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１ 基本目標（平成26年度の将来像） 

    

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

地域生活への移行を進める観点から、現在施設に入所している人のうち、

今後、自立訓練事業等を利用し、グループホームやケアホーム、一般住宅等

に移行することが見込まれる人の数を見込み、その上で、平成26年度末に

おいて、入所者の削減割合と地域生活に移行する人の数値目標を設定します。 

 

＜＜＜＜国国国国のののの基本指針基本指針基本指針基本指針＞＞＞＞    

平成26年度末に、平成17年10月１日（基準時点）の施設入所者の10％

以上減とし、地域移行者数を30％以上とすることを基本に、これまでの実

績及び地域の実情を踏まえて設定することになっています。 

 

＜＜＜＜埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

平成17年10月１日（基準時点）の施設入所者数の30％以上の地域生活へ

の移行をめざすことを目標としています。ただし、県の入所待機者は年々増

加しており、特に強度障害や重度の重複障害などにより、地域生活が困難な

方が多数入所待ちをしている状況との判断から、平成26年度末時点の施設

入所者数（定員）の削減は設定しないこととしています。 

 

【【【【実績実績実績実績】】】】    

平成22年度末で施設入所者は314人となっており、平成17年10月１日

（基準時点）に比べて32人増加しています。 

 

＜＜＜＜市市市市のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

施設に入所している人へのアンケート調査結果では、将来の生活について、

「現在の施設で生活したい」と回答した人が半数いるものの、「施設を退所

して生活したい」と回答した人が16％、「わからない」「その他」と回答

した人が25%います。また、退所したい理由では「施設での生活に不満が

あるから」と回答した人はわずか５％で、「退所したい」と回答した人の多

くが、現在の施設での暮らしに不満があるわけではないことから、地域生活

の基盤が整えば、地域での自立した生活を希望していることがわかります。 

そのため、市では、国、県と同様に平成17年10月１日（基準時点）の施

設入所者数（282人）の30％、84人の地域生活への移行をめざすことを目

標とします。 
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市では、平成20年に障害者支援施設（定員50人）が整備されたことや施

設入所の待機者数が平成23年5月現在約60名いることなど、新たな施設入

所支援利用者が多数見込まれ、施設入所者数の10％以上の削減は難しいと

考えられます。 

そのため、平成26年度末の入所者数は、平成17年10月１日（基準時点）

から15人増の297人を目標とします。 

 

 

＜＜＜＜目標値達成目標値達成目標値達成目標値達成にににに向向向向けてけてけてけて＞＞＞＞    

アンケート調査結果からは、地域生活を希望するものの地域生活の基盤が

不十分なため、施設入所を余儀なくされている人が少なからずいることがわ

かります。 

今後、住まいの場や日中活動の場など地域生活の基盤充実に努め、自己選択・

自己決定による地域移行をより一層促進していきます。

項目 数値 考え方 

平成17年10月1日時点の 

入所者数（Ａ) 
282人 平成17年10月1日の施設入所者数 

目標年度の入所者数（Ｂ） 297人 平成26年度末時点の利用人員 

【目標値】 

削減見込（Ａ－Ｂ） 
△15人 差引減少見込み数 

【目標値】 

地域生活移行者数 
84人 

施設入所からＧＨ・ＣＨ等へ移行した者の数 

（平成23年度までに地域移行した者の数24人を含む） 
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（２）入院中の精神障害者の地域生活への移行 

 

第２期の障害福祉計画では、退院可能な精神障害者の減少目標値を設定し、

入院中の精神障害者の地域生活への移行を推進してきました。第３期計画に

ついては、現在の目標値から、より具体的な指標に変更されました。入院中

の精神障害者の地域生活への移行に向けて、精神科病院からの退院、地域移

行を促進し、「社会的入院」の解消を進めていきます。 

 

＜＜＜＜国国国国のののの基本指針基本指針基本指針基本指針＞＞＞＞    

都道府県に対して、１年未満入院者の平均退院率、５年以上かつ65歳以

上の退院者数という２つの着眼点に関する目標値を定める参考として、２つ

の指標が示されました。都道府県は、これらの指標を踏まえて、それぞれの

事情に応じて、適切な目標値を定めることになります。 

 

    

＜＜＜＜埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

上記の指標を踏まえて、県で目標値を定めることになります。まだ示され

ていないため、保留とします。 

 

 

＜＜＜＜市市市市のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

県の目標値を受けての設定となるため、保留とします。 

 

 

＜＜＜＜目標値達成目標値達成目標値達成目標値達成にににに向向向向けてけてけてけて＞＞＞＞    

県の目標値を受けての掲載となるため、保留とします。 

着眼点 指標 

１年未満入院者の平均退院率 
平成26年度における平均退院率を、現在より７％相当

分増加させることを指標とする。 

５年以上かつ65歳以上の 

退院者数 

平成26年度における５年以上かつ65歳以上の退院者

数を、現在よりも20％増加させることを指標とする。 

着眼点 平成 20 年度 平成 26 年度 

１年未満入院者の平均退院率 ％ ％ 

５年以上かつ65歳以上の 

退院者数 
人 人 
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（３）福祉施設利用者の一般就労への移行 

 

福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度の年

間一般就労移行者数の数値目標を設定します。 

 

＜＜＜＜国国国国のののの基本指針基本指針基本指針基本指針＞＞＞＞    

平成17年度の一般就労への移行実績の５倍以上とすることを基本として、

これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定することになっています。 

 

＜＜＜＜埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

就労移行支援事業の実施促進や地域における就労支援体制づくりを進め、

平成26年度の年間一般就労する方の移行者数を平成17年度実績の５倍に

することを目標としています。 

 

【【【【実績実績実績実績】】】】    

福祉施設利用者の一般就労への移行は、平成22年度で11人となっており、

増加傾向にあります。 

 

＜＜＜＜市市市市のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

雇用・就労に関するアンケート調査結果では、障害のある人の就労意欲は

高く、「働きたい」と回答した人のうち、身体・知的・精神・難病すべての

種別において60％以上の人が一般就労（パート・アルバイト含む）を希望

していることがわかります。 

そのため、市では、国、県と同様に福祉施設を退所して、一般就労する人

数を平成17年度の５倍とし、25人を目標とします。 

 

＜＜＜＜目標値達成目標値達成目標値達成目標値達成にににに向向向向けてけてけてけて＞＞＞＞    

川越市障害者就労支援センターを中心として、ハローワークや関係機関と

の連携体制を構築し、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉

施設から一般就労への移行を促進します。 

項目 数値 考え方 

平成17年度の 

一般就労移行者数 
5人 

平成17年度において福祉施設を退所し 

一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の 

一般就労移行者数 

25人（5倍） 
平成26年度において福祉施設を退所し 

一般就労する者の数 
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なお、埼玉県内民間企業の障害者実雇用率は、平成22年6月現在1.59％

と法定雇用率（1.8％）を下回り、47都道府県中42位という状況です。法

定雇用率が達成されるよう、市内企業への障害者雇用に対する啓発を引き続

き行っていきます。 

 

 

（４）就労支援事業の利用者数 

 

福祉施設の利用者のうち、平成26年度末における就労移行支援事業の利

用者数及び就労継続支援（Ａ型）事業の利用者数の目標値を設定します。 

 

＜＜＜＜国国国国のののの基本指針基本指針基本指針基本指針＞＞＞＞    

平成26年度末の就労移行支援事業を利用する人数と、福祉施設利用者の

うち、就労移行支援事業を利用する方の割合（20％以上）を設定します。

また、平成26年度末の就労継続支援事業を利用する人数のうち、30％は就

労継続支援（A型）事業を利用することを基本として、これまでの実績及び

地域の実情を踏まえて設定します。 

 

＜＜＜＜埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

国と同様の考え方となっています。 

 

【【【【実績実績実績実績】】】】    

就労移行支援事業の利用者は、平成22年度末で45人となっており、福祉

施設利用者563人に対する割合は、８％となっています。 

また、就労継続支援事業の利用者は、平成22年度末で141人、うちA型

は5人で、就労継続支援事業利用者の4%となっています。 

 

＜＜＜＜市市市市のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞    

平成22年度の就労移行支援事業の利用者数は、前年度に比べ利用者数が

減少しているものの、障害のある人の一般就労への意欲の高さから、今後は、

利用者の増加が見込まれます。しかし、生活介護などの就労移行支援事業以

外の福祉施設利用者の増加分がそれを上回ると見込まれることから、福祉施

設利用者のうち、就労移行支援事業を利用する人の割合を20％以上とする

ことは、難しいと考えられます。 

そのため、市では、平成26年度末の就労移行支援事業を利用する人数と、

福祉施設利用者996人のうち就労移行支援事業を利用する方の割合を65人

（７％）にすることを目標とします。 
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就労継続支援事業おいては、就労継続支援（Ａ型）事業所は１箇所（定員

25人）のみで、市外を含め、受け入れ可能な人数は限られているのが現状

です。しかし、本事業の利用希望のアンケート調査結果をみても、利用した

いのに利用できない潜在的なサービス利用希望者が多く、サービス提供事業

所が増えれば、サービス利用者は増加するものと見込まれます。一方、就労

継続支援（Ｂ型）事業所は８箇所（定員142人）で、今後、地域デイケアか

らの移行も見込まれており、ニーズも高く、就労継続支援（Ａ型）事業の利

用者数の増加分を上回ると考えられます。 

そのため、市では、平成26年度末の就労継続支援（Ａ型）事業を利用す

る人数と、就労継続支援事業を利用する人のうち、就労継続支援（A型）事

業を利用する方の割合を24人（7％）を目標とします。 

 

■就労移行支援事業の利用者数 

項目 数値 考え方 

平成26年度末の 

福祉施設利用者数 
996人 

平成26年度末において福祉施設を利用する

者の数 

【目標値】 

目標年度の 

就労移行支援事業の利用者数 

65人（7%） 
平成26年度末において就労移行支援事業を

利用する者の数 

 

■就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合 

項目 数値 考え方 

平成26年度末の就労継続支援 

（Ａ型）事業の利用者（Ａ） 
24人 

平成26年度末において就労継続支援（Ａ型）

事業を利用する者の数 

平成26年度末の就労継続支援 

（Ｂ型）事業の利用者 
340人 

平成26年度末において就労継続支援（Ｂ型）

事業を利用する者の数 

平成26年度末の就労継続支援 

（Ａ型＋Ｂ型）事業の利用者(Ｂ) 
364人 

平成26年度末において就労継続支援（Ａ型＋

Ｂ型）事業を利用する者の数 

【目標値】目標年度の就労継続 

支援（Ａ型）事業の利用者の割合

（Ａ）/（Ｂ） 

7% 

平成26年度末において就労継続支援事業を

利用する者のうち、就労継続支援（Ａ型）事

業を利用する者の割合 

 

＜＜＜＜目標値達成目標値達成目標値達成目標値達成にににに向向向向けてけてけてけて＞＞＞＞    

就労移行支援事業においては、就職先の確保が必要であることから、雇用

の場の確保に努めるとともに、川越市就労支援センターを中心とした市内施

設間の情報の共有を図ります。 

就労継続支援においては、利用者に支払う工賃アップも１つの目標であり、



第５章 障害福祉サービス等の見込量 

- 81 - 

そのためには、安定的な仕事（作業）の確保は不可欠であることから、公共

団体等が行う物品の購入や業務の発注について、福祉施設の受注の機会の拡

大や授産製品の販路の拡大への支援を行っていきます。 

また、サービス提供基盤の充実を図るため、平成26年度末までに市内に

おける就労移行支援事業の利用定員65人分、就労継続支援（A型）事業の利

用定員40人分、就労継続支援（B型）事業の利用定員3４0人分の確保に努

めます。 
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２ 障害福祉サービス必要量の見込み 

    

（１）訪問系サービス 

 

平成22年度末の１か月あたりの実利用者数は292人、平均利用時間は

6,176時間となっております。 

 

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

訪問系サービス（ホームヘルプサービス）について、市の障害者数の増加

や、施設・病院からの地域移行の推進を踏まえ、今後もホームヘルプサービ

スの利用は増大していくことが見込まれることから、１か月あたり利用人数

422人、利用時間8,718時間分のサービス量を見込むこととします。（居宅

介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護の合計） 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

種類 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

利用者数 349人 385人 422人 
居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

同行援護 

利用時間 7,322時間 8,009時間 8,718時間 

  

【【【【見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策】】】】    

訪問系サービス（ホームヘルプサービス）は、利用意向の高いサービスで

あり、今後も地域移行が進む中で、介助・援助者の高齢化などとも重なり、

利用はますます拡大していくと考えられます。しかし、行動援護を提供する

事業所などは、ニーズに対して不足している状況であり、利用しづらいサー

ビスとなっているため、今後も継続的にサービス提供事業所の確保を図るこ

とが必要です。また、量的な面だけでなく、同性介助や土日、早朝・夜間に

も対応できるなど、サービスの質の面の充実も同時に図る必要があります。 

障害のある人のニーズに即したサービス提供体制が確保されるよう、介護

保険事業者等に対しても情報提供に努めるなど、参入移行を促進すると同時

に、事業者への指導を積極的に行っていきます。 
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（２）日中活動系サービス 

 

生活介護の利用について、平成22年度末の１か月あたりの実利用者数は、

367人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では10事業所（定

員406人）が指定を受けています。 

自立訓練（機能訓練）の利用について、平成22年度末の１か月あたりの

実利用者数は、１人となっています。なお、平成22年度末現在、県内では6

事業所が指定を受けています。 

自立訓練（生活訓練）は、平成22年度末の１か月あたりの実利用者数は、

9人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では２事業所（定員

18人）が指定を受けています。 

就労移行支援の利用について、平成22年度末の１か月あたりの実利用者

数は、45人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では４事業

所（定員56人）が指定を受けています。 

就労継続支援（Ａ型）の利用について、平成22年度末の１か月あたりの

実利用者数は、5人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では１

事業所（定員25人）が指定を受けています。 

就労継続支援（Ｂ型）の利用について、平成22年度末の１か月あたりの

実利用者数は、136人となっています。なお、平成22年度末現在、市内で

は８事業所（定員142人）が指定を受けています。 

療養介護の利用について、平成22年度末の１か月あたりの実利用者数は、

2人となっています。なお、平成22年度末現在、県内では１事業所が指定を

受けています。 

短期入所の利用について、平成22年度末の１か月あたりの実利用者数は、

69人となっています。現在、市内では６事業所（定員32人）が指定を受け

ています。 

 

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

生活介護については、地域デイケアからの移行や特別支援学校の卒業生な

ど利用者の増加が見込まれることから、１か月あたり540人分のサービス量

を見込むこととします。 

自立訓練（機能訓練）については、平成22年度末の利用者は、１人と少

ないものの、今後、地域移行を進めていく上で利用者の増加が見込まれるこ

とから、１か月あたり7人分のサービス量を見込むこととします。 

自立訓練（生活訓練）については、平成22年度末の利用者は、１人と少

ないものの、今後、地域移行を進めていく上で利用者の増加が見込まれるこ

とから、１か月あたり20人分のサービス量を見込むこととします。 
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就労移行支援については、障害のある人の一般就労への意欲の高さから、

今後も利用者の増加が見込まれることから、１か月あたり65人分のサービ

ス量を見込むこととします。 

就労継続支援（Ａ型）については、潜在的なニーズが高く、サービスの提

供体制が整えば、利用者の増加が見込まれることから、１か月あたり24人

分のサービス量を見込むこととします。 

就労継続支援（Ｂ型）については、地域デイケアからの移行が見込まれる

ことから、１か月あたり340人分のサービス量を見込むこととします。 

療養介護については、医療的ケアの必要な人からの継続的な利用が見込ま

れることから、１か月あたり３人分のサービス量を見込むこととします。 

短期入所については、地域移行による需要増やアンケート調査結果におけ

る潜在的なサービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後も利用しやすい環境が

整えば、短期入所の利用は増大していくことが見込まれることから、１か月

あたり90人分のサービス量を見込むこととします。 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

利用者数 460人 500人 540人 
生活介護 

利用量 10,120人日 11,000人日 11,880人日 

利用者数 5人 6人 7人 
自立訓練（機能訓練） 

利用量 60人日 72人日 84人日 

利用者数 10人 15人 20人 
自立訓練（生活訓練） 

利用量 200人日 300人日 400人日 

利用者数 50人 60人 65人 
就労移行支援 

利用量 1,000人日 1,200人日 1,300人日 

利用者数 9人 15人 24人 
就労継続支援（Ａ型） 

利用量 198人日 330人日 528人日 

利用者数 300人 320人 340人 
就労継続支援（Ｂ型） 

利用量 6,000人日 6,400人日 6,800人日 

療養介護 利用者数 3人 3人 3人 

短期入所 利用者数 80人 85人 90人 

 

【【【【見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策】】】】    

① 重度重複障害者や医療的ケアを必要とする人の日中活動の場所の確保に

ついては、特に配慮が必要になることから、一人ひとりの状況の把握に

努め、適切な活動場所の確保について検討を進めるとともに、機会を捉

えて国や県に要望していきます。 
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② 短期入所について、アンケート調査結果では、利用意向の高いサービス

である一方、サービス利用時の困ったこと・不満の多かったサービスと

もなっており、現在も十分なサービス提供基盤が整備できていない状況

がうかがえます。今後、各事業者のネットワーク化による効率的なサー

ビス提供に向けての検討を進め、よりサービスが効率的・効果的に利用

できるような環境の整備に努めます。 

 

 

（３）居住系サービス 

 

共同生活援助・共同生活介護について、平成22年度末の利用者数は94

人となっています。平成22年度末現在、市内では18箇所（定員101人）

が指定を受けています。 

施設入所支援について、平成22年度末の施設入所者数は、314人となっ

ています。平成22年度末現在、市内では6箇所（定員260人）が指定を受

けています。 

 

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

共同生活援助・共同生活介護については、障害者数の増加や、施設・病

院からの地域移行の推進、また、アンケート調査結果における潜在的なサ

ービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後も共同生活援助・共同生活介護の

利用は、増大していくことが予想されます。そのため、１か月あたり150

人分のサービス量を見込むこととします。 

施設入所支援については、地域移行へのステップやセーフティーネット

としての役割などから、その必要性やニーズも高く、市内の入所施設の待

機者数は平成23年5月現在約60名となっており、現在入所している人の地

域移行を推進してもなお、入所者数を削減することは困難な状況です。そ

のため、１か月あたり297人分のサービス量を見込むこととします。 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

利用者数 108人 140人 150人 

施設入所支援 利用者数 310人 305人 297人 
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【【【【見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策】】】】    

① 市では、今後も引き続き、自己選択・自己決定による地域移行を進めて

いきます。そのためには、住まいの場としてグループホーム・ケアホー

ムが特に重要であると考えられることから、市内においてグループホー

ム・ケアホームの設置が促進されるよう地域住民の理解を含めた環境整

備に努めます。 

② 市内又は近隣市で活動する社会福祉法人等の動向の把握に努め、市内に

おけるグループホーム・ケアホームの設置を呼びかけていきます。 

③ 市内で不足している身体障害者、精神障害者を対象とするグループホー

ム・ケアホームの確保に努めます。 

 

■整備見込量 

種類 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

グループホーム 

ケアホーム 
定員数 110人 140人 150人 
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（４）相談支援 

 

相談支援の体系の見直しが行われ、「計画相談支援」、「地域相談支援」

という２種類の相談支援が個別給付化されました。「計画相談支援」は、

障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害者（児）を対

象に、支給決定時のサービス等利用計画・障害児支援利用計画案の作成や

サービス事業者等と連絡調整、モニタリング等を行います。「地域相談支

援」は、地域移行支援（地域生活の準備のための支援等）、地域定着支援

（安定した地域生活ための相談支援体制等）という２つの支援があります。 

 

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

計画相談支援については、計画的に全ての障害福祉サービス及び地域相

談支援の利用者を対象としていく必要があります。そのため、1ヶ月あた

り100人分のサービス量を見込むこととします。 

地域移行支援については、施設の入所者及び入院中の精神障害者の地域

生活への移行者数を踏まえる必要があります。そのため、1ヶ月あたり5

人分のサービス量を見込むこととします。 

地域定着支援については、単身の人や家庭の状況などにより支援を受け

られない人の数、地域生活への移行者数を踏まえる必要があります。その

ため、1ヶ月あたり5人分のサービス量を見込むこととします。 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

計画相談支援 25人 60人 100人 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
2人 3人 5人 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

利用者数 

2人 3人 5人 

 

【【【【見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策】】】】    

① 大幅な対象者の拡大に対応するため、相談支援体制の整備に努めます。

新規利用者や現行のサービス利用計画作成費の対象者、施設入所者など

の対象者を優先して拡大し、段階的に障害福祉サービスを利用する人又

は地域相談支援を利用する人に対象者を拡大します。 

②提供体制の整備と併せて、相談支援の質の確保が必要になります。指定

特定・一般相談支援事業者の情報提供、相談支援従事者の質の向上等を

図っていきます。 
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３ 地域生活支援事業 

    

（１）相談支援事業 

 

相談支援事業について、市では、「川越市障害者相談支援センター（連

雀町）」をはじめ、｢障害者生活支援センターのびらか（霞ヶ関北）｣「障

害者生活支援センターともいき（笠幡）」「しんあい相談支援センター（今

福）」「川越市障害者相談支援センターくらぁじゅ」の４事業所に障害者

相談支援事業を委託しています。 

成年後見制度利用支援事業について、平成22年度の利用件数（市長申立

て）は５件です。 

 

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

相談支援事業については、障害者相談支援事業を5箇所、相談支援機能強

化事業を１箇所、地域自立支援協議会を１箇所で実施することを見込むこ

ととします。 

成年後見制度利用支援事業については、11件分のサービス量を見込むこ

ととします。 

 

■サービス見込量 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

障害者相談支援事業 実施箇所 4箇所 4箇所 5箇所 

相談支援機能強化事業 実施箇所 1箇所 1箇所 1箇所 

地域自立支援協議会 実施箇所 1箇所 1箇所 1箇所 

成年後見制度利用支援事業 件数  10件  15件  20件 

 

（２）コミュニケーション支援事業 

 

手話通訳派遣事業について、平成22年度の派遣件数は１か月あたり40

件です。 

また、手話講習会（初心者コース）の開催回数は年40回です。 

要約筆記派遣事業について、平成22年度の派遣件数は１か月あたり2件

です。 

また、要約筆記講習会の開催回数は年16回です。 
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【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

手話通訳者派遣事業については、障害者数の増加を考慮して、１か月あ

たり50件の利用を見込むこととします。 

要約筆記者派遣事業については、障害者数の増加を考慮して、１か月あ

たり４件の利用を見込むこととします。 

なお、手話通訳者・要約筆記者の養成・確保に向けて、県との連携・協

力に努めます。 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

手話通訳者派遣事業 派遣件数 44件 47件 50件 

要約筆記者派遣事業 派遣件数  2件  3件  4件 

 

■奉仕員の養成事業回数（年間） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

手話講習会の開催 開催回数 40回 40回 40回 

要約筆記講習会の開催 開催回数 16回 16回 16回 

 

 

（３）日常生活用具給付等事業 

 

平成22年度の日常生活用具給付事業の給付等件数は、4,558件です。 

 

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

日常生活用具給付事業については、障害者数の増加を考慮して、年間

5,700件分のサービス量を見込むこととします。 

 

■サービス見込量（年間） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

日常生活用具給付等事業 給付等件数 5,100件 5,400件 5,700件 

 

 

（４）移動支援事業 

 

平成22年度末、登録事業所30箇所、１か月あたりの実利用者数82人、

延べ利用時間629時間となっています。 
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【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

移動支援事業については、アンケート調査結果では、「必要だが十分に

利用できていないサービス」として多くあげられており、今後は、利用し

やすい環境を整えることによって、更にサービスの利用が伸びていくと考

えられます。 

そのため、実施箇所42箇所、１か月あたり利用者140人、延べ利用時間

1,120時間分を見込むこととします。 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

 実施箇所 34箇所 38箇所 42箇所 

移動支援事業 利用者数 100人 120人 140人 

 延べ利用時間 800時間 960時間 1,120時間 

 

 

（５）地域活動支援センター 

 

平成22年度末、市内では６箇所の地域活動支援センターが設置されてお

り、１か月あたりの実利用者数は153人となっています。 

 

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

地域活動支援センターについては、障害者数の増加を考慮して、実施箇

所12箇所、１か月あたり240人分のサービス量を見込むこととします。 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実施箇所 10箇所 11箇所 12箇所 
地域活動支援センター 

実利用者数 200人 220人 240人 

 

 

（６）その他の事業 

 

・日中一時支援 

平成22年度末、登録事業所15箇所、１か月あたりの実利用者数は62人

となっています。 
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【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度までのまでのまでのまでのサービスサービスサービスサービス見込量見込量見込量見込量】】】】    

日中一時支援事業につきましては、介助者のレスパイトサービスとして

の利用の増加が見込まれることから、１か月あたり100人分のサービス量

を見込むこととします。 

 

■サービス見込量（１か月あたり） 

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

実施箇所 19箇所 20箇所 21箇所 
日中一時支援事業 

利用者数 75人 90人 100人 

 


