④

資料２

かながわ障害者地域生活支援推進プログラム大綱に関する
平成23年度の取組状況について

１

基本的な考え方

○

「かながわの障害福祉グランドデザイン」（平成18年7月策定）の実現に向け
て、平成21年7月に策定した「かながわ障害者地域生活支援推進プログラム大
綱」に基づき、障害者の地域生活を支えるための事業を実施する。
○ 「施設・病院から地域へ」という理念のもとに障害者の「地域生活移行」を進
めるとともに、必要な人に必要なサービスが行き届くようにするため、「基盤整
備」「しくみづくり」「ひとづくり」を柱に、県の役割である広域的・専門的な
取組みとともに、全県的な地域生活の支援の底上げを図る観点から、市町村の取
組みを支援する取組みを総合的に推進する。

２

平成23年度の主な取組み
グループホーム等の設置・利用の促進
・障害者グループホーム等サポートセンターの運営
・最重度障害者に対応可能なケアホームの整備（新規）
重度障害者等の介護者のレスパイト支援の充実
・介護者のレスパイト（休息）のための短期入所事業の利用促進
・重度障害児等への長時間訪問看護モデル事業の実施
成年後見制度の利用促進
・かながわ成年後見推進センターの運営
バリアフリーのまちづくりの推進
・民営鉄道駅舎のバリアフリー化の推進
・カラーバリアフリー推進事業の実施
・心のバリアフリーの推進（新規）
障害児者の医療的ケアなどに対応できる人材の養成
・医療的ケアや精神障害者支援を行うホームヘルパー等の養成
・重症心身障害児者をケアする看護師の養成
高次脳機能障害や発達障害への支援体制の充実
・高次脳機能障害に関する巡回相談等による専門相談の地域展開
・発達障害に関する相談・支援センターの運営
市町村の地域生活支援事業の充実
・市町村の地域活動支援センターの設置促進
・障害児の通学支援や重度障害者の入院時のコミュニケーション支援の促進
日中活動の場の確保・充実
・日中活動の場となる民間施設の整備（新規）
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参考

「かながわ障害者地域生活支援推進プログラム大綱」で示した取組みの
基本的な方向の項目一覧

（対象期間 平成22年度～平成26年度）

（１）すまい
ア 居住支援プロジェクト
【安心して地域で生活できる「すまい」の確保と生活を支える体制の整備】
① グループホームなどの設置促進
② グループホームなどの質の確保と向上
③ 地域移行の促進と地域生活の安定・定着
④ 住まいのバリアフリー化
イ 福祉・医療サービス安心ネット構築プロジェクト
【地域生活を支える広域的・専門的な医療・福祉の基盤整備】
① 医療（的）ケアを必要とする在宅障害者の医療環境の充実
② 障害福祉サービスをどの地域でも安心して利用できる体制の整備
③ 医療（的）ケアへの対応や障害特性に応じた専門的支援ができる人材の養成・確
保等
（２）いきがい
ア 日中活動支援プロジェクト
【一人ひとりのニーズに着目した社会参加を促進する基盤整備】
① 魅力ある地域活動拠点づくり
② 障害福祉サービスの安定した提供基盤の整備
③ 重症心身障害児者や特別支援学校に通学する障害児への対応
④ 福祉的就労に係る支援のしくみづくり
イ いきがい活動支援プロジェクト
【地域の文化活動やスポーツなどに参加する機会の創出と人材養成】
① 身近な地域でスポーツやレクリエーションなどを楽しむための環境整備
② 地域における「心の居場所」の確保
（３）ささえあい
ア バリアフリー推進プロジェクト
【快適な地域生活のための「バリアフリーのまちづくり」の推進】
① バリアフリーのまちづくりと情報バリアフリー化の推進
② 障害や障害者に関する理解の促進
イ 権利擁護・相談支援プロジェクト
【自分らしい生活の選択を進めるためのしくみづくり】
① 利用しやすい成年後見や日常生活支援のしくみづくりと権利擁護の推進
② 相談支援体制の充実と人材の養成・確保
③ 地域における発達障害児者や支援に結びつかない人などへの支援や当事者活動を
支援するしくみづくり
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３

平成23年度当初予算における障害者の地域生活の支援に係る
主な事業一覧
予算額：33億3,078万円
重点項目

主な事業名

事業内容

居住支援プロジェクト
○グループホーム
等の設置・利用
の促進
・障害者グループ
ホーム等サポー
トセンターの運
営
・最重度障害者に
対応可能なケア
ホームの整備

3億9,397万円

障害者グループホーム等
サポートセンター
事業費

障害者グループホーム等サポートセンターにおいて、法人
等に対しグループホームの設置・運営に関する助言等を行
うとともに、職員の支援技術向上のための研修を実施する。

371万円

障害者グループホーム
等第三者評価受審支援事
業費補助

障害者グループホーム等を対象とする第三者評価につい
て、評価項目・基準等の検証や評価調査者研修を行うととも
に、受審促進のために受審費用の一部を助成する。

382万円

障害者地域生活サポート
事業費補助

障害者の地域生活移行に対応するため、多様な住まい
の場などを障害者に提供する事業に助成する。

1億2,741
万円

重度障害者住宅設備改良
費補助

在宅の重度障害者の生活環境整備の促進を図るため、
浴室等住宅設備の改造等に要する経費を助成する。

6,037万円

新
○

車いす対応居室やリフト等機械浴利用対応などが必要な
重度障害者を対象とし、非常時を考慮した平屋建の共同生
活介護事業所の整備について助成する。
グループホーム等の安定した運営を図るため、世話人等
の人件費等の運営費を助成する。

1,990万円

最重度対応型共同生

活介護整備事業費補助
障害者グループホーム等
運営費補助
福祉・医療サービス安心ネット構築プロジェクト
○重度障害者等の
介護者のレスパ
イト支援の充実
・介護者のレスパ
イト（休息）の
ための短期入所
事業の利用促進
・重度障害児等へ
の長時間訪問看
護モデル事業の
実施
○高次脳機能障害
への支援体制の
充実
・巡回相談等によ
る専門相談の地
域展開
○障害児者の医療
的ケアなどに対
応できる人材の
養成
・医療的ケアや精
神障害者支援を
行うホームヘル
パー等への研修
実施
・重症心身障害児
者をケアする看
護師への研修実
施

予算額

障害者地域生活サポート
事業費補助【再掲】
短期入所強化事業費

障害者地域生活支援事業
（県事業）
高次脳機能障害地域支援
事業費
障害福祉サービス等地域
拠点事業所配置事業費
重度障害児者医療的ケア
実務者研修事業費
重度障害児者医療的ケア
体制フォローアップ事業
費
医療（的）ケア等体制強
化事業費
重度障害児等訪問看護推
進事業費
訪問看護師養成講習会事
業費
在宅医療推進支援事業費

1億7,874
万円

5億9,569万円
障害者の地域生活移行に対応するため、介護者のレス
パイト（休息）の拡大を図る事業に対し助成する。
短期入所事業所が在宅重度障害者等の障害特性に応じ
たサービスを提供するために必要な施設及び設備の整備を
行う場合の費用を助成する。
高次脳機能障害支援拠点機関において、相談支援や研
修などを行うことで、高次脳機能障害支援の普及を図る。
支援拠点機関のスタッフが地域に出向き、当事者や家族
に対する巡回相談や地域関係機関の支援を行うことで、高
次脳機能障害者に対する地域支援の推進を図る。
障害特性により支援が困難なケースや緊急的な支援が必
要なケースに24時間365日対応できる体制の整備を図る。

1億2,741
万円
1,500万円

たんの吸引等の医療的ケアに関する必要な知識・技術を
備えた人材の育成等を推進するため、介護職員等に対して
医療的ケア等に関する研修を実施する。
障害者（児）施設や事業所の管理者等に対して医療的ケ
ア等に関する研修を実施するとともに、嚥下障害がある障害
児者の食事指導のための研修を実施する。
障害者の医療環境等の充実を図るため、重症心身障害
児施設等の看護師に対する専門的研修や、精神障害者の
特性を理解したホームヘルパーの養成研修を実施する。
重度障害児等の長時間訪問看護を実施し、重度障害児
等に対する訪問看護の仕組みづくりや介護者のレスパイト
(休息)を図るとともに、訪問看護人材を育成する。

1,845万円

在宅医療の推進のため、訪問看護に携わる看護職員
に対し、知識・技術習得のための研修を実施する。
在宅医療の推進を図るため、訪問看護に係る調査・
検討を行うとともに、訪問看護ステーションと医療機
関に勤務する看護職員の相互研修を行い、地域で在宅
医療を支える看護人材を育成する。
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3億2,473
万円
1,247万円

6,835万円

623万円

743万円

176万円

247万円
803万円

日中活動支援プロジェクト
○市町村の地域生
活支援事業の充
実
・市町村の地域活
動支援センター
の設置促進
・障害児の通学支
援や重度障害者
の入院時コミュ
ニケーション支
援の促進
○日中活動の場の
確保・充実
・日中活動の場と
なる民間施設の
整備

22億2,626万円

障害者地域活動支援セン
ター事業費補助

地域活動支援センターが、障害者の地域拠点として活動
する事業や、障害者地域作業所等がこれまで果たしてきた
役割や機能を維持・発展する事業に対し助成する。

8,874万円

障害者地域作業所運営費
補助

地域作業所の運営に要する経費及び地域活動支援セン
ター等の法定内事業へ移行するための設備整備に要する
経費を補助する市町村に対して助成を行う。

3億2,697
万円

障害者地域生活支援事業
費補助（市町村統合補
助）

障害者等が自立した生活を営むことができるよう、「相談
支援事業」等の地域生活支援事業を実施する市町村に対
し、助成を行う。

15億4,135
万円

障害者地域生活推進事業
費補助

障害児の「通学支援」や全身性障害者等の「入院時のコミ
ュニケーション支援」の事業に取り組む市町村に対し、事業
開始年度及び事業の充実に係る事業費を助成する。

125万円

障害者就業・生活支援セ
ンター事業費

【拡充】障害者の職業生活における自立を図るため、就業及
びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行う。

4,154万円

新
○

重度障害者の日中活動の場を確保するため、生活介護
事業所等の施設整備について助成する。

民間障害福祉施設整

備費補助
いきがい活動支援プロジェクト
○スポーツや文化
活動に参加する機
会の創出
・スポーツ・文化
の振興

障害者地域生活支援事業
（県事業）【再掲】

3億2,473万円
障害者の地域における自立生活と社会参加を促進する
ため、障害者社会参加推進センターにおいて、スポーツや
文化活動の振興をはじめとする各種事業を実施する。

バリアフリー推進プロジェクト
○バリアフリーの 民営鉄道駅舎福祉施設整
まちづくりの推 備費補助
進
・民営鉄道駅舎の
カラーバリアフリー推進
バリアフリー化
事業費
の推進
・カラーバリアフ
リー推進事業の
新 障害者理解促進事
○
実施
業費
・心のバリアフリ
ーの推進
権利擁護・相談支援推進プロジェクト
○成年後見制度の 障害者権利擁護推進拠点
設置事業費
利用促進
・成年後見推進セ
ンターの運営
福祉サービス利用援助事
○発達障害への支 業
援体制の充実
・発達障害に関す 権利擁護相談事業費
る相談・支援セ
ンターの運営

2億2,640
万円

3億2,473
万円

2,682万円
だれもが、安全かつ円滑に公共交通機関を利用できるよ
うにするため、民営鉄道駅舎のエレベーター等の整備を支
援する市町村に対して助成を行う。

2,499万円

色づかいが誰にもわかりやすい案内板や標識とするた
め、色覚障害当事者による相談窓口の開設やアドバイザー
派遣などを実施する。

62万円

障害者への接客対応が求められる企業等の社員研修に
障害当事者等を講師として派遣するなど、障害者理解促進
研修をコーディネートする。

120万円

5億4,017万円
判断能力が十分でない障害者等が、「親なき後」も地域で
1,706万円
安心して自立した生活を送るために、「かながわ成年後見推
進センター」を拠点に成年後見制度の利用を支援する。
福祉サービス利用援助等を通じて、判断能力が十分でな
い障害者等の権利擁護を推進する事業に対して助成する。

1億4,470
万円

「かながわ権利擁護相談センター」（愛称「あしすと」）の実
施する権利擁護相談事業に対して助成する。

1,689万円

相談支援従事者等養成
・確保推進事業費

相談支援従事者等について、さらなる人材の質の向上や
地域支援の強化などを図るために研修を実施する。

2,145万円

障害者地域生活支援事業
（県事業）【再掲】

発達障害者等の地域生活を支援するため、発達障害者
支援法に基づく発達障害者支援センターを運営する。

3億2,473
万円

発達障害専門相談員配置
事業費

横須賀・三浦地域に設置した発達障害相談・支援センタ
ーにおいて、発達障害者の地域支援を推進する。

1,125万円

発達障害支援体制整備事
業費

発達障害者支援センターにおいて、市町村の発達障害
支援体制の強化を図る。

407万円
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４

平成23年度における各プロジェクトの取組状況
平成23年度の取組状況（凡例）
■ 平成23年度に具体の事業として
実施する取組み
予算計上額（うち在手財源の
活用額）
□ 平成23年度は主として実施に向
けた検討を行う取組み

（１）すまい
ア

居住支援プロジェクト

■ 取組みの基本的な方向
【安心して地域で生活できる「すまい」の確保と生活を支える体制の整備】
障害者の地域生活移行を推進するため、グループホームなどの設置及び利用を
促進するとともに、住宅施策とも連携し、アパートなどの賃貸住宅で暮らすこと
を希望する障害者に対し、入居から緊急時の対応までを視野に入れた支援による
地域生活の安定と定着を図ります。
取組みの基本的な方向
１ グループホー
ムなどの設置
促進

平成23年度の取組状況

○グループホームなどに関する情 ■障害者の地域生活移行を促進する
ため、障害者グループホーム等サ
報収集、調整、コンサルテーシ
ポートセンターにおいて、グルー
ョンなどにより、設置及び運営
プホーム等の設置・運営に関する
を支援する取組みを推進しま
助言等を実施
す。
障害者グループホーム等サポー
トセンター事業費
3,716千円（3,716千円）

○県営住宅を高齢者や障害者等の ■県営住宅をグループホームとして
グループホームなどに活用する
活用できるよう引き続き取組みを
方策を検討し、推進します。
推進（平成22年4月から神奈川県
県営住宅条例の使用料に関する規
定の改正を実施）
２ グループホー
ムなどの質の
確保と向上

○医療(的)ケアが必要な障害者が
グループホームなどで適切な医
療(的)ケアや必要な介護を受
け、安心して生活できるよう、
受け入れ体制の整備を推進しま
す。

■車いす対応居室やリフト等機械浴
利用対応など、重度障害者を対象
とし、非常時を考慮した平屋建て
の共同生活介護事業所の整備に対
し助成

○グループホームなどの従事者
が、障害特性を理解し、権利擁
護の意識をもって利用者支援に
当たれるように、参加しやすさ
に配慮した研修等を推進しま
す。

■グループホーム等の職員の人権意
識や支援技術の向上を図るため、
グループホーム等職員研修を実施
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新 最重度対応型共同生活介護整
備事業費補助
19,900千円（6,634千円）

障害者グループホーム等サポー
トセンター事業費(再掲)
3,716千円（3,716千円）

取組みの基本的な方向
２ グループホー
ムなどの質の
確保と向上

平成23年度の取組状況

○障害者のグループホームなどに
おける第三者評価の受審を促進
し、福祉サービスの質の向上を
図ります。

■障害者グループホーム等を対象と
する第三者評価について、評価項
目・基準等の検証や評価調査者研
修を行うとともに、受審促進のた
め受審費用の一部を助成
障害者グループホーム等第三者
評価受審支援事業費補助
3,820千円（3,820千円）

３ 地域移行の促
進と地域生活
の安定・定着

○施設を出て地域生活にチャレン
ジした人が、うまくいかなかっ
た場合でも、一定の期間、施設
に戻ることができるしくみを検
討し、推進します。

□グループホーム等の体験利用に関
する報酬の動向や障害者自立支援
法の改正により新たに創設される
地域移行支援・地域定着支援の内
容等を見ながら検討

○施設や病院からグループホーム
などへの移行を促進するため、
居住支援の充実を図ります。

■障害者の地域生活移行の一層の促
進を図るため、グループホーム等
に生活の場を移行した障害者に対
する市町村への家賃補助を実施
障害者地域生活サポート事業
費補助
127,414千円（19,372千円）

■グループホーム等の安定した運営
を図るため、世話人等の人件費等
の運営費に対する市町村への補助
を実施
障害者グループホーム等運営
費補助
178,742千円（178,742千円）

○入居者が、一時的に入院した場
合に、グループホームなどの運
営に支障を生じることなく、安
心して治療に専念できる環境づ
くりを推進します。

□入院時支援に関する報酬加算の動
向やグループホーム等の運営状況
などを見ながら検討

○賃貸住宅で自立して生活する人
に対し、夜間・休日における緊
急時の対応等について、広域的
な観点から支援する体制を構築
します。

□障害者自立支援法の改正により新
たに創設される地域定着支援の内
容等を見ながら検討

○障害者が身近な地域で日常生活
や職場などの問題を気軽に相談
できる支援者を養成・普及する
取組みを検討し、推進します。

□日常生活自立支援事業などの充実
を図りながら検討
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取組みの基本的な方向
４ 住まいのバリ
アフリー化

平成23年度の取組状況

○グループホームなどのバリアフ ■グループホーム等で暮らす障害者
リー化を支援する取組みを推進
の高齢化や身体障害者の利用への
します。
対応を図るため、グループホーム
等の改修工事費等に対する市町村
への補助を実施
障害者地域生活サポート事業
費補助(再掲）
127,414千円（19,372千円）

○重度の障害がある人でも、地域 ■重度障害者の住宅設備改造工事費
等に対する市町村への補助を実施
の住宅で容易に生活ができるよ
う、一般住宅のバリアフリー化
重度障害者住宅設備改良費補助
などに関する支援の充実を図り
60,378千円（7,868千円）
ます。

イ

福祉・医療サービス安心ネット構築プロジェクト

■ 取組みの基本的な方向
【地域生活を支える広域的・専門的な医療・福祉の基盤整備】
重症心身障害児者など、医療（的）ケアを必要とする障害者に対応するため、
在宅障害者の医療環境の充実に取り組むとともに、障害者の地域生活を支援する
福祉サービスがどの地域でも安心して受けられるよう体制の整備を図ります。
取組みの基本的な方向
１ 医療（的）ケ
アを必要とす
る在宅障害者
の医療環境の
充実

平成23年度の取組状況

○短期入所等を実施する事業所に
おいて、医療（的）ケアを必要
とする障害者を受け入れること
ができる体制整備の方策を検討
し、推進します。

■緊急時や家族のレスパイト（休
息）のための短期入所の拡大を図
るため、医療ケアが必要な障害児
者の病院等における短期入所の受
け入れに対する市町村への補助を
実施
障害者地域生活サポート事業
費補助(再掲）
127,414千円（19,372千円）

○医療（的）ケアが必要な在宅療
養者が安心して質の高い訪問看
護を受けられるための体制整備
と質の向上を図ります。

■在宅医療の推進のため、訪問看護
に携わる看護職員に対し、知識・
技術習得のための研修を実施
訪問看護師養成講習会事業費
2,477千円（2,477千円）
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取組みの基本的な方向

平成23年度の取組状況

１ 医療（的）ケ
アを必要とす
る在宅障害者
の医療環境の
充実

■在宅医療の推進のため、訪問看護
に係る調査・検討を行うととも
に、訪問看護ステーションと医療
機関に勤務する看護職員の相互研
修を行い、地域で在宅医療を支え
る看護人材を育成
在宅医療推進支援事業費
8,036千円（4,018千円）

○重度障害者などが入院する際の
病院スタッフとのコミュニケー
ション支援の充実を図ります。

■意思疎通が困難な全身性障害者等
の入院時のコミュニケーション支
援事業に取り組む市町村に対し、
事業開始年度及び事業の充実に係
る補助を実施
障害者地域生活推進事業費補助
1,254千円（1,254千円）

○精神障害者の地域生活支援につ
いて、医療を含めたチームでの
ケアマネジメントによる地域生
活支援の方策を検討し、推進し
ます。

■精神障害者に対する訪問チームに
よる支援（アウトリーチ）に関し
て、緊急雇用創出事業の中で必要
な調査やモデル事業を通じた具体
的な検討を実施

○精神科救急医療システムの安定
した運営を確保するため、精神
障害者を取りまく生活・社会環
境の調整を適切に実施できる精
神科救急の支援体制の充実を図
ります。

□精神科救急医療システムの安定し
た運営の確保を図りながら検討

○総合リハビリテーションセンタ
ーの専門性を有する人材を活用
して、地域連携システムを構築
し、地域におけるリハビリテー
ション人材の養成や高次脳機能
障害に対応する援助技術の普
及・定着を図るための取組みを
推進します。

■高次脳機能障害支援の普及を図る
ため、高次脳機能障害支援拠点機
関において相談支援や研修などを
実施
障害者地域生活支援事業
（県事業）
324,734千円（50,872千円）

■高次脳機能障害の地域における支
援体制を強化するため、巡回相
談、関係機関へのコンサルテーシ
ョン、地域ネットワークづくりを
行う高次脳機能障害地域支援事業
を実施
高次脳機能障害地域支援事業費
12,472千円（12,472千円）
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取組みの基本的な方向

平成23年度の取組状況

１ 医療（的）ケ
アを必要とす
る在宅障害者
の医療環境の
充実

○総合リハビリテーションセンタ
ーの再整備に伴い、高度な専門
性を活かして、障害者に対する
総合的な支援として、医療と福
祉が一体となったサービスの充
実を図ります。

■総合リハビリテーションセンター
の再整備について、22年度に実施
した基本設計（その１）の結果を
踏まえ、医療と福祉が一体となっ
たサービスの充実に向けて検討

２ 障害福祉サー
ビスをどの地
域でも安心し
て利用できる
体制の整備

○障害保健福祉圏域の中で、障害
特性から支援が困難な障害者
や、緊急の支援が必要な障害者
が、いつでも必要なサービスを
受けられるよう、施設の入所機
能などを活用した拠点事業所を
確保するしくみを構築するとと
もに、緊急又はレスパイトのた
めの短期入所サービスの拠点の
確保を図ります。

■障害特性により支援が困難なケー
スや緊急的な支援が必要なケース
に24時間365日対応できる体制の整
備を図る
障害福祉サービス等地域拠点事
業所配置事業費
20,991千円（20,991千円）
障害福祉サービス等地域拠点事
業所配置事業費（人材養成等）
47,365千円（47,365千円）

■障害特性などから支援が困難な障
害者について、緊急時や家族のレ
スパイトのための短期入所の拡大
を図るため、受け入れ促進のため
の市町村への補助や、施設・設備
の改修費に対する補助を実施
障害者地域生活サポート事業
費補助(再掲）
127,414千円（19,372千円）
短期入所強化事業費
15,000千円（15,000千円）

３ 医療（的）ケ
アへの対応や
障害特性に応
じた専門的支
援ができる人
材の養成・確
保等

○医療（的）ケアが必要な重症心
身障害児者等や、障害特性の理
解など対応に専門性を求められ
る精神障害者などに適切な支援
が提供できる専門人材の養成・
確保やマニュアルの検討などの
取組みを推進します。
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■たんの吸引等の医療的ケアに関す
る必要な知識・技術を備えた人材
の育成等を推進するため、介護職
員等に対して医療的ケア等に関す
る研修を実施
重度障害児者医療的ケア実務者
研修事業費
18,459千円（－）

取組みの基本的な方向

平成23年度の取組状況
■障害者（児）施設や事業所の管理
者等に対して医療的ケア等に関す
る研修を実施するとともに、嚥下
障害がある障害児者の食事指導の
ための研修を実施

３ 医療（的）ケ
アへの対応や
障害特性に応
じた専門的支
援ができる人
材の養成・確
保等

重度障害児者医療的ケア体制
フォローアップ事業費
6,238千円（438千円）

○医療（的）ケアが必要な重症心
身障害児者等や、障害特性の理
解など対応に専門性を求められ
る精神障害者などに適切な支援
が提供できる専門人材の養成・
確保やマニュアルの検討などの
取組みを推進します。

■障害者の医療環境等の充実を図る
ため、重症心身障害児施設等の看
護師に対する専門的研修や、精神
障害者の特性を理解したホームヘ
ルパーを養成するための研修及び
現に精神障害者の居宅介護支援に
従事しているホームヘルパーに対
する質の維持・向上のための現任
者研修を実施
医療(的)ケア等体制強化事業費
（重心看護研修）
1,044千円（1,044千円）
医療(的)ケア等体制強化事業費
（精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修）
6,389千円（6,389千円）

○重度障害児に対する長時間訪問
看護の実施効果を検証するとと
もに、小児訪問看護に携わる人
材の養成・確保を図ります。

■重度障害児等の長時間訪問看護を
実施し、重度障害児等に対する訪
問看護の仕組みづくりや介護者の
レスパイト（休息）を図るととも
に、訪問看護人材を育成
重度障害児等訪問看護推進事業
費 1,766千円（1,766千円）
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平成23年度の取組状況（凡例）
■ 平成23年度に具体の事業として
実施する取組み
予算計上額（うち在手財源の
活用額）
□ 平成23年度は主として実施に向
けた検討を行う取組み

（２）いきがい
ア

日中活動支援プロジェクト

■

取組みの基本的な方向

【一人ひとりのニーズに着目した社会参加を促進する基盤整備】
生活圏域において、障害者にとって魅力ある日中活動拠点づくりに取り組むと
ともに、障害福祉サービスの安定した提供基盤を整え、社会参加の促進を図りま
す。また、増加する特別支援学校在校生のニーズに対応するため、通学支援と放
課後支援対策のしくみづくりを進めます。

取組みの基本的な方向
１ 魅力ある地域
活動拠点づく
り

平成23年度の取組状況

○障害者地域作業所が円滑に地域
活動支援センター等に移行し、
その機能・役割を維持・発展で
きるよう支援の充実を図りま
す。

■地域活動支援センターが、障害者
の地域拠点として活動する事業
や、障害者地域作業所等がこれま
で果たしてきた役割や機能を維
持・発展させる事業に対し助成
（H22年度に補助単価引き上げ）
障害者地域活動支援センター
事業費補助
88,742千円（54,948千円）

２ 障害福祉サー
ビスの安定し
た提供基盤の
整備

○移行へのハードルが高い小規模
な作業所などの運営が立ち行か
なくなり、利用者の「居場所」
が地域から失われることがない
よう、必要な支援を図ります。

■障害者地域作業所が計画的に法定
内事業へ移行できるよう、市町村
への必要な支援を実施

○少数のニーズに対応できるサー
ビス提供事業所の拠点を広域的
に確保する方策や、拠点事業所
が小規模な事業所や新規に参入
した事業所によるサービスを地
域に定着させ、質の向上を支援
するしくみを構築します。

■地域生活移行や増加する特別支援
学校卒業生などに対応した重度障
害者の日中活動の場を確保するた
め、生活介護事業所等の施設整備
に対し助成を実施
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障害者地域作業所運営費補助
326,973千円（134,560千円）

新 民間障害福祉施設整備費補助
226,400千円（75,467千円）

取組みの基本的な方向
３ 重症心身障害
児者や特別支
援学校に通学
する障害児へ
の対応

平成23年度の取組状況

○重症心身障害児者に対応できる
医療型短期入所事業所の確保を
図るとともに、重症児者への対
応が可能な医療スタッフの確
保、養成及び定着を推進しま
す。

■緊急時や家族のレスパイト（休
息）のための短期入所の拡大を図
るため、医療ケアが必要な障害児
者の病院等における短期入所の受
け入れに対する市町村への補助を
実施（再掲）
障害者地域生活サポート事業
費補助(再掲）
127,414千円（19,372千円）

■障害者の医療環境等の充実を図る
ため、重症心身障害児施設等の看
護師に対する専門的研修を実施
（再掲）
医療(的)ケア等体制強化事業費
（重心看護研修）（再掲）
1,044千円（1,044千円）

○重症心身障害児者を受け入れる
短期入所事業所における送迎サ
ービスの促進を図ります。

■介護度の高い障害児者が短期入所
を利用する際の送迎手段を確保す
るため、送迎に対する市町村への
補助を実施
障害者地域生活サポート事業
費補助(再掲）
127,414千円（19,372千円）

○増加する特別支援学校の障害児
の通学や通所に係る移動支援事
業や放課後対策の充実を図りま
す。

■障害者等が自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるよ
う、「日中一時支援事業」や「移
動支援事業」等の地域生活支援事
業を実施する市町村に対し補助を
行うとともに、障害児の「通学支
援」などの事業に取り組む市町村
に対し、事業開始年度及び事業の
充実に係る事業費への補助を実施
障害者地域生活支援事業費補助
（市町村統合補助）
1,541,356千円（223,344千円）
障害者地域生活推進事業費補助
（再掲）1,254千円（1,254千円）
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取組みの基本的な方向
４ 福祉的就労に
係る支援のし
くみづくり

平成23年度の取組状況

○就労継続支援事業所などの共同
受注や販売促進窓口の整備に関
する取組みを検討し、推進しま
す。

■工賃の向上を推進するための共同
受注窓口組織に関し、検討委員会
を設けて、課題や有効性について
検討を実施
■障害者の職業生活における自立を
図るため、就業及びこれに伴う日
常生活、社会生活上の支援を実施
障害者就業・生活支援センター
事業費
41,544千円（20,772千円）

イ

いきがい活動支援プロジェクト

■

取組みの基本的な方向

【地域の文化活動やスポーツなどに参加する機会の創出と人材養成】
障害者が地域で文化活動やスポーツなどに参加しやすくなるように機会の創出
と人材養成を進めるなど、社会参加を促進する基盤整備を図ります。

取組みの基本的な方向
１ 身近な地域で
スポーツやレ
クリエーショ
ンなどを楽し
むための環境
整備

２ 地域における
「心の居場
所」の確保

平成23年度の取組状況

○障害に対する理解や障害特性に
伴う配慮などの知識を得た地域
の余暇活動団体のリーダーなど
の人材養成を図り、障害者が地
域の人々と共に生きがいづくり
ができる環境整備を推進しま
す。

■障害者の地域における自立生活と
社会参加を促進するため、障害者
社会参加推進センターを設置し、
スポーツや文化活動の振興をはじ
めとする各種事業を実施

○県の障害者スポーツの拠点施設
における機能を検討し、充実を
図ります。

□特別対策による施設のバリアフリ
ー化などを進めながら検討

○誰もが気軽に訪れることがで
き、障害者や家族、一般のボラ
ンティアなどが交流を深めるこ
とができる「フリースペース」
の確保に関する方策を検討し、
推進します。

□市町村における地域活動支援セン
ター事業の活用を促進しながら検
討
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障害者地域生活支援事業
（県事業）（再掲）
324,734千円（50,872千円）

平成23年度の取組状況（凡例）
■ 平成23年度に具体の事業として
実施する取組み
予算計上額（うち在手財源の
活用額）
□ 平成23年度は主として実施に向
けた検討を行う取組み

（３）ささえあい
ア

バリアフリー推進プロジェクト

■

取組みの基本的な方向

【快適な地域生活のための「バリアフリーのまちづくり」の推進】
だれもが安心して豊かに生活できる「バリアフリーのまちづくり」を推進する
ため、ハード・ソフト両面のバリアフリー化を進めます。
取組みの基本的な方向
１ バリアフリー
のまちづくり
と情報バリア
フリー化の推
進

平成23年度の取組状況

○障害者、高齢者など、だれもが
利用しやすい駅舎の施設整備を
促進し、一層のバリアフリー化
を推進します。

■民営鉄道駅舎のバリアフリー化を
一層促進するため、エレベーター
の設置に対する市町村への補助を
実施
民間鉄道駅舎福祉施設整備費
補助
24,999千円（24,999千円）

○既存建築物のバリアフリー化を
促進するとともに、民間施設等
のバリアフリーに関する情報提
供等の取組みを推進します。

□バリアフリーのまちづくりに関す
る普及啓発を進めながら検討

○色覚障害者のためのカラーバリ
アフリーに関する取組みを推進
します。

■色づかいが誰にもわかりやすい案
内板や標識とするため、色覚障害
当事者による相談窓口の開設やア
ドバイザー派遣などを実施
カラーバリアフリー推進事業費
625千円（625千円）

２ 障害や障害者
に関する理解
の促進

○障害や障害者に対する理解が子
どもを含めた幅広い層に深まる
よう、効果的な手法による啓発
の取組みを推進します。

■公共交通機関、宿泊施設、百貨
店、飲食店など、障害者への接客
対応が求められる企業等の社員研
修に障害当事者等を講師として派
遣するなど、障害者理解促進研修
のコーディネートを実施
新 障害者理解促進事業費
1,200千円（1,200千円）
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イ

権利擁護・相談支援プロジェクト

■

取組みの基本的な方向

【自分らしい生活の選択を進めるためのしくみづくり】
障害者の権利を守り、障害者が自分らしい生活を選択できるよう、財産管理と
身上監護をバランスよく支援することができ、家族に過度の負担を負わせること
がない、利用しやすい成年後見などのしくみづくりと、重層的な相談支援体制の
拡充を進めます。
取組みの基本的な方向
１ 利用しやすい
成年後見や日
常生活支援の
しくみづくり
と権利擁護の
推進

平成23年度の取組状況

○判断能力が十分でない障害者等
の権利を守り、「親なき後」も
安心して生活できるよう、県域
全体で成年後見制度の利用を支
援するしくみを構築するととも
に、障害保健福祉圏域ごとの成
年後見に関する相談支援体制の
整備などの取組みを推進しま
す。

■判断能力が十分でない障害者等が
地域で安心して自立した生活を送
るために、「かながわ成年後見支
援センター」を拠点に成年後見制
度の利用支援を実施
障害者権利擁護推進拠点設置
事業費（県単）
14,934千円（14,934千円）
障害者権利擁護推進拠点設置
事業費（国庫）
2,130千円（1,065千円）

○少ない費用で長期間継続した支
援が可能な成年後見人等を確保
するための人材の養成を図りま
す。

■かながわ成年後見推進センターに
おいて、法人後見担当者の養成研
修を実施
障害者権利擁護推進拠点設置
事業費（県単） (再掲)
14,934千円（14,934千円）

○利用者に身近な権利擁護システ
ムの一環として、日常的な権利
擁護の支援を行う担い手を確保
するためのしくみづくりを推進
するとともに、日常生活自立支
援事業の充実を図ります。

■福祉サービス利用援助等を通じ
て、判断能力が十分でない障害者
等の権利擁護を推進する事業に対
する助成を実施
福祉サービス利用援助事業
144,706千円（36,176千円）

■「かながわ権利擁護相談センタ
ー」（愛称「あしすと」）の実施
する権利擁護相談事業に対する助
成を実施
権利擁護相談事業費（県単）
16,354千円（8,177千円）
権利擁護相談事業費（国庫）
540千円（―）
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取組みの基本的な方向

平成23年度の取組状況

１ 利用しやすい
成年後見や日
常生活支援の
しくみづくり
と権利擁護の
推進

○グループホームなどを第三者が
訪問することなどにより、グル
ープホームなどの利用者の権利
を守るためのしくみを構築しま
す。

２ 相談支援体制
の充実と人材
の養成・確保

○ケアマネジメント体制を強化
し、地域における相談支援の充
実を図ります。

障害者グループホーム等第三者
評価受審支援事業費補助（再掲）
3,820千円（3,820千円）

○様々な障害種別や障害特性に対
応した相談に応じられるような
人材養成を体系的に推進しま
す。
○相談支援事業所の相談担当職員
へのスーパービジョン(教育的
支援）や、相談支援におけるコ
ーディネート(総合調整)を行う
人材を養成・確保し、活用でき
るしくみを構築します。

３ 地域における
発達障害児者
や支援に結び
つかない人な
どへの支援や
当事者活動を
支援するしく
みづくり

■障害者グループホーム等を対象と
する第三者評価について、評価項
目・基準等の検証や評価調査者研
修を行うとともに、受審促進のた
め受審費用の一部を助成（再掲）

○発達障害児者やその家族のため
の相談支援を身近な地域で利用
できるようにするためのより効
果的な支援体制を構築します。

■個別支援計画の作成に必要な実践
的な技術を習得させるため、相談
支援従事者やサービス管理責任者
に対するスキルアップ研修を実施
■地域の関係機関が連携して障害者
を支援するための技術等の習得を
図る支援会議・サービス調整会議
実践研修、派遣要請研修等を実施
■相談支援事業者の相談担当職員等
の支援を行う人材を養成する指導
者養成研修を実施
相談支援従事者等養成・確保
推進事業費
21,452千円（21,452千円）

■発達障害者等の地域生活を支援す
るため、発達障害者支援法に基づ
く発達障害者支援センターを運営
障害者地域生活支援事業
（県事業）（再掲）
324,734千円（50,872千円）

■横須賀・三浦地域に設置した発達
障害相談・支援センターにおい
て、発達障害者の地域支援を実施
発達障害専門相談員配置事業費
11,253千円（11,253千円）
発達障害支援体制整備事業費
4,074千円（2,174千円）
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取組みの基本的な方向
３ 地域における
発達障害児者
や支援に結び
つかない人な
どへの支援や
当事者活動を
支援するしく
みづくり

平成23年度の取組状況

○社会との交流が難しい障害者に
ついて、情報提供やピアサポー
トなどを含む支援者とのゆるや
かな関わりを通して必要な支援
に結びつける相談支援のしくみ
をフリースペースの場において
構築する方策を検討し、推進し
ます。

□市町村における地域活動支援セン
ター事業の活用を促進しながら検
討

○触法障害者等で福祉的な支援を
必要とする人に対する福祉サー
ビスの利用や福祉関係機関との
連絡調整などに関する支援の方
策を検討し、推進します。

■神奈川県地域生活定着支援センタ
ーにおいて、福祉の支援が必要な
刑務所等の矯正施設退所予定者
が、退所後、円滑に福祉サービス
を受けられるよう、地域生活への
移行や自立促進を図るための支援
を保護観察所と協働で実施
地域生活定着支援事業費
17,000千円（―）

○障害者の自立を支援するため、
地域における障害者リーダーを
担う人材の養成と養成した人材
を障害者の自立生活支援などに
生かすための取組みを推進しま
す。
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□ピアサポートについての支援・普
及などを図りながら検討

