
第５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

22,625 人

17,084 人

2,329 人

1,506 人

29,546 人

22,073 人

9,018 人

12,595 人

12,052 人

8,867 人

80.1 ％

81.0 ％

　　○　訪問系サービス
種類

見込み 677.2 万時間 760.4 万時間 732.1 万時間

実績 629.1 万時間 640.3 万時間 690.2 万時間

見込み 24.5 　万人 25.7 　万人 26.4 　万人

実績 22.9 　万人 22.9 　万人 23.8 　万人

　　○　日中活動系サービス
種類

見込み 572 万人日分 587.9 万人日分 594.9 万人日分

実績 549 万人日分 566.5 万人日分 606.0 万人日分

見込み 29.3 　万人 30.0 　万人 30.3 　万人

実績 28.3 　万人 28.6 　万人 29.2 　万人

見込み 6.3 万人日分 6.8 万人日分 7.1 万人日分

実績 3.0 万人日分 3.0 万人日分 2.9 万人日分

見込み 0.5 　万人 0.5 　万人 0.5 　万人

実績 0.2 　万人 0.2 　万人 0.2 　万人

見込み 22.7 万人日分 24.1 万人日分 25.2 万人日分

実績 17.8 万人日分 18.4 万人日分 20.6 万人日分

見込み 1.4 　万人 1.5 　万人 1.6 　万人

実績 1.2 　万人 1.3 　万人 1.3 　万人

見込み 66.8 万人日分 72.8 万人日分 78.2 万人日分

実績 55.0 万人日分 56.0 万人日分 63.9 万人日分

見込み 4.0 　万人 4.4 　万人 4.7 　万人

実績 3.4 　万人 3.4 　万人 3.5 　万人

見込み 146.2 万人日分 156.8 万人日分 166.1 万人日分

実績 136.7 万人日分 141.9 万人日分 157.0 万人日分

見込み 7.5 　万人 8.1 　万人 8.6 　万人

実績 7.0 　万人 7.2 　万人 7.7 　万人

見込み 440.3 万人日分 464.1 万人日分 485.3 万人日分

実績 431.7 万人日分 461.7 万人日分 528.6 万人日分

見込み 25.2 　万人 26.5 　万人 27.7 　万人

実績 25.6 　万人 26.9 　万人 28.7 　万人

見込み 1.4 　万人 1.8 　万人 2.1 　万人

実績 0.7 　万人 1.1 　万人 1.3 　万人

見込み 2.1 　万人 2.1 　万人 2.1 　万人

実績 2.1 　万人 2.1 　万人 2.1 　万人

見込み 40.2 万人日分 43.1 万人日分 45.5 万人日分

実績 37.6 万人日分 33.5 万人日分 32.7 万人日分

見込み 6.4 　万人 6.9 　万人 7.3 　万人

実績 5.7 　万人 4.9 　万人 4.4 　万人

参考資料３

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30年度 令和元年度

サービス量

項目 令和元年度

項目

サービス量

生活介護

サービス利用者数

サービス量

サービス量

就労定着支援 サービス利用者数

福祉施設から一般就労へ移行す
る者のうち、職業訓練受講者数

見込み

実績

生活介護、自立訓練、就労移行支
援及び就労継続支援事の利用者
の一般就労への移行者数

令和2年度

令和2年度

サービス利用者数

平成30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）

項目 令和2年度

サービス利用者数

見込み

実績

見込み

実績

見込み

実績

福祉施設から公共職業安定所へ
誘導した福祉施設利用者数

福祉施設から障害者就業・生活支
援センターへ誘導した福祉施設利
用者数

就労定着支援事業による支援を開
始した時点から一年後の職場定着
率

福祉施設から公共職業安定所の
支援を受けて就職した福祉施設利
用者数

見込み

実績

見込み

実績

（議事１）



　　○　居住系サービス
種類

見込み 0.5 　万人 0.6 　万人 0.7 　万人

実績 0.1 　万人 0.1 　万人 0.1 　万人

見込み 12.2 　万人 13.0 　万人 13.6 　万人

実績 12.3 　万人 13.2 　万人 14.3 　万人

見込み 13.1 　万人 13.0 　万人 12.7 　万人

実績 12.9 　万人 12.8 　万人 12.7 　万人

　　○　相談支援
種類

見込み 22.5 　万人 23.9 　万人 25.0 　万人

実績 17.9 　万人 21.1 　万人 22.9 　万人

見込み 0.3 　万人 0.3 　万人 0.4 　万人

実績 0.1 　万人 0.1 　万人 0.1 　万人

見込み 0.5 　万人 0.6 　万人 0.7 　万人

実績 0.3 　万人 0.4 　万人 0.4 　万人

種類

見込み 677.2 時間 760.4 時間 732.1 時間

実績 629.1 時間 640.3 時間 690.2 時間

見込み 24.5 　万人 25.7 　万人 26.4 　万人

実績 22.9 　万人 22.9 　万人 23.8 　万人

見込み 1253.9 万人日分 1312.5 万人日分 1356.8 万人日分

実績 1193.6 万人日分 1247.5 万人日分 1379.1 万人日分

見込み 67.9 　万人 71.0 　万人 73.4 　万人

実績 65.6 　万人 67.6 　万人 70.6 　万人

見込み 13.1 　万人 13.0 　万人 12.7 　万人

実績 12.9 　万人 12.8 　万人 12.7 　万人

※日中活動系サービスは、生活介護、自立訓練（機能・生活）、就労移行支援、就労継続支援（A・B）、旧体系の日中活動系サービスの計

※施設入所サービスは、施設入所支援・旧体系の居住系サービスの計

　　○　障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等

種類

見込み 85.8 　万人日分 93.8 　万人日分 98.3 　万人日分

実績 88.6 　万人日分 92.9 　万人日分 119.3 　万人日分

見込み 11.1 　万人 12.0 　万人 15.0 　万人

実績 11.7 　万人 12.2 　万人 14.0 　万人

見込み 2.4 　万人日分 2.5 　万人日分 2.6 　万人日分

実績 1.6 　万人日分 1.2 　万人日分 1.5 　万人日分

見込み 0.3 　万人 0.3 　万人 0.3 　万人

実績 0.2 　万人 0.2 　万人 0.2 　万人

見込み 230.0 　万人日分 257.4 　万人日分 283.1 　万人日分

実績 246.6 　万人日分 257.2 　万人日分 321.9 　万人日分

見込み 21.0 　万人 23.3 　万人 25.6 　万人

実績 20.8 　万人 21.7 　万人 25.2 　万人

見込み 1.1 　万人日分 1.3 　万人日分 1.6 　万人日分

実績 0.6 　万人日分 0.5 　万人日分 1.3 　万人日分

見込み 0.6 　万人 0.7 　万人 0.9 　万人

実績 0.5 　万人 0.4 　万人 0.9 　万人

見込み 0.9 　万人日分 1.1 　万人日分 1.3 　万人日分

実績 0.0 　万人日分 0.0 　万人日分 0.1 　万人日分

見込み 0.1 　万人 0.2 　万人 0.2 　万人

実績 0.0 　万人 0.0 　万人 0.0 　万人

見込み 0.7 　万人 0.7 　万人 0.7 　万人

実績 0.2 　万人 0.1 　万人 0.1 　万人

見込み 0.7 　万人 0.7 　万人 0.7 　万人

実績 0.2 　万人 0.2 　万人 0.2 　万人

見込み 8.1 　万人 9.1 　万人 11.5 　万人

実績 6.1 　万人 7.1 　万人 8.1 　万人

見込み 419 　人 621 　人 1,155 　人

実績 562 　人 1,093 　人 1,438 　人

医療型児童発達支援

サービス利用量

サービス利用者数

医療的ケア児に対する関連分
野の支援を調整するコーディ
ネーターの配置人数

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

サービス利用者数

項目 平成30年度 令和元年度 令和2年度

サービス利用量

障害児相談支援 サービス利用者数

福祉型児童入所施設 サービス利用者数

サービス利用量

サービス利用量

医療型児童入所支援 サービス利用者数

項目 平成30年度

施設入所サービス サービス利用者数

サービス利用者数

共同生活援助

施設入所支援 サービス利用者数

令和元年度

自立生活援助 サービス利用者数

項目 平成30年度

令和2年度

サービス利用者数

サービス利用者数

平成30年度 令和元年度

サービス利用者数

令和2年度

居宅訪問型児童発達支援

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

訪問系サービス

サービス量

サービス利用者数

日中活動系サービス
（児童デイ、療養、短期除く）

サービス量

サービス利用者数

サービス利用量

児童発達支援

計画相談支援

地域定着支援

地域移行支援

令和元年度 令和2年度



　　○　発達障害者等に対する支援

種類

見込み 95.0 　回数 94.0 　回数 98.0 　回数

実績 109.0 　回数 96.0 　回数 104.0 　回数

見込み 14.8 　万件 15.1 　万件 17.0 　万件

実績 16.7 　万件 16.2 　万件 15.7 　万件

見込み 1.1 　万件 1.1 　万件 1.2 　万件

実績 2.8 　万件 2.1 　万件 2.8 　万件

見込み 0.6 　万件 0.6 　万件 0.7 　万件

実績 0.8 　万件 0.9 　万件 0.6 　万件

令和2年度

発達障害者支援地域協議会の
開催

発達障害者支援センターによる
相談支援

発達障害者支援センター及び
発達障害者地域支援マネー
ジャーの関係機関への助言

サービス利用量

サービス利用量

サービス利用量

発達障害者支援センター及び
発達障害者地域支援マネー
ジャーの外部機関や地域住民
への研修、啓発

サービス利用量

項目 平成30年度 令和元年度


