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　現在、福祉分野においては、地域のあらゆる住民が役割を持ち、
支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現が必
要とされています。

　本町では、2019年度に、分野を問わずにすべてのライフステージに応じた相談・支援を行う野木
町総合サポートセンターの開設を予定しています。
　そこで、障がい福祉分野では、包括的な支援体制の整備や地域共生社会の実現を視点として「野
木町障がい者プラン（第3期野木町障がい者計画・第5期野木町障がい福祉計画・第1期野木町障がい
児福祉計画）」を策定します。

計画の策定にあたって計画の策定にあたって

計画策定の趣旨

●本計画は、国の定める基本方針に即し、障がい者施策を『野木町
障がい者プラン』として総合的かつ一体的に策定するものです。
●町の上位計画である「キラリのぎプラン」の部門別計画として位置
づけ、障がい者施策を総合的かつ計画的に定めるものです。

計画の位置づけ

●第3期野木町障がい者計画は、2018年度から2023年度までの6年間とします。
●第5期野木町障がい福祉計画及び第1期野木町障がい児福祉計画は、2018
年度から2020年度までの3年間とします。
●将来における法制度の改正や社会経済の変動等に柔軟に対応するため、必
要に応じて変更または見直しを行います。

計画の期間

●障がいのある人もない人も、誰もが基本的人権を尊重されながら、住み慣
れた地域で、自己選択と自己決定に基づいて、自分らしい生活を送る
●障がいのある人・高齢者・子どもなどすべての人々が、豊かな暮らしと生
きがいをともに創り、尊重し合いながら共生する

基本理念

笑顔がある 温もりがある やさしさがある まちづくり
基本目標

基本的施策

　障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会の実現を目指すた
めには、あらゆる町民の理解と協力が必要であることから、全町民を計画の
対象とします。

計画の対象

第8次野木町総合計画「キラリのぎプラン」

野木町都市計画マスタープラン
他関連計画

野木町障がい児福祉計画

野木町

国

野木町障がい者プラン
第3期野木町障がい者計画・
第5期野木町障がい福祉計画・
第1期野木町障がい児福祉計画

第7期野木町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
野木町子ども・子育て支援事業計画

障害者基本法
障害者総合支援法 等

栃木県

とちぎ障害者プラン21
栃木県障害福祉計画
(第5期計画)

第2期野木町健康増進計画
野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画

連携・整合

整合

1 2

野木町障がい福祉計画
野木町障がい者計画 第3期計画

第5期計画
第1期計画

（第6期計画）
（第2期計画）

計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方

2023年
平成35年

2022年
平成34年

2021年
平成33年

2020年
平成32年

2019年
平成31年

2018年
平成30年

計画名
年　度

野木町
マスコット
キャラクター
「のぎのん」

Ⅰ
　福祉・保健・医療・教育・就労などの様々な分野が一体となって、総合的に相談に応じ、
必要な支援を迅速に行うことができる包括的な相談支援システムを構築します。

一人ひとりの生活ニーズに合った支援の仕組みづくり

Ⅱ
　ノーマライゼーションの理念浸透・普及を図り、福祉・教育・労働等の関係機関と連携
しながら、障がいのある人が社会参加できる環境を整備します。

あらゆる分野で障がい者の社会参加を進める環境づくり

Ⅲ
　身近な地域でお互いを理解し、助け合い支え合う共助の意識を醸成するとともに、すべ
ての人が主体的に活動できる地域づくりを推進します。

地域の人々が支え合い、ともに生きる地域づくり
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　野木町総合サポートセンターは、結婚・出産・育児・子育て・教育・医療・介護・障がい・福祉の相談・
支援窓口の一本化によるワンストップサービスの提供をするとともに、関係機関等との連携を図り
つつ効果的・効率的な相談やサービスの提供を行うことを目的としており、2019年4月からの本格
運用を予定しています。

　障がいのある人や障がいのある子どもの地域生活を支援
するための課題に対応するため、2020年度を目標年度と
して、次に掲げる事項について、それぞれの成果目標を設
定します。

施 策 体 系

❶ 相談支援体制の整備
❷ 相談支援の充実

野木町総合サポートセンター

2020年度の成果目標

3 4

成果目標及び見込量

Ⅰ
一人ひとりの
生活ニーズに
合った支援の
仕組みづくり

総合相談支援の充実1

❶ 生活安定のための　
施策の充実

❷ 福祉サービスの充実
❸ 権利擁護の推進

生活支援サービスの充実2

❶ 障がいの予防と早期
発見・早期対応の充実

❷ 医療との連携の推進
❸ 公的医療助成制度等
の実施

保健・医療サービスの充実3

基本的施策

野木町総合サポートセンター

具体的施策施策の方向

❶ 雇用・就業の連携・ 
促進

❷ 福祉的就労の充実
Ⅱ

あらゆる分野で
障がい者の

社会参加を進める
環境づくり

就労機会の充実1

❶ 療育体制の整備
❷ 教育環境の充実
❸ 福祉教育の推進

療育・教育の充実2

❶ 障がいへの理解の促進
❷ 地域福祉の推進
❸ 安全安心まちづくり
の推進

❹ 交通・移動対策の推進
❺ 防災対策の推進
❻ 社会参加、スポーツ・
文化芸術活動の推進

❼ ひとづくりの推進

Ⅲ
地域の人々が
支え合い、
ともに生きる
地域づくり

福祉のまちづくりの推進1

❶ 情報バリアフリー化
の促進

❷ コミュニケーション
支援の充実

情報・
コミュニケーションの充実

2

相談・支援・予防の場
結婚・出産・育児・教育・医療・介護・福祉等 
地域包括支援センター、
子育て世代包括支援センター、
障がい者相談支援事業所、保健センター、
教育委員会、その他
介護支援専門員、相談支援専門員、保育士、
保健師、看護師、社会福祉士、
民生委員児童委員、地域コーディネーター等

内　容
機　能

構成員

結婚・出産・
子育て支援、
相談 

生きがい
づくり

(趣味活動等
の実施)

交流・
ふれあい
(多世代・親子
・高齢者)

介護・医療
相談・支援

障がい者
相談・支援

認知症
予防・支援

情報の共有
(事業所間との連携)

健康増進
(健康管理・維持・
体力づくり等)

研修
(養成・育成・教育) 生活困窮相談

●各種サービス提供体制の確保のための検討を進めるとともに、医療的ケア児支援
のための関係機関の協議の場について、圏域での設置について検討を進めます。

障がい児支援の
提供体制の整備等

●国、栃木県の考え方を勘案して、福祉施設から一般就労への移行等を図るた
め、課題の把握と分析をするとともに、具体的な支援の方策を検討します。

福祉施設から
一般就労への移行等

●栃木県の考え方に従い、野木町総合サポートセンターと近隣市との
連携を図りながら、2020年度末までの整備を目指します。

地域生活支援拠点等の
整備

●野木町総合サポートセンターの整備を進めていくなかで、精神障がい
にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進します。

精神障がいにも対応した
地域包括ケアシステムの構築

●地域生活移行者数：1人（2016年度末時点の施設入所者数（25人）の3%）
●施設入所者数：24人（2016年度末時点の施設入所者数（25人）を1.5%削減）

福祉施設の入所者の
地域生活への移行
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　地域生活支援事業は、障がいのある人の地域での生活をより効果的に支援するために、市町村が
実施主体となり、地域の実情に応じて実施します。町では、国の基本指針や県の考え方、これまで
の実績及び地域の実情を踏まえて、次のように設定しました。

地域生活支援事業の見込量

　障がい福祉サービスは、全国どこでも必要なサービスが受けられるよう設けられたサービスであ
り、本計画では提供されるサービスについて見込量を定めます。町では、国の基本指針や県の考え方、
これまでの実績及び地域の実情を踏まえて、次のように設定しました。

障がい福祉サービスの見込量
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単位 見込量
2018年度 2019年度 2020年度

訪問系サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障がい者等包括支援

月利用者数（人） 21 23 27
月利用量（時間） 334 355 428

日中活動系サービス

生活介護 月利用者数（人） 64 66 68
月利用量（日） 1,344 1,386 1,428

自立訓練（機能訓練） 月利用者数（人） 0 1 1
月利用量（日） 0 12 12

自立訓練（生活訓練） 月利用者数（人） 1 2 3
月利用量（日） 20 40 60

宿泊型自立訓練 月利用者数（人） 1 1 2
月利用量（日） 30 30 60

就労移行支援 月利用者数（人） 3 4 5
月利用量（日） 57 80 100

就労継続支援（Ａ型） 月利用者数（人） 8 10 12
月利用量（日） 168 210 252

就労継続支援（Ｂ型） 月利用者数（人） 32 34 36
月利用量（日） 576 612 648

就労定着支援 新規 月利用者数（人） 1 1 2
月利用量（日） 4 4 8

療養介護 月利用者数（人） 3 3 3

短期入所 月利用者数（人） 6 8 10
月利用量（日） 48 64 80

医療系短期入所 月利用者数（人） 0 1 2
月利用量（日） 0 3 6

居住系サービス
自立生活援助 新規 月利用者数（人） 1 2 2
共同生活援助 月利用者数（人） 30 33 37
施設入所支援 月利用者数（人） 26 25 24
相談支援サービス
計画相談支援 月利用件数（件） 28 29 31
地域移行支援 年間利用者数（人） 1 2 2
地域定着支援 年間利用者数（人） 0 1 1
障がい児支援

児童発達支援 月利用者数（人） 12 13 15
月利用量（日） 52 60 68

医療型児童発達支援 月利用者数（人） 1 1 1
月利用量（日） 8 8 8

放課後等デイサービス 月利用者数（人） 25 32 41
月利用量（日） 265 415 568

保育所等訪問支援 月利用者数（人） 2 3 4
月利用量（日） 2 3 4

居宅訪問型児童発達支援 新規 月利用者数（人） 1 1 1
月利用量（日） 4 4 4

障がい児相談支援 月利用件数（件） 8 9 10
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年度
区分 単位 見込量

2018年度 2019年度 2020年度
理解促進・研修啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施
自発的活動支援事業 実施の有無 実施 実施 実施
相談支援事業 年間実施件数（件） 2,507 2,582 2,659
成年後見制度利用支援事業 実施の有無 実施 実施 実施
成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 検討 検討 実施
コミュニケーション支援事業
手話通訳者派遣 実利用人数（人） 2 3 3
要約筆記者派遣 実利用人数（人） 0 1 1
日常生活用具給付事業
介護・訓練支援用具 年間支給件数（件） 1 2 2
自立生活支援用具 年間支給件数（件） 2 2 2
在宅療養等支援用具 年間支給件数（件） 4 4 4
情報・意思疎通支援用具 年間支給件数（件） 2 2 2
排泄管理支援用具 年間支給件数（件） 757 810 866
住宅改修費 年間支給件数（件） 1 1 1
手話奉仕員養成研修事業 実施の有無 実施 実施 実施

移動支援事業 年間利用者数（人） 17 18 19
年間延利用時間（時間） 612 648 684

地域活動支援センター事業 事業所数（事業所） 1 1 1
年間実利用人数（人） 17 17 18

年度
区分 単位 見込量

2018年度 2019年度 2020年度

日中一時支援事業 年間利用者数（人） 19 20 21
年間延利用回数（回） 1,020 1,073 1,134

自動車改造費助成事業 年間支給件数（件） 2 2 2
訪問入浴サービス事業 年間利用者数（人） 2 3 3

必須事業

その他の事業



計画の推進体制計画の推進体制

各主体の役割

　本計画の策定後は、実行性を確保するため、施策の進捗管理を行い、
「野木町障がい者自立支援協議会」において進捗状況の内容を報告し
ます。
　また、そこで出された意見等を参考にし、施策内容の改善・見直
し等を行います。

　本計画の推進にあたっては、障がい及び障がいのある人への社会
的関心を高めていくとともに、障がいのある人、家庭、地域社会、学校、
団体、企業、行政などが、それぞれの役割を果たしながら互いに連携・
協力し、一体となって取り組むことが必要となっています。

計画の進捗管理
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計画
（Plan）

実行
（Do）

● 住民ニーズの
　 理解・対応

● 施策の実施

改善
（Action）

点検・評価
（Check）

● 施策内容の
 　改善・見直し

● 結果を把握、
　 分析・評価

（第3期野木町障がい者計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画）
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