
1 23 児童相談所 1010101 児童相談所・一時保護所の運営
児童虐待相談を初めとする困難ケースへの
対応や一時保護を迅速に行うことにより、リ
スクの軽減と事故の未然防止を図る

相談件数
平成24年度　1,887件（うち虐待 362件、障害児 981件、
養護その他 307件）

平成20年４月より、児童相談所、一時保護所を一体的に整備移転
し、各専門職の集積とその連携を強める中で、児童虐待相談を初
めとする困難ケースへの対応や保護を迅速に行うことによって、リ
スクの軽減と事故の未然防止を図った。

B

2 24
地域リハビリテーショ
ン推進センター

1010102
障害者更生相談所としての地域リハビ
リテーションの推進

継続実施
より高度な専門性の向上

専門職員（作業療法士、理学療法士、心理判定員等）に
よる専門的・技術的な相談支援（地域リハビリテーション
事業）の実施
平成24年度　24人（延べ実施回数　183回）

平成24年度は、障害者更生相談所と地域リハビリテーション推進
センター（健康づくり推進課）との組織統合により、十分な専門職
員の確保が図られ、より質の高い相談業務が実施できた。今後も
継続して実施することにより、事業の推進を図っていく。

B

3 24
地域リハビリテーショ
ン推進センター

1010103
障害者更生相談所としての相談支援
体制の充実

継続実施
より高度な専門性の向上

専門職員（作業療法士、理学療法士、心理判定員等）に
よる相談業務の実施
平成24年度　 461件（うち訪問相談 185件）

平成24年度は、障害者更生相談所と地域リハビリテーション推進
センター（健康づくり推進課）との組織統合により、十分な専門職
員の確保が図られ、より質の高い相談業務が実施できた。今後も
継続して実施することにより、事業の推進を図っていく。

B

4 24 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   障害者相談支援事業
 　（障害者110番相談事業・障害者相
談支援推進センターの活用）

相談箇所数
24年度　1か所
25年度　1か所
26年度　1か所

障害者相談支援推進業務
（基幹相談支援センター・障害者110番）１か所

平成24年度から、地域における相談支援の中核的役割を担う基
幹相談支援センター事業を実施した。

A

5 24 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   障害者相談支援事業
　（障害者相談支援事業・身体障害者
生活支援事業等の充実）

相談箇所数
24年度　3か所
25年度　3か所
26年度　3か所

相談箇所数
障害者相談支援推進業務１か所
 （基幹相談支援センター・障害者110番）
 障害者等相談支援事業（身体障がい）３か所

障害者相談支援推進センターへの専門職員配置によって、目標
値は達成しており、相談支援事業者への助言指導、困難事例対
応等が実施されている。

A

6 24
保健所
精神保健福祉課

1040201

地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   障害者相談支援事業
　（精神障害者生活支援事業）

相談箇所数
24年度　3か所
25年度　3か所
26年度　3か所

相談箇所数
障害者等相談支援事業　３か所

相談支援事業の委託によって、目標値は達成しており、障がいの
ある人への相談対応の充実が図られている。

A

7 24 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   障害児等療育支援

相談箇所数
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

相談箇所数
障害者等相談支援事業（知的障がい）４か所

相談支援事業の委託によって、目標値は達成しており、障がいの
ある人への相談対応の充実が図られている。

A

8 24 障害者福祉課 1010104 知的障害者相談員設置事業の充実 継続実施
相談員　27人
相談件数　846件

障がい者団体より推薦を受けた知的障害者相談員を各地区に設
置することにより、身近な地域での相談体制を充実させることがで
きている。

B

9 24 障害者福祉課 1010105 身体障害者相談員設置事業の充実 継続実施
相談員　73人
相談件数　1,437件

障がい者団体より推薦を受けた身体障害者相談員を各地区に設
置することにより、身近な地域での相談体制を充実させることがで
きている。

B

平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

平成24年度事業　実績値担当課 事業コード 事業名 事業目標

　施策目標１　地域における自立した生活を支える仕組みづくり

計画書
掲載頁

№

　　【重点施策１】　相談支援体制の整備、充実
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10 25
保健所
精神保健福祉課

1010106 精神障害者家族相談事業の充実 相談員の質の向上
相談員６人による相談指導（計113件）、訪問活動（17
件）、市町への連絡諸会合・行事への参加(68件)、研修
会の実施２回

事業への補助を実施し、相談事業の充実が図られた。 B

11 25 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   地域自立支援協議会

協議会箇所数
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

協議会箇所数
平成24年度　４か所

各行政区及び全市への自立支援協議会関係会議の設置によっ
て、目標値は達成しており、困難事例や地域課題の解決等に向け
た協議が行われている。

A

12 25

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040201
地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   市町村相談支援機能強化事業

相談箇所数
24年度　8か所
25年度　8か所
26年度　8か所

相談箇所数
障害者相談支援推進業務１か所
障害者等相談支援事業（身体障がい）３か所
障害者等相談支援事業（知的障がい）３か所
障害者等相談支援事業（精神障がい）１か所

障害者相談支援推進センターへの専門職員配置によって、目標
値は達成しており、相談支援事業者への助言指導、困難事例対
応等が実施されている。

A

13 25 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
■発達障害者支援センター運営事業

センター箇所数と利用者数
24年度  1か所、利用者  1,000人
25年度  1か所、利用者  1,000人
26年度  1か所、利用者  1,000人

平成24年度 1か所、利用者数　1,306人

センター利用人数及び相談等件数は年々増加しており、発達障害
者支援センターが二次的機関ではなく、直接的支援の割合が増え
ている。
家族支援及び関係機関への巡回指導の実施、また、相談支援
ファイルの配布を促進し、支援体制の充実強化を図った。

B

14 25 障害者福祉課 1010107 発達障がい者支援体制の整備 継続実施

発達障害者支援ｾﾝﾀｰの運営
発達障害者支援体制整備検討委員会開催（2回）
発達障害者家族支援・支援体制サポート強化事業（ﾍﾟｱ
ﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成研修・幼保育園・小学校巡回指導の実施）
相談支援ファイル「すくすくファイル」の配布

発達障がいの早期発見・早期支援、関係機関との連携、支援の
ツールとして「相談支援ファイル」を配布し、活用を促進した。
また、家族支援及び関係機関への巡回指導を継続実施し、支援
体制の強化を図った。

B

15 25 こころの健康センター 1010108 こころの健康センターの運営・充実
平成26年度
精神科デイケア３クール実施

相談件数（2,097件）
市民講演会の実施（７回）
関係機関職員研修会の開催（３回）

精神保健及び精神障がい者福祉に関する相談及び指導のうち、
複雑又は困難なものに対応した。
生涯学習推進課と共催で地域に根付いた市民講演会を開催し
た。また、研修会の実施により、精神保健福祉についての理解を
深めた。

B

16 25 住宅政策課 1010109
高齢者対応住宅相談員による相談体
制の充実

継続実施 相談員59人
高齢者対応住宅研修会に参加した８名が新規相談員となったこと
により、窓口での相談対応を継続して実施することができた。

B

17 26 障害者福祉課 1010110 基幹相談支援センターの設置・運営 実施
障害者相談支援推進業務
（基幹相談支援センター・障害者110番）１か所

平成24年度から、地域における相談支援の中核的役割を担う基
幹相談支援センター事業を実施した。

A

18 26

保健所
精神保健福祉課

保健所清水支所

1010111
保健所における精神保健福祉相談の
充実

推進
（１）医師による精神保健福祉相談　78件/36回
（２）酒害相談12件
（３）随時相談1962件

（１）初診、受診相談等で医学的知識の必要な相談について積極
的に利用し、常に一定数の利用がある。
（２）月１回の断酒会員によるアルコール依存症に悩む家族・本人
への当事者相談をおこなった。
（３）電話や面接による相談を随時実施した。

B

19 26 福祉総務課 1010201 日常生活自立支援 継続実施
実契約者数（494人）
相談件数（12,056件）、広報紙の発行（年3回）
研修会の開催及び参加、各種連絡会

事業の実施に対し補助金を交付した。関係機関連絡会議に出席
した。センターニュースの発行（広報・啓発）や、他機関との連携に
より、市民の認知度は徐々に向上しており、相談・契約件数ともに
増加している。

B
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20 26

福祉総務課

障害者福祉課

高齢者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1010202 成年後見制度の利用支援 継続実施
各種相談事業における助言や橋渡しの実施
申立件数　25件
後見人等報酬助成　6件

該当案件に対して適切に申立て事務を行い、また、相談案件につ
いては、助言及び担当部署に橋渡しを実施した。

B

21 26 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   障害者相談支援事業
　（障害者110番相談事業）

相談箇所数
24年度　1か所
25年度　1か所
26年度　1か所

障害者相談支援推進業務
（基幹相談支援センター・障害者110番）１か所

平成24年度から、地域における相談支援の中核的役割を担う基
幹相談支援センター事業を実施した。

A

22 26

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040201
地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   成年後見制度利用支援事業

相談箇所数
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

相談箇所数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　４か所

各区への窓口設置によって目標値は達成しており、成年後見制度
の利用が必要な人への支援が実施されている。

A

23 26

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1010203
障がい者虐待防止に対する支援体制
の整備

実施
障害者虐待防止センター　11か所
相談通報・届出件数　34件
(うち虐待対応件数　11件)

平成24年10月「障害者虐待防止法」の施行に伴い、法の円滑な施
行と障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応等のための
支援体制の整備を図った。

B

24 27 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   地域自立支援協議会

協議会箇所数
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

協議会箇所数
平成24年度　４か所

各行政区及び全市への自立支援協議会関係会議の設置によっ
て、目標値は達成しており、困難事例や地域課題の解決等に向け
た協議が行われている。

A

25 27 障害者福祉課
【再掲】
1010110

基幹相談支援センターの設置・運営 実施
障害者相談支援推進業務
（基幹相談支援センター・障害者110番）１か所

平成24年度から、地域における相談支援の中核的役割を担う基
幹相談支援センター事業を実施した。

A
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26 28
保健所
精神保健福祉課

1020101 精神障害者地域移行支援事業の推進

地域移行支援者数
24年度　10人
25年度　10人
26年度　10人

17人
平成24年４月から地域移行支援事業は障害福祉サービスとして
個別給付化され、事業所による取組が始まった。

B

27 28
保健所
精神保健福祉課

2030103 精神障害者社会適応訓練事業 継続実施
平成24年度
訓練生数　２人
述べ訓練日数　426日

精神科病院等に通院する精神障がい者が、協力事業所で訓練を
実施することで、社会的自立の力を養うことができている。

B

28 28
保健所
精神保健福祉課

1020102 精神障害者地域生活体験支援事業 推進
利用者数　　 1人
利用宿泊数　9泊

精神科病院の長期入院者に対して、病院・委託事業所と連携し生
活訓練、支援、評価を行い、利用者の退院促進につながった。

B

29 28
保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   障害者相談支援事業
　（精神障害者生活支援事業）

相談箇所数
24年度　3か所
25年度　3か所
26年度　3か所

相談箇所数
障害者等相談支援事業　３か所

相談支援事業の委託によって、目標値は達成しており、障がいの
ある人への相談対応の充実が図られている。

A

30 28 障害者福祉課 1020201 重度身体障害者住宅改造費補助事業 継続実施 住宅改造費の一部助成の実施（補助件数　３件）
継続して実施できているが、申請件数が減少してきているため、市
民への周知方法を今後検討したい。

B

31 28

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1020202
障がいのある人のためのグループホー
ム・ケアホームの充実

継続実施
法人からの施設整備に関する相談に随時応じたが、グ
ループホーム及びケアホームの施設整備に対して、平
成24年度に補助金を交付した案件はなかった。

法人からの施設整備に関する相談に随時応じた。グループホー
ム・ケアホームの整備については、地域における生活の場として
増設の要望が高いため、今後も継続して整備の誘導を図ってい
く。

B

32 28

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040103
居住系サービスの充実
■共同生活援助（グループホーム）・
　共同生活介護（ケアホーム）

利用者数
24年度　247人分
25年度　267人分
26年度　296人分

利用者数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　228人分

需要は高く事業所数も増加したため、目標値はほぼ達成。今後も
増加を見込んでいる。

B

33 28
保健所
精神保健福祉課

1020203
精神障がいのある人のための共同住
居の運営

推進
補助金交付事務の実施。
補助対象：１施設

適切な時期に計画通り実施した。 B

34 29 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
■その他事業
   福祉ホーム事業

24年度  2施設、利用者  16人
25年度  2施設、利用者  16人
26年度  2施設、利用者  16人

平成24年度　2施設、利用者 14 人
市内２施設において運営しているが、今後も引き続き、住居を求め
ている障がい者に低額な料金で居室を提供する。

B

　　【重点施策２】　地域生活への移行促進
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35 29 住宅政策課 1020301 市営住宅ストック総合改善事業
市営住宅の改善・改修（住戸改修工事など）
によるバリアフリー化の推進

（平成22年度に安倍口団地第14号棟に片廊下・エレベーターを設
置したことにより、H22年度にて事業完了。）

A

36 29 住宅政策課 1020302 市営住宅の建設、整備
市営住宅における車椅子住宅等の整備に
よるバリアフリー化の推進

（平成23年度に富士見団地B-2棟の建設完了。） A

37 29 福祉総務課 1020401
民生委員・児童委員及び主任児童委
員による地域福祉活動の推進

継続実施
民生委員、主任児童委員の研修、地域活動の援助の実
施

民生委員・児童委員に対して、要支援者に対して行う見守り、相
談、専門機関との連携等の活動を推進するために、必要な知識や
技術を修得できる研修等を計画どおり実施した。
また、年間を通し、連絡調整会議等開催した。

B

38 29 障害者福祉課
【再掲】
1010104

知的障害者相談員設置事業の充実 継続実施
相談員　27人
相談件数　846件

障がい者団体より推薦を受けた知的障害者相談員を各地区に設
置することにより、身近な地域での相談体制を充実させることがで
きている。

B

39 29 障害者福祉課
【再掲】
1010105

身体障害者相談員設置事業の充実 継続実施
相談員　73人
相談件数　1,437件

障がい者団体より推薦を受けた身体障害者相談員を各地区に設
置することにより、身近な地域での相談体制を充実させることがで
きている。

B

40 29
保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1010106

精神障害者家族相談事業の充実 研修による相談員の質の向上
相談員６人による相談指導（計113件）、訪問活動（17
件）、市町への連絡諸会合・行事への参加(68件)、研修
会の実施２回

事業への補助を実施し、相談事業の充実が図られた。 B
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41 30 健康づくり推進課 1030101 母子保健事業
乳幼児発達健診、聴力二次検診、総合発達
相談を実施

・４、10か月乳児健康診査（10,652人）
・1.6歳児健康診査（123回　5,776人）
・３歳児健康診査（125回　5,688人）
・乳幼児発達相談（22回）
・先天性代謝異常等検査（延12,452人）
・こんにちは赤ちゃん事業（5,096人）
・育児相談・育児教室（654回　21,602人）

健診等対象者に各事業を実施し、計画通りの取組みができた。 B

42 30 健康づくり推進課 1030102 保健福祉センター相談体制の充実
保健・医療・福祉に係る総合相談の実施と
必要に応じた継続フォロー等の実施

保健・医療・福祉に関する総合的な相談の実施
平成24年度　　67,985件

保健・医療・福祉に係る総合相談を受けるとともに、必要に応じ
て、他機関と連携を図り、支援を実施している。

B

43 30 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■相談支援事業
   障害児等療育支援

相談箇所数
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

相談箇所数
障害者等相談支援事業（知的障がい）４か所

相談支援事業の委託によって、目標値は達成しており、障がいの
ある人への相談対応の充実が図られている。

A

44 30 障害者福祉課 1030103 母子療育訓練事業 継続実施

療育訓練、療育相談、母子指導等の実施
・療育訓練　延利用者数　2,317人
・療育相談　延利用者数　1,805人
・交流保育　延利用者数　115人
・特別指導　延利用者数　38人
・訪問指導　延利用者数　75人

施設の定員を設けておらず、支援が必要と判断される児童及び保
護者に対して療育訓練、療育相談等を実施している。一人ひとり
の状況に応じた発達支援、相談業務を行うことで、障がいの早期
発見、早期療育に繋げることができた。

B

45 30 健康づくり推進課 1030201 疾病の早期発見と予防の推進 継続実施
生活習慣病予防教室、所外健康相談等の実施
平成24年度　参加者及び相談者数　1,920人

適正な食事や運動不足の解消、禁煙等の指導を行い、健康的な
生活習慣づくりを支援することで、生活習慣病を中心とした疾病の
一次予防を図った。

B

46 30 健康づくり推進課 1030202 健康づくりの学習機会の充実 継続実施
健康まつり、所外健康教育の実施
平成24年度　参加者数　40,591人

保健師、栄養士、歯科衛生士等といった専門職と保健委員、食生
活改善推進員などのボランティアが協働し、参加者自らが健康に
ついて関心を持ち行動変容につなげるイベントや教室を開催し、
市民の健康意識の向上を図った。

B

47 30 健康づくり推進課 1030203 訪問指導事業 継続実施
生活習慣病予防に係る成人の家庭訪問の実施
平成24年度　訪問件数　329件

健康診査等によって支援が必要とされた方を個別訪問し、保健指
導することで、疾病の予防や早期発見・早期治療の促進を図っ
た。

B

48 31 健康づくり推進課 1030301 障害者歯科保健センターの運営・充実

歯科診療　2,000人
歯科検診　60回900人
歯科保健活動　60回840人
研修　8回320人

・歯科診療の実施　延　2,389人
・歯科健診の実施　69回　969人
・歯科保健活動の実施　83回　1,302人
・研修の実施　15回　334人

・障害者歯科保健センターが周知されてきた。
・保健活動の取り組みが増加している。
・計画通りの取り組みができた。

B

49 31 健康づくり推進課 1030302 寝たきり者訪問歯科診療支援事業 継続実施
往診出動回数及び訪問患者数
平成24年度　534回　160人

在宅寝たきり者に対する訪問歯科診療を支援することで、要介護
状態になっても口腔の健康を維持し、通院が出来ない寝たきり者
に対する歯科診療機会の確保が出来ている。

B

　　【重点施策３】　保健・医療サービスの充実
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50 31
地域リハビリテーショ
ン推進センター

1030401
地域リハビリテーション推進センターの
運営・充実

相談件数　20人増／年
講座等開催件数　15件／年
施設見学会実施件数　4回／年

地域リハビリテーション推進センターにおける障害者支
援事業利用者数
平成24年度　510人　（平成23年度　428人）
対前年比　82人増

平成24年度は、前年度より利用者数が増加し、計画値を上回り、
概ね計画どおり実施できている。今後も広報等を行い、利用者の
拡大を図りたい。

B

51 31
清水病院
医事課

1030402 回復期リハビリ機能の充実 年間利用率90％程度を維持
年間利用率
平成24年度　58.6％

慢性的な医師・看護師不足により、利用率が目標を下回ってい
る。

D

52 31 こころの健康センター 1030501 メンタルサポート体制の整備
関係機関職員研修会　1回
メンタルサポーター育成講座　2回
フォローアップ研修　1回

・研修会の実施（８回）
・職場のメンタルヘルスに関する講師派遣（３４件）
・メンタルサポーター育成講座の開催（２回）
・フォローアップ研修の実施（２回）

こころの健康危機の予防を目的として、関係機関職員への研修
や、市民啓発講演会、職場のメンタルヘルスに関する講師派遣な
どを行った。また、身近な人のこころを支える「メンタルサポーター」
を年２回の講座を通して育成している。講座修了者の自主活動組
織である「傾聴ボランティアしずおか」の支援も継続するとともに、
同様の活動を行う団体のネットワーク化を進め、地域における支
援の強化を図っている。

B

53 31 こころの健康センター 1030502 うつ病対策事業の推進
うつ病に関する電話相談を週5日実施
（土日・祝日を除く）

【1030501】に含む
特定相談件数（1,095件)、講演会(２回)、研修会（５回）
の開催

うつ病専門電話相談の件数の増加、うつ病集団認知療法の希望
者の増加など、市民の高いニーズがある。また、早期発見・治療に
向けて、うつ病に関する知識を深めてもらうための講演会や研修
会等を実施した。

B

54 32
保健所
保健予防課

1030601 難病ヘルパー養成事業の充実 継続実施（年1回） 養成研修会開催1回　参加者86人
年1回の研修を実施。毎回募集人員に達する人数が参加してお
り、実務に携わるヘルパーの資質向上につながっている。

B

55 32
保健所
保健予防課

1030602 難病患者等医療相談事業の充実 継続実施 難病医療講演会の開催(年間３回、参加者延60人）
年３回（１区１回）の講演会を実施し、身近な会場で参加しやすくし
た。加えて、講演会終了後個別相談の時間も確保し、受講者の問
題解決につながったと思われる。

B

56 32
保健所
保健予防課

1030603 難病患者等居宅生活支援事業の充実 継続実施
日常生活用具給付の実施（０件）
ホームヘルプサービス事業の実施（利用者1人）
短期入所事業の実施（0件）

介護保険サービス及び障害福祉サービスの狭間にある難病患者
に対する支援を行った。なお、平成25年4月1日に障害者総合支援
法が施行されたことにより平成24年度で事業廃止。

-

57 32
保健所
保健予防課

1030604
難病患者等介護家族リフレッシュ事業
の充実

継続実施 利用者数　５人（訪問看護延べ29回）
重度心身障害児施設が受け手となり、利用者が増加した。
現在の制度では事業の推進が困難であると考えられるため、平成
25年度より、利用時間や負担額等要綱の見直しを行う。

B

58 32
保健所
保健予防課

1030605 難病患者地域支援対策の推進 継続実施
・訪問相談の実施（127件）
・在宅療養支援計画策定・評価委員会の開催（３回）

保健指導が必要な難病患者に対し訪問して不安を解消したり、ケ
ア会議などにより関係機関との連携体制を整備したが、訪問相談
員の交代により、訪問件数が減少した。

B

59 32 障害者福祉課 1030701 自立支援医療費（更生医療）の支給 継続実施
支給件数
平成24年度　4,954件

主に腎臓機能障害（人工透析など）に係る更生医療の支給決定者
と公費負担額が毎年増加している。
制度は概ね順調に実施できている。

B
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60 32
保健所
保健予防課

1030702 自立支援医療費（育成医療）の支給 継続実施
支給件数
平成24年度　973件

受給対象者に対し受給者証を交付し、医療費の助成を実施
することで障がい児の医療負担軽減を図った。

B

61 32
保健所
精神保健福祉課

1030703
自立支援医療費（精神通院医療）の支
給

継続実施
自立支援医療（精神通院）受給者証交付件数
平成24年度　7,569件

受給対象者に対し受給者証を交付、精神通院医療費の助成を実
施する事で、精神障がい者の医療費負担軽減を継続実施する事
ができた。

B

62 32

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1030704 重度心身障害者医療費助成事業 充実
受給者数　 15,458人
助成件数　 332,231件

受給資格対象者に受給者証を交付、医療費の助成を実施するこ
とにより、重度心身障害者の医療費負担を軽減することができて
いる。

B

63 33
保健所
保健予防課

1030705 特定疾患医療費の公費負担 継続実施
受給者数
平成24年度　4,983人

特定疾患医療費の公費負担は県事業であるが、市が申請窓口に
なっており、県に滞りなく進達できている。

B

64 33

保健所
精神保健福祉課

保健所清水支所

1030706 精神障害者入院医療費助成制度 継続実施 平成24年度　4,882件 助成事業を行い、精神障がい者の医療費負担の軽減を図った。 B

65 33
保健所
生活衛生課

1030801 医薬分業推進事業 継続実施

・医薬品及び薬剤師の役割に関する正しい認識を浸透
させるための「薬とくらしの教室」講座の開催
（12回開催289人参加）
・静岡市薬剤師会への相談事業補助金の交付

講座についてＰＲし、開催要望があった場合はすべて開催してい
る。 B

66 33
保健所
保健予防課

1030802 臓器移植啓発事業の推進 継続実施 臓器提供意思表示カードの配布
臓器提供意思表示カードの配布により、臓器移植に対する市民の
理解を深めることができている。

B

67 33

静岡病院
医事課

清水病院
医事課

1030803 地域医療体制の整備

紹介率
静岡病院　60％
清水病院　40％
逆紹介率
静岡病院　80％
清水病院　60％

紹介率
静岡病院　68.7％
清水病院　42.9％
逆紹介率
静岡病院　79.1％
清水病院　76.1％

静岡病院は、地元医師会とのイーツーネットでの疾患別医療連携
の推進及び新たな連携ツールであるイージーイーツーネットの稼
働により、概ね目標値を達成することができた。
清水病院も医師会との協議会や交流会などを開催し、医療連携を
推進したことにより、目標値を達成することができた。

B

68 33
保健所
精神保健福祉課

1030804 精神科救急医療体制の整備 推進

①精神科救急医療対策事業（休日、夜間の患者受入の
ための医師、空床確保）　全県1,417件
②精神科救急情報センター事業（24時間の情報提供、
関係機関調整）　全県2,458件
③身体合併症対応事業（身体合併症患者の受入のた
めの医師、空床確保）　全県68件

静岡県、静岡市、浜松市、受託者との４者契約により、県内の精
神科救急医療体制の整備を推進している。 B
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33

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040101
自立支援給付事業の充実
訪問系サービスの充実

利用時間数（精神保健福祉課分と合算）
24年度　21,751時間分／月
25年度　22,698時間分／月
26年度　23,742時間分／月

利用時間数（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　24,941時間分／月

利用者数及び利用時間数は概ね順調に伸び、目標値を上回っ
た。今後も増加が見込まれる。

B

33

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●居宅介護
    （ホームヘルプサービス）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●重度訪問介護

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●行動援護

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●同行援護

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●重度障害者等包括支援

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040102
自立支援給付事業の充実
日中活動系サービスの充実

平成23年度中に旧法施設の移行が完了したことにより、生活介護
及び就労継続支援（B型）を中心に利用量が増加。自立訓練は事
業所数が減少しているため平成23年度は目標値達成とはならな
かったものの、平成24年度は利用者数が増加し、目標値を達成し
た。それ以外のサービスでは事業所の新規開設の予定も見込ま
れているため、今後も増加傾向が続く見込み。

B

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●生活介護

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　25,425人日分／月
25年度　27,503人日分／月
26年度　29,752人日分／月

利用時間数（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　24,002人日分／月

利用者数は増加しており目標値はほぼ達成した。今後も事業所の
新規開設が見込まれていることから引き続き増加が見込まれる。

（B）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●自立訓練（機能訓練）

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　73人日分／月
25年度　73人日分／月
26年度　73人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　111人日分／月

有期限のサービスで利用者の確保が難しいことから事業者数も減
少傾向にあったが、平成24年度は利用者数が順調に伸び、目標
値を上まわった。

（B）

　　【重点施策４】　地域生活を支えるサービス基盤の整備

69

70
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平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

平成24年度事業　実績値担当課 事業コード 事業名 事業目標
計画書
掲載頁

№

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●自立訓練（生活訓練）

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　189人日分／月
25年度　212人日分／月
26年度　235人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　465人日分／月

有期限のサービスで利用者の確保が難しいことから事業者数も減
少傾向にあったが、平成24年度は利用者数が順調に伸び、目標
値を上まわった。

（B）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●就労移行支援

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　3,023人日分／月
25年度　3,411人日分／月
26年度　3,800人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　2,456人日分／月

特別支援学校卒業生をはじめ、一般就労への支援の需要は高く
利用者数は前年度を上回った。

（B）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●就労継続支援（Ａ型）

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　2,654人日分／月
25年度　2,955人日分／月
26年度　3,255人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　3,607人日分／月

事業所数に変化はないが、利用者数・利用量ともに増加し、目標
を達成した。

（B）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●就労継続支援（Ｂ型）

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　16,328人日分／月
25年度　17,289人日分／月
26年度　18,306人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　16,425人日分／月

平成23年度中に旧法施設の移行が完了し、就労移行支援Ｂ型を
選択する事業所が多かったことにより利用者数も増加。目標値を
達成した。今後も増加が見込まれる。

（B）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●療養介護

利用量
24年度　81人分
25年度　81人分
26年度　81人分

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　90人

平成24年４月以降、障害児施設の加齢児が療養介護へ移行した
ため、利用者は大幅に増加し目標値を達成した。

（B）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●児童発達支援

利用量
24年度　105人
25年度　120人
26年度　135人

利用量
平成24年度　110人

平成24年４月障害者自立支援法の改正により、児童デイサービス
から移行した。目標値は達成しなかったものの、事業所の新規開
設の予定も見込まれているため今後も増加が見込まれる。

（B）

34

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●医療型児童発達支援

利用量
24年度　12人
25年度　14人
26年度　16人

利用量
平成24年度　0人

市内に事業所がなく、実績はなかった。 （C）

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●放課後等デイサービス

利用量
24年度　340人
25年度　369人
26年度　400人

利用量
平成24年度　410人

平成24年４月障害者自立支援法の改正により、児童デイサービス
から移行した。目標値は達成しなかったものの、事業所の新規開
設の予定も見込まれているため今後も増加が見込まれる。

（B）

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●短期入所（ショートステイ）

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　  992人日分／月
25年度　1,105人日分／月
26年度　1,218人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　1,053人日分／月

平成24年度は前年に比べて増加し、目標を達成した。利用者数は
今後も現状維持と思われる。

（B）

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040103
自立支援給付事業の充実
居住系サービスの充実

共同生活援助及び共同生活介護は、需要が高いことから利用者
数が増加し、目標値もほぼ達成した。
施設入所支援は、新法移行による事業所数の増加に伴い、利用
者数が増加した。
居宅系サービスは今後も利用者数の増加が見込まれる。

B

70
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平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

平成24年度事業　実績値担当課 事業コード 事業名 事業目標
計画書
掲載頁

№

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　【再掲】
　●共同生活援助（グループホーム）・
     共同生活介護（ケアホーム）

利用者数（精神保健福祉課分と合算）
24年度　247人分
25年度　267人分
26年度　296人分

利用者数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　228人分

需要は高く事業所数も増加したため、目標値はほぼ達成。今後も
増加を見込んでいる。

（B）

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●施設入所支援

利用者数（精神保健福祉課分と合算）
24年度　619人分
25年度　613人分
26年度　628人分

利用者数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　599人分

利用者数が増加し、目標値はほぼ達成した。 （B）

72 35 障害者福祉課 1040104 補装具費の支給 継続実施
給付件数
成人交付　432件、成人修理　357件
児童交付　103件、児童修理 　68件

障がいの状態に適した用具の購入費及び修理費用の助成は、計
画どおり実施できている。

B

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040105
自立支援給付事業の充実
その他の事業

平成24年10月から計画相談支援を開始した。指定計画相談支援
については、指定特定相談支援事業所が増加することで、利用者
数が伸びていくものと思われる。指定地域相談支援については、
平成24年4月から相談支援を開始したが実績はほぼなく、今後も
制度の周知が必要である。

B

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●指定計画相談支援
　　　（サービス等利用計画策定）

利用者数（精神保健福祉課分と合算）
24年度　　76人分
25年度　201人分
26年度　348人分

利用者数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　24人

平成24年10月から計画相談支援を開始した。指定計画相談支援
については、指定相談支援事業所が計画作成の実績を積む、ま
たは事業所が増加することで利用者数が伸びていくものと思われ
る。

（B）

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●指定地域相談支援
　　　（地域移行支援）

利用者数（精神保健福祉課分と合算）
24年度　21人分
25年度　27人分
26年度　23人分

利用者数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　０人

平成24年4月から地域相談支援を開始したが、平成24年度の実績
はなし。制度の周知が必要である。

（B）

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

　●指定地域相談支援
　　　（地域定着支援）

利用者数（精神保健福祉課分と合算）
24年度　0人分
25年度　3人分
26年度　2人分

利用者数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　１人

平成24年4月から地域相談支援を開始したが、平成24年度の実績
は、平成25年1月に緊急時支援費１件のみであった（平成25年３月
実績はゼロ）。今後も制度の周知が必要と思われる。

（B）

35

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040201 地域生活支援事業の充実 B

36

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
(1)相談支援事業
①相談支援事業
ア　障害者相談支援事業

相談箇所数（精神保健福祉課と合算）
24年度　11か所
25年度　11か所
26年度　11か所

相談箇所数
障害者相談支援推進業務
 （基幹相談支援センター・障害者110番）１か所
 障害者等相談支援事業（身体障がい）３か所
 障害者等相談支援事業（知的障がい）４か所
 障害者等相談支援事業（精神障がい）３か所

相談支援事業の委託によって、目標値は達成しており、障がいの
ある人への相談対応の充実が図られている。
さらに、平成24年度からは地域における相談支援の中核的役割を
担う基幹相談支援センター事業を実施した。

（A)

36

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
(1)相談支援事業
①相談支援事業
イ　地域自立支援協議会

協議会箇所数
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

協議会箇所数
平成24年度　４か所

各行政区及び全市への自立支援協議会関係会議の設置によっ
て、目標値は達成しており、困難事例や地域課題の解決等に向け
た協議が行われている。

（A)

71
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平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

平成24年度事業　実績値担当課 事業コード 事業名 事業目標
計画書
掲載頁

№

36

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
(1)相談支援事業
①相談支援事業
ウ　障害児等療育支援

相談箇所数（精神保健福祉課と合算）
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

相談箇所数
障害者等相談支援事業（知的障がい）４か所

相談支援事業の委託によって、目標値は達成しており、障がいの
ある人への相談対応の充実が図られている。

（A)

36

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
(1)相談支援事業
②市町村相談支援機能強化事業

相談箇所数（精神保健福祉課と合算）
24年度　8か所
25年度　8か所
26年度　8か所

相談箇所数
障害者相談支援推進業務１か所
障害者等相談支援事業（身体障害）３か所
障害者等相談支援事業（知的障害）３か所
障害者等相談支援事業（精神障害）１か所

障害者相談支援推進センターへの専門職員配置によって、目標
値は達成しており、相談支援事業者への助言指導、困難事例対
応等が実施されている。

（A)

36

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
(1)相談支援事業
③成年後見制度利用支援事業

相談箇所数（精神保健福祉課と合算）
24年度　4か所
25年度　4か所
26年度　4か所

相談箇所数（精神保健福祉課と合算）
平成24年度　４か所

各区への窓口設置によって目標値は達成しており、成年後見制度
の利用が必要な人への支援が実施されている。

（A)

36 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
(2)コミュニケーション支援事業

派遣件数
24年度　1,341件
25年度　1,481件
26年度　1,636件

派遣件数
手話1,242件　要約筆記137件　専任設置1,110件

派遣申請に対し、通訳者の派遣が行われており、聴覚に障がいに
ある方への情報保証が実施された。

（B）

36 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
(3)日常生活用具給付等事業

計画に対する給付件数は自立生活支援用具を除き下回っている。
しかし、障がいのある方が必要とする用具のニーズは耐用年数の
経過や障がいの状態により変動があるため、用具を必要とする方
への給付は確実に行われていると言える。

（B）

36 障害者福祉課 1040201 　①介護・訓練支援用具

給付件数
24年度　33件
25年度　33件
26年度　33件

給付件数
平成24年度　44件

36 障害者福祉課 1040201 　②自立生活支援用具

給付件数
24年度　133件
25年度　141件
26年度　149件

給付件数
平成24年度　935件

36 障害者福祉課 1040201 　③在宅療養等支援用具

給付件数
24年度　174件
25年度　200件
26年度　230件

給付件数
平成24年度　110件

36 障害者福祉課 1040201 　④情報・意思疎通支援用具

給付件数
24年度　210件
25年度　248件
26年度　293件

給付件数
平成24年度　181件

36 障害者福祉課 1040201 　⑤排泄管理支援用具

給付件数
24年度　13,828件
25年度　15,487件
26年度　17,345件

給付件数
平成24年度　11,642件

74
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平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

平成24年度事業　実績値担当課 事業コード 事業名 事業目標
計画書
掲載頁

№

37 障害者福祉課 1040201
　⑥居宅生活動作補助用具
     （住宅改修費）

給付件数
24年度　14件
25年度　15件
26年度　16件

給付件数
平成24年度　12件

37

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040201
地域生活支援事業の充実
(4)移動支援事業

利用者数、提供時間数
（精神保健福祉課と合算）
24年度　532人/月、4,929時間/月
25年度　565人/月、5,148時間/月
26年度　598人/月、5,368時間/月

事業所　51か所、
利用者　501人/月、利用時間　4,810時間/月

平成24年8月に「移動支援のしおり」の改訂版を作成し、各福祉事
務所生活支援課、精神保健福祉課に配架。希望する市民にも配
布した。

（B）

37

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040201
地域生活支援事業の充実
(5)地域活動支援センター
①基礎的事業

事業実施箇所数と定員
（精神保健福祉課と合算）
24年度　7か所　定員116人
25年度　8か所　定員132人
26年度　10か所　定員162人

平成24年度
実施箇所数　６か所
定員　　104人

障がいのある人の日中活動の場を確保し、社会生活支援を行うた
めに必要な施設として、委託又は補助事業により実施している。平
成24年度当初新規開設を予定していた１施設については、法人側
の事情により開設できなかった。
今後も、障害福祉サービス事業所への移行や新規加入等につい
て各事業者の意向を把握し、地域活動支援センターのあり方を検
討しながら継続実施していく。

（B）

37

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040201
地域生活支援事業の充実
(5)地域活動支援センター
②機能強化事業

事業実施箇所数（精神保健福祉課と合算）
24年度　7か所
25年度　8か所
26年度　10か所

平成24年度
事業実施箇所数　５か所

障がいのある人の日中活動の場を確保し、社会生活支援を行うた
めに必要な施設として、委託又は補助事業により実施している。平
成24年度当初新規開設を予定していた１施設については、法人側
の事情により開設できなかった。
今後も、障害福祉サービス事業所への移行や新規加入等につい
て各事業者の意向を把握し、地域活動支援センターのあり方を検
討しながら継続実施していく。

（B）

37 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
(6)発達障害者支援センター運営事業

センター箇所数と利用者数
24年度　1か所、利用者1,000人
25年度　1か所、利用者1,000人
26年度　1か所、利用者1,000人

平成24年度 1か所、利用者数　1,306人

センター利用人数及び相談等件数は年々増加しており、発達障害
者支援センターが二次的機関ではなく、直接的支援の割合が増え
ている。
家族支援及び関係機関への巡回指導の実施、また、相談支援
ファイルの配布を促進し、支援体制の充実強化を図った。

（B）

37 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
(7)その他事業
①福祉ホーム事業

24年度　2施設、利用者16人
25年度　2施設、利用者16人
26年度　2施設、利用者16人

平成24年度　2施設、利用者 14 人
市内２施設において運営しているが、今後も引き続き、住居を求め
ている障がい者に低額な料金で居室を提供する。

（B）

37 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
(7)その他事業
②盲人ホーム事業

24年度　1施設、利用者10人
25年度　1施設、利用者10人
26年度　1施設、利用者10人

平成24年度　1施設、利用者5人
市内１施設において運営しているが、定員(20人)に対し、利用者が
半数以下という現状であるが、今後も引き続き視覚障がい者の自
立した生活に向けた支援を行っていく。

（B）

37 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
(7)その他事業
③訪問入浴サービス事業

24年度　利用者55人
25年度　利用者58人
26年度　利用者61人

平成24年度　利用者64人
利用人数は増加している。平成23年11月１日より、対象を障がい
児に拡大し、平成24年度は６人の児童が登録した。入浴が困難な
障害のある人に対する入浴支援を実施した。

（B）

37 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
(7)その他事業
④生活支援事業

24年度　3講座、受講者80人
25年度　3講座、受講者80人
26年度　3講座、受講者80人

平成24年度　2講座、受講者21名

聴覚障がいのある人のための手話講座等を実施することにより、
障がいのある人が日常生活上で必要な知識・技能の習得を促進
している。受講者数は目標値を下回っているが、潜在的なニーズ
があるため、周知広報を行いつつ目標値達成を目指す。

（B）
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平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

平成24年度事業　実績値担当課 事業コード 事業名 事業目標
計画書
掲載頁

№

38 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
(7)その他事業
⑤日中一時支援事業

24年度　15か所、利用者855人
25年度　15か所、利用者837人
26年度　15か所、利用者820人

事業所 30か所（日中22か所　放課後９か所、うち1施設
重複）
延べ利用者 1,394人（日中570人、放課後824人）
延べ利用日数6,827.25日 （日中1,114.25日　放課後
5,713日）

平成24年４月児童福祉法改正に伴い創設された、「放課後等デイ
サービス」に日中一時放課後支援事業所の移行を推進した結果、
９事業所とも移行することができた。
日中一時支援利用者が減少しているため、ニーズ等を把握しなが
ら、事業の再構築を行う必要がある

（B）

38 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
⑥社会参加促進事業
ア　スポーツ・レクリエーション教室開
催等事業（スポーツ教室）

（精神保健福祉課と合算）
24年度　4講座、受講者78人
25年度　4講座、受講者85人
26年度　4講座、受講者92人

平成24年度　4講座、受講者80人

障がいのある人の社会参加促進のために実施している事業で、受
講数実績は目標数値に達しているものの、参加者の固定化が指
摘されている。平成24年度はボッチャ競技への参加がなく、フライ
ングディスク競技の教室のみを４回実施した。

（B）

38 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
⑥社会参加促進事業
ア　スポーツ・レクリエーション教室開
催等事業（スポーツ大会）

（精神保健福祉課と合算）
24年度　2事業、参加者1,175人
25年度　2事業、参加者1,189人
26年度　2事業、参加者1,205人

平成24年度　2事業、参加者1,169人

障がいのある人の社会参加促進のために実施している事業であ
り、毎年度参加者は横ばいの状況であるが、障がい者のスポーツ
大会として長期に亘り実施してきており、今後も、関係団体に参加
を呼び掛け継続実施していく。

（B）

38

広報課

議会事務局
調査法制課

水道総務課

1040201
地域生活支援事業の充実
⑥社会参加促進事業
イ　点字・声の広報等発行事業

（広報課、議会事務局調査法制課、水道総
務課合算）
24年度　6種類　70回
25年度　6種類　70回
26年度　6種類　70回

平成24年度 ６種類　70回
　広報しずおか点字版（全文）年24回
                               （縮訳）年12回
　広報しずおか音声版　  年24回
　市議会だより点字版　  年４回
　市議会だより音声版　　年４回
　「くらしと水」点字版　　  年２回

視覚障がいのある人を対象に広報しずおかや市議会だより等の
点字版・音声テープを作成し、情報を提供することで、ユニバーサ
ルデザインに配慮した広報を継続実施することができた。

（A)

38 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
⑦社会参加促進事業
ウ　奉仕員養成研修事業
    （手話講習会）

（他事業と合算）
24年度　10講座、受講者370人
25年度　10講座、受講者370人
26年度　10講座、受講者370人

（本事業）
平成24年度　6講座、受講者164人
（他事業と合算）
平成24年度　11講座、受講者199人

手話奉仕員養成講座入門課程・基礎課程を開催したが、受講者
数は目標値を下回っている。今後も周知広報を行いつつ、目標値
達成を目指す。

（B）

38 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
⑦社会参加促進事業
ウ　奉仕員養成研修事業
    （要約筆記奉仕員養成講座）

（他事業と合算）
24年度　10講座、受講者370人
25年度　10講座、受講者370人
26年度　10講座、受講者370人

（本事業）
平成24年度　2講座、受講者8人
（他事業と合算）
平成24年度　11講座、受講者199人

要約筆記者養成講座を開催したが、受講者数は目標値を下回っ
ている。今後も周知広報を行いつつ、目標値達成を目指す。

（B）

38 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
⑦社会参加促進事業
ウ　奉仕員養成研修事業
    （点字講習会）

（他事業と合算）
24年度　10講座、受講者370人
25年度　10講座、受講者370人
26年度　10講座、受講者370人

（本事業）
平成24年度　2講座、受講者15人
（他事業と合算）
平成24年度　11講座、受講者199人

募集定員30人に対し、半分以下の受講者数である。
市民への周知方法や講座の開催時期等を検討する必要がある。

（B）

38 障害者福祉課 1040201

地域生活支援事業の充実
⑦社会参加促進事業
ウ　奉仕員養成研修事業
     （アイボランティア養成講座）

（他事業と合算）
24年度　10講座、受講者370人
25年度　10講座、受講者370人
26年度　10講座、受講者370人

（本事業）
平成24年度　1講座、受講者12人
（他事業と合算）
平成24年度　11講座、受講者199人

募集定員30人に対し、半分以下の受講者数である。
市民への周知方法や講座の開催時期等を検討する必要がある。

（B）

38 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
⑦社会参加促進事業
エ　自動車運転免許取得事業

利用件数
24年度　7件
25年度　7件
26年度　7件

利用件数
平成24年度　３件

利用件数は目標値を下回っているため、周知方法を検討する必要
がある。

（C）
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平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

平成24年度事業　実績値担当課 事業コード 事業名 事業目標
計画書
掲載頁

№

38 障害者福祉課 1040201
地域生活支援事業の充実
⑦社会参加促進事業
オ　自動車改造助成事業

利用件数
24年度　11件
25年度　11件
26年度　11件

利用件数
平成24年度　８件

利用件数は目標値を下回っているため、周知方法を検討する必要
がある。

（C）

75 38 障害者福祉課 1040301
児童発達支援事業（障害者サービス併
設重心対応型）

実施箇所　2箇所
（重心通園移行分のみ）

（生活介護）
実施箇所　　２事業所
実利用者数　23人／月
（児童発達支援）
実施箇所　　１事業所
実利用者数　20人／月

平成24年度より児童発達支援へ移行したため、事業廃止。 ー

76 38 障害者福祉課 1040302 児童発達支援センターの運営 継続実施

通園事業、親子教室、療育相談等の実施
・通園事業　延通園人数　9,494人
・親子教室　延参加者数　2,222人
・療育相談　相談ケース　72ケース

通園事業では、利用者の障がいの状態に合わせて、生活習慣の
自立に向けた支援が行われた。親子教室については、年々参加
者が増加する中、実施回数を増やして対応した。療育相談につい
ては、発達相談、通園相談、嘱託医相談を実施し、保護者への育
児支援に努めた。

B

77 38

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040303
障がい者福祉計画及び障がい福祉計
画の策定・実施

策定・実施 進捗管理等の実施
平成23年度までの進捗管理を実施し、静岡市障害者施策推進協
議会へ報告した。

B

78 39 障害者福祉課 1040304 レスパイト事業の実施 継続実施
平成24年度　市内１か所での実施
登録者数　19名
開所日数　185日

平成24年度は1か所で実施となった。
放課後等デイサービスへの移行を促した。

B

79 39 障害者福祉課 1040305
重症心身障がい児（者）の支援体制の
充実

適切なサービス適用による不安の解消と負
担軽減

「支援体制充実のための基本方針」の策定
重症心身障がい児(者)に係る課題の明確化と解決を図るため、重
症心身障がい児(者)を取り巻く課題を整理し、基本方針を策定す
るとともに、基本方針に基づき、施策の方向性等を定めた。

B

80 39

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

1040405
障害福祉サービス事業所等の指定及
び指導等

実施

・平成24年度障害福祉サービス事業所等指定数　56件
（内訳）
障害福祉サービス事業所等　　　　　　　　22件
障害児入所施設及び通所支援事業所　 12件
相談支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　22件
・平成24年度実地指導事業所数　140件

障害福祉サービス事業所等の指定については、県からの権限移
譲に伴い、市で行うこととなったものである。　概ね計画通り実施で
きている。
実施指導については、実施スパンがは２年に１回となっており、平
成24年度は平成23年度に県が実地指導を行わなかった事業所等
について実地指導を行った。概ね計画通り実施できている。

B
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81 40 保育課 2010101 障がい児保育事業 継続実施
民間保育所障害児保育対策補助の実施
平成24年度　187人

民間保育所障害児保育対策補助を実施し、より多くの障がい児を
受け入れることができている。

B

82 40 障害者福祉課
【再掲】
1030103

母子療育訓練事業 継続実施

療育訓練、療育相談、母子指導等の実施
・療育訓練　延利用者数　2,317人
・療育相談　延利用者数　1,805人
・交流保育　延利用者数　115人
・特別指導　延利用者数　38人
・訪問指導　延利用者数　75人

施設の定員を設けておらず、支援が必要と判断される児童及び保
護者に対して療育訓練、療育相談等を実施している。一人ひとり
の状況に応じた発達支援、相談業務を行うことで、障がいの早期
発見、早期療育に繋げることができた。

B

83 40 障害者福祉課
【再掲】
1040301

児童発達支援事業（障害者サービス併
設重心対応型）

実施箇所　2箇所
（重心通園移行分のみ）

（生活介護）
実施箇所　　２事業所
実利用者数　23人／月
（児童発達支援）
実施箇所　　１事業所
実利用者数　20人／月

平成24年度より児童発達支援へ移行したため、事業廃止。 ー

84 40 障害者福祉課
【再掲】
1040302

児童発達支援センターの運営 継続実施

通園事業、親子教室、療育相談等の実施
・通園事業　延通園人数　9,494人
・親子教室　延参加者数　2,222人
・療育相談　相談ケース　72ケース

通園事業では、利用者の障がいの状態に合わせて、生活習慣の
自立に向けた支援が行われた。親子教室については、年々参加
者が増加する中、実施回数を増やして対応した。療育相談につい
ては、発達相談、通園相談、嘱託医相談を実施し、保護者への育
児支援に努めた。

B

85 41 学校教育課 2010201 特別支援相談員活用事業の充実
子ども一人一人の相談に懇ろに応じ、適切
な就学の実現を図る。

幼児に対して790回、小中学生に対して49回の相談を実
施した。

特別支援相談員９名が、幼稚園、保育園、小中学校に在籍する特
別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒及び保護者との面
接や検査・観察を実施し、園・学校と連絡を取りながら、適正な就
学に向けた相談を実施した。

B

86 41 学校教育課 2010202
就学指導委員会による就学指導の充
実

就学指導委員会を年３回開催し、障がいの
ある子ども一人一人について審議を行う。

静岡市就学指導委員会の開催（年３回）、審議件数
1,546件

審議件数は、1,197件（H21年度）、1,264件（H22年度）、1,365件
（H23年度）、1,546件（H24年度）と増加し続けている。限られた時
間の中で、問題点を明確にしながら、適切な判断を行うようにし
た。

B

87 41 学校教育課 2010203 特別支援教育に関する研修の充実
26年度
17回　参加者400人

・特別支援教育に関する、希望研修７回、経年・職能研
修（悉皆（しっかい））９回、推薦研修８回の、計24回の研
修会を計画通りに実施した。

計画に沿って研修を実施し、特別支援学級、通級指導教室、通常
学級における特別支援教育の充実と改善が図られている。

B

88 41 学校教育課 2010204
特別支援教育進路指導協議会による
進路指導の充実

太陽の丘見学会、卒業生激励会等の行事
の実施

進路懇談会の開催、太陽の丘見学会の実施、特進協球
技大会の開催、マラソン大会の開催、卒業生激励会の
開催、機関紙の発行

中学校特別支援学級や特別支援学校に在籍する、静岡市の障害
のある児童生徒の適切な進路について、左記の事業を実施しなが
ら理解を深め、雇用者や地域社会の協力を得るべく取り組むこと
ができた。

B

89 41 学校教育課 2010205 職場体験の実施

・市立全中学校で連続3日間以上の職場体
験学習の実施
・受け入れ事業所リスト登載事業所数150事
業所

・体験者数　5,737人（特別支援学級をもつ３校の生徒１
３人を含む）

・連続３日間以上の職場体験学習を全中学校で実施することがで
きた。
・景気停滞等の影響で、受入事業所の確保が難しくなっているが、
継続して受入事業所の拡大を図り、新規に１２事業所を加え、受
入事業所リストに計144の事業所等を登録することができた。
※障がい者施策として特化した計画はなし。

B

平成24年度事業　実績値 平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

　　【重点施策１】　社会参加と自立を支える教育の充実

　施策目標２　豊かで生き生きと自分らしく生きるための支援

№
計画書
掲載頁

担当課 事業コード 事業名 事業目標
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90 42 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■その他事業
  　社会参加促進事業
　　（スポーツ教室の開催）

（精神保健福祉課と合算）
24年度　4講座、受講者78人
25年度　4講座、受講者85人
26年度　4講座、受講者92人

平成24年度　4講座、受講者80人

障がいのある人の社会参加促進のために実施している事業で、受
講数実績は目標数値に達しているものの、参加者の固定化が指
摘されている。平成24年度はボッチャ競技への参加がなく、フライ
ングディスク競技の教室のみを４回実施した。

B

91 42 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■その他事業
  　社会参加促進事業
　　（スポーツ大会の開催）

（精神保健福祉課と合算）
24年度　2事業、参加者1,175人
25年度　2事業、参加者1,189人
26年度　2事業、参加者1,205人

平成24年度　2事業、参加者1,169人

障がいのある人の社会参加促進のために実施している事業であ
り、毎年度参加者は横ばいの状況であるが、障がい者のスポーツ
大会として長期に亘り実施してきており、今後も、関係団体に参加
を呼び掛け継続実施していく。

B

92 42 障害者福祉課 2020101 静岡県障害者スポーツ大会への参加 継続実施 参加者　429人（開催時期9月）
全国障害者スポーツ大会の選手選考会と兼ねて静岡県・浜松市と
の共催により静岡県障害者スポーツ大会を開催することで、大会
への参加促進を継続実施できている。

B

93 42 障害者福祉課 2020102 全国障害者スポーツ大会への派遣
24年度　岐阜県
25年度　東京都
26年度　長崎県

派遣人数43人、うち選手25人（派遣時期10月）
全国障害者スポーツ大会静岡市選手団を編成し、岐阜県への派
遣を行うことで、計画どおり事業を実施した。

B

94 42
保健所
精神保健福祉課

2020103 精神障害者のスポーツ振興事業 継続実施
市代表チーム選考 4チーム　80人参加
ブロック大会　市代表チーム派遣
スポーツ交流会３回実施　87人参加

スポーツ交流会の参加人数も増加しており、障がいのある人の社
会参加の促進が図られている。今後も関係団体との緊密な関係を
継続するとともに、本事業を実施していく。

B

95 42 スポーツ振興課 2020104
市営体育館、プール等のスポーツ施設
の使用料の減免

継続実施
市内各スポーツ施設に対する使用料減免の実施
申請書提出件数　32件
窓口提示件数　　 8,368人（付添人含む）

減免対象者に周知徹底を図ることにより、利用拡大につなげること
ができている。

B

96 43 障害者福祉課調べ 2020201
観光文化施設の入館料・観覧料の減
免

継続実施
市内の観光文化施設において、障がいのある方及びそ
の介助者に対して、入館料等の減免を行った。

市内の観光文化施設において、障がいのある方及びその介助者
に対して、入館料等の減免を行った。

B

97 44 障害者福祉課 2020301
心身障害者（車いす用）タクシー利用料
金助成事業

継続実施

タクシー利用料金又は車いす用タクシー利用料金の助
成の実施
助成枚数 51,234枚
助成額 28,466千円

独力でのタクシー利用が困難な者に対してタクシー利用券を交付
し、利用料金の一部を助成することで、障がいのある人の社会参
加の促進に繋がっている。

B

98 44 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■コミュニケーション支援事業

登録通訳者　新規10人
派遣件数
24年度　1,341件
25年度　1,481件
26年度　1,636件

派遣件数
新規　１人
手話　1,242件　要約筆記　137件

派遣申請に対し、通訳者の派遣が行われており、聴覚に障がいに
ある方への情報保証が実施されている。

B

99 44 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■移動支援事業

利用者数、提供時間数
（精神保健福祉課と合算）
24年度　532人/月、4,929時間/月
25年度　565人/月、5,148時間/月
26年度　598人/月、5,368時間/月

事業所　53か所、
利用者　501人/月、利用時間　4,810時間/月

平成24年8月に「移動支援のしおり」の改訂版を作成し、各福祉事
務所生活支援課、精神保健福祉課に配架。希望する市民にも配
布した。

B

　　【重点施策２】　社会参加活動の促進

施策目標２ 24



100 44 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■その他事業
　（自動車運転免許取得事業）

利用件数
24年度　7件
25年度　7件
26年度　7件

利用件数
平成24年度　３件

利用件数は目標値を下回っているため、周知方法を検討する必要
がある。

C

101 44 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■その他事業
　（自動車改造助成事業）

利用件数
24年度　11件
25年度　11件
26年度　11件

利用件数
平成24年度　８件

利用件数は目標値を下回っているため、周知方法を検討する必要
がある。

C

102 44
保健所
精神保健福祉課

2020302 精神障害者交通費助成事業 継続実施
申請者数
平成24年度　2,,771人

乗車券交付事業を実施し、精神障がい者の生活圏の拡大を推進
することができた。

B

103 44
男女参画・市民協働
推進課

2020303 国際交流事業の情報提供の推進 継続実施

・静岡市国際交流協会情報誌「SAME」（毎月3,000部発
行）
・外国語ニュース（５言語、各300部）の毎月発行
・静岡市国際交流協会ホームページの運営（9言語）

機関誌及びインターネットによりニーズに沿った定期的な情報提
供を実施することができている。

B

104 44 生涯学習推進課 2020304 あおい講座 継続実施
ホームルームでの学習、クラブ活動、野外活動、研修旅
行など年間24講座を実施。
参加者65人（延参加者数1,298人）

就労する知的障がい者が実生活に必要な知識を学び交流を図る
ことを目的とした学習活動を葵生涯学習センターの主催事業とし
て実施した。

B

施策目標２ 25



105 45 障害者福祉課 2030101 障害者職業センターの活用の促進 継続実施

・相談支援事業及び発達障害者支援事業において、障
害者職業センターとの連携の実施
・各委員会（協議会）委員を障害者職業センターより選
出

相談支援事業等を通じた障害者職業センターの活用促進を行うと
ともに、自立支援協議会及び発達障害者支援体制整備検討委員
会委員としての意見聴取等を行うことで、障害者職業センターの活
用促進、連携強化を継続実施することができている。

B

106 45 障害者福祉課 2030102 発達障がい者に対する就労支援 継続実施

・発達障害者支援体制整備検討委員会に就労部会を設
置
・発達障害者支援センターにおいて実施
平成24年度　支援件数　145件

発達障害者支援センター事業内において、関係機関の紹介やハ
ローワーク等への同行支援等の就労支援を行っている。相談件数
は、毎年度増加しており、継続した支援を行うことができた。

B

107 45
保健所
精神保健福祉課

【再掲】
2030103

精神障害者社会適応訓練事業 継続実施
平成24年度
訓練生数　２人
述べ訓練日数　426日

精神科病院等に通院する精神障がい者が、協力事業所で訓練を
実施することで、社会的自立の力を養うことができている。

B

108 45 人事課 2030104
静岡市役所での学生の職場体験研修
の受け入れ体制の推進

推進 平成24年度　54人（うち障がいのある学生　7人）

市ホームページ等でインターンシップの受け入れについて広く周知
し、申込者も多数あり順調に事業を推進することができている。
インターンシップ実施人数
平成21年度　54人（うち障がいのある学生　2人）
平成22年度　56人（うち障がいのある学生　2人）
平成23年度　75人（うち障がいのある学生　6人）

B

109 46 商業労政課 2030201 高年齢者・障害者等雇用奨励事業
障がい者雇用の理解と促進の啓発
障害者雇用率
26年度　1.60%（法定雇用率1.80％）

・高年齢者、障害者等就職が特に困難な者を雇用する
事業主に対する奨励金の交付
・障害者雇用率　1.46％

数値目標の達成は困難であったが、奨励金制度の周知を図ること
で、障害者雇用の促進を図ることができている。

B

110 46 商業労政課 2030202 就職面接会の開催 継続実施
・障害者就職面接会の開催（年２回）
・障害者雇用率　1.46％

数値目標の達成は困難であったが、就職を希望する障がい者に
対し、より多くの事業主との情報交換・面接の場を提供することに
より、障がい者雇用の促進が図られている。

B

111 46

人事課

水道総務課

教育総務課

2030203 静岡市役所での障がい者雇用の推進 法定雇用率の達成

人事課
・障害者雇用率　2.13％
・身体障害者を対象とした非常勤嘱託職員採用選考の
実施
　（採用者２人）
水道総務課
・障害者雇用率　2.57%（11人）
教育総務課
・障害者雇用率　1.27％（36人）

(人事課、水道総務課）
平成19年度より毎年度身体障がいのある人を対象とした採用選
考の実施、障がいのある受験者に対する配慮等により、障害者雇
用の推進が図られおり、市長部局(法定雇用率２．１％）及び上下
水道局（法定雇用率２．１％）では法定雇用率を達成している。平
成25年度より法定雇用率が０．２％引き上げになるため、今後も達
成に向けた取り組みを行っていく。
(教育総務課）
平成24年８月、図書館にて障がいのある非常勤嘱託職員を３人採
用した。また、平成24年12月、教職員課にて、初めて身体障がい
者を対象とした非常勤嘱託職員選考試験（学校事務・用務員）を
実施した。この結果、学校事務において、１人が合格した。しかし
ながら、法定雇用率未達成のため、今後も継続して関係各課への
障がい者の雇用依頼を実施していく。

B

112 46
障害者福祉課

商業労政課
2030204

障がい者雇用促進のための連携体制
の整備

実施 検討部会の開催　１回

市内民間企業における障害者雇用率の向上を図る等を目的とし、
ハローワーク、特別支援学校、静岡障害者職業センター、障害福
祉サービス事業所等を構成員とするNPO法人及び本市（障害者福
祉課・商業労政課）による検討部会を設置し、部会を開催した。

B

　　【重点施策３】　雇用と就労の促進

施策目標２ 26



113 47 障害者福祉課 2030301 福祉ショップ開設・運営の助成 継続実施
助成先：静岡市社会福祉協議会
店舗名：福祉ショップテルベ
助成額：5,419,781円（事業費のみ助成）

市内の福祉ショップ1箇所に対し、運営費を補助することで店舗の
開設を継続的に実施した。

B

114 47 契約課 2030303
政令で定めた障害者支援施設等で製
作された物品の購入及び役務の提供
に伴う随意契約の取り扱い

適正な制度運用 制度の周知と適正運用の働きかけを実施した。
制度の概要、手続方法について契約事務説明会で各課に周知
し、制度の適正運用を図った。

B

115 47

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040102

日中活動系サービスの充実
　■就労移行支援

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　3,023人日分／月
25年度　3,411人日分／月
26年度　3,800人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　2,456人日分／月

特別支援学校卒業生をはじめ、一般就労への支援の需要は高く
利用者数は前年度を上回った。

B

116 47

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040102

日中活動系サービスの充実
　■就労継続支援（Ａ型）

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　2,654人日分／月
25年度　2,955人日分／月
26年度　3,255人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　3,607人日分／月

事業所数に変化はないが、利用者数・利用量ともに増加し、目標
を達成した。

B

117 47

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1040102

日中活動系サービスの充実
　■就労継続支援（Ｂ型）

利用量（精神保健福祉課分と合算）
24年度　16,328人日分／月
25年度　17,289人日分／月
26年度　18,306人日分／月

利用量（精神保健福祉課分と合算）
平成24年度　16,425人日分／月

平成23年度中に旧法施設の移行が完了し、就労移行支援Ｂ型を
選択する事業所が多かったことにより利用者数も増加。目標値を
達成した。今後も増加が見込まれる。

B

118 47 障害者福祉課 2030304
公共施設を活用した障がい者授産所
への支援

授産製品販売所の設置
販売所開設　120日／年

販売所開設　49日/年
年度総売上　1,832,635円
参加事業所数　21事業所

原則毎週金曜日、静岡庁舎１階フロアスペースに授産製品展示販
売店舗を設置することで、障がいのある人の社会参加を促進する
とともに、市民に対する障がい及び障がいのある人への理解を促
進に努めた。

C

施策目標２ 27



119 48 防災対策課 3010101 防災訓練の実施
住民組織及び障害者団体を通じ、障がいの
ある人の訓練への参加について協力を依頼
訓練届出件数　750件以上／年

総合防災訓練、地域防災訓練、津波避難訓練等の実施
訓練届出件数　852件/年
訓練参加人員　総合防災訓練　65,372人
　　　　　　　　　　 地域防災訓練　112,899人
　　　　　　　　　　 津波避難訓練　 26,144人

総合防災訓練、地域防災訓練、津波避難訓練等の各訓練が計画
どおり実施された。

B

120 48 防災対策課 3010102 防災出前講座の開催
関係施設や団体に対し防災出前講座の利
用の促進を図る

市政出前講座の実施
開催回数　　　　256回（うち障がい者団体４回）
参加人数　　　19,253人（うち障がい者団体136人）

市政出前講座によって、防災意識の向上が図られた。 B

121 49 障害者福祉課 3010201
静岡市重度身体障害者在宅安心シス
テム（緊急通報システム）

継続実施
利用者数　13人
通報件数　10件
（うち誤報2件、救命8件）

対象者の自宅に緊急通報・火災異常通報・ガス漏れ異常通報の
通報設備を設置し、契約する警備会社が通報を受信することで緊
急事態の把握及びこれに対する速やかな対応ができた。

B

122 49 障害者福祉課 3010202 緊急情報発信体制の充実 継続実施

登録された聴覚障がいのある人に対し、大雨・洪水・土
砂災害等警報発令時にファクシミリによる情報提供を
行った。
日中・夜間時の対応を障害者福祉課・指令課で行った。

サービス利用申込を随時受付し、登録者に対し緊急情報をファク
シミリで発信することで聴覚障がいのある人に対する緊急情報の
発信を継続実施することができた。

B

123 49 指令課 3010203 緊急通報受信体制の充実 継続実施
・119番によるFAX受信
・携帯電話を使用した文字情報による緊急通報受信
（WEB119）を含んだ消防総合情報システムの運用

継続して事業の推進が図られている。 B

124 49 福祉総務課 3010204
静岡市災害時要援護者避難支援体制
の整備

推進

平成23年度登録者5,878人の名簿と台帳を市内各地区
の自主防災会（78）及び民生委員児童委員協議会（61）
へ提供
高齢者実態調査による同意確認調査及び郵送による同
意確認調査を実施
先進的な取組を行っている地区の事例等を掲載した災
害時要援護者避難支援マニュアルを策定し、地区の自
主防災会、民生委員に配布した。

登録者の名簿と台帳を市内各地区の自主防災会及び民生委員児
童委員協議会への配布、高齢者実態調査や郵送による同意確認
調査、災害時要援護者避難支援マニュアルの作成・配布等を概ね
計画どおり実施した。

B

125 50 防災対策課 3010301
避難所における障がいのある人への
配慮

継続実施
訓練実施の際の周知及び避難所運営ゲー
ム（ＨＵＧ）の実施

防災訓練の実施により、各自主防災組織において支援
体制の確認を行った。また、「静岡市災害時要援護者避
難支援プラン」が策定され、静岡市災害時要援護者避
難支援制度に登録を希望した要援護者の名簿の配布
が行われた。

防災訓練の実施により、各自主防災組織において支援体制の確
認が行われた。

B

126 50 福祉総務課 3010302 福祉避難所の確保及び運営 実施
福祉避難所の設置運営に関する協定書、福祉避難所
の設置運営マニュアルを策定
市内の特別支援学校６校と協定を締結

福祉避難所の設置運営に関する協定書、福祉避難所の設置運営
マニュアルの策定、及び特別支援学校との協定締結等を概ね計
画どおり実施した。

B

　施策目標３　安全・安心な地域生活の充実

№
計画書
掲載頁

担当課 事業コード 事業名 事業目標 平成24年度事業　実績値 平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

　　【重点施策１】　災害時における安全・安心の確保

施策目標３ 29



127 50 障害者福祉課 3010303
避難所における相談支援を担う人材の
育成、能力の向上

実施 事業の在り方を含めて、今後検討していく。 事業の在り方を含めて、今後検討していく。 C

128 50 予防課 3010401
障害者支援施設の消防訓練の指導及
び実施

継続実施
市内の障害者福祉施設において、11回の訓練指導を実
施(自衛消防訓練の一環)

障害者福祉施設の利用者及び従業員を対象に、防火等に関する
訓練指導を行うことができた。

B

129 50 査察課 3010402
小規模社会福祉施設に対する規制強
化

小規模社会福祉施設に対する改正法令内
容の完全実施

改正法令による固定設備（スプリンクラー設備・自動火
災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備）)設置
対象物の全てが設置完了した。

・防火管理講座の機会を捉え、改正法令による改正内容の周知徹
底を図った。
・改正法令による固定設備（スプリンクラー設備・自動火災報知設
備・消防機関へ通報する火災報知設備）)設置対象物に対し、経過
措置内に設置するよう指導した。

Ａ

130 50 建築総務課 3010403 公共建築物の耐震対策の推進 継続実施
・新設、耐震補強、解体により、９棟にラベルの取付け、
または、貼り替えを行った。
・耐震化率は前年比0.3ポイント向上し、89.3％となった。

平成21年度より、不特定多数の市民が利用する公共建築物に耐
震性能等の表示と外国語表記を付けたラベルの取付を行い、24
年度末で838棟となった。

B

131 50 建築指導課 3010404 木造住宅耐震補強事業 継続実施

昭和56年５月以前に建築された木造住宅の耐震補強工
事に対する助成の実施（222件）
（うち重度の障がい者の住宅に対する割増補助件数　6
件）

耐震工事費の助成をすることにより、重度障がい者の地震対策費
用負担を軽減することができている。

Ｂ

132 51 建築指導課 3010405 家具等固定推進事業 継続実施
高齢者のみ世帯や重度障がい者の住宅等に対する家
具等固定費用の補助の実施（35件）
（うち障がい者世帯数　4件）

家具等固定費の助成をすることにより、重度障がい者の地震対策
費用を軽減することができている。

Ｂ

施策目標３ 30



133 51 障害者福祉課
【再掲】
1010110

基幹相談支援センターの設置・運営 実施
障害者相談支援推進業務
（基幹相談支援センター・障害者110番）１か所

平成24年度から、地域における相談支援の中核的役割を担う基
幹相談支援センター事業を実施した。

A

134 51

保健所
精神保健福祉課

保健所清水支所

【再掲】
1010111

保健所における精神保健福祉相談の
充実

推進
（１）医師による精神保健福祉相談　78件/36回
（２）酒害相談12件
（３）随時相談1962件

（１）初診、受診相談等で医学的知識の必要な相談について積極
的に利用し、常に一定数の利用がある。
（２）月１回の断酒会員によるアルコール依存症に悩む家族・本人
への当事者相談をおこなった。
（３）電話や面接による相談を随時実施した。

B

135 51

障害者福祉課

保健所
精神保健福祉課

【再掲】
1010203

障がい者虐待防止に対する支援体制
の整備

実施
障害者虐待防止センター　11か所
相談通報・届出件数　34件
(うち虐待対応件数　11件)

平成24年10月「障害者虐待防止法」の施行に伴い、法の円滑な施
行と障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応等のための
支援体制の整備を図った。

B

　　【重点施策２】　地域生活における安全・安心の確保

施策目標３ 31



136 52 建築総務課 4010101
バリアフリー新法における建築物の整
備の推進

継続実施
・公共建築整備指針に基づくバリアフリー整備の推進
・説明会の開催計２回（庁内関係課担当者２回）

建築部技術者職員研修においてユニバーサル研修を１回、庁内
施設管理者向けの説明会を半期ごとに（２回）実施し、公共建築整
備指針を周知したことにより、バリアフリー整備の推進を図った。

B

137 52
建築総務課

各課
4010102 ユニバーサルデザインの普及 継続実施

・ユニバーサルデザイン行動計画推進事業の進捗状況
調査の実施
・ユニバーサルデザイン推進会議の開催

ユニバーサルデザインに関する市民意識調査の結果及びユニ
バーサルデザイン行動計画推進事業の進捗状況をとりまとめ、静
岡市ホームページ上に公開した。

B

138 53
市街地整備課

清水駅周辺整備課
4010103 バリアフリー基本構想の推進

■ＪＲ静岡駅周辺の整備
■ＪＲ東静岡駅周辺の整備
■ＪＲ清水駅周辺の整備
■ＪＲ草薙駅周辺の整備
■ＪＲ安倍川駅周辺の整備

（JR静岡駅）
平成20年度にて事業完了
（JR東静岡駅）
交通バリアフリー基本構想の推進
道路築造工事等
（JR清水駅）
・清水駅周辺地区バリアフリー基本構想の推進
・清水駅西土地区画整理事業（歩道及び電線共同溝の
整備）
・清水駅周辺地区道路特定事業計画の作成
（JR草薙駅）
・草薙駅周辺地区バリアフリー基本構想の公表（Ｈ２４.
６）
・ＪＲ東海との南北自由通路及び橋上駅舎化に関する
協定の締結
・南北自由通路及び橋上駅舎化に関する詳細設計開始
・草薙駅周辺地区道路特定事業計画の作成
（JR安倍川駅）
・安倍川駅東西自由通路及び橋上駅舎改築工事に関
する詳細設計の実施。
・安倍川駅周辺地区道路特定事業計画の作成。

・バリアフリー基本構想及び安全・安心・快適な歩行空間の整備を
推進した。
・ＪＲ東静岡駅周辺の整備では、歩道整備工事（中央幹線、東静岡
南北幹線）及び道路築造工事等を実施し、事業が完了した。

B

139 53 交通政策課 4010104
静岡市中心市街地におけるバリア情報
等の提供

まちなか情報端末「なびちよ」を活用しバリ
ア情報等を提供する

「なびちよ」にて情報提供中

静岡市移動支援案内システム「静岡おもいやりナビ」社会実験の
終了に伴い、蓄積してきたバリアフリー情報等については、有効活
用を図るため、平成23年度にまちなか情報コミュニケーション推進
事業情報端末「なびちよ」にデータ移行し、バリア情報の提供を
行っている。

A

140 53 福祉総務課 4010105 福祉のまちづくりの推進
バリアフリーの整備推進（ハード）
福祉マインドの推進（ソフト）

・障がい者を集めたバリアフリー施策講座（40名参加）
・建築職員向けのバリアフリー講座（50名参加）
・ゆずりあい駐車場制度の実施と啓発（H25.2～）
・ユニバーサルデザインを題材にした福祉教育（3校）

福祉のまちづくりの推進のため、バリアフリーマップの周知、職員
用名札によるPR活動、広報紙への記事掲載等による利用促進及
び啓発を行った。
福祉教育の出前講座、福祉のまちづくり条例改正について県と協
議、UDかるたを利用した福祉教育の実施、ゆずりあい駐車場制度
の実施と啓発など

B

141 53 商業労政課 4010106
商店街のユニバーサルデザインの推
進

継続実施
ショップモビリティ推進事業については、商店街からの
要望に基づき実施しているが、要望がなかったため、事
業実績はない。

今後も当事業に関する周知を継続していく。 D

　施策目標４　バリアフリー社会の実現

№
計画書
掲載頁

担当課 事業コード 事業名 事業目標 平成24年度事業　実績値 平成24年度までの取組状況
H26年度末
達成見込み

　　【重点施策１】　都市環境のバリアフリーの推進

施策目標４ 33



142 53 住宅政策課
【再掲】
1020301

市営住宅ストック総合改善事業
市営住宅の改善・改修（住戸改修工事など）
によるバリアフリー化の推進

（平成22年度に安倍口団地第14号棟に片廊下・エレベーターを設
置したことにより、H22年度にて事業完了。）

A

143 53 住宅政策課
【再掲】
1020302

市営住宅の建設、整備
■市営住宅における車椅子住宅の整備に
よるバリアフリー化の推進

（平成23年度に富士見団地B-2棟の建設完了。） A

144 54 道路計画課 4010301
道路の新設・改良事業による歩道の整
備の推進

道路の新設・改良事業による歩道の整備

道路事業、街路事業の推進
・(都)静岡駅賤機線(昭府町)供用
・(都)丸子池田線(八幡２)供用
・(都)日出町押切線(大坪)供用

道路の新設・改良に合わせて歩道整備を行い、安全・安心な歩行
空間の確保を行った。今後も継続して整備を実施していく。

B

145 54
市街地整備課

道路保全課
4010302

電線類地中化事業（無電柱化事業）の
推進

電線類地中化事業（無電柱化事業）の推進
■県道高松日出線、市道本通二丁目紺屋
町２号線の整備
■丸子池田線等の整備
■東静岡地区の電線類地中化

高松日出線外2路線について電線類地中化に関する工
事を実施。東静岡地区の電線共同溝整備工事の実施
（中央幹線）。

計画路線について、継続的に支障物件移設および本体工事を実
施している。また、左記工事を実施し、地区内の無電柱化を推進し
た。

B

146 54
市街地整備課

道路保全課
4010303 視覚障害者誘導用ブロックの設置 歩道設置を伴う道路整備事業

・歩道整備工事に伴い、横断歩道部に点字ブロック・歩
道切り下げの未施工箇所に新規設置
・交通バリアフリー基本構想の推進

・視覚障害者誘導用ブロックの設置（中央幹線、東静岡南北幹
線）。
・横断歩道部に点字ブロック・歩道切り下げの未施工箇所につい
て新規に設置。
「静岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準
を定める条例」を制定した。

B

147 54 交通政策課 4010304 放置自転車対策の推進

■駐車場の整備
■駐輪禁止・規制区域等の放置自転車など
に対する指導・警告、撤去の実施
■市民への啓発

・放置自転車への指導・警告
・放置自転車の撤去作業の実施　6,201台
・市民への啓発（小中学生への啓発品配布）

自転車等の放置防止を図るため、JR静岡、清水及び草薙駅周辺
の自転車等放置禁止・規制区域に自転車等放置防止指導員を配
置し、放置指導・警告・撤去を実施するとともに、放置自転車に関
するマナー啓発を行った。

B

148 54 道路保全課 4010305 交通安全施策の整備
■あんしん歩行エリア整備事業
■自転車道ネットワーク整備事業
■交通安全施設等整備事業

・自転車道整備ネットワーク路線の整備実施（9.6km）。
・あんしん歩行エリア整備（葵区・清水区）の完了。
・グリーンベルト整備（2.3km）の完了。

・自転車道整備ネットワーク路線について、継続して設計および整
備工事を行っている。
・あんしん歩行エリアの整備（葵区・駿河区・清水区）を完了した。

B

149 54 交通政策課 4010401 超低床ノンステップバスの導入拡大 継続実施
超低床ノンステップバス10台の導入補助の実施
平成24年度　導入率　56.3％

障がい者や高齢者など、誰もが乗りやすいノンステップバスを導入
し、通院、買物等の移動における負担を軽減し、市民の移動の円
滑化の促進をした。

B

施策目標４ 34



150 55 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■コミュニケーション支援事業

継続実施
専任設置
福祉事務所1,110件、清水病院433件

計画どおり各福祉事務所及び市立清水病院に専任の手話通訳者
を設置し、聴覚障害のある人等のコミュニケーション手段を確保し
た。

B

151 55 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■コミュニケーション支援事業

登録通訳者　新規10人
派遣件数
24年度　1,341件
25年度　1,481件
26年度　1,636件

派遣件数
新規　１人
手話　1,242件　要約筆記　137件

派遣申請に対し、通訳者の派遣が行われており、聴覚に障害にあ
る方への情報保証が実施されている。

B

152 55

広報課

議会事務局
調査法制課

水道総務課

【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■その他事業
　　社会参加促進事業

（広報課、議会事務局調査法制課、水道総
務課合算）
24年度　6種類　70回
25年度　6種類　70回
26年度　6種類　70回

平成24年度 ６種類　70回
　広報しずおか点字版（全文）年24回
                               （縮訳）年12回
　広報しずおか音声版　  年24回
　市議会だより点字版　  年４回
　市議会だより音声版　　年４回
　「くらしと水」点字版　　  年２回

視覚障がいのある人を対象に広報しずおかや市議会だより等の
点字版・音声テープを作成し、情報を提供することで、ユニバーサ
ルデザインに配慮した広報を継続実施することができた。

A

153 55 障害者福祉課 4020101
障害者（児）福祉のしおり点字版・音声
テープの作成

■年１回発行
福祉のしおり（点字版、音声版）

障害者（児）福祉のしおり作成
（点字版120部、音声テープ版90本）

広報等の点字文書や録音テープを作成し、配布することにより、視
覚障がいのある人に対する情報の提供を実施した。

B

154 55 中央図書館 4020102
視覚障がいのある人への音訳資料の
提供の推進

音訳資料のデジタル化の推進
録音資料の作製、対面朗読、新人養成講座・会員向け
講座等の開催、技術向上のための研修への参加

録音資料の作製については、原則としてＣＤ(ＤＡＩＳＹ）化し利用者
に提供している。
作成者はＤＡＩＳＹ編集技術を習得している。

A

155 55 広報課 4020103 市ホームページの活用
ウェブアクセシビリティ方針の策定（誰もが
見やすい使いやすいホームページづくり）

平成24年度トップページアクセス件数　2,176,429件
アクセス件数が減少傾向にあるため、今後もコンテンツ等の充実
を図り、アクセス件数の増加を図る。

B

156 56 広報課 4020104 コールセンター運営 継続実施 利用者数　29,278件 良好な状態を継続してコールセンターを運営することができた。 B

157 56 市街地整備課 4020201 文字情報サインの更新 実施 公共サイン更新（地上8基）
平成23年度より5ヶ年計画で更新業務を実施。
平成23年度に22基（地上8基・地下14基）の更新を実施、平成24年
度に8基の更新を実施。

B

　　【重点施策２】　情報バリアフリーの推進

施策目標４ 35



158 56 介護保険課 4030101
介護保険制度と障害福祉施策との連
携

継続実施 市民向けパンフレット作成（33,000部）
計画値では32,000部のパンフレットを作成する予定であったが、特
に各福祉事務所高齢介護課窓口における需要が高く、1,000部の
増刷となった。

B

159 56
選挙管理委員会事務
局

4030102
公職選挙実施に伴う障がいのある人
への配慮

公職選挙の実施に伴い、法令に基づくもの
のほか、法令に抵触しない範囲で障がいの
ある人への配慮を実施

・点字による候補者名簿等の投票所への配置
・音声版選挙公報の作成及び配付並びに点字版選挙
公報の配付
・原則１階に投票所を開設
（１箇所　エレベーターによる移動環境を確保し３階に開
設）
・投票のための点字器の配置
・低床の記載台の配置
・段差解消のための仮設スロープの設置

事業計画どおり実施することができた。 B

160 56
人事委員会
事務局

4030103
静岡市職員採用試験制度における障
がいのある人への配慮

身体障害者選考については平成19年度（平
成20年度採用者）から実施

申込者数　１３人、受験者数　１２人、合格者数　 ３人
採用選考の枠を一般とは別に設けることにより、身体に障がいの
ある人の採用に結びついている。

B

161 56 契約課
【再掲】
2030303

政令で定めた障害者支援施設等で製
作された物品の購入及び役務の提供
に伴う随意契約の取り扱い

適正な制度運用 制度の周知と適正運用の働きかけを実施した。
制度の概要、手続方法について契約事務説明会で各課に周知
し、制度の適正運用を図った。

B

　　【重点施策３】　制度的バリアフリーの推進

施策目標４ 36



162 57 障害者福祉課 4040101 「障害者週間」の啓発広報 継続実施 障害者週間に合わせた広報活動の実施（年１回）

広報しずおかへの記事掲載により、障害者週間に関する周知やイ
ベント紹介を行った。
また、障害者週間に庁舎内で障がい者団体等のパネル展示を実
施することで、障がいや障がいのある人についての理解と認識を
深めることができている。

B

163 57
地域リハビリテーショ
ン推進センター

4040102
身体障がい・知的障がいの理解促進に
関する普及啓発事業

継続実施

・市民向け講演会（ノーマライゼーション啓発講演会）の
開催（1回、参加者69名）
・障害のある人の社会参加・自立啓発情報誌の発行
（3,000部）

障がい者の理解の為に講演会を開催したり、情報誌を発行し、計
画通り普及啓発を行っている。

B

164 57 障害者福祉課 4040103
発達障がいの理解促進に関する普及
啓発事業

継続実施
発達障がい啓発講演会「発達障がい啓発ライブ＆トー
ク」を開催（1回）、参加者86人

発達障がいに関する講演会等を行うことで市民の発達障がいに対
する正しい認識、理解の促進など、効果が得られた。

B

165 57 こころの健康センター 4040104
精神障がいの理解促進に関する普及
啓発事業

こころの健康講座　年3回実施
中山間地等こころの健康講演会　年2回実
施

・便り(２回、各4,000部)の発行
・市民講演会(7回延参加者数246人）の実施
・冊子増刷1,000部

生涯学習推進課と共催で実施し、精神保健福祉に関する普及啓
発に取り組んだ。

B

166 57
保健所
精神保健福祉課

4040104
精神障がいの理解促進に関する普及
啓発事業

継続実施 研修会７回
研修会の講師を務め、精神障害者の福祉制度について、周知及
び理解を図った。

B

167 57 学校教育課 4040105
学校における福祉教育の取り組みの
推進

社会福祉協議会等と連携を深めながら福祉
教育の取り組み校を拡充

福祉に関する教育活動の実施
市社会福祉協議会から指定を受けている小学校16校、
中学校60校に対して、人材の派遣を随時行った。

各学校において社会福祉協議会と連携して福祉教育を進め、市
社会福祉協議会の主催する行事にも意欲的に参加した。

B

168 57 障害者福祉課 4040106 障がい者理解及び社会参加促進事業
24年度　1か所　参加者300人
25年度　1か所　参加者300人
26年度　1か所　参加者300人

12月３日から９日の「障害者週間」にちなみ、障がいの
ある人とない人との交流イベントを開催（１回）、参加者
1,551人

ステージイベント、スタンプラリー、福祉体験等の交流イベント及び
障害者週間・イベント当日等における理解促進のための啓発品配
布並びに障害者週間における市庁舎内での障害者団体等のパネ
ル展示等を実施することで、市民の障がいや障がいのある人に対
する理解と認識を深めること及び障がいのある人の社会参加の促
進と福祉の向上を図ることができている。

B

169 58 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■その他事業
　社会参加促進事業

24年度　10講座　受講者370人
25年度　10講座　受講者370人
26年度　10講座　受講者370人

（手話講習会）
６講座、受講者164人
（要約筆記奉仕員養成講座）
２講座、受講者8人
（点字講習会）
２講座、受講者15人
（アイボランティア養成講座）
１講座、受講者12人

（手話講習会）
手話奉仕員養成講座入門課程・基礎課程を開催したが、受講者
数は目標値を下回っている。今後も周知広報を行いつつ、目標値
達成を目指す。
（要約筆記奉仕員養成講座）
要約筆記者養成講座を開催したが、受講者数は目標値を下回っ
ている。今後も周知広報を行いつつ、目標値達成を目指す。
（点字講習会）
募集定員30人に対し、半分以下の受講者数である。
市民への周知方法や講座の開催時期等を検討する必要がある。
（アイボランティア養成講座）
募集定員30人に対し、半分以下の受講者数である。
市民への周知方法や講座の開催時期等を検討する必要がある。
　

B

　　【重点施策４】　心のバリアフリーの推進

施策目標４ 37



170 58 障害者福祉課
【再掲】
1040201

地域生活支援事業の充実
■その他事業
　生活支援事業

24年度　3講座、受講者80人
25年度　3講座、受講者80人
26年度　3講座、受講者80人

平成24年度　2講座、受講者21名

聴覚障がいのある人のための手話講座等を実施することにより、
障がいのある人が日常生活上で必要な知識・技能の習得を促進
している。受講者数は目標値を下回っているが、潜在的なニーズ
があるため、周知広報を行いつつ目標値達成を目指す。

B

171 58 学校教育課 4040201 ボランティア活動の実施
ボランティア活動を通して社会参画していけ
る子どもを育てる

各ボランティア活動の実施 各学校や地域の活動に生徒の実態に応じて取り組んだ。 B

172 58
男女参画・市民協働
推進課

4040202 市民活動センターの運営 継続実施 番町市民活動センター、清水市民活動センターの運営
いずれの市民活動センターについても適正に運営することができ
た。

B

173 58
男女参画・市民協働
推進課

4040203 NPO活動に対する啓発活動の実施 継続実施
・啓発用冊子「市民活動協働読本」活用
・市民活動センター主催講座の開催
・情報誌の発行（22回）

市民向けに啓発講座や情報紙発行、職員向けにエスナビ研修を
実施することにより、NPO活動に対する啓発を行うことができた。

B

174 59 福祉総務課 4040204 地域福祉交流プラザの運営・充実 継続実施

・福祉体験講座・養成講座等の開催（365人参加）
・福祉講演会の実施（116人参加）
・福祉交流イベントの実施（約5,000人参加）
・広報啓発の実施(プラザだより発行)

福祉に関する講座、講演、交流イベントを実施した。福祉活動の場
（会議室）の提供、管理をおこなった。

B

175 59 福祉総務課 4040205 福祉ボランティアの育成 継続実施

・参加団体数（131団体）
・静岡市社会福祉協議会での事業の実施
・機関紙の発行
・広報啓発活動、参加団体への活動助成、近隣団体と
の協力強化等

ボランティア団体のネットワーク組織として団体間の連携と協働を
深める活動の支援を行った。

B

施策目標４ 38


