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は じ め に 
 
 
近年、障害者福祉施策は、平成１５年度から始まった支援費制度、平成１８

年度から施行された障害者自立支援法により、大きく変化してきました。 
障害者自立支援法は、障害の種別に関わらず、障害のある人々が必要とする

サービスを利用できるように、仕組みの一元化、施設・事業の再編、市町村の

一元的なサービス提供、就労支援の強化、支給決定の仕組みの透明化・明確化

を柱に、障害のある人々の自立を支えることを目的として制定されました。 
また、この法律では、障害福祉サービス等の実施計画となる市町村の障害福

祉計画を策定することが義務付けられています。 
このように、障害者福祉施策は市民にとってより身近なものとなり、市民の

市に対する期待も高まり、市の果たす役割も今まで以上に大きくなっておりま

す。 
この障害福祉計画に基づく施策の推進にあたりましては、市民の皆さんと行

政のパートナーシップによる協働が必要不可欠であると考えておりますので、

市民の皆さんのご理解とご協力そして積極的な参画をお願い申し上げます。 
 
 
 
平成１９年３月 
 

周南市長  河 村 和 登 
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第１章 策定に当たって 
 
１ 計画策定の趣旨・位置付け 
 本市では、平成１７年３月に策定した「周南市障害者福祉計画」（障害者基本法第９条第

３項に規定する市町村障害者計画）に基づき、サービス提供体制の整備をはじめ、障害者施

策全般について計画的に推進してきました。 
こうした中で、今回策定する市町村障害福祉計画（「周南市障害福祉計画」）は障害者自立

支援法第８８条に規定されているものであり、障害者自立支援法第８７条第１項の厚生労働

大臣が定める基本的な指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の

提供体制の確保に関する計画を定めるものです。 
 この「周南市障害福祉計画」は障害福祉サービス等見込量を県に報告し、障害福祉圏域及

び県全体という広域的な観点で調整されたものです。 
 
２ 計画の期間及び見直しの時期 
 市町村障害福祉計画は、平成２３年度までの障害者自立支援法の新体系サービスへの移行

を念頭に置きながら数値目標を設定し、平成１８年度中に平成２０年度までを第１期とする

計画を策定し、第２期（平成２１年度から平成２３年度）計画は、第１期の実績を踏まえ策

定するものです。 
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第２章 障害者を取り巻く現状と今後の課題 
１ 障害者の現状 
（１）手帳所持者数の推移 
 

各障害者手帳交付状況 
   

  平成 15 年 4 月 21 日 平成 16 年 4 月 1 日 平成 17 年 4 月 1 日 平成 18 年 4 月 1 日

人口（人） 158,179 157,305 156,398 155,902

身体障害者手帳交

付数（人） 
4,896 4,965 5,054 5,115

療育手帳交付者数

（人） 
756 771 775 718

精神障害者保健福

祉手帳（人） 
350 406 448 503

障害者手帳交付総

数（人） 
6,002 6,142 6,277 6,336

割合（％） 3.8% 3.9% 4.0% 4.1%

     

     

身体障害者手帳等級別交付状況    

       単位：人 

年度 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

15 1,388 868 1,071 844 358 367 4,896

16 1,394 852 1,086 919 361 353 4,965

17 1,428 865 1,065 971 358 367 5,054

18 1,444 874 1,071 1,023 349 354 5,115

        

 
身体障害者手帳障害別等級別交付状況   

      単位：人 

年度 視覚障害 
聴覚・平衡

機能障害 

音声・言語

機能障害 

肢体不自

由 
内部障害 合計 

15 477 444 77 2,637 1,261 4,896

16 458 436 75 2,658 1,338 4,965

17 449 434 71 2,684 1,416 5,054

18 437 433 76 2,715 1,454 5,115

                         

         
                          



療育手帳交付状況（種別） 単位：人  

平成 15 年 4 月 21 日 平成 16 年 4 月 1日 平成 17 年 4 月 1 日 平成 18 年 4 月 1 日
種別 

児 者 計 児 者 計 児 者 計 児 者 計 

療育手帳 A 87 314 401 83 331 414 82 334 416 88 285 373

療育手帳 B 81 274 355 80 277 357 74 285 359 76 269 345

合計 168 588 756 163 608 771 156 619 775 164 554 718

             

精神障害者保健福祉手帳等級別交付状況  

    単位：人  

年度 １級 ２級 ３級 合計  

15 160 148 42 350  

16 169 190 47 406  

17 193 208 47 448  

18 212 234 57 503  

 
（２）障害程度区分認定の状況 

障害程度区分の認定調査の状況   
平成１８年１０月１日現在 

           単位：人 

認定調査対象者数 認定調査済者数 審査会認定済数 

在宅 
グルー

プホーム 
施設 合計 在宅 

グルー

プホーム 
施設 合計 在宅

グルー

プホーム
施設 合計

192 10 26 228 192 10 26 228 192 10 26 228

 
障害程度区分の状況（区分別） 

      平成１８年１０月１日現在（単位：人） 

区    分 人    数 

1 51 

2 68 

3 34 

4 21 

5 20 

6 34 

合    計 228 



障害程度区分の状況（障害別）               平成１８年１０月１日現在       単位：人 

        

２次判定 

１次判定 
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計 

非該当  7  7

区分１  26  26

区分２   33 33

区分３    16 2 18

区分４    11 2 13

区分５    15 2 17

区分６    32 32

身 

 

 

 

体 

計  33 33 16 13 17 34 146

  

  

２次判定 

１次判定 
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計 

  非該当    

知 区分１   11 1 12

  区分２    21 5 26

  区分３     21 7 28

  区分４     4 3 7

的 区分５     7 2 9

  区分６     21 21

  計   11 22 26 11 10 23 103

  

  

２次判定 

１次判定 
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計 

  非該当    

精 区分１   8 5 13

  区分２   9 2 11

  区分３   3 3

  区分４   
神 区分５   
  区分６   
  計   8 14 2 3 27

  

  

２次判定 

１次判定 
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計 

  非該当  7

全 区分１   44 6 50

  区分２   62 6 68

  区分３   28 10 38

  区分４   11 4 15

体 区分５   16 2 18

  区分６   32 32

  計   51 68 34 21 20 34 228

※ １次判定とは、１０６項目の認定調査の結果により機械的に行なうもの、２次判定とは、

市町村審査会での審査会委員による審査判定をいいます。 
※ １次判定結果と変わらない部分は網掛けとしています。 

４ 



２ 法律、制度の変化 
（１）発達障害者支援法（平成１７年４月１日施行） 
【法のねらい】 
 ・ 発達障害の定義と法的な位置付けの確立 
・ 乳幼児期から成人期までの地域における一貫した支援の促進 
・ 専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保 
・ 子育てに対する国民の不安の軽減 

【制度・事業】 
・ 発達障害者支援体制整備事業 
・ 自閉症・発達障害支援センター運営事業 
・ 普及啓発事業等 
 

（２）障害者の雇用の促進に関する法律の一部を改正する法律 
（平成１８年４月１日施行：一部平成１７年１０月１日施行）  

【法のねらい】 
・ 精神障害者に対する雇用対策の強化 
・ 在宅就業者に対する支援 
・ 障害者福祉施策との有機的な連携 

【制度・事業】 
・ 精神障害者を法定雇用率の算定対象に 
・ 在宅就業者（在宅就業支援団体を通す場合も）に仕事を発注する企業に特例調整金等

を支給 
・ 地域障害者就労支援事業（ハローワークと福祉施設等が連携し、就職支援を行う。） 
・ ジョブコーチ助成金制度の創設 
・ 障害者就業・生活支援センター事業の拡充 
・ 社会福祉法人等を活用した多用な委託訓練の実施 
 

（３）学校教育法等の一部を改正する法律（平成１９年４月１日施行） 
【法のねらい】 
・ 盲学校、聾学校、養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化 
・ 特別支援学校では、在籍児童生徒の教育と小中学校等に在籍する障害のある児童生徒

等の教育について助言援助に努める。 
・ 小中学校等において、学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）等を含む障害
のある児童生徒等に対して適切な教育を行う。 

【制度・事業】 
・ 特別支援学校の設置 

５ 



・ 高等部の学科再編と教育施設の見直し 
・ 個別の教育支援計画の充実 
・ 教育課程・進路指導・職業教育等の充実 
・ 特別支援教育センター設置と地域ネットワークの構築 
・ 発達障害教育支援センターの設置 

 
３ 障害福祉サービス等の現状と課題 
 障害福祉サービスについては、やまぐち障害者いきいきプランや「周南市障害者福祉計画」

に基づき、障害者の地域生活を支援する観点から、ホームヘルプサービスや通所施設等を中

心に拡充が図られてきたところです。 
 しかしながら、支援費制度では、予想を上回る利用者の伸びや、利用者の施設入所期間等

の長期化により、施設本来の機能と利用の実態が乖離するなどの様々な問題が生じています。 
（１）サービス提供体制の整備 
【現状と課題】 
 サービスの提供体制は、市内では全体的に概ね整備拡充が図られています。 
 
平成１７年度のサービス実績について（支援費居宅介護サービス） 

種別 延べ利用時間  （単位：時間）

身体障害者ホームヘルプサービス 30,729

知的障害者ホームヘルプサービス 4,617

心身障害児ホームヘルプサービス 792

種別 延べ利用人数  （単位：人） 

身体障害者短期入所 38

知的障害者短期入所 138

心身障害児短期入所 161

種別 延べ利用人数  （単位：人） 

身体障害者デイサービス 350

知的障害者デイサービス 130

児童デイサービス 13

６



（２）施設・入院から地域生活への移行を推進 
【現状と課題】 
 施設入所者の３分の１以上の方が住み慣れた地域で安心して生活したいという希望を持

っており、また、受け入れ条件が整えば退院可能な精神科病院入院中の精神障害者が多数で

あるという調査結果（山口県障害者福祉サービス利用者アンケート調査結果：１８年１０月

実施）がでています。 
 このため、入所者の地域生活での受け皿となる、グループホームやケアホームの整備促進、

訪問系サービスの拡充、自立訓練等の日中活動系サービスの確保やインフォーマルな活動に

対する支援と障害者との共生意識の醸成のための啓発が必要です。 
 

平成１７年度のサービス実績 （支援費居住系サービス）                

【平成１７年１０月現在利用者数】

施設種別          平成 17 年実績（人） 

身体障害者入所更生施設 ４

身体障害者療護施設 ３６

身体障害者入所授産施設 １４

知的障害者入所更生施設 １５０

知的障害者入所授産施設 ５１

精神障害者生活訓練施設 ３

精神障害者入所授産施設 ６

知的障害者通勤寮 ４

知的障害者グループホーム １０

精神障害者グループホーム ２

 
（３）福祉施設から一般就労への移行を推進 
【現状と課題】 
 施設入所者の２７．５％に「施設から退所して働きたい」という希望（山口県障害者福祉

サービス利用者アンケート調査結果：１８年１０月実施）がありますが、平成１７年度中に

一般就労へ移行できたのは、全県で４２人（全施設利用者の１．１％：山口県調査）に止ま

る一方、養護学校卒業者は４分の１しか、就職できていない状況であり、授産施設や小規模

作業所の工賃が低く（県平均 8,000円から 10,000円程度）、一般就労へのステップとして福
祉的就労のレベルアップが必要です。 
 また、一般就労から離職した場合の再チャレンジの受け皿がないことや雇用、教育施策と

の連携が十分ではない状況があります。 
このため、施設利用者の就労を支援するため、就労移行支援等の日中活動系サービスの確 
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保をおこなうとともに、ハローワークや労働・教育部局との連携を強化し、重層的な支援体

制を構築し、離職者の再チャレンジ支援や養護学校卒業者等に対する就職支援等、障害者雇

用施策を統一的に進めていく必要があります。 
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第３章 計画の基本目標 
 障害者自立支援法第８７条第１項の厚生労働大臣が定める基本的な指針に即して、現行の

周南市障害者福祉計画に掲げる「障害のある人もない人も社会の一員として生活し活動する

地域社会の実現」の基本理念に沿って、障害の種別、程度を問わず、障害者自らが居住する

場所を選択し、必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社

会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスの提供体制の整備を進めま

す。 
１ 基本理念 
（１）障害者等の自己決定と自己選択の尊重 
（２）実施主体の市町村への統一と三障害に係る制度の一元化 
（３）地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備 
 
２ 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 
（１）どこでも必要な訪問系サービスを保障 
（２）希望する障害者等に日中活動系サービスを保障 
（３）グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行を推進 
（４）福祉施設から一般就労への移行等を推進 
 
３ 相談支援の提供体制確保に関する基本的考え方 
 障害者等とりわけ重度の障害者等が地域において自立した日常生活や社会生活を営むた

めには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支

える相談支援体制の構築が不可欠です。このため、地域の実情に応じ、適切な相談支援が実

施できる体制の整備を図るとともに、相談支援事業を効果的に実施するため、地域自立支援

協議会を設ける等で教育・福祉・就労等の関係機関の連携強化と重層的な支援体制の構築を

図ります。 
 
４ 計画推進の基本的方向 
（１）施設・入院から地域生活への移行の推進 
① 施設入所者や入院中の精神障害者の円滑な地域生活移行を促進するため、移行後に必 
要な訪問系･日中系サービスの拡充や居住の場の受け皿となるグループホーム・ケアホ

ームの整備やインフォーマルな活動を支援します。 
② 施設入所者の円滑な地域移行が図られるよう、地域で自立した生活を送るための支 
援と地域の環境整備を推進します。 

③ 精神科病院に入院している精神障害者のうち、受け入れ条件が整えば退院可能な者の 
退院を促進し、地域で自立した生活を送るための支援と地域の環境整備を図ります。 

④ 「周南市地域自立支援協議会」等を活用して、施設と地域関係者の連携強化を図り、 
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地域生活移行と地域生活の充実を支援します。 
（２）施設から一般就労への移行の推進 
① 就労につながる「就労移行支援」等への事業者の移行や参入を支援します。 
② 施設利用者の工賃アップや施設の経営改善等を図ることにより、一般就労に向けた福 
祉的就労の活動のレベルアップを支援します。 

③ 福祉・労働・教育等の関係機関の連携の強化と、重層的な支援体制を構築し、施設利 
用者の就労支援と、離職者の再チャレンジや養護学校等卒業者に対する就職支援等の障

害者雇用施策の統一化を県に要望するとともに、それを支援します。 
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第４章 障害福祉サービス等の円滑な推進 
 障害福祉施設等の新たなサービス体系への移行が円滑に進み、サービス提供体制が計画的

に整備されるよう、県や圏域他市との連携の下、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活

支援事業の適切な提供を図ります。 
１ 新体系サービス 
平成１８年１０月から新体系サービスが施行されました。 
県、圏域他市等と連携して事業者及び利用者の円滑な新体系サービスへの移行を進めます。 

  
 
【新体系サービス】 
 
 自立支援給付   障害程度や勘案すべき事項を踏まえ個別に支給決定 
 
     指定障害福祉サービス      介護給付・・・介護の支援 
                          介護の必要度を測るため「障害 

程度区分」の認定が必要 
 
     指定相談支援          訓練等給付・・訓練等の支援 
 
    
     地域生活支援事業        自治体の創意工夫により、利用者の状況に応

じて柔軟に実施 
 
 
※ 支援費制度等で運営していた旧体系の施設等は、段階的に新体系サービスに移行 
できる経過措置があり、また、施行時点での利用者についても、２３年度末までに利用

できる経過措置があります。 
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２ 障害福祉サービス等の量の見込み 
 
（１）指定障害福祉サービス 
 指定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、居住系サービスの３つ

に区分されます。 
 サービス見込量については、利用者の状況、事業者の新体系への移行計画、退院可能な入

院中の精神障害者のサービス利用の見込等を勘案し、周南市の実情を踏まえて県に報告し、

県との協議調整による数値です。 
① 訪問系サービス 
 訪問系サービスは、「居宅介護」、「行動援護」に加え、新たに重度者に対するサービス

として「重度訪問介護」、「重度障害者等包括支援」が創設されました。 
 なお、旧体系サービスの外出介護は、地域生活支援事業の移動支援事業に移行しました。 
ア 居宅介護《年間延べ時間》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

１３，９４１時間 ２８，３８６時間 ２９，４１３時間 ３１，８３１時間

 
イ 重度訪問介護《年間延べ時間》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 
６，６７８時間 １３，３５６時間 １３，３５６時間 １３，３５６時間

 
ウ 行動援護《年間延べ時間》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

０時間 ０時間 ０時間 １，６２０時間

 
エ 重度障害者等包括支援《年間延べ時間》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

０時間 ０時間 ０時間 １７，５１０時間

※ １８年度は、１０月からの６ヵ月分を見込んでいます。 
 
② 日中活動系サービス 
日中活動系サービスは、９つのサービスに区分されます。 
「日中活動の場」と「居住の場」に分けてサービスを利用する体系に変更されましたので、

施設入所者においても、いずれかの日中活動系のサービスを利用することになります。 
 なお、サービスの見込量は、新体系サービスのみを取りまとめています。 
（旧体系の施設は２３年度末までに段階的に移行します。） 
※ 単位の内、「人日」とは延べ利用日数を表するものであり、利用人数×22日×12ヵ 
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月（18年度は６月）の計算式となります。 
 
ア 生活介護《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 
１，９８０人日 ３５，３７６人日 ５１，７４４人日 ６６，０００人日

１５人 １３４人 １９６人 ２５０人

 
イ 自立訓練（機能訓練）《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

０人日 ５２８人日 １，０５６人日 １，３２０人日

０人 ２人 ４人 ５人

 
ウ 自立訓練（生活訓練）《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

０人日 ６，０７２人日 ９，２４０人日 １１，８８０人日

０人 ２３人 ３５人 ４５人

 
エ 就労移行支援《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

０人日 １，８４８人日 ２，９０４人日 ６，３３６人日

０人 ７人 １１人 ２４人

 
オ 就労継続支援（Ａ型）《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 
１３２人日 ５２８人日 ７９２人日 ２，１１２人日

１人 ２人 ３人 ８人

 
カ 就労継続支援（Ｂ型）《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

０人日 １２，６７２人日 １９，８００人日 ４２，７６８人日

０人 ４８人 ７５人 １６２人

 
キ 療養介護《利用人数》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

０人 ０人 ２８人 ３１人
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ク 児童デイサービス《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

１８人日 ３６人日 ３６人日 ３６人日

３人 ３人 ３人 ３人

 
ケ 短期入所《年間延べ利用日数（利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 
５４２人日 １，２５４人日 １，４８２人日 ２，３３７人日

１９人 ２２人 ２６人 ４１人

 
※「生活介護」と「就労継続支援Ｂ」については、県計画で定めたサービス見込量（「人」

で換算）を、事業者指定に当たっての定員の上限値とすることができます。 
 
③ 居住系サービス（共同生活援助・共同生活介護） 
共同生活援助（グループホーム）に加え、新たに、介護の必要な者を対象とする「共同

生活介護（ケアホーム）」がサービスとして創設されました。 
 
ア 共同生活援助・共同生活介護《利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

１７人 ２５人 ３４人 ７７人

 
④ 居住系サービス（施設入所支援） 
入所施設が行う居住サービスは「施設入所支援」として位置付けられました。 
なお、サービス見込量は、新体系サービスのみを取りまとめています。 
（旧体系施設は２３年度末までに段階的に移行します。） 
 
ア 施設入所支援《利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

１人 １９８人 ２３１人 ２７０人

 
⑤ 指定障害者支援施設の必要入所定員総数 
 入所施設については、県計画において定員を設定（県全体で管理）し、事業者指定に当

たっての上限値とすることができます。 
 従って、新体系サービスに移行した「施設入所支援」だけでなく、旧体系入所施設と新

体系施設の定員の合計（指定障害者支援施設必要入所定員総数）を別に設定します。 
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○ 指定障害者支援施設必要入所定員総数《２３年度末定員》 
約２，６００人（児者転換による新規施設整備分 約１８０人を含む） 
 
※ 県外利用分も山口県の必要入所定員として見込んでいます。 
※ １８年度以降の「児」施設から「者」施設への転換分を別枠（定員削減の対象外）で

見込んでいます。 
 
（２）指定相談支援 
 指定相談支援は、障害福祉サービスの利用に関する調整が困難な障害者等、計画的なプロ

グラムが必要な利用者に対し、指定相談支援事業者がサービス利用計画書を作成するサービ

スです。 
ア 指定相談支援《利用人数）》 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

２７人 ２７人 ２８人 ２９人

 
（３）地域生活支援事業 
 地域生活支援事業は、障害者等の自立した日常生活を支援するために、市が実施する事業

です。 
 利用者個々のニーズに応じ、相談事業や日常生活用具給付等のサービスを提供します。 
 移行の見込量については、現在の状況と利用者等の意向や環境の変化等を勘案しながら、

市が中間的にとりまとめたものです。 
 
① 相談支援事業（実施箇所数） 
身体障害者、知的障害者、精神障害者の相談支援事業の箇所数です。周南圏域で共同で

実施しています。 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

４箇所 ４箇所 ４箇所 ４箇所

 
② コミュニケーション支援事業（延べ利用見込み者数） 
要約筆記奉仕員派遣事業、手話通訳者派遣事業、手話通訳設置事業の延べ利用者数です。 

需要の増が予測されますが、人材の育成が急務となります。 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 
２，３５９ ２，５９８ ２，８６１ ３，８２８

 
③ 日常生活用具給付事業（延べ利用見込み件数） 
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 
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具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具の支給を行う事業ですが、１８年１０月か

ら地域生活支援事業に移行したストマ、紙おむつの件数が大きな割合を占めています。 
 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 
２，３９１件 ２，３９１件 ２，３９１件 ２，３９１件

 
④ 移動支援事業（利用者数、延べ利用見込み時間数） 
支援費制度の外出介護から地域生活支援事業へ移行してきたものです。 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

２６人 ２７人 ２８人 ３６人

１，３５７時間 ２，７７７時間 ２，９４４時間 ３，３９２時間

 
⑤ 地域活動支援センター事業（実施見込み箇所数） 
地域活動支援センターⅠ型は精神障害者地域生活支援センター、Ⅱ型は、障害者デイサ

ービスセンター、Ⅲ型は心身障害者障害者福祉作業所です。 
区  分 １８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度 

地域活動支援センターⅠ型 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 
地域活動支援センターⅡ型 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 

地域活動支援センターⅢ型 ４箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 
※ Ⅱ型については、市内１箇所に集約したものです。 
※ Ⅲ型の内、個別給付事業への移行の可能性がある作業所には移行を促進します。 

 
３ 障害福祉サービス等の目標値の設定及び目標達成のための方策 
 サービス見込量の取りまとめの結果を踏まえて、計画の重点目標である「施設・入院から

地域生活への移行の推進」「施設から一般就労への移行の推進」について、数値目標を設定

しました。 
（１）「施設・入院から地域生活への移行」の推進 
① 数値目標の設定 
ア 施設入所者の地域生活への移行 
障害者施設支援の必要入所定員総数の中間取りまとめ数値を基本に数値目標を設定し

ています 
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現在の施設入所

者数 
２６４人 平成１７年１０月の全施設入所者数 

２９人 現在の全入所者の内、グループホーム、ケアホーム等

へ地域移行した者の数（割合については、地域生活移

行者数を全入所者で除した値） 

【数値目標】 
地域生活移行者

数 
１１％ 【国基本指針】入所者の１０％以上が地域移行 
１９人 平成２３年度末段階の定員削減見込み者数（割合につ

いては、削減見込み数を全入所者で除した値） 
【数値目標】 
削減見込者数 

７．２％ 【国基本指針】入所定員の７％以上削減 
 
イ 入院中の精神障害者の地域生活への移行 
受け入れ条件が整えば、退院可能な精神科病院入院中の精神障害者の地域生活への移行

に係る数値目標については、山口県においては「退院可能な精神障害者数」そのものを数

値目標として掲げることはしないという方針が出されているため本市においても数値目

標として掲げないこととします。 
 

② 数値目標達成のための方策(施策の展開方向) 
 障害がある人の地域生活移行を推進するために、次の３つの施策の展開方向で体系化し

たものです。 
ア 「施設・病院」における地域生活移行支援の充実 
・ 入所施設利用者に対する地域移行の啓発事業の実施 
・ 入所施設の地域移行教育を支援 
・ 県事業である精神障害者退院促進事業に対する市の効果的な協力体制の確立 
・ 入所施設側の地域移行利用者再受け入れシステムの確立 
・ 中軽度者の居住の場の受け皿としてグループホーム、ケアホームの整備推進 
・ 入所者等の生活能力等の向上を図る「自立訓練」の支援 
・ 入院中の退院訓練等の支援 
・ 施設・病院における意識改革の支援 
・ 施設入所者、長期在院者が地域住民と接する機会拡大の支援 
・ 地域生活移行者によるピアカウンセリングの実施 
・ 移行希望調査、実態把握 
・ 関係機関参加による個別の移行計画の作成とその計画に基づいた支援の実施 
 
イ 「地域」での暮らしを支える総合的な社会資源充実 
・ 地域活動支援センターで地域移行支援に対応できる人材の確保、体制整備への支援 
・ 地域移行を実施、評価する継続的な支援のための地域自立支援協議会の設置・充実 
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・ 身体障害者相談員、知的障害者相談員の効果的な活用と地域支援体制への参加 
・ 障害福祉計画の一般市民への周知 
・ 中軽度者に対する訪問系サービス、日中活動系サービスの拡充 
・ 地域生活移行をサポートするための相談支援体制等の整備 
・ 地域生活支援事業の相談支援事業の充実 
・ 総合相談窓口事業の継続 
・ 日中活動系サービスの確保と充実 
・ 地域生活支援活動を行う障害者団体の設立や機能強化を支援 
・ 地域生活支援活動を行うボランティア団体の設立や機能強化を支援 
・ 地域福祉計画の推進 
・ 日常生活用具給付事業の周知 
・ コミュニケーション支援事業の充実 
 
ウ 「施設・病院」と地域をつなぐ推進体制基盤の確立 
・ 社会福祉法人設置のグループホームから利用者共同のグループホームの設置促進 
・ 公営住宅にグループホーム、ケアホームの設置検討及び要望 
・ 入所施設から地域生活移行という方向だけでなく、地域生活から入所施設への入所と

いう双方向へ移行ができる支援体制の確立 
・ 再入所システムの確立と充実 
・ 中軽度者の居住の場の受け皿としてグループホーム、ケアホームの整備推進 
・ 市広報誌、社協だよりを活用した地域生活移行支援の普及啓発 

 ・ 「障害者の福祉を考える集い」を活用した地域生活移行支援の普及啓発 
 
（２）施設から一般就労への移行の推進 
 ※ 一般就労とは、一般企業等に就職した者、在宅就労した者及び自ら企業した者をいう。 
 
① 数値目標の設定 

現在の施設利用

者数 
３８３人 平成１７年１０月１日の全施設利用者数（法定入所・

通所施設利用者） 
２３年度末の施

設利用者数 
４９３人 平成２３年度末の全施設利用者数（日中活動系サービ

ス利用者） 
平成２３年度において公共職業安定所の支援を受け

て施設から一般就労へ移行した件数。 
【数値目標】 
平成２３年度の

一般就労移行者

数 

１０人

【国基本指針】一般就労者数を現在の４倍（全施設利

用者の２％）現在の一般就労移行者数が不明であるた

め全施設利用者の２％を採用。 
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② 数値目標達成のための方策 
障害がある人の施設から一般就労への移行を推進するために、次の７つの施策の展開方

向で体系化したものです。 
 
ア 障害者雇用率制度の周知 
・ 障害者の職務開発のため、インターネット等に掲載されている障害者雇用事例等を提  
 供 
・ 障害者が可能な仕事の工程を一般企業から提示させるよう働きかけること 
・ 一般市民に対する周知、啓発 
 
イ 事業主に対する援助の支援 
・ 障害者雇用に関する様々な援護制度の周知 
 
ウ 重度障害者の雇用・就労の場の確保 
・ ジョブコーチ制度等の一般企業への周知 
・ ジョブコーチ有資格者の人材育成を支援 
 
エ 障害者雇用に関する啓発・広報 
・ 障害福祉計画の周知 
・ 市広報誌、社協だよりを活用した一般就労移行支援の普及啓発 
・ 「障害者の福祉を考える集い」を活用した一般就労移行の普及啓発 
・ 関係機関が共同で、障害者雇用の必要性等について広く市民一般を対象に周知 
 
オ 関係機関との連携 
・ 圏域障害者雇用支援合同会議（仮称）の設置 
・ 周南圏域の障害者就業・生活支援センターの早期設置の要望・支援と関係機関の連携

強化 
・ 関係機関参加による個別の移行計画の作成とその計画に基づいた支援の実施 
  
カ 福祉的就労活動の充実 
・ 障害者が積極的に自分が希望する仕事を職安でアピールすること 
・ 就労につながる新体系サービスへの早期移行の促進（事業者の就労移行支援、就労継

続支援 A型等への移行・新規参入を支援） 
・ 福祉的就労施設の工賃増と多様な業務へ対応するための市業務の発注 
・ 福祉的就労施設と公共職業安定所との連携を強化し、福祉的就労から一般就労への移 
行の推進 
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キ 相談支援機能の充実 
・ 地域生活支援事業の相談支援事業の充実 
・ 総合相談窓口事業の継続 
・ 障害者雇用支援機関との連携強化 
・ 公共職業安定所内における障害者就業相談窓口の明確化 

 
４ 障害福祉サービス等の円滑な提供体制の確保・質の向上 
（１）事業者の参入 

訪問系・日中活動系サービスやグループホーム・ケアホームの参入を希望する事業者 
については県と連携して支援するとともに、地域活動支援事業についても事業者等の参

入を促進し地域の社会資源を活用して、障害者を地域生活で支えるシステムの整備を進

めます。 
 
（２）サービス提供事業者に対する第三者の評価 
   個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に

結びつけるとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報提

供を目的とする福祉サービス第三者評価制度の周知を支援し障害福祉サービスの質の

向上を図ります。 
 
（３）障害者等に対する虐待の防止 
   県が対応する施設入所者に対する虐待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適

切な対応、再発防止等に確実につなげることで、虐待防止に向けた体制を支援します。 
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第５章 計画の推進体制 
 この周南市障害福祉計画に基づく施策を着実に推進するために、県、圏域他市、関係団体

等との連携を一層すすめ、「周南市地域自立支援協議会」等で達成状況を毎年点検するなど、

適切な対応を図ります。 
１ 計画の推進体制 
 「周南市地域自立支援協議会」等における有識者・関係者の意見を踏まえ、県や圏域他市

と連携して、国基本指針、県基本指針、周南市障害者福祉計画に基づく施策を着実に推進し

ます。 
 とくに、施設から一般就労への移行に関しては、「県障害者雇用支援合同会議」の意見を

踏まえた県の施策に協力し、推進を図ります。 
 
２ 計画の達成状況の点検及び評価 
 計画の実効性を確保する観点から、毎年度、制度と数値目標の推進状況を分析・評価しま

す。 
 計画達成に向けた課題につきましては、「周南市地域自立支援協議会」や障害者団体、障

害者施設等関係機関の意見を聴きながら、適切に対応します。 
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用 語 解 説 
 

か 行 
 
学習障害（LD）                        【P５】 
基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論

する能力の内、特定のものの習得に著しい困難を示す様々な状態を指すものです。その原因

として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されますが、視覚障害、聴覚障害、知

的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではありません。 
 
個別の教育支援計画                       【P６】 
個別の教育支援計画は、幼児児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズを把握し、乳幼児期から

学校卒業後までを見通した長期的な視点で、福祉、医療、労働等の関係機関が連携して教育

的支援を行うために作成する計画です。 
  
個別就労計画                             【P20】 
アメリカにおける個別の教育計画が終了した後の成人期の就労支援計画のことをいいます。 
個別教育計画では 14歳から「学校から職場へ」という発想のもと個別移行計画が計画され
ますが、その後は教育からリハビリテーションへと役割が移り、障害者の能力やニーズに応

じた就労支援計画が作られます。支援は、リハビリテーションカウンセラーやジョブコーチ

が担当することとなります。 
 

さ 行 

自閉症                            【Ｐ５】  

３歳ごろまでに発症し「社会的な相互交渉の質的な障害」「コミュニケーション機能の質的

な障害」「活動と興味の範囲の著しい限局性」の三つを主な特徴とする行動的症候群と定義

されます。高機能自閉症と低機能自閉症とがあり、ただ単に「自閉症」という場合は、低機

能自閉症のことのみをさすが、最近は、高機能自閉症を含めることが多くなっています。 

障害者就業・生活支援センター                 【P５】 
就職や職場への定着が困難な障害のある人を対象に、身近な地域で、雇用、福祉、教育等の

関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常

生活、社会生活上の支援を一体的に行う施設です。 
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障害程度区分                          【P３】 
障害程度区分は、障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明かにするために、心身の

状態を総合的に示すものです。 
介護給付における障害程度区分の認定は、二次判定を経て、障害程度区分、有効期間を認定

する、又は却下するかを市町村が行います。障害程度区分は、区分１から６までの６段階に

なっています。 
 
ジョブコーチ制度                        【P５】 
知的障害者、精神障害者等が職場に適応することを容易にするために障害のある人が働く職

場に職場適応援助者（ジョブコーチ）を派遣し、職業習慣の確立や同僚への障害の特性に関

する理解の促進などの極めの細やかな人的支援を行う制度です。 
 
自立支援協議会                        【P９】 
自立支援協議会は、相談支援体制構築のために重要な役割を担うものです。実施主体は市町

村であり、その構成メンバーは、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療・学校・

企業、障害者団体、学識経験者等です。役割は、福祉サービス利用に係る相談支援事業の中

立・公平性の確保、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整、地域の関係機関による

ネットワークの構築等に向けた協議等です。 
 
精神障害者地域生活支援センター                【P19】 
精神障害者に関する問題全般についての相談、指導、助言、精神保健サービスの利用の助言、

関係施設との連絡調整を行い、精神障害者の社会復帰と社会参加の促進を図ることを目的と

する施設です。 
 

た 行 
 
注意欠陥多動性障害（ADHD）                  【P５】 
年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社

会的な活動や学業の機能に支障をきたすものです。また、７歳以前に現れ、その状態が継続

し中枢神経に何らかの要因による機能不全があると推定されています。 
 
特別支援学校                          【P５】 
視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱などの理由で支援を必要とする子どもに

対して、普通教育に準じる教育を施して、自立に必要な知識・技能を授ける学校。２００７

年（平成１９）４月施行の改正学校教育法により、盲・聾・養護学校を一本化したものです。 
２６ 



は 行 
 
発達障害                            【P５】 
一般的に、乳児期から幼児期にかけて様々な原因が影響し、発達の「遅れ」や質的な「歪み」、

機能獲得の困難さが生じる心身の障害を指す概念です。 
 
ピアカウンセリング                      【P20】 
障害のある人自らが体験に基づいて、同じ仲間である他の障害のある人の相談に応じ、問題

の解決を図ることをいいます。障害のある人が自らカウンセラーとなり、実際に社会生活上

必要とされる心構えや生活能力の取得に対する個別的助言・指導を行うものです。 
 
法定雇用率                           【P５】 
事業主は、障害者の雇用促進等に関する法律に基づき、一定割合（法定雇用率）に相当する

数以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用しなければならないこととされてお

り、一般の民間企業の法定雇用率は、常用労働者の総数の１．８％です。 

ら 行 

療育手帳                            【P２】   

知的障害のある人に一貫した指導・助言を行うことと、福祉の援護を受けやすくするための

もので、専門機関で判定した後に交付されます。 
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周南市障害福祉計画策定委員会設置要綱 
  
（趣旨） 

第１条 この要綱は、周南市障害福祉計画策定委員会の設置、組織及び運営につ

いて必要な事項を定めるものとする。 
 （設置） 
第２条 障害者自立支援法（平成１７年１１月７日法律第１２３号）第８８条第

１項に規定する障害福祉計画を策定することを目的として、周南市障害福祉計

画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる関係団体等からの推薦により決定された者で構成する。 
（１） 障害者団体 
（２） ボランティア団体 
（３） 保健・医療・福祉団体 
（４） 行政機関 
（５） 学識経験者 
（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
（運営） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集する。 
２ 委員会の会議の議長は、会長をもって充てる。 
３ 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 
（解散） 

第６条 委員会は、第２条の障害福祉計画が策定終了時に解散する。 
（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉事務所障害者福祉担当課において処理する。 
（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長

が定める。 
附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
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番号 区　分 所　　　　属 役職等 氏　　名

1 障害者団体 周南市身体障害者団体連合会 会　長 　　　徳　毛　裕　之

2 障害者団体 周南市手をつなぐ育成会 会　長 　　　松　村　泰　子

3 障害者団体 周南さわやか会 会　長 　　　廣　江　洋　二

4 福祉団体 （福）鼓ケ浦整肢学園 身体障害者療護施設　鼓澄苑 副苑長 　　　藤　野　頼　子

5 福祉団体 （福）白鳩学園 理事長 　　○石　田　邦　彦

6 福祉団体 総合相談支援センター　ぱれっと
自立支援担当
コーディネーター

　　　江　村　陽　子

7 福祉団体 地域生活支援センター　ウィング 施設長 　　　東　　美奈子

8 福祉団体 周南市介護支援専門員連絡協議会 理　事 　　　吉　木　明　美

9 医療団体 徳山医師会 副会長 　　　福　山　　　勝

10 学識経験者 徳山大学 講　師 　　　杉　野　寿　子

11 行政機関（教育） 周南養護学校 校　長 　　◎三　輪　研一郎

12 行政機関（雇用） 徳山公共職業安定所 上席職業指導官 　　　石　井　真理子

13 学識経験者（雇用） 徳山商工会議所 業務部長 　　　堀　田　富　夫

周南市障害福祉計画策定委員名簿

◎会長　○副会長
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日　　　　時 会　議　等　の　名　称 協　議　内　容　等

・計画の概要について

・計画の策定スケジュールについて

・計画の構成について

・今後のスケジュールについて

・計画の素案について

・今後のスケジュールについて

平成19年1月11日 障害福祉計画策定圏域調整会議 ・サービス見込量の圏域調整

平成19年1月15日
～2月5日

計画素案に対する意見募集 ・４人４２意見

平成19年2月23日 第４回障害福祉計画策定委員会 ・計画の素案の最終確認について

計　画　の　策　定　経　過

平成18年6月8日 第１回障害福祉計画策定委員会

第３回障害福祉計画策定委員会平成18年12月20日

平成18年10月26日 第２回障害福祉計画策定委員会
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平成１８年１０月現在

種　　別 施　設　名 運　営　者 所　在　地 電話番号

身体障害者授産施設 セルプ周陽 （福）周陽会 周陽２丁目８－２８ ２８－５３３３

身体障害者療護施設 鼓澄苑 （福）鼓ヶ浦整肢学園 大字久米７５２－４ ２９－５０１１

身体障害者小規模通所授産施設 望みの家 （福）鼓ヶ浦整肢学園 岡田町２番３号 ２２－８８８１

心身障害者福祉作業所 海月倶楽部 特定非営利法人NPOメビウス 松保町８番１号 ２２－６１９１

心身障害者福祉作業所 つくしの家 （福）新南陽福祉の会 古川町２番４１号 ６２－３１２１

心身障害者福祉作業所 なべづる園 （福）周南市社会福祉協議会 大字小松原４０８ ０８３３－９１－６７９３

心身障害者福祉作業所 さわやか工房 NPO法人周南さわやか会 糀町２丁目６７－１ ３２－９４７２

肢体不自由児施設 鼓ヶ浦整肢学園こばと園 （福）鼓ヶ浦整肢学園 大字久米７５２－１ ２９－１４３０

重症心身障害児施設 鼓ヶ浦整肢学園ひばり園 （福）鼓ヶ浦整肢学園 大字久米７５２－１ ２９－１４３０

デイサービスセンター 周南市障害者デイサービスセンター （福）新南陽福祉の会 古川町２番４１号 ６２－６３０３

知的障害者更生施設 白鳩学園育英館 （福）白鳩学園 大島６０７ ８４－０９１８

知的障害者更生施設 つくし園 （福）つくし園 大字米光３５６ ６７－２１３１

知的障害者更生施設 鹿野学園成人部 （福）鹿野学園 鹿野下５１３－１ ６８－２１８９

知的障害者授産施設 白鳩学園育成館 （福）白鳩学園 大島６３７－２ ８４－０３４１

知的障害者授産施設 周南あけぼの園 （福）大和福祉会 大字久米７１６－４ ３９－３７５５

知的障害児通園施設 鼓ヶ浦整肢学園つばさ園 （福）鼓ヶ浦整肢学園 大字久米７５２－４ ２９－１４３０

精神障害者地域生活支援センター ウィング （医)愛命会 泉原町１０－１ ２１－４５１１

心身障害児（者）デイ･ケアハウス フレンズ （福）新南陽福祉の会 古川町１番１７号 ６２－６３０３

心身障害児（者）デイ･ケアハウス ポレポレくらぶ 障害者福祉ネットワーク会議 城ヶ丘５－７－２８ ２９－８５２０

障害者生活支援センター 総合相談支援センターぱれっと （福）鼓ヶ浦整肢学園 大字久米７５２－４ ２９－３２９４

市内の主要な施設一覧


