
 

１ 計画の策定にあたって 

 

（１）計画策定の趣旨 

障害のある方が地域において自立した生活を送ることを目指し、相談支援、地域生活支援、保健・

医療、教育、生活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策の総合的な計画を策定します。 

 

（２）計画の位置付け 

障害者基本法第１１条第３項に規定する「市町村障害者計画」であり、「千葉市新基本計画」を上

位計画とする本市の障害者施策に関する個別部門計画という性格を有する第３次千葉市障害者計画と、

障害者総合支援法第８８条に位置づけられた、障害福祉サービス、地域生活支援事業の提供体制の確

保に関する実施計画という性格を有する第４期千葉市障害福祉計画を一体的に策定したものです。 

 

（３）計画の期間 

平成２７年度から平成２９年度までの３年間とします。 

 

 

２ 基本理念 

 

 

 

すべての障害者が地域において自立した生活を営む主体であるとの認識に立ち、相談支援、地域生

活支援、保健・医療、教育などの総合的な連携のもとに、地域での自立した生活を支援するための施

策を一体的に推進していくとともに、差別や社会的障壁による権利侵害のない「安らぎのあるあたた

かな共生社会」の実現を目指す。 

 

 

３ 計画の視点 

 

基本理念を実現するための施策展開に当たって、次の４つの視点を計画の視点とします。 

 

（１）障害特性を踏まえたライフステージの全段階に応じた利用者本位の支援 

（２）誰もが安心して生活し、社会へ参加していくためのバリアフリー化の推進 

（３）将来を見据えた、障害者の視点に立った各分野における施策展開 

（４）施策展開における市民参加と協働 

 

４ 基本目標 

 

計画の体系として次の７つの基本目標を定め、各基本目標に沿って施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標７ 生活環境の整備 ～物理的な障壁のない安全・安心な都市基盤の整備～ 

障害の有無に関わらずすべての人が安全・安心に日常生活を送ることができるよう、公共交通機関、道

路、建築物、住宅環境など誰もが利用しやすいバリアフリーのまちづくりが求められています。 

基本目標６ 生命、身体、財産の安全確保 ～万一の時の安全・安心に配慮した支援体制づくり～ 

東日本大震災の発生以降、防災意識が高まっています。災害が発生した際の避難や避難所での生活支援等に

対する不安を軽減し、実際に必要な支援が行えるような体制づくりのほか、生命・身体のみならず、財産を守

るための防犯活動や権利擁護に向けた取り組みが求められています。 

基本目標５ 社会参加の一層の推進 ～相互に理解し、積極的に社会に参加していくための支援～ 

障害の有無にかかわらず、相互に個性を尊重し合うあたたかな共生社会を実現するためには、障害及び障害

者に関する理解が不可欠です。 

また、就労は、単に報酬等を得るためだけのものではなく、達成感や生きがいが得られるものであり、余暇

活動と同様に、仲間づくり等にも繋がることから、障害者が積極的に社会に参加していくため、就労活動や余

暇活動等への支援が求められています。 

基本目標４ 障害児に対する支援の充実 ～療育・教育を一体的に支援する体制づくり～ 

適切な時期に適切な療育を行うことにより、障害の程度を軽減するとともに、いわゆる「二次障害」の発生

を防ぎ、また障害児一人一人のニーズに応じ、学校卒業後まで一貫した教育や療育を行うことにより、もっ

て、障害児が将来自立した生活を送ることができるようにするため、障害の早期発見・早期療育及び教育の体

制の整備・充実が求められています。 

基本目標３ 保健・医療の充実 ～保健や医療分野との効果的な連携～ 

障害の原因となる疾病等を適切に予防し、その早期発見に努めるとともに、障害者が安心して医療を受けら

れ、健康の保持・増進が図られるよう、地域での医療体制の更なる充実が求められています。 

基本目標２ 地域生活支援の充実 ～地域や施設で暮らすためのサービスの充実～ 

障害者が地域で自立した生活を営むために、計画的な障害福祉サービス基盤の整備とともに、日常生活を送

る上で必要となる多様な支援事業を展開し、経済的負担を軽減するための各種制度の周知と利用促進を図るこ

とが求められています。 

基本目標１ 相談支援の充実 ～利用者視点に立った多岐にわたる相談支援体制づくり～ 

障害者が地域で安心して暮らしていくためには、日常生活のあらゆることを気軽に相談できる場所があるこ

とが不可欠です。そこで、身近な相談支援機関を一層強化するとともに、より専門性を備えた職員を配置する

ことが求められています。 

また、当事者からの相談に応えるだけでなく、的確な自己選択のために情報提供の充実を図ることが求めら

れています。 

すべての障害者が地域において自立した生活を営む主体であるとの認識に立ち、障害の有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として相互に尊重し合い、人格を認め合い、そして支え合うこと

により、差別や障壁のない、安らぎのあるあたたかな共生社会をつくる。 
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５ 障害福祉サービス提供の見込量等（第４期千葉市障害福祉計画） 

 

（１）指定障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

  ア 地域生活を支える訪問系サービスの充実 

  イ 自立した生活を営むための日中活動系サービスの保障 

  ウ 地域における暮らしの場の確保 

  エ 就労支援の強化 

  オ 相談支援体制の充実・強化 

 

（２）平成２９年度までに達成すべき目標 

ア 施設入所者の地域生活への移行 

地域生活移行者数 
【目標】 

６８人以上 

平成 25 年度末時点の施設入所者数（565 人）の

12％（68 人）以上の移行を目指す。 

 

イ 地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点等の 

整備数 

【目標】 

１か所以上 
本市域内において 1 か所以上の整備を目指す。 

 

ウ 福祉施設から一般就労への移行 

平成 29 年度における年間

の一般就労への移行者数 

【目標】 

１１２人以上 

平成 24 年度の年間の一般就労への移行者数(56 人)

の 2 倍（112 人）以上の移行を目指す。 

 

（３）指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策 

ア 平成２７年度から平成２９年度の利用人数・利用量の見込量 

これまでの利用実績の伸びをベースに、障害者手帳交付者数の伸び等を勘案して定めた。 

イ 見込量の確保の方策 

    事業者に対する情報提供や助成等の支援により事業者の参入を促すほか、利用者に対しても必要

なサービスを適切に利用できるよう相談支援を充実させる。 

 

（４）地域生活支援事業の実施に関する事項 

ア 必須事業 

相談支援事業を各区で実施するほか、地域の状況やニーズに対応した事業を展開する。 

イ 任意事業 

これまでのサービス内容と同様のサービス及び水準を維持することを基本に各種事業を実施する。 

 

※（３）及び（４）の各サービス量については、参考資料１及び２を参照 

 

６ 計画の推進に向けて 

 

（１）関係機関・地域等との連携  

（２）当事者の障害者施策への参加 

（３）進行管理と評価 

（４）計画の弾力的運用



参考資料 １ 
 

◆指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策 

サービスの種類 必要な見込量算定の考え方 
必要量の見込み（各年度１か月あたりの数値） 

確保の方策 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

（１）訪問系サービス 

 

居宅介護 
  第３期計画期間の利用実績の伸びを

ベースに、障害者手帳交付者数の伸び等を

勘案して見込みます。 

  また、重度障害者等包括支援は、現

在、県内に事業者がなく利用実績はありま

せんが、事業者の新規参入により利用者が

発生することを想定して見込みます。 

上段：利用量 

(時間分/月) 

 

［下段］：利用人数 

(実人/月) 

25,872 28,200 30,748  障害福祉サービス事業者連絡協議会や事業者説明会等を通じて、事業者にホー

ムヘルパーの増員を働きかけるとともに、障害者へのサービスを提供していない介護保

険の訪問介護事業所等への情報提供に努め、事業者の一層の参入を促進します。 

 また、ホームヘルパーが、医療的ケアが必要な重度障害者等にも支援を行えるよう、

必要な研修の受講を支援します。 

重度障害者等包括支援は、居宅介護、短期入所、生活介護等複数のサービス

を提供している事業者等に、事業の実施を働きかけます。 

 同行援護、行動援護については、事業者の参入を促進するとともに、利用者への情

報提供に努めます。 

[1,056] [1,151] [1,255] 

重度訪問介護 
15,612 18,474 21,857 

[60] [71] [84] 

行動援護 
567 586 604 

[31] [32] [33] 

重度障害者等包括支援 
418 418 418 

[1] [1] [1] 

同行援護 
3,256 3,317 3,377 

[162] [165] [168] 

（２）日中活動系サービス 

 

生活介護 

第３期計画期間の利用実績の伸びをベ

ースに、障害者手帳交付者数の伸び等を

勘案して見込みます。 

平成２４年度の児童福祉法改正以降、

利用が大幅に増加している児童発達支援

及び放課後等デイサービスについては、今後

も増加すると考えられるニーズに応える必要

があることから、平成２４年度以降の利用

実績の伸び等を勘案して見込みます。 

また、保育所等訪問支援は、これまで利

用実績がありませんが、今後利用が発生す

ることを想定して見込みます。 

医療型児童発達支援は、利用実績及び

利用契約者数を勘案し、現状維持として見

込みます。 

上段：利用量 

(時間分/月) 

 

［下段］：利用人数 

(実人/月) 

32,180 33,467 34,813 

 市の未利用地や公共施設の跡施設の有効活用の検討や「障害者支援版起業

塾」の開催等により、事業者の参入を促進します。 

 また、指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて、事業

者の参入を促進します。 

[1,601] [1,665] [1,732] 

自立訓練（機能訓練） 
257 277 297 

[13] [14] [15] 

自立訓練（生活訓練） 
1,408 1,654 1,954 

[80] [94] [111] 

就労移行支援 
5,593 7,275 9,452 

[316] [411] [534] 

就労継続支援（Ａ型） 
2,277 2,753 3,333 

[110] [133] [161] 

就労継続支援（Ｂ型） 
10,605 11,568 12,600 

[606] [661] [720] 

療養介護 
2,418 2,511 2,604 

[78] [81] [84] 

短期入所（福祉型） 
2,322 2,412 2,511 

[258] [268] [279] 

短期入所（医療型） 
318 336 354 

[53] [56] [59] 

児童発達支援 
2,947 3,713 4,678 

[486] [583] [700] 

放課後等デイサービス 
9,205 10,678 12,386 

[743] [825] [916] 

保育所等訪問支援 
2 2 2 

[1] [1] [1] 

医療型児童発達支援 
310 310 310 

[50] [50] [50] 



サービスの種類 必要な見込量算定の考え方 
必要量の見込み（各年度１か月あたりの数値） 

確保の方策 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

（３）居住系サービス 

 

共同生活援助 

（グループホーム） 

 共同生活援助は、施設入所者の地域移

行目標者数や介助者の高齢化による利用

者数の伸び等を勘案して見込みます。 

 施設入所支援は、利用実績は減少傾向

にありますが、障害者本人の高齢化・重度

化や介助者の高齢化を見据えて、現状維

持として見込みます。 

 また、障害児入所支援(福祉型・医療型)

は、第３期計画期間の利用実績の伸びを

もとに見込みます。 

利用人数 

(実人/月) 

465 526 587 

 共同生活援助は、民間事業者の参入により事業者数は増加していますが、施設や

精神科病院からの地域移行を更に促進するとともに、介助者の高齢化によるニーズの

増加に対応するため、必要な助成を行い、積極的な整備を進めます。 

施設入所支援 762 762 762 

福祉型障害児入所支援 36 39 43 

医療型障害児入所支援 29 32 36 

（４）相談支援 

 

計画相談支援 
 計画相談支援及び障害児相談支援は、

サービスの支給決定を受ける方の全てに対

して計画を作成することとして、利用者数を

見込みます。 

 また、地域相談支援は、施設入所者の地

域移行目標者数等を勘案して見込みま

す。 

利用人数 

(実人/月) 

203 312 435 

 指定相談支援事業者の確保に努めます。また、従事する相談支援専門員を養成

するため、指定障害福祉サービス事業者に対し、相談支援従事者研修の受講等を

促します。 

地域移行支援 4 4 4 

地域定着支援 69 92 114 

障害児相談支援 56 94 140 

 



参考資料 ２ 
 

◆地域生活支援事業の実施に関する事項 

１ 必須事業 

事業の種類 
必要量の見込み（各年度年間の数値） 

実施に関する考え方（確保の方策） 
単位 平成 27年度 平成28年度 平成29年度 

（１）理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施 
障害者週間事業の一環として、障害者(児)の自立の促進と市民意識の啓発及び障害者間の障害種別を越えた
交流を図るため、障害者福祉大会の企画・運営を千葉市身体障害者連合会に委託して実施します。 

（２）自発的活動支援事業 

 ①本人活動支援事業 

事業数 3 3 3 

在宅の知的障害者本人によるボランティア活動を支援するため、その活動の機会を提供するとともに、その活動に関
する便宜を図るため、千葉市手をつなぐ育成会に委託して実施します。 

 ②明るいくらし促進事業 
精神障害者やその家族及び地域住民との交流を図ることにより、精神障害者の社会参加の促進を図るため、NPO
法人千家連に委託して実施します。 

 ③精神障害者家族セミナー 
他の精神障害者施設の見学や家族会の研修を通じて精神障害についての普及啓発の方法を学ぶことにより、家族
会の活性化を促し、精神障害者の社会参加の促進を図るため、NPO法人千家連に委託して実施します。 

（３）相談支援事業 

 ①障害者相談支援事業 箇所数 7 7 7 障害者やその保護者、介護者からの相談、その他必要な支援を市内の障害児（者）施設に委託して実施します。 

 ②障害児等療育支援事業 箇所数 10 10 10 身近な地域で療育指導等が受けられるよう、障害児（者）施設等の有する機能を活用して実施します。 

 
③発達障害者支援センター運営事業 

箇所数 1 1 1 発達障害児（者）に対する総合的な支援拠点として療育センター内に設置し、社会福祉法人に委託して実施しま
す。  実利用見込人数 1,351 1,504 1,657 

（４）成年後見制度利用支援事業 実施の有無 実施 実施 実施 千葉市成年後見支援センター及び障害者相談支援事業所等での広報・相談等により、制度の周知を図ります。 

（５）意思疎通支援事業 

 

①手話通訳者設置事業 設置者数 7 7 7 
聴覚障害者のコミュニケーション手段を確保するため、本庁舎及び各区保健福祉センターに手話通訳者を配置すると
ともに、手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣事業を（福）千葉県聴覚障害者協会へ委託して実施します。 

②手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業 実利用見込人数 243 245 247 

③重度障害者入院時ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業 実利用見込人数 1 1 1 利用者のほか、事業者説明会等の機会を通して関係者等に周知します。 

④盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 実施の有無 実施 実施 実施 
盲ろう者のコミュニケーションや移動等を確保するため、四県市（千葉県・船橋市・柏市・千葉市）共同事業として、
千葉盲ろう友の会へ委託して実施します。 

（６）意思疎通支援者養成研修事業 

 

①手話通訳者養成事業 実施の有無 実施 実施 実施 
聴覚障害者等のコミュニケーション等の支援者として、通訳に必要な技術や知識を習得した手話通訳者を養成しま
す。 

②要約筆記者養成事業 実施の有無 実施 実施 実施 
聴覚障害者等のコミュニケーション等の支援者として、通訳に必要な技術や知識を習得した要約筆記者を養成しま
す。 

③盲ろう者向け通訳・介助員養成事業 実施の有無 実施 実施 実施 
盲ろう者の自立と社会参加の担い手として、四県市（千葉県・船橋市・柏市・千葉市）共同事業により、通訳及び
移動等の支援方法を習得した通訳・介助員を養成します。 

（７）日常生活用具費支給等事業 

 ①介護・訓練支援用具 

実利用見込件数 

46 46 46 

地域で生活する障害者の利便性の向上を図ります。また、障害者の生活実態や技術進歩に対応した品目選定等に
努めます。  ②自立生活支援用具 137 137 137 

 ③在宅療養等支援用具 130 130 130 



事業の種類 
必要量の見込み（各年度年間の数値） 

実施に関する考え方（確保の方策） 
単位 平成 27年度 平成28年度 平成29年度 

 ④情報･意思疎通支援用具 140 140 140 

 ⑤排泄管理支援用具 19,711 21,484 23,417 

 ⑥居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 12 12 12 

（８）移動支援事業 
実利用見込人数 724 782 844 事業者数は着実に増えていますが、移動支援の登録をしていない介護保険の訪問介護事業者等への情報提供に

努め、事業所の一層の参入を促進します。 延利用見込時間 83,622 90,321 97,482 

（９）地域活動支援センター 

 
（Ⅰ型） 

箇所数 6 6 6 

利用者に創作的活動、生産活動の機会等を提供する事業（Ⅱ型、Ⅲ型）を実施するほか、これに加えて精神保
健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランテ
ィア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業(Ⅰ型)を実施します。また、地域活動支援センタ
ー（Ⅲ型）については、障害者支援版起業塾により、法定外事業所からの移行を促進します。 

実利用見込人数 420 420 420 

 
（Ⅱ型） 

箇所数 3 3 3 

実利用見込人数 129 129 129 

 
（Ⅲ型） 

箇所数 13 14 15 

実利用見込人数 431 464 497 

 

２ 任意事業 

 必要量の見込み（各年度年間の数値）  

事業の種類 単位 平成 27年度 平成28年度 平成29年度 実施に関する考え方（確保の方策） 

（１）福祉ホーム事業 
箇所数 1 1 1 

地域における住まいの場を確保するため、民間事業者への補助事業により実施します。 
実利用見込人数 5 5 5 

（２）訪問入浴サービス事業 
箇所数 15 16 17 訪問入浴サービスの登録をしていない介護保険の訪問入浴介護事業者等への情報提供に努め、事業者の一層の

参入を促進します。 実利用見込人数 50 54 58 

（３）生活訓練事業 実施の有無 実施 実施 実施 障害者の生活支援のため、これまで行ってきた事業を関係団体等に委託して実施します。 

（４）日中一時支援事業 実利用見込人数 655 675 695 
障害者等の日中の活動の場を確保するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を確保するため、利用の伸びに
対応した事業の実施を図ります。 

（５）社会参加促進事業 事業数 6 6 6 
スポーツ大会や芸術文化活動、点字や声の広報等、これまで行ってきた事業を引き続き実施するとともに、各事業の
周知を図ります。また、新たなニーズ等を踏まえた見直しを行い、障害者の社会参加の更なる促進を図ります。 

（６）障害者虐待防止対策支援事業 

 

①障害者虐待防止事業 実施の有無 実施 実施 実施 
障害者の権利・尊厳を脅かす虐待を防止するとともに、障害者を養護している家族等(養護者)を支援することを目
的とし、引き続き各保健福祉センターに千葉市障害者虐待防止センターを設置します。また、被虐待者を一時的に
受け入れる施設を確保し、緊急時には積極的に一時保護を行います。 

②障害者虐待防止センター運営事業 実施の有無 実施 実施 実施 

③障害者虐待防止一時保護居室確保事業 実施の有無 実施 実施 実施 

（７）更生訓練費支給事業 実利用見込人数 20 20 20 障害者の社会参加を促進する観点から、訓練に必要な経費を支給します。 

（８）知的障害者職親委託事業 実利用見込人数 1 1 1 知的障害者を対象に生活指導を含めた就労訓練の一環として実施します。 

 


