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第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の背景 

平成 18 年に国際連合で採択された「障害者の権利に関する条約」の批准に向け、国では

障がい者施策の制度改革が進められてきました。本町においても、全ての住民が障がいの有

無に関わらず、一人ひとりの個性と人格を尊重し、いきいきと安心して暮らせるまちづくり

をめざして、「ノーマライゼーション※」と「リハビリテーション※」の理念を基調に、平成 18

年度から「日野町障がい者計画」を策定し、施策の推進を図っています。 

こうした中、平成 25 年４月に「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。）が施行され、障がい者施策において、障がい

のある人の日常生活および社会生活を総合的に支援し、地域社会における共生や社会的障壁

の除去に資することが重要だと明記されました。その後、平成 28 年５月には「障害者総合

支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」が可決され、障がいのある人自らが望む地域

生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に対する支援と高齢障がい者による介護保

険サービスの円滑な利用を促進するための見直しが行われました。加えて、児童福祉法に「障

害児福祉計画」の策定が義務づけられたことを背景に、都道府県、市町村において、障がい

のある子どもへの支援の提供体制を計画的に確保するため、平成 30 年度から新たに「障害

児福祉計画」を策定することとなりました。 

このように、介護保険サービス提供体制の充実や福祉のまちづくりの推進など、障がいの

ある人に対する総合的な取り組みが進められる中で、市町村において国の障がい者制度の動

向を加味した、さらなる障がい者施策の展開が求められています。 

日野町では、「第５期日野町障がい福祉計画（第１期日野町障がい児福祉計画）」の計画期

間が令和２年度に終了することから、今後のさらなる障がい者施策の推進を図るべく、「第６

期日野町障がい福祉計画（第２期日野町障がい児福祉計画）」（以下「本計画」と総称する。）

を策定します。 

 

 

 

✎ノーマライゼーションとは？ 

障がいのある人が、社会の一員として、障がいのない人と平等に生活し活動する社会をめ

ざす理念のことです。 

 

✎リハビリテーションとは？ 

全てのライフステージにおいて、障がいの状況に応じた適切な支援を行い、障がいのある

人の全人的な可能性の追求をめざしていこうという考え方です。 
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２．計画の位置づけと期間 

〔１〕計画の法的根拠と性格 

 本計画は「障害者総合支援法」第 88 条第 1 項に基づく「市町村障害福祉計画」および「児

童福祉法」第 33 条の 20 第 1 項に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、「障害者基本

法」第 11 条第 3 項の規定に基づく「市町村障害者計画」である「第２期日野町障がい者計

画」（平成 30 年 3月策定）を上位計画とし、その取り組みの方向性のひとつである「安心し

た暮らしを支える福祉のしくみづくり」を実現するため、障がいのある人の地域移行や一般

就労への移行についての数値目標や「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービスにつ

いて、必要量および必要量確保のための方策を定める具体的な実施計画です。 

〔２〕他の計画との関連 

本計画は、本町におけるまちづくり計画の上位計画である「総合計画」の個別計画のひと

つであり、総合計画に掲げる日野町の都市像の実現に向け、障がい者施策の観点からその具

体化を図る計画として位置づけます。 

また、障がい者福祉をはじめ児童福祉や高齢者福祉等の福祉に関連する本町の計画を包括

する「日野町地域福祉計画」との整合を図り、他の関連計画との施策内容と整合を図ったも

のとしています。 
 

■計画の位置づけ 

 

 

  

第６次日野町総合計画 

他の関連計画 

 人権関連 

教育関連 

都市整備関連 

防災関連 

情報関連 

その他 

日野町地域福祉計画（第４期） 

第２期日野町障がい者計画 

日野町子ども・子育て支援事業計画 

日野町高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第８期） 

第６期日野町障がい福祉計画 

（第２期日野町障がい児福祉計画） 

日野町健康づくり・食育計画（第４期） 

滋
賀
県 

障
害
者
プ
ラ
ン 

国 

障
害
者
基
本
計
画 



3 

〔３〕計画の期間 

本計画の期間は令和３年度から令和５年度までの３年間とします。国および滋賀県の指針

に基づき、令和 5年度末における目標値を設定し、第 5 期（平成 30 年度から令和 2年度ま

で）におけるサービス見込み量等を見直し、令和３年度から令和５年度までの３年間につい

てのサービス見込み量等を定めます。 
 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

   

 

     

      

   

 

 
 

３．計画の対象者と用語の使い方 

本計画は、「改正障害者基本法」に基づき、障がいのある人の定義を「身体障がい、知的障

がい、精神障がい（発達障がいを含む。）、その他心身の機能の障がい（以下「障がい」と総称

する。）がある者であって、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活

に相当な制限を受ける状態にある者」とし、高次脳機能障がいのある人や難病患者等も含む

こととします。 

なお、本計画では、法律上の名称や慣用的な表現等を除き、「障害」を「障がい」、「障害 

者」を「障がいのある人」として表記しています。 

 

✎障がい者計画とは？ 

障がい者計画とは、障害者基本法第 11 条第 3項の規定に基づく「市町村障害者計画」と

して、障がいのある人の施策に関する基本的な事項を定めることを目的として策定するもの

です。 

日野町では平成 30 年度から令和 5 年度までの 6 年間を期間とする第 2 期計画を定めて

おり、施設入所から地域生活への移行に伴う際の居住の場の整備や相談支援体制の充実、ユ

ニバーサルデザインの普及、障がいのある人一人ひとりの希望や適性に応じた就労支援等に

よる一般就労への移行支援の強化など、多分野にわたる政策に取り組んでいます。 

第５期障がい福祉計画 

（第１期障がい児福祉計画） 

第３期障がい者計画 

（予定） 

第７期障がい福祉計画 

（第３期障がい児福祉計画） 

（予定） 

第６期障がい福祉計画 

（第２期障がい児福祉計画） 

第２期障がい者計画※ 

（平成 30 年度～令和５年度） 
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第２章 障がいのある人を取り巻く状況 

１．年齢３区分別の人口の推移 

本町の総人口は緩やかな減少傾向にあり、令和２年４月１日時点で 21,422 人となってお

り、そのうち 65 歳以上の人口の割合（高齢化率）は 30.0％となっています。平成 29年か

ら令和 2 年にかけて０～14 歳と 15～64歳の人口は減少しましたが、世代別人口割合は概

ね横ばいで推移しています。 
 

■年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

■年齢３区分別人口の割合推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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資料：身体障害者手帳交付台帳登載者数（滋賀県、各年度３月末現在※令和２年：８月末現在） 

２．障害者手帳所持者数の推移 

〔１〕障害者手帳所持者数の推移 

本町の障害者手帳所持者数の推移をみると、平成 27 年度から令和２年度にかけて手帳所

持者数は減少傾向にあり、令和２年８月末時点で身体障害者手帳所持者が 879 人、療育手帳

所持者が 283人、精神障害者保健福祉手帳所持者が 128 人となっています。 

■障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

〔２〕身体障害者手帳所持者数の推移 

本町の身体障害者手帳所持者数の推移をみると、「１級」は減少傾向にありますが、2～６

級は横ばいで推移しています。令和２年８月末時点の身体障害者手帳所持者数は、「１級」が

208 人、「２級」が 104 人、「３級」が 137 人、「４級」が 269 人、「５級」が 111 人、

「６級」が 50 人となっています。 

■身体障害者手帳所持者数の推移 

 

  

資料：市町村別障害者手帳所持者数（滋賀県、各年度３月末現在※令和２年：８月末現在） 

954 948 968 947 927 906 890 879
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身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）
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0
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400

600

800

1,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
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〔３〕療育手帳所持者数の推移 

本町の療育手帳所持者数は年々増加傾向にあり、令和２年８月末時点で 283 人となって

います。判定別にみると、令和２年８月末時点で「Ａ（重度）」は 89 人、「Ｂ（中度）」は 194

人となっています。 

■療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔４〕精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

本町の精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々減少傾向にあり、令和２年８月末時点で

128 人となっています。等級別にみると、各年とも「2級」が最も多く、令和２年８月末時

点では 84 人となっており、全体の約 7 割を占めています。 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

  

資料：市町村別療育手帳所持者数（滋賀県、各年度３月末現在※令和２年：８月末現在） 

 

資料：市町村別精神障害者保健福祉手帳所持者数（滋賀県、各年度３月末現在※令和２年：８月末現在） 
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第３章 計画の基本目標 

１．基本理念 

 「日野町障がい者計画」の基本理念は「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」

の理念を基調に、人権尊重に根差した施策の推進により、障がいのある人が社会から排除さ

れることなく、地域で自立した生活を送り、障がいのない人と共に生きる社会の実現です。   

本計画においても、上位計画である「日野町障がい者計画」の基本理念を継承します。 

 

２．基本的視点 

本町の障がい福祉の理念のもと、「障害者総合支援法」の趣旨を踏まえ、次の６つの基本的

な視点に立って計画を推進します。 

〔１〕障がいのある人の選択の尊重と決定の支援 

  障がいの種別や程度に関係なく、自らの意思で選択し、必要なサービスを利用すること

ができるよう、情報取得の機会を拡大し、相談支援の充実を図ることにより、障がい福祉

サービスのさらなる整備を行います。 

〔２〕住民参加によるノーマライゼーションの実現 

住民・企業・団体・行政が一体となって就労支援や居住支援を行うことにより、地域全

体での支援体制を推進します。また、支え合う関係を広げ、住民同士が出会い、参加する

ことのできる場を構築します。 

〔３〕障がいのある人の社会参加と自立に向けた環境づくり 

  幅広い分野において、福祉サービスの充実を図り、障がいのある人の社会参加に向けた

環境整備を行います。また、文化芸術・スポーツ等の多様な活動に参加する機会を通じ

て、障がいのある人の個性や能力を発揮する機会を創出します。 

〔４〕地域生活移行、就労定着に向けた支援 

  入所等から地域生活への移行、地域生活継続のための支援を強化します。また、事業者

や家族との連絡調整を図りながら、就労定着支援を進め、一般就労への移行を促進します。 

〔５〕障がい福祉人材の確保 

  障がい福祉の専門性を高める研修の実施や多職種間の連携を行い、障がい福祉の現場や

職場の様子を広報等により積極的に発信し、関係機関と共に人材の確保に努めます。 

〔６〕障がい児の健やかな育成のための発達支援 

  障がい児のライフステージに沿って、保健・医療・障がい福祉・教育・就労支援等の関係

機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援体制を構築します。また、障がいの有無に

関わらず、全ての児童が地域の保育・教育等を受けて共に成長できる環境づくりを推進し

ます。 
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３．令和５年度の目標設定  

第６期計画における基本指針では、「施設入所者の地域生活への移行」、「精神障がいのあ

る人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が有する機能の充

実」、「福祉施設から一般就労への移行」、「障がい児支援提供体制の整備」、「相談支援体

制の充実・強化」、「障がい福祉サービス等の質の向上を図るための取り組みに係る体制の

構築」の７点を成果目標に掲げ、それぞれ目標値を示すことを定めています。さらに、成果

目標を達成するために必要な活動指標を定め、その見込み量を計画の中に示すことも求めて

います。 

これに基づき本町では、国と県の基本指針に基づくとともに、本町や東近江福祉圏域の実

情を考慮しながら、令和５年度末までに達成すべき成果目標の目標値と活動指標の見込み量

を以下のとおりに設定します。 

 

〔１〕施設入所者の地域生活への移行 

成果目標 

① 地域生活移行者数 

令和５年度末時点で、令和元年度末の施設入所者数の６%以上が地域生活へ移行で

きるよう取り組みます。 

② 施設入所者数 

現状の入所者数を超えることがないよう、入所から地域移行への流れをつくります。 

③ 県外施設入所者数 

県外施設入所者ゼロを維持します。 

 

■活動指標 

項 目 数 値 考え方 

令和元年度末時点の施設入所者（A） 17 人 令和２年３月 31 日時点の入所者数 

【目標①】地域生活移行者の増加 

１人 （A）のうち、令和５年度末までに地域生

活に移行する人の目標値 

※令和３年度～令和５年度の累積 ６％ 

【目標②】施設入所者数 17 人 
令和５年度末時点の見込み人数 

※新規入所も含んで現状維持としています。 

令和元年度末時点の県外入所者数 ０人 令和２年３月 31 日時点の県外入所者数 

【目標③】県外入所者数 ０人 

令和５年度末時点の見込み人数 

※今後も県外施設入所者をださないこと

を目標とします。 
 
■目標に向けた重点的な取り組み 

地域での居住の場の整備・充実を図るとともに、自立訓練等の事業を推進し、施設入所・

入院から地域生活への移行を促進していきます。また、地域移行等の取り組みによる施設入

所定員の空きを、新規入居希望者の受け入れに活用し、施設入所を地域移行へのステップと

とらえ、居住支援の新たなサイクルを構築します。 

なお、現在本町には県外施設へ入所されている方がおられないことから、今後も生まれ育

った地域で住み続けていただけるよう施策の充実に取り組んでいきます。 



9 

〔２〕発達障がいのある人に対する支援 

成果目標 

① 分野を超えた関係機関の連携強化 
発達障がいに関わる関係機関（保健・教育・福祉・医療・労働）の分野間の連携強化

を図ります。 

② 当事者や保護者との連携強化 

各種研修や事業の実施において、当事者や保護者から体験談等を聞ける機会を設け

ます。 
 

■活動指標 

項 目 数 値 考え方 

【目標①】日野町地域生活支援ネッ

トワーク会議※ 
２回／年 

全体会議は年２回の開催となりますが、
部会は随時開催します。 

【目標②】先輩保護者との懇談会 随時 
各種研修等で、当事者や先輩保護者から
の体験談等を聞ける機会を設けます。 

【目標③】支援学級・支援学校卒業生

のつどいの場 
１回／年 

高校や大学等へ進学された方、就労され
た方が再会できる機会を設けます。 
保護者にも参加を呼びかけることで、保
護者同士もつながれる場とします。 

【目標④】就労体験の場 随時 
地域の方と連携し、高校在学中に就労体
験ができる機会を設けます。 

【目標⑤】サポートファイルの活用

促進 
随時 

サポートファイルの利用促進を図りま
す。 

 

■目標に向けた重点的な取り組み 

乳幼児健康診査において、発達障がいのある子どもを把握し、より早い段階で支援を開始する

とともに、保健・教育・福祉・医療・労働および当事者や保護者との連携により適切な支援体制

の構築を図ります。 

特に、当事者や先輩保護者から体験談を聞くことは、専門家による支援とは別の視点で共感い

ただけることも多いため、相談会や研修会等で活躍していただく機会を設けるとともに、保護者

への負担が大きくならない範囲で、ペアレントメンター等資格の取得についても働きかけていく

こととします。 

また、進学や就労後にも他者とのコミュニケーションで困りごとのある人たちがいるため、地

域と連携し高校在学中の就労体験や、卒業後の集いの場を設定します。 

 

 

 

  

✎日野町地域生活支援ネットワーク会議とは？ 

障がい福祉サービス提供事業者や保健、教育、福祉、医療、労働等の関係者によって組織

され、障がいのある人の生活支援や障がい福祉サービスに関して協議を行う機関のことです。 
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〔３〕精神障がいのある人にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

成果目標 
① 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 

東近江福祉圏域において、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置する。 

 

■活動指標 

項 目 数 値 考え方 

令和元年度末時点の協議の場 ０か所  

【目標①】協議の場の設置 １か所 

東近江福祉圏域の取り組みとして、保

健、医療、福祉関係者による協議の場を

設置する。 

令和元年度末時点の精神障がいのある

人の地域移行支援、地域定着支援、共

同生活援助、自立生活援助の利用数 

― 
令和２年３月 31 日時点の利用者数 

（別途、各項目の内訳として設定） 

【目標②】精神障がいのある人の地域

移行支援、地域定着支援、共同生活援

助、自立生活援助の利用数 

― 
令和５年度末時点の見込み人数 

（別途、各項目の内訳として設定） 

 

■目標に向けた重点的な取り組み 

医療との連携が必要となる地域包括ケアシステムの構築については、スケールメリットを

踏まえ、東近江福祉圏域での取り組みを進めていきます。 

町の取り組みとしては、精神障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるよ

う、月１回、日野町地域ケア会議を開催し、精神障がいのある人の地域生活や、長期入院患

者の退院に向けての支援、退院後の支援を協議します。 
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〔４〕地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

成果目標 
地域生活支援拠点等の整備および運用状況の検証・検討 

令和３年度に、地域生活支援拠点を整備し、その機能の充実のため、年１回以上運用

状況を検証、検討します。 
 

■活動指標 

項 目 数 値 考え方 

令和元年度末時点の地域生活支援拠点 ０か所  

【目標①】障がいのある人の地域生活支

援拠点 
１か所 

社会福祉法人わたむきの里福祉会の

機能充実により、令和３年度に地域

生活支援拠点を整備します。 

令和元年度末時点の地域生活支援拠点

の運用状況の検証 
０回 

 

【目標②】地域生活支援拠点の運用状況

の検証 
１回以上／年 

拠点整備後は、年に１回以上、運用状

況を検証する場を設けます。 

 

■目標に向けた重点的な取り組み 

社会福祉法人わたむきの里福祉会で、障がいのある人の地域生活を支援する機能（相談、

緊急時の受け入れ・対応、体験の機会、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）の充実

を図り、町の障がい福祉を集約する拠点とします。また、拠点整備後も、年１回以上、運用状

況を検証する場を設けます。 
 

〔５〕福祉施設から一般就労への移行 

成果目標 

① 一般就労への移行者数 

【国の指針】 

一般就労への移行者数を、令和元年度の 1.27 倍以上とする。 

うち、(１) 就労移行支援事業からの移行者を、令和元年度の 1.30 倍以上とする。 

(２) 就労継続支援Ａ型からの移行者を、令和元年度の 1.26 倍以上とする。 

(３) 就労継続支援Ｂ型からの移行者を、令和元年度の 1.23 倍以上とする。 

② 就労定着支援事業の利用者数 

【国の指針】 

一般就労に移行する者のうち、７割以上が就労定着支援事業を利用する。 

③ 就労定着率が８割以上の事業所数 

【国の指針】 

就労定着支援１年後の就労定着率 80％以上の事業所が、全体の７割以上とする。 
 

■活動指標 

項 目 数 値 考え方 

令和元年度の一般就労への移行者（A） ２人 令和元年度の一般就労への移行者数 

【目標①】福祉事業所から一般就労への

移行者（B） 

２人 
令和５年度末までに、一般就労に移

行する人数の目標値 

１倍 （B）/（A） 
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項 目 数 値 考え方 

令和元年度の就労移行支援事業所から

一般就労への移行者（Ｃ） 
２人 令和元年度の一般就労への移行者数 

【目標①－(1)】就労移行支援事業所か

ら一般就労への移行者（Ｄ） 

２人 
令和５年度末までに、一般就労に移

行する人数の目標値 

１倍 （Ｄ）/（Ｃ） 

令和元年度の就労継続Ａ型事業所から

一般就労への移行者（Ｅ） 
０人 令和元年度の一般就労への移行者数 

【目標①－(2)】就労継続支援Ａ型事業

所から一般就労への移行者（Ｆ） 

０人 
令和５年度末までに、一般就労に移

行する人数の目標値 

０倍 （Ｆ）/（Ｅ） 

令和元年度の就労継続Ｂ型事業所から

一般就労への移行者（Ｇ） 
０人 令和元年度の一般就労への移行者数 

【目標①－(3)】就労継続支援Ｂ型事業

所から一般就労への移行者（Ｈ） 

０人 
令和５年度末までに、一般就労に移

行する人数の目標値 

０倍 （Ｈ）/（Ｇ） 

【目標②】就労定着支援事業利用者数

（Ｉ） 
１人 

令和５年度末までに、一般就労に移

行する人数のうち就労定着支援事業

を利用する人数の目標値 

【目標③】就労定着率が８割以上の事業

所数（Ｊ） 
－ 

（Ｉ）のうち、令和５年度末までの就

労定着率が 80％以上の事業所数 

※町内に就労定着支援事業所がない

ため空白とします。 

 

■目標に向けた重点的な取り組み 

障がいのある人の就労の場の確保や就労後の職場定着に向けた支援のため、農福連携や資

源のリサイクル等も踏まえ、福祉分野に限定することなく関係機関と連携した就労支援を推

進するとともに、就労移行支援事業所の利用を促進することで、障がいのある人の一般就労

を支援します。 

なお、福祉事業所から一般就労への移行については、本人の意欲とともに得意・不得意を

見極めるための期間や、本人の特性に応じた訓練等が必要となるため、一般就労に移行する

タイミングが重要となります。よって、目標数値は掲げていますが、数値の達成よりも本人

に寄り添った支援を優先することとします。 

また、一般就労に移行された後についても相談機関等と連携し、就労の継続を応援すると

とともに、就労後、何年経過していたとしても、本人がつまずいた時や離職せざるを得なく

なった時に、相談できる場所や戻れる場所があることも大切な視点として取り組んでいきま

す。 
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〔６〕障がい児支援提供体制の整備 

成果目標 

① 児童発達支援センターの設置 

【国の指針】 

児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも１か所以上設置する。 

② 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

【国の指針】 

全ての市町村または圏域において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

③ 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所および 

放課後等デイサービス事業所の確保 

【国の指針】 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス

事業所を各市町村または圏域に少なくとも１か所以上確保する。 

④ 医療的ケア児支援のための協議の場の設置および 

コーディネーターの配置 

【国の指針】 

各都道府県、各圏域およ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とともに、医療的ケア児等に

関するコーディネーターを配置する。 

 

■活動指標 

項 目 数 値 考え方 

【目標①】児童発達支援センターの設置 ― 

センターを設置するのではなく、既

存の関係機関が連携することで対応

します。 

【目標②】保育所等訪問支援 1 か所 平成 29 年度から実施しています。 

【目標③】重症心身障がい児や医療的ケ

ア児を支援する児童発達支援事業所およ

び放課後等デイサービス事業所の確保 
― 

既存の児童発達支援事業所および放

課後等デイサービス事業所で重症心

身障がい児や医療的ケア児を受け入

れることで対応します。 

【目標④】医療的ケア児のための関係機

関の協議の場の設置 ― 
既存の会議の中で実際に行っている

支援を共有することで対応します。 

【目標④】医療的ケア児のためのコーデ

ィネーターの配置 
0 人 

既存の関係機関が連携することで対

応します。 

 

■目標に向けた重点的な取り組み 

障がい児支援の提供体制の整備は、既存の関係機関との連携強化により対応することとし、

「日野町地域生活支援ネットワーク会議」を軸に、保健、教育、福祉、医療、労働等の関係機

関および手をつなぐ育成会や家族会等との連携を通じて、適切な支援と情報の共有を図り、支

援をつないでいくことで、生涯を通じた地域福祉の実施に努めます。 
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〔７〕相談支援体制の充実・強化 

成果目標 

① 総合的・専門的な相談支援 

【国の指針】 

(1) 障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援機関を設置

する。 

(2) 障がいの種別や各種ニーズに対応した総合的・専門的な相談支援を実施する。 

② 地域の相談支援体制の強化 

【国の指針】 

(1) 地域の相談支援事業者に対して訪問等による専門的な指導・助言を実施する。 

(2) 地域の相談支援事業者の人材育成を支援する。 

(3) 地域の相談機関との連携強化の取り組みを実施する。 

 

■活動指標 

項 目 考え方 

【目標①－(1)】総合的・専門的な相談支

援機関（基幹相談支援センター）の設置 

センターを設置するのではなく、既存の障害者

相談支援事業の機能を充実させることで対応

します。 

【目標①－(2)】総合的・専門的な相談支

援の実施 

既存の相談支援事業および令和３年度に設置

する地域生活支援拠点の相談機能の充実によ

り対応します。 

【目標②－(1)】相談支援事業所への訪問

等による専門的な指導・助言 

外部講師等も活用し、既存の相談支援体制の中

で、指導・助言のできる体制を構築します。 

【目標②－(2)】相談支援事業者への人材

育成支援 
適宜実施します。 

【目標②－(3)】相談機関との連携強化 継続して実施します。 

 

■目標に向けた重点的な取り組み 

東近江福祉圏域で実施している相談支援の仕組みとともに、「日野町地域生活支援ネットワ

ーク会議」の充実を図り、本町の保健・福祉の窓口や社会福祉協議会、民生委員・児童委員等

が連携しながら、きめ細やかな相談支援活動を進めます。 

また、町の地域生活支援拠点となる「わたむきの里」を中心に、本人や家族、地域のネット

ワーク等を通じて、社会的・日常的な生活上の困難について状況把握を行った上で、必要に

応じて専門的な関与や緊急の対応等を実施します。 

また、地域での身近な相談員の活動支援や、障がい福祉従事者の技能等を向上するための

研修を開催するなど、人材育成のための支援に努めます。事業者への専門的な指導・助言で

は、適切なサービスが提供されるよう、必要に応じて調査や監査等を実施し、サービスの質

の向上を図ります。 
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〔８〕障がい福祉サービス等の質の向上を図るための取り組みに係る 

体制の構築 

成果目標 

① 障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 

障がい福祉サービス等に係る研修への積極的な参加 

② 障がい者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

 障がい者自立支援審査支払等システムによる審査結果の分析と結果の活用、事業

所や関係自治体等と共有する体制の構築 

 

■活動指標 

項 目 考え方 

【目標①】障がい福祉サービス等に係る

研修への参加 
積極的に活用 

【目標②】障がい者自立支援審査支払等

システムによる審査結果の共有 
審査結果を共有できる場の検討 

 

■目標に向けた重点的な取り組み 

障がい福祉サービス等に係る研修受講の機会を確保し、町職員やサービス提供事業者の知

識・技能の向上を図ります。また、「東近江圏域障がい児（者）サービス調整会議」において、

障がいのある人の支援に関する課題を圏域の関係機関で共有し、解決に努めるとともに、県

や東近江福祉圏域の課題については、積極的に提言や要望を行っていきます。 
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第４章 障がい福祉サービス等の整備目標 

１．障がい福祉サービスについて 

障害者総合支援法では、基本的なサービスの種類が規定され、全国一律で共通に提供され

る「自立支援給付」と、地域の実情に応じて市町村が独自に設定できる「地域生活支援事業」

に大別されています。 

「自立支援給付」は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合

の「訓練等給付」、従来の精神通院医療、厚生医療、育成医療を統合した「自立支援医療」、身

体機能を補完、代替する補装具を購入する費用を支給する「補装用具」に分けられます。 

「地域生活支援事業」は、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により効率的・

効果的に実施する事業として位置づけられています。 

町の必須事業は、「理解促進研修・啓発事業」「自発的活動支援事業」「相談支援事業」「成年

後見制度利用支援事業」「成年後見制度法人後見支援事業」「意思疎通支援事業」「日常生活用

具給付等事業」「手話奉仕員養成研修事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター機能強化

事業」となっており、それ以外の地域生活支援事業は任意事業となっています。 

 
  

２. 見込量算定の考え方 

障がい福祉サービス等の見込量の算定にあたっては、第５期障がい福祉計画の期間におけ

るサービス提供量や利用人数の実績を基本とし、その分析結果に基づき、サービス等の種類

ごとに、令和５年度までの各年度における見込量を推計しました。 

なお、令和 2 年度の見込量については、４月から 10 月までの合計実績を７で割り、１か

月分の見込みを算出しています。 

各サービス等の見込量は、各年度における１か月当たりのサービス提供量および利用人数

を示しており、その単位は次のとおりです。 
 

時間／月：１か月当たりのサービス提供時間 

人日／月：１か月当たりの延べ提供日数 

人／月：１か月当たりの実利用人数 
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３．障がい福祉サービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居宅介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

重度訪問介護 

訪問系サービス 自立支援給付 

生活介護 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援Ａ型 

自立訓練（機能訓練） 

就労定着支援 

就労継続支援Ｂ型 

日中活動系サービス 

短期入所（福祉型、医療型） 

療養介護 

共同生活援助 

宿泊型自立訓練 

自立生活援助 

施設入所支援 

居宅系サービス 

計画相談支援 

地域定着支援 

地域移行支援 

相談支援 

児童発達支援 

保育所等訪問支援 

居宅訪問型児童発達支援 

医療型児童発達支援 

放課後等デイサービス 

障がい児通所支援 

障がい児相談支援 

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 

障がい児相談支援 

障がい児支援 

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 

相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、その他事業 
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４．障がい福祉サービスの利用見込みと確保方策 

〔１〕自立支援給付 

（１）訪問系サービス 

① 居宅介護 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。 
 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由もしくは重度の知的障がいまたは精神障がいにより行動上著し

い困難を有する障がいのある人であって常時介護を要する人が対象となります。 

自宅での入浴、排せつ、食事の介護などから外出時の移動中の介護を総合的に行う

サービスを提供します。 
 

③ 同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人が対象となります。外出時において

同行し移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ、食事等の介護そ

の他の外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 
 

④ 行動援護 

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難のある障がいのある人で常

時介護を要する人が対象となります。 

行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の

介護、排せつおよび食事等の介護、その他行動する際に必要なサービスを提供します。 
 

⑤ 重度障害者等包括支援 

常時介護を必要とする障がいのある人で介護の必要の程度が著しく高い場合に対

象となります。居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

①居宅介護 

②重度訪問介護 

③同行援護 

④行動援護 

⑤重度障害者等 

包括支援 

利用者数 

（人/月） 

計画値 65 70 75 

実績値 60 57 53 

達成率 92％ 81％ 71％ 

サービス量 

（時間/月） 

計画値 1,200 1,250 1,300 

実績値 893 884 926 

達成率 74％ 71％ 71％ 
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第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

①～⑤の計 

※第５期との比較用 

利用者数 

（人/月） 
計画値 55 ６0 ６5 

サービス量 

（時間/月） 
計画値 927 937 957 

①居宅介護 

利用者数 

（人/月） 
計画値 45 45 46 

サービス量 

（時間/月） 
計画値 550 560 570 

②重度訪問介護 

利用者数 

（人/月） 
計画値 ２ 2 2 

サービス量 

（時間/月） 
計画値 15 15 15 

③同行援護 

利用者数 

（人/月） 
計画値 1 1 1 

サービス量 

（時間/月） 
計画値 2 2 2 

④行動援護 

利用者数 

（人/月） 
計画値 7 7 8 

サービス量 

（時間/月） 
計画値 360 360 370 

⑤重度障害者等 

包括支援 

利用者数 

（人/月） 
計画値 0 0 0 

サービス量 

（時間/月） 
計画値 0 0 0 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○ホームヘルパーに対する講座・講習等への受講を勧奨し、質の高いサービスが提供さ

れるように働きかけます。 
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（２）日中活動系サービス 

① 生活介護 

常時介護が必要な障がいのある人で、障害支援区分３（あわせて施設入所支援を利

用する場合は区分４）以上、または年齢が 50 歳以上で、障害支援区分２（あわせて

施設入所支援を利用する場合は区分３）以上の場合対象となります。 

事業所において、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や、生産活動や創作

的活動の機会の提供などのサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

生活介護 

利用者数 

（人/月） 

計画値 46 46 47 

実績値 45 45 45 

達成率 98％ 98％ 96％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 1,032 1,032 1,053 

実績値 796 834 863 

達成率 77％ 81％ 82％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 

利用者数 

（人/月） 
計画値 45 47 49 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 900 940 980 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 
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② 自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な身

体障がいのある人が対象となります。 

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、事業所へ

の通所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、身体機能や生活能力向上のために

必要な訓練等のサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 

（人/月） 

計画値 2 2 2 

実績値 3 1 0 

達成率 150％ 50％ 0％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 45 45 45 

実績値 53 19 0 

達成率 118％ 42％ 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 

（人/月） 
計画値 1 1 1 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 20 20 20 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○事業者の参入移行を促進し、計画期間において必要とされるサービス量の確保を図り

ます。 
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③ 自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な知

的障がいのある人、精神障がいのある人が対象となります。 

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、事業所へ

の通所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、身体機能や生活能力向上のために

必要な訓練等のサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者数 

（人/月） 

計画値 1 1 1 

実績値 1 1 1 

達成率 100％ 100％ 100％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 22 22 22 

実績値 2 2 11 

達成率 9％ 9％ 50％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者数 

（人/月） 
計画値 1 1 1 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 20 20 20 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○事業者の参入移行を促進し、計画期間において必要とされるサービス量の確保を図り

ます。 
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④ 就労移行支援 

一般就労等を希望し、企業等への雇用または在宅就労等が見込まれる障がいのある

人が対象となります。 

定められた期間、事業所における作業や、企業における実習、適性に合った職場探

しや就労後の職場定着のための支援など、就労・定着のために必要な訓練、指導等の

サービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労移行支援 

利用者数 

（人/月） 

計画値 2 2 2 

実績値 3 2 1 

達成率 150％ 100％ 50％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 40 40 40 

実績値 52 33 1 

達成率 130％ 83％ 3％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労移行支援 

利用者数 

（人/月） 
計画値 2 2 2 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 30 30 30 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○事業者の参入移行を促進し、計画期間において必要とされるサービス量の確保を図り

ます。 
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⑤ 就労継続支援（Ａ型） 

一般の事業者に雇用されることが困難な場合に、事業所内において雇用契約に基づ

く就労が可能な障がいのある人が対象となります。 

一般就労に向け必要な知識や能力の向上のために必要な指導や訓練等のサービス

を提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労継続支援 

（Ａ 型） 

利用者数 

（人/月） 

計画値 ３ ３ ３ 

実績値 7 7 7 

達成率 233％ 233％ 233％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 67 67 67 

実績値 142 142 146 

達成率 212％ 212％ 218％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援 

（Ａ 型） 

利用者数 

（人/月） 
計画値 7 7 7 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 145 145 145 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○事業者の参入移行を促進し、計画期間において必要とされるサービス量の確保を図り

ます。 
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⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

企業等や就労継続支援（雇用型）での就労経験があって、年齢や体力の面で雇用さ

れることが困難となった障がいのある人や、就労移行支援事業を利用したが企業等や

就労継続支援事業（雇用型）の雇用に結びつかなかった障がいのある人が対象となり

ます。 

雇用契約は締結しないで、就労の機会や生産活動の場、就労への移行に向けた支援

等のサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労継続支援 

（Ｂ 型） 

利用者数 

（人/月） 

計画値 90 90 90 

実績値 90 96 94 

達成率 100％ 107％ 104％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 1,800 1,800 1,800 

実績値 1,549 1,622 1,615 

達成率 86％ 90％ 90％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援 

（Ｂ 型） 

利用者数 

（人/月） 
計画値 95 97 99 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 1,630 1,660 1,695 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○事業者の参入移行を促進し、計画期間において必要とされるサービス量の確保を図り

ます。 
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⑦ 就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した障がいのある人で、就労に伴う環

境変化により生活面に課題が生じている方が対象となります。 

障がいのある人との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機

関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労定着支援 
利用者数 

（人/月） 

計画値 1 1 1 

実績値 1 1 1 

達成率 100％ 100％ 100％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労定着支援 
利用者数 

（人/月） 
計画値 1 1 1 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○事業者の参入移行を促進し、計画期間において必要とされるサービス量の確保を図り

ます。 
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⑧ 療養介護 

医療を要する障がいのある人で常時介護を要する方が対象となります。 

主に昼間、病院その他施設などで行われる機能訓練、療養上の管理、医学的管理下

での介護や日常生活上のサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

療養介護 
利用者数 

（人/月） 

計画値 7 7 7 

実績値 7 7 6 

達成率 100％ 100％ 86％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

療養介護 
利用者数 

（人/月） 
計画値 6 6 6 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 
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⑨ 短期入所サービス 

介護者が病気などの理由により、障がい者支援施設等（福祉型）や、病院・診療所・

介護老人保健施設（医療型）へ短期間の入所が必要な方を対象に、入浴、排せつ、食

事の介護、見守りなどのサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

短期入所サービス 

（福祉型） 

利用者数 

（人/月） 

計画値 12 12 12 

実績値 5 4 4 

達成率 42％ 33％ 33％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 68 68 68 

実績値 25 19 36 

達成率 37％ 28％ 53％ 

短期入所サービス 

（医療型） 

利用者数 

（人/月） 

計画値 1 1 1 

実績値 2 4 1 

達成率 200％ 400％ 100％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 2 4 4 

実績値 6 13 3 

達成率 300％ 325％ 75％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

短期入所サービス 

（福祉型） 

利用者数 

（人/月） 
計画値 10 10 10 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 55 55 55 

短期入所サービス 

（医療型） 

利用者数 

（人/月） 
計画値 1 1 1 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 4 4 4 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図るとともに、緊急時の利用や医療援助

等のニーズに対応したサービス提供が行えるよう努めます。 
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（３）居住系サービス 

① 共同生活援助 

障がいのある人等に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、

排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

共同生活援助 

利用者数※１ 

（人/月） 

計画値 36 36 40 

実績値 38 38 41 

達成率 106％ 106％ 103％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 － － － 

実績値 840 855 902 

達成率 － － － 

定員数※２ 

（人） 

計画値 29 29 35 

実績値 29 29 29 

達成率 100％ 100％ 83％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

共同生活援助 

利用者数※１ 

（人/月） 
計画値 44 51 51 

定員数※２ 

（人） 
計画値 32 39 39 

 

※1 利用者数には町外のグループホーム利用者数も含む。 

※2 定員数には各年度末の町内のグループホームのみの数値を計上。 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 

○グループホームの整備が促進されるよう関係機関へ働きかけます。 

○重度の障がいがある人に対応したグループホームの整備に向けて、整備・運営におい

て関係機関と協力して取り組みを進めます。 

○精神障がいのある人のグループホームの整備等について、医療機関や社会復帰施設な

どを経営する医療法人や社会福祉法人等、運営主体となる法人組織へ協力を呼びかけ

ます。 

○自立度の高い人については、グループホーム利用を１つのステップとして、自立生活

援助の利用も含め、アパート等で一人暮らしをするための支援を行います。 

○職員に対する講座・講習等への受講を勧奨し、質の高いサービスが提供されるように

働きかけます。 
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② 施設入所支援 

生活介護または自立訓練、就労移行支援の対象者に対し、日中活動とあわせて夜間

等における入浴、排せつまたは食事の介護等、障がい者支援施設において必要な介護、

支援等を実施します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

施設入所支援 

利用者数 

（人/月） 

計画値 16 16 16 

実績値 18 17 14 

達成率 113％ 106％ 88％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 － － － 

実績値 536 494 439 

達成率 － － － 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設入所支援 
利用者数 

（人/月） 
計画値 17 17 17 

 

【整備方策】 

○入所施設の利用を地域移行のためのステップとし、入所から地域移行の支援の流れを

つくることで、定員を増やすことなく対応していきます。 
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③ 自立生活援助 

障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのある人で一人暮ら

しを希望する方等を対象としたサービスです。 

本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定期間にわたり、定期的な巡回

訪問や随時の対応により、障がいのある人の理解力、生活力を補う観点から、適時の

タイミングで適切な支援を行います。 

 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自立生活援助 
利用者数 

（人/月） 

計画値 3 3 3 

実績値 0 0 0 

達成率 0％ 0％ 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 
利用者数 

（人/月） 
計画値 0 0 １ 

 

【整備方策】 

○現在、町内に自立生活援助を実施している事業所はありませんが、施設入所やグルー

プホーム、病院から一人暮らしをめざすための支援は、今後の必須事業になります。 

〇自立生活援助の期間終了後も、困った時に相談できる仕組みや、一人暮らしを地域で

見守る仕組みが必要となるため、居宅介護事業所や相談支援事業所等と連携し、ニー

ズに対応したサービス提供が行えるよう努めます。 
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（４）相談支援 

① 計画相談支援 

障がいのある人の心身の状況や生活環境等を考慮し、サービス等利用計画作成案を

作成し、支給決定後に、支給決定内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行う

サービス利用支援や、サービス等利用計画が適切であるか一定期間ごとに検証し、そ

の結果により見直しを行い、利用計画の変更等を行う継続サービス提供を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画相談支援 
利用者数 

（人/年） 

計画値 190 200 210 

実績値 185 185 199 

達成率 97％ 93％ 95％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 

利用者数 

（人/年） 
計画値 200 210 220 

利用者数 

（人/月） 
計画値 50 53 55 

 

② 地域移行支援 

障がい者支援施設や精神科病院に入院等をしている方に対し、生活の場の確保、地

域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための同行支援等、地域生活に移行する

ための活動に関する相談等のサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

地域移行支援 
利用者数 

（人） 

計画値 1 1 1 

実績値 0 0 0 

達成率 0％ 0％ 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域移行支援 
利用者数 

（人） 
計画値 1 1 1 
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③ 地域定着支援 

居宅で一人暮らしをしている障がいのある人等に対する夜間も含む緊急時におけ

る連絡、相談等のサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

地域定着支援 
利用者数 

（人） 

計画値 1 2 2 

実績値 1 2 2 

達成率 100％ 100％ 100％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域定着支援 
利用者数 

（人） 
計画値 1 1 1 

 

【整備方策】 

○サービス提供体制の拡大と質の確保を保ちつつ、適正な利用計画の作成について相談

支援事業者等との連携を図ります。 

○相談支援専門員の専門性の強化とケアマネジメント力の向上のための関係機関との連

携を図ります。 
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〔２〕障がい児支援 

（１）障がい児通所支援 

① 児童発達支援 

障がい児通所施設等への通所により、日常生活における基本的な動作の指導、集団

生活への適応訓練等のサービスを提供します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 

計画値 25 26 26 

実績値 28 26 23 

達成率 112％ 100％ 88％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 83 85 86 

実績値 93 79 79 

達成率 112％ 93％ 92％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 
計画値 20 20 20 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 60 60 60 

 

【整備方策】 

○ニーズの高いサービスであることから、関係機関やサービス提供事業者と連携して実

施体制の確保・充実に努めます。 

○乳幼児期から就学や就労も見据え、「つながる支援」を実施できる体制等の整備に努

めます。 
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② 放課後等デイサービス 

学校通学中の障がいのある児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活

能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい

のある児童の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

放課後等 

デイサービス 

利用者数 

（人/月） 

計画値 21 25 40 

実績値 23 30 37 

達成率 110％ 120％ 93％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 243 303 486 

実績値 210 290 361 

達成率 86％ 96％ 74％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

放課後等 

デイサービス 

利用者数 

（人/月） 
計画値 40 40 40 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 390 390 390 

 

【整備方策】 

○町内で医療的ケア児に対応できる放課後等デイサービスを実施するための部屋を確保

します。 

○乳幼児期や就労移行期の支援者との連携により、将来を見据えた「つながる支援」を

実施できる体制等の整備に努めます。 
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③ 保育所等訪問支援 

障がい児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所等を訪問し、障がい

のある児童や保育所等のスタッフに対し、障がいのある児童が集団生活に適応するた

めの専門的な支援を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

保育所等 

訪問支援 

利用者数 

（人/月） 

計画値 2 2 2 

実績値 1 3 1 

達成率 50％ 150％ 50％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 4 4 4 

実績値 2 5 1 

達成率 50％ 125％ 25％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所等 

訪問支援 

利用者数 

（人/月） 
計画値 2 2 2 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 4 4 4 

 

【整備方策】 

○園スタッフのスキルアップを図るとともに、障がいのある児童が保育所等を安定して

利用できるよう、現状のサービスを継続します。 
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④ 居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がい等の状態にある障がい児で、障がい児通所支援を利用するために外出

することが著しく困難な障がい児に発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪

問して発達支援を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 

計画値 ― ― 1 

実績値 ― ― 0 

達成率 ― ― 0％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 ― ― 2 

実績値 ― ― 0 

達成率 ― ― 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 
計画値 0 0 0 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 0 0 0 

 

【整備方策】 

○現状、居宅訪問型児童発達支援事業を実施していません。 
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⑤ 医療型児童発達支援 

上肢、下肢または体幹の機能に障がいのある児童に対して、児童発達支援・治療を

行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

医療型 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 

計画値 1 1 1 

実績値 0 0 0 

達成率 0％ 0％ 0％ 

サービス量 

（人日/月） 

計画値 5 5 6 

実績値 0 0 0 

達成率 0％ 0％ 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

医療型 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 
計画値 0 0 0 

サービス量 

（人日/月） 
計画値 0 0 0 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握しサービス量の充実を図ります。 
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（２）障がい児相談支援 

① 障がい児相談支援 

障がいのある児童が障がい児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービス等）

を利用するにあたって、障がい児支援利用計画を作成し、通所支援等開始後、一定期

間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

障がい児 

相談支援 

利用者数 

（人/年） 

計画値 55 55 60 

実績値 51 57 57 

達成率 93％ 104％ 95％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障がい児 

相談支援 

利用者数 

（人/年） 
計画値 60 60 60 

利用者数 

（人/月） 
計画値 30 30 30 

 

【整備方策】 

○サービス提供体制の拡大と質の確保を保ちつつ、適正な利用計画の作成について相談

支援事業者等との連携を図ります。 

○相談支援専門員の専門性の強化とケアマネジメント力の向上のための関係機関との連

携を図ります。 
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② 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 

医療技術の進歩等を背景として増加する医療的ケアが必要な児童（医療的ケア児）

が必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉等の関連分野間の

連絡調整を行うためにコーディネーターを設置します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

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 

配置人数 

（人） 

計画値 ― ― 1 

実績値 ― ― 0 

達成率 ― ― 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

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 

配置人数 

（人） 
計画値 0 0 0 

 

【整備方策】 

○対象となる児童の把握と協議の場の設置を進めるとともに、コーディネーターについ

ては東近江福祉圏域で配置することも視野に入れて検討します。 
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〔３〕地域生活支援事業 

（１）理解促進・啓発事業 

障がいのある人等が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去す

るため、研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、障がいや

障がいのある人等への理解を深め、共生社会の実現を図る事業です。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

理解促進・啓発 

事業 
実施の有無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 無 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

理解促進・啓発 

事業 
実施の有無 計画値 有 有 有 

 
 

（２）自発的活動支援事業 

障がいのある人等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、障がい

のある人、その家族、地域住民等における自発的な取り組みを支援することにより、

共生社会の実現を図る事業です。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自発的活動 

支援事業 
実施の有無 

計画値 無 無 無 

実績値 無 無 無 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自発的活動 

支援事業 
実施の有無 計画値 無 無 無 
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（３）相談支援事業 

障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利

用支援等、障がいのある人の権利擁護のために必要な援助を行い、障がいのある人等

が自立した日常生活・社会生活を営むことができるように支援します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

障害者相談 

支援事業 

箇所数 

（箇所） 

計画値 3 4 4 

実績値 2 2 2 

達成率 67％ 50％ 50％ 

基幹相談支援 

センター 
設置の有無 

計画値 無 無 無 

実績値 無 無 無 

相談支援機能 

強化事業 
実施の有無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

住宅入居等 

支援事業 
実施の有無 

計画値 無 無 無 

実績値 無 無 無 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害者相談 

支援事業 

箇所数 

（箇所） 
計画値 5 5 5 

基幹相談支援 

センター 
設置の有無 計画値 無 無 無 

相談支援機能 

強化事業 
実施の有無 計画値 有 有 有 

住宅入居等 

支援事業 
実施の有無 計画値 無 無 無 

 

【整備方策】 

○地域で障がいのある人を支えるネットワークの構築に向けて、関係機関・団体、事業

者等で構成する東近江圏域障害児（者）サービス調整会議、日野町地域生活支援ネッ

トワーク会議を充実し、中立・公平な相談支援事業の実施、地域関係機関の連携等を

さらに推進します。 

○令和３年度に地域生活支援拠点を整備することで、より身近なところで相談のできる

体制の整備にも努めます。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度は、判断能力が不十分な者に対し、家庭裁判所へ申し立て、審判を受

けることによって適切な後見人をつけ、本人の財産管理や身上監護を適切に行う制度

です。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

成年後見制度 

利用支援事業 

利用者数 

（人/年） 

計画値 3 3 3 

実績値 4 3 0 

達成率 133％ 100％ 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度 

利用支援事業 

利用者数 

（人/年） 
計画値 3 3 3 

 

【整備方策】 

○相談支援事業所等の関係機関と連携を図り、制度の対象となる人の適切な利用につな

げます。 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる

体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援すること

で、障がいのある人の権利擁護を図るサービスです。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
実施の有無 

計画値 無 無 有 

実績値 無 無 無 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
実施の有無 計画値 無 無 有 

 

【整備方策】 

〇東近江福祉圏域で令和３年度に設置予定の中核機関と連携し、圏域内での法人後見の

実施に向けて整備を進めます。 
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（６）意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業は、手話通訳者・要約筆記者の派遣、手話通訳者の設置、点訳・

音訳等による支援を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

手話通訳者・要約 

筆記者派遣事業 

利用者数 

（人/月） 

計画値 ９ ９ ９ 

実績値 6 4 4 

達成率 67％ 44％ 44％ 

手話通訳者設置 

事業 

設置者数

（人） 

計画値 1 1 1 

実績値 1 1 1 

達成率 100％ 100％ 100％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳者・要約 

筆記者派遣事業 

利用者数 

（人/月） 
計画値 4 4 4 

手話通訳者設置 

事業 

設置者数

（人） 
計画値 １ １ １ 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握し、手話通訳者・要約筆記者の派遣等を継続して実施します。 
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（７）日常生活用具給付等事業 

障がいのある人等の日常生活上の困難を改善、自立を支援し、社会参加の促進を図

るための日常生活用具の給付事業を行います。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

介護・訓練 

支援用具 

給付件数 

（件） 

計画値 5 8 8 

実績値 7 2 １ 

達成率 140％ 25％ 13％ 

自立生活 

支援用具 

給付件数 

（件） 

計画値 5 8 8 

実績値 6 4 ３ 

達成率 120％ 50％ 38％ 

在宅療養等 

支援用具 

給付件数 

（件） 

計画値 6 8 8 

実績値 3 3 ２ 

達成率 50％ 38％ 25％ 

情報・意思疎通 

支援用具 

給付件数 

（件） 

計画値 4 5 5 

実績値 0 1 ７ 

達成率 0％ 20％ 140％ 

排泄管理 

支援用具 

給付件数 

（件） 

計画値 840 840 840 

実績値 510 480 336 

達成率 61％ 57％ 40％ 

居宅生活動作 

補助用具 

（住宅改修費） 

給付件数 

（件） 

計画値 2 2 2 

実績値 0 1 0 

達成率 0％ 50％ 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護・訓練 

支援用具 

給付件数 

（件） 
計画値 4 4 4 

自立生活 

支援用具 

給付件数 

（件） 
計画値 7 7 7 

在宅療養等 

支援用具 

給付件数 

（件） 
計画値 3 3 3 

情報・意思疎通 

支援用具 

給付件数 

（件） 
計画値 40 40 40 
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 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

排泄管理 

支援用具 

給付件数 

（件） 
計画値 700 700 700 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

給付件数 

（件） 
計画値 2 2 2 

 

【整備方策】 

○給付する用具は、国の基準に則して決定するものとし、単価は現行金額に準じ、必要

に応じ実態に合わせて見直します。 

○利用者のニーズを把握するとともに、事業者に対し広く情報提供を行う等、多様な事

業者の参入促進を図ります。 

 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人の自立した日常生活・社会生活の

ため、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙および手話表現技術を習得した人を

養成する研修事業を実施します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

手話奉仕員 

養成研修事業 

養成講習 

修了者数 

（人/年） 

計画値 5 5 5 

実績値 3 1 2 

達成率 60％ 20％ 40％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員 

養成研修事業 

養成講習 

修了者数 

（人/年） 

計画値 3 3 3 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握する中で、有効な研修となるように検討し取り組みを進めま

す。 
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（９）移動支援事業 

障がいのある人等の地域での自立生活・社会参加を促すことなどを目的とし、社会

生活上不可欠な外出・余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

移動支援事業 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 20 20 20 

実績値 21 23 20 

達成率 105％ 115％ 100％ 

利用時間数 

（時間/年） 

計画値 200 200 200 

実績値 286 349 205 

達成率 143％ 175％ 103％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

移動支援事業 

実利用者数 

（人/年） 
計画値 23 23 23 

利用時間数 

（時間/年） 
計画値 350 350 350 

 

【整備方策】 

○単価等については、現行の制度を基本としつつ、必要に応じて実態に合わせた見直し

を行うこととします。 

○利用者のニーズを把握するとともに、事業者に対し広く情報提供を行うなど、多様な

事業者の参入促進を図ります。 
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（10）地域活動支援センター 

創作的活動または生産活動の機会の提供等により、障がいのある人等の地域生活を

支援する取り組みを進めます。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

地域活動支援 

センター 

箇所数 

（箇所） 

計画値 2 2 2 

実績値 2 2 2 

達成率 100％ 100％ 100％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域活動支援 

センター 

箇所数 

（箇所） 
計画値 2 2 2 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握するとともに、事業者に対し広く情報提供を行うなど、多様な

事業者の参入促進を図ります。 
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（11）日常生活支援 

① 訪問入浴サービス事業 

入浴が困難な在宅の身体障がいのある人を対象に、居宅に訪問し移動入浴車による

入浴の機会を提供する事業です。 
 

② 日中一時支援事業 

障がいのある人の家族の就労を応援したり、障がいのある人を日常的に介護してい

る家族が一時的に休息したりできるよう、日中における活動の場を確保する事業です。 
 

第５期（平成 30 年度～令和２年度）実績        令和２年度は 10 月までの実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

訪問入浴 

サービス事業 

利用者数 

（人/月） 

計画値 3 3 3 

実績値 3 5 5 

達成率 100％ 167％ 167％ 

日中一時 

支援事業 

利用者数 

（人/月） 

計画値 3 3 3 

実績値 1 2 0 

達成率 33％ 67％ 0％ 

 

第６期（令和３年度～令和５年度）見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問入浴 

サービス事業 

利用者数 

（人/月） 
計画値 5 5 5 

日中一時 

支援事業 

利用者数 

（人/月） 
計画値 1 1 1 

 

【整備方策】 

○利用者のニーズを把握するとともに、事業者に対し広く情報提供を行うなど、多様な

事業者の参入促進を図ります。 

 

③ 巡回支援専門員整備 

保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し、障がいが“気

になる”段階から支援を行うための体制の整備を図り、保育所等訪問支援などとの連

携により、発達障がい児等の福祉の向上を図ります。 
 

第 6 期（令和 3 年度～令和 5 年度）実績見込：随時 
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（12）社会参加支援 

① レクリエーション活動等支援 

障がいのある人等の体力増強、交流、余暇等に資するため、手をつなぐ育成会や各

種団体と連携した支援を実施します。 

(1) 進学や就労後に、当事者や保護者が集える機会を設けます。 

(2) 地域の福祉施設やボランティア団体と連携した事業を実施します。 

(3) 不登校や引きこもってしまった方が、自宅以外で安心して過ごせる居場所をつ

くります。 
 

第 6 期（令和 3 年度～令和 5 年度）実績見込 

(1) １回（５月末頃） 

(2) １回（９月末頃） 

(3) 随時 

 

② 点字・声の広報等発行 

視覚障がいのある方へ、点訳、音声訳等により、町の広報などの必要度が高い情報

を提供します。 
 

第 6 期（令和 3 年度～令和 5 年度）実績見込：随時 
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第５章 サービスの円滑な提供のための取り組み 

１．相談支援ネットワークの推進 

地域における相談支援のネットワークの核として「東近江圏域障害児（者）サービス調整

会議」および「日野町地域生活支援ネットワーク会議」の充実を図り、障がい福祉サービス

提供事業所をはじめ、教育、労働、保健・医療、ボランティア団体、権利擁護機関など多様な

社会資源のネットワーク化を図り、それぞれの専門的な立場から障がいのある人の生活全般

を支援できる体制づくりを推進します。 

また、障がいのある人の視点に立った相談支援事業の運営評価や地域生活に資する支援人

材の育成、また新たな社会資源の開発や障がい者施策への反映等の取り組みを推進します。 

 

２．ケアマネジメントの仕組みづくり 

〔１〕相談支援体制の充実 

障がいのある人やその家族の様々な相談、ニーズに一元的、迅速に対応するため、相談窓

口の充実を図ります。 

また、複合的なニーズが発生した場合にも対応できるよう相談支援・ケア体制の充実に取

り組みます。 

 

〔２〕ケアマネジメント従事者の確保・育成 

障がいのある人に対する総合的・継続的ケアが適切かつ円滑に行えるよう、ケアマネジメ

ントに従事する人材の確保・育成を図ります。 

 

〔３〕関係機関・団体が連携したケア機能の強化 

障がいのある人が身近な地域で気軽に相談ができるよう、地域の関係団体・機関が連携し

た相談支援およびケア機能の強化を図ります。 

 

３．サービスの質向上に向けた取り組み 

〔１〕サービス提供事業者に対する指導・監督 

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の各サービスを提供する事業者に対しては、

町に指定・指導権限があることから、利用者に対し適切なサービスが提供されるよう調査や

監査などを必要に応じ実施し、サービスの質の向上を図ります。 
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〔２〕サービス管理責任者の資質の向上 

障害者総合支援法に基づく、障がい福祉サービス（生活介護、療養介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援、共同生活援助）を実施するサービス提供事業者は「サービス管理責

任者」を配置することになっています。サービスの質の確保に必要な知識、技能の向上を図

るため、事業者（サービス管理責任者）は、滋賀県が実施する養成研修を受講していただく

必要があります。 

 

〔３〕障害支援区分に関する認定審査の質の確保 

障害支援区分認定の適正な実施のため、認定調査の際に対象者の普段の状態を把握してい

る家族等から聞き取りを十分行い、認定審査会の会議で正確な情報提供に努めます。 

 

〔４〕適切なサービス利用計画の作成 

障がいのある人一人ひとりに適切なサービス利用計画が作成されるよう、相談支援事業者

が行う相談支援事業の充実に努めます。 

 

〔５〕福祉サービスに対する評価の実施への働きかけ 

障がい福祉サービス提供事業者にサービス自己評価の実施を働きかけることにより、自ら

提供するサービスの質を高め、障がいのある人に良質かつ適正なサービスを提供し、また利

用者が適切にサービスを選択できるよう取り組みます。 

 

４．利用者の権利擁護 

〔１〕福祉サービス利用者の苦情解決のための対応の周知 

福祉サービスの利用に際して、障がいのある人が不利益な扱いを受けた場合の苦情相談の

仕組みを整備し、安心してサービスが利用できるよう努めます。 

 

〔２〕福祉サービスの利用支援の推進 

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知を図り、判断能力に不安のある知的障がいの

ある人や精神障がいのある人等が財産管理や在宅サービスの利用などで自分に不利な契約を

結ぶことがないよう支援します。 
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〔３〕障がいのある人に対する虐待等の防止に向けた取り組み 

障がいや障がいのある人に対する正しい認識や理解を深め、障がいのある人に対する暴力

や虐待行為を予防するため、引き続き人権尊重の視点に立って啓発を推進するとともに、地

域自立支援協議会など地域の関係者のネットワークを通じて、障がいのある人への虐待の早

期発見・早期対策のための知識の普及・啓発、地域での相談支援体制の整備を図ります。 

 

〔４〕障がいのある人の災害対策 

災害時には、行政機関の救助（公助）が全ての方に行き届かないことが想定されているた

め、地域の中で避難行動をとることが困難な災害時要支援者の把握に努め、災害時には地域

等で助け合う仕組み（共助）が十分に機能するよう、継続して支援を行います。 

また、医療的ケアが必要な方、行動障がいのある方、コミュニケーション障がいのある方

については、地域の指定避難所を利用することが困難な方がおられるため、避難所の環境や

必要となる備蓄品等も含め、福祉避難所のあり方を再検討します。 

 

〔５〕新型コロナウイルス等感染症への対策 

新型コロナウイルス等の感染症が流行した場合でも、障がいのある人が地域で安心して生

活を続けていただけるよう、県や障がい福祉事業所等と連携し適切な対応に努めます。 

マスク等の衛生用品の備蓄に努め、施設内での感染リスクを下げるため、必要に応じて障

がい福祉事業所等へ提供します。 

家族等が感染で入院等をされ、在宅生活が困難になった障がいのある人に対し、適切な支

援が提供できる仕組みを東近江福祉圏域で構築します。 

あわせて、感覚過敏等によりマスクを付けられない人がいることについても周知し、差別

等につながらないよう支援します。 

 

〔６〕その他 

ヘルプマーク、ヘルプカードの普及と活用に努めます。 

個別ケースにおいて、重層的支援が必要な場合、関係機関と連携して支援します。 
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第６章 計画の推進体制 

１．進行管理体制の確立 

本計画は、上位計画である日野町障がい者計画と一体的に推進し、関係部局、関係機関・

団体、障がい当事者等と連携を図りながら、総合的かつ効果的な計画の推進を図ります。 

庁内の推進体制として、年度ごとに計画の進捗状況を把握し、施策の充実や見直しについ

て協議を行う場を設け、本計画の円滑な推進に努めます。 

 

２．計画の点検・評価の方策 

各目標値、サービスの見込量について、必要に応じてその実績を把握し、障がい者施策や

関連施策の動向も踏まえながら、本計画の分析・評価を行い、必要があると認められる場合

は、本計画の変更や事業の見直し等を行います。 

本計画について「PDCA（Plan：計画、Do：実施・運用、Check：点検、Action：見直

し）サイクル」を構築し、計画の評価・改善を行っていきます。 

 

３．近隣市町等と連携した取り組みの推進 

障がい者団体をはじめ、ボランティア団体、民生委員・児童委員、社会福祉協議会等多く

の地域関係団体の協力・連携のもと、本計画の着実な推進に向け取り組みます。 

計画の見込み数値や事業所の指定等については、滋賀県と必要な調整を図り、本計画が円

滑に進むよう取り組みます。 

また、本計画の策定を通じて、国が示した目標を実現していくためには、福祉施設から一

般就労への橋渡しや福祉施設に対する就労継続支援の雇用型への誘導方策等、抜本的な就労

支援施策の構築・具体化をはじめ、訪問系サービスの実績に応じた国庫負担の仕組みに改め

ることや、利用者や事業者の実情を踏まえて日中系・居住系サービスの基準・報酬などを設

定していくこと、さらには障がいのある人のサービス利用が抑制されることのないよう適切

な方策を講じることなど、数多くの課題が山積しています。 

このような障がい者福祉施策の充実や制度の見直し等について、近隣市町や滋賀県と協力・

連携し、積極的に国に対し提言や要望を行っていきます。 
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資料編 

１．第６期日野町障がい福祉計画（第２期日野町障がい児福祉計画） 

策定委員会の経過 

 

回 日 時 内 容 

１ 令和２年７月 13 日 

・委員長・副委員長の選出 

・障がい福祉計画（障がい児福祉計画）について 

・策定のスケジュール 

・関係団体調査について 

２ 令和２年 10 月７日 
・計画の骨子案について 

・ヒアリング調査について 

３ 令和２年 12 月 23 日 ・計画の素案について 

４ 令和３年 1月 27 日 ・計画内容の確認 
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２．日野町障害者計画・障害福祉計画策定委員会運営規則 

 

平成26年３月28日規則第10号 

改正 

平成29年３月28日規則第５号 

平成29年９月26日規則第19号 

日野町障害者計画・障害福祉計画策定委員会運営規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日野町附属機関設置条例（平成26年日野町条例第１号。以下「条例」と

いう。）に定める日野町障害者計画・障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）

の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（担任事務） 

第２条 委員会の担任事務は、条例別表第１の日野町障害者計画・障害福祉計画策定委員会

の項担任事務の欄に定めるとおりとする。 

（委員の定数） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）の定数は、条例別表第１の日野町障害福祉策

定委員会の項委員の定数の欄に定めるとおりとする。 

（委員の委嘱） 

第４条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 障害福祉に関する識見を有する者 

(２) 障害福祉関係団体を代表する者 

(３) 障害のある者およびその家族 

(４) その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、計画の策定が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長等） 

第６条 委員会に委員長および副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

４ 委員長および副委員長ともに事故があるときまたは委員長および副委員長がともに欠け

たときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。 
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（会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

（定足数および議決の方法） 

第８条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

（関係人の出席等） 

第９条 委員会は、必要と認めたときは、その議事に関し専門的知識を持つ者または関係人

を出席させ、説明または意見を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

（分科会等） 

第11条 条例第４条の規定により、委員会に分科会を置き、条例別表第１の日野町障害者計

画・障害福祉計画策定委員会の項担任事務の欄に掲げる事務を所掌させることができる。 

（庶務） 

第12条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。 

（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（会議の召集の特例） 

２ この規則による最初の会議および委員の任期満了後における最初の会議は、第７条第１

項の規定にかかわらず、町長が召集する。 

付 則（平成29年３月28日規則第５号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則（平成29年９月26日規則第19号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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３．第６期日野町障がい福祉計画（第２期日野町障がい児福祉計画） 

策定委員名簿 

 

団体名 氏 名 備 考 

社会福祉法人日野町社会福祉協議会 西河 均  

社会福祉法人わたむきの里福祉会 酒井 了治 委員長 

社会福祉法人わたむきの里福祉会 

（支援センター太陽／働き・暮らし応援センター） 
野々村 光子  

社会福祉法人わたむきの里福祉会 

（わたむきの里グループホーム主任） 
青山 茜  

日野町民生委員児童委員協議会 町田 勉 副委員長 

日野町身体障害者更生会 松本 建司  

日野町手をつなぐ育成会 山田 恭子  

わたむきの里家族会 川瀬 芳敬  

滋賀県立八日市養護学校 東 聡  

日野町教育委員会 山中 博嗣  

社会福祉法人蒲生野会 

（支援センターれいんぼう） 
藤宮 祐憲  

（敬称略） 
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第６期日野町障がい福祉計画 

（第２期日野町障がい児福祉計画） 

 

 
 

〒529-1698  

住      所：滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 1番地 

電 話：0748-52-1211（代表） 

ファックス：0748-52-0089 

e-mail  ：fukushi@town.shiga-hino.lg.jp 

発行：令和 3 年３月 

 編集：日野町 
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