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22 23 24 25 25目標 31目標

43 51 － － 52 53

1,364 1,438 － － 2,220 2,732

15 16 21 28

グループホーム等の整備 成果指標「グループホーム等整備数」を達成することによ
り、障害者の自立した地域生活を支えるための住まいの場
を整備する。　障害者の自立した地域生活を支援するため、グループ

ホーム等を整備する。

障害者の就労支援と工賃アップ 成果指標「福祉的就労等から一般就労した障害者の就職者
数」の目標達成に向けて、就労支援の取り組みを進めると
ともに、施設における工賃アップを図り、障害者の自立を
促進する。

　障害者1人ひとりの適性にあった就労支援を進めるとと
もに、障害者雇用奨励金の活用などにより、区内の中小
企業にも雇用を働きかける。また、障害者就労施設にお
ける工賃アップに取り組む。

相談支援体制の整備 成果指標「障害者総合支援法に基づくサービス利用者数」
により、サービス利用者数の増加を目指すにあたり、相談
支援体制の整備により、サービス利用者がより適切にサー
ビスを選択し、自立を目指していくことを支援する。

　計画相談支援等に対応できる相談支援の体制を整備す
るとともに、障害者自立支援協議会における個別ケア会
議の活性化などにより、相談の基盤を支える相談員の資
質の向上を図る。

現状と課題

　障害者の自立支援のため、一般就労を促進させるとともに、福祉的就労における工賃アップを図る環境を整える
必要がある。

　障害者が地域で自立して暮らしていくことができるように、グループホーム等のサービスの整備・充実を進める
とともに、個々の実情に応じたサービスの組み合わせができるように相談支援を充実する必要がある。

25年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

福祉的就労等から一般就労した障害者の就職者数

障害者総合支援法に基づくサービス延べ利用者数（月
平均）

グループホーム等整備数（累積数）

分野の成果指標

障害福祉分野（25年度）

障害者が安心して暮らせる地域社会　　　　

分野目標

　障害者が一般就労や福祉的就労を通じて自立し、また、さまざまな地域活動・交流にかかわることで社会参加を
図り、地域の中でいきいきと暮らすことを目指す。

　障害者が地域で自立した日常生活を送るために、相談支援体制が充実している中で、整備された多様なサービス
の中から自ら選択し、サービスを利用することのできる地域社会を目指す。
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

460 514 － － 600 －

43 51 52

17,961 18,493 19,800

23年度 24年度 25年度

事業１ 障害者の就労・雇用促進 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 区内障害者就労施設の工賃アップ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

10か年計画（第2次）第3章
　領域Ⅰ－1「オ　多様な雇用機会の創出」
　領域Ⅲ－1「エ　障害者の社会参加の促進」、「オ　障害者の就労機会の拡大」

【概要】

実績：

【概要】

実績：

　区内の障害者就労施設に経営コンサルタントを派遣し、工賃アップに
向けた具体的な取組を支援するとともに、共同受注促進事業により民間
企業からの受注の拡大を図る。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　就労を希望する障害者が、その障害特性や能力に応じて就労できるよ
うに、就業前訓練、企業開拓、定着支援等を継続的に実施するととも
に、個々の障害者への個別支援を強化し、一般就労の促進を図る。

実績：

【概要】

　障害者就労施設で働く障害者の工賃は低い金額で推移している。その主な要因として、障害者就労施設が仕
事を安定的に確保できていないことや、工賃アップに必要な経営技術等が充分でないため具体的な取組が進ん
でいないことがある。工賃アップを図るためには、これらに関して障害者就労施設への支援が必要である。

　障害者の一般就労の促進とともに、一旦就職してもその後離職してしまう障害者がいる中で、安定し継続し
た就労に向けて、就労継続・就労定着支援が必要である。

障害者社会参画 自立し社会に参画する障害者

施策目標

　障害者の就労について区民や事業者の理解が進み、一般就労の機会の拡大や福祉的就労における工賃アップ
が図られ、障害者が自ら望む就労形態を選択することにより、自立し社会参加する障害者が増えている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
就職希望者等で障害者福祉事業団に登録している障
害者の数

福祉的就労等から一般就労した障害者の就職者数

区内障害者就労施設の月平均工賃額（円）

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

314 386 － － 395 －

4,069 4,083 4,526

23年度 24年度 25年度

事業１ 障害者福祉手当 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 移動支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

【概要】 人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

実績：

区の計画との関係

第３期中野区障害福祉計画　第２節３事業及び必要な量の見込み

【概要】

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　在宅の障害者に対し、障害により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。障害の程
度により、１種と２種の手当がある。

実績：

【概要】
　屋外での移動が困難な障害者の外出支援を行うことにより、地域にお
ける自立生活及び社会参加を促す。

実績：

　

実績：

主な取組み

　障害者総合支援法外の各種サービスについても、利用者に必要なサービスの把握に努めるとともに、効率的
なサービス提供のための見直しを行っていく。

　地域生活支援事業に位置付けて給付を行っている事業については、利用者がより充実した生活を送れるよ
う、常に事業内容の見直しを図りながら、サービス内容の充実に向けた、継続的取り組みが必要である。

障害者福祉事業 在宅で暮らし続けられる障害者

施策目標

　障害者が地域で安心して住み続けられるよう、利用者の状況に応じた地域生活支援サービス等が提供されてい
る。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

移動支援月平均利用者数

日常生活用具年間給付件数

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

14.0 10.3 － － 10.0 －

1,364 1,438 2,220

869 922 1,020

23年度 24年度 25年度

事業１ 介護給付・訓練等給付 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 更生医療給付 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 障害福祉サービス支給決定事務 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 障害程度区分認定事務 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

第３期中野区障害福祉計画　第２節３事業及び必要な量の見込み

【概要】
　障害者の生活や障害の状況、サービス利用意向等を調査し、介護給
付・訓練等給付の支給決定(新規・更新・変更等）を行う。【手続きの流
れ】障害程度区分認定⇒サービス支給のための概況調査⇒サービス支給
量、支給期間、負担額等の調整⇒判定会議⇒支給決定・受給者証の発行 実績：

【概要】
　障害者が障害者総合支援法に基づく介護給付を受けるために必要な障
害程度区分の認定を行う。【手続きの流れ】サービス利用申請⇒障害程
度区分認定調査・医師意見書⇒（一次判定）⇒判定等審査会（二次判
定）⇒障害程度区分認定 実績：

　身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、障害の
程度を軽減したり、取り除いたりすることを目的とした医療費を給付。
給付対象となる主な障害は、心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害
（人工透析等） 、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害など。 実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　障害種別にかかわらず利用できる障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービスには、介護給付（居宅介護、生活介護、短期入所、ケアホー
ム、施設入所支援等）と訓練等給付（機能訓練、就労移行支援、就労継
続支援、グループホーム等）がある。 実績：

【概要】

　平成26年度末までに全ての自立支援給付対象者について計画相談支援を実施する必要がある。今後、特定相
談支援事業所・障害児相談支援事業所等の相談支援体制の確保に努める必要がある。

　障害者総合支援法移行後３年を目途に、障害者の支援等障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を
含めた支給決定の在り方等について検討が行われる。検討を進める中で、障害者が安心してサービスを利用で
きるよう、新たな支給決定のしくみ等を整備していく必要がある。

　障害者総合支援法の施行により、障害者の範囲拡大、障害支援区分の創設、重度訪問介護の対象拡大、ケア
ホームのグループホームへの一元化等の変更が行われる。変更後も、障害者の生活を支える障害福祉サービス
の安定的運営、適正な給付管理や事業者支援を継続して実施していく必要がある。

自立支援給付管理 障害者の自立を支えるサービスを適正に給付するしくみ

施策目標

　介護給付等自立支援給付費の請求・支払事務が適正に執行されているとともに、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・監督している。

　障害者が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よう、障害程度区分認定および障
害者総合支援法に基づくサービス等の給付調整・支給決定のしくみが確立されている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

請求誤りとして指導した件数の割合（％）

障害者総合支援法に基づくサービス延べ利用者数
（月平均）

障害程度区分認定者数（年度末実人員）

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

22,004 25,293 － － 27,000 －

4,370 3,178 3,500

60 72 130

23年度 24年度 25年度

事業１ 障害者相談 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 障害者支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 障害者地域自立生活支援センターの運営支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 障害者自立支援協議会の運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

10か年計画（第2次）第3章
　領域Ⅲ－3「ア　権利擁護と包括的な地域ケア体制の確立」
　　主な取組み「保健福祉の地域での連携体制の確立」ほか

【概要】
　障害者や家族の地域生活を支援し、自立と社会参加を促進するための
福祉サービス利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング等の業務
を事業委託し、運営支援を実施する。

実績：

【概要】
　障害者相談支援機関をはじめとする関係機関のネットワーク構築に向
けた協議を行うとともに、個別ケア会議の開催を通し地域課題の抽出や
社会資源の改善、開発を行う。

実績：

　支援困難事例への対応、障害者相談支援事業者への指導・助言を行う
ほか、身体及び知的障害者福祉法に基づく各種福祉サービスの利用支援
や、ケースワーク業務、給付決定事務を行うほか、障害者虐待の防止な
ど障害者の権利擁護事業などを実施する。 実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　身体、知的障害者の手帳申請、福祉手当、医療費助成などの各種福祉
サービスの利用相談及び精神障害者の手帳、自立支援医療の申請受付を
行い、福祉・保健・生活全般にわたる相談業務を行う。

実績：

【概要】

　地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務を行う基幹相談支援センター設置に向け、地域の相談支援
体制の強化や専門的な相談支援の実施に向けた体制整備、権利擁護のためのネットワーク強化が求められてい
る。

　２７年３月末までに、原則として全ての障害福祉サービス、地域移行支援、障害児通所支援を利用する障害
児者を対象として計画相談支援を実施するための体制を整備する必要がある。

障害者相談支援 適切なケアマネジメントにより支えられる障害者

施策目標

　障害者が安心して地域生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスの情報提供やサービス利用のため
の支援が行われている。

　障害者相談支援機関や関係機関と連携し障害者のケアマネジメントを展開することにより、個別ケア会議や
障害者自立支援協議会などを活用し、個別又は地域の課題解決が図られている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

相談延人数（障害福祉分野窓口分）

障害者地域自立生活支援センターの相談延人数
（人）

自立支援協議会の開催状況（回）

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

1 1 － － 2 －

81.8 77.1 84.0

8,431 10,791 12,167

23年度 24年度 25年度

事業１ グループホーム等整備支援 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 自立支援事業所支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 指定管理者制度による施設運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 作業支援・生活支援（弥生福祉作業所） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

10か年計画（第2次）第3章
　領域Ⅲ－1「オ　障害者の就労機会の拡大」　主な取組み「民間障害福祉作業所等の機能充実」
　領域Ⅲ－3「オ　豊かで適正なサービス供給の促進」　主な取組み「障害者自立支援の基盤整備」

【概要】
　指定管理者制度を導入している障害者福祉会館、かみさぎこぶし園、
生活寮、仲町就労支援事業所、中野福祉作業所の管理運営を的確に行
い、各施設における利用者への支援を充実する。

実績：

【概要】
　作業能力の伸長及び工賃アップを図るとともに、一般就労に向け企業
実習等に参加するなどの支援を行う。
　利用者が充実した生活を送ることができるように適性にあった生活支
援プログラム（マナー講座等の新規プログラムの導入）を提供し、サー
ビスの向上を図る。 実績：

　障害者総合支援法に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就
労継続支援を行う指定障害福祉サービスを運営する事業者に対し、運営
費の一部を補助することにより、サービス利用者の福祉の向上を図る。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　障害者の地域での生活を支援する良質な障害者グループホーム等を確
保するために、事業者のグループホーム等の整備にあたり財政的な支援
と助言・指導等を行う。

実績：

【概要】

　区立施設は指定管理者制度への移行が進んでいるが、より一層の効率的、効果的な運営が求められている。
また、区立施設の整備や指定管理の更新等、利用者サービスの向上にむけた取組を適確に進めることが求めら
れている。
　弥生福祉作業所での多機能型事業運営で、就労継続支援Ｂ型事業では、工賃アップを図る環境を整え、一般
就労への働きかけを継続的に行い、就労支援を強化していく必要がある。また、生活介護事業では、個々の利
用者の適性にあった生活支援プログラムを展開し実践している。26年度の指定管理者制度導入に向け安定した
事業運営の引継が求められている。

　障害者が地域で生活を続けられるよう、多様なサービス基盤の整備が求められている。また、民間事業者
が、障害者総合支援法に基づくサービスを利用者に安定して提供できるよう、必要な支援をしていく必要があ
る。

障害者施設 さまざまな障害者施設によって支えられる障害者の自立

施策目標

障害者の地域での生活を支えるために必要な、多様で良質な施設の整備・運営が進んでいる。

区立施設において障害の状況に応じた必要なサービスを利用することができ、社会参加の機会が確保されてい
る。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
誘導により区内に新たに整備された障害者グループ
ホーム等の数

区立施設利用者の満足度（％）

区立障害者就労施設の月平均工賃額（円）

現状と課題


