
46 障害福祉 分野 様式２
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ほとんど毎日外出する障害者の割合
（外出頻度）【10か年計画】【保
健福祉総合推進計画】

誘導により区内に整備された障害者
グループホームの数

年金・手当以外に給料など就労によ
る定期的な収入のある障害者の割合
【10か年計画】【保健福祉総合推
進計画】

成果指標

　障害者の自立支援のため、通所型サービス利用から一般就労等への移行を促進する。
（障害福祉計画の重点課題）

障害者が安心して暮らせる地域社会

分野目標

（１）障害者の社会参加のために、障害者が就労や地域活動を通じ、さまざまな交流や活
動にかかわることで､いきいきと暮らすことを目指す。

（２）障害者が地域で自立した生活を送るために､多様なサービスの中から自分にあった
ものを選択して利用できる社会を目指す。

（３）支援が必要な人に対して安定した日常生活のための相談援助を確保するために、適
切なサービスの組み合わせによって、計画的に自立や機能維持を図る体制の整備を目指
す。

（４）障害者が地域で在宅生活を続けられるよう、多様なサービス提供主体の参入やグ
ループホームの誘導整備等によりサービス基盤の整備が進められている。

成果指標と目
標値

現状と課題

　障害者の地域における自立生活の支援として、障害者（児）の地域生活を支援するた
め、移動支援事業の対象を拡大する。

　障害者の地域での自立した生活を実現するためには、日中活動の場の確保が必要であ
る。現在、区内には医療的ケアが必要な障害者の受け入れ施設は少なく、今後増加が見込
まれる医療的ケアが必要な養護学校卒業生への対応など受け入れ体制を整備する必要があ
る。



16年度

4,244,941

13,741

手話通訳等派遣 　手話で意思疎通を図ることが困難な障害
者の地域生活が促進される。　要約筆記者の派遣を行う。

障害者の雇用促進

　事業対象の活動範囲を、就労開始時及び通
学支援に拡大する。

移動支援事業

取り組み

　障害者の一般就労移行促進及び障害児の
教育の機会の確保につながる。（障害者の
社会参画支援策）

　一般就労を目指す障害者の雇用につなが
る。

-

-

-

-

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

4,368,508

地域保健福祉

区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

　相談・支援事業

　企業からの求人の必要条件となっているＰ
Ｃ操作・入力等のスキル習得を目的としたＩ
Ｔ講習会を実施する。
　区の空き施設を活用し、特例子会社等の誘
致を行う。

障害者支援関連施設運営支援 　必要とされる医療的ケアが地域で提供さ
れる.　江古田の森障害者支援関連施設通所施設に

おいて、医療的ケアの必要な障害者を受け入
れることとし、事業者に対し、看護師の配置
増に伴う人件費補助等の支援を実施する。

14,184

17年度



様式３

障害者社会参画

4601

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 - 40.9% - 44.0% 47.0%

長期 - 30.7% - 32.0% 33.0%

短期 198 272 - 280 295

長期 13 3 - 8 6

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 29 25 40

事業概要

事業名

実績 469 441 680

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

聴覚障害者の社会的活動を促進するために、手話通訳者等を派遣する。
１９年度より、要約筆記者派遣によるコミュニケーション支援施策を充実する。
１８年度まで東京都が実施してた手話通訳者派遣（高度内容分）を、区の地域生活支援事
業として位置づけ実施する。

障害者が地域で自立して生活し、社会参画する障害者が増えている。

(4)障害者福祉サービスに関する障害者からの苦情件数が少なくなり、満足度が高くなって
いる。

(3)就業を希望し障害者福祉事業団に登録している障害者等が増加するなど、自立し社会参
画を望む障害者等が増えている。

(2)年金・手当以外に給料など就労による定期的な収入のある障害者の割合が増えている。

障害者の雇用促進

就労支援者により、障害者の求人を発掘するとともに、障害者の職場実習及び障害者と就
職先企業との調整を行う。
１９年度より、IT講習会による事務能力の向上支援を行う。

障害者の就職者数

成果指標
と目標値

年金・手当以外に給料
など就労による定期的
な収入のある障害者の
割合

ほとんど毎日外出する
障害者の割合

就業を希望し障害者福
祉事業団に登録してい
る障害者等の数

自立し社会に参画する障害者

障害者福祉サービスに
関する障害者からの苦
情件数

(1)ほとんど毎日外出する障害者の割合が増加するなど、障害者の社会参画の機会が増えて
いる。

手話通訳者等派遣

手話通訳者等派遣回数

現状と
課題

　障害者の自立支援のため、通所型サービス利用から一般就労等への移行を促進する。

　コミュニケーション支援や移動支援の方法・範囲を充実し、より一層の障害者の社会参
加を促進する。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 45,671 40,310 40,000

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)１０カ年計画
　　領域Ⅲー１　障害者の社会参加の促進、障害者の就労機会の拡大
(2)保健福祉総合推進計画
　　第２章第２節　社会参加・社会貢献の機会拡充、障害者の社会参加促進、障害者の就労機会の拡
大
(3)障害福祉計画
　　地域生活支援事業（手話通訳派遣、自動車改造費助成）

障害者の自立生活の実現とその福祉向上を目的とし、障害者の就労を多様に推進する障害
者福祉事業団に助成を行う。

障害者福祉事業団運営助成

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

1,752

16年度

1,791

539,670553,164 ー

運営助成額



様式３

障害福祉事業

4602

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 1,153 1,595 - - 1,830 1,976

長期 496 533 - - 592 600

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 3,131 3,209 - 3,276

事業概要

事業名

実績 217 215 - 3,935

事業概要

現状と
課題

　平成１８年１０月からの地域生活支援事業について、今後もサービスの内容の見直しを
図りつつ、より充実を図っていく。

　地域生活支援事業に移行しない事業については、障害者のニーズを把握し、事業の見直
し等を図っていく。

　障害者自立支援法に基づき、平成18年４月から移行した、更生医療、10月から移行した
補装具給付、進行性筋萎縮症療養費の円滑な事務処理をおこなう。

在宅で暮らし続けられる障害者

(1)車いすガイドヘルパーは、利用時間数が増加することにより、より日常生活の利便が図
られてきている。

日常生活用具設備改善給付

年間給付件数

成果指標
と目標値

在宅障害者（児）緊急
一時保護事業延利用回
数

車いすガイドヘルパー
派遣年間延べ利用時間

施策目標

重度障害者(児）に対して日常生活の利便を図るため個々の特性に合った用具を選定して給
付する。平成１８年１０月から、地域生活支援事業に移行し、補装具給付からストーマ装
具等給付が移行した。

障害者が地域で安心して住み続けられるよう、地域生活支援基盤の整備を進める。

(2)在宅障害者（児）緊急一時保護事業の利用者が増加し、障害者を抱える家族の介護負担
が軽減され、障害者の在宅生活が向上してきている。

特別障害者手当等

在宅の 重度の障害者に対し、障害による特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給
することにより、障害者の福祉の増進を図る。

支給件数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 3,177 3,293 - 603

事業概要

事業名

実績

事業概要

1,038,0421,006,297 ー

年間給付件数

－

ー

3,370

16年度

3,258 ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

補装具給付

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

　日常生活用具給付事業、車いすガイドヘルプ事業、人工肛門・人工膀胱装具及び酸素購入費助成事
業については、障害福祉計画の地域生活支援事業である。

身体障害者（児）の日常生活や社会生活・職業生活の便宜を図るため、その失われた身体
機能を補うための用具（補装具）の交付及び修理の要する費用を給付する。平成１８年１
０月から、障害者自立支援法の補装具給付事業に移行した。



様式３

障害福祉サービス

4603

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 24% 12%

長期 10 8

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 5,285 5,638 - 6,922

事業概要

事業名

実績 3,068 3,092 - 4,476

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

知的障害者施設に入所・通所している者に対して、必要な指導、訓練、保護等を行う。

事業者からの請求に基づく介護給付費等が適正に執行されている。また、障害者が安心し
て障害福祉サービスを利用できるよう事業者を指導、監督する。

(2)サービスの利用に関する苦情の発生件数が低くなっている。

介護給付・訓練等給付

障害のある方が必要とするサービスを、障害の種別にかかわらず利用できる。介護の支援
を受ける場合には介護給付、訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付によるサービスが
用意されている。

延利用者数

成果指標
と目標値

サービスの利用に関す
る苦情の発生件数

請求誤りとして指導し
た件数の割合

安心して利用できる障害福祉サービス

(1)事業者からの請求において、請求誤りとして指導した件数の割合が低くなっている。

知的障害者施設支援

延利用者数

現状と
課題

 障害者自立支援法が平成18年4月及び10月から施行され、従来の支援費制度からサービス
体系、請求事務が大きく変化した。このような状況のなかで、制度を安定的、適正に運営
していかなければならない。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 2,415 2,837 - 3,059

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

保健福祉総合推進計画（主な取組み　事業者に対する指導の強化）

屋外での移動が困難な障害者について、外出のための支援を行う。平成18年10月より地域
生活支援事業となり、サービスの提供は区と委託契約を締結した事業者が行う。

移動支援

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

5,059

16年度

4,908

1,558,1201,516,228 ー

延利用者数



様式３

障害者相談支援

4608

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 7,058 - - 14,000 14,500

長期 - - 600 800

長期 - - 900 1,000

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - - 400

事業概要

事業名

実績 2,371 2,613 - 2900

事業概要

現状と
課題

障害者自立支援法の施行に伴い障害者が自らサービスを選択し利用する制度となってい
る。障害者が適切なサービスを利用できるように、相談支援事業（障害者ケアマネジメン
ト等）の充実が課題となっている。

障害者自立支援法は、これまで相対的に利用が進まなかった精神障害者への福祉サービス
を拡充する視点から、三障害（身体、知的、精神）に統一的なサービス提供を目指してい
る。これに対応する相談窓口を、総合公共サービスセンターの整備等と調整しながら充実
することが課題となっている。

安心してサービスを利用する障害者

(1)障害程度区分審査会が公正かつ効率的に運営されて、審査数が増加している。

障害者地域自立生活支援センターの運営支援

延自立支援相談人数

成果指標
と目標値

障害程度区分認定者数

窓口相談件数

支給決定者数

施策目標

社会福祉法人に委託し、２４時間体制で身体障害者、知的障害者及びその家族に対する相
談支援を行う。

サービス基盤が充実するとともに、障害者が必要とするときにいつでも相談できる体制が
整い、適切な障害程度区分認定と支援決定が行われている。

(3)ケアマネジメントが適正に行われて、障害サービスが効果的に提供されている。

(2)総合的な相談体制が整備され、適切な障害サービスの支給が決定されている。

身体障害者・知的障害者調査・支給決定

身体障害者、知的障害者や精神障害者の生活や障害の状況を調査し、審査会で審査判定に
供するとともに、障害程度区分の決定を行う。

審査件数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

(施策再編のた
めなし)

(施策再編のた
めなし)

ー

－

ー

16年度

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)１０か年計画
　Ⅲ‐3権利擁護と地域ケアの連携体制の確立
(2)保健福祉総合推進計画
　第2章第2節共に生きるまちづくり　2包括的な地域ケアの構築　施策2利用者の意見を尊重する相談
支援体制の充実（主な取組み　ライフステージを一貫した障害者総合相談支援体制の構築、ケアマネ
ジメントの充実）
(3)障害福祉計画（相談支援事業を地域生活支援事業として位置づけている。)



様式３

障害者施設支援・整備

4607

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 0 5 40 114 114

長期 0 1 2 4 7

長期 0 0 1 4 6

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 14,027 15,025 15,200

事業概要

事業名

実績 0 0 40 0

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

一般就労がしにくい在宅在宅障害者に授産指導、生活指導をしている民間事業者に補助金を交
付し、障害福祉の向上を図る。

障害者が地域で在宅生活を続けられるよう、多様なサービス提供主体の参入等によりサービス
基盤の整備が進められている。

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労及び障害者等を日常的に介
護している家族の一時的な休息のため支援体制の整備が進められている。

精神障害者共同作業所等

精神障害者を対象とした社会適応訓練、作業訓練を行っている団体に対し、運営費及び事業費
の一部を助成する。

社会適応訓練等延参加人数

成果指標
と目標値

誘導により区内に整備され
た障害者グループホームの
数

区の支援により区内に整備
された民営施設の障害者数

日中活動の場の拡充

様々な障害者施設への支援・整備

地域生活に移行する障害者等が必要な援助を受けながら少人数で共同生活するグループホーム
等の誘導整備が進んでいる。

知的障害者通所援護施設運営支援

通所者数

現状と
課題

　障害者の日中活動の基盤整備については、養護学校の卒業生など利用者増加に対応するサー
ビス量の確保が必要となっている。また、2006年度に障害者自立支援法が施行されたことに
ともない、新しい体系に従ったサービス提供の再構築を進めている。

施設入所者等の地域生活移行については、障害者本人の意思のみならず、保護者・家族、施設
関係者、主治医等の関係者との十分な協議を経て進めていくことが必要である。

在宅の障害者等を日常的に介護している家族が疾病等のために介護が困難になったときや、休
息が必要な場合等に日中一時的に見守り等の支援が必要となり充実が求められている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年年計画
　計画の主な取り組み　精神障害者社会復帰センターの移転、障害者グループホーム誘導整備、障害者
通所施設の整備

（２）保健福祉総合推進計画
　計画の主な取り組み　障害者グループホーム誘導整備

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

106

16年度

100

32,77430,996 ー



様式３

障害施設

4604

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 84% 83% - - 84 89%

長期 65% 69% - - 68 69%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 7,749 8,068 - 7,500

事業概要

事業名

実績 - 5600

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

障害によって生じた生活上の問題解決のため、多様なプログラムを用意する。（個別訓
練・課題別訓練・デイプログラムなど）

区立施設の年平均通所率が高くなるなど、施設への通所を通して、家にとじこもりがちな
障害者の自立・社会参加が促進されている。

集会室等利用承認件数・延利用人数が増加するなど、障害者が自立した活動を活発に行
い、社会参加が促進されている

障害者福祉会館施設運営

障害者や障害者を支える人々が、障害者福祉会館を拠点に自主活動を展開するため集会
室、音楽室等の施設を提供するほか、各種サービス事業を提供する会館施設を維持運営す
る。

集会室等延利用人数

成果指標
と目標値

事業への利用者満足度

区立施設の年平均通所
率

生き生きと地域社会で生活する障害者

障害施設の支援目標の成果として、事業への利用者満足度が高くなっている。

自立訓練

リハビリ訓練・相談等延利用者数

現状と
課題

区立施設の年平均通所率　　加齢や病状の悪化による身体能力の低下、利用者の重度化などから通所
率を維持することがむずかしくなっているが、障害者やその家族など障害者を支える人びとの協力で
休む日を減らし、通所日数を増やすよう努力を続けている。

事業への利用者満足度　　　利用者の重度化、高齢化にともない事業内容の一層の工夫が求められて
いる。事業を利用する障害者の自立・社会参加をめざして事業内容のより一層の充実に努めている。

集会室等延利用人数　　　　耐震工事など施設整備のため長期に集会室が利用できない場合や障害者
の重度化、病状悪化のため利用人数の減少が考えられる。障害者が集会室を気軽に利用し、自立した
活動を活発に展開できる環境づくりが課題となっている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 7,813 7,674 - 7,380

事業概要

事業名

実績 7,939 8026 - 8203

事業概要

延利用者数

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

利用者の日常生活に必要な動作を身に着ける支援を行う。個性に応じた活動を通じて生活
の充実を図る。作業及び行事を通して地域のかかわりを深め、豊かな社会生活を送れるよ
うに支援する。

かみさぎこぶし園

重度知的障害者等に対して、その心身の発達を促進し、社会生活能力を開発するために必
要な訓練を行う。これにより、日々の生活の充実を図り、社会的自立を助長する。

生活介護

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

2,329

16年度

2,100

717,222648,821 ー

延利用者数



様式３

就労施設

4605

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 7,929 7,460 - - 7,650 8,000

長期 89 86 - - 87 90

長期 79 - - 150 180

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 6,479 6,216 - 7,000

事業概要

事業名

実績 9,377 8,707 - 8500

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

受託加工作業を通じて作業能率の伸長を図る。

施設において作業支援・生活支援・就労支援等のサービスが提供され、障害者が地域で自
立して働いている。

(3)　継続した就労支援等が実施され、就労実習等の就労に向けた機会が増えている。

(2)　利用者が毎日通所し、生活支援等を受けることにより、社会生活適応能力が向上し生
活の質が高まっている。

福祉作業所運営(弥生福祉作業所）

受託加工作業を通じて作業能率の伸長を図る。

利用者一人当たりの月平均工賃額

成果指標
と目標値

利用者の通所率

利用者一人当たりの月
平均工賃額

就労準備活動延日数

障害者に用意される就労の場

(1)　充実した作業支援等が提供され、利用者一人当たり月平均工賃額が増えている。

福祉作業所運営(中野福祉作業所）

利用者一人当たりの月平均工賃額

現状と
課題

施設では障害者自立支援法の趣旨を踏まえ、利用者に就労準備のチャレンジができるよう
に支援しているが、就労を受け入れる企業は非常に少ない。、

このため作業所内での仕事の種類や量を増やし、働くことへの意欲を向上させるとともに
工賃額の増加につなげていくことが期待されている。また、新たな受託加工の開拓も望ま
れている。
さらに、健康管理や生活支援を行い、安定して通所し社会生活適応能力を向上させること
も必要である。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)　10ヵ年計画　　平成23年度　中野福祉作業所建替え計画

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

1,284

16年度

1,301

395,456401,758 ー



様式３

精神障害者支援

4606

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 44.0 37.0 - - 50.0 60.0

長期 12,044 11,494 - - 12,000 12,600

長期 80.0 72.9 - - 80.0 85.0

16 17 18 19目標 19実績

(事業名)

実績 44.0 37.0 - 50.0

事業概要

自立した生活をめざす精神障害者

施策目標

精神障害者に対する支援ネットワークが強化され、地域生活及び社会復帰の事業が充実
し、当事者が相互に支援しあい社会復帰の担い手となる人材が増える。

①精神障害者社会復帰センター（授産）利用者が事業を利用することにより、精神障害者
に対する各種サービスや支援ネットワークを活用しながら生活・就労等さまざまな社会活
動に復帰、参加する機会が増えている。

②施設利用が増えることにより、精神障害者の孤立化が防止され、社会参加の促進が図ら
れている。

③利用者が満足する支援、サービスが提供され、精神障害者の自立が促進している。

成果指標
と目標値

精神障害者社会復帰セン
ター（授産）事業利用者の
社会活動参加率（％）

精神障害者地域生活支援セ
ンター年間延利用者数
（人）

利用者の満足度（％）

現状と
課題

精神障害者社会復帰センター（授産）や地域生活支援センターせせらぎの利用を始める方
の中には、長期の閉じこもりや闘病を続けてきた方、急な発病で家族や社会から様々なス
トレスを受け、苦しみ、悩み、元気を喪失している方も多い。病気を抱えながら安定し
て、自立した生活を取り戻し、社会に参加し、生きがいある生活をしていくためには、利
用者個人の努力だけでは難しいことも多く、精神障害者に対するサービスの利用と支援
ネットワークの活用が必要である。しかし、サービスやネットワークは質量とも十分とは
いえず、社会的偏見も残っているのが現状である。両施設は、利用者や支援者と協働しな
がら、行政、企業、地域社会、家族等への旺盛な働きかけに取り組み、ネットワークの拡
充、サービスの拡大をめざしている。

＜主な取組み＞

精神障害者社会復帰センター

社会活動参加率（％）

作業を通じて仕事を遂行する力をつけたり、就労など社会参加の支援をする。



16 17 18 19目標 19実績

(事業名）

実績 12,044 11,494 - 12,000

事業概要

事業名

実績 139 122 - 140

事業概要

事業名

実績

事業概要

精神障害者地域生活支援センター

年間延利用者数（人）

安心してすごせる場の提供、電話・来所相談、各種講座の開催などにより精神障害者の日
常生活を支援する。また、心の相談室では、臨床心理士による継続的な専門カウンセリン
グを行う。

精神障害者社会復帰センター運営（精神障害者就労技能養成講座）

延参加者数（人）

働くことの意義の確認、意欲助長、自己の環境整備などについて理解を深める講座を実施
する。また、就職へのステップとして、ヘルパーの資格取得を支援し就労を助長してい
く。

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

87,677 88,399 ー ー

区民一人あたりコスト（円） 284 287 － ー

区の計画との関係

１０ヵ年計画
領域Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち　　精神障害者支援体制の充実　精神障害者社会復帰
センター移転（仲町小跡総合公共センター内）
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