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計画策定の背景 計画策定の背景 計画策定の背景 計画策定の背景 

 

（１）江東区における障害者支援の取り組み 

 

① 「江東区障害者計画・障害福祉計画」による総合的・計画的な障害者施策の推進 

本区では、平成 8 年に、障害者基本法に基づく市町村障害者福祉計画として「ノー

マライゼーション推進プラン 21（平成 7 年度～平成 12 年度）」を策定するなどして、

総合的・計画的な障害者施策の推進を図ってきました。 

その後、「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」）」や「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障

害者差別解消法」）」の制定、「障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用

促進法」）」の改正など、障害者に対応する関連施策の拡充が図られてきました。 

なお、本区では、平成 24 年 3 月に策定した「江東区障害者計画・障害福祉計画」

で「共生社会の実現」「障害者の自立支援」「生活の質の向上」を基本理念とし、障害

者の保健福祉施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

 

② 「江東区基本構想」及び「江東区長期計画」の策定 

平成 21 年 3 月、本区は今後のまちづくりの基本的な指針となる新たな「江東区基

本構想」を策定しました。「基本構想」は、目指すべき江東区の姿の一つとして「とも

に支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち」を定め、そのための基本施策に「誰も

が自立し、安心して暮らせる福祉施策の推進」を掲げています。 

また、平成 22 年 3 月に、基本構想具現化のための 10 か年の総合計画として「江東

区長期計画」が策定されました。「長期計画」では、「誰もが自立し、安心して暮らせ

る福祉施策の推進」に向けた施策として、「総合的な福祉の推進」「地域で支える福祉

の充実」「自立と社会参加の促進」を掲げ、さらに重点プロジェクトとして、障害者の

地域生活移行を支援するための「障害者多機能型入所施設の整備の推進」を位置づけ

ています。 

 

  

計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方    第 第 第 第 章章章章１ 
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（２）障害者福祉をめぐる国等の動き 

 

① 障害者基本法の改正 

 障害者基本法は、障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、全ての国民

が、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

がら共生する社会の実現を掲げるとともに、障害者に対する差別禁止の観点から、社

会的障壁の除去についての配慮等の基本原則を定めるほか、障害者の定義、障害者の

自立及び社会参加の支援等のための基本的施策等に関する規定の見直し等が盛り込ま

れ、平成 23 年 8 月に施行されました。 

 

② 障害児支援の強化 

 障害児を対象とした支援については、通所や入所サービスは児童福祉法、児童デイ

サービスは障害者自立支援法に基づき実施されてきましたが、児童福祉法に根拠規定

を一本化する改正法が平成 24 年 4 月に施行されました。 

 これは、身近な地域で、障害特性に応じた専門的な支援を引き続き提供することが

できる仕組みとすることを目的として行われ、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などが障害児通所支援に位置づけられました。 

 

③ 障害者総合支援法への改正 

 三障害（身体、知的、精神）の一元化、利用者本位の新サービス体系への移行、就

労支援の強化等を目的に、障害者自立支援法が平成 18 年に施行されました。その後、

制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備を図

ることを目的とし、平成 24 年 6月に「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」へ

と改正されました。 

 

④ 障害者虐待防止法の成立 

 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、その防止が自立及び社会

参加にとって極めて重要であること等から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対

する支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が平成 24 年 10 月 1 日に施行されまし

た。 

 

⑤ 障害者差別解消法の成立 

 国や市区町村といった行政機関や民間事業者の「障害を理由とする差別」をなくし、

障害のある人もない人もお互いに個性を尊重し、支えあえる共生社会を実現すること

を目的とした法律で、平成 28 年 4 月に施行されました。 
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 また、障害者雇用促進法の改正により、雇用の分野における障害を理由とした差別

的な扱いを禁止するほか、事業主に、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善す

るための措置を講ずることを義務付けました。 

 

⑥ 障害者権利条約の締結 

 障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）は、すべての障害者のあらゆる人権

及び基本的自由を完全に実現することを確保し、促進するための措置を締約国がとる

ことを定めるもので、国は、障害者自立支援法の改正や障害者差別解消法の制定、障

害者雇用促進法の改正など様々な国内法の整備を進め、平成 26年 1 月に、障害者権利

条約を批准しました。今回の計画策定にあたっては、この条約との整合性を保つこと

も考慮しました。 

 

⑦ 地域共生社会の実現に向けて 

 地域共生社会とは、制度分野ごとの「縦割り」などの関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が「我が事」として参画し、「人と人」、「人と資源」が世代や分野を超

えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに

創っていく社会のことです。その実現のため、地域課題の解決力の強化、生活上の困

難を抱える方への地域を基盤とする包括支援体制の構築、専門人材の活用などを推進

することとしています。 

 本区では、現在、高齢者の地域包括ケアシステム構築に取り組んでいるところです

が、障害者などあらゆる住民を対象とした地域共生社会の実現に向けた取り組みの方

向性については、今後検討を進めていきます。 
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計画策定の目的 計画策定の目的 計画策定の目的 計画策定の目的 

 

 本区の実情や国の制度改革の動向、社会の変化等も踏まえ、障害のある人もない人

も、誰もが地域社会の一員として支えあい、障害者の自立した地域生活をより充実し

ていくために、新たな障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を策定するもので

す。障害児福祉計画については、障害児支援に係る提供体制の計画的な構築を推進す

るため新たに策定することとなりました。 

 

 

計画の位置づけ 計画の位置づけ 計画の位置づけ 計画の位置づけ 

 

江東区障害者計画 

障害者基本法第 11条第 3項に基づく市町村障害者計画

として策定します。 

江東区障害福祉計画 

障害者総合支援法第 88条第 1項に基づく市町村障害福

祉計画として策定します。 

江東区障害児福祉計画 

児童福祉法第 33条の 20第 1項に基づく市町村障害児

福祉計画として策定します。 

 

【本計画の関連計画（イメージ図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本計画は、江東区障害者計画、江東区障害福祉計画及び江東区障害

児福祉計画の性格を併せた計画として一体的に策定します。 

※ 本計画は、区の施策推進の基本的指針である江東区基本構想や江東

区長期計画、また、江東区高齢者地域包括ケア計画をはじめ、他の計

画等と整合を図りながら策定します。 

2222    

3333    
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計画の期間 計画の期間 計画の期間 計画の期間 

 

 

江東区障害者計画 

区の障害者施策推進の基本的指針となる計画 

  平成 30 年度から平成 35年度までの 6年間 

江東区障害福祉計画 

（第 5 期） 

江東区障害児福祉計画 

（第 1 期） 

障害者（児）が利用する障害福祉サービス等の確保に

関する計画 

  平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年間 

 

 

実効性のある取り組みの推進 実効性のある取り組みの推進 実効性のある取り組みの推進 実効性のある取り組みの推進 

 

 ＰＤＣＡサイクルに基づき、成果目標及び目標を達成するための活動指標について、

原則として 1 年に 1回、前年度の実績を把握し障害者施策や関連施策の動向も踏まえ

ながら、計画の中間評価として分析・評価を行います。 

 中間評価の結果、必要があると認めたときは、江東区障害者計画・障害福祉計画推

進協議会に諮った上で、計画期間中であっても計画の変更、事業の見直し等の措置を

講じます。 

 

 

 

計画の対象 計画の対象 計画の対象 計画の対象 

 

 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常

生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方とします。 

 

（障害者基本法より） 

  

4444    

5555    

6666    
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本区の障害者数の現状 本区の障害者数の現状 本区の障害者数の現状 本区の障害者数の現状 

 

（1）手帳所持者数 

 

平成 28 年の時点で、「身体障害」は 15,722 人、「知的障害」は 3,007 人、「精神障害」

は 3,346人であり、増加の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：（身体障害・知的障害） 各年とも 12 月 31 日現在     保健予防課：（精神障害） 各年度とも 3 月 31 日現在 
  

計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方計画策定の基本的考え方    第 第 第 第 章章章章２ 

1111    

（人） 
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（２）自立支援医療（精神通院医療）交付数 

 

 平成 28 年度の「自立支援医療（精神通院医療）」の申請者は 6,331 人で、増加の傾

向にあります（精神障害者保健福祉手帳所持は要件ではありません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）保健予防課：各年度とも 3 月 31 日現在 
  

（人） 
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（３）本区の総人口と障害者（手帳所持者）数の推移 

 

 平成 28 年の時点における区の総人口は 506,511 人であり、毎年増加傾向にあります。

障害者（手帳所持者）の総数も平成 26年は 21,350 人、平成 27 年は 21,736人、平成

28 年は 22,075人であり、同様に増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害者数：（資料）障害者支援課（身体障害・知的障害）                各年とも 12 月 31 日現在  保健予防課 （精神障害）  各年度とも 3 月 31 日現在 総人口：（資料：住民基本台帳） 各年とも翌 1 月 1 日現在 
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本区の身体障害者の状況 本区の身体障害者の状況 本区の身体障害者の状況 本区の身体障害者の状況 

 

（1）身体障害者の障害内容別人数の推移 

 

 平成 28 年の時点における身体障害者手帳所持者の障害内容別人数をみると、「視覚

障害」は 1,145人、「聴覚・言語等障害」は 1,584 人、「肢体不自由」は 8,235人、「内

部障害」は 4,758 人です。内部障害が増加傾向になっていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

2222    

（人） 
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（2）身体障害者の障害等級別人数の推移 

 

平成28年の時点における身体障害者手帳所持者の障害等級別人数をみると、「1級」

が 5,081 人と最も多く、「2級」は 2,451 人、「3級」は 2,623 人、「4級」は 3,631 人、

「5 級」は 1,043 人、「6 級」は 893 人です。特に「1級」に増加の傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

（人） 
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本区の知的障害者の状況 本区の知的障害者の状況 本区の知的障害者の状況 本区の知的障害者の状況 

 

（1）知的障害者の障害程度別人数の推移 

 

 平成 28 年の時点における愛の手帳所持者の障害程度別人数をみると、「1 度（最重

度）」は 89人、「2 度（重度）」は 788 人、「3 度（中度）」は 671 人、「4 度（軽度）」は

1,459人であり、「4 度（軽度）」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）障害者支援課：各年とも 12 月 31 日現在 
  

3333    

（人） 
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本区の精神障害者の状況 本区の精神障害者の状況 本区の精神障害者の状況 本区の精神障害者の状況 

 

（1）精神障害者（手帳所持者）の障害等級別人数の推移 

 

 平成 28 年度における精神障害者保健福祉手帳所持者の障害等級別人数をみると、「1

級」は 178 人、「2級」は 1,655人、「3級」は 1,513 人です。2級・3級に増加の傾向

が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）保健予防課：各年度とも 3 月 31 日現在 
  

4444    

（人） 
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本区の難病患者の状況 本区の難病患者の状況 本区の難病患者の状況 本区の難病患者の状況 

 

（１）難病患者数の推移 

 

 平成 28 年度における特殊疾病医療費助成申請受付数は、5,360 人であり、年々増加

傾向になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）保健予防課：各年度とも 3 月 31 日現在  
※上記の人数は、特殊疾病医療費助成申請受付数の総数であり、障害者総合支援法に

おける対象疾病とは異なります。 

 

【参考】上記表における対象疾病数の推移（資料：保健予防課） 

 26年度 27 年度 28 年度 

特殊医療費助成対象疾病 2疾病 2疾病 2疾病 

特定疾患治療研究事業等対象疾病（国） 4疾病 4疾病 4疾病 

東京都単独助成疾病 15 疾病 8疾病 8疾病 

指定難病（国） 110疾病 306 疾病 306 疾病 

5555    

（人） 
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障害者施策の現状 障害者施策の現状 障害者施策の現状 障害者施策の現状 

 

（1）障害者に対する様々な支援施策 

 

 障害者に対する支援（行政の施策）は、下表のとおり多岐にわたっています。 分野 支援の施策 
相談窓口 区の障害者支援課、保健所・保健相談所、子ども家庭支援センター 民生・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員 東京都心身障害者福祉センター、児童相談所、 東京都発達障害者支援センター（TOSCA）、東京都難病相談･支援センター （教育関係）都立の特別支援学校、区立の特別支援学級 （就労関係）江東区障害者就労・生活支援センター、公共職業安定所 （介護保険）長寿サポートセンター 手帳交付 身体障害者手帳：障害の程度によって 1 級～6 級 愛の手帳（知的障害者）：障害の程度によって１度～4 度 精神障害者保健福祉手帳：障害の程度によって１級～3 級 経済支援 手当 心身障害者（難病）福祉手当、特別障害者手当など 年金 障害基礎年金、障害厚生年金など 運賃 鉄道やバスの運賃の割引、タクシー運賃の割引など 公共料金 NHK 受信料の減免、上下水道の減免など 税金 所得税や住民税などの障害者控除、自動車税の軽減など 福祉・介護 福祉 サービス 居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護など 補装具費の支給 成年後見制度、日常生活自立支援事業、ふれあいサービス、入浴サービス、点訳サービス、手話通訳者派遣など 保健・医療 医療費助成 心身障害者（児）医療費助成、特殊疾病医療費助成など 医療費負担 自立支援医療 相談・訓練 配慮を必要とするこどもの早期発見・療育、機能回復訓練など 教育 特別支援 教育 小学校や中学校における特別支援学級、江東特別支援学校、墨東特別支援学校、城東特別支援学校、大塚ろう学校城東分教室 就学相談 義務教育の就学相談、特別支援学級就学奨励など 雇用･就業 相談 公共職業安定所での相談・求職受付など 訓練 公益財団法人「東京しごと財団」における障害者就業支援事業、公共職業安定所での障害者職場適応訓練など 住宅 都営住宅抽せん優遇制度、住宅あっせんなど 

 

6666    
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（２）障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスのしくみ 

 

① サービスの全体像 

 障害者総合支援法に基づくサービスは、障害のある方々の標準的な支援の度合いや

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、個別に支給決定が行

われる「障害福祉サービス」と、区市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に

応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービス」

は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練

等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際の手順が異なります。サービスには、

原則として利用期限が設定されますが、必要に応じて更新・延長が行われます。 

 なお、障害がある児童（18 歳未満）については、児童福祉法の「障害児通所支援」

及び障害者総合支援法の「居宅介護」や「短期入所」等の障害福祉サービスが利用で

きます。また、介護保険給付の対象者については原則として介護保険給付が優先とな

りますが、心身の状況やサービス利用を必要とする理由等を踏まえ、介護保険担当課

や居宅介護支援事業者と連携して対応しています。 
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② 利用者負担 

 利用者負担は、サービス量と所得に基づく負担の仕組み（ 1割の定率負担と所得に

応じた負担上限月額の設定）となっています。定率負担・実費負担それぞれに、低所

得の方に配慮した軽減策が講じられています。 

 

〔利用者負担の負担上限月額設定〕 

 

 障害福祉サービスの利用者負担は、障害のある方とその配偶者（※）の所得に応じ

て、次の 4 区分の負担上限月額が設定されています。 

※ただし、障害児（18歳未満。なお施設に入所する 18、19 歳を含む。）の場合、保護

者の属する住民基本台帳上の世帯を単位に所得を判断します。 

 

所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 0円 

低所得 区市町村民税非課税世帯 0円 

一般 1 

区市町村民税所得割 16 万円

未満（障害児は 28万円未満） 

施設等入所者以外 障害者 9,300円 

 障害児 4,600円 

20歳未満の施設入所者 9,300円 

一般 2 

上記以外の区市町村民税課

税世帯 

37,200円 

 

 

○「一般」のうち入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム利用者の場合「一

般 2」となります。 

○所得区分が「一般 1」に属する保護者に係る複数の障害児が障害児通所支援又

は障害児入所支援を受けている場合の負担上限月額は、該当する負担上限月額

のうち最も高い額となります。なお、複数の条項に基づくサービスを受けてい

る場合は、それぞれのサービスにおいて負担上限月額が決定されます（この場

合、高額障害福祉サービス等給付費等における「障害児の特例」が適用されま

す）。 

○障害児通所支援を利用する小学校就学前の障害児又は幼稚園、保育所等に通う

小学校就学前の児童が二人以上いる保護者に係る負担上限月額は、以下の①～

③までの額を合算した額と元来の障害児通所給付費に係る所得区分に応じた負

担上限月額のいずれか低い額となります（多子軽減措置）。 
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 障害児 算定額 

① 

小学校就学後の障害児小学校就学前

児童のうち最年長者 

厚生労働大臣が定める基準により算

定した額の 10/100 

② 

①を除く小学校就学前児童のうち最

年長者 

厚生労働大臣が定める基準により算

定した額の 5/100 

③ ①及び②以外の障害児 0 

 

③ 利用者負担軽減策 

 

〔補足給付〕 

 補足給付は、食費・光熱水費・家賃の実費負担に対する軽減措置です。 

 

 入所施設（20 歳以上） 

 施設での 1 か月あたりの食費・光熱水費の基準額を設定し、福祉サービス費の定率

負担相当額と、食費・光熱水費の定費負担をしても、少なくとも手元に 25,000円が残

るように補足給付が支払われます。 

 

 入所施設（20 歳未満） 

 20歳未満の場合は、地域でこどもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給

付が行われます。さらに、18歳未満の場合は、教育費相当分が加算されます。 

 

 グループホーム 

 グループホーム居住者の低所得者に係る家賃の実費負担を軽減するため、補足給付

1万円（家賃の額が 1万円を下回る場合は、当該家賃の額）が支給されます。 

 

〔高額障害福祉サービス等給付費〕 

 同じ世帯で複数の方がサービスを利用する場合や、介護保険も併せて利用する場合、

減免措置が受けられます。 

 

 障害者 

 障害福祉サービス（補装具及び介護保険も併せて利用している場合は、補装具及び

介護保険の負担額も含む）の合算額が基準額を超えている場合は、高額障害福祉サー

ビス費が支給されます。（償還払いの方法によります。） 
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 障害児 

 障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負

担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分については、高額障害福祉サ

ービス費等が支給されます。（償還払いの方法によります。） 

 

〔医療型個別減免〕 

 療養介護等を利用する場合、減免制度があります。医療型施設に入所する方や療養

介護を利用する方は、定率負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限

額が設定され、それ以上は減免されます。 

 

 20 歳以上の場合 

 低所得の方は少なくとも 25,000 円が手元に残るように、利用者負担が減免されます。 

 

 20 歳未満の場合 

 所得要件はありません。地域でこどもを養育する世帯と同様の負担（具体的には、

生活費 2.5 万円を含めて所得区分に応じ 5 万円から 7.9 万円）となるよう、上限額の

設定を行います。さらに 18歳未満の場合にはその他生活費に教育費相当分を加えます。 

 

〔生活保護移行防止〕 

 負担軽減策を講じても、利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合

には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費・光熱水費の

実費負担を引き下げます。 
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■ 利用者負担に関する軽減措置 

 

    

入所施設 入所施設 入所施設 入所施設 

利用者 利用者 利用者 利用者 

(20歳以上)(20歳以上)(20歳以上)(20歳以上)    

グループ グループ グループ グループ 

ホーム ホーム ホーム ホーム 

利用者 利用者 利用者 利用者 

通所施設 通所施設 通所施設 通所施設 

（事業） （事業） （事業） （事業） 

利用者 利用者 利用者 利用者 

ホームホームホームホーム    

ヘルプヘルプヘルプヘルプ    

利用者利用者利用者利用者    

入所施設 入所施設 入所施設 入所施設 

利用者 利用者 利用者 利用者 

(20歳未満)(20歳未満)(20歳未満)(20歳未満)    

医療型施設医療型施設医療型施設医療型施設

利用者 利用者 利用者 利用者 

障障 障障
害害 害害
福福 福福
祉祉 祉祉
ササ ササ
ーー ーー
ビビ ビビ
スス スス
定定 定定
率率 率率
負負 負負
担担 担担
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

食食 食食
費費 費費
・・ ・・
光光 光光
熱熱 熱熱
水水 水水
費費 費費
・・ ・・
家家 家家
賃賃 賃賃
    

 

 

 

 

 

 

     

 

  

利用者の負担上限月額設定（所得段階別） 

生活保護への移行防止（負担上限額を下げる） 

高額障害福祉サービス等給付費等 

医療型 

個別減免 ※ 医 療 、     食事療養費と合わせ、上 限 額 を   設定 
補足給付 （食費・ 光熱水費） 

補足給付 （家賃助成） 
補足給付 （食費・ 光熱水費） 食費負担 軽減 通所施設を利用した場合には、食費負担軽減が受けられます。 (経過措置) 



20 

 

 

 

 

基本理念 基本理念 基本理念 基本理念 

 

障害者基本法第 1条の目的規定を受け、次の 3 つを掲げます。 

なお、基本理念の実現のためには、「社会的障壁」（注）の除去につき、合理的な配

慮がなされること（障害者基本法第 4条第 2項）が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

社会的障壁 社会的障壁 社会的障壁 社会的障壁 

障害がある人にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物・制度・慣行・観念その他一切のものを指します。 

  

基本理念、基本目標基本理念、基本目標基本理念、基本目標基本理念、基本目標    第 第 第 第 章章章章3 

1111    

共生社会の実現 共生社会の実現 共生社会の実現 共生社会の実現 

    

障害のある人もない人も、誰障害のある人もない人も、誰障害のある人もない人も、誰障害のある人もない人も、誰

もが地域社会の一員として人もが地域社会の一員として人もが地域社会の一員として人もが地域社会の一員として人

格と個性を尊重し、お互いに助格と個性を尊重し、お互いに助格と個性を尊重し、お互いに助格と個性を尊重し、お互いに助

け合うことによって、安心してけ合うことによって、安心してけ合うことによって、安心してけ合うことによって、安心して

暮らすことができる共生社会暮らすことができる共生社会暮らすことができる共生社会暮らすことができる共生社会

を目指します。 を目指します。 を目指します。 を目指します。 

生活の質の向上 生活の質の向上 生活の質の向上 生活の質の向上 

    

障害のある人もない人も、健障害のある人もない人も、健障害のある人もない人も、健障害のある人もない人も、健

康で豊かな生活を送ることが康で豊かな生活を送ることが康で豊かな生活を送ることが康で豊かな生活を送ることが

できるように、生活の質（クオできるように、生活の質（クオできるように、生活の質（クオできるように、生活の質（クオ

リティ・オブ・ライフ）の向上リティ・オブ・ライフ）の向上リティ・オブ・ライフ）の向上リティ・オブ・ライフ）の向上

を図ります。 を図ります。 を図ります。 を図ります。 

障害者の自立支援 障害者の自立支援 障害者の自立支援 障害者の自立支援 

    

障害のある人が、社会の構成障害のある人が、社会の構成障害のある人が、社会の構成障害のある人が、社会の構成

員としてその尊厳が重んぜら員としてその尊厳が重んぜら員としてその尊厳が重んぜら員としてその尊厳が重んぜら

れ、あらゆる活動に参加・参画れ、あらゆる活動に参加・参画れ、あらゆる活動に参加・参画れ、あらゆる活動に参加・参画

し、社会の一員として責任を分し、社会の一員として責任を分し、社会の一員として責任を分し、社会の一員として責任を分

かち合えるよう支援します。 かち合えるよう支援します。 かち合えるよう支援します。 かち合えるよう支援します。 
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基本目標 基本目標 基本目標 基本目標 

 

基本理念を実現するために、次の 4 つの基本目標を掲げます。 

 

 

障害者の地域生活の確立 

障害者が自己の意思決定に基づいて地域で自立して生活していけるよ

うに、地域における相談支援・情報提供体制やコミュニケーション及び移

動に関わる支援を充実するとともに、経済的な基盤や在宅サービス等を整

備します。 

また、健康維持を図るための保健・医療サービスを充実し、安心 

して地域で暮らせる仕組みの確立を目指します。 

 

 

 

障害者の社会参加・参画の推進 

障害者の社会参加・参画を推進するため、障害者の働く場と様々な社会

活動に参加できる機会の拡充を図ります。そのために、交通機関・公共施

設のバリアフリー化など生活環境の整備を図るとともに、スポーツ・芸

術・文化活動など、地域における多様な活動を広げていきます。 

 

 

 

共に支えあう地域社会の構築 

障害及び障害者に対する区民の理解と共感を醸成し、ボランティア活動

などを展開する中から、障害のある人もない人も、共に生き共に支えあう

地域社会の構築をめざします。また、防災や災害時の障害のある人への対

応の充実を図ります。 

 

 

 

配慮を必要とするこどもの 

支援体制の充実 

障害のあるこども一人ひとりに適した教育や支援が提供できる体制の

充実を図ります。また、医療的ケアや発達障害の支援を必要とするこども

への、地域における支援体制を強化していきます。 
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基本目標① 基本目標① 基本目標① 基本目標① 

基本目標② 基本目標② 基本目標② 基本目標② 

基本目標③ 基本目標③ 基本目標③ 基本目標③ 

基本目標④ 基本目標④ 基本目標④ 基本目標④ 
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施策の体系 施策の体系 施策の体系 施策の体系 

 

基本理念・基本目標を受けて、次の 9つの施策の柱により、障害者の保健福祉施策

を総合的に推進していきます。 

 

 

《基本理念→基本目標→施策の柱》 

 

基本理念 基本目標 施策の柱 

共生社会の実現 

 

障害者の自立支援 

 

生活の質の向上 

障害者の 

地域生活の確立 

１ 相談・情報提供体制の充実と

コミュニケーションの支援 

２ 自立生活の支援 

３ 健康を守る保健・医療の充実 

障害者の 

社会参加・参画の推進 

４ ユニバーサルデザインの視点

による生活環境の改善 

５ 雇用・就労の拡大 

６ 地域活動の支援 

共に支えあう 

地域社会の構築 

７ 区民の理解と共感の醸成 

８ 安全・安心な 

  地域生活環境の整備 

配慮を必要とする 

こどもの支援体制の充実 

９ 配慮を必要とするこどものた

めの教育・療育等の充実 

 

  

3333    
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《施策の柱→施策》 

 

施策の柱 施策 

１ 相談・情報提供体制の充実と 

  コミュニケーションの支援 

(1) 相談支援及び権利擁護体制の充実 

(2) 情報バリアフリー化の推進 

(3) コミュニケーション支援の充実 

２ 自立生活の支援 

(1) 訪問系サービス等の充実 

(2) 日中活動及び居住支援の充実 

(3) 移動支援及び福祉用具の利用支援 

(4) 福祉サービスの質の向上 

(5) 経済的自立の支援 

(6) 新たな地域生活支援拠点の整備 

(7) 家族・介護者への支援 

３ 健康を守る保健・医療の充実 

(1) 保健サービスの充実 

(2) 医療サービスの充実 

４ ユニバーサルデザインの 

  視点による生活環境の改善 

(1) やさしいまちづくりの推進 

(2) 住宅改修・バリアフリー化 

５ 雇用・就労の拡大 

(1) 就労支援の充実 

(2) 雇用・就労の場の確保 

６ 地域活動の支援 

(1) 生涯学習・文化活動の支援 

(2) スポーツ活動の支援 

(3) 行政と区民との協働（区政への参画） 

７ 区民の理解と共感の醸成 

(1) 啓発・広報活動の推進 

(2) 福祉教育の推進 

８ 安全・安心な 

  地域生活環境の整備 

(1) 防災・防犯対策の推進 

(2) 地域の支えあいの推進 

９ 配慮を必要とするこどもの 

  ための教育・療育等の充実 

(1) 乳幼児や就学前児童などに対する健診及び 

相談の充実 

(2) 療育・保育・就学前教育の充実 

(3) 特別支援教育体制の充実 

(4) 放課後対策の充実 
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相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援 相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援 相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援 相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援 

 

 地域における相談支援体制の充実、障害特性に応じた情報提供体制やコミュニケー

ション支援の充実を図っていきます。 

 

（1）相談支援及び 

  権利擁護体制の充実 

 障害者の地域での自立生活を支援するため、相談

支援体制及び意思決定の支援に配慮した権利擁護体

制の充実を図ります。 

  

（2）情報バリアフリー化 

  の推進 

 点字広報、文字情報などそれぞれの障害特性に配

慮した情報提供に努めるとともに、パソコンなどの

講習会の開催による情報活用能力の開発などを推進

します。 

  

（3）コミュニケーション 

  支援の充実 

 手話通訳者や要約筆記者の派遣、視覚障害者のた

めの同行援護など、障害のある人とない人との相互

のコミュニケーションの充実を図ります。 

 

  

施策の方向と展開施策の方向と展開施策の方向と展開施策の方向と展開    第 第 第 第 章章章章4 
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自立生活の支援 自立生活の支援 自立生活の支援 自立生活の支援 

 

 障害者が入所施設や病院から地域へと移行できるよう、体制づくりを進めます。ま

た、家族や介護者の支援についても充実していきます。 

 

（1）訪問系サービス等の 

  充実 

  障害者総合支援法の訪問系サービス（居宅介護等）

やその他の生活支援・介護サービスの充実を図りま

す。 

   

（2）日中活動及び居住支 

  援の充実 

  障害者総合支援法の日中活動系サービス（生活介

護等）や居住系サービス（共同生活援助等）により

地域での自立した生活を支援します。 

   

（3）移動支援及び福祉用 

  具の利用支援 

  外出のための移動支援や補装具など福祉用具の利

用を支援することで、障害者の社会参加の促進や生

活の質の向上を図ります。 

   

（4）福祉サービスの質の 

  向上 

  障害者施設の第三者評価事業の実施を促進するほ

か、各種連絡会・協議会においても課題の検討を行

い、サービスの質の維持、向上に努めます。 

   

（5）経済的自立の支援 

  各種手当や年金の支給により、地域での自立した

生活を支援します。 

   

（6）新たな地域生活支援 

  拠点の整備 

  多機能型入所施設の整備が予定されていることを

踏まえて、地域における支援体制の構築に向けて検

討していきます。 

   

（7）家族・介護者への 

  支援 

  緊急一時保護やレスパイト（介護者の休養）、講座

等の開催により、障害者を介護する方を支援します。 

 

  

2222    
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健康を守る保健・医療の充実 健康を守る保健・医療の充実 健康を守る保健・医療の充実 健康を守る保健・医療の充実 

 

 障害の要因となる疾病の予防や早期発見に関わる保健・医療サービス等の充実を図

ります。 

 

（1）保健サービスの充実 

  医師や保健師等による、各種相談事業や健診等にに

より、健康維持、疾病の予防や早期発見を図ります。 

   

（2）医療サービスの充実 

  各種医療費助成制度を通じて、医療費の負担軽減

を図ります。 

 

 

 

ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善 ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善 ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善 ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善 

 

 障害のある人もない人も、誰もが安全で快適に生活するために、ユニバーサルデザ

インの視点から、生活環境の改善を進めています。 

 

（1）やさしいまちづくり 

  の推進 

 

 円滑な移動と空間の確保に向けて、ソフト・ハー

ド両面にわたり、やさしいまちづくりを推進します。 

   

（2）住宅改修・バリアフ 

  リー化 

 

 障害者が安全かつ快適に暮らせるよう、住宅改修、

バリアフー化を促進します。 

 

  

3333    
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雇用・就労の拡大 雇用・就労の拡大 雇用・就労の拡大 雇用・就労の拡大 

 

 特別支援学校や公共職業安定所などの関係機関と連携するとともに、江東区就労・

生活支援センター等を通じて、就労支援をしていきます。 

 

（1）就労支援の充実 

  庁内実習や表彰制度などにより、意欲を高め、就

労につなげるほか、その後の定着についても支援を

していきます。 

   

（2）雇用・就労の場の 

  確保 

 

 障害者雇用に関する、企業の理解促進、関係機関

との連携強化により、雇用・就労の拡大を図ります。 

 

 

 

地域活動の支援 地域活動の支援 地域活動の支援 地域活動の支援 

 

 障害者がより充実した生活が送れるように、あらゆる分野の活動に参加する機会を

提供していきます。 

 

（1）生涯学習・文化活動 

  の支援 

 

 障害のある人でも参加・利用できるメニューの拡

充や環境整備を図ります。 

   

（2）スポーツ活動の支援 

  障害のある人でも気軽にスポーツに参加できる環

境づくりに努めます。また、東京２０２０パラリン

ピック競技大会に向けて気運醸成を図ります。 

   

（3）行政と区民との協働 

  （区政への参画） 

 

 関係協議会等への当事者参画を進め、協働体制を

構築していきます。 

  

5555    

6666    
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区民の理解と共感の醸成 区民の理解と共感の醸成 区民の理解と共感の醸成 区民の理解と共感の醸成 

 

 障害者施策の推進には、区民の理解や協力が必要です。障害に対する理解不足から

生じる誤解等を取り除き、誰もが安心して地域で生活できるよう「こころのバリアフ

リー」を推進していきます。 

 

（1）啓発・広報活動の推 

  進 

 

 障害者福祉大会の開催や障害者差別解消法の周知

など、啓発・広報活動を推進します。 

   

（2）福祉教育の推進 

  学校教育・生涯学習の場で福祉に関わるテーマで

の学習会等を開催します。 

 

 

 

安全・安心な地域生活環境の整備 安全・安心な地域生活環境の整備 安全・安心な地域生活環境の整備 安全・安心な地域生活環境の整備 

 

災害時要援護者対策などの防災対策の充実や、地域で活動するボランティアの育成に

努めていきます。 

 

（1）防災・防犯対策の推 

  進 

  避難行動要支援者名簿の作成や防災・防犯関係情

報の配信などにより、災害や犯罪被害の発生・拡大

の防止を図っていきます。 

   

（2）地域の支えあいの推 

  進 

 

 ボランティアや手話通訳者・音訳者等の養成・活

動を通じ、障害者の地域生活を支えていきます。 

 

  

7777
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配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実 配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実 配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実 配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実 

 

 一人ひとりのニーズに応じた適切な支援や障害の早期発見のため、関係機関との連

携強化を図るとともに、地域で共に生活できる体制づくりに努めます。 

 

（1）乳幼児や就学前児童 

  などに対する健診及 

  び相談の充実 

 

 各種健診や相談などを通じて配慮を必要とするこ

どもやその家庭に対し、早期からの支援を進めてい

きます。 

   

（2）療育・保育・就学前 

  教育の充実 

 

 こどもの発達に応じた相談・療育を行うほか、療

育等に関わる施設の連携を強化します。 

   

（3）特別支援教育体制の 

  充実 

 

 特別支援学級の設置、学習支援員や介助員の配置

により、特別支援教育の充実を推進していきます。 

   

（4）放課後対策の充実 

  きっずクラブにおいて障害児を受入れていくとと

もに、放課後等デイサービスの質の維持・向上に努

めます。 

 

  

9999    
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障害者福祉に関する行政等の体制の整備 障害者福祉に関する行政等の体制の整備 障害者福祉に関する行政等の体制の整備 障害者福祉に関する行政等の体制の整備 

 

 障害者福祉施策の総合的な推進のために、保健・福祉・教育・雇用・まちづくりな

ど、関係部署はもちろん、区役所以外の雇用関係機関や教育関係機関、福祉関係機関

等との連携を強化します。 

 

 

区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化 区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化 区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化 区と区民・関係団体・地域自立支援協議会との連携強化 

 

（１）障害者団体等との連携強化、参加・参画の推進 

 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定及び実施にあたって、障害者団

体や関係団体との連携を強化するとともに、障害者団体等の参加・参画を進めます。 

 

（２）ボランティア団体、サービス提供事業者、区民等との連携強化 

 本計画の基本理念の一つである共生社会の実現に向けて、区民の理解を醸成すると

ともに、ボランティア団体、サービス提供事業者、区民等との連携の強化を図ります。 

 

（３）地域自立支援協議会の機能強化 

 地域自立支援協議会において把握された地域の課題やニーズ等を踏まえ、相互に協

力・連携し、障害者福祉施策を推進します。 

 

 

計画の進行管理と評価 計画の進行管理と評価 計画の進行管理と評価 計画の進行管理と評価 

 

 本計画の実施に当たっては、江東区障害者計画・障害福祉計画推進協議会において、

計画の進行管理や点検・評価を行っていきます。 

 

（１）計画の評価 

 障害者関係団体との意見交換、利用者等へのニーズ調査などにより、施策・事業の

有効性について検証を行い、効果的かつ適切な施策・事業の実施に努めます。 

 

（２）計画の進行管理と見直し 

 本計画の進捗状況を定期的に点検するとともに、障害者のニーズ、国の動向や社会

経済状況の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直します。  

計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて    第 第 第 第 章章章章5 

1111    

2222    

3333    



31 

 

 

 

 

 

平成32年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 平成32年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 平成32年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 平成32年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 

 

国の指針では、「第 5 期障害福祉計画」策定に関しては、精神障害への対応や、一

般就労への移行に関する成果目標が見直し、拡充されました。また、障害児支援の提

供体制の整備等の成果目標を定めることとしたことから、第 7 章において「第 1 期障

害児福祉計画」を策定することとしました。 

第 5期障害福祉計画では、以下の（1）～（4）の 4 項目について成果目標を設定し

ます。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

項   目 数値 区 の 考 え 方 施設入所者数 307人 平成 28年度末現在での施設入所者数 平成 32 年度入所者数 307人 平成 32 年度末時点での施設入所者数の見込み 施設入所者削減の見込み 0人 平成 32 年度末までに、平成 28 年度末と比較して、施設入所者数の減少は見込まない。 地域生活移行者の目標数 28人 平成 32 年度末までに、平成 28 年度末時点での施設入所者数の 9％に相当する人が、地域生活へ移行する。 
 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

項   目 区 の 考 え 方 保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置 平成 32 年度末までに協議の場を設置 
 

  

第 第 第 第 章章章章6 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

 

 国の基本指針にあっては、障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・

場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約等を行う拠点等につ

いて、平成 32 年度末までに各区市町村又は各圏域に少なくとも 1 つの拠点等を整備す

ることとされています。 

 区では、長期計画において多機能型入所施設の整備を予定していることを踏まえ、

障害者が地域で安心して暮らせることができるよう、地域における支援体制の構築に

向けて検討を進めていきます。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 

項   目 数値 区 の 考 え 方 平成 32 年度の障害者就労・生活支援センター利用者の一般就労移行者目標数 80人 平成 28年度移行実績の同数を目標とする。 平成 32 年度の福祉施設からの一般就労移行者目標数 27人 平成 28年度移行実績の同数を目標とする。 平成 32 年度の障害者就労・生活支援センター利用者の一般就労 1年後の職場定着率 8割 国の指針に基づき 8割を目標とする。 
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サービス必要量の見込みと確保のための方策 サービス必要量の見込みと確保のための方策 サービス必要量の見込みと確保のための方策 サービス必要量の見込みと確保のための方策 

 

 本章で掲げた目標を達成するため、障害福祉サービスの種類ごとの必要となるサー

ビス量について、平成 30 年度から平成 32 年度までの各年度における見込みを設定し

ます。 

 

（１）訪問系サービス 

 訪問系サービスとは、サービス提供事業者が居宅に訪問して行うサービスであり、

以下の 5種類があります。 

① 居宅介護   ② 重度訪問介護   ③ 同行援護   ④ 行動援護 

⑤ 重度障害者等包括支援 

 

 それぞれのサービス別の利用実績より、1 人当たりの月の平均利用時間を求めると

ともに、障害者の増加傾向をもとに今後の利用者数を推計し、難病の対象疾病増によ

る利用者増、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に訪問系サービスの利用

が見込まれる方の数を勘案してサービスの見込量を算定します。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問系サ－ビス 

サ－ビス量 22,364 時間分 22,840 時間分 23,652 時間分 

利用者数 847 人 881 人 921 人 

 

 

（２）日中活動系サ－ビス 

 

 利用実績より、1 人当たりの月平均利用日数を求め、障害者の増加傾向、特別支援

学校卒業者数見込み、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に日中活動系

サービスの利用が見込まれる方の数を勘案してサービス見込量を算定します。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

生活介護 

サ－ビス量 13,452 人日分 13,927 人日分 14,421 人日分 

利用者数 708 人 733 人 759 人 
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種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

サ－ビス量 64 人日分 64 人日分 64 人日分 

利用者数 4 人 4 人 4 人 

自立訓練 

（生活訓練） 

サ－ビス量 810 人日分 900 人日分 1,026 人日分 

利用者数 45 人 50 人 57 人 

就労移行支援 

サ－ビス量 2,656 人日分 2,864 人日分 3,088 人日分 

利用者数 166 人 179 人 193 人 

就労継続支援 

（Ａ型） 

サ－ビス量 1,980 人日分 2,088 人日分 2,214 人日分 

利用者数 110 人 116 人 123 人 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

サ－ビス量 11,895 人日分 12,210 人日分 12,555 人日分 

利用者数 793 人 814 人 837 人 

就労定着支援 利用者数 49 人 52 人 56 人 

療養介護 利用者数 61 人 61 人 61 人 

短期入所 

（福祉型） 

サ－ビス量 1,932 人日分 2,016 人日分 2,142 人日分 

利用者数 92 人 96 人 102 人 

短期入所 

（医療型） 

サ－ビス量 72 人日分 72 人日分 72 人日分 

利用者数 12 人 12 人 12 人 

 

 

（３）居住系サ－ビス 

 

 自立生活援助については、地域定着支援の利用者を踏まえて、利用者数を見込みま

す。また、共同生活援助、施設入所支援については、利用実績を踏まえて、障害者の

増加傾向、新たな施設の開所見込み、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後

に共同生活援助の利用が見込まれる方の数等を勘案し、利用者数を見込みます。 

 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立生活援助 5 人 6 人 7 人 

共同生活援助 379 人 409 人 449 人 

施設入所支援 307 人 307 人 307 人 
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（４）相談支援 

 

 計画相談支援については、受給者数の実績及び見込みに基づき、その伸び率を勘案

し、サービス量を見込みます（モニタリング含む）。また、地域移行支援・地域定着支

援については、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域

生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数を

見込みます。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

計画相談支援 253 人 276 人 302 人 

地域移行支援 6 人 7 人 8 人 

地域定着支援 5 人 6 人 7 人 

 

 

（５）障害福祉サービス等の種類ごとの見込量確保のための方策 

 

① 訪問系サービス 

 障害のある人の自己決定を尊重し、障害の種別を問わず、利用者のニーズにあっ

た訪問系サービスが提供されるよう、見込量を確保します。 

 平成 28 年度に実施した「地域生活に関する調査（障害者実態調査）」では、将来

希望する暮らし方として「親や親族のもとでの生活」を希望する割合が高く、サー

ビスについても、「居宅介護」が利用したいという希望が多いことから、在宅での

生活に対するニーズが高いことがうかがえます。 

 しかしながら、一方では障害のある人に対応できる事業者が限られていることか

ら、利用者のニーズに応じた十分なサービス提供が必ずしも行われていないという

現状があります。そのため、研修や情報交換の機会を設けるなどして、サービス提

供事業者の育成を図るとともに、事業者の確保に努めます。 
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② 日中活動系サービス 

 障害のある人が地域で安心して生活できるために、日中活動の場の充実を図りま

す。 

 平成 29 年 4 月 1 日現在、区内で日中活動系サービスを提供する施設は、生活介

護が 13 か所、就労継続支援Ａ型が 5か所、就労継続支援Ｂ型が 29か所、就労移行

支援が 10 か所となっています（分室含む。複数のサービスを提供する施設はそれ

ぞれに計上）。 

 今後も、利用者の状況を勘案しつつ、特別支援学校卒業生を含む利用希望者への

ニーズに対応していきます。 

 

③ 居住系サービス 

 障害のある人の地域移行を促進するためには、グループホームを中心とした住ま

いの場を確保することが重要です。区内には、多くのグループホームが整備されて

いますが、入所施設からの地域生活への移行の受け皿として、また、障害のある人

やその親の高齢化が進んでいる現状を踏まえ、親なき後の自立を支援する受け皿と

して、引き続きグループホームの運営を支援していくとともに、整備促進に向けた

支援策の検討を行います。 

 さらに、家族や在宅サービス、グループホームでは対応が困難であるなど、真に

入所が必要な方などに対しては、長期計画において予定している多機能型入所施設

の整備等、施設入所支援サービスの提供施設確保を推進していきます。 

 

④ 相談支援 

 障害のある人が地域で自立した生活を営むためには、その人の障害特性やニーズ

を十分に把握した上で、様々な福祉サービスを組み合わせることで、トータルで切

れ目のない支援を行うことが必要です。 

 障害福祉サービスの支給決定にあたり作成されるサービス等利用計画案につい

て、区と事業者が連携して円滑なサービス提供が行えるよう努めるとともに、一般

相談支援と特定相談支援が相互に連携してきめ細やかな相談支援が実施できるよ

う、地域における相談体制を強化します。 

 さらに、地域自立支援協議会や今後の整備を目指している基幹相談支援センター

を通じ、相談支援の質の向上や、地域の事業者・関係機関との連携をさらに深め、

ケアマネジメント体制の強化を図ります。 
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（６）障害福祉サービス等の事業を行う者の確保について 

 

 本計画のサービスを提供する主体については、利用者が、より多くの選択肢の中か

ら自分にあったサービスを選べるよう、民間の活力導入を基本とし、人口増に伴う利

用者数の増、特別支援学校卒業生の見込み数、施設・病院等からの地域移行者の状況

等によるニーズの増、地域間のバランス、官民の役割分担等を考慮して、区内全域で

障害のあるすべての方が必要とされる適切な福祉サービスを受けられるよう、多様な

事業者の参入を促すとともに、事業者等との調整を図ります。とりわけ臨海部におけ

る施設不足は深刻な状況にあることから、官民あげて必要な施設の整備に取り組みま

す。 

 さらに、サービスを提供する者またはこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成

するため、東京都が実施している各種研修の機会等を有効活用し、人材の確保、育成

を図るほか、地域自立支援協議会等においても、障害者福祉推進に関する協議や連絡

調整を適切に行い、すべてのサービス事業者が高水準の福祉サービスを提供できるよ

う、サービス事業者の養成とサービスの質の確保を図ります。 
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地域生活支援事業に関する事項 地域生活支援事業に関する事項 地域生活支援事業に関する事項 地域生活支援事業に関する事項 

 

 

（１）実施する事業の内容 

区では、障害者総合支援法 第 77 条に定められている、区（市町村）が実施する地

域生活支援事業を行っていくほか、既存の事業や必要に応じて行う新規事業等を効果

的に組み合わせて、障害者の地域生活を支援します。 

 

① 理解促進研修・啓発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化するこ

とにより、共生社会の実現を図ることを目的とした事業です。 

 

理解促進研修・啓発事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 有 有 有 

 

② 自発的活動支援事業 

 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、そ

の家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共

生社会の実現を図ることを目的とした事業です。 

 

自発的活動支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 有 有 有 

 

③ 相談支援事業 

 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うほか、権利擁護のた

めに必要な援助を行う事業です。 

 

相談支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

ア 障害者相談支援事業 9 か所 9 か所 9 か所 

イ 基幹相談支援センター等 

  機能強化事業 

有 有 有 

ウ 住宅入居等支援事業 有 有 有 
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④ 成年後見制度利用支援事業 

 成年後見制度の利用が必要と認められる知的障害者または精神障害者で制度利用を

希望する低所得者に対して、家庭裁判所への申立てに要する経費を助成する事業です。 

（年間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数（助成対象者数） 2 人 2 人 2 人 

 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

 成年後見制度において親族や専門職（弁護士等）の後見人が得られない場合に、法

人後見及び社会貢献型後見人の法人後見監督を受任することにより、障害者の権利擁

護を図ることを目的とした制度です。 

 

成年後見制度法人後見支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 有 有 有 

 

⑥ 意思疎通支援事業 

 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある

方に、手話通訳者・要約筆記者の派遣、窓口への手話通訳者設置を行います。 

（年間） 

意思疎通支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

①手話通訳者派遣 実利用者数 172 人 172 人 172 人 

②要約筆記者派遣 実利用者数 8 人 8 人 8 人 

③手話通訳者設置事業 設置者数 2 人 2 人 2 人 

 

⑦ 日常生活用具給付等事業 

 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与することに

よって日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする事業です。 

（年間） 

日常生活用具給付等事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

①日常生活用具（件数） 346 件 349 件 352 件 

②排せつ管理支援用具（件数） 9,025 件 9,167 件 9,311 件 

③居宅生活動作補助用具 

 （住宅改修）      （件数） 

18 件 18 件 18 件 
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⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者の養成に

よって、意思疎通を図ることに支障がある障害者の自立した日常生活、社会生活を営

むことができるようにすることを目的とした事業です。 

（年間） 

手話奉仕員養成研修事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

協力員登録者数 184 人 184 人 184 人 

 

 

⑨ 移動支援事業 

 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための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ことを目的とした事業です。 

（月間） 

移動支援事業 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数 552 人 594 人 639 人 

 伸び率 7.60％ 7.61％ 7.58％ 

延べ利用見込時間 6,624 時間 7,128 時間 7,668 時間 

一人当たりの平均利用時間 12 時間 12 時間 12 時間 

 

 

⑩ 地域活動支援センター機能強化事業 

 この事業は、地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会と

の交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的と

したものです。 

 利用者に対し、創作活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行

う基礎的事業を実施しています。加えて、精神保健福祉士等を配置して医療・福祉・

地域の社会基盤との連携強化のための調整、相談支援事業等を行うⅠ型、機能訓練、

社会適応訓練、入浴等のサービス等の事業を実施するⅡ型が区内に整備されています。 

 平成 29年 4 月現在、区内にある地域活動支援センターは 4 か所です。 
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（年間） 

地域活動支援センター 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

Ⅰ型 

実施箇所数 3 か所 3 か所 3 か所 

利用者数 1,280 人 1,290 人 1,300 人 

Ⅱ型 

実施箇所数 1 か所 1 か所 1 か所 

利用者数 140 人 140 人 140 人 

合計 

実施箇所数 4 か所 4 か所 4 か所 

利用者数 1,420 人 1,430 人 1,440 人 

 

 

⑪ その他の事業 （年間） 

サ－ビス名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

ア 訪問入浴サ－ビス事業（実利用人数） 27 人 27 人 27 人 

イ 更生訓練費給付事業（実利用人数） 21 人 21 人 21 人 

ウ 点字版広報製作部数（製作部数） 45 部 45 部 45 部 

   声の広報製作部数（製作部数） 96 部 96 部 96 部 

エ 自動車運転教習費助成事業 

 （実利用人数） 

2 人 2 人 2 人 

オ 自動車改造費助成事業（実利用人数） 6 人 6 人 6 人 

 

 

（２）各事業の見込量確保のための方策 

 今後の地域共生社会の実現に向けて、地域住民の障害理解がより一層深まっていか

なければなりません。そのために、障害福祉サービス事業所のイベントの周知、障害

者団体と地域住民の交流ができる場の充実に努めていくとともに、障害者差別解消法

の周知を継続的に行い、差別のない誰もが安心して生活できるまちの実現を目指します。 

 また、障害者の社会参加をさらに促進するため、障害者個々のニーズを勘案しなが

ら、移動支援事業の充実を図るほか、権利擁護のための成年後見制度については、成

年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨等を踏まえ、利用促進に向けて迅速に対

応していきます。 

 障害者が地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、効率

的・効果的な事業展開により、障害特性に応じて必要なサービスが提供できるよう、

仕組みづくりを行います。 
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平成 32 年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 平成 32 年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 平成 32 年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 平成 32 年度の目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進 

 

◆障害児支援の提供体制の整備等 

 

 障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について障害児の障害

種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるよう第 1 期計画では以下

の目標を設定します。 

 

【障害児支援の提供体制の整備等 目標】 項   目 目 標 児童発達支援センターの設置 2 か所 ＊現状維持に努めるとともに、状況を鑑み検討していきます。 保育所等訪問支援が利用できる体制 継続実施 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 児童発達支援事業所 1 か所 放課後等デイサービス事業所 2 か所 ＊現状維持に努めるとともに、状況を鑑み検討していきます。 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 平成 30 年度末までに設置 
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サービス必要量の見込みと確保のための方策 サービス必要量の見込みと確保のための方策 サービス必要量の見込みと確保のための方策 サービス必要量の見込みと確保のための方策 

 

 

 本章で掲げた目標を達成するため、障害福祉サービスの種類ごとの必要となるサー

ビス量について、平成 30 年度から平成 32 年度までの各年度における見込みを設定し

ます。 

 

（１）障害児通所支援 

 児童通所系サービスは、児童福祉法に基づく事業として位置づけられ、以下の 5

事業で提供されています。 

① 児童発達支援  ② 医療型児童発達支援  ③ 放課後等デイサービス 

④ 保育所等訪問支援  ⑤ 居宅訪問型児童発達支援 

 また、障害児通所支援の利用にあたっては障害児支援利用計画を作成し、見直し

を図ることにより、障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けたケア

マネジメントを行うこととなっています（障害児相談支援）。 

 

① 児童発達支援 

 利用実績に加え、本区の増加傾向にある児童数の推移、新規事業所の開設見込み

を勘案して利用者数を見込み、今後のサービス見込量を算定します。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

児童発達支援 

サ－ビス量 3,234 人日分 3,342 人日分 3,450 人日分 

利用者数 539 人 557 人 575 人 

 

② 医療型児童発達支援 

 利用実績に基づき利用者数を見込み、今後のサービス見込量を算定します。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

医療型児童 

発達支援 

サ－ビス量 20 人日分 20 人日分 20 人日分 

利用者数 5 人 5 人 5 人 
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③ 放課後等デイサービス 

 利用実績に加え、本区の増加傾向にある児童数の推移、新規事業所の開設見込み

を勘案して利用者数を見込み、今後のサービス見込量を算定します。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

放課後等 

デイサービス 

サ－ビス量 7,332 人日分 7,872 人日分 8,292 人日分 

利用者数 611 人 656 人 691 人 

 

④ 保育所等訪問支援 

 利用実績に加え、増加傾向にあるサービス利用決定者数を見込み、今後のサービ

ス量を算定します。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

保育所等 

訪問支援 

サ－ビス量 83 人日分 90 人日分 98 人日分 

利用者数 55 人 60 人 65 人 

 

⑤ 居宅訪問型児童発達支援 

 このサービスを利用する可能性がある方の平成 29 年度相談見込数により、サー

ビス量を見込みます。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅訪問型 

児童発達支援 

サ－ビス量 12 人日分 12 人日分 12 人日分 

利用者数 3 人 3 人 3 人 

 

⑥ 障害児相談支援 

 利用実績に加え、各サービスの利用者数を見込み、サービス量を見込みます（モ

ニタリング含む）。 

（月間） 

種   類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

障害児相談支援 141 人 148 人 153 人 
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（２）障害児通所支援の見込量確保のための方策 

 

 児童発達支援センターを地域における中核的支援施設として位置づけ、児童発達支

援施設とも連携しつつ、乳幼児から学校卒業まで、身近な場所での一貫して効果的な

支援を行います。 

 平成 29年 4 月 1 日現在、区内で児童発達支援を提供する施設は 15か所、放課後等

デイサービスを提供する施設は 33 か所、指定障害児相談支援事業所は 16か所となっ

ています（分室含む。複数のサービスを提供する施設はそれぞれに計上）。 

 児童数の増に伴い、本区における障害児数は今後も増加するものと予想されます。

今後も、子ども・子育て支援法の基本理念を踏まえ、江東区こども・子育て支援事業

計画に定める子育て支援施策との連携を図り、医療的ケアが必要なこどもなど、全て

の障害児への良質かつ適切な専門的支援ができるよう、地域における支援体制を確立

していきます。 
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