第 3 章 計画の基本的考え方

第

３章

計画の基本的な考え方

１ 計画の基本理念
本計画の上位計画である「鹿嶋市障がい者福祉計画」では，
「共に支えあい
ち

誰もが輝けるま

かしま」を基本理念に掲げ，保健・医療・福祉・教育・労働その他の関係機関とともに，障

がいのある人もそうでない人もすべての市民が協力し，誰もが，健康で安心し快適に暮らせる環
境のもと，自らの能力を最大限に発揮し，あらゆる分野に参加することができるまちづくりを目
指します。
本計画においても，上位計画と理念の共有を図ることとし，基本理念を次のとおりとします。

共に支えあい

誰もが輝けるまち

かしま

この基本理念のもと，地域に暮らす互いの存在を認め合い，共に支えあいながら，誰もがいき
いきと輝いて暮らすことのできるまちづくりを，すべての市民と共に進めていきます。
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２ 計画策定の視点
計画の基本理念のもと，障がい福祉サービス等の提供体制の確保に向け，次の５つの視点に留
意して計画を策定します。
基本視点１ 障がい者と障がい児の自己決定の尊重と意思決定の支援
障がい者と障がい児本人が必要とするサービスやその他の支援を受けながら自立と社会
参加が実現されるよう，自己決定を尊重するとともに，意思決定の支援に配慮します。

基本視点２ 障がい等に応じた適切なサービス活用の促進
障がい種別や難病などに応じて，適切なサービス提供が図られるよう，必要な情報提供
を行い，サービス活用が促されるよう支援に努めます。高次脳機能障がいや発達障がいの
ある人，難病患者などがサービス給付の対象である周知を図ります。

基本視点３ 地域生活に配慮したサービス提供体制の整備
障がい者が地域で安心して暮らせるよう，暮らしの場の確保と居住支援に努め，総合的
な相談支援体制や保健・医療との連携体制の充実を図ります。
障がい者の自立に向け，就労のための訓練や職場への定着を目指す支援，あるいは介護
を受けながら社会とのつながりを持ち，さまざまな活動ができる日中活動の場の確保に努
めます。障がい者が自らの意思と意欲に基づき，就労・創作活動・交流などのさまざまな
活動に参加することができるよう支援していきます。
地域生活支援の拠点づくり，インフォーマルサービスの提供など，地域の社会資源の開
発と活用を図り，障がい者等の生活を地域全体で支えるシステムの実現を目指します。

基本視点４ 地域共生社会の実現に向けた取り組み
地域共生社会の実現を目指し，地域のあらゆる住民が，
「支え手」と「受け手」に分かれ
るのではなく，地域，暮らし，生きがいを共に創り，高め合うことができる地域形成に取
り組むための仕組みづくりを推進します。
地域の実情に応じた柔軟なサービスの確保に係る取り組み，医療的ケア児が保健・医療・
障がい福祉・保育・教育等を円滑に受けられるようにする支援体制の構築を図ります。

基本視点５ 障がい児の健やかな育成のための発達支援
障がい児本人の最善の利益を考慮しながら健やかな育成を支援するため，障がい児のラ
イフステージに沿って，地域の保健，医療，障がい福祉，保育，教育，就労支援等の関係
機関が連携を図り，切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。
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３ サービス等の体系
障がい者及び障がい児を総合的に支援するサービスの全体像は次のとおりです。
【

障がい福祉サービス等の体系図

】

障害者総合支援法

鹿嶋市
介護給付

自立支援給付
（障害福祉サービス等）

・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・生活介護
・療養介護
・短期入所
・施設入所支援

・更生医療
・育成医療
・精神通院医療

・自立訓練（機能訓練）
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援
・就労継続支援Ａ型
・就労継続支援Ｂ型
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助（グループホーム）

※実施は都道府県等

補装具

障
が
い
者
・
障

訓練等給付

・補装具費の支給
児童福祉法に基づくサービス

障害児通所支援

・

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・居宅訪問型児童発達支援

が
い
児

障害児相談支援
・障害児相談支援

相談支援
・計画相談支援
・地域定着支援

自立支援医療

・地域移行支援

障害児入所支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

地域生活支援事業
・理解促進研修・啓発事業
・自発的活動支援事業
・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
・日常生活用具給付等事業
・手話奉仕員養成研修事業
・地域活動支援センター機能強化事業
・そのほかの日常生活支援，社会参加支援など

・相談支援事業
・意思疎通支援事業
・移動支援事業

市を支援

茨城県
・専門性の高い相談支援事業

・指導者の育成事業など

障害者総合支援法に基づき，障がい者それぞれに必要な支援の程度や勘案すべき事項を踏まえ
た「障がい福祉サービス」の提供，市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じた「地域
生活支援事業」の柔軟な実施，「自立支援医療」
・
「補装具」の支給が行われます。
また，障がい児に対しては，「児童福祉法に基づくサービス」が提供されます。
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４ 計画の具体的な目標
第４期鹿嶋市障がい福祉計画までは，障がい者の自立支援の観点から，地域生活移行や就労支
援といった課題に対応すべく，国・県の基本指針に準じ，平成 29 年度における数値目標を設定
していました。
第５期鹿嶋市障がい福祉計画においても，第４期の実績を振り返った上で，新規の目標も加え
ながら平成 32 年度の目標を設定します。

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行
●国の基本方針
①平成 32 年度末の施設入所者数を平成 28 年度末時点の施設入所者数から２％以上削減すること
を基本とする。
②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する。
○第４期の実績
平成 25 年度実績
見

込

み

平成 25 年度末の入所者数
（Ａ）
※1
平成 25 年度末までの地域生活移行者数

75 人
４人

平成 29 年度末の施設入所者数

72 人

※２

（Ｂ）

第４期目標値

①減
少
見
込
②地域生活移行者数

（Ａ－Ｂ）

3人
9人

実

平成 28 年度末の施設入所者数
①施設入所者減数
②地域生活移行者数

（C）
（A－Ｃ）

74 人
1人
6人

績

※１ 地域生活移行者数とは，入所施設の入所者が施設を退所し，生活の拠点をグループホーム，
ケアホーム，福祉ホーム，一般住宅へ移行した者の数とします。
※２ 平成 29 年度末までの減少見込は，平成 29 年度末までの地域生活移行者数から新規利用によ
る施設入所者数を差し引いた数と同じ値になります。

●第５期の目標

見込み

平成 32 年度末の施設入所者数
①施設入所者減数

（D）

73 人

（C―D）

１人

第５期目標値 ▶

②地域生活移行者数

７人

◎国の基本方針を踏まえ，平成 32 年度末の障がい者施設入所者数が，平成 28 年度末の人
所者数から１人減少することを目標にします。
◎平成 32 年度末までに施設入所者のうちの７人が，自立訓練などを利用し，グループホー
ム，一般住宅に移行することを目標とします。
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
●国の基本方針
平成 32 年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健，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する。
※医療関係者としては，病院，診療所，訪問看護ステーション等において精神科医療に携わる関係者が参加すること
が望ましい。市町村単独での設置が困難な場合には，複数市町村による共同設置であっても差し支えない。

第５期目標 ▶

鹿嶋市地域自立支援協議会内に協議の場を設定

◎国の基本方針を踏まえ，地域ケアシステムの充実に努め，平成 32 年度末までに鹿嶋市地
域自立支援協議会に協議の場を設定します。

（３）地域生活支援拠点等の整備
●国の基本方針
地域生活支援拠点等について，平成 32 年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも１つを
整備することを基本とする。

第５期目標 ▶

鹿行障害福祉圏で協議の場を設定

◎地域生活支援拠点とは，障がい者の地域生活を支援する機能（相談，体験の機会・場，緊
急時の受入・対応，専門性，地域の体制づくり等）を集約して行う拠点施設です。
◎市単独での設置は困難であることから，国の基本方針を踏まえ，鹿行障害福祉圏の構成市
（鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市）において協議連携を図ります。
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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
●国の基本方針
福祉施設の利用者のうち，就労移行支援事業等（生活介護，自立訓練，就労移行支援，
就労継続支援を行う事業をいう）を通じて，平成 32 年度中に一般就労に移行する人の目標値を
設定する。当該目標値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する。
○第４期の実績
平成 24 年度実績

平成 24 年度の一般就労移行者数

４人

第４期 目標値

平成 29 年度の一般就労移行者数

８人

第４期

平成 28 年度の一般就労移行者数

７人

平成 32 年度の一般就労移行者数

11 人

実績値

●第５期の目標

第５期目標 ▶

◎本市では，第４期計画期間中の平成 28 年度に一般就労に移行した実績は７人であり，平
成 32 年度においては 11 人の人が一般就労へ移行することを目標とします。

②

就労移行支援事業の利用者数
●国の基本方針
就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定することとし，
就労移行支援事業の利用者数については，平成 32 年度末における利用者数が平成 28 年度末に
おける利用者数の２割以上増加することを目指す。
○第４期の実績
平成 25 年度実績

平成 25 年度末の就労移行支援事業の利用者数

20 人

第４期

目標値

平成 29 年度末の就労移行支援事業の利用者数

32 人

第４期

実績値

平成 28 年度末の就労移行支援事業の利用者数

28 人

●第５期の目標

第５期目標 ▶

平成 32 年度末の就労移行支援事業の利用者数 34 人

◎国の基本指針及び本市における就労移行支援事業の利用実態等を踏まえ，平成 32 年度末
において 34 人の人が就労移行支援事業を利用することを目標とします。
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等
①

児童発達支援センターの設置と保育所等訪問支援の充実
●国の基本方針
平成 32 年度末までに，児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１ヵ所以上設置すること
を基本とする。また，平成 32 年度末までに，全ての市町村において，保育所等訪問支援を利用
できる体制を構築することを基本とする。市町村単位での設置が困難な場合には，圏域での設置で
あっても差し支えない。

目

標 ▶

【児童発達支援センター】：鹿行障害福祉圏で協議の場を設定

目

標 ▶

【保育所等訪問支援】

：支援体制の充実

◎児童発達支援センターとは，通所支援機能に加え，専門機能を活かし，障がい児やその家
族，障がい児を預かる施設への援助・助言を行うなど，地域の中核的な療育施設です。
◎児童発達支援センターについては，国の基本方針を踏まえ，鹿行障害福祉圏（鹿嶋市・潮
来市・神栖市・行方市・鉾田市）で１ヵ所の設置を目指し，県及び鹿行障害福祉圏構成市
と連携しながら整備を検討するとともに，鹿嶋市総合福祉センターの機能充実を図ります。
◎保育所等訪問支援の提供体制については，平成３０年３月に鹿嶋市総合福祉センターにお
いて開設しました。関係機関と連携強化することで，適切な支援を受けることができるよ
う支援体制の充実に努めます。

②

主に重症心身障がい児のサービス事業所の確保
●国の基本方針
平成 32 年度末までに，主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後
等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも 1 ヵ所以上確保することを基本とする。市町村単位で
の確保が困難な場合には，圏域での確保であっても差し支えない。

：鹿行障害福祉圏で協議の場を設定

目

標 ▶

【児童発達支援事業所】

目

標 ▶

【放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所】
：鹿行障害福祉圏で協議の場を設定

◎重症心身障がい児の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については，鹿
行障害福祉圏（鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市）に１ヵ所設置されております。
国の基本方針を踏まえ，鹿行障害福祉圏内のニーズ等の実態把握を行い，必要な設置数を
県及び圏域の構成市と連携しながら協議します。
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③

医療的ケア児支援のための関係機関協議の場の設置等
●国の基本方針
平成 30 年度末までに，各都道府県，各圏域及び各市町村において，保健，医療，障がい
福祉，保育，教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。

目 標 ▶

鹿嶋市地域自立支援協議会内に協議の場を設定

◎国の基本方針を踏まえ，平成 30 年度末までに鹿嶋市地域自立支援協議会に協議の場を設
定します。
◎国の考えとしては，医療技術の進歩等を背景として，ＮＩＣＵ等に長期間入院した後，引
き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し，たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な
障がい児（医療的ケア児）が増加していることから，医療的ケア児が，地域において必要
な支援を円滑に受けることができるよう，地方公共団体は保健，医療，福祉その他の各関
連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うコーディネーターの配置を検討しています。
国や県などの動向を踏まえて支援体制が充実するよう努めます。
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