
平成31年度
（2019年度）

指標の種類 30実績 31目標 32目標

(1) － 63人 65人

ベンチ

マーク

(2) １０か年計画 94.0% 95.0%

ベンチ

マーク

(3) － 166室 183室

ベンチ

マーク

(4) － 25.5% 34.0% 36.0%

ベンチ

マーク

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

障害者相談係 障害者相談

障害者支援係 障害者支援

障害者施設係 障害者施設

障害者施策推進係 障害者施策推進

在宅福祉係 在宅福祉

認定給付係 認定給付

障害者差別解消法を知っている人の割合

３　課の構成

係名 担当施策名

２　課の指標

指標／実績(30年度)・目標(31年度・32年度)

福祉的就労等から一般就労した障害者の就職者数

障害福祉サービス等利用計画の作成が必要な件数のうち、指定特定相談支

援事業所により作成された計画の割合

福祉的就労等から一般就労した障害者の就職者数の23区平均

（人）

東京都23区における上記比率

区内グループホームの整備数（累計）

23区内のグループホーム整備数（事業所数）※東京都指定事業

一覧

○相談支援の充実によって、障害のある人は多様なサービスの中から自分に必要なものを選択し、地域で安心して生活している。ま

た、地域において障害のある人に対する理解が進んでいる。

03 障害福祉課 　障害者が安心して暮らせる地域社会

１　課目標（課の政策目的）

○障害者の就労支援等によって、障害のある人は社会に参加し様々な交流や活動に関わることで、生き生きと暮らしている。



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

事業13

事業14

事業15

事業８

事業９

事業10

事業11

事業12

事業３

事業４

事業５

事業６

事業７

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由

とする差別の禁止や合理的配慮の提供への啓発が進むことにより、障害者差別解消法を知っている人が増加する割合を指標

として設定した。目標値は中野区健康福祉総合推進計画2018（30～34年度）を踏まえ設定した。

○障害者の工賃の向上を示すものとして障害者就労継続B型事業所の平均工賃月額を指標として設定した。目標値は、東

京都工賃向上計画を踏まえ設定した。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 障害者施策推進

事業２ 障害者の就労・雇用促進

(3)
（目標）

（実績）

(2) 障害者就労継続B型事業所の平均工賃月額
（目標）19,000円 19,500円 20,000円

（実績）

(1) 障害者差別解消法を知っている人の割合
（目標） 32.0% 34.0% 36.0%

（実績） 25.5%

○障害を理由とする差別の解消を推進するため、区民や事業者を対象とした啓発活動を行う必要がある。

○障害者の企業就労を促進し、安定して就労を継続するための定着支援を着実に実施していく必要がある。また、障害者就労

施設の工賃向上のために、安定的な仕事の確保と作業力向上の支援を行う必要がある。

○障害者差別解消の啓発事業等の実施によって、区民や事業者の障害者への理解が進み、障害者は生き生きと社会参画し

ている。

○障害者の就労・雇用促進事業や共同受注促進事業等の実施によって、企業就労の機会が拡大するとともに福祉的就労に

おける工賃向上が進み、障害者は自ら望む就労形態を選択し自立した生活をしている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

施策 0301 障害者施策推進 個性と多様性が尊重され、社会で生き生きと活躍する障害者



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0302 在宅福祉 在宅で暮らし続けられる障害者

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

(1) 移動支援の利用率（実人員／登録者数)
（目標） 85.0% 85.0% 85.0%

（実績）

○地域生活支援事業について、利用者がより充実した生活を送ることができるように、必要に応じたサービス給付が行われるため

の事業内容、給付方法の充実及び改善について継続的に取り組んで行く必要がある。

○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ることによって、障害者は地域で安心して生活している。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(2) 日常生活用具年間給付件数(件)
（目標） 5,000件 5,300件 5,600件

（実績）

事業８

事業９

(3)
（目標）

（実績）

事業３ 地域生活支援サービス

事業４ 意思疎通支援等

事業５

事業６

事業７

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○障害のある人の地域での社会活動の量を測るため、移動支援事業の利用者率を指標として設定した。

○障害のある人の日常生活の支援の規模を測るため、日常生活用具年間給付件数を指標として設定した。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 障害者手当等

事業２ 日常生活支援サービス

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15

事業10



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0303 認定給付 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

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

(1) 障害支援区分認定者数（年度末実人員）
（目標） 1,300人 1,380人 1,460人

（実績）

○障害者総合支援法に基づき、障害者の生活を支える障害福祉サービスの適正な給付管理や事業者支援・指導を継続して

いく必要がある。また、計画相談支援の着実な推進のため、指定特定相談支援事業所の設置を推進し、相談支援体制の確

保に努める必要がある。

○障害支援区分の認定及び障害福祉サービス等に係る給付調整・支給決定が適正に実施されることで、障害者は自らの状況

やサービスの利用意向に基づき、多様なサービスの中から必要なサービスを選択し利用している。

○障害福祉サービス事業者に対する自立支援給付費等の請求審査や指導が適正に実施されることによって、事業者の提供す

るサービスの質が確保されている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(2) 適正に自立支援給付費の請求事務を行った事業者の割合
（目標） 98.0% 98.2% 98.4%

（実績）

事業８

事業９

(3)
（目標）

（実績）

事業３ 更生医療給付等

事業４ 自立支援給付等調整

事業５

事業６

事業７

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○障害のある人が自らの状況やサービスの利用意向に基づき、多様なサービスの中から必要なサービスを選択し利用している度

合いを測るため、障害支援区分認定者数を指標として設定した。

○自立支援給付費の執行の適切さを測るため、請求誤りにより返戻処理されなかった事業者の割合を指標として設定した。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 介護給付・訓練等給付

事業２ 補装具給付

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15

事業10



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0304 障害者相談 障害者相談を活用し、必要なサービスを利用する障害者

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

(1) 相談によりサービス利用等、相談目的を達成した人の割合
（目標） － 92% 94%

（実績）

○多様化する障害者のニーズに応じ、総合的、専門的な障害者相談が求められている。

○障害者特性を考慮した窓口業務を行い、分かりやすく簡便な手続きで必要な福祉サービスが受けられる相談体制が求められ

ている。

○障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、その他の障害福祉サービスの利用援助等の支援を行うことにより、

自立した日常生活又は社会生活が営むことができている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(2)
（目標）

（実績）

事業８

事業９

(3)
（目標）

（実績）

事業３

事業４

事業５

事業６

事業７

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○障害者が適切な相談により必要なサービスの利用支援や情報提供等が行われたか、来庁者へのアンケート回答により「相談

目的を達成した。」と回答した人の割合を指標とした。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 障害者相談

事業２

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15

事業10



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0305 障害者支援 適切なケアマネジメントにより支えられる障害者

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

(1)
サービス等利用計画の作成が必要な件数のうち、指定特定相談

支援事業者により作成された計画の割合

（目標） 90.0% 94.0% 95.0%

（実績）

○障害福祉サービスを利用する場合に必要なサービス等利用計画について、未作成または相談支援事業者が見つからずセルフ

プランを作成しているケースが２割程度存在している。こうした利用者が計画相談支援を受けられるようにする必要がある。

○基幹相談支援センターとしての総合的、専門的相談の提供と相談支援専門員等の人材育成を図る必要がある。

○計画相談支援への誘導によって、障害福祉サービス利用者は相談支援事業者が作成するサービス等利用計画により、きめ

細やかな支援が提供されている。

○相談支援事業者の人材育成や関係機関のネットワークが構築され、地域生活に必要な障害福祉サービス等や課題解決の

ための質の高い支援が提供されている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(2) 個別ケア会議の開催回数
（目標） 420回 450回 470回

（実績）

事業８

事業９

(3)
（目標）

（実績）

事業３

事業４

事業５

事業６

事業７

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成を希望する全ての障害者が、計画相談支援を受けられているかを指標と

して設定した。

○適切なケアマネジメントの実施と個別の生活課題や生活のしづらさを解消するため、関係機関が連携し開催する個別ケア会

議が活発に行われているかを指標として設定した。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 障害者支援

事業２

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15

事業10



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0306 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

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

(1) 区内グループホームの整備数（累計）
（目標） 156室 166室 183室

（実績）

○障害者が地域で生活を続けられるよう、多様なサービスの基盤の整備が求められている。グループホームについては障害特性に

合わせた整備を進め、施設入所、入院からの地域移行を着実に推進していくため地域生活支援拠点の効果的な運用方法を構

築しながら整備誘導を図る。

○多様で良質な施設サービスの整備・運営が進むことによって、障害者が住み慣れた地域の中で生活を続けている。

○区立施設において障害の状況に応じた必要なサービスが利用できることによって、障害者が地域で自立し、社会参加が促進さ

れている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(2) 区立障害者生活介護施設の通所率
（目標） 85.0% 85.5% 86.0%

（実績）

事業８

事業９

(3)
（目標）

（実績）

事業３ かみさぎこぶし園

事業４ 精神障害者施設運営

事業５ 弥生福祉作業所

事業６ 生活寮

事業７ 障害者等歯科医療

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○グループホームは障害のある人が身近な地域で必要な支援を受けながら安心・安全な生活を営むことのできる基盤であること

から、区内における障害者グループホーム整備数等を目標として設定した。目標値は第5期中野区障害福祉計画（30年～

32年度）を踏まえて設定した。

○障害者の社会参加の状況を測るため区立生活介護施設の通所率を指標として設定した。

 

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 障害者施設整備等支援

事業２ 障害者福祉会館運営

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15

事業10


