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高齢福祉担当，子ども発達センター，健康推進課，住宅課，指導室，社会教育課，教育相談所 
 
目 
的 

対 象 障害のある市民 

意 図 安心して暮らし，社会に参加することができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ94＞ 

障害者に，一人一人のニーズに応じた支援，ライフステージを通した生涯支援を行い，共に暮らす地域社会の実現を

目指す中で，その人らしい自立した生活の充実を図ります。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 障害者相談支援事業，

こころの健康支援センタ

ーの相談利用者数【☆】 

1,362人 1,515人 1,646人 1,715人 1,500人 

２ 障害者就労支援センタ

ーの支援を受けている一

般就労者数【☆，◎】 
152人 158人 192人 217人 210人 

３ 調布市の障害者福祉施

策の充実度（上段から身

体・知的・精神）【☆】 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

51.8％ 

59.3％ 

60.4％ 

   － 

   － 

   － 

65.0％ 

65.0％ 

65.0％ 

４ 「調布市に住み続けた

い」と答えた障害者の割

合（上段から身体・知的・

精神）【☆】 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

94.5％ 

92.1％ 

89.9％ 

   － 

   － 

   － 

95.0％ 

95.0％ 

95.0％ 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの相談利用者数【☆】 
市内委託事業所が実施している障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの相談利用者数ともに

増加し，目標値を達成しています。引き続き，相談支援の充実を図っていきます。なお，こころの健康支
援センターにおける発達障害者の相談利用者数については，本数値に含んでいませんが，大幅な増加傾向
にあります。 

 
２ 障害者就労支援センターの支援を受けている一般就労者数【☆，◎】 
 一般就労者数は，平成２７年度までは横ばいの状況が続いていましたが，平成２８年度は大きく目標値
に近づき，平成２９年度に目標値に達しました。今後も職場開拓や就職後の支援を行い，長く就労できる
よう取り組みます。 
 
３ 調布市の障害者福祉施策の充実度【☆】 
成果指標は３年ごとに実施する「調布市民福祉ニーズ調査」（次回調査は平成３１年度）によるため，

平成２９年度の数値は把握しておりませんが，平成２８年度の調査では目標値を下回る結果となっている
ため，目標達成に向けた施策の充実に努めます。 
 
４ 「調布市に住み続けたい」と答えた障害者の割合【☆】 
上記３と同様の理由により，平成２９年度の数値は把握していませんが，平成２８年度の調査では目標

値を下回る結果となっているため，目標達成に向けた施策の充実に努めます。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№09 障害者福祉の充実） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０９-１ 生活・相談支援体制の整備 
 難病患者の相談窓口では，医療助成等の対象者に限らず様々な方からの相談に応じることで，家族への
精神的な支援も行いました。また，市役所の相談窓口に加え，市内３か所の障害者相談支援事業所やここ
ろの健康支援センターの相談窓口を継続して実施し，相談支援体制の整備に努めました。 
 こころの健康支援センターでは平成２７年度から開始した自立訓練事業の定員拡大を行い，安定した自
立生活を送るための支援の充実を図りました。 
 障害者虐待防止センター事業では，虐待の通報受理と障害者の安全確認及び必要な支援を行いました。
また，関係機関への研修を通じて虐待防止に関する知識や支援技術の向上を図ったほか，一般市民向けに
もパンフレットを配布するなど，普及啓発を行いました。また，障害児の虐待に関しては，子ども家庭支
援センターすこやかにある児童虐待防止センターと連携し対応を図りました。 
 基幹相談支援センター事業では，障害福祉課を相談支援の中核的な役割を担う機関として，市内相談支
援事業所に対する指導や助言及び総合的・専門的な相談支援を行いました。さらに調布市障害者地域自立
支援協議会の専門部会である「サービスのあり方検討会」を開催し，市内の相談支援事業所と情報や課題
を共有するなど連携を図り，相談支援体制の強化を図りました。 
 障害者自立支援協議会では，障害者総合計画の策定委員会に対し７つの重点課題にまとめ意見具申しま
した。さらに，医療的ケアワーキングで検討した内容については，緊急提言を行いました。また，障害理
解に対する体験プログラムを自立支援協議会の講演会で実施し，障害理解の促進を図りました。 
さらに，平成２８年度まで自立支援協議会で検討してきた，障害者の休日における選択肢を増やし余暇

を充実させる「ほりでーぷらん」を事業化し，アメリカンフットボールチームとの交流会など，1年間で
4回開催し，毎回定員以上の参加申し込みがありました。 
 子ども発達センターでは，子どもの発達に心配のある保護者からの相談に応じるとともに，児童福祉法
に基づく障害児相談支援事業では，計画の作成やモニタリングを実施し総合的な相談支援や関係機関との
連携を図りました。 
 平成２８年４月に施行された障害者差別解消法への対応として，職員向け研修会を実施し庁内理解と意
識向上を図りました。また，差別解消支援地域協議会を設置し，事例検討等を行うとともに，関係機関の
意識と情報の共有を図りました。 

０９-２ 自立に向けた就労支援・社会参加支援（総合戦略Ｃ－⑤） 
「ちょうふだぞう」とこころの健康支援センター就労支援室で行う就労支援事業の体制を整備し，増加

する利用者の就労相談，就職準備支援，職場定着支援等を引き続き実施しました。また，就労支援機関や
ハローワークなどで構成する就労支援実務者連絡会を開催し，ネットワークの強化を図りました。 
「ちょうふだぞう」及び併設の「すまいる分室」については，移転が完了し，利用者はもとより地域住

民への認知度も高まりました。「作業所等経営ネットワーク支援事業」では，調布市福祉作業所等連絡会
が発行する情報誌「わくわーく」の発行などを支援することで，商品やサービス及び事業所が紹介され，
障害者就労施設利用者の勤労意欲・工賃水準の向上につながりました。また，障害者優先調達推進法に基
づき，障害者就労施設等からの物品等調達方針を作成し，庁内にとどまらず関係団体等も含めて協力を求
め，就労施設や提供可能な物品等を周知することで販売機会の拡充を図りました。 

０９-３ 障害福祉サービスの充実 
  受給者証の発行や利用者への周知等を適正に行い，多様化する障害者のニーズに応じるため，きめ細か
な支給決定を行いました。また，支給決定が滞ることのないよう，計画的なサービス等利用計画の作成案
内や事業所への周知を行いました。 
 障害児・者の日中活動の支援としては，知的障害者通所施設２か所の開設費補助を行いました。その他
開設を希望する事業者に対する支援を行い，精神障害者通所施設２か所，障害児通所施設６か所が開所し
ました。 
また，事業所等の防犯対策として，福祉作業所等連絡会の場で防犯訓練を行うなど，防犯意識を高めま

した。 

０９-４ 多様な居住の場の確保  
障害者が自立した生活を送ることができるための環境整備や，地域移行が推進される中，地域生活の基

盤となる住まいの場の確保を図るため，グループホームの開設相談を受け，次年度に繋げました。また，
消防法改正を受け，グループホームの消防設備の設置等への補助をするとともに，安全・安心な施設運営
を推進するため，カメラ付インターフォンなど防犯設備に対する補助を開始し，防災及び防犯対策の整備
を促進しました。 
 また，市内２か所目となる重度重複障害者のためのグループホームに対する運営費補助を行うととも
に，緊急時に利用できる短期入所を整備し，重度重複障害者が地域で安心して暮らせる場の確保を図りま
した。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№09 障害者福祉の充実） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・ヘルプカードの配付に加え，ヘルプマークシール配付による普及啓発により，市民の障害者理解を深める取組を行った。 

・週１回難病患者に関する相談窓口を開設し，様々な相談に対応し，支援を行った。 

・こころの健康支援センターにおいて発達障害者支援体制整備推進事業を継続し，当事者及び家族の相談に応じるとともに発達障害

に関する市民への普及啓発を図った。 

・障害者虐待防止センター事業において，虐待通報の対応を行うとともに障害者虐待防止について普及啓発を行った。 

・就労支援センターにおける就労支援，職場定着支援等により，障害者の企業就労を促進させた。また，作業所等連絡会情報誌「わ

くわーく」による作業所紹介や共同受注の推進により，障害者就労施設等の受注機会を確保した。 

・希望の家深大寺の運営補助を行い，重度知的障害者の日中活動の場を確保した。 

・重度重複障害者グループホ－ムの運営費補助を行い，障害者の地域生活の場を確保した。 

・第４期調布市障害福祉計画を推進し，障害福祉サービスの提供体制を確保するため積極的な施策展開をした。 

・障害者差別解消法の施行に向け，職員研修会の実施や対応要領作成のために関係課と協議した。 

 

 

（平成２８年度） 

・発達障害者支援体制整備推進事業において，利用者の増加に対応して専門的な支援を行うため，体制の充実を図った。 

・ヘルプマーク事業では，初めて駅頭での普及啓発活動を行うなど，認知度の向上に努めた。 

・障害者の休日における選択肢を増やし余暇を充実させる「ほりでーぷらん」の事業化に向けて，試行事業を継続した。 

・平成２８年４月に施行された障害者差別解消法への対応として，職員向け研修会の実施や対応要領を作成したほか，差別解消支援

地域協議会の設置に向けた検討を行い，庁内の理解と体制整備を進めた。 

・平成３０年度を計画初年度とする次期調布市障害者総合計画の策定に向けて，新たに策定委員会を発足させ，検討を開始した。 

・「ちょうふだぞう」及び併設の「すまいる分室」については，新施設建設及び移転完了後，地域の理解が進み始めている。 

・事業所等の防犯対策として，福祉作業所等連絡会の場で防犯訓練を行うなど，防犯意識を高めた。 

・市内２か所目となる重度重複障害者のためのグループホームに対して，開設費補助及び運営費補助を行った。 

（平成２９年度） 

・こころの健康支援センターでは，平成２７年度から開始した自立訓練事業の定員拡大を行った。 

・障害者自立支援協議会では，障害者総合計画の策定委員会に対し７つの重点課題にまとめ意見具申をした。 

・障害者の休日における選択肢を増やし余暇を充実させる「ほりでーぷらん」を4回開催した。 

・障害者差別解消法の職員向け研修会を実施し庁内理解と意識向上を図った。また，差別解消支援地域協議会を設置し，事例検討等

を行うとともに，関係機関の意識と情報の共有を図った。 

・平成３０年度を計画初年度とする調布市障害者総合計画を策定した。 

・「ちょうふだぞう・すまいる分室」の移転が完了し，地域住民への認知度が高まっている。 

・安全・安心な施設運営を推進するため，カメラ付インターフォンなど防犯設備に対する補助を開始した。 

・重度重複障害者が緊急時に利用できる短期入所を整備した。 

 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ◎ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№09 障害者福祉の充実） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの

相談利用者数【☆】 
（目標値：1,500人 現状値：1,715人） 

◎ 
【要因・課題】 

事業内容を工夫したことなどから目標は達成され

た。今後も増加が見込まれる。 

２ 障害者就労支援センターの支援を受けている一般就

労者数【☆，◎】 
（目標値：210人 現状値：217人） 

◎ 
【要因・課題】 

国の就労支援策が推進されていることもあり，目標

は達成された。今後も増加が見込まれる。 

３ 調布市の障害者福祉施策の充実度（左から身体・知

的・精神）【☆】 
（目標値：65.0％,65.0％,65.0％  
現状値：－） 

○ 
【要因・課題】 

高齢者の充実度が低いため，高齢障害者への対応が

必要と思われる。 

４ 「調布市に住み続けたい」と答えた障害者の割合 
（左から身体・知的・精神）【☆】 

（目標値：95.0％,95.0％,95.0％  
現状値：－） 

○ 
【要因・課題】 

ハード面よりもソフト面に課題があると思われる。

更なる障害理解の推進が必要。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①発達障害者支援体制整備推進事業 

 

②障害者の就労支援 

 

③放課後等デイサービスの充実 

 

 

④障害者グループホームの整備 

①事業が周知され利用者が増加した。今後も事業を継続していく。 

②新しいサービスである就労定着支援の実施を検討し，更なる就

労支援を図る。 

③放課後等デイサービス事業所数が増え，利用者の行き先は確保

されている。通常の事業所では受け入れが困難な障害児への対応

を検討する必要がある。 

④依然として利用希望者は増加している。地域移行の方向性も継

続されていることから，引き続き新規開設が必要である。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①障害者を地域で支える体制づくり ①緊急サポート事業の対象者拡充に向けた検討が遅れた。 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・生活・相談支援体制の整備として，安心ネットワークの実施やヘルプカードの作成とともに，平成２８年度に施行された障害者差

別解消法の普及啓発を行うことで障害者理解の促進を図った。また，こころの健康支援センターでは発達障害者の相談支援事業等を

実施したほか，多様化するニーズに対応するため平成２７年度には新たに自立訓練事業を開始し利用者支援の拡充は図った。 

・自立に向けた就労支援・社会参加支援としては，2か所の就労支援センターが相談支援事業所や就労移行支援事業所等と連携する

ことにより，毎年度一般就労者数を増加させることができた。 

・障害福祉サービスの充実としては，放課後等デイサービス事業所等が大幅に増えたことにより，障害児の放課後の活動場所が確保

された。また，障害者の通所先についても，学校卒業後に行き先がないことがないよう，計画的に開設支援を行い，受け入れ態勢を

整えた。 

・多様な居住の場の確保としては，知的障害者のグループホームの開設を計画的に進めたほか，重度重複障害者のグループホームを

2か所開設した。 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№09 障害者福祉の充実） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・どんな障害があっても安心して地域で暮らすことができるよう，多様な形態の通所事業所やグループホーム等を整備する必要が

ある。  

・介護者である家族の高齢化，母子，父子世帯，共働き世帯など，家庭環境にあわせた支援をする必要がある。 

◎障害児・者の運動不足の解消や余暇活動の機会を増やすため，障害児（者）フットサル事業などパラリンピックを契機として拡

充した事業についても継続する必要がある。 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①２０１４年に「障害者の権利に関する条約」を批准し，その関連として

様々な法整備がされた。平成２８年には障害者差別解消法が施行され「共

に生きる社会」共生社会の実現に向け障害理解の推進が図られた。 

②平成３０年４月に障害者総合支援法が改正され，新たな障害福祉サービ

スや共生型サービスの創設，報酬改定などが行われた。 

③人工呼吸器などの医療行為が必要な障害児・者が医療技術の進歩などに

より，地域で生活するケースが増えてきた。そのため，医療的ケアが出来

る環境を整備するとともに，家族支援を含めた包括的な支援体制が必要と

なっている。 

④不足する福祉人材を確保，育成するため，障害福祉サービス費の報酬で

は処遇改善加算や，職員の配置加算などの見直しが行われた。 

①市職員が障害者差別解消法の趣旨を理解するため，

全職員向けの研修を行うとともに，広く市民に障害理

解を求めるため，出前講座や講演会を実施した。 

②法の改正内容を周知するためホームページ等で情

報提供をするとともに，国・都の動向に注視し，報酬

審査など，適切な事務処理を図った。 

③平成２９年度に障害者自立支援協議会の専門部会

で「医療的ケア」をテーマに検討し，アンケート調査

などをもとに実態把握と課題抽出をした。 

④平成２７年度にこころの健康支援センターで開設

した福祉人材育成センターで実施する研修の内容を

工夫するとともに，福祉職に興味を持ってもらうよう

な普及啓発を図る。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①法改正に合わせ，国の障害福祉サービスに連動するような東京都単独の

補助事業が一部改正された。 

②東京都としても医療的ケアの支援体制整備を進めるため，包括補助の対

象事業として新たに，医療的ケアの体制整備のための新規事業が複数創設

された。 

①東京都の改正内容にあわせ市の内容も改正し，関係

者に周知した。 

②平成３０年度から包括補助を活用して，「医療的ケ

アの体制支援整備事業」を実施し，障害福祉課に看護

師を配置するほか，家族のレスパイト事業として，自

宅に訪問看護師を派遣する。また，支援員を確保する

ため福祉人材育成センターでは福祉職向けの医療的

ケア資格研修を実施する。 

そ
の
他 

①障害者数が増加し続けていることにあわせ，利用者ニーズの多様化に対

応するため，障害施策を取り巻く環境は年々複雑化している。 

②国が推進する地域移行や，医療技術の進歩などにより地域で生活する障

害者が増えている。 

③当事者，家族，関係者で組織される各団体の活動が継続されている。 

①相談内容の複雑化により１人にかかる支援の時間

が増大しているため，民間の相談支援事業所等と連携

しながら効率的で効果的な対応に努める。 

②グループホームや通所施設を計画的に開設支援す

るほか，病院との連携も深めている。 

③利用者ニーズの把握のためにも各団体との懇談を

継続して実施している。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№09 障害者福祉の充実） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，ふれあいや交流を通して地域に住む障害者や障害そのものへの理解を深め，互いの人格と個性を尊重し合う共生社会の

実現に寄与するよう努めるものとします。 

・事業者は，障害者の雇用に関し，社会連帯の理念に基づき，適切な雇用の場を提供する共同の責務を有します。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・障害者の高齢化が進んでいるため，高齢福祉担当をはじめとした関連部署と連携し，ライフステージや本人状況に合わせた適切

なサービスが提供できるよう努める。また，介護保険制度への移行に当たっては，地域包括支援センターやケアマネジャーと確実

な引継ぎを行うとともに国の償還払い制度を周知する。 

・障害者の健診等の利用に関わるバリアフリー化を推進するため，保健所や医師会等と連携した検討が必要。 

・医療的ケア児の支援について，母親の育児支援や体調管理の視点から母子保健との連携が必要。 

・障害のあるひとり親家庭の自立支援においては，子育て，就労をはじめ，生活全般にわたる多方面からの支援が必須であり，庁

内横断的な連携はもとより，教育部門やハローワークなどの就労支援機関，地域等も含めた連携が必要。 

・余暇活動の場の確保と内容の充実のため，オリンピック・パラリンピックを含めスポーツ振興課やオリンピック・パラリンピッ

ク担当との連携が必要。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・平成２９年度から障害者自立支援協議会において医療的ケアの支援体制について検討を続けており，アンケートなどを通じて当

事者家族の意見を把握するとともに，先進事例の視察も実施している。 

・市内作業所が加盟する作業所等連絡会と連携し，プロスポーツの体験会や休日のイベントを実施し余暇活動の場の確保を図って

いる。 

・ＦＣ東京やアメフトのリクシルディアーズなどプロスポーツ団体と連携し障害児・者が参加できるイベント等を実施している。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・医療的ケアの支援体制整備を図るとともに，通所事業所のみならず短期入所ができる場の確保に向けても検討していく。 

・作業所等連絡会では市と連携するほか，連絡会単独で学習会やイベントなどを行っており，それに対しても積極的に市が関わっ

ていく必要がある 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


