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障がい者地域生活支援事業 事務事業評価シート

29年度(計画)

28年度(実績) 29年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

134220 障がい者地域生活支援事業

暮らし

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

目的

対象

50

後援・協賛 補助・助成

27年度(実績)

市民参画の有無

市民協働の形態

実績 17 16

意図

③

平成 28 年度 事務事業評価シート

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 03 01 03

政策 2-5 福祉の充実
施策 3 障がい者福祉の充実

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

障害者総合支援法に基づく事業及び障がい者福祉の向上のため市
で実施する必要がある

【 事後評価 】

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

 受益と負担の適正化余地 障害者総合支援法に基づき適切に事務を行っている

受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括

妥当でない

委託

公
平
性

制度を知らないためサービス利用につながらないというアンケー
ト結果があり、更なる周知が必要向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

障害者総合支援法に基づく事業であり、事業費は年々増加してい
るため、削減の余地はない

適正である共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性
妥当である

見直し余地がある

有
効
性

計画

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 28年度(実績)

②
計画

① ボランティア養成事業参加者 人
計画 50

目標

実績

10 10目標

実績

10実績

27年度(実績)

目標値より高い ○ 概ね目標値どおり

③

成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

実績

人

地域生活支援事業において点訳、要約筆記、手話通訳ボランティア養成事業を実施（委託先：花
巻市社会福祉協議会）しているほか、平成25年度より手話奉仕員の養成が市町村の必須事業とさ
れたことに伴い、手話奉仕員養成講座を実施（委託先：岩手県聴覚障害者協会花巻支部）し、奉
仕員の養成を行っている。

目標値より低い

障がい者の地域生活および社会生活を細やかに支援する。

身体・知的・精神及び難病患者等で障がいのある方

福祉サービス補助・手当等給付を実施し、障がい者（児）の自立と社会参加が図られる。

●地域生活支援事業
　①地域生活支援事業委託…生活訓練（視覚、聴覚）、ボランティア養成（手話通訳、要約筆記、点訳）、
　　　要約筆記者派遣、広報（声、点訳）、福祉機器リサイクル、手話奉仕員養成
　②地域生活支援事業補助金…日常生活用具、訪問入浴、移動支援、日中一時、地域活動支援センター、
　　　自動車改造費、自動車運転免許取得、芸術文化講座開催、地域活動支援センターⅠ型事業補助、
　　　憩いの家開放事業補助
　③給付事業…更生訓練給付、就職支度金給付　　　④職親委託
●補助・給付事業
　難聴児補聴器購入費助成、住宅改造補助、福祉タクシー券交付、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成、
　特別障害者手当等給付、在宅重度障害者家族介護手当、小児慢性特定疾患児日常生活用具等給付
●障がい者スポーツレクリエーション交流事業
●車いす身体障害者健康診査事業委委託　　　　●成年後見制度利用促進事業

②

① 手話奉仕員養成講座修了者数

目標

実績

13

成果指標
の達成度
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単位：千円 １地域生活支援事業　　　73,837千円(H27 77,174千円)
障害者総合支援法第77条及び第78条に基づき、市町村の地域性に併せた福祉サービスを提供

～

①地域生活支援事業委託料　　3,597千円　（H27　3,657千円）

②地域生活支援事業補助金　　68,800千円　（H27　71,747千円） ※以下（　）内は前年予算額

　

障がい者地域生活支援事業

平成 28 年度 事業説明資料 【 】

項会計 款

事後評価
赤沼　雅仁 517担当係長 内線

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

担当部署 部名 健康福祉部 課名 障がい福祉課

27年度
決算額(A)

28年度
決算額(B)

29年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

事業費
126,182 125,410 △ 772

財
源
内
訳

国・県 56,660 60,168 3,508

地方債

△ 4,280

その他

部重点施策における目標

障がい者が自立した生活を送っています。

年度〕事業期間 期間限定 〔平成

視覚・聴覚障害者生活支援、要約筆記ボランティア養成・派遣、声の広報・点訳広報、福祉機器リ
サイクル、点訳ボランティア養成、手話通訳者ボランティア養成、手話奉仕員養成
　※手話奉仕員養成→聴覚障害者協会へ委託（757）、それ以外は社協へ委託（2,841）

平成28年度の全国障がい者スポーツ大会が岩手県で開催予定（10/22～24）であり、ボランティ
アの養成が県下で図られている。
障害者権利条約の批准を契機に障がい者(児）の社会参画、理解啓発の機運が高まっている。

事業説明資料

事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等

・日常生活用具給付　 25,589千円（23,464千円）
　　平成28年度実績　排泄支援用具22,268千円＋その他1,588千円＋視覚支援用具1,734千円

　　　　　　　（H27:排泄支援用具21,106千円＋その他1,065千円＋視覚支援用具1,293千円)

・自動車改造        　312千円（327千円）
　　平成28年度実績　4件(H27:4件)

・運転免許取得　　　　　 0千円（0千円）
　　平成28年度実績　0件(H27:0件）

・訪問入浴サービス　　10,750千円（15,549千円）
　　平成28年度実績　延べ人数150名　延べ回数882回(H27:169名1,288回）
　
・移動支援　        　1,232千円（1,271千円）
　　平成28年度実績　延べ156名(H27:166名)

・日中一時支援　　15,257千円（15,057千円）
　　平成28年度実績　延べ483名(H27:502名)

・利用者負担補助金　6千円(13千円)
　　　平成28年度実績　1名(H27：2名)

目

03

事業ｺｰﾄﾞ

134220

障害者総合支援法に基づく市町村事業として、地域生活に即した障害福祉サービスの提供及び各
種助成事業の実施、法に基づく手当の支給を行う。

一般財源 69,522 65,242

事業名

年度 平成

一般

●地域生活支援事業
　①地域生活支援事業委託…生活訓練（視覚、聴覚）、ボランティア養成（手話通訳、要約筆
記、点訳）、
　　　要約筆記者派遣、広報（声、点訳）、福祉機器リサイクル、手話奉仕員養成
　②地域生活支援事業補助金…日常生活用具、訪問入浴、移動支援、日中一時、地域活動支援セ
ンター、
　　　自動車改造費、自動車運転免許取得、芸術文化講座開催、地域活動支援センターⅠ型事業
補助、
　　　憩いの家開放事業補助
　③給付事業…更生訓練給付、就職支度金給付　　　④職親委託
●補助・給付事業
　難聴児補聴器購入費助成、住宅改造補助、福祉タクシー券交付、在宅酸素療法患者酸素濃縮器
使用助成、

03 01 障がい者地域生活支援事業

単年度繰返

事業概要

事業開始の背景・経緯

④サービス提供

（利用者負担）

市

利用者

花巻市社協
県聴覚障害者協会

福祉サービス事業者

⑥事業補助金交付

⑤サービス利用

に係る

補助金請求

②支給決定 ①サービス利用申請

③契約

事業委託
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（単位：千円）
《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること 【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

・地域活動支援センター(Ⅱ型）事業　　　　1,106千円（1,204千円） ④酸素濃縮器使用助成　674千円（614千円）
平成28年度実績　延べ83名（H27:106名） 在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器使用に係る電気料金を助成

・芸術文化講座開催　　　　 　　　　　 549千円（549千円） 平成28年度実績　47名（H27:37名）
・地域活動支援センター（Ⅰ型）事業補助　13,819千円（14,225千円）

障がい者に創作活動や生産活動の機会を提供し、社会参加促進を図るとともに、専門職員を配 ⑤特別障害者手当等給付　39,732千円（37,285千円）
置し、他機関との連携強化のための調整や、障がいへの理解促進を図るための啓発事業を行う 支給月：5月期(2～4月分)、8月期(5～6月分)、11月期(8～10月分)、2月期(11～1月分)

・憩いの場開放事業補助　180千円（180千円） ・特別障害者手当　
平成28年度実績　延べ1,103人　29,555,690円(H27:延べ1,044人　27,690,840円）

・障害児福祉手当　

③給付事業　0千円（0千円）　実績なし 平成28年度実績　延べ　698人　10,176,640円(H27:延べ  655人　 9,593,840円)
　・更生訓練費　0千円（0千円）　・就職支度金　0千円（0千円） 　※国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律により、特例水準の解消のため

　　 支給水準の是正が実施される。（毎年1月額改定：消費者物価指数を反映）

④職親委託　1,440千円（1,770千円）
知的障害者の就労の推進を図るため、職親に生活指導・技能取得訓練等を委託。
職親4人に対し知的障がい者4人を委託。

⑤後見人養成事業　0千円（0千円）

２補助・給付事業　　　51,573千円（H27　49,008千円） ⑥在宅重度障害者家族介護手当　0千円　（0千円）
①難聴児補聴器購入助成補助　　73千円　（73千円） 福祉サービスを利用していない20歳以上65歳未満の重度障がい者を介護する家族に対し支給

身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等程度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成

対象者：両耳の聴力レベルが30dB以上又は30dB未満で医師が必要と認めたもの ⑦小児慢性特定疾患児日常生活用具給付　127千円（43千円）
負担割合：県1/3、市1/3、自己負担1/3 小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の
※実績：H28:1台73,000円、H27：1台73,000円、H26：2台146,000円、H25：5台354,000円 便宜を図る

平成28年度実績　3件128千円（ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ2件、ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ1件）　

②身体障がい者住宅改造事業補助　931千円（776千円） (H27:1件43千円(ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ1件) ) 
対象者：身体障害者（1級～3級）
補助対象工事費：　上限65万円 ⑧障害者スポーツレクリエーション交流事業　8千円（9千円）
補助額：対象工事費の2/3（上限43.3万円） 三障がい者の健康増進と自立意欲の向上及び交流を目的に開催
※実績：H28:3件931,000円、H27：1件374,000円、H26：4件965,000円、H25：7件、2,164千円 平成28年度実績 53名参加（H27:39名参加）

③福祉タクシー給付　　8,733千円　（8,424千円） ⑨車いす健康診査委託　189千円（160千円）
対象者：身体障害者（1級～2級等）、知的障害者　A程度、精神障害者　1級 車いす使用者の褥そう膀胱機能障害等の発生を予防すること目的に実施
助成額：1枚　500円 交付枚数：1月あたり3枚（年間36枚）

平成28年度実績　22,875件(H27:22,002件） ⑩その他経費　　1,106千円（1,460千円）
旅費0千円、需用費1,073千円、役務費32千円

障がい者地域生活支援事業 事業説明資料

年度事業説明資料 】【

134220

28

03

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

障がい者地域生活支援事業

項

一般 03

会計 款

平成 事後評価

01

目

特別障害者手当 障害児福祉手当
H25.10月分～ 26,080円 H25.10月分～ 14,180円
H26. 4月分～ 26,000円（▲0.3%） H26. 4月分～ 14,140円（▲0.3%）
H27. 4月分～ 26,620円（ 2.4%） H27. 4月分～ 14,480円（ 2.4%）
H28. 4月分～ 26,830円（ 0.8%)          H28. 4月分～ 14,600円（ 0.8%）


