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令和元年度（2019 年度） 姫路市地域自立支援協議会事業計画（案） 

  

１． 事業方針 

   障害のある人もない人も、充実していきいきとした人生をおくることができる社会（共

生社会）づくりの理念のもと、相談支援の提供体制の確保と障害のある人の暮らしに関

するシステムづくりを目指す。 

 

２． 会議及び検討事項 

（１）全体会 （年２回） 

  全体による意思統一、調整、事業評価に主眼を置いて協議   

＜検討事項＞ 

・ 専門部会及び各会議等の進捗確認と調整 

・ 障害福祉推進計画の評価と意見陳述 

・ 障害福祉施策の全体像の把握と協議 

 

（２）専門部会 （検討テーマに合わせて随時開催） 

  各専門分野において検討テーマに沿って仕組みを検討するプロジェクト   

 

部会名 令和元年度の検討テーマ 

まもる部会 

［権利擁護プロジェクト］ 

 司法関係とのネットワーク 

 障害者差別解消法について 

しごと部会 

［進路・就労プロジェクト］ 

 就労アセスメントについて 

 就労系サービスについて 

くらし部会 

[地域生活プロジェクト] 
 緊急時の対応について 

こども部会 

［児童支援プロジェクト] 

 医療的ケア児の支援について 

※こどもを育む包括連携（障害・医療・保育・教育分野） 

つながる部会 

［相談体制プロジェクト］ 
 基幹相談支援体制のあり方 
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（３）ケアマネジメント会議 （月１回定例会に加え、ケースに応じて随時開催） 

  個別のケースに主眼を置き、マネジメントを円滑に行えるネットワーク会議   

＜検討事項＞ 

・ 困難ケースのアドバイスや対応のあり方を協議・調整 

・ 紛争差別事例の検証及び意見 

・ 市の支給決定基準とそごの出たサービス等利用計画の評価・判定 

 

 

（４）事業者部会 

  地域の支援体制強化を図るため、事業者間の交流促進と質的向上を目指す取り組み 

  ＜検討事項＞ 

・ 事業者間の情報交換・交流の推進 

・ 研修会等の実施 

 

（５）運営（事務局）会議 

  協議会の運営、事務執行の調整会議 

  ＜検討事項＞ 

・ 全体会の開催や専門部会、事業者部会等の設置、運営 

・ その他、協議会の運営に必要な事項 
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３．姫路市地域自立支援協議会開催スケジュール 

 

 ケアマネジメント会議、運営会議・・・毎月開催 

 

 全体会、専門部会、事業者部会 

 開催会議名 備  考 

６月 全体会（第１回）  

７月 専門部会（まもる部会（第１回））  

専門部会（つながる部会（第１回））  

８月 専門部会（こども部会（第１回））  

専門部会（つながる部会（第２回））  

９月 専門部会（しごと部会（第１回））  

  

１０月 専門部会（こども部会（第２回））  

専門部会（まもる部会（第２回））  

事業者部会（第１回）  

１１月 専門部会（つながる部会（第３回））  

  

１２月 専門部会（くらし部会（第１回））  

専門部会（こども部会（第３回））  

１月 専門部会（くらし部会（第２回））  

専門部会（まもる部会（第３回））  

２月 全体会（第２回）  

※全体会及び専門部会の内容・進め方の詳細は、運営会議で協議することとする。 



姫路市障害福祉推進計画に係る進捗状況報告について（平成３０年度実績） 資料２－１

重点施策 重点施策の内容 実施状況 課題・今後の方針

相談支援体制の充実

地域の相談窓口となる指定特定相談支援事業
所、指定障害児相談支援事業所、指定一般相談
支援事業所などに対し、障害者相談支援セン
ター「りんく」や障害者相談支援拠点事業所が
適切に助言・指導を行うとともに、研修等によ
り、個々の相談支援に携わる者の資質向上を促
すことで相談支援機能の強化を図ります。
　また、提供する支援の質の向上を図るため、
事業として相談支援に携わる者と行政機関、そ
の他の事業者等との連携強化を図るとともに、
専門相談機関からの協力を得ながら、多面的な
相談支援体制の確立を目指します。
　さらに、障害者相談員、民生委員・児童委員
等の協力を得て、身近な地域における相談支援
体制の充実を図ります。

○障害者相談支援センター「りんく」1か所、障
害者相談支援拠点事業所５か所の計６か所
において、相談支援事業を実施した。また、
相談拠点事業について、テーマ別研修や事
例検討プロジェクト等を開催し、相談支援事
業者全体のネットワークの構築や質の向上を
図った。

○引き続き相談専門員のスキルアップを図る。
また、障害分野のみならず、医療・介護等の分
野とも連携し、必要に応じ相談・助言等が適切に
行えるようにする。

○相談支援体制のあり方を検討し、さらなる充
実を図る。

関係機関の連携強化

障害福祉分野に限定されず、他法制度の併用な
ど、横断的な支援が必要になるため、保健・医
療・教育・保育等の他分野との連携強化を図り
ます。

○地域自立支援協議会の専門部会におい
て、司法・医療・教育分野との連携を図った。
まもる部会では弁護士会と「触法」に関するこ
と、つながる・くらし合同部会では医療関係者
と「福祉と医療の連携」に関すること、こども部
会では教育、医療、保育の関係者と「こどもを
育む」包括連携に関することについての協議
を実施した。

○相談支援サービスにおいては、相談支援に携
わる者が、多分野にわたる関係機関と支援の方
向性を協議し、確認できる体制の充実を図る必
要がある。

○実際に連携が必要になった場合に、横断的な
対応が行える実効性のある取り組みについて、
引き続き検討する。

障害福祉サービス事業所に関する情
報提供の充実

障害のある人が自身のニーズに合致したサービ
ス提供を行う事業所を選択しやすくすることに
より本人の意思決定を支援するため、情報公表
制度の活用等により事業者情報の提供の促進を
図ります。

○事業所の一覧表については、ホームペー
ジで公表している。また、電話等で問い合わ
せがあった場合、情報提供を行っている。

○障害のある人本人の意思決定を支援できるほ
どの情報は公開できていない。

○第三者評価機関である、はりま総合福祉評価
センターとも連携し、事業所の基本情報を収集
するとともに、積極的に情報を公開する方法を検
討することで、サービス事業者の質の向上を図
る。

重点目標① 相談支援体制の充実
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重点施策 重点施策の内容 実施状況 課題・今後の方針

地域における療育支援体制の充実

中核的な療育支援施設である児童発達支援セン
ターが、各関係機関と連携し、地域における療
育支援体制の拠点として支援の強化に努めま
す。
　また、障害児相談支援や保育所等訪問支援な
どの福祉分野における支援を実施するにあた
り、児童の日中活動の場である学校や保育所等
との連携を円滑にすることで、地域での普遍的
な生活を送る体制の充実を図ります。
　さらに、障害のある児童に対する療育を今後
更に充実させるため、放課後等デイサービス等
の事業所の情報公表を促進し、支援内容の可視
化によりサービスの質の向上を図ります。

○ルネス花北では以下の事業を実施した。
・在宅支援訪問療育等指導事業・・・巡回や訪
問により地域の在宅障害児（者）及びその家
族に対して各種の相談・支援を行う。
・在宅支援外来療育等指導事業・・・在宅障害
児（者）及び保護者に対し、外来の方法により
各種の相談・支援を行う。
・施設支援一般指導事業・・・児童発達支援事
業や障害児保育を行う保育所等の職員に対
し在宅障害児（者）の療育に関する技術の指
導を行う。

○療育支援の質を落とさないよう、効率的かつ
効果的な支援システムの構築を目指し、実践を
積み重ねていく。

○教育・保育の現場では、保育所等訪問支援
サービス事業者が敷地内に入ってくることに依
然として抵抗感が強い。サービス内容の周知を
図り、支援が必要な児童生徒がサービスを利用
できるような体制づくりを検討する。

〇事業所の情報公表を促進する方策について、
検討する。

インクルーシブ教育システムの構築

全ての教育活動を通じて、可能な限り障害の有
無によって分け隔てられることなく、共に教育
を受けられるように、基礎的環境整備や合理的
配慮の提供に努めます。
　また、福祉・医療等関係機関と連携し、ライ
フステージを見通した一貫性のある教育的支援
の充実を図ります。

○特別支援教育コーディネーター対象の説明
会や研修会を実施し、専門性の向上に繋げ
た。また、特別支援推進員会を開催し、事例
検討や情報交換を通して、個に応じた継続的
な教育的支援に繋げた。

○特別支援推進員の活動の目的を明確にし、よ
り充実した教育的支援が可能となるよう、体制を
見直すとともに、専門性を高められるような内容
の研修会を引き続き実施する。

保育体制の充実

保育所・こども園では、障害のある子どもの円
滑な受入を図るため、保育士・保育教諭の加配
や、特別支援保育に関する研修を通じた保育
士・保育教諭の資質の向上に努めるとともに、
障害等により特別な支援が必要な子ども一人一
人に応じた個別の支援計画を作成し、適切な支
援を実施することで、保育内容の充実を図りま
す。
　また、各保育所・こども園の発達支援コー
ディネーターを対象として定期的な研修を実施
し、よりよい支援についての学習、情報交換等
を行うとともに、保育所・こども園・幼稚園・
小学校や各機関との連携体制を強化します。
　さらに、経験豊かな保育士・保育教諭が保育
所・こども園を訪問し、幼児の発達や特性に応
じた支援方法についてカンファレンスすること
により、障害等により特別な支援が必要な幼児
を含めた保育の質の向上に努めます。

○平成30年度は81施設で保育士の加配等の
支援を実施。

○発達支援コーディネーターの研修について
は、年間計画を立てて以下のとおり実施。
・8月、1月：公立・私立保育所及びこども園、
公立幼稚園対象の研修会を実施
・8～10月：公立保育所・こども園を対象に3グ
ループに分けて現場研修を実施

○公立保育所・こども園において、年度当初
に支援の必要な子どもに個別の支援計画を
作成し、当該計画に沿って保育を行った。ま
た、必要に応じてケース会議を実施し、個別
の支援計画を見直し実践した。

○更に支援計画の質の向上に努めるとともに、
障害を持つ子どもに関して、保護者・保育所・こ
ども園・専門機関等、関わるすべての者が共通
理解を持てるよう、計画書の見直しを図り、小学
校への引継ぎにも活用していく。

重点目標②　障害のある児童への支援の充実
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重点施策 重点施策の内容 実施状況 課題・今後の方針

一般就労と職場定着に向けた支援の強化

「職業自立センターひめじ」を中心に、就労系
サービス事業所、公共職業安定所等の関係機関
が連携を図り、就労の場の確保と安定雇用に向
け、就労開始から職場定着まで一貫した就労支
援を行います。
　また、福祉的就労から一般就労への移行を促
進するための取り組みを行い、一般就労者数の
増加を図るとともに、一般就労した人が安心し
て働き続けられるよう、就労に伴う課題に対応
する支援を充実させ、職場定着率の向上を図り
ます。

○利用者に対してよりよい支援を行うため、引き
続き実施していく必要がある。利用対象者に対し
て制度の周知を図る。

一般就労に向けた訓練の場の充実

就労移行支援事業所や職業能力開発校などにお
いて、障害に応じた職業準備訓練を推進すると
ともに、必要に応じて職業能力の開発、向上を
支援します。あわせて、離職した障害のある人
についても、職業準備訓練や職業訓練を行い、
早期の再就職を支援します。
　また、市内事業者に対して積極的に情報提供
を行い、その理解と協力を求めつつ障害のある
人の職場実習の充実を図ります。

○引き続き、利用対象者に対して制度の周知を
図る。

○市内事業者に職場実習の場を提供してもらう
方策について検討を行う。

就労継続支援事業所の適正な事業
運営の確保

就労継続支援サービスの事業者への運営指導と
新規開設の制限により、各事業所の経営を安定
させ、適正な就労指導体制の確保と一般就労へ
の移行促進を図ります。

○事業所として新規指定を届け出る前に面談
を実施し、事業計画の安定性や継続性に疑
義があれば、問題が解消されるまで事業の再
計画を求めた。

○市の求める運営体制の水準を引き上げる
ことで、事業計画の不十分な新規指定を抑制
した。

○次年度以降も事業所の適正な運営に向けた
指導監査を実施する。各事業所の経営を安定さ
せ、適正な就労指導体制の確保と一般就労へ
の移行促進を図る。

○計画に基づく新規指定の制限実施の適否を
検討する必要がある。

重点目標③　就労支援体制の充実

○職業自立センターひめじを中心に、障害者
自らが就労意欲と能力に応じて職業生活を設
計・選択ができるよう、個々の利用者に応じた
支援プログラムに基づいて各関係機関が連
携して総合的な支援を行った。計８８人が一
般企業への就職に至っている。
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重点施策 重点施策の内容 実施状況 課題・今後の方針

地域生活の支援するための環境整
備

市は、初期資本が少ない事業所でもグループ
ホームを開設できるよう助成制度を積極的に運
用して新規開設を支援するとともに、グループ
ホームに入居する障害のある人に対して、必要
に応じて家賃の助成を実施します。
　また、新規開設に際しては、人員確保の指導
を行うとともに、土日等の休日においてもサー
ビスを提供する事業所の開設をサポートするな
ど、質の確保に努めます。
　さらに、強度の行動障害のある人のコーディ
ネートに関する機関として「行動障害支援セン
ターのぞみ」の運用や地域における体験の場の
確保、地域の体制づくりの強化等のほか、地域
の実情に合わせ、地域生活支援拠点の機能の充
実を図ります。
　その他、地域包括支援センターの活用やボラ
ンティアによる地域のサロンなど障害のある人
の居場所づくりについて検討していきます。

○障害福祉サービスを提供する全ての事業
所へ制度の周知を行い、新規でグループホー
ム設立の相談があった際に、マニュアルを通
じ、本事業の説明を行った。

〇グループホーム新規開設サポート事業に
ついては、本事業を活用し、５件の新規開設
があった。

○「行動障害支援センターのぞみ」について
は、対応件数は前年より増加しており、特に
学校機関や相談支援担当者からの相談が中
心となっている。

○今後も新規開設が続く傾向にあるので、引き
続き本制度の周知・広報を行っていく。

○各関係機関への協力を引き続き行うとともに、
短期入所やグループホーム、通所施設との協力
体制及びネットワークの構築の強化を行うこと
で、緊急時の受け入れ先の確保といった地域生
活支援拠点の機能拡充に努めます。

関係機関の連携強化による地域移
行の推進

障害福祉分野と保健・医療分野等との関係機関
の連携強化により、入所施設・病院等から地域
生活への移行を促進します。

○地域自立支援協議会のつながる・くらし合
同部会において、福祉と医療の連携に関する
ことを協議した。

○保健所においては、保健医療福祉連絡会
議を１回開催した。

○保健・医療・福祉の協議の場の設置に向け、
調整する。

○精神科病院と連携し、入院患者に対し退院に
向けての意欲を喚起する取組を行う。

障害福祉分野の人材確保のための
情報提供の充実

障害福祉サービスに携わる人材の確保に向け
て、各障害福祉サービス事業所等からの求人と
障害福祉分野において就労したいと考えている
人材との円滑なマッチングを促進するため、既
存のシステム等の活用について周知を図りま
す。また、あわせて多様なツールを用いた情報
提供・情報取得システムの構築を検討していき
ます。

○障害福祉サービスに携わる人材確保のた
め、兵庫県福祉人材センターの事業を事業所
へ周知するなど情報提供の充実を図る。平成
31年度以降において実施する予定。

○障害分野は慢性的な人材不足であるので、抜
本的な解決策が見つからないという面がある。
民間の転職サイトなどを活用できるか検討する
必要がある。

重点目標④　地域生活を送るための支援の充実
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重点施策 重点施策の内容 実施状況 課題・今後の方針

障害に対する理解促進

障害に関する意識や理解の向上を図るた
め、「障害者週間事業」をはじめ、各種の
イベントや講座、教室等を開催するなど、
啓発事業の充実を図ります。
　また、学校、警察、企業、医療関係者等
を対象に、障害のある人が社会資源を利用
できるよう、障害に関する研修の機会の充
実に努めます。

○ひめじ福祉まつりでは、障害当事者による
舞台発表や盲導犬の啓発事業を行い、障害
者週間事業講演会では、自閉症啓発関連の
内容を実施し、障害への理解を深め、意識の
啓発を図った。

○ルネス花北芸術祭は平成30年度は11月3、
4日の2日間実施した。芸術祭に向けて利用
者は意欲的に創作活動に取り組んでいる。

○小学校や中学校において、総合的な学習
の時間や特別活動の時間を活用し、授業を
進めた。また、車いす乗車体験や車いすバス
ケット「チームWeB」との交流、手話教室を通
して、障がいのある人への理解を深め、バリ
アフリーの大切さを啓発した。

○ルネス利用者も芸術祭での作品展示を心待ち
にして作品の創作に取り組んでいるため、できる
だけ多くの方に鑑賞してもらい、次の創作意欲に
つなげる。

○今後も総合的な学習や特別活動の時間だけ
でなく、教育活動全体を通して継続的に取り組
み、豊かな心の育成に努める。

差別解消の推進

「障害者差別解消法」の趣旨について、市
民等に広く周知、啓発を図り、障害を理由
とする差別的取扱いの禁止、合理的配慮の
提供を推進するとともに、姫路地域自立支
援協議会等における情報交換、相談等の体
制づくりに努めます。

○啓発用ポケットティッシュを作成し、各所で
配布した。

○県が実施するヘルプマーク・ヘルプカード
の交付制度についての啓発ポスター、チラシ
を作成し、各所へ配布した。

○聴覚障害者への窓口対応用のヒアリング
ループを購入し、設置した。

○障害者差別解消の推進に関する姫路市職員
対応ガイドラインの見直しを検討する。その際当
事者団体や市職員から、対応事例を収集し、よ
り良いガイドラインとなるよう検討する。

成年後見制度の活用促進

成年後見制度の周知を図り、身上監護や財
産管理等の支援を進めます。
　また、成年後見制度の活用促進に向け
て、「姫路市成年後見支援センター」にお
いて、弁護士会などの専門職団体等との連
携を強化するとともに、市民後見人の養
成、法人後見による支援の検討を進めま
す。

○成年後見支援センター事業を推進し、相談
件数については、知的障害者88件、精神障
害者88件であった。

〇権利擁護フォーラム、親族後見人向け研
修、市民後見人等養成研修、市民後見人フォ
ローアップ研修を開催した。

○法人後見については、依然として認知度が低
い。法人後見制度の更なる周知を図る。

重点目標⑤　障害のある人の権利擁護の推進
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姫路市障害福祉推進計画に係る見込み数値等について（平成３０年度実績） 資料２－２

成果目標値

平成２８年度 平成２９年度 平成３１年度 平成３２年度

実績 実績 見込み 実績 見込み 見込み

577人 578人 571人 583人 568人 565人

【地域生活移行者数（累計）】 71人 74人 77人 74人 80人 83人

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

実績 見込み 見込み

整備済 整備済 整備済

平成２８年度 平成２９年度 平成３１年度 平成３２年度

実績 実績 見込み 実績 見込み 見込み

60人 67人 75人 57人 83人 90人

96人 76人 99人 65人 102人 105人

就労移行支援事業所ごとの就労移行率

10箇所 10箇所 11箇所 11箇所 11箇所 11箇所

８箇所 ８箇所 ９箇所 7箇所 ９箇所 ９箇所

平成３１年度 平成３２年度

見込み 実績 見込み 見込み

整備済 整備済

※１年後の職場定着率なので平成３０年度は実績なし

平成３１年度 平成３２年度

見込み 実績 見込み 見込み

検討 検討 整備済 整備済

平成３１年度 平成３２年度

見込み 実績 見込み 見込み

児童発達支援センターの設置 ２箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所

保育所等訪問支援事業所数 ８箇所 ９箇所 ９箇所 10箇所

平成３１年度 平成３２年度

見込み 実績 見込み 見込み

0箇所 １箇所 0箇所 １箇所

１箇所 １箇所 １箇所 １箇所

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

実績 見込み 見込み

設置済 設置済 設置済

平成３１年度 平成３２年度

見込み 実績 見込み 見込み

0人 0人 １人 ２人

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

実績 見込み 見込み

設置済 設置済 設置済

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

実績 見込み 見込み

設置済 設置済 設置済

平成３０年度
医療的ケア児に対する関連分野の支援
を調整するコーディネーターの配置人数

平成３０年度

平成３０年度

（４）精神障害にも対応した地域包括ケア
システムの構築

就労定着支援利用者の１年後の職場定
着率

平成３０年度

  放課後等デイサービス

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

平成３０年度

平成３０年度

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移
行促進

【施設入所者数】

(２)地域生活支援拠点等の整備

（３）福祉施設から一般就労への移行

一般就労移行者数

教育と福祉の協議の場の設置

障害児の相談窓口の設置

就労移行支援事業の利用者数

  事業所数

　  うち就労移行率３割以上

（５）障害児支援の提供体制の整備等

主に重症心身障害児を支援する児童通
所支援事業所の確保

  児童発達支援



資料２－２

実績 実績 見込 実績 見込 見込

時間数 28,753時間/月 26,428時間/月 26,552時間/月 26,189時間/月 26,445時間/月 26,352時間/月

利用者数 1,118人　 /月 1,070人　 /月 1,093人　 /月 1,060人　 /月 1,085人　 /月 1,079人　 /月

時間数 12,985時間/月 12,676時間/月 12,718時間/月 12,773時間/月 12,616時間/月 12,514時間/月

利用者数 923人 　/月 889人　 /月 908人　 /月 878人　 /月 901人　 /月 894人　 /月

時間数 14,141時間/月 12,091時間/月 12,222時間/月 11,015時間/月 12,222時間/月 12,222時間/月

利用者数 73人 　/月 63人　 /月 63人　 /月 57人　 /月 63人　 /月 63人　 /月

時間数 456時間/月 480時間/月 465時間/月 583時間/月 474時間/月 483時間/月

利用者数 16人 　/月 17人　 /月 17人　 /月 25人　 /月 18人　 /月 19人　 /月

時間数 1,171時間/月 1,181時間/月 1,148時間/月 1,818時間/月 1,133時間/月 1,133時間/月

利用者数 106人 　/月 101人　 /月 104人　 /月 100人　 /月 103人　 /月 103人　 /月

時間数 0時間/月 0時間/月 0時間/月 0時間/月 0時間/月 0時間/月

利用者数 0人 　/月 0人 　/月 0人　 /月 0人 　/月 0人　 /月 0人　 /月

実績 実績 見込 実績 見込 見込

利用人日数 22,872人日/月 23,521人日/月 24,179人日/月 23,885人日/月 24,615人日/月 25,051人日/月

利用者数 1,174人　 /月 1,204人　 /月 1,231人　 /月 1,361人　 /月 1,260人　 /月 1,289人　 /月

利用人日数 209人日/月 212人日/月 209人日/月 221人日/月 209人日/月 209人日/月

利用者数 12人 　/月 12人　 /月 12人　 /月 13人　 /月 12人　 /月 12人　 /月

利用人日数 261人日/月 226人日/月 316人日/月 262人日/月 344人日/月 372人日/月

利用者数 14人 　/月 12人　 /月 17人　 /月 15人　 /月 19人　 /月 20人　 /月

利用人日数 1,694人日/月 1,388人日/月 1,746人日/月 1,187人日/月 1,799人日/月 1,852人日/月

利用者数 96人 　/月 76人　 /月 99人　 /月 65人　 /月 102人　 /月 105人　 /月

利用人日数 3,575人日/月 3,966人日/月 3,515人日/月 4,108人日/月 3,230人日/月 2,945人日/月

利用者数 188人 　/月 205人 　/月 185人 　/月 210人 　/月 170人 　/月 155人 　/月

利用人日数 16,488人日/月 17,441人日/月 18,025人日/月 18,049人日/月 18,288人日/月 18,375人日/月

利用者数 941人 　/月 985人　 /月 1,030人　 /月 1,015人　 /月 1,045人　 /月 1,050人　 /月

利用人日数 1,949人日/月 2,137人日/月 2,562人日/月 2,485人日/月 2,623人日/月 2,684人日/月

利用者数 64人 　/月 71人　 /月 84人　 /月 83人　 /月 86人　 /月 88人　 /月

利用人日数 1,172人日/月 1,206人日/月 1,287人日/月 1,043人日/月 1,349人日/月 1,410人日/月

利用者数 191人 　/月 195人　 /月 210人　 /月 197人　 /月 220人　 /月 230人　 /月

利用人日数 110人日/月 103人日/月 144 人日/月 124人日/月 150 人日/月 156 人日/月

利用者数 27人 　/月 31人　 /月 36 人　/月 36人　 /月 38 人　/月 40 人　/月

姫路市障害福祉推進計画に係る見込み数値等について（平成３０年度実績）

（１）訪問系サービス
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

合計（①～⑤）

①居宅介護

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

（２）日中活動系サービス
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

①生活介護

②自立訓練（機能訓練）

③自立訓練（生活訓練）

④就労移行支援

⑤就労継続支援（A型）

⑥就労継続支援（B型）

⑦療養介護

⑧短期入所

福祉型

医療型
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実績 実績 見込 実績 見込 見込

利用者数 212人/月 233人/月 247人/月 251人/月 265人/月 283人/月

利用者数 577人/月 578人/月 571人/月 583人/月 568人/月 565人/月

実績 実績 見込 実績 見込 見込

地域移行支援 1人/月 2人/月 2人/月 1人/月 4人/月 6人/月

地域定着支援 18人/月 11人/月 22人/月 9人/月 24人/月 26人/月

利用者数 578人日/月 583人日/月 635人日/月 608人日/月 645人日/月 650人日/月

実績 実績 見込 実績 見込 見込

利用人日数 1,449人日/月 1,614人日/月 1,448人日/月 1,817人日/月 1,430人日/月 1,412人日/月

利用者数 160人　 /月 177人　 /月 160人　 /月 191人　 /月 158人　 /月 156人　 /月

利用人日数 ０人日/月 ０人日/月 ７人日/月 ２０人日/月

利用者数 ０人/月 ０人/月 ７人/月 １０人/月

利用人日数 3,391人日/月 5,039人日/月 5,468人日/月 6,556人日/月 6,373人日/月 7,419人日/月

利用者数 576人 　/月 691人　 /月 736人　 /月 806人　 /月 816人　 /月 896人　 /月

利用人日数 32人日/月 91人日/月 80人日/月 159人日/月 90人日/月 101人日/月

利用者数 18人 　/月 38人　 /月 38人　 /月 55人　 /月 43人　 /月 48人　 /月

利用者数 181人日/月 215人日/月 267人日/月 228人日/月 296人日/月 325人日/月

平成31年度

（３）居住系サービス
平成30年度 平成31年度 平成32年度

①共同生活援助

②施設入所支援

平成28年度 平成29年度

平成32年度

①地域相談支援 利用者数

②計画相談支援

（４）相談支援系サービス
平成28年度 平成29年度 平成30年度

（５）障害児支援系サービス
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

①児童発達支援

②居宅訪問型児童発達支援

③放課後等デイサービス

④保育所等訪問支援

⑤障害児相談支援
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実績 実績 見込 実績 見込 見込
実施 実施 実施 実施 実施 実施
実施 実施 実施 実施 実施 実施

地域自立支援協議 実施 実施 実施 実施 実施 実施
基幹相談支援セン
ター

設置 設置 設置 設置 設置 設置

1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
障害者相談拠点事 6箇所 6箇所 6箇所 5箇所 6箇所 6箇所

2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

2人/年 3人/年 5人/年 3人/年 5人/年 5人/年

検討 検討 検討 検討 実施 実施

実績 実績 見込 実績 見込 見込

手話通訳者派遣事業 1,322件/年 1,292件/年 1,300件/年 1,281件/年 1,310件/年 1,320件/年

要約筆記者派遣事業 91件/年 134件/年 100件/年 106件/年 105件/年 110件/年

盲ろう者向け通訳・介助
員派遣事業 3人/年 3人/年 100件/年 103件/年 100件/年 100件/年

1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所

1,422件/年 1,691件/年 1,500件/年 1,474件/年 1,500件/年 1,500件/年

62件/年 62件/年 63件/年 45件/年 64件/年 65件/年
91件/年 86件/年 93件/年 95件/年 94件/年 95件/年
84件/年 98件/年 86件/年 76件/年 87件/年 88件/年
86件/年 72件/年 93件/年 77件/年 94件/年 95件/年

11,112件/年 11,228件/年 12,304件/年 11,656件/年 13,014件/年 13,724件/年
20件/年 18件/年 19件/年 10件/年 20件/年 21件/年
15人/年 14人/年 15人/年 22人/年 15人/年 15人/年
48人/年 49人/年 30人/年 49人/年 30人/年 30人/年
11人/年 12人/年 10人/年 5人/年 10人/年 10人/年

0人/年 14人/年 10人/年 11人/年 10人/年 10人/年

62箇所 62箇所 62箇所 63箇所 62箇所 62箇所

391人/月 377人/月 465人/月 367人/月 503人/月 540人/月

5,119時間/月 4,905時間/月 5,845時間/月 4,723時間/月 6,208時間/月 6,571時間/月

0箇所 0箇所

0箇所 0箇所

7箇所 6箇所 6箇所 6箇所 6箇所 6箇所

259人/月 199人/月 260人/月 238人/月 260人/月 260人/月

（地域生活支援事業に関する見込・実績）

地域生活支援事業
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（１）理解促進研修・啓発事業
（２）自発的活動支援事業

（３）相談支援事
業

①障害者相談支
援事業

②基幹相談支援センター等機能強化

障害児等療育支援事業

（４）成年後見制度利用支援事業

（５）成年後見制度法人後見支援事業

地域生活支援事業
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（６）意思疎通支
援事業

①意思疎通支援
者派遣事業

②手話通訳設置事業

（７）日常生活用
具給付事業

①介護訓練支援用具
②自立生活支援用具
③在宅療養等支援用具
④情報・意思疎通支援用具
⑤排泄管理支援用具
⑥住宅改修費

（８）意思疎通支
援者養成研修事
業

①手話通訳者養成研修事業
②手話奉仕員養成研修事業
③要約筆記者養成研修事業
④盲ろう者向け通訳・介助員養成研修
事業

（９）移動支援事
業

個別支援型

グループ支援型

車両移送型

（10）地域活動支
援センター事業

基礎的
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実績 実績 見込 実績 見込 見込

実施 実施 実施 実施 実施 実施
1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所

3人/月 3人/月 3人/月 3人/月 3人/月 3人/月
実施 実施 実施 実施 実施 実施
実施 実施 実施 実施 実施 実施

4箇所 4箇所 4箇所 4箇所 4箇所 4箇所
14人/月 15人/月 15人/月 15人/月 15人/月 15人/月

4箇所 4箇所 4箇所 4箇所 4箇所 4箇所
25人/月 20人/月 25人/月 18人/月 25人/月 25人/月

3箇所 3箇所 3箇所 2箇所 2箇所 2箇所

20箇所 20箇所 20箇所 20箇所 20箇所 20箇所

99人/月 93人/月 113人/月 90人/月 120人/月 127人/月

5箇所 8箇所 5箇所 7箇所 5箇所 5箇所

133人/月 142人/月 152人/月 151人/月 155人/月 158人/月

6箇所
10,413件/年 10,805件/年 11,000件/年 11,562件/年 11,000件/年 11,000件/年

実施 実施 実施 実施 実施 実施

413人/年 403人/年 400人/年 428人/年 400人/年 400人/年

106人/年 109人/年 100人/年 101人/年 100人/年 100人/年
320人/年 320人/年 320人/年 172人/年 320人/年 320人/年
29件/年 16件/年 30件/年 16件/年 30件/年 30件/年

3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所
実施 実施 実施 実施 実施 実施

5件/年 3件/年 5件/年 4件/年 5件/年 5件/年

平成31年度 平成32年度

②訪問入浴サービス事業

③宿泊訓練事業

④－１　日中短期入所事業

地域生活支援事業
平成28年度 平成29年度 平成30年度

③点字・声の広報等発行事業
④自動車運転免許取得・改造費助成
⑤知的障害者・障害社会参加助成事

（11）権利擁護支援事業

（12）就業・就労
支援事業

①知的障害者職親委託事業

②就業促進・安定化事業
③就労支援・活力創出事業

（13）日常生活支
援事業

①福祉ホーム事業

⑥障害者ガイドマップ作成事業
⑦リフトバス利用者助成事業

④ー２　タイムケア事業

⑤自立促進等事業
⑥ろうあ相談室設置事業
⑦小規模通所施設支援事業

（14）社会参加支
援事業

①スポーツ・レクリエーション教室開催
等事業

②文化芸術活動振興事業
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平成31年1月から4月　姫路市障害者虐待防止センター　通報・相談件数

平成３１年４月３０日現在

１　通報・相談件数

平日
（9時～17時）

平日夜間
・休日

計

うち虐待が認め
られたケース

２　類型

３　虐待の種類（複数回答有） ※障害者虐待の３類型（養護者、施設従事者、使用者）についてのみ

４　虐待を受けた人の障害（複数回答有）※障害者虐待の３類型（養護者、施設従事者、使用者）についてのみ

５　年度別通報・相談件数推移

資料３

H31.1 H31.2 H31.3 H31.4 計

4 3 6 5 18

1 1 2 2 6

5 4 8 7 24

0 0 0 0 0

養護者 施設従事者 使用者

うち虐待が
認められたケース

0 0 0 0 0 0

その他虐待
（当センター所管

外）
虐待以外 合計

件数 17 1 0 0 6 24

合計

件数 12 2 2 5 3 24

身体虐待 ネグレクト
（介護放棄）

性的虐待 心理的虐待 経済的虐待

0

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害
その他障害

・
不明

合計

うち虐待が
認められたケース

0 0 0 0 0

19

うち虐待が
認められたケース

0 0 0 0 0 0

件数 11 2 6 0 0

3

平成30年度

52

5うち虐待が
認められたケース

0 4 8 7 3

平成29年度

件数 40 21 53 65 47 37

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


