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　地域生活支援事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の
特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態等により効率的・効果的に実施する事業です。実施
が義務付けられている「必須事業」と、市町村の判断により地域の実情に応じて実施する「任意事
業」があります。
　
１　必須事業

地域生活支援事業の実施に関する事項第４章

事業の種類 事業名 単位
令和３年度 令和５年度令和４年度

実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

理解促進
研修・啓発
事業

自発的活動
支援事業

相談支援
事業

①心の輪を広げる
　理解促進事業

②精神障害者
　明るいくらし
　促進事業

実施の
有無 実施 実施 実施

　障害に関する理解の促進を図るため、
市内の小中学校等を通じて、作文及びポ
スターを募集し、最優秀作品を内閣府に
推薦します。

②障害者福祉大会 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超えた交流を
図るため、障害者福祉大会の企画・運営
を（一社）千葉市身体障害者連合会に委
託して実施します。

①本人活動支援事業 実施の
有無 実施 実施 実施

実施の
有無 実施 実施 実施

　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。

　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

障害者基幹
相談支援センター

実施の
有無

箇所数

実施 実施 実施

6 6 6

　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。

　各区に１か所ずつ設置した障害者基
幹相談支援センターにおいて、障害者や
その保護者、介護者からの相談、その他
必要な支援を実施します。

専門性の
高い相談
支援事業

①障害児等療育
　支援事業

成年後見制度利用支援事業

　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。

②発達障害者支援
　センター運営事業

　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、
（福）千葉市社会福祉協議会に委託して
実施します。

　千葉市成年後見支援センター・障害
者相談支援事業所等での広報・相談及
び、各区高齢障害支援課・健康課での相
談等により、制度の周知を図ります。

箇所数 11 11 11

箇所数 1 1 1

実利用
見込者数 924 933 942

実利用
見込者数 116 202 349

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

意思疎通
支援事業

専門性の
高い意思
疎通支援を
行う者の
派遣事業

専門性の
高い意思
疎通支援を
行う者の
養成研修
事業

①手話通訳者設置
　事業

実施の
有無 実施 実施 実施

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、本庁舎及び各保健福
祉センターに手話通訳者を配置します。

　夜間等の緊急時における聴覚障害者
のコミュニケーション手段を確保する
ため、（福）千葉県聴覚障害者協会に委託
して実施します。

実設置
見込者数 7 7 7

①手話通訳者派遣
　事業

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、（福）千葉県聴覚障害
者協会に委託して実施します。

延利用
見込者数 3,115 3,583 4,124

①手話通訳者養成
　研修事業

　聴覚障害者のコミュニケーション等
の支援者として、手話による通訳に必要
な技術や知識を習得した手話通訳者を
養成するため、千葉市聴覚障害者協会及
び（福）千葉県聴覚障害者協会に委託し
て実施します。

実修了
見込者数 0 20 0

②要約筆記者養成
　研修事業

　聴覚障害者のコミュニケーション等
の支援者として、要約筆記に必要な技術
や知識を習得した要約筆記者を養成す
るため、千葉市中途失聴・難聴者協会に
委託して実施します。

実修了
見込者数 0 10 0

③盲ろう者向け
　通訳・介助員
　養成研修

　盲ろう者の自立と社会参加の担い手
として、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、ＮＰＯ法人千葉盲ろう
者友の会に委託して実施します。

実修了
見込者数 5 5 5

②要約筆記者派遣
　事業　

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、（福）千葉県聴覚障害
者協会に委託して実施します。

延利用
見込者数 308 342 380

③盲ろう者向け通訳
・介助員派遣事業　

　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、
ＮＰＯ法人千葉盲ろう者友の会に委託
して実施します。

延利用
見込者数 373 373 373

②手話通訳者夜間
　派遣等事業

令和３年度 令和５年度令和４年度
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２　任意事業
事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方

（確保の方策）
見込量

日常生活
用具給付等
事業

地域活動
支援センター
事業

発達障害者支援地域協議会による
体制整備事業

移動支援事業

①介護・訓練支援
　用具

　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。

　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。

　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。

　発達障害児（者）への支援体制を整備
するため、医療、保健、福祉、教育、労働等
の関係者で構成する「発達障害者支援地
域協議会」を設置し、発達障害者支援セ
ンターの活動状況等について検証を行
うとともに、関係機関の連携の緊密化を
図ります。

箇所数 6 6 6

給付等
見込件数 65 65 65

②自立生活支援
　用具

給付等
見込件数 155 155 155

③在宅療養等支援
　用具

給付等
見込件数 116 116 116

④情報・意思疎通
　支援用具

給付等
見込件数 210 210 210

⑤排泄管理支援
　用具

①Ⅰ型

給付等
見込件数 22,001 24,575 27,451

⑥居宅生活動作
　補助用具
（住宅改修費）

給付等
見込件数 15 15 15

実利用
見込者数 851 885 921

実利用
見込者数 465 465 465

箇所数 2 2 2
②Ⅱ型 実利用

見込者数 51 51 51

箇所数 15 15 15
③Ⅲ型 実利用

見込者数

協議会の
開催
見込数

392 392 392

1 1 1

延利用
見込時間数 95,482 99,297 103,336

令和３年度 令和５年度令和４年度

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

日常生活
支援

①福祉ホーム
　運営事業

　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。

箇所数 1 1 1

実利用
見込者数 5 5 5

②訪問入浴
　サービス事業

④日中一時支援
　事業

⑤発達障害等に
　関する巡回相談員
　整備事業

③生活訓練等事業

盲婦人家庭生活
訓練事業

　重度身体障害者の生活支援のため、登
録事業者による訪問入浴サービスを提
供します。

　盲婦人の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

箇所数 13 13 13

実利用
見込者数 49 49 49

実利用
見込者数 536 536 536

実施の
有無 実施 実施 実施

盲青年社会生活
教室開催事業

　盲青年の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

実施の
有無 実施 実施 実施

中途失明者緊急
生活訓練事業

　中途失明者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

視覚障害者自立
生活訓練等事業

　視覚障害者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

　障害者等の日中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
息を確保します。

　保育所等に相談員が赴き、保護者等に
対し、発達障害等に関する助言等を行う
ため、発達障害者支援センター運営事業
を受託している（福）千葉市社会福祉協
議会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

ろうあ者社会
生活教室開催事業

　ろうあ者の生活支援のため、千葉市聴
覚障害者協会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

実施の
有無 実施 実施 実施

令和３年度 令和５年度令和４年度
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　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。

　発達障害児（者）への支援体制を整備
するため、医療、保健、福祉、教育、労働等
の関係者で構成する「発達障害者支援地
域協議会」を設置し、発達障害者支援セ
ンターの活動状況等について検証を行
うとともに、関係機関の連携の緊密化を
図ります。

箇所数 6 6 6

給付等
見込件数 65 65 65

②自立生活支援
　用具

給付等
見込件数 155 155 155

③在宅療養等支援
　用具

給付等
見込件数 116 116 116

④情報・意思疎通
　支援用具

給付等
見込件数 210 210 210

⑤排泄管理支援
　用具

①Ⅰ型

給付等
見込件数 22,001 24,575 27,451

⑥居宅生活動作
　補助用具
（住宅改修費）

給付等
見込件数 15 15 15

実利用
見込者数 851 885 921

実利用
見込者数 465 465 465

箇所数 2 2 2
②Ⅱ型 実利用

見込者数 51 51 51

箇所数 15 15 15
③Ⅲ型 実利用

見込者数

協議会の
開催
見込数

392 392 392

1 1 1

延利用
見込時間数 95,482 99,297 103,336

令和３年度 令和５年度令和４年度

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

日常生活
支援

①福祉ホーム
　運営事業

　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。

箇所数 1 1 1

実利用
見込者数 5 5 5

②訪問入浴
　サービス事業

④日中一時支援
　事業

⑤発達障害等に
　関する巡回相談員
　整備事業

③生活訓練等事業

盲婦人家庭生活
訓練事業

　重度身体障害者の生活支援のため、登
録事業者による訪問入浴サービスを提
供します。

　盲婦人の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

箇所数 13 13 13

実利用
見込者数 49 49 49

実利用
見込者数 536 536 536

実施の
有無 実施 実施 実施

盲青年社会生活
教室開催事業

　盲青年の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

実施の
有無 実施 実施 実施

中途失明者緊急
生活訓練事業

　中途失明者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

視覚障害者自立
生活訓練等事業

　視覚障害者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

　障害者等の日中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
息を確保します。

　保育所等に相談員が赴き、保護者等に
対し、発達障害等に関する助言等を行う
ため、発達障害者支援センター運営事業
を受託している（福）千葉市社会福祉協
議会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

ろうあ者社会
生活教室開催事業

　ろうあ者の生活支援のため、千葉市聴
覚障害者協会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

実施の
有無 実施 実施 実施

令和３年度 令和５年度令和４年度
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１　児童発達支援センターの設置
　児童発達支援センターでは、障害のある児童が通所により、日常生活における基本的動作の指
導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行っています。
　国の基本指針では、児童発達支援センターについて、令和５年度末までに各市町村に少なくとも
１か所以上設置することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、児童発達支援センターを６か所設置しており、国の基
本指針の目標を上回っていることから、目標値は設定しないこととします。

２　保育所等訪問支援の充実
　保育所等訪問支援では、保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害児を対象に、障害児が障
害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、訪問支援員が障害児の状況や環境に
応じて適切かつ効果的な支援を行うものです。
　国の基本指針では、令和５年度末までに各市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制
を構築することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、保育所等訪問支援を実施する事業所等を９か所確保し
ており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないこととします。

３　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保
　国の基本指針では、未就学の障害児が発達支援を受けられる児童発達支援事業所のうち、主に重
症心身障害児を支援する児童発達支援事業所について、令和５年度末までに各市町村に少なくと
も１か所以上を確保することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を
４か所確保しており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないこととします。

第４部　障害児通所支援等の見込量等

成果目標第１章

（第２期千葉市障害児福祉計画）

社会参加
支援事業

①レクリエーション活動等支援

身体障害者スポーツ
大会開催事業

　身体障害者の社会参加の促進を図る
ため、（一社）千葉市身体障害者連合会に
委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

ゆうあいピック
開催事業

　知的障害者の社会参加の促進を図る
ため、千葉市手をつなぐ育成会に委託し
て実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

精神障害者
ソフトバレーボール
大会開催事業

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、障害者スポーツ団体に委託して実
施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

精神障害者
卓球大会開催事業

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、（一社）千葉市身体障害者連合会に
委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

就業・就労
支援

②芸術文化活動振興

障害者作品展
開催事業

　障害者の社会参加の促進を図るため、
（一社）千葉市身体障害者連合会に委託
して実施します。

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、精神障害者関連団体に委託して実
施します。

実修了
見込者数 10 10 10

実施の
有無 実施 実施 実施

③点字・声の広報等発行

点字市政だより
発行事業

　視覚障害者に対し、点字により市政に
関する情報を提供するため、（福）千葉県
視覚障害者福祉協会に委託して実施し
ます。

実施の
有無 実施 実施 実施

④奉仕員養成研修事業

知的障害者職親
委託事業

点訳奉仕員養成
研修事業

　視覚障害者への情報提供の支援者と
して、点訳に必要な技術や知識を習得し
た点訳奉仕員を養成するため、（福）千葉
県視覚障害者福祉協会に委託して実施
します。

実修了
見込者数 7 7 7

実利用
見込者数 1 1 1

朗読奉仕員養成
研修事業

　視覚障害者への情報提供の支援者と
して、朗読に必要な技術や知識を習得し
た朗読奉仕員を養成するため、（福）千葉
県視覚障害者福祉協会に委託して実施
します。

　知的障害者を対象に生活指導も含め
た就労訓練の一環として実施します。

声の市政だより
発行事業

　視覚障害者に対し、音声録音により市
政に関する情報を提供するため、（福）千
葉市社会福祉協議会に委託して実施し
ます。

実施の
有無 実施 実施 実施

心のふれあい
フェスティバル
開催事業

実施の
有無 実施 実施 実施

令和３年度 令和５年度令和４年度


