
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 健康福祉部　障がい者支援課

政策分野２０　障がい者福祉
目指す姿

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

施策２

障がいのある人への支援の充実 　　　　　　

１　政策分野の進捗状況
重要業績評価指標の達成状況

指標名 単位 説明又は計算式

1

障がいのある人が差別等を感じた割合 ％ 障害者手帳所持者に対するアンケート調査の回答で差別等を感じた割合

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 15 12 9
5

実績 - -

政策目標３　安心、共生のくらしづくり/政策５　健やかで思いやりのある地域社会いの形成

障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合い、人として尊厳が守られ、共に生きること
ができるまち

関連するSDGs17のゴール

障がいのある人の人権が守られる
取組の推進

障がいのある人に対する差別や虐待の防止、合理的配慮の推進を図るため、障がいに対する
正しい知識や理解の習得を個人から全体に広げ、障がいのある人の人権が守られる地域づく
りを推進します。

障がいのある人の様々なニーズ等を受け止め、適切なサービスを提供するため、基幹相談支
援センターや地域相談支援センターなどの相談支援体制の充実、各種相談支援事業所、介護
・福祉サービス事業所等との連携強化を図ります。
　また、各種障がい福祉サービスや助成事業の周知や情報提供を進めます。

平成29年度 31％から令和２年度 12％
差別を感じた割合は、減少傾向
3年ごとのアンケート実施による（計画策定前）



２　施策の評価
施策１ 障がいのある人の人権が守られる取組の推進

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

■障がいのある人に対する差別や虐待の防止、合理的配慮の推進を図るため、障がいに対す
る正しい知識や理解の習得を個人から全体に広げ、障がいのある人の人権が守られる地域づ
くりを推進します。

【１】障がいに関する理解推進
・平成28年４月に障害者差別解消法に基づく、「職員対応要領」を策定し、市の事務事
業等に関し差別解消に努めるとともに、平成28年11月に地域の関係機関からなる障がい
者差別解消支援地域協議会を設置し、差別事例の共有化を図ってきた。
・障がい理解を促進するための講演会やワークショップ、小中学校での障がい理解のた
めの講座の開催や理解促進チラシの全戸配布等を実施してきた。
　また、支援や配慮の必要性を示す「ヘルプマーク」の周知や配布を行った。

【２】障がいのある人の権利擁護の推進
・平成24年10月に障害者虐待防止法が施行され、本市に障がい者虐待防止センターを設
置た。また、高齢者・障がい者虐待防止ネットワークや相談支援事業所等との連携によ
り、虐待の防止・早期発見・支援を推進してきた。
・成年後見の制度について、講演会の開催等により理解を促進し、親族がいない方に対
する市長申立の実施や、低所得の方に対する後見報酬の助成を実施してきた。
・令和２年度に「市成年後見制度利用促進基本計画」を策定。
・令和４年７月に成年後見制度の相談・制度利用促進等の機能を持つ中核機関「会津権
利擁護・成年後見センター」を設置し、地域連携ネットワークの体制を構築した。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】障がいに関する理解推進
・市障がい者差別解消支援地域協議会において差別解消の方策検討や情報共有を行って
いるが、各種相談窓口につながっていない潜在的な差別案件があると考えられるため、
今後とも、障害者差別解消法の趣旨や各種相談窓口についての周知を継続していく必要
がある。
・障がいのある人への差別の解消に向け、障がい特性や合理的配慮の周知に継続して取
り組むほか、一般市民に対してもヘルプマークをもつ意味や認知度を広めるため、周知
を図っていく。

【２】障がいのある人の権利擁護の推進
・認知症患者の増加や、知的障がい者、精神障がい者の家族の高齢化等により成年後見
制度のニーズは年々高まっており、必要とする方を適切に制度につなげる必要がある。
・「市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、中核機関の設置により制度利用が必
要な方の早期発見や、受任者不足の解消に向けた法人後見の推進などに取り組んでいく
。



施策２ 障がいのある人への支援の充実

取組状況

３　関連する政策分野と事務事業
政策分野 事務事業名 担当部・課名

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針

（方向性）

■障がいのある人の様々なニーズ等を受け止め、適切なサービスを提供するため、重層的な相
談支援体制の充実強化、介護、福祉サービス事業所等との連携強化を図ります。
　また、各種障がい福祉サービスや助成事業の周知や情報提供に努めます。

【１】相談支援体制の充実・連携強化
・基幹障がい者相談支援センター、地域障がい者相談窓口、相談支援事業所がそれぞれ
の役割を果たし連携しながら、重層的な相談支援体制を構築してきた。さらに福祉サー
ビス等の利用支援や必要な情報を提供しながら、安心して地域で生活ができるよう相談
支援事業を実施してきた。
・令和４年度から、地域障がい者相談窓口及び相談支援事業所に対し、緊急時入所事業
や地域生活体験事業等のコーディネート機能を付与し、障がいのある人の親なき後など
でも地域で安心して暮らしていける相談支援体制の構築に努めた。

【２】障がい福祉サービスや助成事業の充実
・障がい者計画・障がい福祉計画を策定し、市地域自立支援協議会及び庁内関係各課と
の連携により、各種施策を推進するともに、必要とされる障がい福祉サービス等の提供
体制の確保に努めてきた。
・障がいのある人やその家族の多様なニーズに対応した在宅サービス等の各種施策の推
進や障がいのある人の社会参加を促進してきた。
・日常生活用具の進化や、対象者のニーズの多様化を考慮しながら、必要とされる対象
品目の見直しを図り、日常生活での利便性向上に努めた。
・重度心身障がい者医療費助成制度において、平成29年10月診療分より医療機関で窓口
の負担がなくなる現物給付を開始した。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】相談支援体制の充実・連携強化
・身近な地域の相談窓口として２か所設置されているが、他の５つの包括エリアへのさ
らなる相談窓口設置について関係機関と協議を継続していく。
・第６期障がい福祉計画に基づき、市地域自立支援協議会相談部会等と連携し、地域の
実情に応じた相談支援体制を構築していく。
・また、第２期地域福祉計画において重点的施策とした「会津若松市版地域包括ケアシ
ステム」の構築に向け、地域住民や相談支援機関とも連携し災害時にも対応できる支え
合いのある地域づくり、相談支援体制の充実を進めていく。

【２】障がい福祉サービスや助成事業の充実
・障がい者計画・第６期障がい福祉計画に定めた内容を確実に推進するため、庁内検討
組織や市地域自立支援協議会において、適切な進行管理を行っていく。
・障がいのある人が地域の中で生活していくためには、効果的な支援やサービス量が充
足されよう各事業についての検証や精査が必要である。
　各種サービスについて、提供体制の整備に加え、関係機関等への周知や手続きの簡素
化に取り組んでいく。
・障がいのある人のニーズや実情等を踏まえ、日常生活用具の対象品目等を検討してい
く。

・政策分野20「障がい者福祉」の推進にあたっては、「２　施策の評価」に従い取り組むこと。

・施策１「障がいのある人の人権が守られる取組の推進」については、令和４年度に設置した中核機
関との連携により、さらなる成年後見制度活用を推進していく。
・施策２「障がいのあるい人への支援の充実」については、令和４年度、地域障がい相談窓口及び相
談支援事業所によるコーディネート機能の付与を行ったところであり、相談窓口増設等、事業所と連
携しながら引き相談体制の充実に取り組む。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　障がいのある人の人権が守られる取組の推進

1 ◎ 16.7 差別解消推進事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

2 16.7 障がい者虐待防止事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

16.7 継続 健康福祉部　障がい者支援課

3 ◎ 16.7 成年後見制度利用促進事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

4 16.7 点字講習会・手話講習会・手話奉仕員養成事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

施策２　障がいのある人への支援の充実

1 ◎ 10.2 障がい者計画・障がい福祉計画の推進 継続 健康福祉部　障がい者支援課

2 10.2 地域自立支援協議会の運営 継続 健康福祉部　障がい者支援課

3 ◎ 10.2 障がい者相談支援体制の充実 継続 健康福祉部　障がい者支援課

4 ◎ 10.2 地域生活支援拠点等の整備 継続 健康福祉部　障がい者支援課

5 10.2 障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会 継続 健康福祉部　障がい者支援課

6 10.2 自立支援給付（訪問系事業） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

7 10.2 継続 健康福祉部　障がい者支援課

8 10.2 自立支援給付（居住系事業） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

9 10.2 自立支援給付（相談系事業） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

10 3.8 自立支援医療（更生医療） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

11 10.2 補装具費支給事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

12 3.8 自立支援医療（精神通院医療） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

13 10.2 障がい者手帳・諸証明事務 継続 健康福祉部　障がい者支援課

14 10.2 継続 健康福祉部　障がい者支援課

15 ◎ 10.2 意思疎通支援事業（コミュニケーション支援事業） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

16 10.2 ガイドヘルパー派遣事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

17 10.2 日常生活用具費助成事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

18 10.2 タイムケア事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

19 10.2 訪問入浴サービス事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

20 10.2 福祉ホーム運営事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

21 10.2 身体障がい者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

22 10.2 障害者自立支援給付支払事務委託 継続 健康福祉部　障がい者支援課

23 3.8 重度心身障がい医療費助成事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

24 10.2 在宅重度障がい者対策事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

25 10.2 人工透析患者通院交通費助成事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

26 10.2 共生型サービス事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

27 10.2 障がい者福祉システム管理業務 継続 健康福祉部　障がい者支援課

28 10.2 生活サポート事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

29 10.2 外出支援事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

30 10.2 緊急通報体制等整備事業（障がい者分） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

31 10.2 訪問給食サービス事業（障がい者分） 継続 健康福祉部　障がい者支援課

32 10.2 特定疾患患者見舞金 継続 健康福祉部　障がい者支援課

33 10.2 心身障がい者扶養共済制度助成事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

成年後見制度利用促進事業(中核機関の設置）

自立支援給付（日中系事業)

特別障害者手当等（特別障害者手当、(経過的)福祉手当）

※人口減少対策に資する事業を「第２期　会津若松市　まち・ひと・しごと創生総合戦略」で定める４つ
の基本目標に分類して表記しています。
柱１　ICTと既存産業・資源を活用したしごとづくり
柱２　地域の個性を活かした新たなひとの流れの創出
柱３　生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり
柱４　結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備



施策１　障がいのある人の人権が守られる取組の推進

1

事業名 差別解消推進事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 545 545

所要一般財源 136 136

概算人件費 1,504 1,504

2

事業名 障がい者虐待防止事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 287 287

所要一般財源 72 71

概算人件費 3,008 3,008

3

事業名 成年後見制度利用促進事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 7,119 7,715

所要一般財源 3,306 3,902

概算人件費 3,008 3,008

概要
(目的と内容)

「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」（平成28年4月施行）に基づき、障が
いを理由とする差別の解消の推進にかかる事
業を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成28年4月「市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」制定
（人事課）　市職員の不当な差別の禁止、合理的配慮提供の推進を図る。
・平成28年11月　市障がい者差別解消支援地域協議会設置　
　医療、福祉、司法、当事者団体等関係機関により、地域における差別解消の推
進を図る。
・平成30年4月　小中学校障がい理解推進事業開始

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・市障がい者差別解消支援地域協議会により、関係機関の情報共有や差別解消の
方策の検討を行っている。しかし、各種相談窓口につながっていない潜在的な差
別案件があるものと考えられるため、今後とも、障害者差別解消法の周知啓発も
含め、法の趣旨や各種相談窓口について、継続的に市民に情報提供していく。

概要
(目的と内容)

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す
る支援等に関する法律」（平成24年10月施行
）に基づき、高齢者・障がい者虐待防止ネッ
トワーク等により、障がい者の虐待からの保
護、防止、早期発見、自立の支援と養護者に
対する支援を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成24年10月　障がい者虐待防止センター設置（障がい者支援課内）
・平成27年 4月　高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク設置

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・本人や支援者等からの虐待通報を受けた場合、速やかに事実調査を行い虐待を
把握し、虐待防止支援を行っている。
・虐待者や被虐待者、支援者などに虐待の認識がないために通報に至っていない
ケースが存在すると推測されるため、虐待防止の周知啓発を行っていく。

概要
(目的と内容)

　知的障がい、精神障がいにより、判断能力
が不十分な人の権利を擁護するため、成年後
見制度の利用を支援する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成14年度　親族等の成年後見申立が困難な場合の市長申立を実施。
・平成25年度　成年後見申立の費用や成年後見人への報酬支払が困難な方に、当該費
用の助成を実施。
・令和２年度　「会津若松市成年後見制度利用促進計画」を策定。
・令和４年度　成年後見制度の広報・相談や後見人の支援等の機能をもつ「中核機
関」を設置し、地域連携ネットワークの体制を構築。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・高齢化率の上昇や8050問題を抱える世帯の増加等により、制度利用のニーズは高ま
っていると思われるが、制度の周知や後見人支援、受任者の確保などの点において利
用促進の課題となっている。
・「市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、中核機関の設置により制度利
用が必要な方の早期発見や、受任者不足の解消に向けた法人後見の推進などに取
り組んでいく。
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事業名 点字講習会・手話講習会・手話奉仕員養成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 540 740

所要一般財源 135 185

概算人件費 625 452

施策２　障がいのある人への支援の充実

1

事業名 障がい者計画・障がい福祉計画の推進 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 3,663 5,304

所要一般財源 3,663 5,304

概算人件費 2,324 3,099

2

事業名 地域自立支援協議会の運営 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 1,412 1,412

所要一般財源 1,412 1,412

概算人件費 6,844 6,844

概要
(目的と内容)

 視覚・聴覚障がい者に対する理解及び福祉の
向上を図るため、点字、手話入門編として講
習会を開催する。また、手話入門編の修了者
を対象に、聴覚障がい者との意思疎通が可能
な市民の育成を図るため、手話奉仕員の養成
講座を開催する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・点字講習会　H30年度からR3年度までの累計受講者は15名。
・手話講習会　H22年度から要約筆記についての講義を追加、H30年度からR3年度まで
の累計受講者は111名である。
・手話奉仕員養成事業　H23年度から手話奉仕員の養成研修を開始。H30年度からR3年
度までの累計受講者は67名。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・点字や手話を講習会は継続し、さらに視覚・聴覚障がい者に対する理解を深め
るため、気軽に参加できる講座等の工夫が必要である。
・受講後も手話、点字への理解を深めるため、地域でのボランティア活動等を継
続するなど、習得した技術の活用が必要である。
・手話通訳者の育成のため、県開催の手話通訳者養成研修の受講に向け、支援が
必要である。

概要
(目的と内容)

　市における障がいのある方の施策に関する
基本的な事項を定める障がい者計画と障がい
福祉サービス等の提供体制の確保に関する事
項を定める障がい福祉計画の進行管理を行
い、目標値の達成等に向け、取り組む。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成29年度　障がい者計画、第５期障がい福祉計画の策定
・令和２年度　第６期障害福祉計画の策定
・毎年、各課の事業を地域自立支援協議会が評価し、各課で事業見直しを検討し
ている。
・目標を設定することで、庁内各課の事業や市内の社会資源の整備が図られた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・制度改正に伴う法令改正や社会状況の変化を見極めながら、必要に応じて計画
の進行管理の見直しを行う必要がある。
・地域自立支援協議会での協議事項の優先順位を踏まえ、他の団体や会議体との
役割分担や連携等を効率的に推進するため、その手法等について検討を継続して
いく。

概要
(目的と内容)

　平成24年5月に設立した「市地域自立支援協
議会」においては、市障がい者計画及び障が
い福祉計画の目標達成のために必要な事項に
関することなど、障がい者福祉の全般的な協
議を行っている。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・６つの部会が概ね月１回テーマごとに仕組みづくりの検討を行い、各部会長か
らなる運営会議で、それぞれの協議内容を共有している。
・市総合防災訓練時における課題検証の報告や障がい者の目線にたった新庁舎整
備に関する意見交換などを実施
・協議会の点検・評価を通したＰＤＣＡサイクルにより、障がい者計画及び障が
い福祉計画の確実な推進につながっている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・障がいのある方の地域生活の充実に向け、本協議会が担う役割が大きくなって
おり、各部会における協議事項等の整理や施策への効果的なフィードバックの方
法等を検討する必要がある。
・協議会での協議事項の優先順位や各部会と他団体や他会議体との役割分担や連
携等を効率的に推進するための手法等について今後も検討していく。
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事業名 障がい者相談支援体制の充実 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 38,117 48,046

所要一般財源 9,529 12,011

概算人件費 1,805 1,805

4

事業名 地域生活支援拠点等の整備 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 3,468 3,468

所要一般財源 867 867

概算人件費 677 677

5

事業名 障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 4,195 4,111

所要一般財源 2,460 2,376

概算人件費 5,415 5,415

概要
(目的と内容)

　障がいのある方からの相談に応じ、福祉
サービスや社会資源等の利用支援、必要な情
報提供等により、地域生活を営むことができ
るよう、相談支援事業を実施。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成12年　障がい者総合相談窓口の設置
・平成25年　障がい者総合相談窓口へ基幹相談支援機能を付与、
　　　　　　第２地域障がい者相談窓口の設置
・平成29年　第５地域障がい者相談窓口の設置
・令和4年　 新たな相談窓口設置に向け、資格要件や人員体制の見直しを検討

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・相談件数の増加や地域課題の複雑化・多様化に対応するため、未設置包括エリ
アへの地域障がい者相談窓口の増設を進める必要がある。
・障がい、高齢、こども、生活困窮等他分野の連携体制をさらに強化し、会津若
松市版地域包括ケアシステムの構築にも取り組んでいく。

概要
(目的と内容)

　障がい者の高齢化等や「親亡き後」を見据
え、居住支援の機能として相談支援機能、地
域生活体験の提供、緊急時における短期入所
の確保などの支援体制を構築する。 

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成29年 緊急時入所事業、地域生活体験事業を実施
・令和４年 地域障がい者相談窓口及び相談支援事業所に対し、
          緊急時入所や地域生活体験事業コーディネート機能を付与
　　　　　相談支援事業者、短期入所などへの地域生活支援拠点等の登録を勧奨
・高齢家族と暮らす障がい者世帯に対し、親亡き後の意識づくりにつながった。　

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・相談支援機能について、地域障がい相談窓口及び相談支援事業所によるコーディ
ネート機能強化を図るため、事業所との協議を継続していく。
・緊急時入所事業と地域生活体験事業については、類似サービスの状況や利用実績を
踏まえた新たな仕組みの検討を進める。
・専門的人材育成、地域体制づくりについては、重層的な相談支援体制の充実により
安心できる地域体制づくりを進めていく。

概要
(目的と内容)

　障がいのあるかたが障がい福祉サービスを
受ける際に必要となる障がい支援区分の認定
を行うため、有識者等による審査会を開催・
運営する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・医療、福祉の専門職からなる審査会（委員12名、一合議体６名体制）を２合議
体により毎月２回開催し、運営している。
・医療、福祉の専門家の知見を得ることで、適切な支援区分を認定することがで
きており、障がいのある方の適切なサービス利用につながっている。
・審査会資料の基礎となる認定調査については、職員による調査の他、業務委託
により実施している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・更新申請に加え新規申請もあり、審査対象は増加しているため、それに伴い審
査会一回当たりの審査件数も増加している。
・審査会の効率的な運営を図るため、審査会資料の電子化などを検討していく。
・認定調査の業務委託推進に向け、他市町村の入所施設等との協議を進めてい
く。
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事業名 自立支援給付（訪問系事業） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 161,776 165,212

所要一般財源 37,944 38,803

概算人件費 6,994 6,994

7

事業名 自立支援給付（日中活動系事業） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 601,370 639,136

所要一般財源 150,343 159,784

概算人件費 1,867 1,867

8

事業名 自立支援給付（居住系事業） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 565,792 571,860

所要一般財源 141,448 142,965

概算人件費 8,423 8,423

概要
(目的と内容)

　障害者総合支援法に基づき、在宅で生活す
る障がい児・者及び難病患者に対して、居宅
を訪問するなどし、その障がいの状況に応じ
て必要な支援を提供する。
※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行
援護

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・生活を維持するために家事や入浴支援等、その障がいの状況に応じて必要な支
援を提供している。
・地域で生活する障がい方に、必要な支援をすることができた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・ホームヘルパー人材について、ニーズのある各時間帯で十分確保できておら
ず、入所施設から地域への移行や、高齢化する家族負担軽減等を図る際に大きな
障壁となっている。
・人材確保については、福祉業界全体の課題であるため、引き続き、国による処
遇改善助成金や報酬改善の効果等を見極めつつ、機会を捉えて人材確保につなが
るPR活動や研修会等を実施していく。

概要
(目的と内容)

　障害者総合支援法に基づき、常に介護が必
要な障がい者に対して、障がい者の日中活動
を主に支援する。
※生活介護：日常生活上の支援
　自立訓練：生活能力の維持向上のための
　　　　　　必要な訓練など

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・事業所で入浴や食事等の介護、身体機能や生活能力の向上のための訓練を提供
してきた。
・地域で生活する障がいのある方に、必要な支援をすることができた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・生活介護については、年々利用ニーズが増加傾向にあることから、新規開設及び定
員の拡充を協議し、安定した通所の実現に向け、環境整備を図っていく。
・自立訓練については、対象者の能力向上のための事業という位置づけで、対象者の
アセスメントを強化するとともに他のサービスへの移行を調整していく。

概要
(目的と内容)

　障害者総合支援法に基づき、障がいの程度
等に応じて居住の場を提供し、必要に応じて
、食事や入浴・排泄等の介護、日常生活の相
談・家事支援などのサービスを提供する。
※短期入所、施設入所支援、療養介護、
　共同生活援助（グループホーム）

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・共同生活援助は、障がいのある方の地域生活移行の推進に向け、整備が進んだ
。
・施設入所支援、療養介護は、主に重度障がい者の生活の場としてのニーズに対
応してきた。
・短期入所は、入所施設を短期間利用することにより、在宅で障がいのある人の
支援を行う家族等の負担軽減を図ってきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・障がいのある方々が必要な支援を受けながら安心して地域で生活できるよう、
引き続き、共同生活援助の体験等による地域生活への移行を進める。
・受け皿となるグループホームの数・質の充実やきめ細かな支援体制の構築など
に向け、関係機関や事業者等と連携しながら取組を推進していく。
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事業名 自立支援給付（相談系事業） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 70,495 70,643

所要一般財源 17,624 17,661

概算人件費 3,000 3,000

10

事業名 自立支援医療（更生医療） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 153,690 153,690

所要一般財源 38,422 38,422

概算人件費 760 760

11

事業名 補装具費支給事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 28,082 29,000

所要一般財源 7,020 7,250

概算人件費 3,192 3,192

概要
(目的と内容)

　障害者総合支援法に基づき、障がい福祉
サービス利用者に対する計画相談支援や、施
設や病院からの退所等にあたっての地域移行
支援等を行う。
※計画相談・地域移行支援など　

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成24年度　計画相談支援が創設され、地域定着支援、地域移行支援の３サー
ビスの提供を開始。
・平成30年度　自立生活援助を新設。
・計画相談支援の提供率は、９割を超え、ほぼ充足している状況

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地域移行、地域定着、自立生活援助は、施設や病院から地域に移行し安心して
生活するため必要な福祉サービスであるが、提供事業所が限られていることもあ
り、利用者数が少ない状況である。
・相談支援事業者に対して事業の必要性の働きかけを行い、事業所を確保すると
ともに施設や病院に対して事業の周知を進めていく。

概要
(目的と内容)

　身体障がい者が、障がいを軽減又は除去す
るために行われる手術や治療に係る医療費の
自己負担分を支援する。対象者は原則医療費
の１割を負担する（所得に応じて負担上限有
り）。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成18年度　障害者自立支援医療（更生医療）へ移行。
・平成19年度　県から事務移管され、生活保護受給者の人工透析治療が自立支援
医療の給付対象となる。
・障がいの軽減を図るための手術について、本制度を利用し医療費の自己負担の
軽減を図ることができる。
・生活保護受給者の人工透析治療には本制度は不可欠である。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・腎臓機能障害の身体障害者手帳所持者数と比較し更生医療の受給者数は少な
く、適正な事務執行及び公費負担軽減のため、更生医療の利用促進を図る必要が
ある。
・医療機関との連携により対象者への周知、申請につなげるとともに、判定機関
における判定事務の迅速化を求め、医療機関の負担軽減を図っていく。

概要
(目的と内容)

　障害者総合支援法に基づき、身体障がい者
(児)の失われた身体機能を補完又は代替する
用具の購入または修理に要する費用を支給す
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成18年度　障害者自立支援法施行により、自立支援給付事業へ移行。
・平成25年度　障害者総合支援法に法改正。支給対象に難病患者を追加
・平成30年度　一部品目について借受け制度を開始
・関係機関との情報共有を図り、支給事務に遅れが出ないよう、速やかな支給に
努めている。 

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・日常生活において欠かせない装具であることから、新規購入及び修理について
、迅速な支給決定が求められており、関係機関や補装具取扱事業者と連携を図り
、早期支給に努める。
・補装具部品の納品遅れ等により、オーダーメイドの補装具について一部支給ま
でに時間がかかっている。
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事業名 自立支援医療（精神通院医療） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 5,415 5,716

13

事業名 障がい者手帳・諸証明事務 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 722 722

14

事業名 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 51,035 51,035

所要一般財源 12,819 12,819

概算人件費 752 752

概要
(目的と内容)

  精神疾病により定期的に通院治療が必要な
方の通院に要する医療費の負担を軽減する制
度で、受理した申請に所得区分を認定のうえ
県に進達し、交付された受給者証を対象者に
交付する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・昭和40年度　精神衛生法が改正され、通院医療費公費負担制度設立
・平成18年度　障害者自立支援法へ移行。
・平成22年度　診断書の提出が「毎年の提出」から「2年に1度の提出」に変更
・精神疾病による定期かつ長期的な通院治療に係る自己負担の軽減が図られてい
る。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・県から事務移管された当初約1,200人から、平成30年度以降は約2,000人を超え
、受給者数は年々増加している。
・新型コロナウイルス感染拡大により一時的に受診控えによる受給者減があった
が、今後も増加傾向の見込みである。
・１年毎に更新手続きが必要であり、事務の効率化に向けて検討する。

概要
(目的と内容)

　身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉
手帳の申請を受付し、県の認定後、各手帳を
交付する。併せて、障がい者福祉制度の説明
、NHK受信料、有料道路通行料の減免のための
証明事務を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・障害者手帳の交付事務、転入手続き又は再交付申請時に、必要なサービスを利
用できるよう、障がい者福祉ハンドブックを配付し、利用要件や手続き方法等に
ついて丁寧な説明に努めている。
・ホームページにおいて、手続き時の書類等について更新を随時行っている。
・令和4年度より、県税事務所提出の自動車税減免のための生計同一証明書の対応
は不要となった。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・障がいの部位や等級により該当する制度や助成範囲が異なるため、分かりやす
い説明を今後も行っていく。 また、各種制度について、医療・福祉関係機関に対
し、周知を図る必要がある。
・手帳交付時の１人あたりの説明や申請受付、証明事務に長い時間を要するため
、説明方法の工夫等を検討する必要がある。 

特別障害者手当等（特別障害者手当、(経過的)福祉手当）

概要
(目的と内容)

　在宅の身体又は精神に著しく重度の障がい
があるために日常生活において常時特別の介
護を必要とする方を対象に手当を支給する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・障害者手帳交付時に在宅で重度の障がいのある方を対象に制度について説明し
、市政だよりやホームページ等でも周知を行った。
・在宅で常時特別の介護を必要とする重度の障がい者やそのご家族にとって、経
済的な負担軽減を図ることができた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　現況届をはじめ住民票の異動状況などで受給資格の管理を適切に行うとともに
、資格喪失時の届出の必要性について周知する。また、積極的に制度の周知を行
い、受益の機会の公平性を保つ。
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事業名 意思疎通支援事業（コミュニケーション支援事業） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 1,654 2,154

所要一般財源 1,654 2,154

概算人件費 6,204 6,204

16

事業名 ガイドヘルパー派遣事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 10,970 11,074

所要一般財源 2,743 2,769

概算人件費 996 996

17

事業名 日常生活用具費助成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 28,544 28,760

所要一般財源 7,136 7,190

概算人件費 2,482 2,520

概要
(目的と内容)

　聴覚・視覚障がい者等との意思疎通を円滑
にし、日常生活で必要な情報保障、障がい者
理解及び障がい者の社会参加を目的として、
手話通訳者等の養成及び派遣を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・手話通訳を業務とする職員について、3名体制を維持している。
・平成8年度　手話通訳者の頚肩腕障害予防のため健診を開始
・平成21年度　通訳者の県内広域派遣が開始され、平成25年度から国内に拡大
・平成27年度　要約筆記者の派遣を開始

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・手話通訳者の健康対策や研修を充実させて、手話通訳活動を継続できる体制を
整えていく。
・障害者差別解消法の施行により、合理的配慮の一つとしての意思疎通支援が重
要となっており、更なる市民への周知を図っていく。
・本市における手話言語・コミュニケーション条例制定を踏まえ、事業の拡充に
取り組む。

概要
(目的と内容)

　屋外での移動に著しい制限のある障がいの
ある方に対し、社会生活上必要な外出及び余
暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動
の介護および外出先での必要な支援を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成23年度　重度の視覚障がい者について、自立支援給付「同行援護」に移行
　
・平成25年度　障害者総合支援法に掲げる難病患者等について、対象に追加
・単独での外出が困難な障がい者等に、外出や余暇の機会を提供することができ
た。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・土曜、日曜の利用ニーズが多く、利用者が集中した場合、対応できるヘルパー
が不足することがある。
・居宅介護等の他のサービスに比較して、報酬単価が低いとの指摘もある。
・報酬単価改定については、条例改正も含めて検討していく。

概要
(目的と内容)

　身体障がい・知的障がい・精神がい者で
あって、当該用具を必要とする障がい者に対
して、自立生活支援用具等の購入に要する費
用を助成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・日常生活用具の進化や、多様化した対象者ニーズに対応するため、必要とされ
る対象品目の見直しを図ってきた。
・平成19年度　排泄支援管理用具（ストマ用具）を対象品目に追加
・平成26年度　盲人用血圧計、地上デジタル放送対応ラジオ、聴覚障がい者情報
通信端末（タブレット）を対象品目に追加。
・令和３年度　盲人用体温計の給付要件を単身世帯以外も給付対象とした。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・障がいの特性に応じた新たな用具について、他自治体の給付状況を考慮し、必
要性を勘案する。
・手話言語・コミュニケーション条例制定に向けた事業の拡充も踏まえて、対象
品目の見直しを検討する。
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事業名 タイムケア事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 8,584 8,584

所要一般財源 2,146 2,146

概算人件費 273 273

19

事業名 訪問入浴サービス事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 4,231 4,231

所要一般財源 1,059 1,059

概算人件費 188 188

20

事業名 福祉ホーム運営事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 274 274

所要一般財源 274 274

概算人件費 67 67

概要
(目的と内容)

　障がい者に日中活動する場を提供するとと
もに、見守り等の支援を行うことにより、障
がいのある方の家族の就労支援及び一時的な
休息の確保を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成18年度１事業所
・平成25年度４事業所
・令和元年度５事業所
・事業所数の増加により障がい者の日中活動の場の提供により、その家族の就労
支援や介護などの負担軽減を図ってきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・利用者数の増加や継続的なニーズが見込まれる中、個々のニーズを把握し各事業所と
連携をとりながら、地域資源充足に向けた対応策を検討していく。

概要
(目的と内容)

　居宅で入浴することが困難な障がい者(児)
に対し、居宅に訪問入浴車を派遣して、入浴
の機会を供与する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・居宅で入浴することが困難な障がい者(児)に対して、居宅に訪問入浴車を派遣
して、入浴の機会を提供する取り組みを継続して行っている。
・入浴に課題を抱えている方への必要なサービスとして提供してきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・重度の在宅障がい者(児)の利用を想定している事業であるため、サービスを必
要としている方が利用できるよう、内容を周知し、サービスの提供を継続してい
く。

概要
(目的と内容)

　長期入院からの退院や施設からの退所等の
ため、現に住居を求めている障がい者に対
し、低額な料金で居室その他の設備を利用さ
せるとともに、日常生活に必要な便宜を供与
する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成19年度　近隣市町村に事業所が開設され、委託契約を締結
・２年間の有期限サービスではあるが、退院、退所後の単身生活に至るまでの移
行サービスとして機能してきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・平成26年度に施行された障害者総合支援法において、精神科病院からの退院先
として単身生活に近い型のグループホームが創設されており、福祉ホームの需要
は低い状況が続いている。
・共同で生活を送る福祉ホームのあり方について、検討していく。



21

事業名 身体障がい者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 500 500

所要一般財源 500 500

概算人件費 38 38

22

事業名 障害者自立支援給付支払事務委託 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 2,726 2,761

所要一般財源 2,761 2,761

概算人件費 361 361

23

事業名 重度心身障がい医療費助成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 266,666 266,666

所要一般財源 151,054 151,054

概算人件費 12,401 12,401

概要
(目的と内容)

　身体障がい者の就労・社会参加等を促進す
るため、自動車の取得・改造及び運転免許証
取得にかかる費用の一部を助成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成18年度　障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業として開始
・本事業の利用者は障がいの受容を終え、自立へ向かう人々といえることから、
効果が高い事業である。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・障がい者の社会参加の機会を促進するため、本事業を継続し周知を図ってい
く。

概要
(目的と内容)

　障がい福祉サービス等が多様化するなか、
よより効率的かつ効果的な「審査・支払」事
務を行うため、福島県国民健康保険団体連合
会に委託を実施する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・国の制度に基づき、障がい福祉サービスの給付費の支払い事務を委託してお
り、平成30年度からは「支払」事務に加え「審査」事務も委託開始となった。
・委託により、自治体で行う事務量の軽減が図られた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・年々、障がい福祉サービス等の事業所数や利用者数は増加しており、また、新
たなサービスや加算等の制度改正も加わり、審査対象となる件数・項目が増加の
傾向にある。
・県などの研修を参加し、担当職員のスキルアップを図るとともに、審査結果の
情報共有を事業所と図り、確実な制度周知を行っていく。

概要
(目的と内容)

　重度心身障がい者の福祉の増進を図るため
、医療機関受診の保険診療分の一部自己負担
金助成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成29年10月診療分より原則、市内の医療機関で窓口の負担がなくなる現物給
付を開始した。令和2年4月からは、医療費現物給付の範囲を福島県内の医療機関
及び薬局まで拡大した。
・障がいのある方が安心して医療機関を受診でき、重症化の防止が図られた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・高齢受給者の医療費助成件数等が増加している。
・受給者からの保険証変更等の手続き遅れることにより、支給も遅れるため、必
要な手続きについて説明等に努める。
・各医療保険制度や、現物給付による事務も複雑化しており、専門的知識のもと
適切かつ効率的に医療費助成事務を行うために、運営体制のあり方を検討する必
要がある。
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事業名 在宅重度障がい者対策事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 5,524 5,524

所要一般財源 1,381 1,381

概算人件費 570 570

25

事業名 人工透析患者通院交通費助成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 4,860 4,860

所要一般財源 2,430 2,430

概算人件費 226 226

26

事業名 共生型サービス事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 183 183

概要
(目的と内容)

　在宅の重度障がい者の福祉の増進を図るた
め、治療材料を給付する。
　

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・令和3年度　高齢者紙おむつ給付事業の対象外となった、身体障がい者手帳１～
２級所持の対象者37名に対し、治療材料給付券（おむつ券）の給付を行った。
・治療材料または衛生器材の支給により、健康の増進と経済的負担の軽減が図ら
れている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・高齢者福祉制度の見直しに伴う本事業への移管について、身体障害者手帳の有
無による整理を行ったが、課税状況により支給額が違っており、障がい者福祉の
観点や事業の趣旨に沿った見直しの検討を行う必要がある。

概要
(目的と内容)

　人工透析患者の通院にかかる経済的負担を
軽減するため通院交通費を助成し、福祉の増
進を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成4年　会津若松市人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱制定 
・自宅が医療機関から遠隔地だあったり、車いすのため介護タクシーの利用が不
可欠である患者にとって、透析通院にかかる経済的負担軽減が図られている。　 
　

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・家族の高齢化や単身世帯、同居家族の共働き等により、透析患者を送迎できる
家族が少なく、また、医療機関の送迎車が車いす対応型ではないなどの理由によ
り、年々介護タクシー利用の受給者が増加している。
・制度の必要な方が利用できるよう、医療機関等と連携し本制度の周知を図ると
ともに、適切な交通手段の確認や支給事務を速やかに行っていく。

概要
(目的と内容)

　障がいのある人や児童、高齢者が同じ場所
で日常生活の支援を受けることができる事業

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成30年に「共生型サービス」が法定サービスとして新設された。
・介護保険事業所に対して勉強会を開催し、情報提供を行った。
・令和２年度に県内先進自治体への視察を実施

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・同一事業所内で高齢、障がい両サービスを提供できる事業であり、利用者にメ
リットがあるものの、報酬単価の違いや障がい特性への対応が必要等の理由で、
事業実施に至っていない。
・事業の実施に向け、障がい福祉サービス事業所と介護保険サービス事業所双方
に対し、指定権者である県と連携し、情報提供等を実施していく。



27

事業名 障がい者福祉システム管理業務 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 8,229 13,129

所要一般財源 8,229 13,129

概算人件費 527 527

28

事業名 生活サポート事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 10 10

所要一般財源 10 10

概算人件費 19 19

29

事業名 外出支援事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 10,006 10,006

所要一般財源 10,006 10,006

概算人件費 753 753

概要
(目的と内容)

　障がい者福祉業務を広範的に適切かつ確実に
行うため、障がい者福祉システム機器の賃貸借
及びシステムの保守を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　業務システムの導入、制度改正等に対応した改修を行い、適切に使用すること
で、障害者手帳所持者の台帳管理、給付業務の管理、所得判定業務により速やか
なサービスの給付と事務作業効率化が図られた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・国より行政システムの標準仕様が定められ、それに対応したシステム整備を令
和７年度までに完了しなければならない。令和５年度は、国の標準化仕様との比
較に係る調査委託を予定。
・システム標準化に該当しない事務は、現行同様に独自のシステム整備が必要で
あるため、国の方針を踏まえ情報収集に努め対応する。
・令和５年度にパソコン等のリースの更新を行う必要がある。

概要
(目的と内容)

　介護給付を希望し、かつ必要性が認められ
る障がい者等が障害支援区分認定において
「非該当」の判定結果となった場合に、この
事業により当該障がい者等の居宅にホームヘ
ルパーを派遣し、家事援助や生活支援などの
必要な支援を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成18年度　障害者自立支援法により実施　
・介護給付が対象外になる方に対し、ヘルパー等の支援を提供し、セーフティ
ネットとして一定の成果を挙げてきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・平成26年度から障害支援区分への変更により、区分認定の適正化が図られたた
め、本事業の必要性は低くなった。
・新たな事業対象者は見込みにくい状況にあり、廃止も含め事業そのもののあり
方を検討する必要がある。

概要
(目的と内容)

　障がい者の外出時の経済的負担の軽減を目
的として、資格要件に応じ、市と協定を締結
した公共交通機関で使用できる利用券を交付
し、運賃を助成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・重度の障がい者には「重度障がい者タクシー運賃助成」を、車いす等を使用し
て外出される方には「車いすタクシー運賃助成」として実施してきた。
・平成21年度　2つの事業を統合し、「外出支援事業」として実施。
・平成31年度　一度に利用できる限度額を1,000円から1,500円に引き上げ、令和3
年度から、1,500円から2,000円に引き上げた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・重度の在宅障がい者の外出機会の創出と経済的負担の軽減が図られており、継
続して取組む必要がある。
・利用者から交付金額の引き上げの要望があり、事業の検証を行っていく。
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事業名 緊急通報体制等整備事業（障がい者分） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 271 271

所要一般財源 271 271

概算人件費 76 76

31

事業名 訪問給食サービス事業（障がい者分） 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 3,371 3,371

所要一般財源 3,371 3,371

概算人件費 91 91

概要
(目的と内容)

　一人暮らしの重度身体障がい者、またはこ
れに準ずる世帯に緊急通報装置を貸与し、近
隣住民等の協力により、緊急時に迅速かつ適
切な対応がとれる体制を整え、安心して地域
生活ができるようにする。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成3年度  緊急通報体制整備事業として開始。
・平成24年度 65歳未満の重度障がい者分について障がい者支援課所管となる。
・平成31年度　固定電話か携帯電話の選択により契約を可能とした。
・一人暮らしの障がい者にとって、安心して地域で生活できる一助となっている
。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・一人暮らし障がい者等の増加が予想される中で、急病、事故等の緊急時におい
て迅速かつ適切な対応をとるために緊急通報システムは必要不可欠である。
・利用にあたり緊急通報協力員を３名まで確保できない場合があるが、協力員が
定数に満たない状況にも対し、柔軟な対応を行っている。

概要
(目的と内容)

　在宅のひとり暮らし障がい者又はこれに準
ずる世帯で、調理又は買物が困難な方に弁当
を宅配し、栄養バランスの取れた食事を提供
すると共に安否確認を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成17年度　65歳未満の身体障がい者、精神障がい者を対象とした
・平成18年度　知的障がい者を対象者に追加
・平成25年度　難病患者を対象者に追加
・平成28年度　配食の事業者を複数事業者から選択できる方式に制度を変更
・平成31年度　第二土曜日の休配日を廃止（基本、日祝が休配日）
・利用者の栄養面からの体調管理と、安否確認を行うことで、障がい者が地域で
安心して生活できる一助となっている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・単身の障がい者の健康維持、栄養改善、安否確認において有効な事業であるこ
とから、継続して実施する。
・サービス提供日の拡大について利用者ニーズがあることから、そのあり方につ
いて検討する。
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事業名 特定疾患患者見舞金 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 2,129 2,129

所要一般財源 2,129 2,129

概算人件費 264 264

33

事業名 心身障がい者扶養共済制度助成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 76 76

概要
(目的と内容)

　県が認定した難病患者、小児慢性特定疾患
患者の保護者、遷延性意識障がい者、および
慢性腎不全による血液透析患者を対象に、年
１回５千円の見舞金を支給する。（重度心身
障がい者医療費助成の対象者は非該当）

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・昭和57年　支給開始　年1万円（対象24疾患）
・平成元年　支給額変更　年1万5千円
・平成17年　支給額変更　年1万円
・平成26年　受給資格変更　重度心身障がい者医療費受給者対象外
・平成27年　難病医療法の施行、対象疾患が56から306に拡充。
　　　　　  支給額変更　年5千円
・障がい者福祉制度を利用できない難病患者等に見舞金を支給することで、福祉
の増進に寄与している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・対象の難病が毎年追加指定されており、新規対象者が未申請にならないよう、
関係機関と連携し制度を周知する必要がある。
・市政だより、ホームページ、難病申請窓口でチラシ配布により制度を周知し、
申請勧奨を行う。

概要
(目的と内容)

　県の制度であり、障がい者（児）の保護者
が加入している共済掛金を徴収し県へ納入、
共済年金受給者の現況届を受付する事務を行
う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・制度発足時、市独自の制度として低所得者の加入者に共済掛金の助成事業を実
施していたが、平成24年度に助成制度は廃止となった。
・保護者や障がい者の経済的不安軽減が図られている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・制度加入者のうち、掛金納入者は３名と少数になってきた。掛金納入事務につ
いて、県が直接行うよう申し入れていく。
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