
 

◆地域生活支援事業の実施に関する事項（第５期千葉市障害福祉計画） 

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 30年度 平成31年度 平成32年度 

理解促進研修・啓発事業 

 ①心の輪を広げる理解促進事業 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・運営を一般社団法人千葉市身体障害者連合会に委託して実施
します。 

自発的活動支援事業 

 ①本人活動支援事業 

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。 

 ②精神障害者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、Ｎ

ＰＯ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。 

相談支援事業 

 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。 

専門性の高い相談支援事業 

 ①障害児等療育支援事業 箇所数 11 11 11 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 

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、（福）千葉市社会福祉事業団

に委託して実施します。  実利用見込者数 1,131 1,243 1,372 

成年後見制度利用支援事業 実利用見込者数 31 54 94 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。 

意思疎通支援事業 

 

①手話通訳者設置事業 実設置見込者数 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、本庁舎及び各保健福祉センターに手話通訳者を配置しま

す。 

②手話通訳者夜間派遣等事業 実施の有無 実施 実施 実施 
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。 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

 ①手話通訳者派遣事業 延利用見込者数 2,432 2,656 2,901 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。 

 ②要約筆記者派遣事業 延利用見込者数 257 278 300 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。 

 ③盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 延利用見込者数 307 307 307 
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。 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

 

①手話通訳者養成研修事業 実修了見込者数 20 0 20 
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。 

②要約筆記者養成研修事業 実修了見込者数 10 0 10 
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。 

③盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 実修了見込者数 6 6 6 

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。 

参考資料４  



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 30年度 平成31年度 平成32年度 

日常生活用具給付等事業 

 ①介護・訓練支援用具 

給付等見込件数 

54 54 54 

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 149 149 149 

 ③在宅療養等支援用具 115 115 115 

 ④情報・意思疎通支援用具 141 141 141 

 ⑤排泄管理支援用具 16,834 17,002 17,172 

 ⑥居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 13 13 13 

移動支援事業 
実利用見込者数 761 791 823 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。 延利用見込時間数 87,515 90,965 94,645 

地域生活支援センター 

 
①Ⅰ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。 

実利用見込者数 439 439 439 

 
②Ⅱ型 

箇所数 2 2 2 

実利用見込者数 70 70 70 

 
③Ⅲ型 

箇所数 15 15 15 

実利用見込者数 412 412 412 

発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 
協議会の開催 

見込数 
0 0 1 

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。 

 

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30年度 平成31年度 平成32年度 実施に関する考え方（確保の方策） 

日常生活支援 

 
①福祉ホーム運営事業 

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。 

 
実利用見込者数 5 5 5 

②訪問入浴サービス事業 
箇所数 15 15 15 

事業者への委託により、訪問入浴サービスを提供します。 
 実利用見込者数 37 37 37 

 ③生活訓練等事業 

  盲婦人家庭生活訓練事業 実施の有無 実施 実施 実施 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。 

  盲青年社会生活教室開催事業 実施の有無 実施 実施 実施 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。 

  中途失明者緊急生活訓練事業 実施の有無 実施 実施 実施 
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。 

  視覚障害者自立生活訓練等事業 実施の有無 実施 実施 実施 
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。 

  ろうあ者社会生活教室開催事業 実施の有無 実施 実施 実施 
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。 



④日中一時支援事業 
実利用 

見込者数 
615 615 615 

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。 

⑤発達障害等に関する巡回相談員整備事業 実施の有無 実施 実施 実施 

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）千葉市社会福祉事業団に委託して

実施します。 

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 実施の有無 実施 実施 実施 
身体障害者の社会参加の促進を図るため、一般社団法人千葉市身体障害者連合会に

委託して実施します。 

  ゆうあいピック開催事業 実施の有無 実施 実施 実施 
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。 

  精神障害者ソフトバレーボール大会開催事業 実施の有無 実施 実施 実施 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。 

②芸術文化活動振興 

 

 

障害者作品展開催事業 実施の有無 実施 実施 実施 
障害者の社会参加の促進を図るため、一般社団法人千葉市身体障害者連合会に委託

して実施します。 

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 
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。 

③点字・声の広報等発行 

 点字市政だより発行事業 実施の有無 実施 実施 実施 
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。 

 声の市政だより発行事業 実施の有無 実施 実施 実施 
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

会福祉事業団に委託して実施します。 

④奉仕員養成研修事業 

 点訳奉仕員養成研修事業 
実修了 

見込者数 
11 11 11 

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。 

  朗読奉仕員養成研修事業 
実修了 

見込者数 
10 10 10 

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。 

就業・就労支援 

 
知的障害者職親委託事業 

実利用 

見込者数 
1 1 1 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。 

 


