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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

本町では、すべての人の人権が尊重され、あらゆる面において差別のない平等な社会

を築き上げることを目指して、障がい者施策を総合的・計画的に推進してきました。 

障害者総合支援法では、地域における共生社会の実現に向けて、障がい福祉サービス

の充実など、障がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための施策を

講ずることとされています。 

また、平成28年５月に障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正が行われ、障がい

のある人が自ら望む地域で暮らすことができるよう、生活支援と就労支援の充実や障が

いのある子どもへの多様化するニーズに対応するための支援の拡充が図られたところで

す。 

平成29年３月に策定した「別海町障がい者計画（第３期）」のもと、「障がいのある人

もない人も一人ひとりが輝く共生のまちの実現」を基本理念とし、「日々の暮らしの充実

を支えるまち」、「社会参加に向けた自立を支えるまち」、「共に支えあう共生のまち」の目

標像を目指し、障がい者施策を展開しています。 

「別海町障がい者計画（第３期）」に掲げる理念や目標の実現に向け、障がいのある人

が安心して暮らせるまちづくりを目指す上での基盤となる、障がい福祉サービス等の方

向性を明らかにするもとのとして、国の基本指針に基づき、「別海町第５期障がい福祉計

画・第１期障がい児福祉計画」を策定し、障がい福祉サービス等提供体制の確保・充実に

取り組んできました。 

令和２年度末で「第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画」が計画期間の終了

を迎えることから、国の改定基本指針に基づき「別海町第６期障がい福祉計画・第２期障

がい児福祉計画」（以下、「本計画」といいます。）を策定します。 

本町は、現行の「障がい者計画（第３期）」及び本計画に基づき、障がい福祉サービス

等の提供体制の確保や障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく業務の円滑な実施を目

指し、乳幼児期、学齢期、就労期、老齢期といったライフサイクル全体を通じ、障がいの

ある人に対し一貫した支援の推進を図っていきます。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、「別海町障がい福祉計画」及び「別海町障がい児福祉計画」を一体的に策定する

ものです。 

「別海町障がい者計画」が障がいのある人のための施策に関する基本計画であるのに

対して、本計画は障がい福祉サービス等の提供に関する具体的な体制づくりやサービス

を確保するための方策等を示す実施計画となります。 

別海町障がい福祉計画とは、障がい福祉サービス、相談支援体制及び地域生活支援事

業の提供体制の確保に関して定める計画です。 

別海町障がい児福祉計画とは、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保、

その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関して定める計画であり、児

童福祉法第33条の20第１項では「市町村障害児福祉計画」は、「市町村障害福祉計画」と

一体のものとして作成することができると規定されています。 

本計画は、国の障害者基本計画や改定基本指針に基づき、「第２期北海道障がい者基本

計画」や「第６期北海道障がい福祉計画」との連携を考慮し、また、本町の上位計画であ

る「第７次別海町総合計画」や関連計画との整合性を確保して策定します。 
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第２期北海道障がい者基本計画 

別海町総合計画 

障害者総合支援法 第 88条 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供

体制の確保に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

児童福祉法 第 33条の 20 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その

他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉

計画」という。）を定めるものとする。 

第６期北海道障がい福祉計画 

障害者基本法 等 

第４次障害者基本計画 

別海町障がい者計画 
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３ 計画の期間 

国の改定基本指針に沿って、本計画は、令和３年度から令和５年度までの３年間を計

画期間と定めます。 

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

障がい者計画 

（第２期） 
障がい者計画（第３期） 

第４期障がい福祉計画 第５期障がい福祉計画 第６期障がい福祉計画 

 第１期障がい児福祉計画 

第５期障がい福祉計画 

第５期障がい福祉計画 

第２期障がい児福祉計画 

 
 

４ 計画策定体制 

（１）行政内部における検討 

福祉部福祉課が主体となり、計画を策定するとともに、福祉政策を総合的・効果的に

推進するため、道及び近隣市町村の動向を把握しながら、施策の検討を行いました。 

 

（２）計画策定委員会等の開催 

当事者、家族団体、保健・福祉関係者等の参画による「別海町障がい福祉計画等策定

委員会」を開催し、計画内容の審議を行いました。 

 

（３）意識調査（アンケート）の実施 

障がい福祉サービス等の利用実態や福祉に関する意識、意向などについて、計画策定

の基礎資料とするため、各障害者手帳を所持する人や、障がいや発達に不安のある子

どもの保護者に対し意識調査を実施しました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

町政に関する基本的な事項を定める計画などの素案に対し、町民が意見を提出でき

るようにすることで協働によるまちづくりの実現を図るため、パブリックコメント制

度を導入しています。 

本素案をパブリックコメントの手続きにより公表し、意見の募集を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

町（計画決定） 

別海町障がい者 

自立支援協議会 

諮問 報告 

庁内関連部署 

調整・連携 運営事務 

住   民 

関係団体 

 事業者 等 意見 
反映 

別海町障がい福祉 

計画等策定委員会 

福祉部福祉課 

（事務局機能） 
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５ 「障がい」等の表記について 

本計画では、「障害者」等の「害」の字の表記について、可能な限り平仮名で表記して

います。 

ただし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則等に基づく法律用語や施設名等の

固有名詞、医学・学術用語等については、これまでどおり「害」の字を使用しています。

このため、本計画では「がい」と「害」の字が混在する表現になっています。 

また、「障がい者」・「障がい児」については、可能な限り「障がいのある人」・「障がい

のある子ども」といい換えています。 
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第２章 障がいのある人の状況 

１ 各種障がい者手帳の所持状況 

障がい者手帳所持者は、平成27年の957人から令和2年の892人と減少傾向に転じて

います。 

また、総人口に対する障がい者手帳所持者の比率は、平成27年以降横ばいの6.2％で

推移しています。 

 

各種障がい者手帳の所持状況の推移 
単位：人 

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

身体障害者手帳 667 662 653 647 616 588 

療育手帳 176 178 184 191 195 211 

精神障害者保健福祉手帳 114 104 99 100 103 93 

障がい者手帳所持者総数 957 944 936 938 914 892 

       

総人口(住民基本台帳人口) 15,514 15,285 15,106 14,912  14,638  14,412  

障がい者手帳所持者比率 6.2％ 6.2％ 6.2％ 6.2％ 6.2％ 6.2％ 

各年 3 月 31 日現在 
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２ 身体障がい者 

（１）年代別身体障害者手帳の所持者数 

身体障害者手帳所持者は、平成27年の667人から令和2年の588人と減少傾向に転

じています。 

年代別の所持者数をみると、18歳未満はほぼ横ばいで、18歳以上は平成27年以降

減少傾向で推移しています。 

 

年代別身体障害者手帳の所持者数の推移 
単位：人      

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

18 歳未満 9 7 9 11 9 9 

18 歳以上 658 655 644 636 607 579 

合 計 667 662 653 647 616 588 

各年 3 月 31 日現在    
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（２）等級別身体障害者手帳の所持者数 

等級別身体障害者手帳所持者数をみると、１級と４級が多くなっています。また、２

級が減少傾向で推移しています。 

等級別身体障害者手帳所持者数の推移 
単位：人       

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

1 級 185 186 183 184  169  167  

2 級 100 100 92 88  86  75  

3 級 122 124 125 127  122  121  

4 級 178 173 171 170  163  155  

5 級 45 41 41 39  40  37  

6 級 37 38 41 39  36  33  

合 計 667 662 653 647 616 588 

各年 3 月 31 日現在     

 

  

185 186 183 184 169 167

100 100 92 88 
86 75

122 124 125 127 
122 121

178 173 171 170 
163

155

45 41 41 39 
40

37

37 38 41 39 
36

33

667 662 653 647 
616 

588 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

６級

５級

４級

３級

２級

１級

(人）



8 

（３）障がい種別身体障がい者数 

障がい種別身体障がい者数をみると、「肢体不自由」「内部機能障がい」が多くなって

います。 

 

障がい種別身体障がい者数の推移 
単位：人 

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

視覚障がい 33  32  31  30  30 26 

聴覚・平衡機能障がい 39  41  42  47  44 43 

音声・言語・そしゃく機能障がい 6  5  12  13  13 13 

肢体不自由（上肢・下肢・体幹） 398  388  388  385  371 344 

内部機能障がい 191  196  187  207  195 198 

合 計 667 662 686 682 653 624 

各年 3 月 31 日現在 

注）平成 29年から、重複障がい分を集計しています。 
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３ 知的障がい者 

（１）年代別療育手帳の所持者数 

療育手帳の所持者数は、平成27年の176人から令和2年の211人と増加傾向で推移

しています。 

年代別の所持者数をみると、18歳未満は増加傾向で、18歳以上は、若干減る年もあ

りますが、増加傾向で推移しています。 

 

年代別療育手帳の所持者数の推移 
単位：人     

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

18 歳未満 49 41 45 57 60 59 

18 歳以上 127 137 139 134 135 152 

合 計 176 178 184 191 195 211 

各年 3 月 31 日現在      
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（２）障がい程度別療育手帳の所持者数 

障がい程度別療育手帳所持者数をみると、「Ｂ判定」が多くなっています。 

 

障がい程度別療育手帳所持者数の推移 
単位：人       

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

Ａ判定 71 74 75 77 77 82 

Ｂ判定 105 104 109 114 118 129 

合 計 176 178 184 191 195 211 

各年 3 月 31 日現在     
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４ 精神障がい者 

（１）年代別精神障害者保健福祉手帳所持者数 

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成27年の114人から令和2年の93人と

減少傾向です。18歳未満は令和2年では、0人となっています。 

年代別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
単位：人      

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

18 歳未満 0  1  0  0 0 0 

18 歳以上 114  103  99  100 103 93 

合 計 114  104  99  100 103 93 

各年 3 月 31 日現在    

 
 

（２）等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数 

等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数をみると、「２級」が最も多くなっています。 

等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
単位：人       

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

1 級 18 13 12 13 15 11 

2 級 58 62 59 53 53 49 

3 級 38 29 28 34 35 33 

合 計 114 104 99 100 103 93 

各年 3 月 31 日現在     

  

0 1 0 0 0 0 

114 103 99 100 103 
93 

114 
104 

99 100 103 
93 

0

50

100

150

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

18歳以上

18歳未満

(人）

18 13 12 13 15 11 

58 62 59 53 53 
49 

38 
29 

28 34 35 
33 

114 
104 

99 100 103 
93 

0

50

100

150

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

３級

２級

１級

(人）



12 

５ 発達障がい者 

発達障がいについては、平成23年8月に改正された障害者基本法の「障がい者」の定

義において精神障がいに含まれることが明記されました。また、発達障がい者について

は、障害者総合支援法に基づく給付の対象とされています。 

しかし、発達障がいは外見からはわかりにくく、はっきりと診断や判定することが難

しいため、発達障がい児・者の正確な人数は把握できていないのが現状です。 

 

６ 高次脳機能障がい者 

高次脳機能障がいについては、器質性精神障がいとして精神障がいに含まれており、

また、厚生労働省告示において、高次脳機能障がいのある人は、発達障がいのある人と同

様に障害者総合支援法に基づく給付の対象とされています。 

高次脳機能障がいは、外見上は障がいが目立たないことから、「見えにくい障がい」と

いわれています。 

高次脳機能障がいに関する十分な理解が得られていない実態があり、正確な人数を把

握できていないのが現状です。 

 

７ 難病患者 

難病患者については、障害者総合支援法に基づく給付の対象とされています。障害者

総合支援法の対象疾病（難病等）は、令和元年7月1日より361疾病に拡大されています。 

難病患者数は、以下のとおりです。 

 

難病患者の推移 
単位：人   

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

特定疾患医療受給者証 

所持者 
129 133 124 104 105 104 

小児慢性特定疾患医療 

受給者証所持者 
18 15 15 15 15 13 

各年 3 月 31 日現在  
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８ 児童生徒数 

障がいのある子どもの教育・保育等及び特別支援学級等に通う児童生徒数は、以下の

表のとおりです。 

 

認定こども園における障がいのある子どもの在籍者数 
単位：人      

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

園児数 6 9 8 4 5 5 

（各認定こども園において在籍している、各種障がい者手帳を所持する園児数） 

                                     各年 5 月 1 日現在  

 

へき地保育園における障がいのある子どもの保育の実施状況 
単位：人     

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

園児数 1 0 0 0 0 0 

（町内各へき地保育園において保育している、各種障がい者手帳を所持する園児数） 

各年４月 1 日現在   

    

 

特別支援学級の学級数と児童生徒等数の推移 
単位：学級・人     

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

小学校 

学級数 25 27 28 32 31 29 

児童数 76 81 95 105 104 104 

(支援員) (7) (8) (11) (13) (13) (10) 

        

中学校 

学級数 14 13 12 15 15 17 

生徒数 25 26 22 28 25 37 

(支援員) (1) (2) (3) (4) (5) (5) 

各年 5 月 1 日現在    

 

中標津高等養護学校等在籍者数 
単位：人              

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

高等部 

１年生 2 2 3 3 

２年生 3 2 2 3 

３年生 1 3 2 2 

学校合計 6 7 7 8 

（別海町から入学している生徒数）          各年 5 月 1 日現在          
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中標津支援学校在籍者数（令和元年開設） 
単位：人                      

区 分 令和元年 令和2年 

小学部 

１年生 2 1 

２年生 1 1 

３年生 1 1 

４年生 0 1 

５年生 0 0 

６年生 0 0 

    

中学部 

１年生 1 0 

２年生 0 1 

３年生 0 0 

    

高等部 

１年生 4 2 

２年生 3 4 

３年生 2 2 

学校合計 14 13 

（別海町から入学している生徒数）各年 5 月 1 日現在              

 

釧路高等養護学校等在籍者数 
単位：人     

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

小学部 

１年生 0 1 1 1 0 0 

２年生 0 0 1 1 0 0 

３年生 0 0 0 1 0 0 

４年生 1 0 0 0 1 0 

５年生 0 0 0 0 0 1 

６年生 0 0 0 0 0 0 

        

中学部 

１年生 0 0 0 0 0 0 

２年生 1 0 1 0 0 0 

３年生 0 1 0 0 0 0 

        

高等部 

１年生 0 0 0 0 1 0 

２年生 0 0 0 0 0 1 

３年生 0 0 0 0 0 0 

学校合計 2 2 3 3 2 2 

（別海町から入学している生徒数）                   各年 5 月 1 日現在    
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９ 障害支援区分の認定者数の推移 

障害支援区分の認定者数は、平成27年の152人から令和２年の140人と減少傾向で

推移しています。 

（区分は、必要とする支援の度合いが高い順に６から１までとなっています。） 

 

障害支援区分の認定者数の推移 
単位：人    

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

区分 1 14  9  9 9 7 6 

区分 2 37  36  36 39 35 36 

区分 3 28  30  29 29 23 22 

区分 4 22  23  21 28 25 26 

区分 5 15  14  15 16 13 12 

区分 6 36  34  34 36 36 38 

合 計 152 146 144 157 139 140 

各年 3 月 31 日現在   
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10 意識調査（アンケート）について  

（1）調査の目的 

本調査は、「18歳以上の障がいのある人」と「障がいのある子どもや発達に不安のあ

る子どもの保護者」に、福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識、意向などについ

てお伺いし、計画策定の基礎資料とするために実施しました。 

 

（2）調査の対象及び調査方法等 

調査の対象は、各障害手帳所持者等870人と18歳未満児141人で、内訳は次のとお

りです｡ 

 

調査対象 

18歳以上の障がいのある人 18歳未満児の 

保護者 身体 知的 精神 

身体障害者 

手帳所持者 

療育手帳 

所持者 

精神障害者保

健福祉手帳所
持者及び 
自立支援医療
受給者 

・発達に関する不
安をおもちのお
子さん 
・各障害者手帳所
持者 
・自立支援医療受
給者 

調査地域 町内全域の居住者と町外施設入所者 

調査基準日 令和２年９月１日 

調査期間 令和２年９月１日～９月２３日 

実施方法 郵送による配布及び回収 

 

（3）回収結果  

区 分 
18歳以上の 

障がいのある人 

18歳未満児の 

保護者 
合計 

配 布 数 Ａ  ８７０ １４１ １，０１１ 

回 収 数 Ｂ ４６６ ６１ ５２７ 

有効回収率 

（Ｂ÷Ａ×100）  
５３．５％ ４３．２％ ５２．１％ 
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障がい福祉 アンケート結果概要 

○障がい者意識調査属性等 

18歳以上の障がいのある人など、870人に意識調査を行い、466人（53.5％）から回答が

ありました。回答した障がいのある人の内訳は下記のとおりです。 

全体 466
本人（この調査票が郵送
された宛名の方） 340
本人の家族（２０歳未満
の子どもの保護者含む） 62
家族以外の介助者 27
18・19歳 4
20～29歳 22
30～39歳 18
40～49歳 44
50～59歳 69
60～64歳 34
65～69歳 52
70～79歳 123
80歳以上 97
１級 95
２級 50
３級 70
４級 75
５級 17
６級 11
持っていない 109
視覚障がい 16
聴覚障がい 17
平衡機能障がい 1
音声・言語・そしゃく 8
肢体不自由（上肢） 49
肢体不自由（下肢） 135
肢体不自由（体幹） 26
内部障がい（心臓・腎
臓・呼吸器・膀胱・直
腸・小腸・免疫・肝臓機
能の障がい） 93
A判定 36
B判定 52
持っていない 281
１級 13
２級 32
３級 21
持っていない 322
更生医療 22
精神通院医療 70
受けていない 299
受けている 27
受けていない 389

ある 51

ない 356

ある 19

ない 394

問１ お答えいただくのは、どなたですか。

問３ あなたの年齢をお答えください。

問５ あなたは「身体障害者手帳」を持ってい

ますか。持っている場合は手帳に記載された級
数をお答えください。

問５ｰ1　あなたの障がいの種類は次のどれです
か。

問６ あなたは「療育手帳」を持っています
か。持っている場合は、手帳に記載された種別

をお答えください。

問７ あなたは「精神障害者保健福祉手帳」を
持っていますか。持っている場合は、手帳に記

載された級数をお答えください。

問８ あなたは「自立支援医療費」の助成を受
けていますか。受けている場合は、その種類を

お答えください。

問９ あなたは難病（特定疾患）＊の認定を受

けていますか。

問１０ 医師から発達障がい＊と診断された
り、その疑いがあると診断されたことがありま

すか。

問１１ 医師から高次脳機能障がい＊と診断さ
れたり、その疑いがあると診断されたことがあ

りますか。  

     ※ 各設問毎に無回答があるため、全体の数値と合計が合わない場合があります。
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障がい者の意識調査結果 

テーマ１ 就労支援の充実について 

働くために必要なことについてみてみると、 

問３９ 働くためには、どのようなことが必要だと思いますか。（複数回答） 

「健康状態に合わせた働き方ができること」が21.5％、「近くに働く場所があること」が18.7％、「障が

いのある人に適した仕事であること」が18.2％、「自宅で働けること」が13.9％となっています。また、「わ

からない」が23.8％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働き方についてみてみると、 

問３８ 今後どのような働き方がしたいですか。（複数回答） 

「自宅で仕事がしたい」が10.7％、「障がい福祉サービスを利用して働きたい」が7.7％、「臨時社員

（パート、アルバイト）で自分の生活に合わせた働き方をしたい」及び「その他」が7.3％となっています。

また、「働くことは考えていない」が48.5％と最も多くなっています。 
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事業主や職場の人たちが障がいのある人について十分理解していること

就労の場をあっせんしたり、相談できる場所があること

障がいのある仲間と一緒に働けること

職場に定着できるよう支援してくれること

公的機関がもっと積極的に雇用すること

職場の施設や設備が障害のある人にも利用できるように配慮されていること

介助者と一緒に働けること

技能・知識の習得を援助する施設が充実していること

民間企業がもっと積極的に雇用すること

職場での介助制度が充実していること

自営業を希望する人への支援を充実させること
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7.7

7.3

4.5

4.5

1.9

48.5

7.3

17.6

0% 20% 40% 60%

自宅で仕事がしたい

障がい福祉サービスを利用して働きたい

臨時社員(パート、アルバイト)で自分の生活に合わせた働き方をしたい

自営業を営みたい

正規社員として働きたい

役場や行政で働きたい

働くことは考えていない

その他

無回答

ｎ=466
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自立した生活を送るために充実が必要なことについてみてみると、 

問４７ 障がいのある人が自立した生活を送るために、行政はどのようなことを充実

させるべきだとお考えですか（複数回答） 

「経済的支援を充実させる」が27.3％と最も多く、次いで「障がいのある人が外出しやすいまちづくり

を進める」が25.3％、「医療・リハビリテーション体制を充実させる」が23.2％、「ホームヘルプサービス

など在宅サービスを充実させる」が20.0％となっています。また、「わからない」は22.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ１ 就労支援の充実についてのまとめ 

 

回答者の多くは、身近な地域または自宅での就労を望んでおり、自分の健康状態や障がい

に合った働き方として、障がい福祉サービスの利用や、パートやアルバイトなどを希望され

ています。 

これらの結果から、福祉施設から一般就労への移行促進や、就労への相談支援、サポート

の充実などの必要性が考えられます。 

 

 

  

27.3

25.3

23.2

20.0

19.7

17.8

16.1

15.2

9.9

22.7

2.1

15.2

0% 20% 40%

経済的支援を充実させる

障がいのある人が外出しやすいまちづくりを進める

医療・リハビリテーション体制を充実させる

ホームヘルプサービスなど在宅サービスを充実させる

日中活動の場、居場所となる施設・サービスを充実させる

グループホームなど生活の場を確保する

障がいのある人への理解を深めるための周知活動や福祉教育、交流を充実させる

一般企業等で働くことが難しい障がい者の働く場、活動の場を充実させる

障がいのある子ども一人ひとりの状況に応じた適切な指導・教育を進める

わからない

その他

無回答

ｎ=466
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テーマ２ 相談支援などについて 

相談相手の傾向についてみてみると、 

問１５ 困ったとき、悩んでいるときには誰(どこ)に相談しますか。（複数回答） 

「父・母・その他家族」が45.3％と最も多く、次いで「役場」が24.0％、「通所（利用）している事業所」

が12.4％、「社会福祉協議会」が12.0％、「医療機関」が10.7％となっています。 

 

 

  45.3

24.0

12.4

12.0

10.7

9.2

8.8

7.3

7.1

5.4

2.8

2.1

1.1

1.1

0.4

4.5

7.1

9.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

父・母・その他家族

役場

通所(利用)している事業所

社会福祉協議会

医療機関

保健センター

相談支援事業所(相談室るーぷ等)

障がいのない知人・友人

民生委員・児童委員

身体・知的障がい者相談員

インターネットで調べる・相談する(SNS含む)

障がいのある知人・友人

障がい者団体

基幹相談支援センター(あくせす根室)

学校の先生

相談する人(所)はない

その他

無回答

ｎ=466
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相談支援の充実についてみてみると、 

問１６ 相談支援体制について、どのようなことの充実を望みますか。（複数回答） 

「福祉の専門職を配置した相談窓口の充実」が29.2％、「身近な場所に開設される福祉なんでも相

談」が18.9％、「家族の悩みを受け止める家族相談員」が12.9％、「同じ障がいを持つ相談員によるカ

ウンセリング」が9.7％となっています。また、「特にない」が32.4％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ２ 相談支援などについてのまとめ 

 

障がいのある人が困ったときに、気軽に相談できるような支援体制が必要であると考えら

れます。また、地域のつながりを活かして、サービス提供者や事業者が情報を共有すること

などが重要と考えられます。 

 

  

29.2

18.9

12.9

9.7

7.9

6.4

2.1

32.4

16.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

福祉の専門職を配置した相談窓口の充実

身近な場所に開設される福祉なんでも相談

家族の悩みを受け止める家族相談員

同じ障がいを持つ相談員によるカウンセリング

休日や夜間の電話相談

就職や就職後の支援に関する専門的な相談

その他

特にない

無回答

ｎ=466
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テーマ３ 障がい福祉サービス利用向上等について 

介助者や、介助者が病気のときなどについてみてみると、 

問 12 ｰ 3 日常生活における、主な介助者はどなたですか。（複数回答） 

「配偶者（夫または妻）」が40.9％と最も多く、次いで「息子、娘（息子の妻、娘の夫も含む）」が

25.3％、「母親」が12.2％、「ホームヘルパー」が9.1％、「その他」が7.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 ｰ 4 介助している方が病気のときなど、あなたはどのようにしたいですか。 

「わからない」が20.5％と最も多く、次いで「介助や家事援助等を行なうホームヘルプサービスを利

用したい」が16.8％、「同居している他の家族に頼みたい」が14.8％、「同居していない家族や親せきに

頼みたい」が11.6％、「施設への短期入所（ショートステイ）を利用したい」が10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8

11.6

16.8

10.5

0.3

0.9

20.5

2.0

22.7

0% 10% 20% 30%

同居している他の家族に頼みたい

同居していない家族や親せきに頼みたい

介助や家事援助等を行なうホームヘルプサービスを利用したい

施設への短期入所(ショートステイ)を利用したい

知人・友人に頼みたい

ボランティアに頼みたい

わからない

その他

無回答

ｎ=352

40.9

25.3

12.2

9.1

6.3

5.1

4.0

2.0

0.3

7.7

15.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者(夫または妻)

息子、娘(息子の妻、娘の夫も含む)

母親

ホームヘルパー

父親

兄弟、姉妹

通所施設等の職員

その他の親せき

祖父、祖母

その他

無回答

ｎ=352
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障がい福祉サービスを利用しているかについてみてみると、 

問２４ あなたは障がい福祉サービスを利用していますか。 

「利用している」が30.5％、「利用していない」が59.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の利用したいサービスについてみてみると、 

問２８ あなたは次のサービスを今後利用したいと考えていますか。（複数回答） 

「居宅介護（ホームヘルプ）」、「生活介護」及び「施設入所支援」がそれぞれ9.2％、「短期入所（シ

ョートステイ）」が7.7％、「共同生活援助（グループホーム）」が5.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

9.2

9.2

7.7

5.6

5.4

4.9

3.6

3.6

3.2

3.2

3.0

2.6

2.1

1.9

1.9

1.9

1.5

0.6

0.4

61.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

居宅介護(ホームヘルプ)

生活介護

施設入所支援

短期入所(ショートステイ)

共同生活援助(グループホーム)

自立生活援助

自立訓練(機能訓練)

療養介護

就労継続支援(B型)

重度障害者等包括支援

自立訓練(生活訓練)

同行援護

計画相談支援

行動援護

重度訪問介護

地域相談支援(地域移行)

地域相談支援(地域定着)

就労継続支援(Ａ型)

就労移行支援

就労定着支援

無回答

ｎ=466

利用している

30.5%

利用していない

59.2%

無回答 10.3%

ｎ=466
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制度やサービスへの不満についてみてみると、 

問２９ 制度やサービス等を利用していて不満に思うことは何ですか。（複数回答） 

「サービス内容に関する情報が少ない」が5.4％、「身近なところでサービスを利用できない」及び「利

用回数・時間等に制限がある」が3.9％、「利用料が高い」が3.4％となっています。また、「その他」が

6.9％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ３ 障がい福祉サービス利用向上等についてのまとめ 

 

回答結果傾向から、介助者は主に配偶者や子どもなど親族が多くなっていますが、ヘルパ

ーや事業所職員と回答している方も一定数おり、一人暮らしや親族がいない方などが含まれ

ていることが想定されます。 

また、介助者がいる方も、病気等により支援ができなくなる場合には、ホームヘルプやシ

ョートステイの利用を希望しており、介助者の負担軽減のための各種サービスが必要である

と考えられます。 

本人への支援やサービスについては、個人の状況に応じたサービスが求められていること

から、相談支援を充実させながら、本人の希望に沿った支援・サービス提供が今後も重要だ

と考えられます。 

  

5.4

3.9

3.9

3.4

3.0

2.4

2.1

1.9

1.9

1.9

1.9

1.7

1.5

1.3

0.9

0.9

6.9

73.4

0% 20% 40% 60% 80%

サービス内容に関する情報が少ない

身近なところでサービスを利用できない

利用回数・時間等に制限がある

利用料が高い

相談や手続きに時間がかかり面倒くさい

サービス内容が障がい特性に合っていない

本人や家族の意向を尊重してもらえない

利用したい日・時間に利用できない

事業所等の担当者の知識や経験が不足している

プライバシー等の配慮に欠けている

障害支援区分の認定に疑問がある

他の利用者との相性を配慮してもらえない

急な変更に応じてもらえない

建物や設備が障がい特性に配慮されていない

事業所等の担当者の対応が良くない

事業所等の担当者がよく変わる

その他

無回答

ｎ=466



25 

障がい児福祉 アンケート結果概要 

○障がい児意識調査属性等 

18歳未満の障がいのある子どもや、発達に不安のある子どもなどの保護者141人に意識調

査を行い、61人（43.2％）から回答がありました。回答した保護者の内訳は下記のとおりです。 

全体 61
本人（この調査票が郵送
された宛名の方） 7
本人の家族（１８歳未満
の子どもの保護者含む） 54
家族以外の介助者 0

０～２歳 1

３～５歳 14

６～８歳 20

９～12歳 11

13～15歳 9

16～18歳 6

ある 39

ない 22

ある 0

ない 61

１級 3

２級 1

３級 1

４級 0

５級 0

６級 1

持っていない 54

A判定 6

B判定 19

持っていない 33

１級 0

２級 0

３級 0

持っていない 59

育成医療 3

精神通院医療 1

受けていない 56

受けている 1

受けていない 60

問１ お答えいただくのは、どなたですか。

問３ あなたの年齢をお答えください。

問５ 医師から発達障がい＊と診断されたり、その疑
いがあると診断されたことがありますか。

問１１ あなたは「自立支援医療費」の助成を受けて
いますか。受けている場合は、その種類をお答えく
ださい。

問１２ あなたは難病（特定疾患）＊の認定を受けて
いますか。

問６ 医師から高次脳機能障がい＊と診断されたり、
その疑いがあると診断されたことがありますか。

問８ あなたは「身体障害者手帳」を持っています
か。持っている場合は手帳に記載された級数をお答
えください。

問９ あなたは「療育手帳」を持っていますか。持っ
ている場合は、手帳に記載された種別をお答えくだ
さい。

問１０ あなたは「精神障害者保健福祉手帳」を持っ
ていますか。持っている場合は、手帳に記載された
級数をお答えください。

 

※ 各設問毎に無回答があるため、全体の数値と合計が合わない場合があります。 
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障がい児意識調査結果 

テーマ 1  障がい児等に重要と思われる施策やサービスは何か 

今後必要と思う、保育や教育についてみてみると、 

問４４ あなた(宛名のご本人)やご家族は、保育や教育について今後、どのようなこ

とが必要だと思いますか。（複数回答） 

「進路指導をしっかりしてほしい（自立して働けるような力をつけさせてほしい）」が39.3％と最も多く、

次いで「障がい特性に応じた配慮をしてほしい」が34.4％、「もっと周囲の児童・生徒、またはその保護

者に理解してほしい」が32.8％、「保育士や教職員の専門性を高めてほしい」が31.1％、「障がいのこと

がわかる保育や授業をしてほしい（ふやしてほしい）」が23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.3

34.4

32.8

31.1

23.0

16.4

14.8

14.8

13.1

11.5

14.8

1.6

11.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

進路指導をしっかりしてほしい(自立して働けるような力をつけさせてほしい)

障がい特性に応じた配慮をしてほしい

もっと周囲の児童・生徒、またはその保護者に理解してほしい

保育士や教職員の専門性を高めてほしい

障がいのことがわかる保育や授業をしてほしい(ふやしてほしい)

放課後や長期休暇中に利用できる福祉サービスをふやしてほしい

通所(園)や通学を便利にしてほしい

休日などに活動できる仲間や施設がほしい

障がいのない児童・生徒とのふれあいをしてほしい(ふやしてほしい)

障がいのある人が利用できる設備をふやしてほしい

特にない

その他

無回答

ｎ=61
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障がいのある子どもに特に重要なことについてみてみると、 

問４６ 障がいのある子どものために、特に重要だと思うものはなんですか。 

（複数回答） 

「発育・発達上の課題の早期発見・診断」が63.9％と最も多く、次いで「相談対応の充実」が41.0％、

「地域における療育・リハビリテーション体制」、「特別支援学校の設備・教育内容等の充実」及び「保護

者が介助・支援できない時の一時的な見守りや介助」がそれぞれ36.1％、「安心して遊べる機会や場

の確保」が34.4％、「小・中学校、高等学校での教育機会の拡充」が27．9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.9

41.0

36.1

36.1

36.1

34.4

27.9

23.0

18.0

14.8

13.1

13.1

8.2

6.6

3.3

1.6

4.9

0% 20% 40% 60% 80%

発育・発達上の課題の早期発見・診断

相談対応の充実

地域における療育・リハビリテーション体制

特別支援学校の設備・教育内容等の充実

保護者が介助・支援できない時の一時的な見守りや介助

安心して遊べる機会や場の確保

小・中学校、高等学校での教育機会の拡充

児童館や休日等の居場所づくり

保育所や幼稚園での受入体制の充実

通園施設の整備・教育内容等の充実

乳幼児検診の充実

地域社会と関わる機会や環境づくり

家庭訪問による相談・指導

通学・通園児の介助・付き添い

その他

わからない

無回答

ｎ=61
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自立した生活を送るために充実が必要なことについてみてみると、 

問４９ 障がいのある人が自立した生活を送るために、行政はどのようなことを充実

させるべきだとお考えですか。（複数回答） 

「障がいのある子ども一人ひとりの状況に応じた適切な指導・教育を進める」が55.7％と最も多く、次

いで「経済的支援を充実させる」及び「一般企業等で働くことが難しい障がい者の働く場、活動の場を

充実させる」が44.3％、「障がいのある人が外出しやすいまちづくりを進める」が36.1％、「日中活動の

場、居場所となる施設・サービスを充実させる」が31.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ１ 障がい児に重要と思われる施策やサービスは何かのまとめ 

 

発育・発達上の課題の早期発見・診断と相談対応の充実、住んでいる地域での就学や療育、

リハビリテーションを望んでいる傾向です。現在の施策や事業を継続するとともに、個人の

ニーズに合わせた支援の拡充が望まれていると考えられます。 

  

55.7

44.3

44.3

36.1

31.1

27.9

26.2

24.6

9.8

6.6

0.0

8.2

0% 20% 40% 60%

障がいのある子ども一人ひとりの状況に応じた適切な指導・教育を進める

経済的支援を充実させる

一般企業等で働くことが難しい障がい者の働く場、活動の場を充実させる

障がいのある人が外出しやすいまちづくりを進める

日中活動の場、居場所となる施設・サービスを充実させる

医療・リハビリテーション体制を充実させる

障がいのある人への理解を深めるための周知活動や福祉教育、交流を充実させる

グループホームなど生活の場を確保する

ホームヘルプサービスなど在宅サービスを充実させる

わからない

その他

無回答

ｎ=61
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テーマ２ 相談支援などについて 

障がい児の保護者の相談相手をみると、 

問３３ 保護者ご自身が困ったとき、悩んでいるときに「どなた」または「どちら」に

相談しますか。（複数回答） 

「ご自身の親・その他家族」が65.6％と最も多く、次いで「医療機関」が36.1％、「障がいのある子ども

をもつ知人・友人」が34.4％、「認定こども園やへき地保育園・学校の先生」が32.8％、「通所（利用）し

ている事業所」が29.5％となっています。 

 

 

  

65.6

36.1

34.4

32.8

29.5

26.2

26.2

21.3

13.1

11.5

6.6

4.9

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

3.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

ご自身の親・その他家族

医療機関

障がいのある子どもをもつ知人・友人

認定こども園やへき地保育園・学校の先生

通所(利用)している事業所

知人・友人

子ども発達支援センター

計画を作成する事業所の相談員(相談室るーぷ等)

保健センター

障がいのない子どもをもつ知人・友人

町役場

インターネットで相談(SNS含む)

地域の身体・知的障がい者相談員

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

障がい者団体

基幹相談支援センター(あくせす根室)

相談する人(所)はない

その他

無回答

ｎ=61
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相談支援の充実についてみてみると、 

問３６ 相談支援体制について、どのようなことの充実を望みますか。（複数回答） 

「子どもの療育・発達支援に関する専門的な相談」が54.1％と最も多く、次いで「就職や就職後の支

援に関する専門的な相談」が39.3％、「福祉の専門職を配置した相談窓口の充実」が24.6％、「家族

の悩みを受け止める家族相談員」が19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ２ 相談支援などについてのまとめ 

 

相談支援体制については、子どもの療育・発達に関する専門的な相談支援、就職や就職後

の支援について、保護者や介助者自身の悩みを相談できる体制が望まれています。 

保護者や介助者が困ったときに気軽に相談ができるよう、相談窓口の周知や、相談しやすい

環境づくりなどが必要であると考えられます。 

 

  

54.1

39.3

24.6

19.7

16.4

14.8

3.3

6.6

16.4

11.5

0% 20% 40% 60%

子どもの療育・発達支援に関する専門的な相談

就職や就職後の支援に関する専門的な相談

福祉の専門職を配置した相談窓口の充実

家族の悩みを受け止める家族相談員

同じ障がいを持つ相談員によるカウンセリング

身近な場所に開設される福祉なんでも相談

休日や夜間の電話相談

その他

特にない

無回答

ｎ=61
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テーマ３ 障がい児福祉サービス利用向上等について 

障がい児福祉サービスを利用しているかについてみてみると、 

問２７ お子さんは障がい福祉サービスを利用していますか。 

「利用している」が44.3％、「利用していない」が55.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の利用したいサービスについてみてみると、 

問３０ あなたは次のサービスを今後利用したいと考えていますか。（複数回答） 

「児童発達支援」が21.3％と最も多く、次いで「放課後等デイサービス」が19.7％、「障害児相談支

援」が9.8％、「行動援護」及び「地域相談支援（地域定着）」が6.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3

19.7

9.8

6.6

6.6

4.9

4.9

4.9

3.3

3.3

1.6

1.6

0.0

0.0

57.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

児童発達支援

放課後等デイサービス

障害児相談支援

行動援護

地域相談支援(地域定着)

同行援護

福祉型児童入所支援

地域相談支援(地域移行)

短期入所(ショートステイ)

医療型児童発達支援

居宅介護(ホームヘルプ)

保育所等訪問支援

重度障害者等包括支援

医療型児童入所支援

無回答

ｎ=61

利用している

44.3%
利用していない

55.7%

無回答 0.0%

ｎ=61
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制度やサービスへの不満についてみてみると、 

問３１ 制度やサービス等を利用していて不満に思うことは何ですか。（複数回答） 

「身近なところでサービスを利用できない」が18.0％と最も多く、次いで「サービス内容に関する情報

が少ない」及び「相談や手続きに時間がかかり面倒くさい」が13.1％、「利用回数・時間等に制限がある」

及び「利用料が高い」が8.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ３ 障がい児福祉サービス利用向上等についてのまとめ 

 

今後利用したいサービスとして、児童発達支援や放課後等デイサービスが多くなっていま

す。また、身近なところでのサービス利用や、サービス内容の情報提供、相談や手続きの利

便性向上が求められていると考えられます。 

本人への支援やサービスについては、個人の状況に応じたサービスを求められていること

から、相談支援を充実させながら、本人の希望に沿って、児童発達支援や放課後等デイサー

ビスなどの充実が今後も重要だと考えられます。 

 

 

 

 

 

18.0

13.1

13.1

8.2

8.2

4.9

4.9

3.3

3.3

1.6

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

6.6

47.5

0% 20% 40% 60%

身近なところでサービスを利用できない

サービス内容に関する情報が少ない

相談や手続きに時間がかかり面倒くさい

利用回数・時間等に制限がある

利用料が高い

サービス内容が障がい特性に合っていない

事業所等の担当者の知識や経験が不足している

利用したい日・時間に利用できない

他の利用者との相性を配慮してもらえない

本人や家族の意向を尊重してもらえない

プライバシー等の配慮に欠けている

障害支援区分の認定に疑問がある

急な変更に応じてもらえない

事業所等の担当者の対応が良くない

事業所等の担当者がよく変わる

建物や設備が障がい特性に配慮されていない

その他

無回答

ｎ=61



 

 

 

 

 

 

 

第３章 障がい福祉計画 
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第３章 障がい福祉計画 

１ 第６期障がい福祉計画の成果目標 

障がいのある人の自立を支援・推進する観点から、国の基本指針に沿って、令和５年度

における成果目標を設定します。 

 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

施設に入所している障がいのある人が、グループホームや一般住宅等に移行し、地域

生活を送ることができることを目指し、令和５年度における成果目標を設定します。 

 

【第５期計画期間の状況】 

第５期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると、福祉施設入所者の「地域生活移

行者数」は、令和２年度末目標４人に対し、令和元年度末時点での実績は2人であり、

達成率は50％となっています。また、福祉施設入所者の「削減数」も、令和元年度末

時点での実績は2人で、達成率は100％であり、施設入所者数は44人となっています。 

 

■福祉施設入所者の地域生活への移行 

項 目 
令和元年度末 令和 2 年度末 

備 考 
（実績値） （目標値） 

施設入所者 44 人 44 人  

地域生活移行 2 人 ４人 年度によって状況が異なる 

施設入所者削減数 2 人 ２人 年度によって状況が異なる 

 

【第６期計画の目標値】 

■国が示す基本的な考え方 

○令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行。 

○令和５年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点から 1.6％以上削減。 

 

■北海道の目標値 

○令和元年度末時点の施設入所者数の６％が地域生活へ移行。 

○令和５年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点から 1.6％以上削減。 
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【別海町の目標値】 

項  目 数値 考 え 方 

令和元年度末時点の 
入所者数（Ａ） 

44 人 令和元年度末時点の施設入所者数 

【目標値】 
令和５年度末の 

地域生活移行者数（Ｂ） 

３人 
施設入所から共同生活援助（グル
ープホームなど）へ移行した者の
数 

６.8１％ 移行割合（Ｂ/Ａ） 

【目標値】 
令和５年度末の 
削減見込（Ｃ） 

１人 施設入所者の削減見込数 

２.27％ 削減割合（Ｃ/Ａ） 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がいのある人が、地域の一員として安心して自分らしく暮らすことができる

よう、医療（精神科医療・一般医療）、障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、

地域の助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指すための目

標を設定します。 

 

【第５期計画の状況】 

本町では、別海町障がい者自立支援協議会を協議の場としています。また、根室圏域

では、北海道が実施する精神障がい者地域生活支援事業として設置される根室圏域地

域生活移行支援協議会において協議を行っており、本町も協議会の構成員として参画

しています。 

 

■障がい者の地域生活の支援 

項 目 
令和元年度末 令和 2 年度末 

備 考 
（実績値） （目標値） 

協議の場の設置 １か所 １か所 整備済み 

 

【第６期計画の目標値】 

■国が示す基本的な考え方 

○精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 316 日以上。

(都道府県が設定) 

○令和５年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（65歳以上、65歳未満）の

設定。(都道府県が設定) 

○令和５年度末までの精神病床における早期退院率（入院後３か⽉時点の退院率 69％以

上、入院後６か月時点の退院率 86％以上、入院後１年時点の退院率 92％以上）を設定。

（都道府県が設定） 

  



35 

■北海道の目標値 

○精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 316日以上。 

○令和５年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数 65歳以上 6､430人、65歳未満

3､140人と設定する。 

○令和５年度末までの精神病床における早期退院率（入院後３か月時点の退院率 69％以上、

入院後６か月時点の退院率 86％以上、入院後１年時点の退院率 92％以上）を設定する。 

○令和５年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場（各圏域／各市町村）の設置継続。 

 

【別海町の目標】 

別海町障がい者自立支援協議会において、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築のための協議を継続し、精神障がいのある人が、地域の一員として安心して自分

らしく暮らすことができるよう、根室圏域地域生活移行支援協議会と連携しながら、医療

（精神科医療・一般医療）、障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合

いが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築の推進に努めます。また、北海道の

施策とも連動しながら、地域包括ケアシステムの構築の推進に努めます。 

 

（３）障がい者の地域生活の支援 

障がいのある人が地域で安心感を持って暮らすことができるよう、親元からの自立

を希望する人を支援するための拠点整備を目指し、令和５年度における成果目標を設

定します。 

 

【第５期計画の状況】 

本町では、障がいのある人の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、根室圏域（根

室管内１市４町）で「地域生活支援拠点※」を平成３０年４月に整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「地域生活支援拠点」とは 

障がいのある人の高齢化・重度化や、「親亡き後」を見据え、次の機能を強化す

るため、「グループホームや障がい者支援施設に付加した拠点」、または「地域に

おける複数の機関が分担してそれらの機能を担う体制」により行うこととされて

おります。 

①相談（地域移行、親元からの自立等） 

②体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等） 

③緊急時の受け入れ・対応（短期入所の利便性・対応力向上等） 

④専門性（人材確保・育成、連携等） 

⑤地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等） 
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■障がい者の地域生活の支援 

項 目 
令和元年度末 令和２年度末 

備 考 
（実績値） （目標値） 

地域生活支援拠点数 １か所 １か所 圏域での整備済み 

 

【第６期計画の目標値】 

■国が示す基本的な考え方 

○地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点または面的な体制をいう。）について、令

和５年度末までに各市町村、または、各圏域に少なくとも１つを整備する。年１回

以上運用状況を検証、検討する。 

 

■北海道の目標値 

○令和５年度末までに各保健福祉圏域に１つ以上整備する。年１回以上運用状況を

検証及び検討する。 

 

【別海町の目標】 

根室圏域（根室管内１市４町）では、これまで根室圏域障がい者総合相談支援センタ

ー「あくせす根室」が広域的な相談支援を担ってきました。このセンターを「基幹相談

支援センター」と位置付け、障がいのある人などが住み慣れた地域で安心して暮らし

ていけるよう、様々な支援を切れ目なく提供する仕組みを構築するための地域生活支

援拠点として運用しています。「あくせす根室」やサービス提供事業所との連携をさら

に進め、地域移行支援体制の推進を図っていきます。 

また、運用状況の検証及び検討については、根室圏域（根室管内１市４町）の行政職

員で構成される「根室圏域障がい者総合相談支援センター設置連絡協議会」において、

年１回以上会議を行うよう努めます。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設の利用者の一般就労への移行を進めるため、令和５年度における成果目標

を設定します。 

 

【第５期計画期間の状況】 

本町の実情を踏まえた目標値の状況については、以下のとおりです。 

 

■福祉施設から一般就労への移行 

項 目 
令和元年度末 令和 2 年度末 

備 考 
（実績値） （目標値） 

一般就労移行者数 1 人 2 人 年度によって状況が異なる 

就労移行支援事業利

用者数 
3 人 5 人 年度によって状況が異なる 

就労移行支援事業所の

割合（就労移行率が3割

以上の事業所の割合） 

50％以上 50％以上 
第５期で目標値は終了 

（国指針） 

就労定着支援による

職場定着率（就労定着

支援開始1年後） 

0％ 80％以上 広域で検討 

 

【第６期計画の目標値】 

■国が示す基本的な考え方 

○福祉施設から一般就労への移行について、令和元年度の一般就労への移行実績の1.27

倍以上とする。 

○就労移行支援事業の利用者数について、令和５年度末における福祉施設の利用者を、

令和元年度から 1.3倍以上とする。 

○就労継続支援Ａ型について、令和元年度の一般就労への移行実績の 1.26 倍以上を目

指す。 

○就労継続支援Ｂ型について、令和元年度の一般就労への移行実績の 1.23 倍以上を目

指す。 

○就労移行支援事業等を通じて一般就労へ移行する者のうち、７割が就労定着支援事業

利用を基本とする。 

○就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とする。 

 

  



38 

■北海道の目標値 

○福祉施設から一般就労への移行について、令和元年度の一般就労への移行実績の1.27

倍以上とする。 

○就労移行支援事業の利用者数について、令和５年度末における福祉施設の利用者を、

令和元年度から 1.3倍以上とする。 

○就労継続支援Ａ型について、令和元年度の一般就労への移行実績の 1.26倍以上。 

○就労継続支援Ｂ型について、令和元年度の一般就労への移行実績の 1.23倍以上。 

○就労移行支援事業等を通じて一般就労へ移行する者のうち、７割が就労定着支援事業

を利用する。 

○就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上。 

 

【別海町の基準値】 

項  目 数値 考 え 方 

【基準値】 
福祉施設から一般就労への移行者（Ａ） 

1 人 
令和元年末において、福祉施設から
一般就労に移行した者の数 

【基準値】 
就労移行支援事業の利用者数（Ｂ） 

3 人 
令和元年末時点の就労移行支援事
業の利用者数 

【基準値】 
就労継続支援Ａ型の 

就労移行支援事業利用者数（Ｃ） 
３人 

令和元年末時点の就労継続支援Ａ
型 

【基準値】 
就労継続支援 B型の 

就労移行支援事業利用者数（D） 
－ 

令和元年末時点の就労継続支援B
型 

【別海町の目標値】 

項  目 目標数値 考 え 方 

【目標値】 
目標年度（令和５年度）の 
一般就労移行者数（E） 

2人 
令和５年度において、福祉施設から
一般就労に移行した者の数 

2割７分増 （A×1.27）以上 

【目標値】 
目標年度（令和５年度）の 

就労移行支援事業利用者数（F） 

4人 
令和５年度における就労移行支援
事業利用者数 

3割増 （Ｂ×1.3）以上 

【目標値】 
目標年度（令和５年度）の 

就労継続支援 A 型の事業利用者数（F） 

4人 
令和５年度における就労移行支援
A 型事業利用者数 

2割６分増 （C×1.26）以上 

【目標値】 
目標年度（令和５年度）の 

就労継続支援 B型の事業利用者数（F） 

０人 
令和５年度における就労移行支援
B 型事業利用者数 

2割３分増 （D×1.23）以上 

【目標値】 
目標年度（令和５年度）に 

一般就労した人の 
就労定着支援利用者の割合 

７割 

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、
就労継続支援B型、生活介護、自立
訓練サービスを経て一般就労をし
た人で就労定着支援利用者の割合 

【目標値】 
就労定着支援事業所の令和元年度以降 

毎年度就労移行後の就労定着率（8割以上） 
７割 

令和元年開始の就労定着支援後、１
年毎の就労定着率を把握し、その定
着率が８割以上の事業所の割合 
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（５）相談支援体制の充実・強化等 

第６期計画以降の相談支援体制を充実・強化をするため、国の基本指針に沿って、令

和５年度における目標を設定します。 

 

【第６期計画の目標値】 

■国が示す基本的な考え方 

○各市町村又は各圏域において、相談支援体制の充実・強化等に向けた取組みの実施体制

を確保する。 

○総合的・専門的な相談支援の実施。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。 

○地域の相談支援体制の強化。地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指

導助言と人材育成のために行う支援の実施、地域の相談支援機関との連携強化の取組み

の実施。 

 

■北海道の目標値 

○市町村、圏域において、相談支援体制の充実・強化に向けた取組みの実施体制を確保す

ることを基本とする。 

 

【別海町の目標】 

根室圏域（根室管内１市４町）では、これまで根室圏域障がい者総合相談支援センタ

ー「あくせす根室」が広域的な相談支援を担ってきました。このセンターを「基幹相談

支援センター※」と位置付け、より専門的で高度な人材をそろえた相談支援体制の構築

をし、相談支援の強化に努めます。 

 

※基幹相談支援センターが担う内容とは 

○障がい者に対する総合的・専門的な相談支援 

障がいの種別に応じた総合的な相談支援を行います。また対応が困難と判断されるケー

スにおいては、より専門的な相談支援を実施します。 

○地域移行・地域定着への取組み 

障害者支援施設や精神病院と連携し、障がい者の地域生活への移行に向けた支援（住居

の確保・新生活の準備等）を行います。また単身で生活する障がい者に対しては、夜間も

含む常時連絡体制の確保や、緊急時の対応などの支援を実施します。 

○地域の相談支援体制の強化と取組み 

相談支援事業者に対して専門的な指導や助言、人材育成のサポートなどを行います。ま

た地域内における関連機関の連携強化への取組みも行っています。 

○障がい者の虐待防止・権利擁護  

基幹相談支援センターは障害者虐待防止センターを兼ねることができ、家庭内または施設

内での障がい者虐待に関する相談窓口として機能しています。また障がいによって判断能

力が不十分な方に対しては、本人に代わって福祉サービスの利用契約や財産管理などを

行う成年後見支援制度の利用実施をサポートします。 

 

 

 



40 

指標 目標 考 え 方 

基幹相談支援センター設置の検討 共同設置 圏域での整備済み 

地域の相談支援事業者に対する訪問等に

よる専門的な指導・助言件数 

協議 
の検討 

圏域での検討 

地域の相談支援事業者の 

人材育成の支援件数 

協議 
の検討 

圏域での検討 

地域の相談機関との連携強化の 

取組みの実施回数 

協議 
の検討 

圏域での検討 

 

 

（６）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築 

都道府県及び市町村では、サービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構

築に向けての研修や自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすた

めの取組みや適正な運営を行っている事業所の把握を行います。 

第６期計画以降、北海道が進めるこれらの取組みに係る体制の構築に連動していく

ため、国の基本指針に沿って、令和５年度における目標を設定します。 

 

【第６期計画の目標値】 

■国が示す基本的な考え方 

○都道府県や市町村において、サービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構築 

１ 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修や都道府県が市町村職員に対し

て実施する研修の参加人数。（市町村） 

２ 障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業

所や関係自治体等と共有する体制の有無及びそれに基づく実施回数。（市町村） 

３ 都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業

者等に対する指導監査の適正な実施とその結果の関係自治体との共有する体制の有無

及びそれに基づく共有回数。（都道府県、政令市、中核市） 

 

■北海道の目標値 

○指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正

な実施とその結果の関係自治体との共有する体制の構築することを基本とする。 
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【別海町の目標】 

北海道が行う予定の研修参加促進を職員や事業所等へ促しながら、障がい福祉サー

ビス等及び通所支援等のサービスの質の向上に努めます。また、北海道が行う予定の

障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、町

内の事業所や関係自治体等と共有していきます。 

 

指標と目標年度 目標 考 え 方 

【令和５年度まで】 

北海道が実施する障害福祉サービス等に

係る研修への参加 

実施 
町内の事業所や関係自治体等と共

有していきます。 

【令和５年度まで】 

障害者自立支援審査支払等システム等での

審査結果を分析してその結果を活用する 

実施 
町内の事業所や関係自治体等と共

有していきます。 
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２ 障がい福祉サービス等の推進 

障がい福祉サービス等の必要量の見込み及び提供体制整備についての基本的な考え方

は以下のとおりです。 

 

（１）訪問系サービス 

自宅や外出先で介護や支援を受けるサービス等です。障がいのある人が地域で生活

していくために必要な訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

及び重度障がい者等包括支援）の提供体制の充実と質の向上を継続していきます。 

 

【サービスの内容】 

サービス名 サービス内容 支給基準 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

自宅で、入浴・排せつ・食事等の身体介護、洗濯・掃

除等の家事援助を行います。 

障害支援区分及び介

護者の有無等により

15～75時間／月 

重度訪問介護 
自宅で入浴・排せつ・食事等の介護、外出時におけ

る移動介護などを総合的に行います。 

区分4以上で介護者

の有無等により 

80～210時間／月 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難のある人に、

移動時や外出先で視覚的情報の支援（代筆・代読含

む）や移動の援護、排せつ・食事等の介護等を行い

ます。 

20時間/月 

行動援護 

知的障がいや精神障がいにより、行動上著しい困難

のある人に、行動する際に生じる可能性のある危険

を回避するための、必要な援護や外出時の移動介護

等を行います。 

区分3～6で介護者の

有無等により 

15～75時間／月 

重度障害者等

包括支援 

常に介護を必要とし、その介護必要性が高い方（意

思疎通に著しい困難があり、四肢の麻痺及び寝たき

りの状態、知的障がい、精神障がいにより、行動上著

しい困難のある人）に、対象者の心身の状態や介護

者の状況、居住の状況等を踏まえて作成された個別

支援計画に基づき、必要な障がい福祉サービス（居

宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、生活

介護、共同生活援助等）を包括的に提供します。 

区分6 

 

240～360時間 
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【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用時間ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

利用者数（人） 37 34 37 40 37 40 

利用時間 

（時間/月） 
430 332 430 268 430 356 

訪問系サービスでは、居宅介護の利用者が大半を占めています。また、同行援護に関

しては、令和２年現在5人が利用している状況であり、重度障害者等包括支援は、町内

には提供できる事業所がなく、町内外での利用者はいませんでした。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

利用者数（人） 40 41 43 

利用時間 

（時間/月） 
432 432 432 

第６期計画においては、町内の各事業所（居宅介護３事業所、重度訪問介護３事業所、

同行援護３事業所、行動援護１事業所）と連携しながらサービスの提供に努めます。 

 

 ※ サービス事業所等の詳細は、P73資料編【資料１】「障がい福祉サービス事業所等一覧 

表」をご参照ください。 
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（２）日中活動系サービス 

施設等に通所し、昼間の活動を支援するサービスを行います。地域生活を送る上で希

望に応じたサービス利用を保障するため、日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、療養介護）及び短期入所事業を充実させます。 

また、就労移行支援や就労定着支援等の推進により、障がいのある人の就労への希望

に沿った、地域での自立支援サポートに努めます。 

 

【サービスの内容】 

サービス名 サービス内容 支給基準 

生活介護 

常に介護を必要とする方に、地域や入所施設で安定し

た生活を営むことができるよう、福祉施設で食事や入

浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援、創作的活

動または生産活動等の機会を提供します。 

当該月の日数から８

日を控除した日数 

自立訓練 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定

期間、身体機能または生活能力の向上のために必要

な訓練を行います。 

就労移行支援 

就労を希望する方に、一般企業等への移行に向けて、

事業所内や企業における作業や実習、適性にあった

職場探し、就労後の職場定着のための支援等を行い

ます。 

就労継続支援

Ａ型 

（雇用型） 

一般の事業所で働くことが困難な方に、雇用契約に基

づき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他

の就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な

訓練、その他の必要な支援を行います。 

就労継続支援

Ｂ型 

（非雇用型） 

通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用               

契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の

機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

その他の必要な支援を行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した方

について、企業への就労が定着できるように、企業・自

宅等への訪問等によって課題状況を把握し、必要な連

絡調整や指導・助言などの支援を行います。 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関への長期

入院による医学的管理のもとに、食事や入浴、排せつ

等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。 

当該月の日数 

短期入所 

（ショートステイ） 

一時的な諸事情により自宅での生活が困難な方に、

障がい者支援施設やその他の施設で、短期間、入浴、

排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行いま

す。 

15日/月 
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① 生活介護 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

生活介護 
利用者数（人） 55 55 55 54 55 54 

利用量（人日/月） 1,210 1,072 1,210 988 1,210 1,118 

生活介護については、町内に１事業所（べつかい柏の実会）あります。利用者数は第

５期計画と同程度の利用者数となっています。 

 

【第６期計画の見込】 

 区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

生活介護 
利用者数（人） 53 53 53 

利用量（人日/月） 1,166 1,166 1,166 

第６期計画においては、利用者のニーズに対応できるよう事業所等との協議を継続

して行います。 

 

② 自立訓練 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分  単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

自立訓練（機能訓練） 
利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

宿泊型自立訓練 
利用者数（人） - 0 - 0 - 0 

利用量（人日/月） - 0 - 0 - 0 

自立訓練については、町内に事業所がなく、町内外での利用者は０人でした。 
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【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

自立訓練（機能訓練） 
利用者数（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
利用者数（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

宿泊型自立訓練 
利用者数（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

自立訓練については、町内に事業所がなく、町外での利用者もいないことから、町内

外での利用者は見込んでいません。 

 

③ 就労移行支援 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

就労移行支援 
利用者数（人） 5 6 5 3 5 3 

利用量（人日/月） 110 102 110 40 110 40 

就労移行支援については、町内の１事業所（べつかい柏の実会）で実施しています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分  単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

就労移行支援 
利用者数（人） 4 4 4 

利用量（人日/月） 100 100 100 

第６期計画においては、利用者のニーズに対応できるよう事業所等と連携し、実施し

ていきます。 
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④ 就労継続支援Ａ型 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成 30年度・令和元年度の実績は年度末、令和 2年度は 9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

就労継続支援（A 型） 
利用者数（人） 7 7 7 7 7 7 

利用量（人日/月） 140 133 140 151 140 115 

町内には、Ａ型（雇用型）の事業所が無く、実績については近隣の市町でサービスを

利用している数値となっています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

就労継続支援（Ａ型） 
利用者数（人） 7 7 7 

利用量（人日/月） 140 140 140 

第６期計画においては、制度の周知とともに、今後も近隣市町の事業所と連携し、実

施していきます。 

 

⑤ 就労継続支援Ｂ型 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成 30年度・令和元年度の実績は年度末、令和 2年度は 9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

就労継続支援（Ｂ型） 
利用者数（人） 54 56 56 50 58 52 

利用量（人日/月） 1,080 988 1,120 903 1,160 930 

町内のＢ型（非雇用型）２事業所（べつかい柏の実会、スワンの家）において支援し

ており、利用者にとって生活の場の拠点となっています。第５期計画では、ほぼ計画ど

おりの数値で推移しています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

就労継続支援（Ｂ型） 
利用者数（人） 54 56 58 

利用量（人日/月） 1,080 1,120 1,160 

第６期計画においては、今後も２事業所と連携し事業を継続していきます。 

  



48 

⑥ 就労定着支援 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、平成 30年度・令和元年度の実績は年度末、令和 2年度は 9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

就労定着支援 利用者数（人） 1 0 1 0 1 0 

平成30年度に新設されたサービスのため、第５期計画では１人と計画しましたが、

町内に事業所はなく、利用者は０人でした。 

 

【第６期計画の見込】 

区 分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

就労定着支援 利用者数（人） 1 1 1 

第６期計画においては、町内就労移行事業所（べつかい柏の実会）と連携し、開設に

関する情報収集に努めるなど、支援を継続していきます。 

 

⑦ 療養介護 

【第５期計画の実績】 

※平成 30年度・令和元年度の実績は年度末、令和 2年度は 9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

療養介護 利用者数（人） 7 7 7 7 7 7 

町内には事業所がなく、道内の事業所（病院に併設される重度心身障がい者病棟等）

を利用しています。第５期計画とほぼ同数値の実績となっています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

療養介護 利用者数（人） 7 7 7 

第６期計画においては、今後も道内の事業所と連携し、実施していきます。 
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⑧ 短期入所 

【第５期計画の実績】 

※利用者数の実績、平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末時点の実利用者数を参考に見込 

利用量の実績、平成30年度・令和元年度は年間延利用日数、令和2年度は9月末時点の延利用日数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

短期入所（福祉型） 
利用者数（人） 2 7 2 5 2 5 

利用量（人日/月） 5 10 5 7 5 32 

現在、町内の１事業所（べつかい柏の実会）で提供しています。令和２年度は、特別

な事情により長期間短期入所を利用した人がいたため、利用量が多くなっています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

短期入所（福祉型） 
利用者数（人） 7 7 7 

利用量（人日/月） 10 10 10 

第６期計画においては、利用者のニーズに対応できるよう事業所等と協議を行いな

がら、実施していきます。 
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（３）居住系サービス 

入所施設等の住まいの場におけるサービスを行います。施設入所や精神科病院入院

から地域生活への移行を希望する障がいのある人に対し、地域移行に必要なサービス

を提供するとともに、地域における居住の場としてのグループホームの充実を図り、

地域生活への移行を推進します。 

 

【サービスの内容】 

サービス名 サービス内容 支給基準 

自立生活援助 

障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた

障がいのある人が地域で一人暮らしをする場合、定期

的な巡回訪問や電話・メール等によって生活状況を確認

し、必要な助言や医療機関との連絡調整を行います。 

当該月の日数 共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、

排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行い

ます。また、日中活動で利用する事業所等の関係機関と

の連絡・調整などを行います。 

施設入所支援 

夜間に介護が必要な人、通所が困難な自立訓練、就労

移行支援の利用者に対し、夜間における入浴、排せつ

等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。 

 

① 自立生活援助 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、平成 30年度・令和元年度の実績は年度末、令和 2年度は 9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

自立生活援助 利用者数（人） 1 0 1 0 1 0 

平成30年度に新設されたサービスのため、第５期計画では１人と計画しましたが、

町内に事業所はなく利用者は０人でした。また、利用希望者はいませんでした。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

自立生活援助 利用者数（人） 1 1 1 

 

（うち精神障がいのある

人における自立生活援

助対象見込み） 

利用者数（人） 1 1 1 

第６期計画において、自立生活援助は、障がい者支援施設やグループホーム等から一

人暮らしへの移行を希望する知的障がいや精神障がいのある人などについて、本人の

意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や

随時の対応により、障がいのある人の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミ

ングで適切な支援を行うサービスです。利用者のニーズや希望に沿った対応ができる

よう事業所等との連携を継続していきます。  
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② 共同生活援助 

【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

共同生活援助 利用者数（人） 41 46 41 40 41 42 

町内に４事業所（べつかい柏の実会）があり、第５期計画と同程度の利用者数となっ

ています。 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

共同生活援助 利用者数（人） 44 44 44 

第６期計画においては、国の指針で示されている施設入所者からの地域生活の移行

や地域生活支援拠点を整備することを勘案し、グループホームの整備に努めます。 

 

③ 施設入所支援 

【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

施設入所支援 利用者数（人） 46 47 45 44 44 44 

町内に１事業所（べつかい柏の実会）があり、町内外からニーズは高い状況となって

います。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

施設入所支援 利用者数（人） 44 44 44 

国の指針では、施設入所者数を減らしグループホームや在宅での地域生活移行を推進し

ていますが、一方で、施設入所の支援を受けなければ生活できない利用者もいることから、

利用者の実情に沿ったサービスを継続しながら、事業継続を図っていきます。 
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（４）相談支援 

障がいのある人が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために、障が

い福祉サービス等の適切な利用を支える相談支援体制を構築します。 

 

【サービスの内容】 

サービス名 サービス内容 

計画相談支援 

福祉サービスなどを利用する障がいのある人の心身の状況、その

置かれている環境等を勘案し、「サービス等利用計画（案）」を作成

します。また、支給決定が行われた後に関係者との連絡調整を行

い「サービス等利用計画」を作成します。 

地域移行支援 

施設入所中または精神病院入院中の障がいのある人に、住居の

確保をはじめ、対象者が地域における生活に移行するための活動

に関する相談、その他の便宜の供与を行います。 

地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がいのある人に、当該障がいの

ある人との常時の連絡体制を確保し、障がい特性に起因して生じ

た緊急事態等の際の相談、その他の便宜の供与を行います。 

 

① 計画相談支援 

【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末までの実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

計画相談支援 実利用者数（人） 160 156 160 155 160 155 

別海町を対象としている相談支援事業所は根室管内に２事業所（相談室るーぷ、あく

せす根室）があり、計画相談支援を実施しています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

計画相談支援 実利用者数（人） 160 160 160 

第６期計画においては、気軽に相談できるよう相談場所や連絡先等の周知を継続し、

体制の強化に努めます。また、障がい福祉サービスを利用する際にサービス等利用計

画の作成が必須になったことに伴い、相談支援事業者と連携を図り、適切な利用計画

が提供できるよう、相談支援体制の充実に努めます。 
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② 地域移行支援・地域定着支援 

【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末までの実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

地域移行支援 実利用者数（人） 1 0 1 0 1 0 

地域定着支援 実利用者数（人） 1 1 1 0 1 0 

別海町を対象とする相談支援事業所は１事業所（あくせす根室）があり、第５期計画

実績では利用希望者が少ない状況となっています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

地域移行支援 実利用者数（人） 1 1 1 

 
（うち精神障がいのある

人の見込み） 
実利用者数（人） 1 1 1 

地域定着支援 実利用者数（人） 1 1 1 

 
（うち精神障がいのある

人の見込み） 
実利用者数（人） 1 1 1 

第６期計画においては、このサービスと関連のあるグループホームの整備や一般就

労、就労継続支援（Ａ型）及び就労継続支援（Ｂ型）などとの連携体制を強化し、障が

いのある人の希望に沿った地域生活が送れるように努めます。 
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３ 地域生活支援事業の推進 

地域生活支援事業は、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、地域

の特性や利用者に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施するものです。 

本町では、理解促進研修・啓発事業をはじめとする１３の事業の実施又は検討する計

画とします。 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

障がいのある人が日常生活及び社会生活をする上で生じる「社会的障壁」を無くすた

め、地域の住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会やイベ

ントの開催、啓発活動などを行います。 

 

【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 無 有 有（予定） 

平成30年度は、地域住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるため、「発

達障がい」についての講演会を開催しています。令和元年度は、映画上映会を予定して

いましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 

第６期計画においては、継続して地域住民に対し広く周知し、障がいについての理解

促進に努めます。 
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（２）自発的活動支援事業 

障がいのある人、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動を支援し

ます。 

 

【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

自発的活動支援事業 実施の有無 無 無 有 無 有 無 

第５期計画期間中に検討し実施に向けた準備に努めました。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 

第６期計画においては、事業実施に向けて取り組みます。 

 

（３）相談支援事業 

① 障害者相談支援事業 

障がいのある人や障がいのある子どもの保護者、介護者などからの相談に応じ、必要

な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行います。ま

た、虐待の防止及びその早期発見のため、関係機関との連絡調整、障がいのある人等の

権利擁護のために必要な援助を行います。 

 

【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

障害者相談支援事業 実施箇所数 1 1 1 3 1 3 

本町では、役場相談窓口の担当として、専門職（社会福祉士等）やピアカウンセラー

を配置し対応しています。また、障がい者自立支援協議会を年１～２回開催し、地域課

題の把握等に取り組んでいます。さらに、社会福祉法人２か所（べつかい柏の実会、北

海道社会福祉事業団）に相談支援事業を委託し相談支援の窓口を広げ、利用者に沿っ

た相談支援に努めています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

障害者相談支援事業 実施箇所数 3 3 3 

第６期計画においては、今後も継続して事業の実施に努めます。 
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② 基幹相談支援センター等機能強化事業 

相談支援事業が適切かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必

要と認められる能力を有する専門的職員を配置することにより、相談支援機能の強化を図

り、困難な事例等に対応します。 

 
【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

基幹相談支援センター等
機能強化事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

相談支援事業所等（相談室るーぷ、あくせす根室）に、社会福祉士、精神保健福祉士

等の専門的職員を配置し、専門的な相談や困難事例への対応を行っています。 

 
【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

基幹相談支援センター等
機能強化事業 

実施の有無 有 有 有 

第６期計画においては、今後も継続して事業の実施に努めます。 

 

③ 住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由によ

り入居が困難な障がいのある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うととも

に、家主等への相談・助言を通じて障がいのある人の地域生活を支援します。 

 

【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 無 

町内での住宅入居等支援事業は実施していませんが、障害者相談支援事業の中で、関

係機関や生活困窮者自立支援法に基づく「なかしべつ生活サポートセンターよりそい」

と連携し対応しています。 

 
【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 

第６期計画においては、今後も「なかしべつ生活サポートセンターよりそい」との連

携により対応していきます。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

障がい福祉サービスを利用している、又は利用しようとする知的障がいのある方と

精神障がいのある方に対して、成年後見制度の利用について必要となる経費のすべて

又は一部について補助を行います。 

 
【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末までの実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

成年後見制度 

利用支援事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

実利用者数（人） 3 0 3 0 3 0 

第５期計画中、本町では認知症高齢者と併せて事業を実施していますが、利用者はあ

りませんでした。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

成年後見制度 

利用支援事業 

実施の有無 有 有 有 

実利用者数（人） 3 3 3 

第６期計画においては、成年後見制度の必要性が高まることが見込まれるため、地域

で暮らす障がいのある人の権利擁護が図れるよう成年後見制度普及啓発活動とともに、

対応をしていきます。
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（５）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定

的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 

【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

成年後見制度 
法人後見支援事業 

実施の有無 無 無 無 無 無 無 

第５期計画では、別海町社会福祉協議会が自主的に法人後見活動を実施しており、本

事業の実施はありませんでした。 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

成年後見制度 
法人後見支援事業 

実施の有無 無 無 無 

第６期計画においては、今後、法人後見の実施を予定している団体等からの要望や、

市民後見人の養成等の動向をみながら必要に応じて事業実施を検討します。 

（６）意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障

がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、必要に応じて手話通訳者、要約

筆記者の派遣等を行います。【町基準（利用限度）：年間53時間以内】 

 

【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末までの実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

手話通訳者派遣事業 実利用者数（人） 1 1 1 1 1 1 

手話通訳者設置事業 実設置数 0 0 0 0 0 0 

第５期計画中、「北海道ろうあ連盟」に手話通訳者等の派遣を委託し事業を実施してい

ます。要約筆記者については、派遣を担える団体もないため、実施は困難な状況です。 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

手話通訳者派遣事業 実利用者数（人） 1 1 1 

手話通訳者設置事業 実設置数 0 0 0 

第６期計画においては、今後も手話を一つの「言語」ととらえ、日常生活を送る上で

意思疎通の円滑化が図れるよう、「北海道ろうあ連盟」に手話通訳者等の派遣を委託し

事業を実施していきます。また、要約筆記者については、要望に対応できる体制整備が

できるように努め、北海道への要望も出していきます。  
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（７）日常生活用具給付等事業 

重度の障がいのある人や子どもを対象に、当該用具を必要とする方に対し、日常生活

上の便宜を図るための用具を給付又は貸与します。 

 

【第５期計画の実績】 
※平成30年度・令和元年度は年間利用件数、令和2年度は9月末までの利用件数を参考に見込 

排泄管理支援用具の令和２年度は年間見込み件数 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

介護・訓練支援用具 

用具例）  特殊寝台、特殊マット、

訓練用ベッドなど 

件数 1 0 1 0 1 1 

自立生活支援用具 

用具例）  歩行支援用具（歩行器

等）など 

件数 1 4 1 2 1 1 

在宅療養等支援用具 

用具例）  電気式たん吸引器、盲

人用音声体温計など 

件数 2 7 2 1 2 1 

情報・意志疎通支援用具 

用具例）  人工咽頭、ワンセグラ

ジオ、点字器など 

件数 1 3 1 2 1 2 

排泄管理支援用具 

用具例）  ストマ装具（蓄便袋、蓄

尿袋、紙おむつ）など 

件数 544 470 568 447 592 511 

居宅生活動作補助用具 

用具例）  住宅改修など 
件数 1 0 1 0 1 0 

第５期計画中、蓄便袋や蓄尿袋、おむつ購入に対して給付を行う排泄管理支援用具の

利用は若干の減少傾向がみられます。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

介護・訓練支援用具 件数 1 1 1 

自立生活支援用具 件数 1 1 1 

在宅療養等支援用具 件数 2 2 2 

情報・意志疎通支援用具 件数 1 1 1 

排泄管理支援用具 件数 500 500 500 

居宅生活動作補助用具 件数 1 1 1 

第６期計画において、排泄管理支援用具については、利用者は横ばいと見込み、その

他の用具については、おおむね前期計画と同数値を見込みとします。今後も利用者の

ニーズの把握に努め、事業の充実を継続していきます。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい等のある方との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待

される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員養成研修を行います。 

 
【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

手話奉仕員養成研修事業 登録者数（人） 1 0 1 0 2 0 

第５期計画中、意思疎通支援事業による手話通訳者等の派遣を行っているため、事業

の実施はありませんでした。 

 
【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

手話奉仕員養成研修事業 登録者数（人） 0 3  5 

第６期計画においては、今後、手話通訳の利用の増加等により、意思疎通支援事業の

みでの対応が困難となることが想定されるため、近隣市町との合同開催について検討

し、事業の実施に努めていきます。 

 

（９）移動支援事業 

外出時に支援が必要と認めた障がいのある人や、障がいのある子どもを対象に、円滑

に外出することができるよう移動支援を実施し、地域における自立した生活や余暇活

動などへの社会参加を促進します。【町基準（利用限度）：月20時間以内】 

 

【第５期計画の実績】 
※支給決定者数の平成30年度・令和元年度は年間実績、令和2年度は9月末までの実績数値を参考に見込 

延べ利用時間の平成30年度・令和元年度は年間実績、令和2年度は年間見込み数値 

区分  単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

移動支援事業 
支給決定者数（人） 46 53 46 30 46 30 

延べ利用時間 1,600 1006 1,600 844 1,600 806 

第５期計画中、利用者数、延べ利用時間ともに若干減少傾向で推移しています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分  単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

移動支援事業 
実利用者数（人） 40 40 40 

延べ利用時間 900 900 900 

第６期計画においては、利用者のニーズや事業者の実態把握に努め、個人で利用する

個別支援型、複数人で利用できるグループ支援型の取組みを継続し、状況に応じた事

業の実施ができるよう努めます。  
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（10）地域活動支援センター事業 

障がいのある人に対し、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等

を行います。【町基準（利用限度）：週５日以内】 

 
【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度の実利用者数は年度末、令和2年度は9月末数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

地域活動支援センター 
事業 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用者数（人） 22 22 22 24 22 20 

町内のNPO法人（スワンの家）に委託し実施しています。障がいによって閉じこも

りがちになっている方や、日中の居場所がない方等に気軽に通ってもらうことで、外

出や他者とのコミュニケーションをとる機会となり、社会参加や地域交流の促進につ

ながる重要な事業となっています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

地域活動支援センター 
事業 

実施箇所数 1 1 1 

実利用者数（人） 23 23 23 

第６期計画においては、利用者のニーズや事業者の利用実態把握に努め、状況に応じ

た事業の実施ができるよう継続していきます。 
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（11）日中一時支援事業 

在宅の障がいのある人等を日常的に介護する家族等の一時的な負担軽減を図るため、

日中において、障がいのある人等に活動の場を提供し、介護や見守り等の必要な支援

を行います。【町基準（利用限度）：月53時間以内】 

 
【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末までの実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

日中一時支援事業 
実施箇所数 1 2 1 2 1 2 

実利用者数（人） 1 1 1 1 1 １ 

町内の2事業所（べつかい柏の実会、ヒューマンハーバー別海）に委託して、実施し

ています。 

 
【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

日中一時支援事業 
実施箇所数 2 2 2 

実利用者数（人） 3 3 3 

第６期計画においては、利用者のニーズや事業者の利用実態把握に努め、状況に応じ

た事業の実施ができるよう努めていきます。 

（12）生活サポート事業 

障がいのある人等に対し、日常生活に関する支援、家事に対する援助などを行わなけ

れば、本人の生活に支障をきたすおそれがある場合に、ホームヘルパーなどを居宅に

派遣し、必要な支援を行います。【町基準（利用限度）：週2回、1回1時間以内】 

 
【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末までの実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

生活サポート事業 
実施箇所数 3 3 3 3 3 3 

実利用者数（人） 2 0 2 2 2 0 

障害支援区分認定を受けていない人の日常生活をサポートする事業で、平成30年度

と令和２年度は０人、令和元年度は２人が利用しています。 

 
【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

生活サポート事業 
実施箇所数 3 3 3 

実利用者数（人） 2 2 2 

第６期計画においては、今後も状況に応じたサービスを提供していきます。  
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（13）訪問入浴サービス事業 

在宅の重度の身体障がいのある人等で、自力または家族等の介助だけでは入浴が困

難な方に対し、自宅に訪問し入浴のサービスを行います。【町基準（利用限度）：週2回、

以内】 

 

【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末までの実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成30年度 令和元年度 令和2年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

訪問入浴サービス事業 
実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用者数（人） 2 2 2 1 2 1 

町内１事業所（別海町社会福祉協議会）に委託し、平成30年度から令和2年度まで

各年1～2人が利用しています。 

 
【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

訪問入浴サービス事業 
実施箇所数 1 1 1 

実利用者数（人） 2 2 2 

第６期計画においては、今後も利用者のニーズや事業者での利用実態把握に努め、状

況に応じた事業の実施ができるよう努めます。 
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第４章 障がい児福祉計画 

1 第２期障がい児福祉計画の成果目標 

障がいのある子どもへの支援の強化を進めるため、国の基本指針に沿って、令和５年

度における成果目標を設定します。 

 

【第５期計画期間の進捗状況】 

本町では、医療的ケア児支援の協議の場を、別海町障がい者自立支援協議会としてい

ます。また、北海道では北海道障がい者条例に基づく「根室圏域障がい者が暮らしやすい

地域づくり委員会」において協議を行っています。 

その他、本町の実情を踏まえた目標値の状況については、以下のとおりです。 

 

■障がい児支援の提供体制の整備等 

項 目 
令和元年度末 令和 2 年度末 

備 考 
（実績値） （目標値） 

児童発達支援センター
の設置 

未設置 １か所 根室圏域での設置も可能。 

保育所等訪問支援の体
制構築 

未構築 構築 根室圏域での設置も可能。 

児童発達支援事業所 
（重症心身障害児） 

１か所 １か所 
設置済み（設置事業所で重症

心身障害児の受入れ可） 

放課後等デイサービス
事業所 
（重症心身障害児） 

１か所 １か所 
設置済み（設置事業所で重症

心身障害児の受入れ可） 

医療的ケア児支援の協
議の場 

設置 設置 整備済み 

 

【第６期計画の目標値】 

■国が示す基本的な考え方 
○児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置。 

○地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、すべての市町村において、

保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

○令和５年度末までに、各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校（聴

覚障害）等の連携強化を図るなど、難聴児支援のための中核機能を果たす体制を確保。

（都道府県） 

○主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所を各市町村に少なくとも１か所以上確保。 

○令和５年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、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けるとともに医療的ケア児

等コーディネーターを配置する。 
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■北海道の目標値 
○児童発達支援センターを利用できる体制を市町村または圏域に１か所以上整備。 

○すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を圏域に１か所以上整

備。 

○令和５年度末までに児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障害）等の連携強化を

図るなど、難聴児支援のための中核機能を果たす体制の確保する。 

○主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスを利用

できる体制を各圏域または各市町村に１か所以上整備。 

○令和５年度までに医療的ケア児支援の関係機関の協議の場を各圏域及び各市町村に設

置とともに、医療的ケア児等コーディネーターを配置する。 

 

【別海町の目標値】 

指標と目標年度 数値目標 考 え 方 

【令和５年度まで】 
児童発達支援センターの設置 

１か所 
北海道の計画とともに、市町村単独
での設置が困難な場合には、根室圏
域での設置を検討する。 

【令和５年度まで】 
保育所等訪問支援の体制構築 

構築 

北海道の計画とともに、釧路・根室圏
域に設置された児童発達支援センタ
ーが保育所等訪問支援を実施するこ
とを検討する。 

【令和５年度まで】 
児童発達支援事業所（重症心身障害児） 

１か所 
設置済み（設置事業所で重症心身障害
児の受入れ可） 

【令和５年度までに】 
放課後等デイサービス事業所 

（重症心身障害児） 
２か所 

設置済み（設置事業所で重症心身障害
児の受入れ可） 

【令和５年度まで】 
医療的ケア児支援の協議の場 

設置 整備済み 

【令和５年度まで】 
医療的ケア児等コーディネーターの配置数 

１人 
北海道の計画とともに、釧路・根室圏
域での配置も含め検討する。 

 

  



67 

2 障がい児支援の推進 

障がいのある子どもとその保護者に対しては、乳幼児期から学校卒業まで効果的な支

援を身近な場所で提供する体制を確保することが重要です。「第６期北海道障がい福祉計

画」との連動や「別海町子ども・子育て支援事業計画」と調和を保ちながら、障がいのあ

る子どもに対する居宅介護や短期入所等の障がい福祉サービス、児童福祉法に基づく障

害児通所支援等の専門的な支援を確保していきます。 

 

（１）障害児通所支援 

【サービスの内容】 

サービス名 サービス内容 支給基準 

児童発達支援 
就学前の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指

導、集団生活への適応訓練等を行います。 

当該月の日数

から８日を控除

した日数 

医療型児童発達

支援 

上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対し、

日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練等の他、治療を行います。 

放課後等デイ

サービス 

就学している児童に対し、授業の終了後または休業日に児童発

達支援センター等の施設において、生活能力の向上のために

必要な訓練、社会交流の訓練、社会交流の機会を提供します。 

居宅訪問型児

童発達支援 

障がいのある子ども等の居宅を訪問し、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

保育所等訪問

支援 

保育所その他の児童が集団生活を営む施設を訪問し、保育

所等に通う障がいのある子ども等に、集団生活への適応の

ための専門的な支援等を行います。 
 

① 児童発達支援（児童発達支援センター以外） 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

児童発達支援（児童発

達支援センター以外） 

利用者数（人） 40 54 40 38 40 45 

利用量（人日/月） 100 122 100 107 100 87 

本町では、児童発達支援事業所１か所（別海町）で実施しており、利用者が若干増加

傾向にあります。 

【第６期計画の見込】  

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

児童発達支援（児童発

達支援センター以外） 

利用者数（人） 46 46 46 

利用量（人日/月） 115 115 115 

第６期計画においては、利用者のニーズに対応できるよう事業所等と連携し、実施し

ていきます。  
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② 医療型児童発達支援 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

医療型児童発達支援 
利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

町内には事業所がなく、第５期計画では、利用者はありませでした。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

医療型児童発達支援 
利用者数（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

第６期計画では、現時点では対応可能な事業所がないため、北海道の整備計画に合わ

せながら、今後も利用者のニーズの把握及び対応できる体制整備に努めます。 

 

③ 放課後等デイサービス 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

放課後等デイサービス 
利用者数（人） 20 25 20 26 20 25 

利用量（人日/月） 230 181 230 107 230 236 

放課後等デイサービス事業所２か所（別海町、ヒューマンハーバー別海）で実施して

います。利用者は増加傾向にあります。 

 
【第６期計画の見込】  

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

放課後等デイサービス 
利用者数（人） 26 26 26 

利用量（人日/月） 230 230 230 

第６期計画においては、利用者のニーズに対応できるよう事業所等と連携し、実施し

ていきます。 
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④ 居宅訪問型児童発達支援 

【第５期計画の実績】 

※利用者数、利用量ともに、平成30年度・令和元年度の実績は年度末、令和2年度は9月末の数値を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

居宅訪問型児童発達支援 
利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

平成30年度に新設されたサービスのため、第５期計画では見込んでいません。町内

に事業所はなく、利用者は０人でした。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

居宅訪問型児童発達支援 
利用者数（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

第６期計画では、現時点では対応可能な事業所がないため、北海道の整備計画に合わ

せながら、今後も利用者のニーズの把握及び対応できる体制整備に努めます。 

 

⑤ 保育所等訪問支援 

【第５期計画の実績】 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

保育所等訪問支援 
利用者数（人） 0 0 0 0 1 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 10 0 

町内に事業所はなく、第５期計画においては、実績がありませんでした。 

 

【第６期計画の見込】 

区分  単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

保育所等訪問支援 
利用者数（人） 0 0 1 

利用量（人日/月） 0 0 10 

第６期計画では、北海道の整備計画に合わせながら、保育所等訪問支援を実施するこ

とを検討し、体制整備に努めます。 
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（２）障害児相談支援 
 

【サービスの内容】 

サービス名 サービス内容 

障害児相談支援 

障がいのある子どもの心身の状況、その置かれている環境、当該障が

いのある子どもまたはその保護者の障害児通所支援の利用に関する意

向等を勘案し、「障害児支援利用計画案」を作成し、通所給付決定が行

われた後に関係者との連絡調整等を行うとともに、「障害児支援利用計

画」を作成します。 

 

① 障害児相談支援 

【第５期計画の実績】 

※平成30年度・令和元年度は年間実利用者数、令和2年度は9月末時点の実利用者数を参考に見込 

区分 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

障害児相談支援 実利用者数（人） 60 79 60 64 60 65 

別海町を対象としている障害児相談支援事業所は根室管内に２事業所（相談室るー

ぷ、あくせす根室）があり、障害児相談支援を実施しています。 

 

【第６期計画の見込】 

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

障害児相談支援 実利用者数（人） 72 72 72 

第６期計画においては、利用者のニーズに対応できるよう事業所等と連携し、実施し

ていきます。 

  



 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進に向けて 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 



71 

第５章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 

本計画の確実な推進を図るために、北海道や関係行政機関、社会福祉法人、町内外の

様々な関係施設等が、それぞれの役割を担い、相互に協力しあえるよう、有機的な連携体

制づくりを目指します。 

また、障がいのある人が身近に役立つような情報を得られるよう、様々な支援や啓発

活動を実施するボランティアや障がい者団体との情報交換やこれらの団体の協力を求め

ながら、計画推進を図ります。 

 

２ 人材の確保・質の向上 

（１）専門職員の確保 

障がいのある人が安心して生活を営むことができるよう、各種サービスの充実を図

るためには、施設や制度の整備だけではなく、専門職の確保が重要となります。町にお

ける人材の確保、職員への研修参加促進の他、事業所においても人材の確保や資質向

上が図られるよう情報交換、協力及び支援を行う等、連携して取り組んでいきます。 

 

（２）職員等の資質向上 

複雑・多様化しつつあるニーズに対し、柔軟に対応できる庁内体制を整備するため、

各種研修の充実、ボランティア体験の実施等を通じ、行政職員の障がいのある人への

理解と人権意識・福祉意識の向上に努めます。 

 

（３）多様な人材の確保・養成及びサービスの質の向上について 

サービスの利用相談や相談支援専門員、サービス管理責任者などの専門性をもった

人材の養成については、北海道で計画されている施策と連動して、サービスの提供に

直接必要な人材の確保・養成に努めます。 

また、適切で良質なサービス提供に努められるよう、北海道での研修参加促進を職員

や事業所等へ促しながら、さらに、請求の過誤を無くすための取組みや適正な運営を

行っている事業所の把握もしながら、障がい福祉サービス等及び通所支援等のサービ

スの質の向上に努めます。 
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３ 計画の進行管理 

本計画を推進するにあたっての問題点の協議、及び毎年度の事業実績等を基に、障が

い福祉サービス見込量の達成状況や地域生活支援事業等の実施状況の点検・評価をＰＤ

ＣＡのサイクルの考え方に基づき管理します。 
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国の基本指針に即して、成果目標及び活動指標を設

定するとともに、障がい福祉サービスの見込み量の
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実行 計画の内容を踏まえ、事業を実施します。 

評価 

成果目標及び活動指標については、少なくとも１年

に１回その実績を把握し、障がい者施策や関連施策

の動向も踏まえながら、計画の中間評価として分

析・評価を行います。 
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中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認められ
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【資料１】障がい福祉サービス事業所等一覧表 

障がい福祉サービス等提供事業所は、以下の表のとおりです。 

 

■サービス事業所等一覧 （令和３年３月現在） 

サ ー ビ ス の 種 類 

  事   業   所   名 住    所 

○障がい福祉サービス 

居宅介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護 

社会福祉法人別海町社会福祉協議会 介護サポートセンターほほえみ 別海西本町 36番地 

道東あさひ農業共同組合 ＪＡ道東あさひ介護事業所 西春別駅前曙町 9番地の 3 

別海厚生企業組合 ホームヘルプステーションすずらん 別海鶴舞町 6番地の 45 

同行援護 

社会福祉法人別海町社会福祉協議会 介護サポートセンターほほえみ 別海西本町 36番地 

道東あさひ農業共同組合 ＪＡ道東あさひ介護事業所 西春別駅前曙町 9番地の 3 

別海厚生企業組合 ホームヘルプステーションすずらん 別海鶴舞町 6番地の 45 

行動援護 

道東あさひ農業共同組合 ＪＡ道東あさひ介護事業所 西春別駅前曙町 9番地の 3 

短期入所（ショートステイ） 

社会福祉法人べつかい柏の実会 短期入所柏の実学園 別海 97番地の 9 

生活介護 

社会福祉法人べつかい柏の実会 生活支援事業所ライフサポートかしのみ 別海 97番地の 9 

施設入所支援 

社会福祉法人べつかい柏の実会 障害者支援施設柏の実学園 別海 97番地の 9 

就労移行支援 

社会福祉法人べつかい柏の実会 就労支援センターワークス・オーク 別海 97番地の 9 

就労継続支援 B型 

特定非営利活動法人スワンの家 スワン工房 別海常盤町 292番地の 10 

社会福祉法人べつかい柏の実会 就労支援センターワークス・オーク 別海 97番地の 9 

共同生活援助（グループホーム） 

社会福祉法人べつかい柏の実会 グループホームさくらホーム（１階） 
別海宮舞町 189番地の 7 

社会福祉法人べつかい柏の実会 グループホームさくらＢ（２階） 

社会福祉法人べつかい柏の実会 グループホームひまわり 別海旭町 416番地 

社会福祉法人べつかい柏の実会 グループホームこすもす 別海旭町 422番地 

サービス等利用計画・障害児支援利用計画 

社会福祉法人べつかい柏の実会 相談室るーぷ 別海宮舞町 256番地 

社会福祉法人北海道社会福祉事業団 根室圏域障がい者総合相談支援センターあくせす根室  中標津町東 4条南 4丁目 7 

地域移行支援・地域定着支援 

社会福祉法人北海道社会福祉事業団 根室圏域障がい者総合相談支援センターあくせす根室  中標津町東 4条南 4丁目 7 

児童発達支援 

別海町児童デイサービスセンター 別海常盤町 280番地 

放課後等デイサービス 

別海町児童デイサービスセンター 別海常盤町 280番地 

一般社団法人ヒューマンハーバー別海 こども広場ひかり 別海 220番地の 19 
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サ ー ビ ス の 種 類 

法   人   名 住    所 

○地域生活支援事業 

相談支援事業 

役場福祉課 社会・障がい福祉担当 別海常盤町 280番地 

社会福祉法人べつかい柏の実会（相談室るーぷ） 別海宮舞町 256番地 

社会福祉法人北海道社会福祉事業団（あくせす根室） 中標津町東 4条南 4丁目 7 

意思疎通支援事業 

公益社団法人北海道ろうあ連盟 札幌市中央区北 2条西 7丁目 

地域活動支援センター事業 

特定非営利活動法人法人スワンの家 別海常盤町 292番地の 10 

日常生活用具給付等事業 

各指定事業所（役場福祉課へお問合わせください。） ー 

移動支援 

社会福祉法人別海町社会福祉協議会 別海西本町 36番地 

道東あさひ農業共同組合 西春別駅前曙町 9番地の 3 

別海厚生企業組合  別海鶴舞町 6番地の 45 

その他町外事業所（役場福祉課へお問合わせください。） ー 

日中一時支援事業 

社会福祉法人べつかい柏の実会  別海 97番地の 9 

一般社団法人ヒューマンハーバー別海 別海 220番地の 19 

生活サポート事業 

社会福祉法人別海町社会福祉協議会 別海西本町 36番地 

道東あさひ農業共同組合  西春別駅前曙町 9番地の 3 

別海厚生企業組合  別海鶴舞町 6番地の 45 

訪問入浴サービス事業 

社会福祉法人別海町社会福祉協議会 別海西本町 36番地 
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【資料２】別海町障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会設置規則 

平成20年５月16日別海町規則第18号 

改正 

平成23年３月25日別海町規則第６号 

平成25年３月31日別海町規則第12号 

平成28年７月１日別海町規則第27号 

別海町障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会設置規則 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項の規定に基づく別海町障がい

者計画、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号）第88条第１項の規定に基づく別海町障がい福祉計画（以下「障がい者計画等」

という。）の策定にあたり、障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を

図るため、別海町障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審議をする。 

(１) 障がい者計画等の基本的な考え方並びに盛り込むべき課題及び施策 

(２) その他障がい者計画等の策定に関して必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 障がい当事者及び障がい者団体関係者 

(２) 社会福祉関係者 

(３) 障がい者福祉施設関係者 

(４) 医療・保健関係者 

(５) その他町長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から障がい者計画等の策定が完了するまでとする。ただし、
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委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名するもの

とする。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例（昭和43年別海村条例第43号）の規定により支給する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において行う。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

附 則 

この規則は、平成20年６月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月25日別海町規則第６号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月31日別海町規則第12号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年７月１日別海町規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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【資料３】別海町障がい福祉計画等策定委員会委員名簿 

 

別海町障がい福祉計画等策定委員会委員名簿 

区   分 所属及び職名 委員名 

障がい当事者及び 

障がい者団体関係者 

別海町身体障がい者福祉協会 会長 神部 勝利 

別海町手をつなぐ親の会 会長 山田 志保子 

別海町精神障がい者を持つ家族の会    

ねっとわーくしるべ 代表 
永野 孝浩 

社会福祉関係者 別海町社会福祉協議会 主幹 佐々木 淳子 

障がい者福祉施設関係者 

障害者支援施設 柏の実学園 施設長 木嶋 加寿美 

特定非営利活動法人スワンの家 施設長 今井 真琴 

別海町児童デイサービスセンター 所長 濱田 昭吾 

医療・保健関係者 

町立別海病院 看護部長 竹中 仁美 

別海町民保健センター 主任臨床心理士 佐伯 祐司 

その他町長が必要と 

認めた者 

別海町民生委員児童委員協議会 

障がい者部会 部会長 
菅田 節子 

根室圏域障がい者総合相談支援センター 

あくせす根室 

地域づくりコーディネーター  

浜尾 勇貴 

別海町教育支援委員会 委員 根本  渉 
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