
第６期香美町障害福祉計画・第２期香美町障害児福祉計画概要版

30 Ｒ1 2 3 4 5

評価・検証 評価・検証 評価・検証 評価・検証 評価・検証 評価・検証

５　第５期香美町障害福祉計画の実績・第６期香美町障害福祉計画の成果指標

第５期香美町障害福祉計画の実績 第６期香美町障害福祉計画の成果指標

①福祉施設入所者の地域生活への移行者数 ①福祉施設入所者の地域生活への移行者数

目標値 実人数 目標値

②地域生活支援拠点等の整備 ②精神障害者を地域全体で支える体制の構築

目標値 実人数 目標値

③就労移行支援事業等から一般就労への移行 ③地域生活支援拠点が有する機能の充実

　〇就労移行支援事業等から一般就労への移行 目標値

実人数

④就労移行支援事業から一般就労への移行 1

１　計画策定の趣旨
　本町においては、「みんな元気で共に支え合うまちづくり」を基本目標として策定した第３期香美町障害者福祉計画を基に、第６期香美町障害福祉計画を策定し、“障害のある人が地域の一
員としてあたり前に暮らし、誰もが共に支え合う社会、そして障害のある人が、自らの能力を最大限に発揮し、個性豊かに生きることのできる社会づくり”を進めようとしています。
　この香美町障害福祉計画は、障害者総合支援法第８８条に基づく市町村障害福祉計画として策定するもので、現在のサービス利用者数を基礎に、ニーズ、近年の利用動向及び今後新たに利用
が見込まれるものなどを勘案した上で、具体的な目標値を設定し、その達成に向けた方策について定めるものです。

第３期香美町障害者福祉計画

６カ年計画

障害者福祉計画の評価・検証

４　計画の達成状況の検証及び評価の方法
　本計画に掲げる障害福祉サービス及び相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援及び相談支援の目標値に対する達成状況を検証し、より効果的方策を推進していくための評価機関とし
て、香美町障害者福祉計画等策定委員会を毎年開催し、香美町障害者地域自立支援協議会から意見を徴するなど年度毎の目標値に対する達成状況の検証及び評価を行い、令和５年度の目標値の
達成に向けた事業の取り組みに反映する。

項　　　目

現在の施設入所者数

○各計画策定期間のイメージ図
２　障害福祉計画・障害児福祉計画の基本理念
　障害福祉計画・障害児福祉計画の策定にあたっては、香美町障害者福祉計画で定められている「みんな元気で共に支え合
うまちづくり」を目指し、その推進方向で示している次の４点を基本理念とします。
　１　生活の自立と支援をめざす環境づくり
　２　働ける環境づくり
　３　社会参加できる環境づくり
　４　障害のある子どもへの療育の推進

第２期香美町障害児福祉計画第１期香美町障害児福祉計画

　なお、今後の社会経済情勢の変化や施策の推進状況などにより、計画の期間中であっても必要に応じて見直しを行うもの
とします。

第５期香美町障害福祉計画 第６期香美町障害福祉計画

３カ年計画 ３カ年計画

項　　　目

現在の施設入所者数

３　計画期間及び見直しの時期
　障害福祉計画の前期第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画（計画期間：平成３０年度から令和２年度）に続いて、
令和５年度を目標の最終年度とし、令和３年度から令和５年度の３年間を障害福祉計画の「第６期計画」の期間、障害児福
祉計画の「第２期計画」の期間として取り組みます。

地域生活移行目標人数

項　　　目 説　　　明

令和２年度末までに施設入所からグループ
ホーム等へ地域移行する実人数

説　　　明

36 令和２年１１月１日現在の全施設入所者数

2地域生活移行実績人数

41 36

4 1

説　　　明

令和２年１１月１日現在の全施設入所者数

令和２年度末までに施設入所からグループ
ホーム等へ地域移行する目標数

地域生活支援拠点等の整備 1 0
障害者の地域生活を支援する機能の集約を行う拠
点等を令和２年度末までに１箇所整備

項　　　目 説　　　明

保健・医療・福祉関係者による
協議の場の設置

1
保健、医療、福祉関係者による協議の場を
令和５年度末までに設置

現　　　在 1
令和２年度において就労移行を授産事業から一般就労に
移行した者の数

項　　　目 説　　　明

障害者の地域生活を支援する機能の集約を
行う拠点等を令和５年度末までに１箇所整
備し、年１回以上の運用状況の検証・検討
の実施

地域生活支援拠点等が有する機
能の充実

項　　　目 説　　　明

令和２年度中に就労移行支援事業等から一般就労する目
標数

4目 標 人 数 1



　〇就労移行支援事業の利用者数 　〇就労移行支援事業等からの就労移行者数 2

実人数 実人数

　〇就労移行支援事業の利用者数

実人数

　〇各年度の就労定着支援による支援開始１年後職場定着率

実人数

　〇各年度の就労定着支援による定着支援に支援開始１年後職場定着率

実人数

④町行政率先行動 ⑤相談支援体制の充実・強化

箇所数

⑥町行政率先行動

６　第１期香美町障害児福祉計画の実績及び第２期香美町障害児福祉計画の成果目標

　（１）　障害のある子どもへの支援の提供体制の整備

　　　〇提供体制の整備

　 令和５年度末までに次のとおり整備に取り組みます。

①児童発達支援センターは但馬圏域に１箇所確保しているが、その他の事業所で利用できる体制を構築

②保育所等訪問支援は但馬圏域に１箇所確保しているが、その他の事業所で利用できる体制を構築

　　　〇医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

目 標 人 数

項　　　目 説　　　明

目標数値 70%

項　　　目 説　　　明

目 標 人 数 6 令和２年度末の就労移行支援利用者数見込

80%
就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後
の職場定着率

実：４ユニット

身体・知的・精神障
害者の雇用者数
※数値は実数

身体：－人
知的：２人
精神：－人

身体：－人
知的：２人
精神：－人

身体：－人
知的：２人
精神：－人

グループホーム整備
数

4 令和５年度末の就労移行支援利用者数

説　　　明

令和５年度中に就労移行支援事業等から一
般就労する目標数

項　　　目 説　　　明

現　　　在 ― 令和２年１１月１日現在の職場定着率

項　　　目

目 標 人 数 2

現　　　在 3 令和２年度末の就労移行支援利用者数見込

項　　　目 説　　　明

目 標 人 数

令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域生活支援拠点の
面的整備

１箇所 １箇所 １箇所

就労定着支援事業による支援を開始した時
点から１年後の職場定着率

項目名 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込）

優先発注等の件数・
金額

実：１件
金額：856千円

実：１件
金額：967千円

実：１件
金額：1,000千円

項　　　目 説　　　明

基幹相談支援センター等の総合
的・専門的な相談支援実施機関
の設置

1

障害の種別や各種のニーズに対応できる総
合的・専門的な相談支援の実施及び地域の
相談支援体制の強化を実施する体制を１箇
所確保

項目名

実：３ユニット 実：４ユニット

アクティブステーションか
みの登録件数（障害者・引
きこもり者・生活困窮者）

― ―
求職登録１６件
求人登録３１件
マッチング５件

10 1 10

　既存の協議会を活用して、医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を受けることができるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置
し、コーディネーターの配置を検討する。

アクティブステーションか
みの登録件数（障害者・引
きこもり者・生活困窮者）

求職登録２０件
求人登録４０件
マッチング８件

求職登録２５件
求人登録５０件

マッチング１２件

求職登録３０件
求人登録６０件
マッチング1５件

身体・知的・精神障
害者の雇用者数
※数値は実数

身体：２人
知的：２人
精神：１人

身体：２人
知的：２人
精神：１人

身体：２人
知的：２人
精神：１人

優先発注等の件数・
金額

実：１件
金額：1,000千円

実：１件
金額：1,000千円

実：１件
金額：1,000千円

地域活動支援センター
の設置（箇所・人）

0 0 1

③主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所を町または但馬圏域に１箇所確保

就労継続支援Ｂ型事業
所の設置（事業所数）

1 1 2



　（２）　障害児通所支援サービス・相談支援の実績及び見込量

第１期香美町障害児福祉計画の実績 第２期香美町障害児福祉計画の見込量

①サービスの実施量 ①サービスの実施量

(ア）障害児通所支援 (ア）障害児通所支援

(イ）相談支援 (イ）相談支援

７　サービス見込量算出にあたっての基本的な考え方

　（１）障害福祉サービス及び相談支援について

　（２）地域生活支援事業について

　各年度における地域生活支援事業の見込量は、国・県から示された基本指針に基づき香美町の実情に応じた事業実施個所・利用見込み者数を考慮して算出しています。

　（３）障害児通所支援及び相談支援について

８　町民意向調査の結果報告について

　（１）調査の概要

　香美町障害福祉計画・障害児福祉計画を策定するにあたり、障害者の状況及びニーズを把握し、計画に反映することを目的としてアンケートを実施しました。

　　　① 調査対象：令和２年８月１日現在、身体障害者手帳及び療育手帳台帳に登録されている障害者、精神障害者保健福祉手帳の保持者。

② 調査方法：郵送で配布・回収

③ 調査期間：令和２年８月１日～８月１４日

④ 配 布 数：身体障害者（児）・知的障害者（児）・精神障害者　　　１，１２８部

⑤ 回収状況：回収数　６５７部　　　回収率：５８．２％

※結果の詳細につきましては、第６期香美町障害者福祉計画・第２期香美町障害児福祉計画詳細版に掲載しています。
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児童発達支援
実：１８人

延：４６日／月

実：13人

令和５年度末までの目標値事業名

居宅訪問型児童発達
支援

目標値 実績見込

実：16人

実：0人 実：0人
現在、利用なし

児童発達支援
延：48日/月 延：39日/月

事業名 目標値 実績見込 主な利用施設 事業名 令和５年度末までの目標値

実：12人/月 実：21人/月 実：３３人／月

香美町社会福祉協議会・北
但広域療育センター・エス
ポワールこじか・出石精和
園

障害児相談支援 障害児相談支援

保育所等訪問支援北但広域療育センター
延：8日/月 延：２日/月

北但広域療育センター・エ
スポワールこじか

主な利用施設

放課後等デイサービ
ス

実：26人 実：26人 北但広域療育センター・エス
ポワールこじか・フルールみ
かた延：185日/月 延：145日/月

医療型児童発達支援
実：0人

事業名

　各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定特定相談支援の種類ごとの必要な見込量は、国・県から示された基本指針に基づき、香美町の実情に応じた事業実施
個所・利用見込み者数を考慮して算出しています。

　各年度における指定通所支援及び指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量は、国・県から示された基本指針に基づき、香美町の実情に応じた事業実施箇所・給付見込み数を考慮
して算出しています。

実：０人

延：４日／月

現在、利用なし
延：0日/月 延：0日/月

居宅訪問型児童発達
支援

医療型児童発達支援

実：２８人

延：１７５日／月

実：４人

放課後等デイサービ
ス

延：０人／月

保育所等訪問支援
実：8人 実：２人

実：０人実：0人

延：0日/月 延：0日/月


