
（３）相談支援会議のあり方の検討

（３）相談支援会議のあり方の検討

１．相談支援会議の開催　4/17、5/15、6/19

（１）研修会の企画

　　周南ケアマネジメントスキルアップ研修会：10/21（日）開催予定

　　内容はアローチャート（ケアマネの思考を可視化するために生まれた）でアセスメント

（２）地域課題の議論

　①事業所間の連携について考える：市民や相談支援専門員の声を聞き、何をしたら良いか

　検討する。「障害者の福祉を考える集い」等を活用して、アンケートを実施する予定。

　相談支援専門員の困りごと等を話し合い、解決に向けて検討。

　の思考の整理をすることをテーマ。講師は梅光学院大学　吉島豊録先生で開催予定。

　②社会資源を整理する：児が使える資源を中心として、整理をする。

　マップ作成（秋頃にアンケートを実施し資源の整理）と研修会の開催を予定。

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

相談支援会議相談支援会議相談支援会議相談支援会議

今年度事業計画

相談支援体制の充実

１．相談支援会議の開催（年9回）

現時点までの進捗状況

（１）研修会の企画

　 周南ケアマネジメントスキルアップ研修会：周南圏域の事業所連携、交流を図る。

（２）地域課題の議論

　①事業所間の連携について考える：利用者の希望等に応じてサービスを選択して利用できる

　　ようにするため、サービス提供事業所中心に連携を深める。

　②社会資源を整理する：

　　身近な社会資源について支援者がよく知り、活用していくための情報整理を行う。

（４）障害者の福祉を考える集い協力
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・場合は協議・検討を実施していくこととなった。今年度も引き続き取り組んでいく。

・内容の実施を検討。

・く。

現時点までの進捗状況

１　障害者差別解消法に関する取り組み

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

１　障害者差別解消法に関する取り組み

地域生活部会地域生活部会地域生活部会地域生活部会

今年度事業計画

・賃貸住宅紹介依頼シートは平成29年度において活用があったものの、周知の不足は否

・平成29年度に障害者差別解消支援地域協議会の部会の役割を、個別事案が生じ必要な

・あいサポート研修との連動などテーマの見直しを行い、障害者への理解がより深まる

２　「まっちょるよマップ」の更新・維持

・昨年度に引き続き更新作業を行う

・まちあい徳山と連携し、周知について協議を行うことも検討。

３　サテライト研修の実施について

・研修会を行う場所や方法について、より効果的な方法はないかを話し合う。

４　住まいの確保サポートシステムづくり

・めない。障害者の住居の確保が円滑に進むために、今後シートの見直し等を行ってい

・障害者の住居確保への理解促進を図るため、研修等の実施を検討する

・賃貸住宅シートの内容等を見直し、利活用の推進を行う

４　住まいの確保サポートシステムづくり

・自立支援協議会に設置された、障害者差別解消支援地域協議会での個別事案の協議・

・検討や事案解決の好事例を協議会に報告する役割を担うことを再度確認

２　「まっちょるよマップ」の更新・維持

・今年度も新規店舗等の更新を行い、これを通じて店舗側へも理解促進を図る

・障害者の方が災害時に避難する場合の課題と連携して考えられないか検討

３　サテライト研修の実施について

・障害者に対する理解を深めるためのサテライト研修の実施を継続

　その実施方法については効果的な方法を話し合う
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　(1)　障害者の方の「働く」をテーマにしたイベントの開催

　　　・ 部会で協議をすすめる。

　(2)　支援の窓口や制度を紹介するパンフレット　

　　　・制度改正や年度更新等でのパンフレットの内容等の更新・周知

　(1)　障害者施設共同受注センター協議会での受注の拡大

　(1)　障害者の方の「働く」をテーマにしたイベントの開催

　　　 ・具体的な取り組みについて協議を行った。

　(2)　支援の窓口や制度を紹介するパンフレット

　　　　パンフレットの内容を更新し、就労部会で確認を行った。

　　　　各委員で最終確認後、事務局から総合支援学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所

　　　　等へメールで送信する予定。

２　福祉的就労の底上げ（工賃引き上げの取組み）

　(1)　障害者施設共同受注センター協議会での受注の拡大

　　　　障害者施設共同受注センター協議会での受注の実績を確認し、今年度も引き続き受注の拡大

　　　　を目指す。

　　

現時点までの進捗状況

１　ひとりひとりに合った働き方を進める取組み

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

就労部会就労部会就労部会就労部会

今年度事業計画

１　ひとりひとりに合った働き方を進める取組み

２　福祉的就労の底上げ（工賃引き上げの取組み）

-7-



　資料を持ち寄り、情報交換を行った。

　８～９月中に、具体的な設置場所等について、店舗側と交渉を重ね、設置を図る。

○リソースマップについて

　特別支援教育センターやペアレント・メンター活動で作成中のマップや、他市で作成している

2 実施回数

　部会を年３～４回開催予定

現時点までの進捗状況

○周南市版のコミュニケーションボードの活用を目指す

　　検討し、より実用化できる形にしていく。また各委員の普段の活動範囲においても、周知・

　　啓発を行う。

　・前年度に引き続き、ペアレント・メンターの活動への協力体制をとっていく。

　・特別支援教育センター(徳山総合支援学校)、ペアレント・メンター活動でリソースマップを

　　作成中であり、必要に応じて協力する。

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

教育部会教育部会教育部会教育部会

今年度事業計画

1 以下の事項について協議を進める。

　・周南市版コミュニケーションボードを、市内１店舗に設置する。実際に利用し、その効果を

　　市のホームページより、ダウンロードできるようにする。
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○「障害者基本法」第11条3項に基づく。市の障害者のため の施策に関する基本的な計画。

　 ・計画期間　　　平成２７年度～平成３１年度

障害者手帳の交付者数 H30.4.1現在
5,349人

1,156人

841人

7,346人

　　平成27年度 平成28年度 平成29年度

　　　1,953万円 　　2,162万円 2,104万円

　　　　　　　29人 　　　　　15人 8人

　　　　36箇所 　　　　39箇所 41箇所

・職場実習等支援給付金支給事業により、職場実習等を行う障害者に就労支援給付
金を支給（給付実績：20件）
・通所就労施設利用者就労支援給付金支給事業により、就労継続支援事業所等に
通所する者に就労支援給付金を支給（給付実績：2,958件）

・視覚障害者用誘導ブロックの修繕
・徳山駅前賑わい交流施設のバリアフリー化の推進

・文書発信課の点字シール貼り付け、音声コードの利用促進（実施した課数：9課）
・手話通訳者派遣
　聴覚障害者からの依頼により病院通訳等に手話通訳者を派遣（派遣回数：260件）
・要約筆記者派遣
  聴覚障害者からの依頼により会議や講演会に要約筆記者を派遣（派遣回数：15件)

◆ 目標指標 ◆

障害者就労施設等からの物品・役務等の調達額

就業・生活支援センターの支援を受け就職した障害者数

オストメイトトイレの設置数

７．安全・安心」分野における施策

８．差別の解消及び権利擁護の推進

９．行政サービス等における配慮

・避難行動要支援者名簿の作成

・障害者週間に発行される市広報やホームページを通じて理解・啓発を図った。
・障害者虐待防止センターで通報等を受付け、事案に対応した（虐待認定：2件）

・手話通訳者を設置し、聴覚障害者からの相談に対応（相談件数：2,237件）
・手話通訳者を総合支所でも定期的に巡回日を設けた。
・職員に対し、手話研修会を開催

平成29年度の主な取り組み

第３期周南市障害者計画の進捗状況について 

１．生活支援

２．保健・医療

３．教育、文化芸術活動・スポーツ等

身体障害

知的障害

・基幹相談支援センターと共同することにより、専門性の求められる相談事案につい
ての、市と関係機関の連携の円滑化を図った
・障害者相談員研修会やケアマネジメントスキルアップを開催し、関係職員等のスキ
ルアップや関係機関間での情報交換を行った

・地域活動支援センターを設置し、精神障害者や家族の相談支援や日中の活動の
場を提供（利用回数：3,183回）
・精神障害者ピアサポート事業を委託し、情報交換のできる講演会や相談会を開催
した

・周南３市ふれあいフェスタ（光市、中止）
・キラリンピック（参加者数：94人）
・障害者の福祉を考える集いの開催(参加者数：316名)

精神障害

計

分野別施策

４．雇用・就業、経済的自立の支援

５．生活環境

６．情報アクセシビリティ
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第４期周南市障害福祉計画の進捗状況について 

 

１ 周南市障害福祉計画の位置付け 

・障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標・必要

量を見込んだ計画 

  ・計画期間  平成２７年度～平成２９年度 

 

２ 障害福祉サービス等の目標値及び実績値 

○成果目標についての実績値 

（１）福祉施設入所者の地域生活移行 

・死亡や入院による入所者数の減による。地域移行支援等によるものとはなっていない。 

施設入所者数 

（継続入所者除く） 

平成 25 年度（基準値） 平成 29 年度末（実績値） 平成 29 年度末（目標値） 

２３８人 ２４８人 ２３１人 

 

（２）福祉施設利用者の一般就労への移行 

・就労移行支援事業所の開設もあり、利用者数等が増加している。 

一般就労への移行者数 
平成 24 年度（基準値） 平成 29 年度末（実績値） 平成 29 年度末（目標値） 

１０人 １２人 ２０人 

就労移行支援利用者数 
平成 25 年度（基準値） 平成 29 年度末（実績値） 平成 29 年度末（目標値） 

１６人 ２３人 ３２人 

 

（３）障害福祉サービス支給決定者数 

・平成 24 年度と平成 29 年度対比で約 24％増加している。 

年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実人数 ７７２人 ８３１人 ８５０人 ８７８人 ９２７人 ９５７人 

 

（４）障害福祉サービス等の目標値及び実績値 

○実績値及び計画最終年度の計画値 

①訪問系サービス 

区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

居宅介護 
延利用時間 10,618 9,954 11,616 74% 15,799 

実利用者数 69 61 68 86% 79 

同行援護 
延利用時間 1,407 1,538 1,737 91% 1,915 

実利用者数 17 18 25 104% 24 
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②日中活動系サービス 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

生活介護 
延利用時間 76,842 78,370 77,965 93% 83,815 

実利用者数 306 316 326 97% 337 

自立訓練 
延利用時間 2,309 2,491 3,248 66% 4,955 

実利用者数 15 14 25 96% 26 

就労移行支援 
延利用時間 3,446 3,656 4,057 46% 8,846 

実利用者数 19 18 23 58% 40 

就労継続支援 

A 型 

延利用時間 6,899 8,717 10,788 80% 13,510 

実利用者数 32 38 47 102% 46 

就労継続支援 

B 型 

延利用時間 47,935 51,636 51,761 87% 59,209 

実利用者数 211 230 250 98% 256 

 

③居住系サービス 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

グループホーム 人分 68 73 79 94% 84 

施設入所支援 人分 249 249 248 100% 247 

 

④障害児通所支援 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

児童発達支援 
延利用時間 4,865 5,326 5,869 89% 6,600 

実利用者数 40 48 51 77% 66 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
延利用時間 12,042 15,918 20,928 135% 15,555 

実利用者数 110 131 189 132% 143 

 

⑤相談支援 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

計画相談支援 人分 673 882 925 105% 881 

障害児相談支援 人分 142 221 249 94% 265 
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