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障がい児に関する計画の策定の動きについて 

 

１ 策定の趣旨 

障害者総合支援法に基づいて、第５期障がい福祉計画を策定する。また、児童福祉法の改

正により、区市町村において障がい児福祉計画を策定するものと定められたことから、当区

においても、障がい福祉計画と一体的に障がい児福祉計画を新たに策定する。国の基本指針

で主な改正項目が掲げられ、各自治体で障がい福祉計画（第５期）及び障がい児福祉計画（第

１期）を策定することとしている。 

２ 計画の位置づけ 

従来から障がい福祉を対象とする法定計画には、主に「障がい者計画」と「障がい福祉計

画」の二つである。「障がい者計画」は、障害者基本法に基づき、障がい者のための施策に

関する基本的な計画であり、当区の「障がい者計画」は、板橋区地域保健福祉計画「地域で

つながるいたばし保健福祉プラン２０２５」（以下「地域保健福祉計画」）に包含される。

「障がい福祉計画」は、障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービスや地域生活支援事

業等の提供体制の確保に関する計画であり、「障がい者計画」の実施計画にあたる。今回新

たに策定する障がい児福祉計画は児童福祉法による法定計画であり、同法の規定により、障

がい福祉計画と障がい児福祉計画（以下、「障がい福祉計画等」）は一体のものとして作成す

ることができる。また、障害者総合支援法により、障がい福祉計画等と障がい者計画は、調

和をとる必要がある。 

表：板橋区の障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画の要点比較 

 

板橋区地域保健福祉計画 
地域でつながる 

いたばし保健福祉プラン
2025 

（障がい者計画） 

板橋区障がい福祉計画 
（第５期） 

板橋区障がい児福祉計画 
（第１期） 

根拠法 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 

位置づけ 
障がい者のための施策に 

関する基本的な計画 

障がい福祉サービス等の 

提供体制の確保に関する計画 

障がい児通所支援等の 

提供体制の確保に関する計画 

計画期間 平成２８年度～平成３７年度 平成３０年度～平成３２年度 

計画の 
内容 

【障がい者(児)分野】 

 の重点施策 

・早期発見、障がい児支援体制

の整備 

・発達障がいへの取り組み 

・一般就労への支援 

・障がい者差別解消への支援 

 

【保健分野】      略 

【子ども・家庭分野】  略 

【高齢者分野】     略 

【共通基盤分野】    略 

☆平成 32年度までの 

数値目標を設定 

 

○訪問系サービス 

○日中活動系サービス 

○居住系サービス 

○相談支援 

○地域生活支援事業 

 

 

☆サービス提供体制の確保のた

めの関係機関との連携 

☆平成 32年度までの 

数値目標を設定 

 

○障がい児通所支援 

○障がい児相談支援 

 

 

 

 

 

☆サービス提供体制の確保のた

めの関係機関との連携 
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３ 区の他計画との関係 

 障がい福祉計画等を策定するための国の指針では、『障害児のライフステージに沿って、

地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目

の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る』ことと定められ、また、『今後、障害者

等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて』地域の体制づくりを行う機能が求められて

いる。また、『学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据

えて、中長期的支援に立った継続的な支援を行う必要がある。』とされている。 

 健常者と全く同様に、障がい者にもライフステージがあり、それぞれのライフステージと

関わりの深い地域保健福祉計画と、障がい福祉計画等は、密接なかかわりを有する。  

 

 
 

また、板橋区ユニバーサルデザイン推進計画２０２５や、板橋区スポーツ推進ビジョン２

０２５のような個別計画とも、調和を図る。 

板橋区

障がい福祉計画

（第５期）

板橋区基本構想・板橋区基本計画２０２５

いたばしNo.1実現プラン２０１８

板橋区地域保健福祉計画

地域でつながる

いたばし保健福祉プラン２０２５

障がい者（児）分野

子
ど
も
・家
庭
分
野

高
齢
者
分
野保健分野

板橋区
障がい児福祉計画

（第１期）

計画策定の指針

児童福祉法 障害者総合支援法

板
橋
区

国

共通分野



成果目標⑤
障害児支援の提供体制の整備等
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〇 先の通常国会において成立した障害者総合支援法及び児童福祉法改正法において、障害児の支援の提供体
制を計画的に確保するため、障害児福祉計画の策定が義務づけられることとなった（従来は努力義務）。また、
障害児福祉計画に係る基本指針は、障害福祉計画に係る基本指針と一体のものとして策定することができるとさ
れている。

〇 このため、次期基本指針に、基本的理念として障害児の健やかな育成のための発達支援に係る記載を盛り込
むとともに、障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方や、成果目標その他障害児福祉計画の作成
に関する事項に係る記載を盛り込むこととしてはどうか。

基本的な考え方

障害児福祉計画の法定化に伴う基本指針上の対応について
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① 現行の基本指針に、障害児福祉計画に係る基本的理念や、障害児支援の提供体制の確保に関する基
本的考え方、障害児福祉計画の作成に関する事項に係る記載を盛り込む。

② 以下のような成果目標を設定することを基本とする。
㈠ 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築を目指し、

・ 平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置すること
・ 平成32年度末までに、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こと

㈡ 医療的ニーズへの対応を目指し、
・ 平成32年度末までに、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カ所以上確保すること

・ 平成30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こと

主なポイント



〇 都道府県の障害保健福祉圏域別の障害児通所支援及び障害児相談支援の状況をみると、児童発達支援や放課後等デイサー
ビス、障害児相談支援の事業所は、ほとんどの圏域において、少なくとも１カ所以上が指定されている状況にある。

〇 しかしながら、児童発達支援を行う事業所のうち、児童発達支援に加え、保育所等訪問支援などの地域支援を行い、障害児支援
の中核的な施設となる児童発達支援センターについては、すべての圏域で配置されているという状況に至っていない。

〇 また、保育所等訪問支援についても、すべての圏域で配置されているという状況に至っていない。

□ 圏域ごとの事業所指定状況
・ 児童発達支援（児童発達支援センターを含む） ９７．４％
・ 放課後等デイサービス ９６．９％
・ 保育所等訪問支援 ７２．６％
・ 障害児相談支援 １００％ ［平成２７年４月１日現在 障害児・発達障害者支援室調べ］

□ 圏域ごとの事業所の配置状況
・ 児童発達支援センター ６５％（保育所等訪問支援を実施している児童発達支援センター ５８％）

［平成２８年４月１日現在 障害児・発達障害者支援室調べ］

障害児通所支援の現状について

〇 上記の現状を踏まえ、次期基本指針においては、重層的な地域支援体制の構築を目指すため、以下のように成果目標を設定して
はどうか。

・児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、平成３２年度末までに、児童発達支援センター
を各市町村に少なくとも１カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、関係市町村の協議に
より、圏域で設置することもできるものとする。

・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、各市町村（又は圏域）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などにより、平成３２年度末までに、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
構築することを基本とする。

成果目標（案）
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成果目標㈠ 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築について



〇 こうした障害児通所支援が整備されたとしても、医療的ニーズの高い重症心身障害児は、一般の障害児通所支援で支援を受けるこ
とは難しい状況にある。このため、重症心身障害児を主に支援する事業所が必要となるが、こうした事業所は少なく、身近な地域で支
援が受けられる状況にはなっていない。

□ 主に重症心身障害児の発達支援を行っている事業所の割合
・ 児童発達支援 ２４８カ所（事業所全体の６．３％） ・ 放課後等デイサービス ３５４カ所（事業所全体の４．１％）

［平成２８年５月 国保連データ。重症心身障害児に対し支援を行う場合の単価を算定している事業所数を集計］

□ 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障
害児（重症心身障害児のうち医療的ケアが必要な障害児を含む）が増加している。

医療的ケア児がそれぞれの地域で適切な支援を受けられるよう、先般の児童福祉法改正において、「地方公共団体は、人工呼吸
器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、
医療、福祉、その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連携調整
を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されたところである。

・ 関係機関の協議の場を設置している自治体・・・大阪府、三重県など

医療的ニーズへの対応状況について

〇 上記の現状を踏まえ、次期基本指針においては、以下のように成果目標を設定してはどうか。

□ 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の確保
・重症心身障害児が身近な地域で支援が受けられるように、平成３２年度末までに、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カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での
確保が困難な場合には、関係市町村の協議により、圏域で確保することもできるものとする。

□ 医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の協議の場の設置
・医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成３０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ことを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難
な場合には、都道府県の関与の下、関係市町村の協議により、圏域で設置することもできるものとする。

○ 上記に加え、医療的ケア児に対する関係分野の支援を調整するコーディネーターの配置の促進を基本指針に位置づけることとしてはどうか。
・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として養成された相談支援専門員等の各
市町村への配置（市町村単独での配置が困難な場合は圏域での配置も可）促進を図る。

成果目標等（案）
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成果目標㈡ 医療的ニーズへの対応について



〇 基本指針の基本的理念の一つとして、「障害児の健やかな育成のための発達支援」を新設し、以下の内容を
盛り込む。

①障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やかな育ちを支援する。

②障害児及びその家族に対し、障害の疑いの段階から身近な地域で支援できるようにする。

③障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ
目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。

④障害児が地域の保育、教育等の支援を利用し、障害の有無にかかわらず児童が共に成長できるよう、障害児支援を通じて、
地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進する。

⑤障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援（以
下、「障害児通所支援等」という。）の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて障害児支援の均てん化を図り
つつ、地域支援体制の構築を図る。

〇 現行の障害福祉サービス及び相談支援に加え、障害児通所支援等についても、その提供体制の確保に関す
る基本的事項を基本指針に記載することとし、以下の内容を盛り込む。

・（総論）
保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校
卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図る。

・（各論）
①地域支援体制の構築
・障害種別や年齢別のニーズに応じた支援が身近な場所で提供できるように、地域の支援体制を整備する。
・児童発達支援センターと障害児通所支援等が緊密な連携を図り、重層的な障害児支援の体制整備を図る。
・障害児入所施設は、虐待を受けた障害児への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う。
・都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定す
る。

・障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であり、常に支援の質の向
上と支援内容の適正化を図る。

その他㈠ 基本指針に盛り込む事項について（基本的理念等）
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②保育、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
・障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所等の子育て支援施策、母子保健施策との緊密な連携を図る。
・就学時及び卒業時に支援が円滑に引き継がれるよう、学校、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等と緊
密な連携を図る。

③地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進
・保育所等訪問支援を活用し、保育所等の育ちの場での支援に協力できるような体制を構築する。

④特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
ア．重症心身障害児に対する支援

・身近な地域にある障害児通所支援が受けられるように、地域での支援体制の充実を図る。
イ．医療的ケア児に対する支援

・身近な地域で必要な支援が受けられるように、障害児支援等の充実を図る。
・保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各分野の支援が受けられるよう、関係者が連携を図るための協議の場を設けるこ

と等により、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築する。
・市町村は、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置を促進する。

ウ．強度行動障害を有する障害児に対する支援
・障害児通所支援等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図る。

エ．虐待を受けた障害児等に対する支援
・障害児入所支援において小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ

細やかな支援を行うよう努める。

⑤障害児相談支援の提供体制の確保

・障害児の相談支援について、質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図る。

〇 障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に関する基本的事項について、以下の内容を盛り込む。

○ 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害児の保
護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・
子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ）等における障害児の受け入れの体制整備を行うものとする。
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〇 前述のような障害児支援の量的整備とは別に、支援の質の向上が求められている。特に、放課後等デイサービスは、量的な拡大を
しているが、適切な発達支援が行われず単なる居場所となっている事例や、発達支援の技術が十分でない事業所が軽度の障害児を
集めている事例があるとの指摘があり、放課後等デイサービスガイドラインを活用した支援の質の向上が求められている。

放課後等デイサービスの質の向上の必要性について

〇 上記の課題を踏まえ、放課後等デイサービスの質の向上を図るため、放課後等デイサービスガイドラインの遵守及び自己評価結果
の公表の義務化を図ってはどうか。

⇒基本指針の成果目標ではなく、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成２４
年厚生労働省令第１５号）にガイドラインの遵守及び自己評価結果の公表を規定し、義務化を図る。（平成２９年４月施行予定）

【これまでの国の取組】

１．放課後等デイサービスガイドラインの策定・公表
（H27．4.1障害保健福祉部長通知）

２．放課後等デイサービスガイドラインの活用の周知徹底

（H28.3.7障害福祉課長通知）

【放課後等デイサービスガイドラインに基づく自己評価結果の確認状況】

○放課後等デイサービス事業所が行うガイドラインに基づく自己評価結
果の公表についての都道府県・指定都市・児童相談所設置市の確認
状況

７自治体／６９自治体【都道府県・指定都市・児童相談所設置市】
［平成２８年４月１日現在 障害児・発達障害者支援室調べ］

対 応（案）
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その他㈡ 放課後等デイサービスの質の向上について

【放課後デイサービスの状況】

平成24年度 平成27年度
・総費用額の推移： 47,642百万円 144,586百万円

（年間）

平成24年度 平成27年度
・利用児童数の推移： 53,590人 112,162人

（一月平均）

平成２４年4月 平成28年6月
・請求事業所数の推移： 2,540事業所 8,721事業所

※ ( )内は営利法人の数 （624事業所） （4,454事業所）

【出典：国保連データ】
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