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第３部 第 1 期障がい児福祉計画 

 

第１章 第 1 期障がい児福祉計画にかかる⾒込み量の設定等 

１ 概要 
（１）計画の基本的な考え方 

障がい児⽀援の計画への掲載はこれまで特に国の指針では求められていません
でしたが、新居浜市では第 3 期障がい福祉計画より、⾃⽴⽀援協議会における協
議の結果から障がい児⽀援についても、障がい福祉サービスの⼀環であり、⼀体
的に考えるべきものであるとの判断により掲載してきた経緯があります。 

しかしこの度、平成 28 年６月に児童福祉法が改正され、新たに規定され、国の
基本指針に沿って、障害児通所⽀援や障害児相談⽀援の提供体制の確保に関する
事項を定めることとなりました。 

このため障がい児⽀援を⾏うにあたっては、関連性の⾼い⼦ども・⼦育て⽀援法を
踏まえることはもちろん児童福祉法に基づき、障がい児本人の最善の利益を考慮し、
⽀援を進めることや、障がい児及びその家族に対し、障がいの疑いがある段階から身
近な地域で⽀援できるよう、障がい児通所⽀援等の充実を図り、⽀援に努めます。 

また、その⽀援は障がい児のライフステージに沿って⽀援できるよう、地域の保健、
医療、福祉、保育、教育、就労⽀援等の関係機関の連携を図り、切れ目のない⼀貫し
た⽀援を提供する体制が重要であり、また身近に相談できる相談⽀援事業や中核的
な機能を担うセンター機能の強化等の基盤整備にも努めます。 

 
（２）障がい児福祉計画の目標（再掲） 

目標は以下のとおりです。 

【成果目標】 
項 目 数値 備 考 

【目標値】 
児童発達⽀援センター設置数 1 か所 平成 32 年度末までに設置 

【目標】 
保育所等訪問⽀援を利⽤できる体制の構築 実施 新居浜市ではすでに 1 か所 

【目標値】 
主に重症⼼身障害児を⽀援する児童発達⽀援
事業所数 

1 か所 新居浜市ではすでに 1 か所 

【目標値】 
主に重症⼼身障害児を⽀援する放課後等デイ
サービス事業所数 

1 か所 新居浜市ではすでに 1 か所 

【目標】 
医療的ケア児⽀援のための関係機関による協
議の場 

設置 平成 30 年度末までに設置 
設置の形態は今後検討 
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２ 障がい児福祉サービス等の⾒込み量 
（１）訪問系サービス 

障がいを持つ児童に対し、在宅生活を⽀援するサービスとして、「居宅介護(ホーム
ヘルプ)」「同⾏援護」「⾏動援護」「重度障害者等包括⽀援」があります。各サービ
スの内容と給付実績、推計値については次のとおりです。 

 

①居宅介護・同⾏援護・⾏動援護・重度障害者等包括⽀援（再掲） 

ア 居宅介護（ホームヘルプ） 

【主な対象者】 
障がい⽀援区分（以下「区分」という。）１以上の障がい者等。 

【主なサービス内容】 
居宅で、⼊浴、排せつ、⾷事等の介護、家事、その他生活全般にわたる援助等

を⾏うサービスです。 
 

イ 同⾏援護 

【主な対象者】 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等。 

【主なサービス内容】 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出におい

て、当該障がい者等に同⾏し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援
護等を⾏うサービスです。 

 

ウ ⾏動援護 

【主な対象者】 
区分３以上で、知的障がい又は精神障がいにより⾏動上著しい困難がある障が

い者等。 

【主なサービス内容】 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出におい

て、当該障がい者等に同⾏し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援
護等を⾏うサービスです。 
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エ 重度障害者等包括⽀援 

【主な対象者】 
常時介護を要する者であって、区分６に該当し、意思疎通を図ることに著しい

⽀障がある障がい者等。 

【主なサービス内容】 
居宅介護等複数の障がい福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援

助を⾏うサービスです。 
（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人） 16 16 22 22 22 22

利⽤時間 

(時間） 
260 164 159 160 160 160

※重度訪問介護、同⾏援護、⾏動援護を含む 

【給付実績と推計値について】 
平成 29 年度上半期の利⽤者数の伸び率を勘案して、サービスの⾒込み量を推計

しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
障がい福祉サービスの利⽤状況や今後の⾒込み量を提供することで、新規事業

者の参⼊を促進するとともに近隣の市町と連携し、広域的なサービスの調整を⾏
います。また、介護職員初任者養成研修等への参加を促進するなどサービスを担
う人材の確保を図るとともに、事業者との連携を図り、適切なサービスの提供を
推進します。 
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（２）障がい児通所⽀援 
①児童発達⽀援 

【事業内容】 
障がい児に、⽇常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を⾏

うサービスです。 
（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人） 88 103 115 122 126 130

利⽤⽇数（延） 379 436 589 677 728 751

【給付実績と推計値について】 
事業所数・利⽤者数ともに増加していることもあり、実績を勘案し、サービス⾒込

み量を推計しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
事業所及び市発達⽀援課、保健センター等、関係機関と連携しながら事業の周知を

図り、必要なニーズに⾒合うサービス提供体制の確保に努めます。 
 

②放課後等デイサービス 
【事業内容】 

授業の終了後又は休業⽇に通所施設で、生活能⼒の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他の必要な⽀援を⾏います。 

（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人） 172 212 276 317 336 346

利⽤⽇数（延） 1,306 1,739 2,368 2,627 2,758 2,841

【給付実績と推計値について】 
平成 27 年度から平成 29 年度（⾒込み）にかけて、事業所数・利⽤者数ともに増加

しており、今後もニーズがさらに増えることが予測されることから、サービス⾒込み
量を推計しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
事業所及び市発達⽀援課、保健センター等、関係機関と連携しながら事業の周知を

図り、必要なニーズに⾒合うサービス提供体制の確保に努めます。 
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③保育所等訪問⽀援 
【事業内容】 

保育所等を現在利⽤中の障がい児、又は今後利⽤する予定の障がい児が保育所等に
おける集団生活の適応のために専門的な⽀援を提供するサービスです。 

（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人） 0 0 0 １ １ １

利⽤⽇数（延） 0 0 0 ８ ８ ８

【給付実績と推計値について】 
現状及びニーズ調査を勘案し、⾒込み量を推計しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
事業所及び市発達⽀援課、保健センター等、関係機関と連携しながら事業の周知を

図り、必要なニーズに⾒合うサービス提供体制の確保に努めます。 

 

④居宅訪問型児童発達⽀援 
【事業内容】 

⾃宅に訪問して、重度の障がいのある児童に、⽇常生活における基本的な動作の指
導、集団生活への適応訓練などの⽀援を⾏います。平成 30 年度から新たに設置され
るサービスです。 

（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人）  １ １ １

利⽤⽇数（延）  ８ ８ ８

【給付実績と推計値について】 
平成 30 年４月からの新規サービスであり、まだ市内に事業所はありません。また、

対象となる児童数も少ないため、計画期間中の利⽤は１人と⾒込みました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
重症⼼身障がい児が地域で⽀援を受けられるよう体制づくりを、圏域も含めて検討

していきます。 
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（３）障がい児⼊所⽀援 
 

①福祉型・医療型障害児⼊所⽀援 
【事業内容】 

障がいのある児童を施設に⼊所させて保護し、⽇常生活の指導や、⾃⽴に必要な知
識や技能を身に着けるための⽀援を⾏います。 
障がいのある児童の⼊所⽀援については、東予⼦ども・⼥性⽀援センターが窓口にな
ります。 

（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人）※ 7 11 8 8 8 8

利⽤⽇数（延） 56 79 72 96 96 96

※⼊所受給者証発⾏者数 

【給付実績と推計値について】 
実績及び該当者の⼊退所を勘案して⾒込みました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
県が実施している事業のため、県と連携しながらスムーズな対応に努めます。
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３ 障がい児相談⽀援の⾒込み量 
（１）障がい児相談⽀援 
【事業内容】 

障がい児通所⽀援を利⽤する児童に対して、障がい児⽀援利⽤計画を作成し、⼀定
期間ごとに計画の検証を⾏います。 

（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人） 48 57 74 85 90 93

【給付実績と推計値について】 
平成 24 年 4 月の障害者総合⽀援法・児童福祉法の⼀部改正により、全てのサービ

ス受給児童に障がい児⽀援利⽤計画を作成することが義務付けられたため、これに伴
って相談者数も増加しています。そのため実績を勘案し、⾒込みました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
利⽤児童のニーズに応じたきめ細かなサービス提供が⾏えるように指定特定⽀援事

業者を確保していくとともにサービス受給児童ごとに障がい児⽀援利⽤計画の作成を
求めていきます。 

 
（２）医療ケア児コーディネーター（医療的ケア児⽀援） 
【事業内容】 

医療的ケアが必要な児童に対し、必要な⽀援が受けられるように調整等を⾏うコー
ディネーターを配置します。平成 30 年度からの新たな事業です。 

（単位：月） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

配置人数（人）  0 1 1

【給付実績と推計値について】 
地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる医療的ケア児コーデ

ィネーターの配置人数を⾒込みました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
コーディネーターの確保に向け関係機関との調整を図ります。また、利⽤児童のニ

ーズに応じた必要な⽀援が⾏えるよう関係機関と連携を図りながら体制整備に努めて
いきます。 
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４ 地域生活⽀援事業の⾒込み量 
①移動⽀援事業（再掲） 

【事業内容】 
屋外での移動が困難な障がい者等に、社会参加を促進するため、ガイドヘルパーを

派遣し、外出時の移動を⽀援する事業です。 
本市においては、個別的⽀援が必要な障がい者等に対しマンツーマンにより⽀援す

る「個別⽀援型」と複数の障がい者等へ同時⽀援する「グループ⽀援型」により移動
⽀援を⾏います。 

（単位：年） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

利⽤者数（人） 7 5 7 6 7 8

利⽤時間 
（時間） 208 227 262 285 310 337

【給付実績と推計値について】 
社会参加の機会が増えることにより増加傾向となっています。これまでの実績から

サービス⾒込み量を推計しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
必要な方に対して、情報提供を⾏うとともに事業所との連携を図りながらサービス

を提供していきます。 
 

②⽇中⼀時⽀援事業（再掲） 
障がい者等の⽇中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労⽀援及び⽇

常的に介護している家族の⼀時的な休息を目的とする事業です。本市においては、
「タイムケア事業」と「⽇中短期⼊所事業」を実施します。 

ア タイムケア事業 

【事業内容】 
障がい児（小・中・⾼校生）を対象に⼀時預かりを⾏うことにより、学校の放課

後や⻑期休暇時に活動する場を確保するとともに、障がい児等の保護者の就労⽀
援及び家族の負担軽減を図る事業です。特に、夏休みなど⻑期休暇時の受け⼊れ
を拡⼤し、事業の充実に努めます。 

（単位：年） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

実施か所数 
（か所） 2 2 2 1 1 1

利⽤者数（人） 22 22 43 10 10 10
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【給付実績と推計値について】 
事業所の減少を踏まえ、今後の⾒込量を推計しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
増え続ける⻑期休暇時の受け⼊れ先の確保のために新規事業所の参⼊を働きか

けていきます。 
 

イ ⽇中短期入所事業 

【事業内容】 
障がい者等に対して短期⼊所事業所で、⽇帰りの短期⼊所を⾏うことで、⽇中

活動の場を提供するとともに、保護者等の就労⽀援及び家族の負担軽減を図る事
業です。 

 
（単位：年） 

 
実績値 計画値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
（⾒込み） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

実施か所数 
（か所） 6 6 6 6 6 6

利⽤者数（人） 13 12 20 15 17 19

【給付実績と推計値について】 
これまでの利⽤実績を勘案し、利⽤者数は平成 29 年度（⾒込み）実績を基に⾒

込量を推計しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
障がい福祉サービスの利⽤状況や⾒込みなどを情報提供することで新規事業者

の参⼊を促進するとともに近隣の市町と協⼒し、広域的なサービスの調整を進め
ます。 

 

③⽇常生活⽤具給付等事業（再掲） 

【事業内容】 
⽇常生活⽤具給付等事業は、重度障がい者等に対し、⾃⽴生活⽀援⽤具等の⽇

常生活⽤具を給付又は貸与する事業です。本市においては、必須事業の⼀つとし
て、継続して事業実施を⾏い、重度障がい者等の⽇常生活の便宜を図ります。ま
た、同事業の中で単独事業として、人⼯内⽿⽤電池の⽀給を⾏う等⽤具の⾒直し
追加を積極的に⾏います。 
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（単位：年） 

 

実績値 計画値 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 

平成 
29 年度 

（⾒込み）

平成 
30 年度 

平成 
31 年度 

平成 
32 年度 

介護・訓練⽀援⽤具 （件） 2 2 2 2 2 2

⾃⽴生活⽀援⽤具  （件） 4 1 2 3 3 3

在宅療養等⽀援⽤具 （件） 5 6 5 6 6 6

情報・意思疎通⽀援⽤具 
 （件） 76 95 70 80 80 80

排泄管理⽀援⽤具  （件） 421 411 420 421 421 421

居宅生活動作補助⽤具 
（住宅改修費）   （件） 2 0 2 1 1 1

【給付実績と推計値について】 
「介護・訓練⽀援⽤具」、「⾃⽴生活⽀援⽤具」、「在宅療養等⽀援⽤具」、「情

報・意思疎通⽀援⽤具」、「居宅生活動作補助⽤具（住宅改修費）」については、実
績において変動があるため平成 29 年度（⾒込み）実績をそのままとしました。排泄管
理⽀援⽤具に関しても、平成 25 年度から⼊院、⼊所の方も対象としたことから、増
加傾向にありましたが、ストマ⽤装具は半永久的に必要なものであるため、その数値
を勘案して⾒込み量を推計しました。 

【⾒込み量確保のための方策】 
必要な方に対して、情報提供を⾏うとともに事業所との連携を図りながらサービス

を提供していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 


