
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 健康福祉部障害福祉課 課長名 安藤 公一 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

①誰もが、②ありのままに・その人らしく③地域で暮すことができる「新たな地域福祉像」を実現するため、健康福

祉部では、千葉・健康福祉の５原則を理念に「健康福祉千葉方式」による施策を推進することとしています。障害福

祉課では障害者施策の総合調整及び障害者福祉の担当課として、このような方針に基づき障害者がその人らしく地域

で暮らせる社会の実現を目指し、障害者の自立を支援するために、グループホーム（注）等の住まいの場の確保、日

中活動の場としての福祉作業所等の整備など様々な施策に取り組みます。 

 （注）グループホーム・・・地域社会の住宅（アパート、マンション、一戸建て等）において、数人の障害者等が

一定の経済的負担を負って共同生活する形態。同居あるいは近隣に居住している専任の世話人により食事の提

供、相談その他の日常的生活援助が行われる。 

２ 施策の概要 

施策名 障害者福祉の充実 
施策 
コード

４ － ０ ３ ０ ７

アクションプラン 
における位置付け 

戦略Ｐ６ みんなでつくる新しい地域社会         施策６ 情報化の推進 
施策７  「新たな地域福祉像」の実現に向けた基盤整備  施策  就業支援と人材育成 
施策８  地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援 
施策９  自らつくる健康と安心を育む医療   施策１０ 一人の人間としての尊厳の確保 

上位政策 
計画等 

あすのちばをひらく１０のちから、千葉県地域福祉
支援計画、第三次千葉県障害者計画（千葉県障害者
地域生活づくり宣言） 

関係
課名

健康福祉政策課、健康福祉指導課、児
童家庭課、高齢者福祉課、雇用労働課、
（教）特別支援教育課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

障害者グループホーム等定員数（生活ホ

ーム・ふれあいホーム含む。千葉市・船

橋市を除く。） 

８３０人（１７年度）

１,０６３人 

（１８年度） 

１,５００人 

（２０年度） 

３，６００人 

（２７年度） 

１，０４５人 

（１８年度） 
Ｂ

ショートステイ（家族の介護の軽減を図

るために、施設等に介護の必要な障害者

等を一時的に入所させて保護する制度

の整備数 

３６２床 

（１７年１１月） 

４０４床 

（１８年度） 

４２５床（２０年度） 

制度廃止 

（１８年１０月） 
―

通所授産施設の定員数 
1,055人 

（１７年１１月） 

  1,165人 

（１８年度） 

1,407人（２０年度） 

1,405人 

（１８年度） 
Ａ

福祉作業所等の工賃水準 
5,000～10,000円 

（１７年度） 

5,000～10,000 円の

倍増（２０年度） 

約11,900円 

（法定施設のみ） 

（１８年度） 

Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

国は長期的には「新障害者プラン」に沿って障害者の地域生活への移行を進める施策を進めて

いるが、支援費等の制度が財政的に行き詰まったことを受け、障害保健福祉施策改革として障

害者自立支援法を制定し、新たな日中活動の場と居住の場に分け機能に着目した新たなサービ

ス体系への移行を進めているところであり、従来の体系に沿った事業の組替え等により短期的

に目標達成や事業進捗に影響を及ぼすものである。 

目標の 

達成状況総括 

障害福祉の充実については、一部に課題があるものの順調に推移しています。この理由として

グループホームで定員215名や通所授産施設で定員350名分の整備が進みサービスを利用でき

る定員規模は概ね目標どおり推移してきています。福祉作業所の工賃については平均7,800円

程度から法定施設のみの統計ですが11,900円程度と改善が進んでいますが、倍増に向けてさら

に改善を図っていく必要があります。 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

31,524 36,207 
金額

25,344 29,960 

4.0 5.0 
Ⅰ 

（障害者施策の企画・推進） 

地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援を推進するため、

関係行政機関の連絡調整を強化するとともに、障害者計画に

基づき関連する施策を総合的に推進します。 人員
4.0 7.0 

10,602,470 11,043,416 
金額

11,728,607 9,403,179 

12.0 12.0 
Ⅱ 

（障害者施設の整備・指導） 

障害者(児)が住み慣れた地域で「自分らしく豊かな暮らし」

ができるよう、施設から地域・在宅へと施策を展開していく

ことを基本とし、施設整備を進めていきます。 人員
12.0 12.0 

8,210,315 8,795,234 
金額

7,864,627 8,452,015 

15.0 16.0 
Ⅲ 

（障害者の自立と社会参加の促進） 

心身に障害を持つ人が社会を構成する一員としてその人ら

しく生活できるための各種支援を推進します。 

人員
15.0 16.0 

2,024,808 3,166,304 
金額

2,267,890 2,648,154 

8.0 9.0 
Ⅳ 

（障害者の地域生活の支援） 

住む場所の確保、日中活動の場所の確保、身体や家事の援助

が確実に受けられることにより、障害者が地域の中でその人

らしく生活していくことができるように施策を推進します。 人員
8.0 9.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

障害者就労モデル事業開業事業者

数 
１か所（１６年度） 

６か所（１８年度） 

１６か所（２０年度） 
１か所（１８年度） Ｃ

障害者就労事業振興センターの運

営 
１か所（１７年度） １か所（１８年度） １か所（１８年度） ＡⅠ 

障害者に対する差別をなくすため

の条例の制定及び施行 

条例制定検討中 

（１７年度） 

条例の制定・施行 

（１７～２０年度） 

条例制定（１８年度）

条例施行（１９年度）
Ａ

精神障害者地域生活支援センター 

の整備数 
１１か所（１６年度）

１４か所（１８年度） 

１７か所（２０年度） 

１４か所 

（１８年９月） 

18年 10月制度廃止 

Ａ

Ⅱ 

入所施設から地域へ移行した障害

者（知的） 

５１人（１５年度） 

７５人（１６年度） 

９６人（１８年度） 

１２７人（２０年度） 

９５人 

（１８年１０月） 
Ｂ

精神障害者退院促進事業訓練実施

者 
９人（１６年度） １０人（１８年度） １０人（１８年度） Ａ

手話通訳者・要約筆記奉仕員の養

成人数（累計） 

手話  １３９人 

要約筆記１５２人 

(１６年度) 

手話  ２１９人 

要約筆記２３２人 

（１８年度） 

手話  ３１４人 

要約筆記３２１人 

（２０年度) 

手話   １９０人 

要約筆記 ２１５人 

（１８年度） 

ＢⅢ 

補助犬の育成給付 ３３頭（１６年度） 
４１頭（１８年度）  

５２頭（２０年度） 

３９頭 

（１８年度） 
Ｂ



重症心身障害児（者）通園事業 ７か所（１６年度） 
８か所（１８年度） 

１１か所（２０年度） 

７か所 

（１８年度） 
Ｂ

Ⅳ 

障害者スポーツ指導員の養成 
６１９人（１６年度）

７８１人（１７年度）

８７９人（１８年度） 

１，０００人（２０年

度） 

８８１人 

（１８年度） 
Ａ

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

施設整備については、入所施設と通所施設の要望調査の結果により、待機者等を勘案して整備してき

ました。そこで、今後は、誰もが、ありのままに・その人らしく、地域で暮らすことができるよう、県

立施設の見直しを含む新たな施設サービスのあり方の見直しと、在宅等の生活・就労・その他支援体制

の整備を図っていく必要があります。 

また、各種福祉サービスの基本となる障害者手帳（身体障害、知的障害、精神障害）の適正迅速な交

付に努めるとともに、援護の実施者である市町村との連携のもと法令等に基づく各種事業を実施してき

ました。しかし、障害者の社会参加の一層の推進や精神障害者の長期入院・社会的入院解消への対応な

どの課題に加え、これまでの福祉施策では対応困難な新たな課題（発達障害等）や県単独事業である重

度心身障害者への医療給付について受給者負担の軽減を図るための制度改正などが求められています。

また、障害者の福祉施策は、施設に保護措置しその中で社会適応訓練や社会自立訓練を集団で行って

きました。措置された障害者は、住み慣れた地域との接点が家族などとの面会以外閉ざされていました。

なお、平成１５年度より障害者自ら必要とするサービスを選択できる支援費制度がスタートし、これ

に基づくサービスを提供してきましたが、平成１７年１１月障害者自立支援法が公布され平成１８年４

月から制度が大きく変ることになり、これらの制度改正への対応と円滑なサービスの移行に向け早急な

準備が必要となっています。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ．障害者施策の企画・推進 

平成１６年７月策定された第三次千葉県障害者計画を基本とし、各種研究会において示された施策・

事業の方向性と、障害者自立支援法の施行に伴い各種制度・施策・事業の枠組等への変化に対応しつつ、

障害者保健福祉施策・事業、関連各種サービスの充実に当ります｡ 

まず、障害者の権利を守り、障害者が地域で暮らせるための社会的環境を整えるため、障害者につい

ての理解を促進し、差別をなくすため、条例を制定するとともに、条例に基づく制度を整備し、差別事

案等の解決・解消を図るとともに、地域相談支援体制の整備、各種啓発事業の実施など障害者への差別

をなくすための事業を展開します｡ 

Ⅱ．障害者施設の整備・指導 

施設整備は、当該年度分については国庫内示があった施設を着実に進めるとともに、次年度以降の分

については、障害者が安心して地域で生活できるよう、居住の場としてグループホーム、日中活動の場

として通所施設等の整備を中心に協議を進めていくこととします。県立施設については、事業団改革や

今後施設運営の方針に沿って改革を進め、新たな施設運営への円滑な移行を図ります。 

Ⅲ．障害者の自立と社会参加の促進＞ 

援護の実施主体である市町村の取組みへの支援を基本としつつ、障害者の自立と社会参加の促進及び

ノーマライゼーション（注）の推進を図るためコミュニケーション支援等を実施し、発達障害等に関す

る相談支援体制の充実を図ります。 

また、精神障害者については精神科救急医療体制を整備し、長期入院・社会的入院解消に向けて、マ

ディソンモデルを活用した地域社会への移行モデル事業や退院促進支援事業を実施するとともに、精神

保健福祉審議会からの答申等を踏まえ精神保健福祉施策の充実を図ります。更に重度心身障害者への医

療給付制度について実施主体である市町村と連携のもとに検討を進めていきます。 

Ⅳ．障害者の地域生活の支援 

 また、誰もが、ありのままに・その人らしく、地域で暮らすことができる地域社会の実現をめざし、

障害者が住み慣れた地域で豊かに暮らすことができるよう、障害者自立支援法の新体系に基づく事業の

確立と新たなサービスの提供により、また、研究会報告を踏まえた新たな支援方策の導入により、生活・

暮らしの場の確保、日中活動・就労の場の確保などを中心とした施策の展開を図ります。 

（注）ノーマライゼーション・・・障害者等を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送

れるような条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるとする考え方。 



昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

 平成１６年度に策定した第三次千葉県障害者計画を推進するために設置した各種研究会の検討成

果を踏まえ、新たな支援事業などを本格的に展開していくこととなります｡また、国においては、障

害保健福祉施策の改革の骨格となる障害者自立支援法が平成１８年度から施行され、これらの制度改

正に対応した事業枠組みの組替えや円滑な施行に向けた事業等に取り組むことになります。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

第三次千葉県障害者計画推進作業部会 

官民協働研究会（通年） 

法人及び施設の指導（通年） 

障害者手帳（身体、知的、精神）の交付（通

年） 

居宅生活支援事業者指定 

当該年度施設整備の説明会及び次年度施設

整備の要望調査 

４月 

～６月

第三次千葉県障害者計画推進作業部会 

官民協働研究会（～６月） 

法人及び施設の指導（通年） 

障害者手帳（身体、知的、精神）の交付（通年）

居宅生活支援事業者指定 

当該年度施設整備の説明会及び次年度施設整備

の要望調査 

７月 

～９月 

第三次千葉県障害者計画推進作業部会 

来年度事業希望事業者調査 

当該年度施設整備の各種指導及び次年度施

設整備の説明会・ヒアリング 

７月 

～９月

第三次千葉県障害者計画推進作業部会 

来年度事業希望事業者調査 

当該年度施設整備の各種指導及び次年度施設整

備の説明会・ヒアリング 

10月 

～12月 

第三次千葉県障害者計画推進作業部会 

当該年度施設整備の各種指導及び次年度施

設整備の説明会・ヒアリング 
10月 

～12月

第三次千葉県障害者計画推進作業部会 

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉

県づくり条例の制定 

当該年度施設整備の各種指導及び次年度施設整

備の説明会・ヒアリング 

１月 

～３月 

当該年度施設整備の中間及び完了検査並び

に交付決定 １月 

～３月

第三次千葉県障害者計画推進作業部会 

障害者施策推進協議会 

当該年度施設整備の中間及び完了検査並びに交

付決定 

 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ．障害者施策の企画・推進 

平成１６年７月策定された第三次千葉県障害者計画を基本とし、その推進のための計画推進作業

部会を定期的に全９回開催して、障害者自立支援法に基づく新たな障害福祉サービスの見込量や目

標等を定めた「千葉県障害福祉計画」を策定するとともに、「長期入院患者の解消に向けた研究会」

を平成１７年度に引き続き開催し、今後の具体的な施策の方向性等をまとめた 終報告書をとりま

とめました。また、障害者に対する理解を広げ、差別をなくすための取組みを定めた「障害のある

人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定しました。 

Ⅱ．障害者施設の整備・指導 

施設整備については、身体障害者更生援護施設１施設、知的障害者援護施設７施設、精神障害者

社会復帰施設２施設、知的障害者グループホーム等８施設、心身障害者小規模福祉作業所１施設等

の整備を行ないました。 

Ⅲ．障害者の自立と社会参加の促進  

障害者の情報保障を進めるため、聴覚障害者情報提供施設の整備補助を行い年度末に施設が開設

しました。また、発達障害等に関する相談支援体制の強化を図るため、我孫子市に２か所目の相談

窓口を開設し、その結果延 1,601 人の相談利用者、8,672 人の研修受講者があり、発達障害児者へ

の理解普及と支援が前進しました。 

精神障害者については、マディソンモデルを活用した地域社会への移行モデル事業や退院促進支

援事業を実施し、入院患者の地域生活移行等へ向けた取組みの開発を行いました。 

Ⅳ．障害者の地域生活の支援 

 グループホームの建設補助、運営補助に加え、グループホーム等支援ワーカの７圏域への配置、

家賃補助などの制度の創設などを行い、全 45 のグループホームの設置拡大が進み、サービスを利

用し地域で居住する障害者が約200人増えました。 



特記事項 

  

残された 

課題 

Ⅰ．障害者施策の企画・推進 

障害者計画を補強する計画として策定した「障害福祉計画」については、市町村における円滑な

計画遂行を推進するとともに、計画に定めた障害者の地域生活への移行目標の達成に向け、施策・

事業の強化・拡充に向けた検討が必要となっています。 

また、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」については、平成１９年

度７月からの本施行に向け、具体的な仕組みを整備し、事業等を実施していくことが必要です。 

Ⅱ．障害者施設の整備・指導 

 障害者自立支援法に基づき、就労移行や自立訓練などの促進に向けて、障害者自立支援対策臨時

特例基金事業の活用等による激変緩和の支援などを行ないつつ、新体系サービスへの円滑な移行を

進めていくことが必要です。また、入所施設からの地域生活への移行に向け施策のさらなる充実が

求められており、施設への支援などさらなる施策の強化が求められています。 

Ⅲ．障害者の自立と社会参加の促進 

医療機関関係者等と連携した長期入院精神障害者の退院促進と地域生活のための具体的な事業

の充実に向けて引き続き検討を進める必要があります。 

Ⅳ．障害者の地域生活の支援 

障害者の地域生活への移行を進めるため、地域に密着したサービスであるグループホームや地域

活動支援センター・小規模作業所等の運営基盤の強化などを進めていく必要があります。新たに創

設した県事業についてもその円滑な制度導入と広く市町村への普及を進めていく必要があります。

方向性 

Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ．障害者施策の企画・推進 

 次期、障害者計画の策定を視野に入れつつ、障害福祉計画推進のための施策・事業の検討のため

の課内プロジェクトチームを設置するとともに、民間協力者の参加を得て検討会議を発足し、必要

な施策・事業の検討を進めます。 

 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」については、条例運営のための

組織体制を確立し、本施行に向けた制度運用の仕組みづくりや各種事業の準備を進めていきます。

Ⅱ．障害者施設の整備・指導 

Ⅲ．障害者の自立と社会参加の促進 

Ⅳ．障害者の地域生活の支援 

 障害者の地域生活への移行等を進めるため、分野ごとに、民間の協力者の参画による検討会議を

設置し、今後の施策の方向性の検討や事業の充実に向けた検討を行い、施策・事業の充実を進めて

いきます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の円滑な施行に向け、県民への周知など万全の準備

に努めること。 

 


