら、地域のニーズを聞く中では、十分な施設整備されているとは言えな

い状況であり、今後の施設整備について早急に検討していく必要があります。 

 また、能生地域の地域活動支援センター＊21「いちょうの家」、「青空工房」が老朽化

しているため、新たに建設し、平成 29年 12月に開所しました。今後は、能生地域の

障害者福祉の拠点として地域に開かれた施設として、また、いこいの場としての活用

を進めていく必要があります。 

 

 今後も、利用者ニーズを的確に把握するとともに、糸魚川市地域自立支援協議会＊22

を活用しながら、サービス事業者と連携し、市として必要な施策を検討する中で、サ

ービス提供体制を整える必要があります。  

現状と課題 
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【参考資料】 

 

□障害福祉サービスの実績                    （単位：人） 

訪 問 系 日中活動系 

居宅介護 57 生活介護 129 

同行援護 7 自立訓練（生活訓練） 15 

合 計 64 就労移行支援 18 

居 住 系 就労継続支援（Ａ型） 27 

共同生活援助（グループホーム） 32 就労継続支援（Ｂ型） 77 

施設入所支援 67 療養介護 15 

合 計 99 短期入所 71 

  合 計 352 

（注）平成 28年度末現在の利用人数 

 

 

□補装具や主な地域生活支援事業の実績           （単位：人） 

区  分 利用実績 

補装具 件数（件） 72 

日常生活用具 件数（件） 1,329 

移動支援事業 利用実人数（人） 8 

成年後見制度利用支援事業 利用者数（人） 1 

日中一時支援事業 利用実人数（人） 33 

訪問入浴サービス事業 利用登録者（人） 0 

機能訓練事業 参加実人数（人） 11 

（注）平成 28年度実績 
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(1) 日常生活支援サービスの充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 訪問系サービスの充実（67ページ） 

  訪問系サービスについては、必要な支給量の確保、人材の確保、新たなサ

ービス提供について、事業所に働きかけます。 

 ホームヘルパーが障害の特性を理解し、適切な介護ができるように、サー

ビス提供事業者に対して研修会等を実施します。 

 家庭において入浴等の支援が困難な重度身体障害者や障害児に対して、ホ

ームヘルパーによる入浴介助や訪問入浴サービスを実施します。 

② 日中活動系サービスの充実（69ページ） 

  生活介護については、市内事業所の受入れ拡大と介護保険施設の基準該当

事業所＊23の利用を進めます。 

 ニーズの高い短期入所のサービスを充実するため、高齢者施設との連携を

行い、空床利用や共生型サービスが利用できるような体制づくりを行いま

す。 

 居場所づくりとしての、地域活動支援センターの充実や日中一時支援事業

を実施し、日中活動の場を提供していきます。 

 就労系のサービスについては、新規事業者の参入促進と事業拡大について

検討します。 

③ 居住系サービスの充実（73ページ） 

  障害の状況や家庭の状況により、地域での生活が困難な障害者について

は、安心して生活できる場として、入所施設等において適切な介護または訓

練が受けられるよう支援していきます。また、入所者の高齢化に対応するた

め、施設職員のスキルアップを行うともに、高齢者施設へスムーズに移行で

きるように努めます。 

 重度心身障害児（者）など医療が必要な人に対するサービスについても、

地域の施設の利用が可能となるよう、受入れ体制の拡充を検討します。 

 保護者の高齢化や介護者の不在など、将来的な生活の不安から多くの希望

があるため、グループホームの整備を早急に検討するとともに、地域生活支

援拠点＊24の整備も検討します。 

 多様なニーズに対応するため、24時間対応が可能な施設や外部サービス利

用型、サテライト型＊25の設置も検討します。 

 入所施設の入所者や精神科病院の入院患者など、地域への移行を進めるた

め、地域生活に必要な居住に関する支援や地域生活に移行するための相談な

どを実施します。 

  

施策の方向 
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推進 

施策 
取組内容 

④ 共生型サービス＊26への円滑な対応 

  共生型サービスの導入により、障害のある人も介護保険施設が利用しやす

い環境になることから、障害者施設だけでは不足する社会資源を拡大できる

ように対応し、利用者のニーズに合ったサービスを受けられるよう、サービ

ス事業所等との連携を強化します。 

 障害のある人が高齢になっても、これまで利用してきた障害福祉サービス

事業所を引き続き利用することができるよう、障害福祉サービス事業所に対

して介護保険サービス事業所の指定取得を促します。併せて、双方のサービ

ス事業所の職員のスキル向上の機会創出に取り組みます。 

 65歳に至るまでの間に、長期にわたり障害福祉サービスを利用していた障

害のある人に対し、介護保険サービスの利用者負担の軽減を図り、介護保険

サービスを円滑に利用できるよう促進します。 

⑤ 余暇支援の充実 

  休日等を上手に過ごせない人へ、余暇を過ごすための支援をします。また、

障害者が参加できるようなスポーツやイベントなどを企画し、積極的に参加

できるような取組を進めます。 

⑥ 移動サービスの充実 

  屋外での移動が困難なため、余暇活動等の社会参加できない方等に対して

移動支援事業による外出支援を充実させます。また、複数の利用者を支援す

る「グループ型支援」の実施についても検討します。 

 障害をお持ちの方の社会参加促進と経済的負担軽減を図るため、タクシー

料金や自動車燃料費の利用助成、市内路線バスの定期券「おでかけパス＊27」

の購入助成を継続し、現在の交付金額よりも増額となるよう努めます。 

 障害がある人でも安い料金で利用が可能となる、福祉有償運送＊28 の利用

も推進していきます。 

 市内どこの福祉事業所でも自由に利用することができるように、公共交通

機関の利用が困難な利用者に対して、送迎の方法について検討をします。 

⑦ 福祉用具支給の充実 

  失われた身体機能を補うための補装具や安定した日常生活を送るために

必要な日常生活用具などを給付します。 

 また、購入の希望が多い福祉用具については、必要に応じて対象品目の追

加や金額の見直しなども行います。 
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(2) 経済的支援 

推進 

施策 
取組内容 

① 各種手当の支給 

  障害をお持ちの方が年々増加する傾向にある中で、受給資格者に対して不

利益が生じないように、手続き等について確実な情報提供を行うとともに、

各種手当の支給を行います。 

② 各種助成制度や利用料の減免 

  社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度や住宅改修に係る補助制度

など必要な方に制度の周知を行い、支援を行います。 

 市の施設の利用料減免制度や有料道路通行料割引など制度の啓発に努め、

利用の促進を図ります。 
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３ 就労支援・雇用促進 

 

 

 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」の中では、事業主に対

して、法定雇用率＊29の制度が義務づけられています。平成 25 年の一部改正で、民間

企業の法定雇用率が 2.0％に、国・地方公共団体は 2.3％に引き上げられました。さら

に、平成 28 年の改正により、平成 30 年４月からは民間企業は 2.2％、地方公共団体

は 2.5％に引き上げられます。 

 現在、糸魚川市内で対象となる従業員 50人以上の民間企業数は 30社で、実雇用率

は 2.69％（平成 29年 6月 1日現在）となっており、新潟県平均の 1.96％を大きく上

回っています。 

 平成 30年 4月からは対象となる企業の従業員数が 45.5人まで引き下げられ、新た

に対象となる企業もあることから、今後も引き続きハローワーク等と連携しながら就

労に結びつく支援体制づくりが必要です。 

 また、当市は法定雇用率の対象とならない小規模・零細企業が多く、障害者雇用に

対して義務付けがないため、多くの企業では障害者雇用は進んでいない現状です。平

成 29 年 7 月に行った市内企業へのアンケート（19 ページ）では、回答企業 380 社の

うち、障害者雇用に関心のあるという企業は 50社となっています。アンケートの中で

は、病気や障害の疑われる従業員への対応について苦慮しているという回答も寄せら

れ、今後は企業が求めている部分を埋められるような協力をする必要があります。 

 その中で、就労支援事業所からは平成 26年度は 3人、平成 27年度は 5人、平成 28

年度は 3人の人が就労支援事業所から一般企業へ就職しました。また、特別支援学校

＊30からは平成 26 年度は 2 人、平成 27 年度は 1 人、平成 28 年度は 2人の就職実績が

あり、職種は福祉施設やお菓子店、スーパー、クリーニング店などいろんな職場で就

労しています。今後もワークセンターにしうみのジョブコーチ＊31や障害者就業・生活

支援センター＊32 さくらの有資格者によるジョブ的支援により職場定着できるように

支援し、一人でも多くの人が就職できるよう、市内の就労支援事業所や特別支援学校

などとの連携が求められます。 

 また、障害のある人が、地域で自立して生活を送るためには、ある程度の収入を得

ることが必要不可欠です。また、就労することで生活のリズムを保つことができ、働

いて収入を得ることでのやりがいや、いろいろな人とのふれあいによる社会参加や生

きがいも見出すことができます。 

 一般就労が難しい障害のある人についても能力や適性に応じた福祉的就労の場を確

保することにより、働くことへのやりがいを持ち、なおかつ工賃収入を増やす中で就

労や生活などの意欲向上への支援も必要です。 

  

現状と課題 
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(1) 企業への就労機会の拡大 

推進 

施策 
取組内容 

① 地元企業との連携 

  地域の企業と密接に連携しながら、企業の求める人材や作業等を聞き取

り、障害者も企業の労働力、戦力となるよう連携していきます。あわせて、

企業内の従業員に対する困りごとへの対応も行っていきます。 

 また、法定雇用率の引き上げに対応するため、企業の求める人材を確保で

きるように支援します。 

② 企業等への制度の啓発 

  障害のある人の雇用拡大を働きかけるために、商工会議所や商工会の会員

となっている企業に各種助成制度などの情報をメールなどを通じて情報発

信し、多数雇用している先進的な企業の講演会、市内就労支援事業の見学会

など、理解を深めるための周知を行います。 

 また、障害者を多数雇用している企業に対し、優遇措置の対応をします。 

③ 農福連携＊33の推進 

  糸魚川市の主要産業となっている農業においても、障害者が雇用してもら

えるよう努めます。 

 農業については、繁忙・閑散の差があるため、人材が欲しい時期だけの雇

用ができる仕組みづくりを検討します。 

 

(2) 福祉的就労の支援 

推進 

施策 
取組内容 

① 就労継続支援の充実 

  一般企業等での就労が困難な人の就労機会や生産活動の場として、障害の

特性に応じた支援をしていきます。 

 また、継続的な就労訓練の場を確保するため、企業等に対し就労継続支援

事業所への作業の発注を働きかけるとともに、利用者が固定せず循環するよ

うな体制づくりを検討します。 

② 工賃向上の支援 

  企業が外部に出せる仕事や市の委託業務など、作業可能な業務について、

福祉事業所に作業委託ができるよう支援します。 

 また、福祉事業所で作ったお弁当やお菓子などの製品を優先的に購入する

ことで利用者の工賃アップを支援します。 

 

施策の方向 
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(3) 就労に関する相談と支援 

推進 

施策 
取組内容 

① 就労の相談 

  上越市にある障害者就業・生活支援センターさくらの支援員による、出張

相談会や、就労支援事業所によるハローワーク訪問、相談支援専門員やジョ

ブ的支援が可能な有資格者への相談など、就労に関する相談について随時対

応いたします。 

 また、企業において病気や障害を抱える従業員への相談等について、就労

支援事業所等が連携して企業への支援をします。 

 地域で生活する障害者が、どれくらい就労しているかを把握するための調

査を行い、より多くの人が就労等へ結び付けられるようにします。 

② 就労支援部会の充実 

  一般就労のために必要な支援体制を整えるため、雇用、教育などの関係機

関で組織する就労支援部会において、地域の問題の掘り起こしとその解消に

向けた検討を行います。 

 就労支援事業所間で連携し、就労事業所利用の調整や作業のシェアなどを

行います。 

③ 特別支援学校卒業生の進路への対応 

  特別支援学校の個別移行支援計画をもとに、教育・福祉・雇用の関係機関

が連携し、本人の希望や能力に適した進路選択の支援に努めます。 

 また、福祉就労を希望する生徒に対して、相談支援専門員の早めの関わり

を持ち、卒業後に向けてスムーズな対応ができるよう支援します。 

 

  



- 42 - 

 

４ 療育・教育・子育て 

 

 

 

 障害のある児童が、持てる能力を十分に発揮し自立を目指すためには、発達の遅れや

障害の早期発見と早期療育を推進することが重要です。これまでも各関係機関の連携を

図りながら、支援体制をとってきましたが、幼稚園や保育園における受入れ児童数は減

少しているものの、支援が必要な児童は増加しており、更なる関係機関の連携の強化や、

幼児期におけるより専門性の高いきめ細かな療育支援が求められています。 

 乳幼児期の支援として、病気や障害などの要因を早期に発見し、適応訓練を行うこと

が重要です。本市では、言葉や心身の発達に心配がある子どもについては「発達支援セ

ンターめだか園」において、早期の療育相談や機能訓練を行っています。利用者も平成

28年度には 107人で、年々増加しており、発達の遅れだけでなく身体的な障害の重複

や、医療的ケア児＊34も増えてきています。 

 また、学校教育においては、さまざまな障害の状況や特性に応じたきめ細かな支援を

行うことができるよう、教育の資質を高めることが必要です。 

 本市では、公立小中学校の特別支援学級や通級指導教室の他、特別支援学校は糸魚

川市立ひすいの里総合学校（小学部・中学部）と、高田特別支援学校白嶺分校（高等

部）があり、障害児や障害が疑われる児童への支援を行っています。 

 就学児の福祉サービスとしての放課後等デイサービスは、支援センターささゆりが

ひすいの里総合学校で行っています。利用者の大半はひすいの里総合学校の児童で、

学校終了後スムーズな支援が可能となっていますが、利用者が多く、満足な利用がで

きない現状です。また、看護職確保が困難な現状があり、医療ケアが必要な児童への

対応も困難な状況になっています。 

 本市では、日本一の子どもを育てる「0歳から 18歳までの子ども一貫教育方針」に

より、子どもの発達段階に応じた、とぎれのない支援を目指しています。障害のある

子どもに対してもとぎれない支援を目指すため、療育からサービス利用まで幅広い相

談ができる体制づくりをしていく必要があります。 
 

【参考資料】 

□発達支援センターめだか園の児童の状況  （単位：人） 

教室名 利用者数 

めだか教室（1～2歳児） 13 人 

さくらんぼ教室（年少・年中児） 33 人 

たけのこ教室（年長児） 28 人 

ひまわり教室（肢体不自由児） 5人 

理学療法士の理学講座 28 人 

合 計 107 人 

注）平成 29年 3月 31日現在 

現状と課題 
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□特別支援学校の通学状況 

 ・糸魚川市立ひすいの里総合学校  （小学部）17 人、（中学部）8人 

 ・県立高田特別支援学校白嶺分校  （高等部）19 人 

 ・県立高田特別支援学校      （小学部）1 人、（中学部）1人 

 ・妙高市立総合支援学校      （高等部）1 人 

 ・県立柏崎特別支援学校      （小学部）1 人 

 ・長岡市立高等総合支援学校    （高等部）2 人 

 【合計】（小学部）19人、（中学部）9人、（高等部）22人、（合計）40人 

注）１ 平成 29年 5月 1日現在 

  ２ 糸魚川市に住所のある児童数 

 

□特別支援学級の通学状況                 （単位：人） 

区分 知的 情緒 その他 合計 

小学校 58 32 2 92 

中学校 22 15 0 37 

合 計 80 47 2 129 

注）１ 平成 29年 5月 1日現在 

  ２ 糸魚川市内の小中学校 

 

□医療的ケア等が必要な児童の状況 

  平成 26年度 平成 29 年度 
比較 

増減  主な医療ケア 
未就学児 

(0～6歳) 

就学児 

(7～18歳) 
計 

未就学児 

(0～6歳) 

就学児 

(7～18歳) 
計 

医
療
的
ケ
ア
児 

経管栄養 0 3 3 3 3 6 3 

導尿 1 0 1 2 1 3 2 

気管切開 1 0 1 0 2 2 1 

たん吸引 0 2 2 0 2 2 0 

計 

（実人数） 

2  

(2) 

5  

(3) 

7  

(5) 

5  

(5) 

8  

(5) 

13  

(10) 

6  

(5) 

重症心身障害児 1 1 2 0 2 2 0 

実人数 計 3 4 7 5 7 12 5 

注）１ 医療的ケア児の数値は重複あり 

  ２ 重症心身障害児は医療ケアのない重度の身体障害と知的障害の重複障害の 

    ある児童（手帳所持者） 
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(1) 療育の充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 療育等相談の充実 

  「子どものことばとこころの発達相談」や新潟県で行っている「就学前療

育相談」を充実させるとともに、相談する人が相談しやすい窓口体制の充実

を図ります。 

 「発達支援センターめだか園」の利用を希望される人に対して、「相談支

援センターめだか園」で障害児相談支援による障害児利用支援計画を作成

し、保育園等と連携して支援を行います。 

② 療育支援体制の充実 

  言葉について心配のある子どもに対する「ことばの教室」や、早期療育支

援の拠点である「発達支援センターめだか園」の指導にかかる人員体制や実

施回数等の充実を図ります。 

 「相談支援ファイル＊35」を活用する中で、とぎれない支援を本人及び家族

に提供していきます。 

 

(2) 学校教育の充実 

推進 
施策 

取組内容 

① 特別支援教育の充実 

  市立ひすいの里総合学校、県立高田特別支援学校白嶺分校が開設されたこ

とにより、地域の子どもたちが社会的自立を目指し学習する環境が整いまし

た。 

 家庭や地域と連携し、障害の特性に応じた専門性の高い教育の充実を図り

ます。 

② 教育相談の充実 

  特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室在籍児童生徒の支援には教育

と福祉の連携が重要であり、ライフステージのつなぎめで生じやすいギャッ

プを解消し、とぎれのない支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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(3) 子育て支援の充実 

推進 
施策 

取組内容 

① 放課後児童クラブ室での受け入れ 

  特別支援教育を受けている小学生については、日中保護者が留守となる場

合、市内9か所の放課後児童クラブでの受入れを推進します。 

② 放課後等デイサービスの充実 

  放課後等デイサービスについては、ニーズに対応するため、既存の事業所

でのサービスの充実と量の確保を図るとともに、新規参入事業者の促進を図

ります。 

 

(4) 医療的ケア児への支援 

推進 
施策 

取組内容 

① 福祉サービス等の充実 

  重症心身障害児が利用できる福祉事業所を充実させるとともに、市外の施

設でも安定して利用できるよう支援します。また、医療ケアが必要な児童に

ついては、児童発達支援、放課後等デイサービスの医療職の確保とともに、

医療機関や訪問看護の利用も勧めます。 

② 相談支援の充実 

  重症心身障害児、医療的ケア児は一生涯通じて支援が必要であることか

ら、途切れない相談支援を行います。 

 こども課、こども教育課、福祉事務所が連携して保護者との面談を行い、

どういったニーズがあるかの把握に努めます。 

③ こども部会の設置 

  医療的ケア児も含め、障害児に対する地域での課題を整理し、将来に向け

ての支援体制を検討するため、自立支援協議会の部会として「こども部会」

を設置します。 

④ 遠方の医療機関受診者への交通費の支援 

  発達支援や専門的な医療を受けている児童に対して、通院・通所するため

の交通費の助成を検討します。 
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５ 安全・安心な生活の確保 

 

 

 

 障害がある人もない人も、誰もが安全で安心して快適に生活できる地域社会を築く

ためには、まず、あらゆる障壁を取り除いていく「バリアフリー＊36」の取組が必要で

す。 

 

 多数の人が利用する建築物については「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」により、徐々にバリアフリー化が進んでいます。また、道路などにつ

いても、新潟県の「バリアフリーまちづくり事業」と連携しながら歩道への点字ブロ

ック敷設や信号機の設置などの整備を進めており、今後も市民の皆さまの声を活かし

ながら、バリアフリー化の推進に努める必要があります。 

 

 山と海に囲まれ自然豊かな当市は、反面、地すべりや地震、津波など自然災害の恐

怖にも常にさらされています。近年では平成 28年 12月の糸魚川駅北大火を始め、豪

雨による河川増水や台風災害などでの避難勧告等が頻繁に起こっており、耳や目が不

自由な人や自分で判断ができない人などの避難する時に支援が必要な人に対して、よ

り一層防災情報の入手や地域住民による自主防災の取組が求められます。 

 

 障害のある人が安心して地域で暮らすためには、健康面や医療面での支援、住居な

どの生活環境の整備が必要であり、日常生活を支援するサービスと違い、地域で支え

合う仕組み作りが重要です。 

 健康面では、成人の疾病割合が増加している生活習慣病について、障害の原因にも

なりうることから、市の保健部門と連携した重症化予防対策に取り組み、心身ともに

健康に暮らせるようにすることが必要です。 

 医療面では、身近で何でも相談できる存在である「かかりつけ医」が高齢化してい

ることから、医師の確保に努めていく必要があります。 

また、市内にある精神科医院は、入院施設はないものの、受診者が多く認知症患者

の受診も増えていることから、受診体制の維持が必要です。 

なお、人工透析や精神科への通院などの定められた医療に対する「自立支援医療制

度」や重度の心身障害がある人に対する「重度心身障害者医療助成制度（県障）＊37」

により医療費の経済的負担を軽減しており、平成 29年９月からは精神障害者保健福祉

手帳１級の所持者も県障の対象に追加され、さらなる経済的負担軽減を図っています。 

 住まいについては、障害のある人や家族にとっては大きな課題です。 

 能生地域のアンケート結果（18ページ）では、家族と同居している人が多く、親亡

き後の生活の心配が多く聞かれました。 

 

現状と課題 
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 その受け皿となるグループホームは、平成 29年度に「グループホームＴＯＭＯ」が

建て替えられ、夜間支援員の配置により重度の人の受け入れも可能な体制となりまし

た。しかし、市全体では数的にも足りているとは言えない状況です。 

 市としても、グループホーム整備費の一部補助制度を制定し、整備の推進について

取り組んでいるところです。また、アパートなどで単身生活を希望する人も多く、地

域生活支援拠点の整備も含め、地域で生活していくための支援が必要です。 

 

【参考資料】 

□避難行動要支援者登録＊38の障害者登録数           （単位：人） 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病患者 合 計 

236 15 0 12 263 

注）1 平成 29年 7月末現在 

  2 要介護認定を受けている障害者は除く 

 

□医療費助成制度の受給状況          （単位：人） 

区  分 受給者数 

重度心身障害者医療費助成制度（県障） 1,413 

自立支援医療 

育成医療(0～17歳) 26 

更生医療(18 歳～) 184 

精神通院医療 705 

注）1 平成 28年度実績 

  2 資料：糸魚川保健所（精神通院医療） 

 

 

(1) 防災対策の推進 

推進 

施策 
取組内容 

① 防災・安全対策の実施 

  障害等により防災情報を得ることが困難な人もいます。そういった配慮が

必要な人に対して「避難行動要支援者登録」を行い、行政として把握すると

ともに、自然災害や火災などの災害発生時に迅速かつ的確な支援を行えるよ

うに、民生委員や自治会、地域の自主防災組織と連携しながら要援護者の支

援体制を検討し、防災訓練等を通じて災害に備えた準備をします。 

また、人工呼吸器などの医療器具装着者は災害時の対応により生命に直結

するため、避難先での優先的な対応が必要であり、福祉や医療の対応が必要

な人のための福祉避難所が確保できるように努めます。また、避難所での安

全な移動の配慮、視覚障害や聴覚障害のある人への情報伝達の配慮や必要物

品の配置に努めます。 

施策の方向 
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② 緊急時の情報発信 

  緊急時の情報発信として、広報防災無線、安全安心メールで発信するとと

もに、視覚障害者用ラジオの普及や、聴覚障害者へのメール１１９番＊39 の

登録を推進し、災害時における被害の軽減に努めます。 

 ひとり暮らしの重度障害がある人などが、急病や災害時等の緊急事態に迅

速かつ適切な対応を図れるよう、緊急通報装置＊40の設置を推進します。 

 

(2) 人にやさしいまちづくり 

推進 

施策 
取組内容 

① ハード面のバリアフリー 

  公共事業による建築物の新設や歩道等の改修を行う際には、事前に障害者

団体等からの意見聴取を行う中で、障害のある人でも自由に安全に利用でき

るようなユニバーサルデザイン＊41を推進します。 

 また、公共施設を新設するときには、障害者用トイレにあわせ、オストメ

イト対応トイレ＊42の設置に努めます。 

 

(3) 健康づくりの支援・医療体制の充実 

推進 

施策 
取組内容 

①  健康面での支援 

  市民の自主的な健康づくりを支援するため、各種健診やがん検診、歯科検

診等を実施するとともに、障害のある人やその家族への受診の周知と働きか

けをします。 

 定期的に「こころ」と「からだ」の健康相談を実施し、生活習慣の改善や

こころとからだの健康づくりを推進します。 

②  医療面での支援 

  障害のある人にとっての「かかりつけ医」、「認定障害者診療医（歯科）」

や、年々増加している精神科受診患者など、身近な医療機関は大事な存在で

あることから、今後も引き続き地域で受診できる体制づくりに努めます。 

 心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活や社会生活を営むた

め、身体（1～3級）、知的（Ａ判定）、精神（1級）の重度の障害のある人へ

重度障害者医療費助成制度による助成を行い、特定の病気等に対する自立支

援医療制度（育成医療、更生医療、精神通院医療）の周知・給付を行います。 
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(4) 住まいの確保・充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 住まいの確保・充実 

  保護者等からの要望が多いグループホームの設置について、具体的な検討

を行います。現在、どれくらいの人がグループホームを求めているか、すぐ

にでも利用したいという人がどれくらいいるかなどの具体的なニーズを聞

き取りします。 

 新たにグループホームを整備する法人に対し、国県の助成金に加え、市も

グループホームの建設費の一部を助成します。 

 いきなりグループホームや一人暮らしでの生活が困難な人に対して、グル

ープホームでの生活に慣れるための短期入所の利用を行い、一人暮らしを目

指す人には宿泊型自立訓練施設の利用を推進します。 

 山間部に住んでいる障害のある人で、屋根雪除雪等が困難な場合に除雪に

係る費用を一部助成します。 

② 居住部会の開催 

  住まいや暮らしにかかわる課題について、居住部会で検討を行います。 

 また、国が進める障害者の重度化・高齢化に対応するための「地域生活支

援拠点」の整備についても、糸魚川市に見合った形での整備を検討していき

ます。 
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６ 啓発と広報 

 

 

 

 障害のあるなしに関わらず、一緒に地域で生活することができる社会を実現するた

めには、すべての人が、病気や障害に対する正しい理解を深めることが重要です。 

 そのためには、市民が正しい理解と認識を深められるように、計画的かつ効果的な

広報活動を行い、心のバリアフリーを促進するとともに、ボランティア、障害者団体

や市民など幅広い層の参加による啓発・広報活動を推進する必要があります。 

 

 障害に対する正しい理解を深める活動として、地域生活支援センターこまくさや糸

魚川保健所が中心となって「こころのバリアフリー講座」を実施し、糸魚川白嶺高校

の福祉コースの生徒などを対象に、障害に対する理解を進めています。また、障害者

施設が「みずほ祭り」「ささゆりフェスタ」「バタバタまつり」などのイベントを開催

して、障害者への理解を深めています。 

 平成 28年 4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別

解消法）が施行されました。今後は多くの市民からこの法律を広く理解をしてもらう

とともに、差別解消についての取組を進める必要があります。 

 

 学校教育の分野での障害者との交流、幼少期からの福祉教育・体験学習などにより、

将来を担う子どもたちへ「子ども一貫教育方針」の“豊かな心の育成”が求められて

います。 

 

 今回のプラン策定に伴い、関係団体やボランティア団体との意見交換会を行いまし

た。当事者団体からは視覚障害や聴覚障害についての市民への啓発や将来の住まいや

サービスの充実など、ボランティア団体からは運営体制や後継者の育成などについて

要望等がありました。今後も関係団体と協働していかなければなりません。 

 

 市民のボランティアについては、社会福祉協議会と連携する中で募集を進めていま

すが、思うような参加を得ることができない状況となっています。今後は、ボランテ

ィア養成講座や中高生などのボランティア体験の充実を図り多くの市民ボランティア

を養成する必要があります。 

  

現状と課題 
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(1) 障害の正しい理解 

推進 

施策 
取組内容 

① こころのバリアフリー 

  市民が病気や障害について理解を深めるように努め、障害のある人への心

の壁を取り除く「こころのバリアフリー」を推進します。 

 また、見た目では分かりづらい視覚・聴覚障害や精神障害などへの理解を

進め、暮らしやすい糸魚川を目指します。 

② 広報等による住民の理解・啓発 

  市の「広報いといがわ」や社会福祉協議会の「いといがわ社協だより」な

どの広報紙やホームページなどで、障害の特性や障害者福祉に関わる各種情

報の提供を行い、住民への理解・啓発を推進します。 

 また、障害者差別解消法についても多くの市民から知ってもらうため、講

演会等の開催を行い、普段から障害のある人が困らないように努めていただ

くよう周知します。 

③ イベント等による啓発 

  現在行っているイベントだけでなく、市内で行われる福祉大会等のイベン

トへの参加やブース展示等を通じて、障害者団体や事業所の活動を周知し、

啓発に努めます。 

④ 福祉事業所が連携した啓発の取組 

  福祉事業所の職員が連携して、障害者への理解を深める取組を行い、地域

で生活する障害者が生活しやすい環境づくりを進めます。 

 

(2) 福祉教育の充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 学校における福祉教育の充実 

  優しい心と思いやりの心を持ち、お互いに助け合う気持ちを育むため、当

事者が学校へ出向いて視覚障害や聴覚障害など、障害者と直接ふれあう機会

を作れるような出前授業を行い、学校における福祉教育の充実を図ります。 

 また、社会福祉協議会で指定している「社会福祉研究普及校＊43」と連携し、

より充実した福祉教育を行います。 

② 特別支援学校との交流 

  特別支援学校との交流による福祉学習を実施し、早期段階において、障害

のある人への理解の普及に努めます。 

  

施策の方向 
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(3) 障害者団体との協働 

推進 

施策 
取組内容 

① 障害者団体との協働 

  障害者団体の活動を活性化するため、団体のリーフレット配布の協力や活

動費の一部助成などを行うとともに、障害者団体と協働しながら相談や支援

を行います。 

② 障害者同士の交流 

  障害者同士が交流する機会を作るため、障害者団体とも連携する中で、意

見交換やスポーツ等の機会を作ります。 

 

(4) ボランティアの充実 

推進 

施策 
取組内容 

① 障害者ボランティア団体への支援 

  地域で障害者福祉のために活動する手話、点訳、朗読等のボランティア団

体に支援を行います。 

 また、団体の活動を継続していくために、団体活動の周知や運営費の一部

助成、資格養成講座等への支援などを行います。 

② 市民ボランティアの充実 

  社会福祉協議会と協力しながらボランティアの養成を行うとともに、事業

所等で求めているボランティアの情報をより具体的に提供することにより、

市民が協力しやすい体制づくりを行います。 

 また、社会福祉協議会で開催している、中高生を対象としたサマーワーク

ボランティア＊44 を継続して実施し、福祉職場への就職を目指す学生を一人

でも多くするように努めます。 
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１ 福祉サービス等について 

 平成 17年 10月の「障害者自立支援法」成立により、障害福祉サービスは市町村が

主体となって、障害者の自立支援に必要な介護給付サービスや、就労支援、地域生活

移行に関わるサービスを一元的に提供する仕組みとなり、平成 25年 4月施行の「障害

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

その仕組みが継承され、福祉サービスの充実や日常生活及び社会生活を総合的に支援

することなどを進めています。 

 障害者総合支援法によるサービスは、個々の障害のある人の障害程度や勘案すべき事

項（社会活動や介護者、居住等の状況）を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支

援給付」と、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地

域生活支援事業」に大別されます。 

 「自立支援給付」は、大きく「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」

の 4つに分類されます。このうち、「介護給付」の 9 種類のサービスと「訓練等給付」

の 4種類のサービスを合わせて「障害福祉サービス」といいます。 

 平成 30年 4月の障害者総合支援法の改正により基本指針が見直しされ、「地域にお

ける生活の維持及び継続の推進」、「精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築」、

「就労定着に向けた支援」、「地域共生社会の実現に向けた取組」、「発達障害者支援

の一層の充実」がポイントとして挙げられ、新たに「自立生活援助」（地域生活へ移行

した障害者が安定した生活ができるように、居宅に訪問しアドバイスする事業）と「就

労定着支援」（一般企業に就労した障害者が職場に定着するように、生活面の支援を行

う事業）の福祉サービスが創設され、地域生活の移行と一般就労への支援が強化されま

す。 

 障害福祉サービスを利用する人すべてにサービス等利用計画の作成が義務付けられ

た「計画相談支援」も浸透してきました。 

 また、地域生活への移行や定着を支援する「地域相談支援」も病院等からの地域移行

をするにあたり利用されています。 

 「地域生活支援事業」は、市が実施主体となる法定化された事業であり、「理解促進

研修・啓発事業」「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」

「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター」などがありま

す。  

第１節 福祉サービス等の内容 

第４章 糸魚川市ささえあいプラン（障害福祉計画） 
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２ 福祉サービス等の提供に当たっての現状と課題 

 福祉サービス等を提供するにあたり、糸魚川市地域自立支援協議会や障害者団体と

のグループインタビューで多くの課題が出されました。中でも大きな課題は以下のと

おりです。 

 

（１）相談体制の整備 

  グループインタビューやアンケートなどから、「どこへ相談したら良いかわからな

い」「今は家族に相談しているが、高齢なため、その後の相談はどうすれば良いか心

配」といった声があります。 

  また、引きこもり等により社会参加できず、未だに相談機関への相談やサービスの

利用に結びついていない人がいるのも現状です。より分かりやすく、いつでも誰でも

相談することのできる相談窓口の整備が必要です。 

 

（２）障害者や家族の高齢化 

  知的障害や精神障害のある人のうち、家族と同居している人の多くは親の介護に頼

っており、障害のある人自身の高齢化とあわせて、「親亡き後」の生活支援が大きな

課題となっています。 

  一人になっても自宅で生活していける能力を身につけたり、一人での生活が困難

な人にはグループホームなど、将来に向け備えていくことが重要です。 

  また、障害者の介護保険への移行についても、スムーズな移行ができるような仕

組みづくりが必要です。 

 

（３）就労の推進 

  企業等における一般就労や福祉施設などでの福祉的就労は、生活のための収入を得

るだけでなく、社会の中で役割を持ち、生きがいを見つけ、自己実現を図るためにも

重要です。 

  障害のある人の就労を促進するには、関係機関が連携して企業等に情報提供をしな

がら、就職・雇用という形だけでなく、季節雇用や時間雇用、作業委託なども含めた

就労を確保し、就労のための訓練や必要な知識、能力向上のための支援をする必要が

あります。 

 

（４）福祉・介護従事者の不足 

 全国的にホームヘルパーや施設職員などのサービスの担い手である福祉・介護従事者 

の確保が困難となっています。 

 近年は、福祉サービスの需要が増大し、サービスの質の一層の向上が求められていま

す。障害のある人の生活状況やニーズを的確に把握し、必要なサービスに結びつけ、効

果的に支援していくためには、福祉サービスを担う質の高い人材の育成や確保が必要で

す。  
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３ 福祉サービス等の体系及び内容 

 

 

 

 

  

■居宅介護（ホームヘルプ） ■自立訓練

■重度訪問介護 ■自立生活援助

■同行援護 ■就労移行支援

■行動援護 ■就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

■重度障害者等包括支援 ■就労定着支援

■短期入所（ショートステイ） ■共同生活援助（グループホーム）

■療養介護

■生活介護

■施設入所支援

■更生医療

■育成医療

■精神通院医療（※）

（※）実施主体は都道府県

■地域活動支援センター（創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等）

■意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣等）

■日常生活用具等支給事業

■移動支援事業

■日中一時支援事業

(その他の事業)

　■相談支援事業（関係機関との連絡調整、権利擁護）

　■成年後見制度利用支援事業

　■福祉ホーム

　■訪問入浴サービス事業

◎ 専門性の高い相談支援　　◎ 広域的な対応が必要な事業　　◎ 人材育成　等

障
害
の
あ
る
人

自立支援給付

地域生活支援事業

都道府県

市町村

支

援

介護給付 訓練等給付

自立支援医療

補装具
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福祉サービス等の内容 

 

■障害福祉サービス 

給付の種類 サービスの名称 内   容 

介護給付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 

重度訪問介護 
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せ

つ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 

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等につ

き、外出時において、当該障害者に同行し、移動に必要なサ

ービスを提供します。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を

回避するために必要な支援や外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 

常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高

いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを

包括的に提供します。 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め

施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機

能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介

護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供

します。 

施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 

訓練等給付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能

や生活能力向上のために必要な訓練を行います。また、日常生活

能力をより向上させるため泊まりによる訓練も行います。 

就労移行支援 
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活

動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や

生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のた

めの訓練をします。 

就労定着支援 

[平成30年度新規] 

一般就労した利用者に対し、対面による相談等や利用者を雇

用した企業への訪問、関係機関との連絡調整等を一体的に実

施します。 

自立生活援助 

[平成 30年度新規] 

地域で一人で暮らす障害者に対し、定期的な居宅訪問等によ

り利用者の状況把握を行い、必要な情報提供や助言等の支援

を一体的に行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上

の援助をします。 
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■地域生活支援事業（主な支給決定サービス） 

サービスの名称 内   容 

意思疎通支援事業 意思疎通を図ることが困難な人へ、手話通訳や要約筆記等を派遣します。 

日常生活用具等支給事業 自立した生活を営むために、日常生活用具の給付をします。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な人に、外出のための支援を行います。 

日中一時支援事業 日中における活動の場所を提供し、見守りなどを行います。 

地域活動支援センター 機能訓練、創作的活動、入浴サービスなどを行います。 

 

 

■相談支援サービス 

計画の種類 計画作成者 計画の内容 

計画相談支援 

指定特定 

相談支援事業者 

（市で指定） 

障害福祉サービス等の支給決定前に、サービス等利用計画を

作成し、サービス事業者等との連絡調整等を行います。 

また、定期的な検証（モニタリング）を行い、計画の見直し

やサービス調整を行います。 

地域相談支援 

指定一般 

相談支援事業者 

（県で指定） 

●地域移行支援 

18歳以上の方を対象として、障害者支援施設や精神科病院か

などから地域に移行するための支援計画の作成や相談によ

る不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調

整等を行います。 

●地域定着支援 

居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の

連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 

障害児相談支援 

障害児 

相談支援事業者 

（市で指定） 

児童福祉法による障害児通所支援サービス等の支給決定前

に、障害児支援利用計画を作成し、サービス事業者等との連

絡調整等を行います。 

また、定期的な検証（モニタリング）を行い、計画の見直し

やサービス調整を行います。 
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１ 第４期計画の目標値と実績の評価 

 第４期計画で設定した数値目標について、平成 29年度末の実績（見込み）による評

価を行いました。 

（1）施設入所者の地域生活への移行 

項  目 数値 考え方 

平成25年度末時点の入所者数 68 人 平成25年度末の施設入所者数 

削減見込 
目標数値 2 人( 2.9%) 

平成29年度末段階での削減見込数 
実績(見込み) 0 人( 0.0%) 

地域生活移行者数 
目標数値 6 人( 8.8%) 平成25年度末の施設入所者のうち、

施設からグループホーム等へ移行す

る人数 実績(見込み) 0 人( 0.0%) 

【評価】 

 ・平成 25年度末以降の４年間で、施設入所者の地域生活への移行者数はゼロとなっ

ています。運営法人からは、施設入所者は重度障害者が多く、地域への移行は困難

な状況と聞いています。 

 ・施設入所者数の削減見込みは、この４年間で入所施設を退所（死亡退所を含む）し

た人は４人いましたが、新たに入所した人が４人いたため、実質削減数はゼロとな

っています。施設入所の待機者も多く、ニーズがあります。 

 

（2）地域生活支援拠点等の整備 

項 目 整備の有無 

平成 29年度末時点での地域生活支援拠点 
目標 有 ・ 無 

実績(見込み) 有 ・ 無 

考え方（想定される機能、体制等） 

・地域で不足しているグループホームの整備に合わせて、地域生活支援拠点となるような整 

 備が可能か検討していく。 

・一人暮らしの体験施設、24 時間相談受付、短期入所やシェルター機能など、地域に必要な 

 機能についても検討しながら進めていく。 

【評価】 

 ・地域生活支援拠点の整備については、地域で具体的な議論ができませんでした。 

 ・平成 29年にグループホームが１棟整備され、１人暮らし体験が可能な短期入所も

併せて整備されました。その機能に加えて、24時間相談体制が可能であるかの検

討を地域で重ね、どのような拠点整備ができるかを検討していきます。  

第２節 国の基本指針に基づく成果目標 
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（3）福祉施設から一般就労への移行等 

 ① 福祉施設から一般就労への移行 

項  目 数値 考え方 

平成24年度の一般就労移行者数 5 人 
平成24年度において福祉施設を 

退所し、一般就労した者の数 

目標年度の一般就労 

移行者数 

目標数値 8 人 平成29年度において福祉施設を 

退所し、一般就労する者の数 実績(見込み) 6 人 

【評価】 

 ・平成 29年度に福祉施設から一般就労へ移行する人については、8人を目標としま

したが、実績（見込み）は 6人です。ここ 3年間での一般就労への移行実績は 14

人で、1年平均 4.7人が移行しています。 

 

 ② 就労移行支援事業の利用者数 

項  目 数値 考え方 

平成25年度末の就労移行支援事業 

利用者数 
21 人 

平成25年度末において就労移行 

支援事業を利用した者の数 

目標年度の就労移行 

支援事業利用者数 

目標数値 30 人 平成29年度末において就労移行 

支援事業を利用する者の数 
実績(見込み) 14 人 

【評価】 

 ・平成 29年度末の就労移行支援事業の利用者数は目標を下回る見込みで、就労意欲

のある障害者が就労移行支援事業へ結びつくケースが減っているのが現状です。 

 

 ③ 就労移行率が 3 割以上の事業所の割合 

項  目 数値 考え方 

平成29年度末の就労移行支援事業所の数 2 箇所 
平成29年度末における就労移行支

援事業所の数 

平成29年度末の就労移行

率3割以上の事業所の数 

目標数値 1 箇所 
平成29年度末において就労移行率3

割以上の事業所の数 
実績(見込み) 2 箇所 

目標年度の就労移行率3割

以上の事業所の割合 

目標数値 50％ 平成29年度末において就労移行支

援事業所のうち、就労移行率が3割

以上の事業所の割合 実績(見込み) 100％ 

【評価】 

 ・市内の就労移行支援事業所は２事業所で、就労移行率はそれぞれ 50％、37.5％の

移行率となっています。就労移行支援事業の利用者数は少ないものの、一般就労へ

の移行が図られています。  
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２ 第５期計画の成果目標 

 国の基本指針に即し、「福祉施設の入所者の地域生活への移行」、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステムの構築」、「地域生活支援拠点等の整備」、「福祉施設か

ら一般就労への移行等」、「障害児支援の提供体制の整備等」（89ページに記載）につ

いて、平成32年度における成果目標を設定します。 

 

（1）施設入所者の地域生活への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現在、市内の入所施設は２施設あり、施設入所者のほとんどがこの施設へ入所して

います。両施設とも入所者の高齢化・重度化が進んでおり、地域生活への移行だけで

なく、介護保険施設への移行もあわせて検討する必要があります。そのため、現状の

入所者の中でグループホーム等への地域移行は困難なことから、移行者数は０人と見

込みます。 

  また、現在多くの入所待機者がおり、死亡等で退所した際も削減というのは困難で

あり、削減数も０人として計画します。 

  今後は、重度障害に対応したグループホームなどの住まいの場の確保や地域生活移

行のための相談支援の充実、高齢福祉との連携等が必要となってきます。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

平成28年度末時点の入所者数(Ａ) 67 人 平成28年度末の施設入所者数 

目標年度入所者数(Ｂ) 67 人 平成32年度末時点の利用人数 

【目標値】入所者数削減見込み（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 

     削減率（イ＝Ｃ／Ａ×100） 

0 人 

0.0％ 

入所者数にかかる差引減少見込

み数 

【目標値】地域生活移行者数（Ｄ） 

     地域移行率（ア＝Ｄ／Ａ×100） 

0 人 

0.0％ 

施設入所からＧＨ等へ移行した

者の数 

  

○国の基本指針：平成 32年度末において、地域生活に移行した者の成果目標を設定。 

 ア 平成 32年度末において、平成 28年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活 

  へ移行することを基本とし、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。 

 イ 平成 32年度末において、平成 28年度末時点の施設入所者の２％以上を削減すること 

  を基本とし、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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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 

 

 

 

 

 

  当市には入院病棟のある精神科病院がなく、市内の精神科診療所受診者のほとんど

は上越市の精神科病院へ入院しており、長期入院となっている人もいます。 

  長期入院者への退院、地域移行に向けて、検討する場は必要であり、それと合わせ

て、地域の受け皿も検討していく必要があります。 
 

 

 

項 目 整備の有無 

平成 32年度末時点での協議の場 有 ・ 無 

考え方（想定される機能、体制等） 

・市役所（保健部署、福祉部署）、保健所、精神科病院、相談支援事業所、障害福祉サービス 

 事業所等が連携した、地域移行に関する協議を行う。 

 

（3）地域生活支援拠点等の整備 

 

 

 

 

 

  障害者の重度化・高齢化、「親亡き後」の支援については当市においても重要な課

題であり、拠点的な施設は必要と感じるが、新たな施設整備は困難なことや、地域で

の必要性、必要な機能などを議論し、当市に見合った形での整備を検討していく。 
 

 

 

項 目 整備の有無 

平成 32年度末時点での地域生活支援拠点 有 ・ 無 

考え方（想定される機能、体制等） 

・当市で必要な機能を検討する中で、拠点整備の必要性も含め検討していく。 

  

○国の基本指針：平成 32年度末までに、各市町村又は各障害保健福祉圏域に少なくとも１つ 

        の拠点を整備することを基本とし、地域の実情を踏まえて設定。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 

○国の基本指針：平成 32年度末までに、各市町村に保健・医療・福祉関係者による協議の場 

        を設置することを基本とし、地域の実情を踏まえて設定。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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（4）福祉施設から一般就労への移行等 

 

① 福祉施設から一般就労への移行 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  現在、市内２か所の就労移行支援事業所で福祉施設から一般就労への移行を進めて

います。当市は障害者雇用が義務となる企業も少なく、小規模・零細の事業者が多い

中で、毎年一定数が一般就労に結びついています。 

  今後は、地元企業との連携をより一層深め、一般就労への移行を進めていきます。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

平成28年度の一般就労移行者数（Ａ） 3 人 

平成28年度において福祉施設の 

利用者のうち、就労移行支援事業等 

を通じて、一般就労した者の数 

【目標値】 

  目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

  目標値＝Ｂ／Ａ 

 

6 人 

2.0倍 

平成32年度において福祉施設の 

利用者のうち、就労移行支援事業等 

を通じて、一般就労する者の数 

 

  

○国の基本指針：福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成 32 年度中 

        に一般就労に移行する者の成果目標を設定する。 

        目標の設定に当たっては、平成 28年度の一般就労への移行実績の 1.5 倍 

        以上とすることを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえ 

        て設定。 

 （※就労移行支援事業所等：生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援） 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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② 就労移行支援事業の利用者数 

 

 

 

 

 

 

  平成 28年度末の就労移行支援事業の利用者数は、市内 2事業所で 17人が利用して

います。事業所を希望する人のうち、一般就労を希望する人が少なく、無理のない形

での就労を希望する人が増えています。 

  そのため、平成 32年度末における就労移行支援事業の利用者数については、平成

28年度末と同数の 17人を目標数値として設定します。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

平成28年度末の就労移行支援事業利用者

数（Ａ） 
17 人 

平成28年度末において就労移行支

援事業を利用した者の数 

【目標値】目標年度の就労移行支援事業 

利用者数（Ｂ＝Ａ×1.2） 

17 人 

100.0％ 

平成32年度末において就労移行支

援事業を利用する者の数 

 

  

○国の基本指針：平成 32年度末における就労移行支援事業の利用者が、平成 28 年度末の 

        利用者数の 2割以上増加することを目指し、これまでの実績及び地域の 

        実情を踏まえて設定。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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③ 就労移行率が 3割以上の事業所の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現在、糸魚川市内の就労移行支援事業所は 2事業所あり、平成 29年度中の就労移

行率はいずれの事業所も 30％を超えています。 

  市内企業への一般就労は厳しい状況ですが、企業との連携を進める中で、一般就労

への移行を進めていきます。 

  平成 32年度末においても、いずれの就労移行支援事業所も、就労移行率が 3割以

上となるよう取り組んでいきます。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

平成32年度末の就労移行支援事業所の数

（Ａ） 
2 箇所 

平成32年度末における就労移行支

援事業所の数 

平成32年度末の就労移行率3割以上の事業

所の数（Ｂ） 
2 箇所 

平成32年度末において就労移行率3

割以上の事業所の数 

【目標値】目標年度の就労移行率3割 

以上の事業所の割合（Ｂ／Ａ） 
100％ 

平成32年度末において就労移行支

援事業所のうち、就労移行率が3割

以上の事業所の割合 

 

  

○国の基本指針：平成 32年度末において、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3 割 

        以上の事業所を全体の 5 割以上とすることを目指し、これまでの実績及び 

        地域の実情を踏まえて設定。 

 ※「就労移行率」の定義： 

  ある年度の翌４月１日時点での就労移行支援事業の利用者数と当該年度中に一般就労 

  へ移行した者の割合 

 

 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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④ 就労定着支援利用による職場定着率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成 30年度から新たに制定された「就労定着支援」ですが、一般企業への定着は

大きな課題であり、必要な支援です。 

  第 4期の計画期間内で、一般就労をした人のうち、ジョブコーチ等による定着支援

を受けた者は 11人となっています。 

  平成 30年度からの事業実施については、職員体制などにより実施は困難ですが、

平成 31年度からは実施を検討し、目標値を設定しました。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

平成30年度の就労定着支援事業の支給 

決定者数（Ａ） 
0 人 

平成30年度において就労定着支援

事業の支給決定を受けた者の数 

【目標値】目標年度の職場定着者数（Ｂ) 

     目標値＝（Ｂ／Ａ） 
－ 

平成30年度において、支給決定を受

けてから１年後まで職場定着した

者の数 

（※平成30年度は該当者なし。） 

平成31年度の就労定着支援事業の支給 

決定者数（Ａ） 
1 人 

平成31年度において就労定着支援

事業の支給決定を受けた者の数 

【目標値】目標年度の職場定着者数（Ｂ) 

     目標値＝（Ｂ／Ａ） 

1 人 

100％ 

平成31年度において、支給決定を受

けてから１年後まで職場定着した

者の数 

平成32年度の就労定着支援事業の支給 

決定者数（Ａ） 
3 人 

平成32年度において就労定着支援

事業の支給決定を受けた者の数 

【目標値】目標年度の職場定着者数（Ｂ) 

     目標値＝（Ｂ／Ａ） 

3 人 

100％ 

平成32年度において、支給決定を受

けてから１年後まで職場定着した

者の数 

 

  

数値目標 

○基本指針：各年度における就労定着支援による支援開始から１年後の職場定着率を 80％ 

      以上となることを目指し、地域の実情を踏まえて設定。 

 ※「１年後」の定義 

  「支給決定から１年超となる日」（＝満１年に該当する日の翌日）を指す。 

  （例）「平成 30年４月１日」に支給決定を受けた場合、「平成 31 年４月１日」を指す。 

    → したがって、事業導入開始となる平成 30 年度は、「支給決定から１年後」に 

      該当する者なし。 

目標達成の基本的方向 
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 平成 32年度の数値目標を達成するため、第 4期計画の進捗状況を勘案し、平成 30年

度から平成 32年度の各年度における障害福祉サービス及び相談支援の種類ごとに必要

なサービス量を見込み、その見込量確保のための方策を定め、計画的に取組ます。 

 

注）１ 「今までの取組状況」における平成 29年度の実績は、現段階での見込み 

    となります。 

  ２ １人の利用者が複数の日中活動系サービスを選択できることなどから、サービ 

    ス量の実績や見込みについては利用実人数が２重３重に計上される場合があ 

    ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３節 障害福祉サービスの実績と今後の見込み量 

・「障害福祉サービス」については、原則１か月あたりの延べ量及び実利用人数を 

  見込みます。 

 ・単位が、「時間」「人日」の場合は、１か月あたりの延べ量です。 

 ・単位が、「人」の場合は、実人数です。 

 ・「人日」は、「月間の利用人数×１人１か月あたりの平均利用日数」です。 

※サービス見込量の単位について 
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１ 訪問系サービス 

 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

居宅介護 

見込量 時間 560 588 630 696 792 888 

実績 
時間 413.6 484.6 504.6 474.9 537.3 547.2 

人数 34 41 48 59 57 60 

重度訪問介護 

見込量 時間 100 100 200 100 100 100 

実績 
時間 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 

同行援護 

見込量 時間 70 110 150 50 70 90 

実績 
時間 16.8 21.5 16.9 14.2 9.8 15.1 

人数 3 3 3 4 4 6 

行動援護 

見込量 時間 20 40 60 10 10 10 

実績 
時間 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 

重度障害者等 

包括支援 

見込量 時間 0 80 80 0 0 0 

実績 
時間 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 ・訪問系サービスは、平成 29年から新たに 1事業所が参入し、7事業所がサービス

提供を行っています。 

 ・居宅介護については年々増加しており、平成 24年度に比べ利用者数は 20人以上

増加しています。現在もニーズは多く、今後も増加が見込まれます。 

 ・同行援護については、平成 23年 10月からサービスを開始しています。実利用者

数は 4人ですが、まだまだ潜在的な利用ニーズは多く、今後はサービスを利用し

ていない人への制度の周知を行っていく必要があります。 

 ・重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援については、直近 3年間での利

用実績はありませんが、グループインタビューの中では希望の声も聞いています。

今後は事業所とのサービス提供について検討していく必要があります。 

 ・サービス提供をしている事業所は、介護保険サービス事業所と兼ねており、高齢

の利用者と比べ、「精神的な波がある」、「会話などの時間が長くなり延長になって

しまう」などと対応に苦慮しているとの声を聞いています。 

  

今までの取組状況 

現状と課題 
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サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

居宅介護 
時間 630 660 690 

人数 63 66 69 

重度訪問介護 
時間 100 100 100 

人数 1 1 1 

同行援護 
時間 40 45 50 

人数 8 9 10 

行動援護 
時間 10 10 10 

人数 1 1 1 

重度障害者等包括支援 
時間 0 0 0 

人数 0 0 0 

 

 

 

 ・病院や施設から地域生活への移行や親亡き後の生活に備えるなど、今後も訪問系

サービスの利用者数は増加すると考えられるので、必要な支給量の確保、新たな

サービス提供について、事業所に働きかけていきます。 

 ・障害のある人への理解や、障害特性にあった支援ができるように、事業所職員向

けの勉強会や相談員と連携した研修会などを開催します。 

 

  

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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２ 日中活動系サービス 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

生活介護 

見込量 人日 1,953 2,037 2,100 2,100 2,200 2,300 

実績 
人日 1,855.5 1,941.0 1,981.9 2,017.1 2,037.6 2,060.5 

人 90 99 103 109 110 115 

自立訓練 

（機能訓練） 

見込量 人日 10 15 20 10 15 20 

実績 
人日 0 0 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 0 0 

自立訓練 

(生活訓練･日中) 

見込量 人日 572 616 660 255 289 323 

実績 
人日 200.3 193.7 173.1 278.2 274.4 216.5 

人 12 12 11 22 18 17 

自立訓練 

(生活訓練･夜間) 

(宿泊型自立訓練) 

見込量 人日 － － － 250 250 250 

実績 
人日 48.9 74.1 119.4 257.8 313.7 208.8 

人 2 3 5 13 12 11 

就労移行支援 

見込量 人日 550 726 836 370 460 550 

実績 
人日 470.6 369.7 304.1 266.8 303.2 237.4 

人 26 20 16 25 20 24 

就労継続支援 

（Ａ型） 

見込量 人日 44 330 374 567 672 672 

実績 
人日 18.2 394.9 423.8 424.8 482.0 496.3 

人 1 20 21 25 26 27 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

見込量 人日 850 986 1,071 1,156 1,207 1,258 

実績 
人日 822.5 868.4 1,045.2 1,113.9 1,100.0 1,083.8 

人 53 55 65 74 77 78 

療養介護 
見込量 人 15 15 17 20 22 24 

実績 人 16 17 18 18 17 15 

短期入所 

（福祉型） 

見込量 人日 200 264 336 240 280 320 

実績 
人日 137.6 191.1 211.4 189.3 193.3 166.9 

人 21 24 30 56 55 50 

 

 

 ・生活介護については、徐々に利用者数は増加しています。利用期間や利用形態に

しばりのない生活介護はニーズの高いサービスです。今後も多くの利用が見込ま

れます。 

 ・就労継続支援については、どの事業所も定員いっぱいでの利用となっています。

今後はＡ型事業所、Ｂ型事業所の住み分けなども検討する必要があります。 

 

今までの取組状況 

現状と課題 
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  また、Ａ型事業所は最低賃金を支払うための仕事を確保し、仕事に取組むことが

必要となるため、仕事内容と利用ニーズのマッチングや、Ｂ型事業所との連携等

が必要です。 

 ・就労移行支援については、就労支援事業所を希望する人の多くがゆったり自分の

ペースでできる就労継続支援事業に行くため利用希望が少なく、利用者数は年々

減少しています。 

 ・自立訓練（機能訓練）については、市内に対応施設がなく、どれくらいの利用希

望者がいるかも把握できていない現状です。 

 ・自立訓練（生活訓練）については、市内１か所の事業所がサービス提供を行って

いますが、生活介護との多機能型事業所であり、定員も少なく、安定した利用が

困難な状況にあります。 

  また、自立訓練（生活訓練・夜間）（宿泊型自立訓練）は市内で提供している事業

所はありませんが、上越市の事業所を利用するケースが多く、一人暮らしや地域

生活へ移行するためのステップとして利用を希望する人が多くなっています。 

 ・療養介護については、医療行為が必要な重度心身障害者が医療機関に入院しなが

ら福祉サービスを受けるものですが、医療行為が必要な方が継続してサービスを

受けており、また 18歳まで医療型障害児入所施設に入所していた方も引き続き利

用しています。 

 ・福祉型短期入所については、市内２か所の事業所での提供と、平成 29年からグル

ープホームＴＯＭＯでの短期入所も開始しています。ともに高い稼働率となって

おり、利用者も年々増えています。家族の高齢化もあり、今後も利用のニーズが

高いと見られます。 
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サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

生活介護 
人日 2,090 2,128 2,166 

人 110 112 114 

自立訓練（機能訓練） 
人日 10 10 10 

人 2 2 2 

自立訓練（生活訓練･日中） 
人日 320 320 320 

人 20 20 20 

自立訓練（生活訓練･夜間） 

（宿泊型自立訓練） 

人日 312 312 312 

人 12 12 12 

就労移行支援 
人日 280 280 280 

人 17 17 17 

就労継続支援（Ａ型） 
人日 494 494 494 

人 26 26 26 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日 1,360 1,394 1,428 

人 80 82 84 

就労定着支援 人 0 3 3 

療養介護 人 17 17 18 

短期入所（福祉型） 
人日 225 240 250 

人 45 48 50 

短期入所（医療型） 
人日 50 50 50 

人 5 5 5 

 

 

 

 

○ 生活介護 

 ・現在実施されている市内の障害福祉施設３か所において、引き続きサービスを提

供する体制を維持するとともに、利用者の状況や介護移行も含めた中で、介護保

険の基準該当施設の利用も進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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○ 自立訓練 

 ・自立訓練（機能訓練）については、市内での対応施設がないため、ニーズを把握

し、身体障害を主とする障害者支援施設等に実施の働きかけをしていきます。 

 ・自立訓練（生活訓練・日中）については、市内１か所の事業所を中心にサービス

提供をしていきます。また、自立訓練（生活訓練・夜間）（宿泊型自立訓練）につ

いては、市内に事業所はありませんが、上越圏域として広域的な利用を見通しな

がら、地域移行の受け皿としてサービス確保をしていきます。 

○ 就労移行支援 

 ・市内にある２か所の事業所を通じて必要なサービス量の確保に努めます。 

 ・特別支援学校からの受け皿として、一般就労を目指せる体制を確保します。 

 ・一般就労をより進めていくために、ハローワークとの連携を強化し、就労移行支

援を多くの人から利用してもらうよう努めます。 

○ 就労継続支援 

 ・就労継続支援Ａ型については、市内１か所の事業所があり、この事業所を通じて

必要なサービスの確保に努め、Ａ型事業所として最低賃金確保を目標に利用者拡

大について働きかけていきます。 

 ・就労継続支援Ｂ型については、市内２か所の事業所があり、この事業所を通じて

必要なサービスの確保に努めるとともに、新たな事業所の開設について検討して

いきます。 

○ 就労定着支援 

 ・障害者施設から一般企業への就労者数を１年で５～６人を見込んでおり、そのうち

３名程度をこのサービスの利用ニーズがあると見込みます。 

 ・平成 30年度からの実施は事業所の職員体制等が整わないことから、平成 31年度か

らの事業実施を見込みます。 

○ 療養介護 

 ・市外の医療機関でのサービス利用となりますが、適切な利用希望の把握に努める

とともに、適正な施設利用ができるように努めます。 

○ 短期入所 

 ・市内事業所を通じてサービス量の確保に努めるとともに、利用ニーズに対応でき

るような体制づくりを働きかけていきます。 

 ・福祉型短期入所は、障害者施設だけでなく、既存の介護保険施設での空床を利用

した短期入所の指定を進め、より多くの利用者が利用できるような働きかけをし

ます。また、長期間、継続して短期入所を利用されている方についても、相談支

援を通じて早期に地域移行等ができるように努めていきます。 

 ・医療型短期入所については、市内でのサービス提供事業所はないため、必要に応

じて提供可能な施設への利用を依頼していきます。  
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３ 居住系サービス 

 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

共同生活援助 

（グループホーム） 

見込量 人 41 46 51 41 46 51 

実績 人 36 34 28 32 35 35 

施設入所支援 
見込量 人 66 65 65 66 65 65 

実績 人 66 66 68 68 68 67 

 

 

 

 ・現在、市内には 2 つの法人で 5 棟のグループホームが運営されており、平成 29

年に 1棟が建て替えられ、1床増床となりました。 

 ・親亡き後の生活を考えると、グループホームの利用希望は多くなっています。 

 ・入所施設や精神科病院等から地域生活へ移行する人への地域生活の場として、グ

ループホームの役割が重要となります。このため、より一層の量的な確保が必要

です。 
 

 

 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

自立生活援助 人 0 0 0 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人 35 40 45 

施設入所支援 人 67 67 67 

 

 

 

・新たなサービスの自立生活援助については、施設や病院から地域生活へ移行した

一人暮らしの人への支援が対象となりますが、過去 3年間で施設入所又はグルー

プホームから単身生活になった実績はなく、今後は事業実施の受入れ先も含め検

討していきます。 

・グループホームのニーズが高いことから、現在サービス提供を行っている法人に

整備を働きかけ、新たなグループホーム開設を支援します。 

・地域での生活が難しく、施設での 24時間支援が必要な重度障害のある人に対して、

施設入所支援サービスを継続的に実施します。 

・重度障害のある人が施設入所できるように、地域で生活が可能な入所者に対して

地域移行の支援を行います。  

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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４ 相談支援 

 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

計画相談支援 
見込量 人/月 20 38 54 54 54 54 

実績 人/月 0 6 26 38 46 39 

地域移行支援 
見込量 人/月 7 7 7 2 2 2 

実績 人/月 0 1 1 0 1 1 

地域定着支援 
見込量 人/月 4 4 4 2 2 2 

実績 人/月 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 ・平成 24年度の制度改正により、すべてのサービス利用者に対してサービス等利用

計画の作成することとなり、平成 29年度現在で概ね達成しています。 

 ・計画相談支援については、現在指定を受けた市内３か所の指定特定相談支援事業

所が計画作成を行っています。今後も、既存のサービス利用者はもとより、新た

なサービス利用者に対する計画作成についてもスムーズなサービス利用ができる

ような体制が必要です。 

 ・また、平成 29年度実績では、1ヶ月当たりの計画作成数、モニタリング数の実績

は平均 39件となっています。現状では、国で定められた計画相談支援の実施が充

分に行われているとは言えない現状にあり、市内の相談支援専門員（6 人）の一

人当たりの負担が大きくなっています。今後は新たな相談支援専門員の確保など、

早急な対策が必要です。 

 ・精神科病院等から地域生活へ移行する人に対する地域移行支援やその後の地域定

着支援については、県から指定を受けた市内１か所の指定一般相談支援事業所で

対応するとしていますが、今のところ実績はなく、市外事業所での支援となって

います。 

 

 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

計画相談支援 人/月 50 50 50 

地域移行支援 人/月 3 3 3 

地域定着支援 人/月 2 2 2 

 

  

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 
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・サービスの利用を希望する人が、スムーズにサービス利用に結びつけられるよう

な体制づくりや、安心して相談できる場が必要であり、相談員の人員確保や高度

化・専門化する相談に対応するための体制づくりに努めます。 

・市内の事業所での地域移行・地域定着の支援ができるような体制づくりを進めま

す。 

 

  

見込量確保のための方策 
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１ 理解促進研修・啓発事業 

 

 

 ・障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深める活動を行いました。 

 ・平成27年度は、地域の障害者施設を知ってもらい、施設で不足するボランティアを

募集するためのマップ作成を行いました。 

 ・平成28年度は、障害者差別解消法の施行にあわせ、市民向けの研修会「糸魚川地域

づくりフォーラム」を開催し、講演会とパネルディスカッションを行いました。 

 

 

 ・当地域での障害者への理解は進んでいるとは言えず、理解してもらう取組も十分

に行っているとは言えない状況です。 

 ・今後は、市内の福祉事業所が協力して、少しでも多くの市民から理解してもらう

取組が必要です。 

 

 

 ・少しでも多くの市民から知ってもらう取組として、定期的な講演会などのイベン

ト、地域への出前講座などを行います。 

 ・特に若い世代から知ってもらうことが重要なことから、市内の小中学校へ出向き、

障害の体験や当事者の話を通して理解を深める取組をします。 

 

 

２ 自発的活動支援事業 

 

 

 ・この事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、

障害者等やその家族、地域住民等がピアサポート、災害対策、ボランティア活動な

どの自発的に行う活動に対する支援を行う事業です。当市では今まで取り組みはあ

りません。 

 

 

 ・現在当市では、手話通訳や点訳など一部のボランティア活動はありますが、それ

以外に障害者やその家族が自発的に活動を行うことはなく、行政等が主導となっ

て行うことが主流となっています。今後は、多くの人からいろんな活動に取り組

んでもらい、その活動が自立できるような支援をしていく必要があります。  

第４節 地域生活支援事業の実績と今後の見込み量 

現状と課題 

今後の取組 

今までの取組状況 

現状と課題 

今までの取組状況 
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 ・災害時等、緊急時の対応については、行政だけでなく家族や地域の自治会といっ

た地域ぐるみの取組が必要となります。そういった活動を進めるため、モデル的

な地域を作り、暮らしやすい地域を目指します。 

 ・余暇を上手に過ごせない障害者も多く、休日明けに不安定になっている人も見ら

れます。今後は、そういったボランティア活動ができるような仕組みづくりを行

い、自立した活動への支援を行います。 

 

 

３ 相談支援事業 

 

 

サービス名 単位 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

障害者相談支援事業 か所 1 2 2 

 
基幹相談支援センター 設置 無 無 無 

市町村相談支援機能強化事業 実施 無 有 有 

住宅入居等支援事業 実施 無 無 無 

 

   

 

 ・障害のある人やその家族からの相談は、相談支援事業を委託している地域生活支

援センターこまくさと障害者相談支援事業所エスポアールはやかわの 2事業所と

糸魚川市で行っています。また、自立支援協議会を通じて個別支援やケース検討

を行うなど、障害のある人やその家族個々の状況に応じた対応を進めています。 

 ・しかし、相談窓口が分かりづらい、三障害すべてに対応した相談窓口、より専門

性の高い相談支援など、多様なニーズがあるのも現状です。 

 ・こうした状況を踏まえつつ、より身近なところで相談できる場の充実と総合的か

つ専門的な相談に対応できるよう相談支援体制の充実を図ることが課題になって

います。 

 

 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

障害者相談支援事業 か所 2 1 1 

 
基幹相談支援センター 設置 無 有 有 

基幹相談支援センター等機能強化事業 実施 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施 無 有 有 

  

現状と課題 

今までの取組状況 

サービス見込量 

今後の取組 
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 ・障害者相談支援事業は、現在、相談支援事業所に委託していますが、相談件数も多

く、内容も多岐にわたることから、障害のある人やその家族等の相談支援に関する

業務や地域の相談支援事業者間の調整や支援を行う機関として、基幹相談支援セン

ターを設置します。 

 ・能生地域は糸魚川地域からの距離が遠く、相談支援体制が整っていない地域である

ことから、基幹相談支援センターと連携しながら相談支援ができる窓口の設置を検

討します。 

 ・住宅入居等支援事業については、基幹相談支援センターを中心に実施できるよう取

り組んでいきます。 

 

 

４ 成年後見制度利用支援事業・成年後見制度法人後見支援事業 

 

 

 ・成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の市長申立ての費用や、生活保護等

の収入の少ない成年後見制度利用者に対して、第三者後見人への報酬を助成する

制度で、現在 1名の方が報酬助成を受けています。また、市長申立てとして、平

成 28年度に初めて市長申立てがありました。 

 ・成年後見制度法人後見支援事業は、法人後見制度を進めるための体制整備を行う

事業で、市内の社会福祉法人等に法人後見の実施について意向確認を進める中で、

研修会などを行いました。 

 

 

 ・成年後見制度利用支援事業については、潜在的なニーズは多く、実際に必要な人

のニーズ把握ができていないのが現状です。 

 ・成年後見制度法人後見支援事業については、地域の第三者後見人の不足もあり、

早急な対応が必要になっています。 

 

 

 ・成年後見制度利用支援事業については、引き続き、身寄りのない人の申立手続きや

申立費用等の助成、報酬助成を行うとともに、相談支援事業者においても制度利用

についての相談に応じます。 

 ・成年後見制度法人後見支援事業については、成年後見制度利用検討委員会と連携

し、地域の後見制度の受け皿を充実していきます。 

  

見込量確保のための方策 

今までの取組状況 

現状と課題 

今後の取組 
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５ 意思疎通支援事業 

 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

手話通訳者･要約 

筆記者派遣事業 

見込量 人 15 16 17 20 20 20 

実績 人 22 20 30 17 15 22 

手話通訳者設置 

事業 

見込量 人 0 0 1 0 0 1 

実績 人 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 ・聴覚や視覚等の障害で意思疎通を図ることに支障がある人に対し、地域生活に必要

な病院や公的機関の利用支援のため、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行っていま

すが、手話通訳者派遣件数、要約筆記者派遣件数はともに見込量を上回っています。 

 ・また、手話通訳者設置事業は平成 29年度に 1か所の設置を予定していましたが、

今のところ設置する予定はありません。 

 ・今後とも、利用者のニーズ拡大に応じて、迅速にサービス提供できるよう体制の充

実を図る必要があります。 

 

 

 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 件 25 30 35 

手話通訳者設置事業 人 0 0 1 

 

 

 

 ・障害者団体との連携により、地域における手話通訳者や要約筆記者の養成や充実を

図り、サービスの円滑な提供を行います。 

 ・市内で視覚や聴覚に障害のある人に事業の周知を図り、サービスの利用を促進しま

す。 

 ・手話通訳者設置については、障害者団体から行政機関や病院などに設置してほしい

との要望があることから、今後も状況を確認する中で、設置について検討していき

ます。 

  

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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６ 日常生活用具給付等事業 

 

□主な日常生活用具 

区 分 主な用具 

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、体位変換器、訓練用ベッドなど 

自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、聴覚障害者用屋内信号装置、歩行補助杖など 

在宅療養等支援用具 吸入器（ネブライザー）、たん吸引器、酸素ボンベ運搬車など 

情報・意思疎通支援用具 視覚障害者等レコーダー、盲人用時計、点字タイプ、拡大読書器など 

排せつ管理支援用具 ストマ用装具、紙おむつ、収尿器など 

居宅生活動作補助用具 

(住宅改修費) 
居宅生活動作補助用具（小規模な住宅改修） 

 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

介護・訓練支援用具 
見込量 件 3 3 3 3 3 3 

実績 件 1 2 2 4 0 5 

自立生活支援用具 
見込量 件 5 5 5 8 8 8 

実績 件 8 22 6 3 4 5 

在宅療養等支援用具 
見込量 件 25 25 25 20 20 20 

実績 件 13 9 9 7 13 10 

情報・意思疎通支援

用具 

見込量 件 3 3 3 8 9 10 

実績 件 8 9 7 2 5 2 

排せつ管理支援用具 
見込量 件 1,200 1,200 1,200 1,210 1,320 1,430 

実績 件 1,203 1,297 1,328 1,331 1,305 1,624 

居宅生活動作補助用

具(住宅改修費) 

見込量 件 2 2 2 4 5 6 

実績 件 0 2 2 3 2 2 

 

 

 

 ・障害のある人が日常生活での不便を解消し、より便利な生活を営むためには、日常

生活用具は不可欠です。各種用具の給付等の状況は、障害者数の増加に伴って増加

傾向にあります。中でも、排せつ管理支援用具の給付が増加しており、障害のある

人の状況やニーズに応じた適切な提供が求められています。 

  

今までの取組状況 

現状と課題 
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サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

介護・訓練支援用具 件 2 2 2 

自立生活支援用具 件 3 3 3 

在宅療養等支援用具 件 12 12 12 

情報・意思疎通支援用具 件 5 5 5 

排せつ管理支援用具 件 1,350 1,350 1,350 

居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 件 2 2 2 

 

 

 

 ・障害のある人が安定した日常生活を送るため、障害の特性に合わせた適切な日常生

活用具の給付に努めます。 

 ・利用の促進を図るために各サービスの周知に努めます。 

 

 

７ 手話奉仕員養成研修事業 

 

 

 ・手話奉仕員養成講座は、糸魚川市ろうあ協会、糸魚川手話サークルの皆さんのご

協力により平成 27年度から実施しており、入門編と基礎編を 1年おきに実施して

います。平成 27 年度（入門編）の受講者は 19 人、平成 28 年度（基礎編）は 12

人、平成 29年度（入門編）は 14人となっています。 

 

 

 ・手話に興味のある市民が講座を受講しておりますが、市の講座受講後に県の資格

講座を数年受講する必要があることから、手話通訳が可能となる資格取得に至っ

ていません。 

 

 

 ・引き続き手話通訳養成講座に対する開催費用を助成し、手話のできる市民ボランテ

ィアの養成を進めます。毎年10人程度の講座修了者を見込みます。 

 ・養成講座受講者の中から、実際に手話通訳ができるボランティアの育成をしていく

必要があることから、講座開催だけでなく、フォローアップとして、継続して勉強

ができる機会や場の提供を検討します。  

サービス見込量 

見込量確保のための方策 

今までの取組状況 

現状と課題 

今後の取組 
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８ 移動支援事業 

 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

移
動
支
援
事
業 

事業所数 
見込量 か所 5 5 5 5 5 5 

実績 か所 4 4 4 3 3 3 

利用者数 
見込量 人 5 6 7 5 6 7 

実績 人 2 3 3 5 7 9 

時間数 
見込量 時間 50 60 70 50 60 70 

実績 時間 52 84 35 93 118 324 

 

 

 

 ・移動支援事業の利用者数は大きく増えてはいませんが、買い物同行などの日常生活

での移動や、スポーツ観戦や図書館への同行など、余暇での利用も広がっています。 

 ・移動のニーズは高く、今後も利用しやすい移動支援の充実とともに、利用者の障害

の特性に対応できる円滑な事業の実施が必要です。 

 

 

 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

移動支援事業 
利用者数 人 10 10 10 

時間数 時間 200 200 200 

 

 

 

 ・利用ニーズを把握し、適切なサービスが利用できるよう努めます。 

 ・必要なサービスが適切に利用できるようにするためには、相談支援事業所との連携

強化が重要であるため、相談支援事業の充実にも努めます。 

  

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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９ 地域活動支援センター 

 
 

 

区分 事業内容 市内の事業所名 運営法人 

Ⅰ型 

専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社

会基盤との連携強化のための調整、地域住民

ボランティア育成、障害に対する理解促進を

図るための普及啓発等の事業を実施する。ま

た、相談支援事業を併せて実施する。 

･地域活動支援 

 センターこま

くさ 

社会福祉法人 

上越つくしの里

医療福祉協会 

Ⅲ型 

利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の

提供等地域の実情に応じた支援を行うこと

をいう。 

･いちょうの家 

･青空工房 

･あけぼの福祉 

作業所 

社会福祉法人 

糸魚川市社会福

祉協議会 

 

 

 

 ・現在、主に精神障害のある人を対象としている施設は 2か所、知的障害のある人を

対象としている施設は 2か所となっていますが、近年はどの施設も障害を限定する

ことなく受け入れており、糸魚川市の限られた社会資源の中では、日中の過ごせる

場として重要な位置づけとなっています。 

 ・能生地域のいちょうの家、青空工房が老朽化していたこともあり、平成 29年 12月

に能生地域の市街地に移転しました。今後は地域住民との交流を行い、障害につい

ての理解を深める取組を進める必要があります。 

 

 

サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

地域活動支援センター（Ⅰ型）     

 
自市町村分 

実施見込み箇所数 か所 1 1 1 

 

実利用見込み者数 人 120 120 120 

 他市町村分 
実施見込み箇所数 か所 0 0 0 

実利用見込み者数 人 0 0 0 

 

 

 

 ・地域活動支援センターは、こまくさを中心として、今後も引き続き支援をしていき

ます。 

 ・青海地域、能生地域の地域活動支援センターについては、引き続き地域に密着した

地域活動支援センターとして支援します。 

 ・障害の種類に関係なく、その人の特性に合わせた活動の場の拡大及び活動内容の充

実を図るとともに、関係機関と連携し利用者の拡大を推進します。  

今までの取組状況 

見込量確保のための方策 

現状と課題 

サービス見込量 
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10 任意事業 

 

 

サービス名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

訪問入浴サービス 

事業 

見込量 日 9 9 9 9 9 9 

実績 日 5 0 0 0 0 0 

日中一時支援事業 
見込量 日 800 800 800 800 800 800 

実績 日 1,242 1,445 242 135 245 190 

日常生活訓練         

 機能訓練事業 
見込量 回 24 24 24 24 24 24 

実績 回 24 24 24 24 24 24 

社会参加支援         

 声の広報発行 
見込量 実施 有 有 有 有 有 有 

実績 実施 有 有 有 有 有 有 

 

 

 

 ・任意事業については、当市で必要と思われる事業について実施しています。 

 ・訪問入浴サービス事業については、自宅でなければ入浴できない人への訪問車によ

る入浴支援となりますが、現在、利用者はおりません。 

 ・日中一時支援事業については、主に障害児に対して放課後や長期休暇等の居場所づ

くりを行っている事業ですが、平成26年度より児童に対する放課後等デイサービス

事業が開始されたため、以前、放課後支援として行っていた日中一時支援は利用者

数が減少しています。 

 ・また、短期入所利用までの施設の慣らし利用として、日中一時支援事業を活用して

おり、市内の2つの短期入所施設で実施しています。 

 ・日常生活訓練として行っている機能訓練事業は、青海総合福祉会館ふれあいで毎月

2回リハビリ教室を開催し、身体障害のある人に対し理学療法士がリハビリ指導を

行っています。また、教室に参加することが困難な人には、理学療法士が訪問して

自宅でリハビリを行っています。 

 ・障害者の社会参加促進支援として実施している、声の広報発行については、視覚に

障害のある人に、音声訳でわかりやすい市の広報等を提供し、障害のある人が地域

生活をするうえで必要度の高い情報等を定期的に提供します。 

  

今までの取り組み状況 

現状と課題 
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サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

訪問入浴サービス事業 日 9 9 9 

日中一時支援事業 日 600 600 600 

機能訓練事業 回 24 24 24 

声の広報発行 実施 有 有 有 

 

 

○ 訪問入浴サービス事業 

 ・今後は重度心身障害のある児童のニーズが予想されることから、利用できる体制づ

くりに努めます。 

○ 日中一時支援事業 

 ・利用者にとって使いやすいサービスとするため、より良いサービス提供方法につい

て検討していきます。 

 ・また、必要なサービスが速やかに利用できるようにするためには、相談支援事業と

の連携強化が重要であるため、相談支援事業の充実にも努めます。 

○ 機能訓練事業 

 ・身体に障害のある人が、日常生活をしやすくなるよう身体機能を維持するリハビリ

を継続し、あわせて家族間の交流の場としても多くの方から利用してもらえるよう

に啓発を行います。 

○ 声の広報等発行 

 ・引き続き音声訳ボランティアと協力しながら提供を行うとともに、この取組につい

て広くお知らせし、より多くの方から利用していただけるよう、ＰＲや広報を行い

ます。 

 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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１ 障害児サービス等について 

 障害児支援については、平成 24年 4月に根拠法が児童福祉法に一本化され、体系が

再編されました。 

 平成 30年 4月に児童福祉法が改正され、基本指針に「障害児のサービス提供体制の

計画的な構築」が規定され、「障害児福祉計画」を定めることとされました。具体的に

は、ライフステージに応じた切れ目のない支援と保健、医療、福祉、教育、就労支援等

と連携した支援を行うとされています。 

 障害児の福祉サービスにおいては、通所による支援は市町村が実施主体となり、「児

童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」のサービスが利用で

きるようになっています。 

 障害児の相談支援については、「障害児相談支援事業者」が障害児支援利用計画を作

成することとなり、円滑なサービス利用ができるようなっています。 

 

２ 福祉サービス等の提供に当たっての現状と課題 
 

（１）相談支援体制の充実 

   保護者等が相談をする際にどこへ行けば良いか分からないといった声や、未就

学から就学、進学等のライフステージのタイミングで支援者が途切れてしまう現

状があります。また、福祉サービスを利用しているすべての人に担当相談員がつ

いていない状態で、早急に解決が必要です。 

 

（２）医療的ケア児への対応、医療との連携 

   地域で医療ケアが必要な児童が増えている現状がありますが、医療職の不足な

どもあり福祉サービスが十分に利用できているとは言えない現状です。また、緊

急時などの医療機関との連携も重要となっています。 

 

（３）障害児を持つ親への支援 

   在宅で障害児を育てる保護者にとって、育児や介護の負担が大きく、福祉や医

療を活用した育児支援の検討が必要です。 

  

第１節 障害児サービスの内容 

第５章 糸魚川市ささえあいプラン（障害児福祉計画） 
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３ 障害児サービス等の体系及び内容 

 

■ 児童支援サービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 児童支援サービスの内容 

給付の種類 サービスの名称 内   容 

障害児 

通所支援 

児童発達支援 

①児童発達支援センター 

 通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として 

 支援を行います。 

②児童発達支援事業 

 通所利用の障害児に対する身近な療育を行います。 

医療型児童発達支援 
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対して、児

童発達支援及び治療を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

[平成 30年度新規] 

障害児通所支援を受けるための外出が著しく困難な重度の

障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 

放課後等デイサービス 
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇

中において、自立の促進や居場所づくりをします。 

保育所等訪問支援 
保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を

行います。 

障害児 

入所支援 

福祉型障害児入所施設 
入所が必要な障害児に対して、入浴や排せつ、食事の介護な

どをします。また、医療型は医療の提供もします。 医療型障害児入所施設 

　<市町村> 　<都道府県>

■児童発達支援 ■福祉型障害児入所施設

■医療型児童発達支援 ■医療型障害児入所施設

■居宅訪問型児童発達支援

■放課後等デイサービス

■保育所等訪問支援

　<市町村> 　<市町村>

■居宅介護（ホームヘルプ） ■日常生活用具等支給事業

■短期入所（ショートステイ）等 ■移動支援事業

■日中一時支援事業　等

障
害
の
あ
る
児
童

（

　
歳
未
満
）

児童福祉法によるサービス

総合支援法による福祉サービス

障害児通所支援 障害児入所支援

自立支援給付 地域生活支援事業

18



- 89 - 

 

 

 

１ 第１期計画の成果目標 

（1）障害児支援の提供体制の整備等 
 

① 障害児支援の提供体制 

 

 

 

 

 

 

 

  現在、児童発達支援は市立保育園と併設する「めだか園」において市直営で運営し

ています。この施設を児童発達支援センターに変更するには、建物の規模や運営上の

問題など現状からは困難な状況となっていますが、今後は障害のある児童を総合的に

支援することのできる児童発達支援センター設置の検討が必要です。 

  保育所等訪問支援については、現在、市が独自で保健師やめだか園で保育園や学校

訪問を行うことを通して児童の支援を行っている実態があるため、今後は保育所等訪

問支援のサービス提供を含めて、体制づくりを検討します。 

  市内の放課後等デイサービスを実施している支援センターささゆりや、児童発達支

援めだか園はいずれも重症心身障害児を受け入れており、今後も引き続き受入れでき

る体制づくりをしていきます。 
 
 
 

 

 

項  目 数値 考え方 

児童発達支援センターの設置 0 箇所 
各市町村に少なくとも１か所以上設置

する。 

保育所等訪問支援の提供体制 0 箇所 
各市町村において保育所等訪問支援を

利用できる体制を構築する。 

主に重症心身障害児を支援する児童発達

支援・放課後等デイサービスの確保 
1 箇所 

各市町村に少なくとも１か所以上確保

する。 

 

  

第２節 国の基本指針に基づく成果目標 

○基本指針：平成 32年度末までに、各市町村に下記について整備することを基本とし、 

      地域の実情を踏まえて設定する。 

  ・児童発達支援センター：少なくとも１か所以上 

  ・保育所等訪問支援：利用できる体制を構築する。 

  ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス：１か所以上 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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② 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 

 

 

 

 

 

  地域において、医療的ケア児の検討を行う場が今まではなかったため、今後は自立

支援協議会の中の部会として「こども部会」を設置し、関係機関が連携した会議を定

期的に行っていきます。 
 
 
 

 

 

項  目 協議の場の有無 

平成30年度末時点での協議の場 有 ・ 無 

 考え方（想定される体制等） 

 市役所（教育部署、福祉部署）、保健所、病院、相談支援事業所、障害児通所支援事業所、 

 保育所、特別支援学校等と連携した、医療的ケア児の地域支援に関する協議を行う。 

 （上越圏域障害者相談支援センターとも連携しながら、市自立支援協議会を活用し検討 

  する。） 

 

  

○基本指針：平成 30年度末までに、各市町村に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の 

      関係機関等による協議の場を設置することを基本とし、地域の実情を踏まえて 

      設定。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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サービス名 単位 26年度 27年度 28年度 
29年度 
(見込み) 

児童発達支援 
人日 118.9 130.8 143.3 99.9 

人 51 67 74 72 

放課後等デイサービス 
人日 194.8 278.9 282.7 274.9 

人 20 30 29 31 

障害児相談支援 人/月 4 8 7 8 

 
 

 

 

 ・児童発達支援は、市立の「発達支援センターめだか園」で行っています。平成 11

年に福祉事業所として開設され、障害の早期発見・早期療育のため、乳幼児健診

や各種相談から利用につながっており、子どもだけでなく育児不安を抱える保護

者への相談等も行うなど、重要な役割を担っています。 

 ・放課後等デイサービスは、支援センターささゆりが「市立ひすいの里総合学校」

で実施しています。特別支援学校内で利用できるため、送迎の負担軽減や学校と

の連携などは良い面ですが、緊急時の対応など施設利用面での課題もあります。

また、利用希望が大幅に増えており、すべての希望者が十分に利用できていると

は言えない状況です。 

 ・障害児相談支援については、市内 3事業所が指定され、計画作成を行っています。

しかし現在の体制では計画作成業務が困難な状況であり、相談員の充実などを進

めていく必要があります。 

  

今までの取組状況 

現状と課題 

第３節 障害児福祉サービスの実績と今後の見込み量 
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サービス名 単位 30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人日 120 120 120 

人 80 80 80 

放課後等デイサービス 
人日 350 350 350 

人 35 35 35 

保育所等訪問支援 
人日 0 0 0 

人 0 0 0 

医療型児童発達支援 
人日 0 0 0 

人 0 0 0 

居宅訪問型児童発達支援 
人日 0 0 0 

人 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 10 10 10 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置

人数 

人 0 0 1 

 

 

 

 ・児童発達支援については、早期発見・早期療育を推進するために、めだか園や保育

園、保健師などと連携しながら利用を進めるとともに、その後の就学に向けての支

援に努めます。 

 ・放課後等デイサービスについては、多くの利用希望があるため、相談支援事業所と

も連携し、十分なサービス提供ができるように努めるとともに、新たな事業所の開

設も検討していきます。 

 ・保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援については、地

域でのニーズを把握しながら、サービス提供について検討していきます。 

 ・障害児相談支援については、サービスを円滑に利用できるようにするとともに、支

援をとぎれないようにするため、市内の相談支援事業所が支援を行っていきます。 

 ・今回の計画より、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネータ

ーの配置人数を目標数値として設定することとなったが、30年度から設置予定のこ

ども部会で設置に向けて検討を行い、平成32年度の設置を目指していきます。  

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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 障害のある人のさまざまなニーズに対応し、市民の理解や協力を得ながら、障害者

福祉を推進するために以下のとおり取り組んでいきます。 

 

１ 関係機関との連携 

  地域全体で障害のある人を支える力を高めるためには、障害のある人を核として関

係機関のネットワークの構築、強化が何よりも重要です。 

  本人や家族ができること、行政ができること、地域やボランティアができること等、

それぞれ役割を分担しながら、連携を図ることが必要です。 

  そういうところから出てきた声を、糸魚川市地域自立支援協議会や各専門部会など、

関係者が集まって情報交換することにより、市全体のサービス資源の確保につながる

よう話し合いを重ねていきます。 

 

２ 地域住民や関係団体との連携 

  障害者福祉の推進に当たっては、地域住民の理解が不可欠です。地域住民の、障害

や障害のある人への正しい理解と福祉活動への関心を高めるための積極的な働きか

けを行います。 

  また、障害のある人が地域で安心して生活するための支援を行う障害者団体やボラ

ンティア団体とも連携する中で、総合的かつ効果的な計画の実施を図ります。 

 

３ 障害保健福祉圏域における連携 

  上越圏域（上越市・妙高市・糸魚川市）において、必要なサービス量を確保するた

めの供給体制の整備を図るとともに、共通の福祉課題や専門的で高度な課題への取組

などについても、上越圏域で連携を深めながら、広域的な対応を図っていきます。 

■糸魚川市地域自立支援協議会のネットワーク図 

  

糸魚川市地域自立支援協議会

協議会

【専門部会】

個別ケア会議

運営会議

利用者

相談支援会議・就労支援部会・居住部会・こども部会

相談支援事業所 サービス事業者

障害者団体

ボランティア団体

民生委員児童委員

行政機関

子育て支援・学校

民間企業

労働関係機関

保健・医療関係機関

高齢者介護支援

第６章 計画の推進に向けて 
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４ 計画の達成状況の点検及び評価 

  本計画については、達成状況等を確認するため障害者団体等との意見交換の場を設

けるとともに、関係団体の代表者やサービス事業所の担当者で構成される「糸魚川市

地域自立支援協議会」を活用しながら点検と進行管理を行っていきます。 

  また、国の指針でも本計画に記載した「成果目標」「活動指標」については、ＰＤ

ＣＡサイクル（下図参照）により、定期的な調査、分析及び評価をすることとなって

おり、障害者施策及び関連施策の動向を踏まえながら、少なくとも年 1回の実績の把

握を行い、達成状況の点検及び評価を行います。 

 

■国の基本指針によるＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省ホームページより抜粋）   

■定期的な調査、分析及び評価の内容 

区分 計画での記載事項 実績把握の頻度等 

成果目標 

・施設入所者の地域生活への移行（60ページ） 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの 

 構築（61ページ） 

・地域生活支援拠点等の整備（61ページ） 

・福祉施設から一般就労への移行等（62ページ） 

・障害児支援の提供体制の整備等（89ページ） 

・少なくとも1年に1回の評価 

・協議会等で意見を聴くとともに、 

 結果の公表をすることが望ましい。 

活動指標 

・障害福祉サービスの見込み量（66ページ） 

・地域生活支援事業の見込み量（76ページ） 

・児童支援サービスの見込み量（91ページ） 

・少なくとも1年に1回以上の頻度で 

 評価を行う。 
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       糸魚川市地域自立支援協議会設置要綱 

 

平成19年３月14日 

告示第16号 

（設置） 

第１条 糸魚川市に居住する障害児者（以下「障害者」という。）が地域で安心して生

活できるよう支援し、自立と社会参加を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第89条の２第１項の規定に基

づき、糸魚川市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

(１) 相談支援事業の運営に関すること。 

(２) 困難事例への対応のあり方に関すること。 

(３) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 

(４) 障害福祉サービス給付に係る実態及び改善に関すること。 

(５) 障害福祉計画の進捗管理に関すること。 

(６) その他福祉ニーズへの対応策に関すること。 

２ 協議会は、協議した事項について、必要に応じ、市長に提言することができる。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組

織する。 

(１) 学識経験者 

(２) 保健医療及び福祉の関係者 

(３) 教育関係者 

(４) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

  

第７章 参考資料 

資料１ 
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（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長は、議長として協議会の議事を運営する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

４ 会長は、特に必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

５ 委員は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮ってこれを定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から実施する。 

（経過措置） 

２ 平成19年３月31日以前に任命された協議会の委員の任期は、第４条の規定にかかわ

らず、平成21年３月末日までとする。 
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       糸魚川市地域自立支援協議会委員名簿 

 

 

分野 所属団体 職名 氏名 備考 

障害者 

団体 

糸魚川市身体障害者会 会長 磯貝 重雄 会長 

糸魚川市家族会 会長 綱島 寳充  

クレヨンの会 会長  牛木祐美子 副会長 

事業所 

好望こまくさ 生活支援員 川島  徹  

エスポアールはやかわ 施設長 横澤  孝  

メモリアルホームみずほ 園長  明子  

ワークセンターにしうみ センター長 吉井 人光  

県機関 糸魚川地域振興局健康福祉部 地域保健課長 相馬 幸恵  

労働 

糸魚川公共職業安定所 統括職業指導官 佐藤 大介  

糸魚川商工会議所 事務局長 北村 雄一  

教育 
新潟県立高田特別支援学校 

白嶺分校 
教頭 金子 浩子  

地域代表 

NPO法人ぐりーんバスケット 副理事長 岡崎 忠雄  

糸魚川市社会福祉協議会 事務局長 中村 政行  

注）平成 29年４月１日現在 

  

資料２ 
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       ささえあいプラン策定の経過 

 

年月日 実施内容 

2017年６月17日 放課後等デイサービス利用保護者へのグループインタビュー調査  

（参加者 10人） 

2017年７月10日 自立支援協議会 運営会議  

・国の策定方針について  

・糸魚川市ささえあいプランの策定スケジュール  

2017年７月12日 糸魚川市家族会へのグループインタビュー調査  

（参加者 10人）  

2017年７月18日 クレヨンの会へのグループインタビュー調査  

（参加者 15人）  

糸魚川ろうあ協会、糸魚川手話サークルへのグループインタビュー調査 

（参加者 9人）  

 上越圏域障害者地域支援連絡調整会議において障害児福祉計画の説明

会を開催 

2017年７月26日 さざんかの会、いとよ朗読奉仕会、点訳友の会へのグループインタビュ

ー調査（参加者 15人） 

あけぼの作業所保護者会へのグループインタビュー調査 

（参加者 18人） 

2017年７月28日 いちょうの家保護者会へのグループインタビュー調査 

（参加者 15人） 

2017年８月４日 青空工房利用者へのグループインタビュー調査 

（参加者 9人） 

2017年９月22日 居住系事業所へのグループインタビュー調査  

（参加者 8人）  

2017年９月25日 就労活動系事業所へのグループインタビュー調査  

（参加者 7人）  

2017年９月26日 日中活動系事業所へのグループインタビュー調査  

（参加者 11人）  

2017年９月27日 訪問系事業所へのグループインタビュー調査  

（参加者 10人）  

2017年９月28日 新潟県障害福祉課による障害福祉計画策定のヒアリング 

2017年10月３日 自立支援協議会 運営会議  

・グループインタビュー内容の報告  

・サービス見込量の検討  

・スケジュール等の確認  

  

資料３ 



- 99 - 

 

 

 

 

年月日 実施内容 

2017年11月１日 第１回地域自立支援協議会  

・ささえあいプラン（素案）の内容について  

・ささえあいプラン策定スケジュールについて  

2017年11月７日 糸魚川市身体障害者会へのグループインタビュー調査  

（参加者 8人）  

2017年12月14日 市議会市民厚生常任委員会の中でささえあいプランについて説明  

2017年12月25日 こども課と障害児支援についての検討 

2018年１月10日 パブリックコメントの開始（計画案の公表・意見募集）  

[募集期間]  

１月10日(木)～２月８日(月)  

[公表場所]  

市役所１階、能生事務所、青海事務所、各図書館、各地区公民館 

市ホームページ  

2018年１月11日 新潟県へ意見聴取するため、障害福祉計画（案）を提出 

2018年２月７日 自立支援協議会 運営会議 

2018年２月８日 市議会市民厚生常任委員会で説明  

 パブリックコメントの終了  

[提出された意見] ４件 

2018年２月22日 第２回地域自立支援協議会 

2018年３月９日 パブリックコメント結果の公表について、広報おしらせばんに掲載 

[公表期間]  

３月12日(月)～４月10日(火)  

[公表場所]  

市役所１階、能生事務所、青海事務所、各図書館、各地区公民館 

市ホームページ  

2018年３月13日 市議会市民厚生常任委員会で協議 

2018年３月下旬 糸魚川市ささえあいプラン（第5期糸魚川市障害者計画・障害福祉計画 

・第1期障害児福祉計画）の策定  
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       糸魚川市の障害福祉サービス等の状況（平成30年3月31日現在） 

 

 

１ 相談支援事業所 

事業所名 事業所の所在地 備考 

地域生活支援センターこまくさ 南寺町 1-1-6 委託相談、計画相談（障害者・児） 

相談支援センターみずほ 水保 1728 計画相談（障害者・児） 

障害者相談支援事業所エスポアールはやかわ 梶屋敷 915 委託相談、計画相談（障害者） 

相談支援センターめだか園 上刈 1-14-1 計画相談（障害児） 

 

 

２ 障害福祉サービス事業所 

（1）訪問系サービス 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

居宅介護 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 あ・うんの心 ホームヘルパーステーション － 大野 73 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 上刈 1-5-22 

 ひすい福祉会 訪問介護事業所おうみ － 田海 5600 

 ㈱リボーン 糸魚川ステーション － 南押上 1-3-11 

 介護サービスひろはた － 横町 4-8-19 

 訪問介護ステーションこころ － 横町 5-11-1 

重度訪問介護 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 上刈 1-5-22 

 ひすい福祉会 訪問介護事業所おうみ － 田海 5600 

 ㈱リボーン 糸魚川ステーション － 南押上 1-3-11 

 介護サービスひろはた － 横町 4-8-19 

 訪問介護ステーションこころ － 横町 5-11-1 

同行援護 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 あ・うんの心 ホームヘルパーステーション － 大野 73 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 上刈 1-5-22 

行動援護 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 ひすい福祉会 訪問介護事業所おうみ － 田海 5600 

 

  

資料４ 
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（2）日中活動系サービス 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

生活介護 支援センターささゆり 23人 横町 2-7-32 

 メモリアルホームみずほ 50人 水保 1728 

生活介護（基準該当） 糸魚川デイサービスセンター － 大野 160 

 デイサービスセンタークレイドルやけやま － 梶屋敷 915 

 デイサービスセンターあじさい － 水保 1788-1 

 デイサービスセンターおおさわ － 大沢 313-1 

 デイサービスセンターささら苑 － 能生 4460 

 デイサービスセンターおうみ － 田海 5600 

自立訓練（生活訓練） 支援センターささゆり 3人 横町 2-7-32 

就労移行支援 ワークセンターにしうみ 8人 道平 34-2 

 好望こまくさ 6人 南寺町 1-1-8 

就労継続支援（Ａ型） ウェルフェア カネヨ 20人 田海 12-1 

就労継続支援（Ｂ型） ワークセンターにしうみ 25人 道平 34-2 

 好望こまくさ 20人 南寺町 1-1-8 

 ひまわり作業所（好望こまくさ分場） 10人 田海 605 

短期入所（福祉型） メモリアルホームみずほ 6人 水保 1728 

 エスポアールはやかわ 1人 梶屋敷 915 

 グループホームＴＯＭＯ 1人 中央 2-8-28 

 

 

（3）居住系サービス 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

共同生活援助 グループホームＴＯＭＯ 6人 中央2-8-28  

（グループホーム） グループホームそら 5人 京ヶ峰 1-7-2 

 グループホーム大和川 5人 大和川 162 

 グループホーム蓮台寺 6人 蓮台寺 1-1-21 

 サンハイツ 6人 南寺町 1-7-1 

施設入所支援 メモリアルホームみずほ 50人 水保 1728 

 エスポアールはやかわ 14人 梶屋敷 915 
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３ 地域生活支援事業 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

移動支援事業 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 上刈 1-5-22 

地域活動支援センター Ⅰ型 地域生活支援センターこまくさ － 南寺町 1-1-6 

 

Ⅲ型 

いちょうの家 15人 能生 1170-2 

 あけぼの福祉作業所 20人 田海 605 

 青空工房 15人 中央 2-8-28 

日中一時支援事業 メモリアルホームみずほ － 水保 1728 

 エスポアールはやかわ － 梶屋敷 915 

 支援センターささゆり － 横町 2-7-32 

 

 

４ 児童支援サービス事業所 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

児童発達支援 発達支援センターめだか園 50人 上刈 1-14-1 

放課後等デイサービス 支援センターささゆり 10人 横町 2-7-32 

 

 

５ 特別支援学校・総合支援学校 

学校名 所在地 備考 

新潟県立高田特別支援学校 白嶺分校 清崎 5-25 高等部 

糸魚川市立ひすいの里総合学校 中央 1-2-1 小学部・中学部 
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       用語解説 

 

№ 初出 用語 解説 

1 8 発達障害  生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさと、その人が

過ごす環境や周囲の人とのかかわりのミスマッチから、社会

生活に困難が発生する障害のこと。主なものに注意欠如多動

性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、学習障害(LD)

などがある。 

2 8 自立支援医療(精

神通院医療) 

 通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の

自己負担を軽減するための公費負担医療制度。 

3 10 難病等  発病の仕組みが明らかでなく、治療方法が確立していない

稀少な疾病であって、長期の療養が必要であるものをいう。

「障害者総合支援法の対象疾病（難病等）」については、「障

害者総合支援法対象疾病検討会」において検討が行われ、平

成29年4月からは358疾病となっている。 

4 10 難病医療費助成

制度 

 難病の患者に対する医療等に関する法律基づき指定される

指定難病について、難病患者データの収集を効率的に行い治

療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立され

るまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大き

い患者を支援する制度。 

5 11 発達支援センタ

ーめだか園 

 日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や

技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行うサー

ビスの「児童発達支援」を行う糸魚川市で運営する事業所。 

6 12 障害支援区分  障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者等

の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされ

る標準的な支援の度合いを総合的に示すものであり、サービ

スの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つ。 

7 30 委託相談支援  在宅の障害者や家族の地域生活に関する相談に応じて、保

健・福祉などのサービスが総合的に受けられるように援助す

るもの。また、関係機関などと連絡・調整をして、自立や社

会参加の促進を図る。 

8 30 計画相談支援  サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が

必要と認められる場合に、障害者（児）の自立した生活を支

え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用

に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するもの。 

9 30 相談支援専門員  障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことが

できるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域

生活への移行・定着に向けた支援など、障害のある人の全般

的な相談支援を行う人。 

 

  

資料５ 
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№ 初出 用語 解説 

10 30 上越圏域障害者

地域生活支援セ

ンター 

 新潟県が設置するセンターで、上越圏域（上越市、妙高市、

糸魚川市）の中核的指定相談支援事業所に専任の相談支援専

門員を配置し、専門性の高い相談支援を行うとともに、地域

のネットワーク構築に向けた指導、調整等の広域的支援を行

い、身近な地域における相談支援の充実・強化を図る。 

11 30 基幹相談支援セ

ンター 

 障害のある人の自立と社会参加の促進のため、地域の相談

支援の拠点として、障害のある人及びその家族の相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言、その他障害福祉サービスの利用

のための支援・調整等を行うとともに、地域全体の相談支援

体制の強化や、障害のある人の権利擁護のための援助等を行

う機関。 

12 30 地域包括支援セ

ンター 

 介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の

向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う

機関。各区市町村に設置される。保健師、主任ケアマネジャ

ー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しなが

ら業務にあたる。 

13 30 手話奉仕員  聴覚障害者や音声または言語機能障害者の日常生活上の初

歩的なコミュニケーションの支援に奉仕し、また市町村など

の公的機関からの依頼による広報活動や文化活動に協力する

者。 

14 30 点訳  墨字の文章を点字にすること。点字訳。 

15 31 法人後見  社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人等に

なり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、

判断能力が不十分な人の保護・支援を行う。 

16 32 成年後見制度利

用促進計画 

 市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策に

ついて定める基本的な計画のこと。成年後見制度利用促進法

の規定により、市町村は、国が定める成年後見制度利用促進

基本計画を勘案し、当該市町村の基本計画を定めるよう努め

ることとされている。 

17 32 ノーマライゼー

ション 

 障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普

通の生活が送れるよう条件を整えるべきであり、共にいきる

社会こそノーマルな社会であるとする考え方。 

18 33 日常生活自立支

援事業 

 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力

が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利

用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うも

の。 

19 33 糸魚川市成年後

見制度利用支援

体制検討委員会 

 糸魚川市での成年後見制度の課題等について検討するため

設置された組織。弁護士や司法書士、施設職員、家族会、行

政等で構成されている。 
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№ 初出 用語 解説 

20 33 障害者差別解消

支援地域協議会 

 地域における障害者差別に関する相談等について情報を共

有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に

行うための会議。 

21 34 地域活動支援セ

ンター 

 障害のある人等を通わせ、地域の実情に応じて、創作的活

動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等など

により地域生活を支援する施設のことで、その目的によってI

型、Ⅱ型、Ⅲ型に区分される。 

22 34 糸魚川市地域自

立支援協議会 

 地域における障害者等への支援体制に関する課題について

情報を共有するとともに、地域の実情に応じた支援体制の整

備について協議を行うことを目的に、関係機関等の参画を得

て市が設置する会議。 

23 36 基準該当事業所  地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等

により、障害福祉サービスを受けることが困難な障害者に対

して、介護保険制度の事業所でサービスを提供した場合に、

障害者総合支援法の給付がされるもの。 

24 36 地域生活支援拠

点 

 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援の

ための機能（相談､体験の機会・場､緊急時の受け入れ・対応､

専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工

夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支える体制。 

25 36 サテライト型  グループホームの支給形態の一つで、１人で暮らしたいと

いうニーズにも答えて、地域における多様な住まいの場を増

やしていく観点から、本体のグループホームとの密接な連携

を前提とした、一人暮らしに近い形態のサービスを提供する

もの。 

26 37 共生型サービス  平成30年4月施行の法改正により、介護保険の指定を受けた

事業所で提供できる障害福祉サービス、または、障害福祉の

指定を受けた事業所で提供できる介護保険サービスをいう。

対象となるサービスは、ホームヘルプ、デイサービス、ショ

ートステイ等 

27 37 おでかけパス  糸魚川市独自の制度で、高齢者や障害者の手帳の所持者が

糸魚川バス管内の路線バス乗り放題となる定期券の名称。

3,000円の負担で、半年間路線バスが乗り放題となる。 

28 37 福祉有償運送  NPO法人などが、安い料金で高齢者や障害者の自宅と病院な

どの間を車で送迎する事業。 

29 39 法定雇用率  障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」

によって定められた割合。民間企業・国・地方公共団体に対

し、それぞれの雇用割合が設けられており、それに相当する

人数の障害者を雇用しなければならない。 

30 39 特別支援学校  心身に障害のある児童・生徒に対し、幼稚園・小学校・中

学校・高等学校に準じる教育を行い、また、障害による学習

上または生活上の困難を克服するために必要な知識・技能な

どを養うことを目的とする学校。 



- 106 - 

 

 

№ 初出 用語 解説 

31 39 ジョブコーチ  「職場適応援助者」の別称で、障害者が一般の職場で就労

するにあたり、障害者・事業主および当該障害者の家族に対

して障害者の職場適応に向けたきめ細かな支援をする専門

職。 

32 39 障害者就業・生活

支援センター 

 就業を希望される障害者の方、あるいは在職中の障害者の

方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関と連携の

もとで、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業

面及び生活面の一体的な支援を行う事業所。 

33 40 農福連携 農業者と、社会福祉法人やNPO法人などの福祉団体が連携し

て、障害者や高齢者らの農業分野での就労を支援する取組の

総称。障害者や生活困窮者の雇用や高齢者の生きがいの創出、

介護予防といった目的があり、高齢化や過疎化が進む農村地

域で、農業の維持や地域活性化につながると期待されている。 

34 42 医療的ケア児  家族や看護師による、経管栄養注入やたんの吸引などの医

療行為が日常的に必要な児童 

35 44 相談支援ファイ

ル 

 主として発達障害などで支援が必要な人やその家族に対

し、より良い支援ができることを願って作成されたもので、

本人のことをよく知ってもらうための、プロフィール、保護

者の記録、支援計画などから構成され、乳幼児から成人まで

一貫性のある支援や、関係機関の円滑な連携に活用する。 

36 46 バリアフリー  高齢者・障害者等が生活していく上で障壁（バリア）とな

るものを除去すること。物理的、社会的、制度的、心理的な

障壁、情報面での障壁などすべての障壁を除去すること。 

37 46 重度心身障害者

医療助成制度 

(県障) 

 重度の心身障害者にかかる医療費の自己負担額の一部を助

成する新潟県の制度。身体障害者1級～3級、療育手帳Ａ判定、

精神障害者保健福祉手帳1級の所持者が該当となる。 

38 47 避難行動要支援

者登録 

 災害時に自力で避難ができず、周りの人の支援を必要とす

る高齢者や障害者等を登録する制度で、登録された人は消防

や自治会、民生委員等に情報が共有され、災害時等に支援が

必要な人として把握される。 

39 48 メール１１９番  電話での対話形式による119番通報が困難な聴覚障

害や言語障害等のある人が、緊急通報を行う補助手段

として、電子メールを利用することにより消防本部へ

緊急通報を行い、消防車や救急車の要請ができるもの。 

40 48 緊急通報装置  一人暮らしの高齢者や障害者が、日常生活における不安を

解消し、自宅で安心して暮らしていくために、緊急時に通報

ボタンを押すとコールセンターへ通報される装置。 

41 48 ユニバーサルデ

ザイン 

 年齢、性別、国籍、個人の様々な状況、個人の能力にかか

わらず、可能な限り「みんな」が利用できるように、まちや

建物、環境、サービスなどをデザインする考え方。 
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№ 初出 用語 解説 

42 48 オストメイト対

応トイレ 

 直腸がんや膀胱がんなど、臓器に機能障害のある人は人工

的に腹部へ人工肛門や人工膀胱の排泄口（ストーマ）を造設

し、便や尿を溜めておくための袋（パウチ）を装着しており、

パウチに溜まった排泄物を一定時間ごとに便器や汚物流しに

捨てる必要があり、そのパウチや腹部を洗浄するための特別

な設備を備えたトイレのこと。 

43 51 社会福祉研究普

及校 

 糸魚川市内の小・中学校及び高等学校を対象に、社会福祉

の理解と関心を高め、ボランティア活動の実践、社会連帯意

識を高め、社会奉仕の自主活動に結びつく素地づくりを図る

ため、糸魚川市社会福祉協議会が協力校を指定している。 

44 52 サマーワークボ

ランティア 

 糸魚川市社会福祉協議会が、福祉教育の普及とボランティ

アの育成を目的に、毎年夏に学生を対象としたボランティア

講座を行うもの。 
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