
第４期障害福祉計画のサービス見込量と実績

○ 福祉施設から一般就労への移行等
種類

16,160 人

15,957 人

17,198 人

2,430 人

1,842 人

558 人

4,186 人

1,980 人

3,594 人

1,933 人

27,693 人

6,066 人

○ 訪問系サービス
種類

見込み 629.9 万時間 674.4 万時間 720.6 万時間

実績 575.5 万時間 598.1 万時間 611.1 万時間

見込み 21.9 万人 23.4 万人 24.9 万人

実績 20.6 万人 21.5 万人 22.2 万人

○ 日中活動系サービス
種類

見込み 536.1 万人日分 556.7 万人日分 577.1 万人日分

実績 541.5 万人日分 553.4 万人日分 551.6 万人日分

見込み 27.5 万人 28.6 万人 29.6 万人

実績 26.6 万人 27.2 万人 27.7 万人

見込み 5.0 万人日分 5.4 万人日分 5.9 万人日分

実績 3.2 万人日分 3.0 万人日分 3.0 万人日分

見込み 0.4 万人 0.4 万人 0.4 万人

実績 0.2 万人 0.2 万人 0.2 万人

見込み 26.3 万人日分 28.0 万人日分 29.9 万人日分

実績 18.4 万人日分 18.7 万人日分 18.4 万人日分

見込み 1.6 万人 1.7 万人 1.8 万人

実績 1.2 万人 1.2 万人 1.2 万人

見込み 61.3 万人日分 69.3 万人日分 77.7 万人日分

実績 54.1 万人日分 56.3 万人日分 57.4 万人日分

見込み 3.6 万人 4.0 万人 4.5 万人

実績 3.1 万人 3.2 万人 3.4 万人

見込み 96.4 万人日分 109.3 万人日分 123.2 万人日分

実績 115.5 万人日分 132.6 万人日分 136.8 万人日分

見込み 4.9 万人 5.6 万人 6.3 万人

実績 5.8 万人 6.6 万人 6.9 万人

見込み 364.4 万人日分 387.3 万人日分 412.1 万人日分

実績 377.1 万人日分 402.4 万人日分 416.4 万人日分

見込み 20.7 万人 22.0 万人 23.3 万人

実績 21.0 万人 22.4 万人 24.0 万人

見込み 2.0 万人 2.1 万人 2.1 万人

実績 2.0 万人 2.0 万人 2.0 万人

見込み 32.7 万人日分 35.3 万人日分 38.0 万人日分

実績 30.8 万人日分 34.3 万人日分 36.4 万人日分

見込み 4.9 万人 5.3 万人 5.7 万人

実績 4.6 万人 5.1 万人 5.4 万人

参考資料４

就労移行支援

療養介護

就労継続支援（Ｂ型）

サービス量

サービス利用者数

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

自立訓練（機能訓練）

平成27年度 平成28年度

サービス量

項目 平成28年度

項目

サービス量

生活介護

サービス利用者数

サービス量

就労移行支援事業及び就労継続
支援事業の利用者の一般就労へ
の移行

障害者就業・生活支援センター事
業による支援

職場適応援助者による支援

平成29年度

平成29年度

サービス利用者数

サービス利用者数

自立訓練（生活訓練）

サービス量

サービス利用者数

短期入所

サービス量

サービス利用者数

サービス量

サービス利用者数

就労継続支援（Ａ型）

サービス量

サービス利用者数

平成27年度

サービス利用者数

障害者の態様に応じた多様な委託
訓練事業の受講

障害者トライアル雇用事業の開始

見込み

実績

見込み

実績

公共職業安定所におけるチーム支
援による福祉施設利用者の支援

見込み

実績

見込み

実績

見込み

実績

見込み

実績

項目 平成29年度



○ 居住系サービス
種類

見込み 10.4 万人 11.3 万人 12.2 万人

実績 10.2 万人 10.8 万人 11.5 万人

見込み 13.1 万人 12.9 万人 12.8 万人

実績 13.2 万人 13.1 万人 13.0 万人

○ 相談支援
種類

見込み 19.8 万人 22.0 万人 24.0 万人

実績 13.6 万人 14.7 万人 15.5 万人

見込み 0.3 万人 0.4 万人 0.4 万人

実績 0.1 万人 0.1 万人 0.1 万人

見込み 0.4 万人 0.5 万人 0.7 万人

実績 0.2 万人 0.3 万人 0.3 万人

○ 障害児支援
種類

見込み 61.7 万人日分 67.4 万人日分 73.2 万人日分

実績 60.9 万人日分 71.4 万人日分 79.9 万人日分

見込み 8.1 万人 8.8 万人 9.4 万人

実績 8.4 万人 9.4 万人 10.5 万人

見込み 109.4 万人日分 125.3 万人日分 142.6 万人日分

実績 135.8 万人日分 178.5 万人日分 214.5 万人日分

見込み 11.5 万人 13.0 万人 14.6 万人

実績 12.0 万人 14.9 万人 17.8 万人

見込み 0.8 万人日分 1.0 万人日分 1.3 万人日分

実績 0.3 万人日分 0.4 万人日分 0.5 万人日分

見込み 0.4 万人 0.5 万人 0.6 万人

実績 0.2 万人 0.3 万人 0.3 万人

見込み 2.8 万人日分 2.9 万人日分 3.1 万人日分

実績 2.1 万人日分 2.0 万人日分 1.8 万人日分

見込み 0.3 万人 0.3 万人 0.4 万人

実績 0.3 万人 0.3 万人 0.2 万人

見込み 0.6 万人 0.6 万人 0.6 万人

実績 0.2 万人 0.2 万人 0.2 万人

見込み 0.4 万人 0.4 万人 0.4 万人

実績 0.2 万人 0.2 万人 0.2 万人

見込み 6.2 万人 7.0 万人 7.9 万人

実績 3.7 万人 4.5 万人 5.2 万人

平成29年度項目 平成27年度

計画相談支援

地域定着支援

地域移行支援

共同生活援助

施設入所支援 サービス利用者数

平成28年度

サービス利用者数

障害児相談支援 サービス利用者数

福祉型児童入所支援 サービス利用者数

サービス利用量

サービス利用者数

医療型児童入所支援 サービス利用者数

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

サービス利用量

平成29年度

サービス利用者数

サービス利用者数

サービス利用者数

項目 平成27年度 平成28年度

サービス利用者数

児童発達支援

サービス利用者数

放課後等デイサービス

サービス利用者数

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

サービス利用者数

サービス利用者数


