
第３期障害福祉計画に係る数値目標及び 

サ ー ビ ス 見 込 量 と 実 績 結 果 に つ い て 
 

Ⅰ 集計の概要等 
 
 概 要  

第３期障害福祉計画は、各都道府県及び市町村において第２期障害福祉計画  

における実績等を踏まえ、平成 26 年度の数値目標及び平成 24 年度から平成 26 年

度までの各年度のサービス見込量を定めたものである。 

本集計は、各都道府県が策定した障害福祉計画における当該数値目標及びサ  

ービス見込量を集計し取りまとめた結果と、それぞれの実績結果を比較した。  

（集計した各数値は、千未満を四捨五入している。） 
 
  集計対象自治体数  
 

47 都道府県 

※各都道府県において、独自に別の数値目標を設定している場合や、サービス見込量を

設定していない場合は集計対象から除いている。 

 

Ⅱ 各都道府県における障害福祉計画の全国集計と実績集計結果 

 １ 数値目標について 

 （１）福祉施設から地域生活への移行 

 
  

（２）精神障害者関係の目標値 

 

 

（３）福祉施設から一般就労への移行 

 

14.6 万人 万人 万人 万人

3.7 万人 3.5 万人 3.7 万人 3.9 万人

25.2 ％ 23.6 ％ 25.3 ％ 26.9 ％

2.2 万人 1.5 万人 1.5 万人 1.5 万人

15.4 ％ 10.5 ％ 10.2 ％ 10.3 ％

地域生活移行者数

上記のうち、グループホーム・ケアホーム等
へ地域移行する者の数

地域生活移行者数を入所者数で除した値

施設入所者の削減数

平成24年度 平成25年度 平成26年度
考え方

実績 実績 実績
項目

各年度末段階での削減数

平成17年10月1日の施設入所者 平成17年10月1日現在の施設入所者

削減数を入所者数で除した値

第３期計画目標の
全国集計値

基本指針に定める数値目標

平成２６年度末において、平成１７年
１０月１日時点の施設入所者数の３
割以上が地域生活へ移行

平成２６年度末の施設入所者数を平
成１７年１０月１日時点の施設入所者
数から１割以上削減

目
標
値

目
標
値

70.9 ％ ％ ％ ％

75.1 ％ 70.9 ％ 72.0 ％ 集計中 ％

6.0 ％ 0.0% ％ 1.6% ％ 集計中 ％

589 人 ％ ％ ％

681 人 631 人 615 人 集計中 人

15.6 ％ 7.1 ％ 4.4 ％ 集計中 ％

平成26年度

実績 実績 実績

第３期計画目標の
全国集計値

計画策定時直近の5年以上
かつ65歳以上の退院者数

計画策定時直近の5年以上かつ65歳以上の
退院者数

目
標
値

5年以上かつ65歳以上の退院
者数

各年度における5年以上かつ65歳以上の退
院者数

計画策定時の数字に対する増加割合

平成20年度の1年未満入院者の平均退院率
平成20年6月30日調査で把握した1年未満
入院者の平均退院率

目
標
値

1年未満入院者の平均退院率

各年度における1年未満入院者の平均退院
率

平成２６年度における高齢長期退院
者数を直近の数から２割増加

考え方

平成20年6月30日調査実績に対する増加割
合

項目
平成24年度 平成25年度

基本指針に定める数値目標

平成２６年度における１年未満入所
者の平均退院率を平成２０年６月３０
日の調査時点から７％相当分増加

0.2 万人 万人 万人 万人

1.0 万人 0.8 万人 0.9 万人 1.2 万人

4.2 倍 3.5 倍 4.1 倍 4.8 倍

実績

平成17年度の年間一般就労移行者数
平成17年度において福祉施設を退所し、一
般就労した者の数

目
標
値

年間一般就労移行者数

各年度において福祉施設を退所し、一般就
労する者の数

平成17年度実績に対する割合

考え方
平成24年度 平成25年度 平成26年度

基本指針に定める数値目標
第３期計画目標の
全国集計値

平成２６年度中に一般就労に移行す
る者が、平成１７年度の一般就労へ
の移行実績の４倍以上とすることが
望ましい

項目
実績 実績



（４）就労移行支援事業の利用者の割合 

 
 

（５）就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合 

 

 

（６）労働施策 

 
 

２ サービス見込量について 

○訪問系サービス 

 

 

 

45.3 万人 48.6 万人 51.3 万人 54.8 万人

3.7 万人 2.7 万人 2.8 万人 3.0 万人

8.1 ％ 5.5 ％ 5.4 ％ 5.4 ％

平成26年度末の福祉施設利用者見込数 各年度末における福祉施設利用者数

目
標
値

平成26年度末の就労移行支援
事業の利用者数

各年度における福祉施設利用者のうち、就
労移行支援事業を利用した人数

福祉施設利用者に対する就労移行支援事
業利用者数の割合

考え方
実績 実績 実績

項目
平成24年度 平成25年度 平成26年度

基本指針に定める数値目標

平成２６年度末における福祉施設の
利用者のうち、２割以上の者が就労
移行支援事業を利用する。

第３期計画目標の
全国集計値

18.5 万人 19.4 万人 21.8 万人 24.3 万人

2.7 万人 2.7 万人 3.7 万人 4.8 万人

14.5 ％ 14.1 ％ 16.9 ％ 19.6 ％

考え方
実績 実績 実績

項目
平成24年度 平成25年度 平成26年度

基本指針に定める数値目標
第３期計画目標の
全国集計値

平成26年度末の就労継続支援（Ａ型＋
Ｂ型）事業の利用者見込数

各年度末における就労継続支援（Ａ型＋Ｂ
型）事業の利用者数

目
標
値

平成26年度末の就労継続支援
（Ａ型）事業の利用者数

各年度における就労継続支援（Ａ型）事業の
利用者数

就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型）事業の利用者
数に対する就労継続支援（Ａ型）事業の利用
者数の割合

平成２６年度末における就労継続支
援事業の利用者のうち、３割以上の
者が就労継続支援（A型）事業を利用
する。

1.0 万人 0.8 万人 0.9 万人 1.2 万人

7,601 人 7,537 人 8,987 人 10,494 人

76.0 ％ 90.4 ％ 90.8 ％ 90.8 ％

2,824 人 852 人 640 人 642 人

28.0 ％ 10.2 ％ 6.5 ％ 5.6 ％

4,860 人 1,212 人 960 人 1,591 人

48.2 ％ 14.5 ％ 9.7 ％ 13.8 ％

4,614 人 1,768 人 1,826 人 1,736 人

45.8 ％ 21.2 ％ 18.4 ％ 15.0 ％

8,973 人 4,851 人 5,018 人 4,966 人

89.0 ％ 58.2 ％ 50.7 ％ 43.0 ％

目
標
値

障害者就業・生活支援センター
事業の設置数 323 ヶ所 316 ヶ所 319 ヶ所 325 ヶ所

職場適応援助者による支援の
対象者数

各年度における福祉施設から一般就労へ移
行する者に対する障害者就業・生活支援セ
ンター事業の支援対象者数の割合

目
標
値

障害者就業・生活支援センター
事業の支援対象者数

各年度における障害者試行雇用事業の
開始者数

各年度における公共職業安定所経由による
福祉施設利用者の就職者数

平成26年度における福祉施設から一
般就労へ移行する者

各年度末における福祉施設を退所し、一般
就労した者の数

考え方
実績 実績 実績

項目
平成24年度 平成25年度 平成26年度

基本指針に定める数値目標（目安）
第３期計画目標の
全国集計値

障害者就業・生活支援センター事業の設置
数

各年度における職場適応援助者による支援
の対象者数

各年度における障害者就業・生活支援セン
ター事業の支援対象者数

各年度における福祉施設から一般就労へ移
行する者に対する委託訓練事業の受講者数

目
標
値

障害者の態様に応じた多様な
委託訓練事業の受講者数

各年度における福祉施設から一般就労へ移
行する者に対する障害者試行雇用事業の開
始者数の割合

目
標
値

障害者試行雇用事業の
開始者数

各年度における福祉施設から一般就労へ移
行する者に対する職場適応援助者による支
援の対象者数の割合

目
標
値

平成２６年度において、福祉施設から
一般就労へ移行する者のうち５割が
障害者試行雇用事業の開始者とな
る。

平成２６年度において、福祉施設から
一般就労に移行する者のうち５割が
職場適応援助者の支援を受けられる
ようにする。

平成２６年度において、福祉施設から
一般就労に移行する全ての者が、障
害者就業・生活支援センターによる
支援を受けることができるようにす
る。

障害者就業・生活支援センターを拡
充し、中長期的には、全ての圏域に
一か所ずつ設置する。

各年度における障害者の態様に応じた多様
な委託訓練事業の受講者数平成２６年度において、福祉施設から

一般就労へ移行する者のうち３割が
障害者の態様に応じた多様な委託訓
練を受講する。

各年度における福祉施設から一般就労へ移
行する者に対する公共職業安定所経由によ
る就職者の割合

目
標
値

公共職業安定所経由による福
祉施設利用者の就職者数

平成２６年度において、福祉施設から
一般就労への移行を希望する全て
の者が公共職業安定所の支援を受
けて就職できる体制づくりを行う。

種類

見込み 550.2 万時間 603.8 万時間 657.2 万時間

実績 494.0 万時間 524.5 万時間 552.6 万時間

見込み 18.8 　万人 20.5 　万人 22.4 　万人

実績 17.4 　万人 18.6 　万人 19.7 　万人

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援

サービス量

項目 平成25年度平成24年度 平成26年度

サービス利用者数



○日中活動系サービス 

 

○居住系サービス 

 

 

 

 

種類

見込み 468.8 万人日分 490.6 万人日分 512.9 万人日分

実績 476.2 万人日分 489.6 万人日分 525.8 万人日分

見込み 24.1 　万人 25.2 　万人 26.4 　万人

実績 24.5 　万人 25.2 　万人 26.0 　万人

見込み 5.6 万人日分 6.2 万人日分 6.8 万人日分

実績 3.6 万人日分 3.3 万人日分 3.4 万人日分

見込み 0.4 　万人 0.4 　万人 0.5 　万人

実績 0.3 　万人 0.3 　万人 0.2 　万人

見込み 25.4 万人日分 27.6 万人日分 29.8 万人日分

実績 32.3 万人日分 30.8 万人日分 29.6 万人日分

見込み 1.4 　万人 1.6 　万人 1.7 　万人

実績 1.8 　万人 1.7 　万人 1.6 　万人

見込み 54.8 万人日分 62.4 万人日分 70.2 万人日分

実績 45.6 万人日分 46.6 万人日分 51.9 万人日分

見込み 3.0 　万人 3.4 　万人 3.9 　万人

実績 2.7 　万人 2.8 　万人 3.0 　万人

見込み 41.9 万人日分 48.8 万人日分 56.9 万人日分

実績 53.2 万人日分 71.5 万人日分 95.6 万人日分

見込み 2.1 　万人 2.5 　万人 2.9 　万人

実績 2.7 　万人 3.7 　万人 4.8 　万人

見込み 281.0 万人日分 299.3 万人日分 318.1 万人日分

実績 282.5 万人日分 306.4 万人日分 353.2 万人日分

見込み 15.6 　万人 16.6 　万人 17.7 　万人

実績 16.6 　万人 18.1 　万人 19.6 　万人

見込み 1.5 　万人 1.6 　万人 1.6 　万人

実績 1.9 　万人 1.9 　万人 1.9 　万人

見込み 28.0 万人日分 30.6 万人日分 33.3 万人日分

実績 25.7 万人日分 27.8 万人日分 30.2 万人日分

見込み 4.0 　万人 4.4 　万人 4.8 　万人

実績 3.5 　万人 3.9 　万人 4.3 　万人

短期入所

サービス量

サービス利用者数

サービス量

サービス利用者数

就労継続支援（Ａ型）

サービス量

サービス利用者数

就労移行支援

療養介護

就労継続支援（Ｂ型）

サービス量

サービス利用者数

自立訓練（生活訓練）

サービス量

サービス利用者数

自立訓練（機能訓練）

平成24年度 平成25年度項目

サービス量

生活介護

サービス利用者数

サービス量

サービス利用者数

平成26年度

サービス利用者数

種類

見込み 8.2 　万人 9.1 　万人 10.0 　万人

実績 8.2 　万人 8.9 　万人 9.6 　万人

見込み 13.6 　万人 13.4 　万人 13.2 　万人

実績 13.4 　万人 13.3 　万人 13.2 　万人
サービス利用者数

平成25年度 平成26年度項目 平成24年度

共同生活援助
共同生活介護

施設入所支援

サービス利用者数



○相談支援 

 

 

（注１）ここでいう「時間」とは、平均的な月間のサービス提供時間をいう。 

（注２）ここでいう「人日分」とは、「人日分」＝「月間の利用人数」×「一人一月当た

りの平均利用日数」をいう。 

 

種類

見込み 7.0 　万人 12.7 　万人 19.5 　万人

実績 2.6 　万人 6.4 　万人 11.7 　万人

見込み 0.6 　万人 0.8 　万人 0.9 　万人

実績 0.1 　万人 0.1 　万人 0.1 　万人

見込み 0.8 　万人 1.1 　万人 1.4 　万人

実績 0.1 　万人 0.2 　万人 0.2 　万人

計画相談支援

地域定着支援

地域移行支援

サービス利用者数

サービス利用者数

項目 平成24年度 平成25年度

サービス利用者数

平成26年度


