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　本計画は、障害のある人の自立や社会参加の支援等のための本県の施策の基本的な考え方
や方向性を明らかにするとともに、障害福祉サービスや障害児通所支援の提供体制の確保、
福祉的就労に関する工賃の向上に向けた取組等について定め、障害のある人のための施策の
総合的な推進について定めるものです。
　本計画の期間は、令和３年度から令和８年度までの６年間です。

　全ての県民が、障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら、地域で
共に暮らし、支え合い、安心して暮らすことができる共生社会の実現。

（１）お互いの理解の促進、共生社会の実現に向けた取組の推進
（２）自己決定の尊重、意思決定の支援、当事者本位の総合的支援
（３）安全で安心できる地域づくり

　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、2015 年９月の国連サミットで採択された 2030 年
までの国際目標です。持続可能な世界を実現するため、17の目標・169 のターゲットが示さ
れています。
　本計画は、障害のある人が安心・安全に参加・活躍できる社会の実現につながるものとな
るよう、ＳＤＧｓの達成に資する取組として推進していきます。

本計画の位置づけ・計画期間

基本理念

基本目標

本計画とＳＤＧｓの対応

＜バリアフリーぐんま障害者プラン８を通じて貢献するＳＤＧｓ目標＞

バリアフリーぐんま障害者プラン８
概　要　版

令和３年３月　群馬県
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　３つの基本目標を達成するため、８つの施策体系及び当該施策体系ごと
の事業類型を設定し、総合的・計画的な施策の推進を図る。

　全ての県民が、共に支えあい安心して暮らしていくために、障害や障害
のある人への理解を深めるための広報・啓発や交流の促進等を推進すると
ともに、障害を理由とした差別の解消や権利擁護の推進、虐待の防止に取
り組んでいきます。

　意思決定支援の推進を図るとともに、総合的な相談支援及び障害福祉
サービスを身近な地域で受けられる体制の整備を進めます。

障害者施策の展開（概要と主な取組）障害者施策の展開（概要と主な取組）

１.１.お互いの理解の促進、差別の解消及び権利擁護の推進等お互いの理解の促進、差別の解消及び権利擁護の推進等

２. 自立した生活の支援と意思決定支援の推進２. 自立した生活の支援と意思決定支援の推進

① お互いの理解の促進
② 障害を理由とする差別の解消の推進
③ 権利擁護の推進、虐待の防止

① 意思決定支援と情報提供の推進
② 総合的な相談支援体制等の整備
③ 障害福祉サービス等の充実
④ 生活の安定と充実のための施策の推進
⑤ 福祉サービスを支える人材の育成・確保
⑥ 障害のある子どもへの療育支援
⑦ 発達障害のある人への支援
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　障害や疾病等の早期発見による予防や軽減を図るとともに、適切な保
健・医療サービスを受けることができる体制整備を推進します。

　特別支援教育の充実を図りながら、特別支援教育の理念が県民全体に共
有されるように努めます。

　障害のある人の文化芸術活動・スポーツ等を推進します。

　職業能力の向上や企業とのマッチングの機会を提供するとともに、事業
者の障害者雇用に関する理解を深め、一般就労を促進します。

３. 保健・医療体制の充実３. 保健・医療体制の充実

４. 教育の充実４. 教育の充実

５. 文化芸術活動・スポーツ等の振興５. 文化芸術活動・スポーツ等の振興

６. 雇用の拡大、就労の促進６. 雇用の拡大、就労の促進

① 保健事業の充実
② 医療及びリハビリテーションの充実
③ 精神保健 ･医療体制及び高次脳機能障害支援体制の整備 ･充実
④ 難病患者支援の充実
⑤ 保健・医療従事者の育成・確保

① 学校教育の充実
② 教育職員の専門性の向上

① 文化芸術活動の推進
② 障害者スポーツの振興
③ 余暇・レクリエーション活動の充実

① 雇用の拡大と職場への定着支援
② 職業能力の開発推進
③ 福祉施設からの就労と工賃向上
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　情報アクセシビリティの向上を推進するとともに、意思疎通支援の充実
や情報通信技術の進展等に対応した環境の整備を推進します。

　障害特性に配慮した防災、防犯、交通安全、障壁（バリア）のないまち
づくり等の取組とともに、利用しやすいバスや鉄道等の交通・移動手段の
確保を図ります。

７.７. 情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実

① 情報アクセシビリティの向上
② 意思疎通支援の充実

８.８. 防災・防犯等の推進と安全・安心な生活環境の整備防災・防犯等の推進と安全・安心な生活環境の整備

① 防災対策の推進
② 防犯対策・交通安全への配慮
③ 住まいの確保等
④ 円滑な交通・移動のための環境整備の推進
⑤ 福祉のまちづくり推進

＜新たな課題等への対応＞

　バリアフリーぐんま障害者プラン７策定以降の国の新たな施策や社会
環境の変化等に伴い、今後６年間で重点的に取り組んでいく必要のある課
題等への対応について掲載しています。

　〇 ニューノーマルやデジタル化に対応した障害福祉
　〇 障害児のための療育支援・重度障害児者のための支援
　〇 文化芸術活動の推進に関する取組
　〇 読書バリアフリーの推進に関する取組
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障害福祉サービスの見込量・数値目標等障害福祉サービスの見込量・数値目標等

項　　　目 目　標

施設から地域生活へ移行する者の数（R2～R5の累計） ９８人

施設入所者の削減数（R2～ R5の累計） ５６人

令和５年度末時点の施設入所者数 ２，３９７人

県内全就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃月額 ２０，０００円

１．７つの数値目標１．７つの数値目標

項　　　目 目　標

平均地域生活日数 ３１６日以上

令和５年度における退院率

入院後３か月経過時点 ６９％以上

入院後６か月経過時点 ８６％以上

入院後１年経過時点 ９２％以上

令和５年度末の長期在院者
（１年以上の入院者）の数

65歳以上 １，３４０人以下

65歳未満 ９１５人以下

項　目 目　　　標

地域生活支援拠点等
が有する機能の充実

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、その機能充実のため、年１回
以上、運用状況を検証及び検討

① 福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する目標
　（入院中の精神障害のある人の地域生活への移行等）

③ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実に関する目標
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項　　　目 目　標

福祉施設から一般就労への移行者数 ２１９人

就労移行支援事業の一般就労への移行者数 １５３人

就労継続支援Ａ型事業の一般就労への移行者数 ２５人

就労継続支援Ｂ型事業の一般就労への移行者数 ４０人

就労移行支援事業等を通じ一般就労に移行する者のう
ち就労定着支援事業を利用した者

７割

就労定着支援事業の就労定着率が８割以上の事業所 ７割以上

項　目 目　　　標

児童発達支援センター 各市町村又は各圏域に１か所以上設置

保育所等訪問支援を利用できる
体制

すべての市町村で利用できる体制を構
築

主に重症心身障害児を支援する
児童発達支援事業所

各市町村又は各圏域に１か所以上確保

主に重症心身障害児を支援する
放課後等デイサービス

各市町村又は各圏域に１か所以上確保

医療的ケア児（者）支援のため
の関係機関の協議の場

県、各圏域及び各市町村にそれぞれ１
か所以上設置

医療的ケア児（者）に関するコー
ディネーターの配置

各市町村又は各圏域にコーディネー
ターを配置

難聴児支援のための中核的機能
を有する体制

県内で体制を確保

④ 福祉施設から一般就労への移行・定着に関する目標

⑤ 障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備に関する目標
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項　目 目　　　標

相談支援体制の
充実・強化

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

項　目 目　　　標

障害福祉サービス等の質
を向上させるための取組
に係る体制の構築

障害福祉サービス等の質を向上させるための
取組に関する事項を実施する体制を構築

２. 障害福祉サービス等の必要見込量と確保策２. 障害福祉サービス等の必要見込量と確保策

⑥ 相談支援体制の充実・強化に関する目標

⑦ �障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築に
関する目標

○ �令和２年３月の障害福祉サービスの利用者数は、県全体で延べ
約２５，０００人となっており、令和６年３月には、県全体で
約２９，１００人が利用する見込み。

○ �これを踏まえ、グループホームや就労系サービス事業所の確保、
障害のある子どもの健全な発達を支援するための体制整備等を
推進。
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区　　　分 平成27年度
（H28.3）

令和元年度
（R2.3）

令和５年度
（R6.3）

障害福祉サービス利用者数 19,733 24,978 29,148

区分 サービス 平成27年度
（H28.3）

令和元年度
（R2.3）

令和５年度
（R6.3）

訪問系 訪問系サービス 2,389 2,499 2,709

日
中
活
動
系

生活介護 4,082 4,380 4,669

就労移行支援 400 493 573

就労継続支援（Ａ型） 307 661 849

就労継続支援（Ｂ型） 2,367 3,157 3,672

就労定着支援 72 178

短期入所 368 332 594

居
住
支
援
系

自立生活援助 4 40

共同生活援助
（グループホーム） 1,746 2,267 2,669

施設入所支援 2,477 2,453 2,397

障
害
児
支
援

児童発達支援 504 989 1,235

居宅訪問型児童発達支援 0 14

放課後等デイサービス 1,531 2,891 3,929

保育所等訪問支援 20 47 137

福祉型児童入所支援 94 94 95

医療型児童入所支援 71 49 64

障害福祉サービスの利用者数（これまでの実績と今後の見込み）

■全体

■主な障害福祉サービス（抜粋）

（注）利用者数は１ヶ月間の実利用者数（人／月）


