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第１章 第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画 
 

はじめに 

 

本計画は、本市における障がい者施策全般に係る理念や基本的な方針、施策の方向性を定めた

「第４期知立市障がい者計画『はっぴいぷらん』」と一体的に推進するものです。 

本計画における「計画策定の背景と趣旨、計画の法的根拠と位置づけ、計画の期間、各種調査

結果、障がいのある人を取り巻く現状、計画の基本理念、重点的に取組む視点、計画の推進体制」

等の各項目は、合冊の「第４期知立市障がい者計画『はっぴいぷらん』」に準じるものとし、両計

画を一体的かつ効果的に推進します。 
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１ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の数値目標 

 
（１）福祉施設から地域生活への移行 

■国の基本指針 

①地域生活への移行 

・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することを基本とする。 

②施設入所者数の削減 

・令和５年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から 1.6％以上削減するこ

とを基本とする。 

 

■基準となる数値 

項目 実績値 

令和元年度末の施設入所者数 29人 

 

■本市の目標 

項目 
目標値 

（令和５年度末） 

令和５年度末の施設入所者数 24人 

施設から地域生活へ移行した人数（令和元年度末実績の６％以上が移行） ２人 

施設入所者の削減数（令和元年度末実績から 1.6％以上削減） １人 

◎本市の方針 

・国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、本市の現状の数値をもとに、福祉施設から地域生

活への移行についての目標数値を設定します。 

・令和３年からコーディネーターを配置することにより、施設から地域生活への移行を促進し

ます。 

 
 
（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 

■国の基本指針 

①地域での平均生活日数 ※目標値設定は都道府県（新規） 

・精神障がい者の精神病床からの退院後１年以内の地域における生活日数の平均を 316日以上

とすることを基本とする。 

②精神病床の長期入院患者数 ※目標値設定は都道府県 

・令和５年度末の精神病床における 65 歳以上の１年以上長期入院患者数及び令和５年度末の

精神病床における 65歳未満の１年以上長期入院患者数を目標値として設定する。 

③精神病床の早期退院率 ※目標値設定は都道府県 

・入院中の精神障がい者の退院に関する目標値を掲げる。入院後３か月時点の退院率は 69％以

上、入院後６か月時点の退院率は 86％以上、入院後１年時点の退院率は 92％以上とすること

を基本とする。 
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■本市の目標 

項目 
目標値 

（令和５年度末） 

地域移行に伴う基盤整備量（65歳以上利用者数) ６人 

地域移行に伴う基盤整備量（65歳未満利用者数) 12人 

 

項目 
目標値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 １回 １回 １回 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者
の参加者数 ８人 ８人 ８人 

 

当事者団体 １人 １人 １人 

家族等 １人 １人 １人 

福祉関係者 ２人 ２人 ２人 

保健関係者 ２人 ２人 ２人 

医療関係者（精神科、精神保健福祉士） １人 １人 １人 

ボランティア団体 １人 １人 １人 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目
標設定及び評価の実施回数 １回 １回 １回 

精神障がい者の地域移行支援 １人 １人 １人 

精神障がい者の地域定着支援 １人 １人 １人 

精神障がい者の共同生活援助 １人 １人 １人 

精神障がい者の自立生活援助 １人 １人 １人 

◎本市の方針 

・「こころの健康支援ネットワーク」を通じて、関係団体や機関と庁内の関係各課（福祉課、健

康増進課）及び社会福祉協議会が連携し、精神障がいにおける地域包括ケアシステムの構築

に取組みます。 
 
    
（３）地域生活支援拠点等の整備 

■国の基本指針 

①地域生活支援拠点等の充実 

・令和５年度末までの間、各市町村又は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、

その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 
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■本市の目標 

項目 
目標値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域生活支援拠点等の整備 １か所（単独） １か所（単独） １か所（単独） 

年１回以上運用状況の検証 １回 １回 １回 

◎本市の方針 

・国の基本指針を踏まえたうえで、地域生活支援拠点等の整備及び年１回の運用状況の検証、

検討を行います。 

・地域生活支援拠点については、５つの柱といわれる「相談」「緊急時の受け入れ・対応」「体

験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」を中心に、障がいの重度化・

高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のための機能をもつ場所や体制の整備に取組みま

す。   
 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

■国の基本指針（新規） 

①一般就労への移行者数 

・令和元年度の一般就労への移行実績の 1.27倍以上が令和５年度中に一般就労に移行するこ

とを基本とする。 

就労移行支援事業：令和元年度の一般就労への移行実績の 1.30倍以上とすることを基本と

する。 

就労継続支援Ａ型事業：令和元年度の一般就労への移行実績の概ね 1.26倍以上とすること

を基本する。 

就労継続支援Ｂ型事業：令和元年度の一般就労への移行実績の概ね 1.23倍以上とすること

を基本とする。 

②就労定着支援事業利用者数 

・令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７割が就労

定着支援事業を利用することを基本とする。 

③就労定着支援事業の就労定着率 

・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割以上とすることを

基本とする。 
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■本市の目標 

項目 
実績値 

（令和元年度末） 
目標値 

（令和５年度末） 

一般就労移行者数 16人 22人 

 
就労移行支援事業からの一般就労移行者数 ７人 10人 

 
就労継続支援Ａ型事業からの一般就労移行者数 ７人 ９人 

 
就労継続支援Ｂ型事業からの一般就労移行者数 ２人 ３人 

就労定着支援事業利用者数 
就労移行支援事業等を通じて一般就労
に移行する者のうち、７割が就労定着支
援事業を利用 

就労定着支援事業の就労定着率 
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 

◎本市の方針 

・国の基本指針や県の方針を踏まえて、本市の実情を加味して福祉施設から一般就労への移行

等の目標数値を設定します。 

・各種就労支援サービスの充実とあわせて、関係機関や団体と連携した「ワーキング部会」を

設置し、障がい者の一般就労等における支援体制の構築や関係者の連携促進、障がい者と市

内企業とのマッチング支援等に取組みます。 

 

 
 
（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

■国の基本指針 

①児童発達支援センターの設置 

・令和５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以上

設置することを基本とする。 

②保育所等訪問支援の実施 

・令和５年度末までに、各市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築するこ

とを基本とする。 

③児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

・令和５年度末までに、主に重症心身障がい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又は各圏域に少なくとも１か所以上確保することを基本とす

る。 

④医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 

・令和５年度末までに、各市町村又は各圏域において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児に関するコー

ディネーターを配置することを基本とする。 
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■本市の目標 

項目 
目標値 

（令和５年度末） 

児童発達支援センターの設置 １か所（単独） 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築（事業所の確保） １か所（単独） 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の整備 １か所（市内） 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービスの整備 １か所（市内） 

重症心身障がい児を支援する居宅訪問型児童発達支援事業所の整備 １か所 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 設置 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 配置 

教育と福祉の協議の場の設置 設置 

障がい児の相談窓口の設置 設置 

◎本市の方針 

・国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、本市の実情を加味して各目標を設定します。 

・「児童発達支援センター」「保育所等訪問支援を利用できる体制の構築」については、令和２

年４月より知立市立ひまわり園において対応しています。 

・「保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関の協議の場の設置」については、令和３

年度より関係機関及び団体、庁内の関係各課が連携した「子ども部会」を設置します。 

・「医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置」については、中央子育て支援センターに

配置しています。 

・「教育と福祉の協議の場の設置」については、「特別支援教育連携協議会」を設置しています。 

・「障がい児の相談窓口の設置」については、保健センター及び中央子育て支援センター、知立

市障害者相談支援センター、相談支援センターけやきに設置しています。  
 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等（新規） 

■国の基本指針 

①相談支援体制の充実・強化等 

・令和５年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及

び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 

 

■本市の目標 

項目 
目標値 

（令和５年度末） 

総合的・専門的な相談支援の実施 有 
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項目 
目標値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

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・助言件数 

１件 １件 １件 

地域の相談支援事業者の人材育成
の支援件数 

１件 １件 １件 

地域の相談機関との連携強化の取
組の実施回数 

１回 １回 １回 

◎本市の方針 

・国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、本市の実情を加味して各目標を設定します。 

・知立市障害者相談支援センターの基幹相談支援センターへの移行を通じて「総合的・専門的

な相談支援」にも対応しています。 

 
 

（７）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組み（新規） 

■国の基本指針 

①障がい福祉サービス等の質の向上 

・令和５年度末までに都道府県及び市町村において障がい福祉サービス等の質を向上させる

ための取組を実施する体制を構築することを基本とする。 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

・障害者自立支援審査支払等システム等による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の実施回数の見込みを設定する。 

 

■本市の目標 

項目 
目標値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 
有 有 有 

４人 ４人 ４人 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結

果の共有  

有 有 有 

１回 １回 １回 

◎本市の方針 

・県の研修等について、職員の参加を促します。 

・審査結果を事業所等と共有する体制を整えます。  
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２ 障がい福祉サービスの見込み量 

（１）訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談、

助言その他の生活全般にかかる援助を行います。 

本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加傾向で見込みます。 

 

■見込み量【居宅介護（ホームヘルプ）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 82 85 53 58 63 68 

時間/月 1,322 1,256 1,340 1,466 1,593 1,719 
 

②重度訪問介護 

重度の肢体不自由や重度の知的障がい・精神障がいにより、行動に著しい困難を有する常時介

護が必要な人に対して、自宅等で入浴、排せつ、食事等の介護や、外出時における移動支援等を

総合的に支援します。 

本計画では、直近の利用状況が横ばいで推移する傾向で見込みます。 
 

■見込み量【重度訪問介護】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 2 3 1 1 1 1 

時間/月 817 850 797 806 806 806 

 

③同行援護 

視覚障がいにより移動が著しく困難な方の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとと

もに、外出する際の必要な援助を行います。 

本計画では、直近の利用状況が横ばいで推移する傾向で見込みます。 

 

■見込み量【同行援護】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 15 15 15 15 15 15 

時間/月 127 130 109 134 134 134 
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④行動援護 

知的障がいや精神障がいにより行動が困難な人に対し、危険を回避するために必要な介助や外

出時における移動中の支援を行います。 

本計画では、サービスの利用は見込みません。 

 

■見込み量【行動援護】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 1 0 0 0 0 0 

時間/月 1 0 0 0 0 0 

 

⑤重度障害者等包括支援 

常時介護の必要性が著しく高く、意思疎通が困難な人に対し、居宅介護など複数のサービスを

包括的に行います。 

本計画では、サービスの利用は見込みません。 

 

■見込み量【重度障害者等包括支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 0 0 0 0 0 0 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

 

 

（２）日中活動系サービス 

①生活介護 

常時介護が必要な重度の障がいのある人等に対して、施設内で入浴、排せつ、食事などの介護

を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加傾向で見込みます。 

 

■見込み量【生活介護】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 95 94 90 92 94 96 

人日/月 1,764 1,782 1,815 1,863 1,904 1,945 

 

  



10 

 

②自立訓練 

自立訓練（機能訓練）は、地域生活上で身体機能の維持・回復などの支援が必要な身体障がい

のある人等に対し、地域生活を営むことができるよう、身体的リハビリテーション、日常生活に

かかる訓練等の支援を行います。 

自立訓練（生活訓練）は、知的障がい又は精神障がいのある人等に対し、地域生活を営むこと

ができるよう、一定の期間における支援計画に基づき、日常生活能力の向上に必要な訓練等の支

援を行います。 

各サービス共に、これまでの利用状況を踏まえて横ばいで見込みます。 
 

■見込み量【自立訓練（機能訓練）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 3 5 1 1 1 1 

人日/月 15 19 2 5 5 5 

■見込み量【自立訓練（生活訓練）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 2 1 1 1 1 1 

人日/月 22 1 9 16 16 16 
 

③就労移行支援 

一般就労を希望する人に、生産活動や職場体験を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のた

めの訓練や、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場定着に必要な相談などの支援を行います。 

本計画では、直近の利用状況が横ばいで推移する傾向で見込みます。 
 

■見込み量【就労移行支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 30 31 21 17 17 17 

人日/月 287 280 335 335 335 335 
 

④就労継続支援 

就労継続支援Ａ型は、一般企業等への就労が困難な人に対して、雇用契約に基づく就労の機会

を提供し、一般就労に必要な知識や能力の向上等の支援を行います。 

本計画では、直近の利用状況が横ばいで推移する傾向で見込みます。 

就労継続支援Ｂ型は、一般企業等への就労が困難な人等に、一定の賃金水準に基づく就労の場

を提供し、雇用形態への移行に必要な知識や能力を修得するための訓練を行います。 

本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加傾向で見込みます。 
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■見込み量【就労継続支援Ａ型】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 57 60 40 40 40 40 

人日/月 877 895 854 854 854 854 

■見込み量【就労継続支援Ｂ型】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 144 148 124 128 132 137 

人日/月 1,967 2,117 2,181 2,251 2,322 2,410 
 

⑤療養介護 

医療が必要な人で、常時介護を必要とする重度心身障がいのある人等を対象に、医療機関で機

能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の援助を行います。 

直近の利用状況は横ばいですが、本計画では、１名ずつの増加傾向で見込みます。 
 

■見込み量【療養介護】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 9 9 9 10 11 12 

 

⑥短期入所 

在宅の障がいのある人等を介助する人が病気などの場合に、障がいのある人等が短期間入所し、

夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 

本計画では、短期入所（福祉型）はこれまでの利用状況を踏まえて、増加傾向で見込みます。

また、短期入所（医療型）ではサービスの利用は見込みません。 
 

■見込み量【短期入所（福祉型）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 38 40 43 46 49 52 

人日/月 79 115 121 129 138 146 

■見込み量【短期入所（医療型）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 0 0 0 0 0 0 

人日/月 0 0 0 0 0 0 
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⑦就労定着支援 

相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれにとも

なう課題に対して必要となる支援を実施します。 

本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加傾向で見込みます。 

 

■見込み量【就労定着支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 5 13 8 10 13 16 

 

 

（３）居宅系サービス 

①共同生活援助（グループホーム） 

主として夜間において、障がいのある人等が共同生活を営む住居において、相談その他の日常

生活上の援助や、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 

需要の高いサービスとなっているため、本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加傾向

で見込みます。 

 

■見込み量【共同生活援助（グループホーム）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 58 60 44 49 54 59 

 

②自立生活援助 

施設入所支援または共同生活援助を受けていた障がいのある人等に対して、居宅における自立

した生活を営む上での問題について、一定の期間に渡り定期的な巡回訪問により、または随時連

絡を受けて、相談に応じ、必要な情報の提供や助言の援助を行います。 

本計画では、サービスの利用は見込みません。 

 

■見込み量【自立生活援助】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 0 0 0 0 0 0 
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③施設入所支援 

通所によって生活介護や訓練などを受けることが困難な人を対象に、夜間や休日に入浴、排せ

つ、食事などの介護を行います。 

本計画では、これまでの利用状況を踏まえて微減傾向で見込みます。 

 

■見込み量【施設入所支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 27 29 25 25 25 24 

 

④地域生活支援拠点等 

「相談」「緊急時の受け入れ・対応」「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」「地域の体制

づくり」の５つを柱として、障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため

の機能をもつ場所や体制を整備します。 

 

■見込み量【地域生活支援拠点等】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

設置個所数 0 0 1 1 1 1 

検証及び検討 
の実施回数 

0 0 1 1 1 1 

 

 
 
（４）相談支援 

①計画相談支援 

障がい福祉サービスを利用するための計画を作成します。サービスの開始後も定期的に利用状

況を確認し、必要に応じて内容の調整や見直しを行います。 

これまでの利用状況は微減傾向ですが、本計画では増加傾向で見込み、適切なサービスの利用

を促進します。 

 

■見込み量【計画相談支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 35 32 30 32 34 36 
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②地域移行支援 

入所施設や精神科病院等からの退所や退院の際に支援を要する人に、入所施設や精神科病院等

における地域移行の取組みと連携して、地域移行に向けた支援を行います。 

近年の実績はありませんが、本計画では利用者の実情を踏まえてサービスの利用を見込みます。 

 

■見込み量【地域移行支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 0 0 0 1 1 1 

 

③地域定着支援 

入所施設や精神科病院から退所や退院した人、家族との同居からひとり暮らしに移行した人、

地域生活が不安定な人等に対して、地域生活を継続していくための支援を行います。 

近年の実績はありませんが、本計画では利用者の実情を踏まえてサービスの利用を見込みます。 

 

■見込み量【地域定着支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 0 0 0 1 1 1 
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３ 地域生活支援事業の見込み量 

（１）必須事業 

①理解促進研修・啓発事業 

障がいのある人等に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動等を行います。 

本市では、これまでにボウリング大会、草の根フェスティバル、こころの健康カフェ事業を実

施しています。令和２年度については新型コロナウイルス感染症対策の影響により開催されませ

んでしたが、令和元年度以前同様に継続して実施を見込みます。 
 

■見込み量【理解促進研修・啓発事業】 

項目 
実績 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 中止 有 有 有 
 

②自発的活動支援事業 

障がいのある人等やその家族、地域住民等が地域において自発的に行う各種活動を支援します。 

本市では、これまでに障がい者団体補助や障がい者グループ補助を実施しており、本計画でも

継続して、各種団体及びグループの主体性を尊重しながら活動への支援を行います。 
 

■見込み量【自発的活動支援事業】 

項目 
実績 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 
 

③相談支援事業 

障がいのある人等やその保護者、介護者等からの相談に応じて、必要な情報の提供や権利擁護

のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。 

本市では、相談支援事業を行う知立市社会福祉協議会と連携して、必要な人員の配置及び利用

者意向に添ったケアマネジメントを実施します。また、相談員の研修等への参加を促進し、能力

の向上を図ります。さらに、障がい者虐待の未然防止や早期発見等においては、知立市障がい者

地域自立支援協議会と連携して、支援体制の整備を図ります。 

 

■見込み量【相談支援事業】 

項目 
実績 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

設置個所数 3 3 3 3 3 3 
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■見込み量【基幹相談支援センター等機能強化事業】 

項目 
実績 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 

■見込み量【住宅入居等支援事業】 

項目 
実績 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 無 無 無 無 無 無 

 

④成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がいのある人、精神障がいのある人等に対して、

申し立てに要する経費及び後見人等の報酬を助成する事業です。 

本計画では利用者数を横ばいの傾向で見込み、今後は、親亡き後の成年後見人の重要性を鑑み、

障がい者団体等への制度の周知及び勉強会の開催などを実施します。また、司法書士会等関係団

体との連携を推進します。 

 

■見込み量【成年後見制度利用支援事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実人数 0 1 1 1 1 1 

 

⑤成年後見制度法人後見支援事業 

法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修や安定した実施のための組織体制の整

備、専門職による支援体制の構築等を行う事業です。 

本市では実施していませんが、今後も必要に応じて実施体制の検討を行います。 

 

■見込み量【成年後見制度法人後見支援事業】 

項目 
実績 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 無 無 無 無 無 有 
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⑥意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのために意思疎通に支障がある人に対して、手話通訳者

や要約筆記者等を派遣します。 

本市では、令和２年度に要約筆記の派遣件数は増加傾向にあります。本計画では、直近の件数

が横ばいで推移する傾向を見込み、福祉課における手話通訳者の配置を継続するとともに、市の

派遣登録通訳者等による派遣を実施します。 
 

■見込み量【意思疎通支援事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳設置事業
人数 2 2 2 2 2 2 

手話通訳者派遣事
業件数 250 221 230 230 230 230 

要約筆記者派遣事
業件数 32 39 30 30 30 30 

 

⑦日常生活用具給付等事業 

障がいのある人等に対して、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を行い、日常生活がよ

り円滑に行われるように支援します。 

本市では排泄管理支援用具件数が減少傾向にありますが、本計画では、直近の件数が横ばいで

推移する傾向を見込み、利用者の状況やニーズに応じた適切な支援を行います。 
 

■見込み量【日常生活用具給付等事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 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 

2 10 6 6 6 6 

自立生活支援用具
件数 

14 6 10 10 10 10 

在宅療養等支援用
具件数 

12 10 12 12 12 12 

情報・意思疎通支
援用具件数 

11 4 9 9 9 9 

排泄管理支援用具
件数 

1,400 1,355 1,285 1,285 1,285 1,285 

住宅改修費件数 2 0 1 1 1 1 

 

⑧手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある人とのコミュニケーションを支援するために、手話奉仕員や要約筆記奉仕員

を養成する研修を定期的に実施し、聴覚障がいのある人の社会参加や交流を促進します。 

近年の修了者数は増減を繰り返す傾向にありますが、本計画では、直近の件数が横ばいで推移

する傾向で見込みます。  
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■見込み量【手話奉仕員養成研修事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員養成研
修修了者数 13 9 10 10 10 10 

 

⑨移動等支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人等に対して、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。 

近年の利用時間は微減の傾向にありますが、本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加

傾向で見込みます。 
 

■見込み量【移動等支援事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 72 69 31 36 41 46 

時間/月 446 424 275 319 364 408 

 

⑩地域活動支援センター機能強化事業 

障がいのある人等に対して創作的活動や生産活動を支援し、地域社会との交流を促進します。

また、地域の実情に応じた事業所ごとの特色あるサービスを提供します。 

地域活動支援センター事業（Ⅱ型）については、近年の利用人数は減少の傾向にありますが、

本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加傾向で見込みます。 

地域活動支援センター事業（Ⅲ型）については、本計画では、直近の利用状況が横ばいで推移

するように見込みます。 
 

■見込み量【地域活動支援センター事業（Ⅱ型）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施個所数 1 1 1 1 1 1 

実人数 72 63 53 63 68 72 

■見込み量【地域活動支援センター事業（Ⅲ型）】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施個所数 1 1 1 1 1 1 

実人数 24 22 18 22 23 24 
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（２）任意事業 

①訪問入浴サービス事業 

地域における障がいのある人等の生活を支援するため、訪問により居宅で入浴サービスを提供

します。 

本計画では、近年の利用人数が横ばいで推移するように見込み量を設定します。 
 

■見込み量【訪問入浴サービス事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/年 6 5 6 6 6 6 

 

②日中一時支援事業 

障がいのある人等の日中における活動の場を確保し、障がいのある人等の家族の就労を支援す

るとともに、一時的な休息の機会を確保します。 

近年の利用人数は減少の傾向にありますが、本計画では、これまでの利用状況を踏まえて増加

傾向で見込みます。 
 

■見込み量【日中一時支援事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 91 84 58 63 70 76 

時間/月 691 672 529 583 637 691 

市内個所数 4 4 4 4 4 4 
 

③社会参加支援事業 

レクリエーションや芸術文化活動、自動車改造等助成を通じて、障がいのある人等の社会参加

を支援します。 

レクリエーション活動等については、令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策の影響によ

り開催されませんでしたが、今後も継続的に実施するように見込みます。また、自動車改造等助

成については、近年の傾向が横ばいで推移するように見込みます。 
 

■見込み量【社会参加支援事業】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

レクリエーション
活動等参加者数/年 

110 110 0 110 110 110 

芸術文化活動振興
参加者数/年 

150 259 0 400 400 400 

自動車改造等助成
件数/年 

1 4 3 3 3 3 
  
※実績値は地域生活支援事業における社会参加支援事業として実施されたものを計上している（レ

クリエーション活動等参加者数はボウリング大会の参加者数、芸術文化活動振興参加者数は草の

根フェスティバルの参加者数）。見込み量についても実績値と同様の内容を想定している。 

 



20 

 

４ 障がい児福祉サービスの見込み量 

（１）障がい児通所支援等 

①児童発達支援 

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がいのある児童に対して、日常

生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 

本計画では、これまでの利用状況を踏まえて、増加の傾向で見込みます。 
 

■見込み量【児童発達支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 47 54 54 58 62 66 

人日/月 359 458 660 709 758 807 

 
②放課後等デイサービス 

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に就学している障がいのある児童、生徒について、

学校の授業終了後や夏休み等に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等の支

援を行うサービスです。 

これまでは、利用者は増加傾向、利用量は増減を繰り返しています。本計画では、今後の利用

を増加傾向で見込み、療育の必要な児童が充分な療育支援を受けることができるよう支援します。 
 

■見込み量【放課後等デイサービス】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 115 119 85 89 93 97 

人日/月 1,204 1,159 1,304 1,365 1,427 1,488 

 

③医療型児童発達支援 

肢体不自由のある児童に対して、発達支援及び治療を行います。 

本計画では、サービスの実施については見込みませんが、対象者（肢体不自由があり、理学療

法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障がい児）の状況に応じて、検討

を行います。 
 

■見込み量【医療型児童発達支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 0 0 0 0 0 0 

人日/月 0 0 0 0 0 0 
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④保育所等訪問支援 

児童が集団生活を営む保育所等の施設に通う障がいのある児童について、療育の専門スタッフ

が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 

本計画では、本市における対象者の状況を踏まえて見込み量を設定します。 
 

■見込み量【保育所等訪問支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 1 1 5 5 5 5 

人日/月 3 2 2 4 4 4 

 

⑤障がい児相談支援 

障がいのある児童について、心身の状態やそれぞれが置かれている環境、サービス利用に関す

る意向等を聞き取りながら、サービス等利用計画を作成します。 

本計画では、近年の利用状況や本市における対象者の実情を踏まえて、増加の傾向で見込みま

す。 
 

■見込み量【障がい児相談支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 14 14 16 17 18 19 

 

⑥居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がい等によって外出が著しく困難な障がいのある児童の居宅を訪問して、発達支援を

行います。 

本計画では、近年の状況と実施体制等を踏まえて、サービスの利用については見込みません。 
 

■見込み量【居宅訪問型児童発達支援】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 0 0 0 0 0 0 

人日/月 0 0 0 0 0 0 
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⑦医療的ケア児に対する関連分野を調整するコーディネーターの配置人数 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターを配置するものです。 

本市では中央子育て支援センターにコーディネーターを設置しています。また、関連分野を調

整するコーディネーターの配置についても検討します。 

子ども部会を通じた多様な関係者との連携により、質の高い、適切なサービス提供が行えるよ

う医療的ケアの多様なニーズの検証を行います。 

 

■見込み量【医療的ケア児に対する関連分野を調整するコーディネーターの配置人数】 

項目 
実績（令和２年度は見込み値） 見込み量 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配置人数 0 0 0 0 0 1 
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５ 障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズと定量的な目標 

（１）障がい児における子ども・子育て支援等の利用量の見込と提供体制 

 
障がい児の子ども・子育て支援事業の利用量の見込み及びその提供体制については、『第２期 

知立市子ども・子育て支援事業計画』において、令和２年度から令和６年度までの子ども・子育

て支援事業の利用量の見込みとその提供体制が定められています。 

本計画では、『第２期 知立市子ども・子育て支援事業計画』と整合を図りながら、障がい児に

おける子ども・子育て支援等の利用量を見込みます。 

 

■見込み量【障がい児における子ども・子育て支援等】 

項目 利用ニーズを踏まえた 
必要な見込量 

定量的な目標（見込） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所 62 62 62 62 

認定こども園 0 0 0 0 

放課後児童健全育成事業 21 21 21 21 

※年間の実利用人数 

 

６ その他の支援 

（１）発達障がい者（児）に対する支援 

 
発達障がいの早期発見・早期支援のため、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム※等

の支援プログラムを通して、発達障がい者の家族等に対する支援体制の充実を図るサービスです。

また、ピアサポート※の活動では、当事者目線での情報発信や当事者同士の共感の場づくりを行い

ます。 

 

■見込み量【発達障がい者（児）に対する支援】 

項目 
見込み量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラ

ム等の支援プログラム等の受講者数 
2 2 2 

ペアレントメンター※の人数 0 0 0 

ピアサポートの活動への参加人数 10 10 10 

※ペアレントトレーニングやペアレントプログラム：育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困ってい

る保護者等を、地域の支援者（保育士、保健師、福祉事業所の職員等）が効果的に支援できるよう設定された、

グループ・プログラム。発達障がいやその傾向のある子どもを持つ保護者等に有効とされている。 

※ペアレントメンター：発達障がいの子どもを育てた保護者が、その育児経験を活かし、同じ親の立場から子育

てで同じ悩みを抱える保護者等に対してグループ相談や情報提供等を行うもの。 

※ピアサポート：同じ悩みを持つ本人同士や発達障がい児を持つ保護者同士等の集まる場を提供する活動。  
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資料編 

 

１ 知立市附属機関の設置に関する条例 
 

○知立市附属機関の設置に関する条例 

平成 26年 ３ 月 26日条例第１号 

改正 

平成 27年 ３ 月 26日条例第 1号 

平成 28年 ３ 月 25日条例第２号 

平成 28年 ６ 月 30日条例第 34号 

平成 29年 ３ 月 23日条例第１号 

平成 30年 ３ 月 26日条例第 18号 

令和 ２ 年 ３ 月 19日条例第８号 

令和 ２ 年 12月 22日条例第 42号 

知立市附属機関の設置に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自

治法（昭和 22年法律第 67号）第 138条の４第３項の規定に基づき、附属機関の設置に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 別表執行機関の欄に掲げる執行機関に、同表名称の欄に掲げる附属機関を置く。 

（担任事務） 

第３条 附属機関（前条の附属機関をいう。以下同じ。）の担任する事務は、別表担任事務の欄に

掲げるとおりとする。 

（委員） 

第４条 附属機関の委員（以下この条において「委員」という。）の定数は、別表委員定数の欄に

掲げるとおりとする。 

２ 委員は、別表委員構成の欄に掲げる者のうちから、同表執行機関の欄に掲げる執行機関が委

嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、別表委員任期の欄に掲げるとおりとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機

関の属する執行機関が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、平成 26年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 
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(１) 知立市総合計画審議会条例（昭和 45年知立市条例第 17号） 

(２) 知立市特別職報酬等審議会条例（昭和 45年知立市条例第 18号） 

(３) 知立市福祉体育館運営審議会条例（昭和 56年知立市条例第 39号） 

(４) 知立市保育行政審議会条例（昭和 63年知立市条例第６号） 

(５) 知立市福祉の里八ツ田運営審議会条例（平成５年知立市条例第 26号） 

(６) 知立市介護保険等審議会条例（平成 12年知立市条例第 24号） 

３ この条例の施行の際、現にこの条例の規定により設置された附属機関に相当する附属機関等

（以下「旧附属機関等」という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例の規定

により設置された附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合に

おいて、これらの委員の任期は、第４条第３項前段の規定にかかわらず、旧附属機関等の委員

としての残任期間と同一の期間とする。 

附 則（平成 27年３月 26日条例第１号） 

この条例は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 25日条例第２号） 

この条例は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年６月 30日条例第 34号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 28年７月１日から施行する。 

（知立市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の一部改正） 

２ 知立市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 45年知立市条例

第 34号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

 「  
都市計画審議会委員  

 

 
  」を 

 「  
都市計画審議会委員 

  

 
立地適正化計画策定委員会委員 

  

 
 

 
」に改める。 

附 則（平成 29年３月 23日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 29年４月１日から施行する。 

（知立市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の一部改正） 

２ 知立市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 45年知立市条例

第 34号）の一部を次のように改正する。 

別表中「保育行政審議会委員」を「保育行政等審議会委員」に、同表中 

 「 

 

 放置自動車廃物判定委員会委員  
 

 都市計画審議会委員  
 

 立地適正化計画策定委員会委員  
 

   」を 
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「 放置自動車廃物判定委員会委員 

  

空家等対策協議会委員 
  

都市計画審議会委員 
  

立地適正化計画策定委員会委員 
  

総合公共交通会議委員 
  

 
 
」に改める。 

附 則（平成 30年３月 26日条例第 18号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 30年４月１日から施行する。 

（知立市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の一部改正） 

２ 知立市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 45年知立市条例

第 34号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「   
 

 
都市計画審議会委員  

 

 
  」を  

「   
 

 
都市計画審議会委員  

 

 
都市計画マスタープラン・緑の基本計画
策定委員会 

 
 

 
  」に改める。 

附 則（令和２年３月 19日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（知立市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の一部改正） 

２ 知立市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 45年知立市条例

第 34号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 
  

 
障害者地域自立支援協議会委員 

  

  
」を 

「 
  

 
障害者地域自立支援協議会委員 

  

地域福祉計画策定委員会委員 
 

  
」に改める。 

附 則（令和２年 12月 22日条例第 42号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第２条－第４条関係） 

 

執行
機関 

名称 担任事務 
委員定
数 

委員構成 
委員
任期 

市長 知立市男女共
同参画推進審
議会 

(１) 知立市男女共同参画プラ
ンに関し必要な事項を調査審
議すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、
男女共同参画の推進に関し必
要な事項を調査審議すること。 

10人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 学校教育の関係者 
(３) 公共的団体を代表する者 
(４) 市民 
(５) その他市長が必要と認め
る者 

２年 

知立市総合計
画審議会 

総合計画に関し必要な事項を調
査審議すること。 

20人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 福祉又は社会教育の関係者 
(３) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(４) 市民 
(５) 市教育委員会の教育長及び委員 
(６) 市農業委員会の委員 

２年 

知立市特別職
報酬等審議会 

市議会の議員の議員報酬の額並び
に市長、副市長及び教育長の給料
の額について調査審議すること。 

10人 
以内 

(１) 公共的団体を代表する者 
(２) 市民 

審議
期間 

知立市障害者
地域自立支援
協議会 

(１) 知立市障がい者計画・障が
い福祉計画に関し必要な事項
を調査審議すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、
障害者の自立した生活を支援
するための方策その他必要な
事項を調査審議すること。 

20人 
以内 

(１) 福祉、医療又は学校教育の
関係者 

(２) 公共的団体を代表する者 
(３) 関係行政機関の職員 
(４) 市の職員 

２年 

知立市地域福
祉計画策定委
員会 

社会福祉法（昭和 26年法律第 45
号）第 107条の規定に基づき地域
福祉計画の策定に関し必要な事
項を調査審議すること。 

15人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 福祉、医療又は学校教育の
関係者 

(３) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(４) 関係行政機関の職員 
(５) 市民 

２年 

知立市保育行
政等審議会 

市の保育行政等に関し必要な事
項を調査審議すること。 

10人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 福祉又は学校教育の関係者 
(３) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(４) 保育所等に在籍する児童
の保護者 

審議
期間 

知立市老人ホ
ーム入所判定
委員会 

養護老人ホームへの入所の要否
等に関する事項を調査審議する
こと。 

５人 
以内 

(１) 医療、保健又は福祉の関係者 
(２) 関係行政機関の職員 
(３) 市の職員 

１年 

知立市介護保
険等審議会 

(１) 介護保険法（平成９年法律
第 123号）第 117条第１項の規
定に基づく知立市介護保険事
業計画及び老人福祉法（昭和
38年法律第 133号）第 20条の
８第１項の規定に基づく知立
市老人福祉計画に関し必要な
事項を調査審議すること。 

(２) 介護保険サービスにおけ
る苦情処理に関し必要な事項
を調査審議すること。 

(３) 地域密着型サービス及び
地域密着型介護予防サービス
に係るサービス費の額、事業者
の指定並びに事業の人員、設備
及び運営に関する基準等に関
する事項を調査審議すること。 

(４) 地域包括支援センターの
設置、運営等に関する事項を調
査審議すること。 

13人 
以内 

(１) 医療、保健又は福祉の関係者 
(２) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(３) 介護保険の被保険者たる
市民 

(４) 関係行政機関の職員 

２年 
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 知立市福祉の
里八ツ田運営
審議会 

知立市福祉の里八ツ田の運営に
関し必要な事項を調査審議する
こと。 

15人 
以内 

(１) 医療又は福祉の関係者 
(２) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(３) 市民 

２年 

知立市予防接
種事故対策協
議会 

予防接種により生じた健康被害
の原因の追求及び適正な措置に
関する事項を調査審議すること。 

５人 
以内 

(１) 医療の関係者 
(２) 関係行政機関の職員 
(３) 市の職員 

３年 

知立市空家等
対策協議会 

(１) 空家等対策の推進に関する
特別措置法（平成 26 年法律第
127号）第６条第１項の規定に基
づく空家等対策計画に関し必要
な事項を調査審議すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、
空家等に関する対策の実施に
関し必要な事項を調査審議す
ること。 

10人 
以内 

(１) 市長 
(２) 弁護士 
(３) 学識経験を有する者 
(４) 地域団体を代表する者 
(５) 関係行政機関の職員 
(６) その他市長が必要と認め
る者 

２年 

知立市都市計
画マスタープ
ラン・緑の基本
計画策定委員
会 

(１) 都市計画法（昭和 43年法
律第 100号）第 18条の２第１
項の規定に基づく都市計画マ
スタープランの策定に関し必
要な事項を調査審議すること。 

(２) 都市緑地法（昭和 48年法
律第 72号）第４条第１項の規
定に基づく緑の基本計画の策
定に関し必要な事項を調査審
議すること。 

13人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 都市計画又は福祉の関係者 
(３) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(４) 市民 
(５) 市農業委員会の委員 
(６) その他市長が必要と認め
る者 

２年 

知立市立地適
正化計画策定
委員会 

都市再生特別措置法（平成 14年
法律第 22号）第 81条第１項の規
定に基づく立地適正化計画の策
定に関し必要な事項を調査審議
すること。 

13人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 都市計画、都市交通又は福
祉の関係者 

(３) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(４) 市民 
(５) 市農業委員会の委員 
(６) その他市長が必要と認める者 

２年 

知立市総合公
共交通会議 

(１) 地域の実情に即した輸送
サービスの実現に必要となる
事項を調査審議すること。 

(２) 地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律（平成19年法律第
59号）第５条第１項の規定に基づ
く地域公共交通計画に関し必要な
事項を調査審議すること。 

20人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 都市交通又は福祉の関係者 
(３) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(４) 市民 
(５) 関係行政機関の職員 
(６) 市の職員 
(７) その他市長が必要と認める者 

２年 

知立市都市再
生整備計画事
業評価委員会 

都市再生整備計画事業の事後評
価に関し必要な事項を調査審議
すること。 

５人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 地域団体又は公共的団体
を代表する者 

(３) その他市長が必要と認め
る者 

１年 

知立市福祉体
育館運営審議
会 

知立市西児童センター、知立市老
人福祉センター、知立市身体障害
者福祉センター及び知立市市民
体育館の運営に関する重要事項
を調査審議すること。 

10人 
以内 

(１) 福祉又は社会教育の関係者 
(２) 地域団体を代表する者 

２年 
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教育
委員 

 会 

知立市いじめ
問題対策委員
会 

(１) いじめの防止等のための
対策に関する事項を調査審議
すること。 

(２) いじめ防止対策推進法（平
成 25年法律第 71号）第 28条
第１項の規定により重大事態
に係る事実関係を明確にする
ための調査をすること。 

５人 
以内 

(１) 弁護士 
(２) 医師 
(３) 学識経験を有する者 
(４) 心理に関する専門的知識
を有する者又は福祉の関係者 

調査
期間 

知立市スポー
ツ推進審議会 

スポーツ基本法（平成 23年法律
第 78号）第 31条に規定する重要
事項を調査審議すること。 

10人 
以内 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 学校教育又は社会教育の
関係者 

(３) 地域団体を代表する者 
(４) 市民 

２年 
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２ 知立市障害者地域自立支援協議会 委員名簿 

（順不同、敬称略） 

種別 団体名等 団体の役職 氏名 備考 

保健医療関係 
愛知県衣浦東部保健所 

健康支援課 
こころの健康推進
グループ課長補佐 

橋本 靖  

医療法人成精会 刈谷病院 精神保健福祉士 高木 紀子 
 

雇用機関関係 刈谷公共職業安定所 就職促進指導官 福島 洋子 
 

学校関係 

愛知県刈谷児童相談センター 児童育成課長 

松永 聡 
（令和２年度） 

 

杉本 一正 
（令和元年度） 

 

愛知県安城特別支援学校 小学部 主事 榊原 敏広 
 

刈谷市立刈谷特別支援学校 校長 神谷 建喜 
 

当事者団体 

知立市身体障害者福祉協議会 会長 柴田 勝正 
 

知立手をつなぐ育成会 会長 永井 淳子 
（職務 
代理） 

NPO法人かとれあ福祉ネット 理事 近藤 正雄 
 

知立市聴覚障害者協会 会長 中嶋 宇月 
 

障害福祉事業
者 

知立市社会福祉協議会 事務局長 加古 和市 
 

社会福祉法人けやきの会 理事長 橋本 喜己 （会長） 

特定非営利活動法人 AMI  施設長 成瀬 正孝 
 

株式会社 てるテル 代表取締役 吉野 孝 
 

行政 

知立市 保険健康部  
健康増進課 

課長 加藤 竜也 
 

知立市 教育委員会  
学校教育課 

指導主事 

翠  泰由 
（令和２年度） 

 

竹下 直子 
（令和元年度） 

 

地域支援関係 
知立市民生・児童委員連絡協議
会 

障がい福祉部会 
会長 

加藤 浩一 
（令和２年度） 

 

平澤 葉子 
（令和元年度） 

 

西三河南部西
圏域地域アド
バイザー 

社会福祉法人 ひかりの家  大南 友幸 

 

２段書きの下段は役職交代による前任者
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