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障害福祉計画とは

 
計画策定の背景と趣旨

　市では、平成24年3月に障害者自立支援法に基づく、「木津川市障害福祉計画（第3期）」
を策定し、障害福祉にかかわる施策を総合的・計画的に推進してきましたが、平成25年
4月に制度の谷間のない支援をめざし、地域社会における共生や社会的障壁を除去するこ
とを基本理念に「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）」が、障害者自立支援法に変わり施行されることになり、新たな福祉
サービスの体系が見直されることになりました。
　そこで、この計画は第3期の計画が平成26年度をもって計画期間が満了になることか
ら、新たな障害者総合支援法を踏まえた第4期の計画を策定するものです。

　

 
計画の位置づけ

　この計画は、「障害者総合支援法」に基づく「市町村障害福祉計画」として策定してい
ます。
　「障害福祉計画」とは、障害福祉サービスの量の見込み等について示した計画です。
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計画の期間

　この計画は、平成27年度から平成29年度までの3か年とします。

　障がいのある人にかかわる様々な施策を、総合的・体系的に示した障害者基本計画も、今回同時に
見直しています。

　

 
計画の推進体制

　この計画を効果的・効率的に推進するため、家族、関係団体、地域住民、相談支援及び
サービス事業者、企業・事業者、行政等の役割の明確化と連携強化を図るとともに、自立
支援協議会を中心に「ＰＤＣＡサイクル」による計画の推進管理を進めていきます。

計画期間（年度） H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

第 2期

木津川市障害者基本計画
支えあいプラン

木津川市障害福祉計画 第３期 第４期

（第１次） （第２次）

Action
(改善)

Plan
(計画)

Check
(点検・評価)

Do
(実施)

　成果目標及び活動指標、
及び障害福祉サービスの見
込み量やその他の確保方策
の計画をたてます。

　中間評価等の結果を踏ま
え、必要があると認めると
きは、適宜計画変更や事業
の見直しを行います。

　計画の内容を踏まえ、
事業を実施します。

　成果目標及び活動指標に
ついて、実績を踏まえなが
ら中間評価として分析・評
価を行います。
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基本理念と視点

　この計画の基本理念とそれを推進するための基本視点は次のものです。

●障がいのある人の自己決定と自己選択の尊重
　�ノーマライゼーションの理念のもと、障がいのある人が自ら居住する場所が選択でき、必要とする
サービスを受けながら、自立と社会参加の実現を図ります。
●総合的なサービス提供の推進
　�身体障がい、知的障がい及び精神障がいを一元化した体制のもと、その人らしく、また、生涯を通
して安心して暮らせる、サービスの充実を図ります。
●地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
　�施設・病院から地域生活への移行、あるいは就労や住み慣れた地域・居宅での継続した生活の支援
を行うため、地域の社会資源を最大限活用したサービスの提供体制を図ります。

　　　基本理念　　　

●在宅生活を支援する訪問系サービスを障がいの区別なく充実
　�障がいの種別にかかわりなく必要なサービスや支援を利用し、その人らしい生活をおくることがで
きるように、地域の基盤整備を進めます。
●地域全体でサービスや支援の充実を実現
　�サービスを提供する事業者及び従事者の充実、ＮＰＯ、ボランティア活動の促進、行政と民間が一
体となった支援により、日中活動の場の確保や雇用機会の拡大に努めます。
●障がいのある人の個々へのきめ細かな対応
　�一人ひとりのニーズに対応できる情報提供や相談体制の充実に努め、それぞれのライフステージに
即した総合的かつ継続的な支援体制の充実を図ります。
●障がいのある子どもの支援体制の整備・充実
　�日常生活の中で自立した活動を行えるよう、保育・教育・相談・医療等の関係機関との連携強化を
図るとともに、子どものニーズを勘案したサービスの提供体制に努めます。

　　　基本視点　　　

障がいのある人の自己
決定と自己選択の尊重

地域生活移行や就労支援等
の課題に対応したサービス

提供体制の整備

総合的なサービス
提供の推進

3つの基本理念

4つの基本視点

障がいのある子ども
の支援体制の整備・
充実

在宅生活を支援する
訪問系サービスを障
がいの区別なく充実

障がいのある人の
個々へのきめ細か
な対応

地域全体でサービ
スや支援の充実を
実現



木津川市  障害福祉計画  概要版

4

事業の展開

福祉サービスの体系

　福祉サービスは、個々の障がいのある人の支援の必要性や勘案すべき事項（社会活動や
介護者、居住等の状況）を踏まえて支給決定が行われる「自立支援給付」、市町村の創意
工夫により、利用者の方々の状況に柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
　また、障がいのある子どもの通所サービスは、平成24年 4月の児童福祉法の改正によ
り、新たに「障害児通所支援」としてサービス体系が再編され、「障害児通所給付」に位
置付けられました。

障
が
い
の
あ
る
人
・
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も児童福祉法

相談支援障害児通所支援
•障害児相談支援•児童発達支援

•保育所等訪問支援
•放課後等デイサービス
•医療型児童発達支援

障害者総合支援法

自立支援給付

補装具

自立支援医療

•居宅介護（ホームヘルプ）
•重度訪問介護
•同行援護
•行動援護
•重度障害者等包括支援
•短期入所（ショートステイ）
•療養介護
•生活介護
•施設入所支援

介護給付
•共同生活援助
　（グループホーム）※
•自立訓練
　（機能訓練・生活訓練）
•就労移行支援
•就労継続支援
　（Ａ型、Ｂ型）
※ケアホームはグループホーム

　に一元化

訓練等給付

•計画相談支援
•地域相談支援

相談支援

地域生活支援事業
•理解促進研修・啓発事業
•成年後見制度利用支援事業
•日常生活用具給付等事業
•地域活動支援センター

•自発的活動支援事業
•成年後見制度法人後見支援事業
•手話奉仕員養成研修事業

•相談支援事業
•意思疎通支援事業
•移動支援事業
　　　　　　　　等
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障害福祉サービスの見込みと確保方策

　障害福祉サービスは、「訪問系サービス」「日中活動系サービス」「居住系サービス」か
ら構成されます。

区分 単位 平成 26 年度

▪▶

平成 29 年度

居宅介護 時間分 2,162 2,530
人分 100 117

重度訪問介護 時間分 527 844
人分 5 8

同行援護 時間分 103 155
人分 6 9

行動援護 時間分 153 184
人分 15 18

重度障害者等包括支援 時間分 0 0
人分 0 0

　居宅で生活されている方
に、身体介護や家事援助、
行動援護等を行うサービス
で、支援の必要に応じ、適
切な提供に努めます。

◦ 訪問系サービス　　※平成 26年度は実績見込み（以下同じ）

区分 単位 平成 26 年度

▪▶

平成 29 年度

生活介護 人日分 2,826 3,307
人分 153 179

自立訓練（機能訓練） 人日分 39 39
人分 2 2

自立訓練（生活訓練） 人日分 191 232
人分 14 17

就労移行支援 人日分 202 258
人分 11 14

就労継続支援（Ａ型） 人日分 509 648
人分 22 28

就労継続支援（Ｂ型） 人日分 395 487
人分 26 32

療養介護 人日分 275 275
人分 9 9

短期入所 人日分 230 278
人分 39 47

　障がいのある人の自立と
社会参加を促進するため、
また、家族の負担を軽減す
るため、入所・通所施設に
おけるサービスの充実に努
めます。

◦ 日中活動系サービス

区分 単位 平成 26 年度 ▪▶ 平成 29 年度
共同生活援助 人分 27 33
施設入所支援 人分 34 34

　共同生活を行う住居の確
保や、施設入所する方への
生活支援のサービスで、利
用者ニーズと事業者との調
整を進めながらサービスの
充実に努めます。

◦ 居住系サービス
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相談支援の見込みと確保方策

地域生活支援事業の見込みと確保方策

　地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果
的・効率的に実施できるもので、必須事業と任意事業から構成されます。

区分 単位 平成 26 年度

▪▶
平成 29 年度

計画相談支援 人分 435 505
地域移行支援 人分 13 13
地域定着支援 人分 4 4
障害児相談支援 人分 145 170

　障がいのある人が求める
施策としてニーズが高まっ
ており、いつでも気軽に応
じられる体制づくりに努め
ます。

区分 単位 平成 26 年度

▪▶

平成 29 年度
（1） 理解促進研修・啓発事業 未実施 検討
（2） 自発的活動支援事業 未実施 検討
（3） 相談支援事業
① 障害者相談支援事業 カ所 1 1
　 基幹相談支援センター 設置 設置
② 基幹相談支援センター等機能強化事業 実施 実施
③ 住宅入居等支援事業 未実施 検討

（4） 成年後見制度利用支援事業 人 2 5
（5） 成年後見制度法人後見支援事業 未実施 検討
（6） 意思疎通支援事業
① 手話通訳者派遣事業の実利用人数 人 15 18
② 手話通訳者設置事業の設置者数 人 2 2

（7） 日常生活用具給付等事業
① 介護・訓練支援用具 延べ件数 11 14
② 自立生活支援用具 延べ件数 23 31
③ 在宅療養等支援用具 延べ件数 8 11
④ 情報・意思疎通支援用具 延べ件数 18 21
⑤ 排泄管理支援用具 延べ件数 211 246
⑥ 居住生活動作補助用具（住宅改修費） 延べ件数 7 10

（8） 手話奉仕員養成研修事業 人 44 53
（9） 移動支援事業
利用実人数 人 137 160
年間利用時間 時間 13,399 15,649

（10） 地域活動支援センター
実施箇所数 カ所 1 1
利用者数 人 33 39

◦ 必須事業

　障害福祉計画の中で、事業の種類ごとに実施の有無を含めて位置づけることが必須な事業で、現在未
実施の事業を含め、ニーズに即したサービス基盤の整備に努めます。
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障害児通所支援の見込みと確保方策

発行：木津川市
編集：木津川市保健福祉部　社会福祉課

〒619-0286　京都府木津川市木津南垣外 110-9�
TEL：0774-75-1211（直通）　　FAX：0774-75-2083（直通）�
ホームページ　http://www.city.kizugawa.lg.jp/

区分 単位 平成 26 年度

▪▶
平成 29 年度

児童発達支援 人日分 279 327
人分 53 62

放課後等デイサービス 人日分 1,095 1,278
人分 90 105

保育所等訪問支援 人日分 4 16
人分 1 4

医療型児童発達支援 人日分 8 32
人分 1 4

　保育所、幼稚園、学校、
児童相談所、医療機関、さ
らには生活する地域も含
め、関係機関の連携をさら
に強化し、障がいのある子
どもの支援強化に努めま
す。

区分 単位 平成 26 年度

▪▶
平成 29 年度

（1） 日常生活支援事業
① 日中一時支援事業利用実人数 人 117 137
② 訪問入浴サービス事業利用実人数 人 3 6

（2） 社会参加支援事業
① 障害者スポーツ大会事業利用実人数 人 99 116
② 自動車運転免許取得・改造助成
　 自動車運転免許取得助成利用実人数 人 1 4
　 自動車改造助成利用実人数 人 7 10

◦ 任意事業

　木津川市が独自に定める事業で、日常生活の支援や社会参加支援に関する事業について、ニーズに即
したサービスの提供に努めます。


