
令和３年度第５回

朝霞市障害者自立支援協議会専門部会（地域生活支援拠点）

次   第

日 時  令和４年１月１２日（水）

                      午後２時００分から

会 場  朝霞市役所１０１会議室

１ 開 会

２ 議 題

（１）「親亡き後」を見据えた支援について

（２）地域生活支援拠点等整備事業について

（３）その他

３ 閉 会
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※R3.7.31を起点に調査を実施
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よりハイリスクの者を抽出するため、以下の項目に該当する者は除きました。

※R3.9.30現在の結果 肢体１，２級 知的〇A、A 重複障害 合計

何にもつながりのない者
17

（うち単身３）
5 0 22

療育手帳所持者数

 R3.7.28の自立支援協議会専門部会（地域生活支援拠点）にて親亡き後”今日困る人”とはどのような人か議
論を進め、以下の条件を導きました。

親亡き後を見据えた支援について

条件１ 身体障害者手帳1，2級（肢体不自由）所持者及び療育手帳重度知的障害者。
    （困ることが想定される等級）
条件２ 施設入所者及びグループホーム入居者は除く。
条件３ 他分野との接点のある者は除く（乳幼児、学生、高齢者）。

朝霞市障害者手帳所持者数
身体障害者手帳所持者数

65歳～

精神保健福祉手帳所持者数
合計

困ることが想定される等級の対象者数
身体・肢体不自由1級
身体・肢体不自由2級
療育・知的〇A
療育・知的A
合計

施設入所者及びGH入居者を除く世代別内訳
～18歳
19～64歳

１．介護者との同居している者（介護者が1人または75歳以上または障害や自立支援医療ありの者は対象）
２．障害福祉サービス利用者
３．介護保険利用者
４．長期入院患者
５．就労先のある者
６．生活保護受給者
７．転出者（調査を進めるなかで転出した者がいたため）

合計

19～64歳の対象者内訳
肢体1級、2級
知的〇A、A
重複障害
合計

資料１

抽出結果を踏まえて…

地域としてどのようなことができそうか考えてみましょう。



地域生活支援拠点等事業について                                   

◆地域生活支援拠点等の整備とは

障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（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、地域の実情に応じた創意工夫により
整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築すること。

◆地域生活支援拠点等の整備の目的

①緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用
→地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

②体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援
を提供する体制を整備 → 障害者等の地域での生活を支援する。

◆市の方向性

第 6期障害福祉計画（2021年度～2023 年度）
複数の機関がそれぞれの機能を担う面的整備を目指す。地域生活支援拠点等は未整備であり、障害者自立支
援協議会専門部会（地域生活支援拠点部会）において、年1回以上運用状況の検証及び検討を行う。

◆５つの機能の概要

機能 機能の概要
相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用し

てコーディネーターを配置し緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常
時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコー
ディネートや相談その他必要な支援を行う機能。

緊急時の受
入れ・対応

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で介護者の急病や障害者の状態変化
等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。

体験の機会・
場

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や
一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。

専門的人材
の確保・養成

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門
的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。

地域の体制
づくり

基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーデ
ィネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社
会資源の連携体制の構築等を行う機能。

＊H30 年度障害福祉サービス等報酬改定より、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として、必要な手続き
（運営規程への記載、指定権者への届出）を行うことで加算がつく。 ＊各種加算は別紙参照

◆県内及び市の状況

【県内】R3.10.15現在：21か所28市町が整備済（近隣では志木市、富士見市が整備済）。
【市】障害者自立支援協議会「地域生活支援拠点部会」をH29 年度に設置し関係部署等と協議中。

◆今後の方向性

地域支援拠点等の機能強化を図るため、要綱を制定し、R4.4.1より「地域生活支援拠点等事業」を開始する。
①地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録（県及び市）を行う。
②障害者自立支援協議会専門部会「地域生活支援拠点部会」において、地域に共通する課題の検討を行う。
③障害者自立支援協議会（「地域生活支援拠点等」を含む）において評価及び今後の方針を検討する。
＊評価表（地域生活支援拠点等に必要な機能の実施状況の把握）は別紙参照

資料２－１



別紙

地域生活支援拠点等の機能別各種加算
機能 対象サービス 加算名・加算単位・内容 運 営 規 程

への記載

指定権 者 へ

の届出

相談 計画相談支援
障害児相談支援

地域生活支援拠点等相談強化加算 700 単位/回 ＊短期入所事業所への

受け入れ実績（回数）に応じて月4 回を限度

地域生活支援拠点等である事業所の相談支援専門員がコーディネーター

の役割を担うものとして相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急
時の受け入れの対応を行った場合に算定。

要 要

（市）

緊急時の受
入れ・対応

居宅介護、重度
訪問介護、同行

援護、行動援護

緊急時対応加算 100 単位/回 ＊月 2 回を限度

地域生活支援拠点等として位置づけた事業所の場合、＋50単位算定可能

要 要

（県）

自立生活援助 緊急時支援加算(Ⅰ) 711 単位/日

当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利
用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に算

定。地域生活支援拠点等として位置づけた事業所の場合、＋50 単位算定

可能。

地域定着支援 緊急時支援費(Ⅰ) 712 単位/日

地域生活支援拠点等として位置づけた事業所の場合、＋50単位算定可能。

短期入所 地域生活支援拠点等に係る加算 100 単位/日 ＊利用開始日のみ

地域生活支援拠点等として位置づけた事業所の場合、緊急時対応に限ら

ず利用開始日のみ算定可能。

緊急短期入所受入加算 （福祉型・共生型）180単位/日・（医療型・医療

型特定）270 単位/日 ＊初日から起算して 7 日限度、やむを得ない事情

の場合は14 日
居宅においてその介護を行う者の急病等のやむを得ない理由により、短

期入所を緊急に行った場合に算定。

定員超過特例加算 50 単位/日 ＊算定開始日から10日以内を限度

緊急時に定員を超えて受け入れた場合に算定。

× ×

体 験 の 機
会・場

生活介護、自立
訓練、就労移行

支援、就労継続

支援 A・B

障害福祉サービスの体験利用支援加算 （初日～5 日目まで）500 単位/

日・（6日目～15 日目まで）250単位/日 ＊15 日以内に限る

障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に算定。地域生活支援拠

点等として位置づけた事業所の場合、＋50単位算定可能。

要 要

（県）

施設入所支援 体験宿泊支援加算 120 単位/日

施設利用者の宿泊体験を支援した場合に算定。

地域移行支援 障害福祉サービスの体験利用加算 （初日～5 日目まで）500 単位/日・

（6 日目～15 日目まで）250 単位/日

障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に算定。地域生活支援拠

点等として位置づけた事業所の場合、＋50単位算定可能。

体験宿泊加算(Ⅰ) 300 単位/日

一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合に算定。地域生活支

援拠点等として位置づけた事業所の場合、＋50単位算定可能。

体験宿泊加算(Ⅱ) 700 単位/日 ＊(Ⅰ)･(Ⅱ)の合計で 15日以内に限る  

夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行い、一人暮ら

しに向けた体験的な宿泊支援を行った場合に算定。地域生活支援拠点等
として位置づけた事業所の場合、＋50単位算定可能。

専門的人材

の確保・養

成

生活介護

（障害者支援施

設が行う生活介
護を除く）

重度障害者支援加算(Ⅱ) （体制加算）7単位/日・（個人加算）180単位

/日

（体制加算）強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置して
いる旨の届出をしており、かつ支援計画シート等を作成し、強度行動障害

のある者にサービスの提供を行った場合に算定。

（個人加算）実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度
行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が強度行動障害のある者に個

別の支援を行った場合に算定。＊体制加算に加えて、研修修了者１人の配

置につき利用者５人まで加算可能

× ×

地域の体制

づくり

計画相談支援

障害児相談支援

地域体制強化共同支援加算 2000 単位/月 ＊月 1 回を限度

地域生活支援拠点等である事業所の相談支援専門員が、支援困難事例等
についての課題検討を通じ、情報共有等を行い、他の福祉サービス等の事

業者と共同で対応し、協議会に報告した場合

要 要
（市）

資料２－２



地域生活支援拠点等に必要な機能の実施状況の把握

運営全般に関するもの

1 拠点等の整備方針の基本理念の検討、関係者間の共有化が図られているか

2
拠点等と市の役割分担、管内で統一することが望ましいルールの設定、地域課題の抽出
方法（アセスメント）等が検討できるように協議会等における運営方針が定められてい
るか

3 拠点等と市等の連携のための連絡会議を定期的に開催しているか

4 必要な機能等の運営における定義付けの検討が行われているか

5 支援者間の連携が効果的に行われているか

6 関係機関等との連携の向上、調整、合意形成に努めているか

7 各種課題に対する連携意識の醸成に努めているか

8 拠点等を地域になじみやすい名称で周知しているか

9 地域づくりやまちづくりを目指した障害福祉を推進しているか

10
自然災害発生時における対応方針や過疎地域等の移動支援に対する支援等、地域性を踏
まえているか

状況 今後の方針

11 重度、高齢化、独居世帯等の障害者等の生活状況の確認を行っているか

12 社会的活動（ボランティア等）を希望する障害者等の把握に努めているか

状況 今後の方針

13
障害者等や地域住民を含め地域の関係者を集めて、協議会で把握した地域の課題を共有
するための勉強会やワークショップ等を開催しているか

14 障害福祉・介護・医療等の多職種が集まる研修会への参加を促進しているか

状況 今後の方針

15 支援者間において、市が定める個人情報保護の規定を踏まえた対応が図られているか

状況 今後の方針

16 相談や苦情に適正に対応できる体制となっているか

17 安心して相談できるようプライバシーの確保が行われているか

状況 今後の方針

18 公正、公平性・中立性の観点から、適切に障害者等の受け入れを行っているか

19 公正、公平性・中立性に配慮して、障害福祉サービス事業所等の紹介を行っているか

20 障害福祉サービス等事業所、相談支援事業所を紹介した経緯を記録しているか

21 協議会等への報告、説明等に協力しているか

個別機能に関するもの

22
障害者等やその家族の相談には各制度とも十分に連携しながらワンストップで対応して
いるか

＊１：効果的に実施している＝〇、実施しているが有効ではない＝△、実施していない＝×  

相談
状況 今後の方向性

個人情報の保護

利用者満足の向上

公正、公平性・中立性の確保

状況
＊１

今後の方針

項目

拠点等の組織・運営体制・担当する区域におけるニーズの把握を行っているか

地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針

障害福祉サービス等事業所・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク
（地域社会との連携及び専門職との連携）構築の方針



23 個別相談を受ける体制の確保（相談窓口の設置等）しているか

24 相談内容ごとに対応状況の進捗管理ができているか

25
運営に当たっては、緊急時の対応等も想定し、支援者に対して速やかに連絡が取れるよ
うな体制を整備しているか（必ずしも２４時間体制を採る必要なない）

26
緊急相談への発展が危惧されるような事案を事前に把握し、問題が顕在化する前に対応
できる取組みを行っているか

27 相談を受けた後の対応（紹介）の仕組みを構築しているか

28 切れ目のない包括的な障害福祉・介護・医療の連携体制を構築しているか

状況 今後の方針

29
「緊急時」の定義付けを行い、緊急時の対応（定義外の対応を含む。）について、具体
的な方法を定めているか

30
本人の家族状況、障害特性、服薬情報、経済状況等を事前に登録する仕組みの活用を検
討しているか（その際、受け入れ制限をしていないか）

31 緊急時の受け入れ後、サービス利用計画等の見直しを行っているか

32
各事業所（関係機関等を含む。）間の当番制による緊急時の受け入れ・対応を図ってい
るか

33 重度障害者も含めた緊急時における常時の受入体制が確保できているか

34 短期入所のうち、緊急時の受け入れ枠を確保しているか

35 短期入所の事業所数が少ない場合、共生型サービスの活用も含めた検討を行っているか

状況 今後の方針

36 空き家・公民館等を最大限活用しているか

37 障害特性に配慮した体験の場を確保しているか

38 緊急時を想定した体験利用を行っているか

39 地域住民との交流の場、社会参加の機会を確保しているか

40
障害者等やその家族の意向に沿った体験の機会・場を確保できるように、関係機関等で
連携しているか

41 各事業所（関係機関等を含む。）間の当番制による機会・場を確保しているか

状況 今後の方針

42
障害者等の重度化・高齢化に対応できる人材を確保・養成するため、専門的な研修等の
機会を確保しているか

43 協議会等で専門的な人材の確保・養成に係る方針や計画を十分に検討しているか

状況 今後の方針

44
地域の多様な社会資源の開発や最大限の活用を視野に入れた必要な体制を構築している
か

45
各拠点等の必要な機能を活かし、地域全体で地域生活支援を可能とする体制を構築して
いるか

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



地域生活支援拠点等事業の開始に向けて（論点整理）                                       R3.12.1 現在

主な機能 国が示す機能（具体例） 現状（市内の社会資源等） 課題・部会の意見等
相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相

談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーデ
ィネーターを配置し緊急時の支援が見込めない世帯
を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確
保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に
必要なサービスのコーディネートや相談その他必要
な支援を行う機能

●市職員（ケースワーカー）4人
＊保健師 2人・社会福祉士 2人

●指定特定相談支援事業所 12 か所
●指定一般相談支援事業所 2か所
（地域定着・地域移行：各 2か所）

●委託相談 1か所

●基幹がなく委託相談は「はあとぴあ」のみ。
●基幹又は中心的事業所が必要。
●相談支援事業所が緊急時にケースを事前に把
握することが困難。
●24 時間体制が整備できる人材の確保。
●24 時間体制可能な基幹の設置が必要。

緊急時の
受け入れ・
対応

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保し
た上で介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時
の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行
う機能

●緊急時短期入所（グループホームつぐみ）1床
＊18 歳以上の知的障害のみ
＊土日からの利用不可

●短期入所 4か所・定員 6人＋空床
●重症心身障害児（者）短期入所・
近隣 4市で 1 床契約

●緊急時短期入所施設があるが知的障害者のみ
で他の障害や障害児は対象外。事前の面接や登録
が必要で土日（休日）からの受入れはできない。
●24時間365時間対応可能なGHがあると良い。

体験の機
会・場

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同
生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らし
の体験の機会・場を提供する機能

●グループホーム 5か所・定員 39 人
●生活ホーム 1か所・定員 5人
●就労継続支援 B型事業所 8か所

●市内で新たな GH が開所している。
●日中活動できる場が必要。
●民間アパート等の空き部屋を活用して体験利
用できると良い。
●家族同伴の体験の場を作ることも必要。

専門的人
材の確保・
養成

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢
化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応
を行うことができる体制の確保や、専門的な対応が
できる人材の養成を行う機能

●特定相談支援事業所連絡会の開催
●GSV（グループスーパービジョン）勉強会
●医療的ケア児コーディネーター4人

●相談支援専門員のスキルアップを図るため
GSV（グループスーパービジョン）を行っている。
●多機能な事業所がなく人材の確保が難しい。
●医療的ケアに関するコーディネーターの研修
を受けた人材がいる。

地域の体
制づくり

基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相
談支援、一般相談支援等を活用してコーディネータ
ーを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサー
ビス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制
の構築等を行う機能

●障害者自立支援協議会・専門部会（権利擁護、地
域生活支援拠点、医療的ケア児）

●基幹型相談支援センターがなく相談支援の核
となる事業所がない。
●生活サポートの事業所が不足している。
●自立支援協議会が活用されていない。

資料２－４


