
事務事業評価シート （対象：H 年度実施事務事業）

（ ）

その他 （ 扶助費、負担金など ）

H H

H H H

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

H H

H H H

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）
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事務事業名 障害者福祉事業 事業開始年度 Ｈ 17 年度
事務事業コード 4134-1

担当部 福祉部 担当課 福祉課 担当係 障害福祉係

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠通常管理

実施方法（全てチェック）

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 4.みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

（ 節 ） 1.みんなが生きいきと安心して暮らせるまちづくり

（施策） 3.障がい者福祉

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることにより、障がいの有無に関わらず、市民が相互に人格と
個性を尊重し、安心して暮らせる地域社会が実現している。

事業内容
(手段、手法な

ど）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

障害者福祉事業は障がい者及び障がい児が、自立した日常生活又社会生活を営むことができるよう、障
害者総合支援法に基づくサービスの隙間を埋める事業である。市の任意事業として別記実施内容に記載
の１７項目事業を実施するにあたり、市の単独事業及び県の補助事業等を利用し行っている。

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 25 年度(決算）(千円） 26 年度(決算）(千円） 27 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

報酬
委託料 649 910 1,224
需用費 758 272 520
役務費 162 812 308

8,853 9,006 13,599
事業費合計 10,422 11,000 15,651

人
件
費

常勤職員 0.75 人 5,205 0.60 人 4,074 0.90 人 6,111
非常勤職員等 347 時間 333 0 時間 0 688 時間 661

人件費合計 5,538 4,074 6,772
総事業費 15,960 15,074 22,423

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

16,386

3,749 3,707 5,953
地方債

OK 15,074 OK

その他特定財源 93 72 84
一般財源 12,118 11,295

22,423
H 26 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量

実施内容

①緊急通報業務②障害者日曜学級開催③障害者外出支援サービス事業④福祉展⑤自立生活体験事業⑥障害者スポーツ大会⑦通所通
園費補助（有料道路通行料補助、障害児通園費補助）⑧身体障害者福祉協会運営費補助⑨障害者住宅整備補助⑩手をつなぐ育成会補
助⑪心身障害者希望の旅事業補助⑫軽度中等度難聴児補聴器購入等補助⑬障害児通園施設利用児療育支援⑭障害者介護用品の給
付⑮交通災害共済掛金補助⑯タイムケア事業⑰避難行動要支援者名簿作成に係る同意調査

財源合計 OK 15,960

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値

25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

事業実施数
計画した事業が実施できたかを
表すため、事業実施数を指標と
した。

件
16 17 ― 18

17 17 17 H 28 年度

―

H 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値

25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

障がい者福祉展作品出展数
障がい者福祉展参加団体作品
出展数

品
101 126 ― 130

110 110 130 H 28 年度

家庭で一時的に介護ができない場
合に、一時預かりの場を提供して介
護をするタイムケア事業利用者数

タイムケアを利用した実人数 人
202 186 ― 255

230 240 255 H 28 年度

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他



（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
計画した事業はすべて実施出来た。タイムケア事業については、利用実人数は目標達成に至らなかったが、一人
あたりの利用時間はＨ２５年度から１％の増加となったことなど、事業全体としては概ね目標どおりの成果が得られ
た。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞
生活スタイルの多様化と共に、利用者やその家族のニーズも多様化している。障がい者が地域の中で自立した生
活を送るためには、法に基づくサービスだけではなく、本事業で取り扱う市の任意事業に対してのニーズは今後も
増えることが見込まれる。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞
市の任意事業及び県の補助事業で実施している事業であり、障害者総合支援法で定められたサービスとの連携を
図り、適正なサービスを提供することが必要である。

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

佐久広域連合障害者相談支援センター、相談支援専門員、サービス事業所等と連携し、多様化する利用者のニー
ズの把握と市の任意事業の周知を図り、適正なサービスの提供を行う。

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期： ） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

今後の取組方針

佐久広域連合障害者相談支援センターや相談支援事業所相談支援専門員と連携し、利用者のニーズを的
確に把握する。法に基づくサービスのほか、地域の障がい者の状況を勘案し、周知を図るとともに、市の任意
事業である福祉サービス等の提供に取り組んでいく。
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団体名等 費　目 概　要 26

社会医療法人　恵仁会 委託料 グループホーム等を利用して、地域生活への移行訓練等を体験する 344 千円

手をつなぐ育成会 委託料 障がい者の社会参加支援、日曜学級の開催 60 千円

（社）佐久シルバー人材センター 委託料 市民税非課税世帯で、通院時等に公共交通機関を利用することが困難な障害者に対する支援 216 千円

佐久市心身障害者福祉展運営委員会 委託料 佐久市心身障害者福祉展の運営費補助 290 千円

手をつなぐ育成会 補助金 手をつなぐ育成会運営補助 90 千円

佐久市身体障害者福祉協会 補助金 佐久市身体障害者福祉協会の運営費補助 315 千円

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

千円

計 1,315 千円

増加する方向にある 現状と変わらない 減少する方向にある

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される
サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている
民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない



事業名 事業内容等 対象者 実施方法等

1
緊急通報
業務

単身障がい者の緊急時の対
応

身寄りのない単身障がい者 民生児童委員さんからの申請
書の提出により、市で審査・
決定後、対象者に交付

平成26年度　地域生活支援事業

予　算　科　目 実施状況等

Ｈ26利用なし

業務委
託料

障害者日曜学
級開催委託料

委託料
緊急通報業務
委託料

日曜学級運営委員会：6回
日曜学級実施：6回

委託料
障害者外出支
援サービス委
託料

実利用者：68人
利用回数：146回

公共交通機関を利用すること
が困難な障がい者の通院等
に際し、その利便を図るため
福祉輸送に係る有償運送を
行う。
(佐久市障害者外出支援サー
ビス事業実施要綱）

市内に住所を有し、かつ、市
民税非課税世帯に属する65
歳未満の者で、公共交通機関
を利用する事が困難で、身体
障害者福祉法に基づき身体
障害者手帳の交付を受けた
者のうち障害等級が3級以上
に該当する者、療育手帳交付
要綱に基づき療育手帳の交
付を受けた者のうち障害の程
度がＢ1以上に該当する者、
精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律に基づき精神
障害者保健福祉手帳の交付
を受けた者のうち、障害等級
が1級に該当する者、難病に
罹患している者
親族があっても、これらの者
からの必要な審判請求の見
込みがなく、本人保護のため
に市長が必要と認める者

公益社団法人佐久シルバー
人材センターとの委託契約
（単価契約）により実施。外出
支援サービスを利用しようと
する児（者）等の申請を受け、
審査の上利用の可否につい
て決定をし外出支援サービス
利用登録決定通知書により通
知する。利用者は利用しようと
するとき、利用の14日前まで
に申し込み、利用。
＊利用者負担額　1回あたり
　　500円
＊利用回数　片道利用を1回
　　とし、月4回を限度とする。

3

障害者外
出支援
サービス
事業

障害者日
曜学級開
催

障がい児（者）の休日の活動
促進と社会参加を進めるため

市内に住所を有する障がい者 障がい者日曜学級の実施に
関する業務について、佐久市
手をつなぐ育成会との委託契
約の締結により、事業実施計
画書に従って実施する。

2



事業名 事業内容等 対象者 実施方法等 予　算　科　目 実施状況等

5

障害児
（者）等自
立生活体
験事業

障がい児（者）が身近な地域
にある宅幼老所、グループ
ホーム等を活用し、日中活動
サービス、ホームヘルプ、宿
泊などの体験をすることによ
り、自立意欲や自活能力を高
揚し、将来にわたって地域生
活の継続が可能となるよう支
援する。

市内に住所を有する障がい児
（者）、入院又は入所中等の
理由により自立生活体験に必
要となる自立支援給付等が受
けられない者

事業の適切な実施が確保で
きる、宅幼老所、障がい者福
祉サービス事業所（居宅介
護、短期入所、共同生活援
助、就労継続支援等）佐久市
心身障害児（者）タイムケア事
業実施要綱第3条に規定する
登録介護者、地域活動支援セ
ンター、精神障がい者社会復
帰施設等に委託する。

委託料
障害児（者）等
自立生活体験
事業委託料

6

佐久地区
障害者ス
ポーツ大
会

佐久地域の心身に障がいを
持つ者がスポーツ、レクリエー
ションを通じて親睦と交流を図
り、併せて技能の向上と体力
の増進、地域住民の障がい者
に対する認識と理解を深める

佐久地域の在宅の障がい児
（者）等

佐久地区障がい者スポーツ
大会実行委員会が主催し、佐
久地域（小諸市、佐久市、南
佐久郡、北佐久郡に居住する
障がい者、障がい者の家族、
地域住民及び関係機関・団体
の者）の参加によりトラック・
フィールド・室内競技及びレク
リエーション等を行う。

負担金
佐久地区障害
者スポーツ大
会負担金

7

身体障害
者福祉協
会運営費
補助

佐久市身体障がい者福祉協
会の、身体障がい者福祉増進
のための活動事業実施のた
め

佐久市身体障がい者福祉協
会

佐久市身体障がい者福祉協
会より事業計画書及び収支予
算書による補助金交付申請に
基づき、概算払い、精算払い
の2回で交付する。

補助金
身体障がい者
福祉協会運営
費補助金

実利用者：8人
利用日数：65日

参加登録者：690人
実施場所：駒場公園多目的
広場、佐久創造館（多目的
体育館）

会議：14回
事業：第10回佐久市身体障
がい者福祉協会総会（野沢
会館）ほか19事業参加

4 福祉展

障がい者の自立更生意欲を
喚起し、市民の意識と理解を
高めることにより、障がい児
（者）と市民との相互の理解と
交流の促進を図る。 委託料 福祉展委託料

参加団体：11事業所
物品販売：11事業所
作品展示：11事業所
出品数：126点
来場者：2,817人

市内に住所を有する者で、佐
久市内の障がい者支援施設
等に通所されている者

佐久市民総合文化祭と同時
開催
佐久市内の障がい者施設等
による佐久市障がい者福祉展
運営委員会の組織により、障
がいをお持ちの方の作品の展
示、障がい児（者）支援施設・
団体等の関係資料の展示、
作品等の販売を行う。



事業名 事業内容等 対象者 実施方法等 予　算　科　目 実施状況等

8
手をつな
ぐ育成会
補助

福祉事業所及び諸施設をはじ
め、関係団体と連携をとり、社
会の理解を得ながら、親達の
「仲間意識」を一層高揚させる
とともに、発達障がい者の福
祉向上のための事業実施の
ため

佐久市手をつなぐ育成会 佐久市手をつなぐ育成会より
事業計画書及び収支予算書
による補助金交付申請に基づ
き、概算払い、精算払いの2回
で交付する。

補助金
手をつなぐ育
成会補助金

9

障害者に
やさしい
住宅改良
補助

身体障がい者の居住環境を
改善し、自立して生活できる
ために住宅改良事業を行う者
に、その要する経費に対し予
算の範囲内で補助金を交付
する。
事業を行おうとする者は、事
業所ごとに佐久市に登録が必
要。
県の補助金（補助率1/2以内）
を使っての実施
(佐久市障害者にやさしい住
宅改良促進事業補助金交付
要綱）

65歳未満の者で、身体障害者
手帳1級から６級までを所持す
る者のいる世帯で、かつ、前
年の所得税額の合計額が8万
円以下の世帯に属する者

障害者にやさしい住宅改良促
進事業を利用しようとする者
等の申請を受け、審査の上利
用の可否について決定をし、
障害者にやさしい住宅改良促
進事業決定通知書により通知
する。
工事完了後、障害者にやさし
い住宅改良促進事業補助金
請求書により交付。
＊申請時添付書類
　　障害者にやさしい住宅改
　　良促進事業計画書、工事
　　見積書及び平面図
＊補助限度額　700,000円（自
　　己負担分1割含む）
＊自己負担額　補助対象経
　　費の10分の1

補助金
障害者にやさ
しい住宅改良
事業補助金

利用人数：1人

（県）地域福祉総合助成金交
付事業（1/2以内）

会議：2回
事業：知的障がい者の生活
環境充実の促進等



事業名 事業内容等 対象者 実施方法等 予　算　科　目 実施状況等

10
通所通園
費補助

障がい者福祉の向上を図るた
め、心身障がい児施設に入所
中の児童の帰省又は介護者
の面会で、有料道路を利用し
た場合及び児童発達支援若
しくは放課後等デイサービス
を行う施設に通園する場合の
交通費対し補助金を交付す
る。県の補助金(補助率1/2以
内)を使っての実施
(佐久市心身障害児（者）通所
通園費等推進事業補助金交
付要綱）

自宅から県内又は県外の知
的障がい児通園施設、肢体不
自由児施設通園部、心身障
がい児母子通園施設又は難
聴幼児通園施設に通園する
学齢前（後）の児童、学齢児
童及びその付添人

通所通園費補助を利用しよう
とする者の申請を受け、審査
の上利用の可否について決
定をし、佐久市心身障害児通
所通園費等推進事業補助金
交付決定通知書により通知す
る。事業完了後、申請者は証
明書等を添付して報告後、佐
久市心身障害児通所通園費
等推進事業補助金請求書に
より交付。
＊有料道路通行料補助（信濃
　医療福祉センター入所者）
　限度額一人当たり年40,000
　円
＊障害児通園費補助（上田い
　づみ園通所中）
　交通費1ヵ月2,000円を超え
　る部分の補助

補助金
通所通園費補
助金

有料道理通行料補助（信濃
医療福祉センター）実人数：
10人

（県）地域福祉総合助成金交
付事業（1/2以内）

11

心身障害
者希望の
旅事業補
助

在宅の心身障がい者とその
家族に、社会との交流の場を
提供し、生きがいを高める。

佐久市に住所を有する、在宅
の心身障がい者とその家族

佐久市社会福祉協議会により
在宅の心身障害者、介護者
等が参加しリフトバスを使用し
ての日帰り旅行

12

軽度・中
等度難聴
児補聴器
購入補助

身体障害者手帳の交付の対
象とならない軽度・中等度の
難聴児の補聴器購入に係る
費用を助成することにより、補
聴器の早期装用、聴力の向
上、言語発達の支援、周囲と
のコミュニケーション障害及び
それに伴う情緒障害の改善を
図る。
県の補助金（補助率1/2以内）
を使っての実施
(佐久市軽度・中等度難聴児
補聴器購入費等補助金交付
要綱）

　市内に住所を有し、両耳の
聴力レベルがそれぞれ70デシ
ベル未満で、身体障害者手帳
の交付対象外であり、長野県
内に所在する精密聴力検査
機関の専門医により、補聴器
の装用が必要であると診断を
受けていて、障害者総合支援
法の補装具の支給の対象外
とされる世帯に属していない
18歳未満の児童。

軽度・中等度難聴児補聴器購
入費等補助金の交付を受け
ようとする（補聴器を購入し、
又は修理する前に）児童の保
護者の交付申請を受け、審査
の上利用の可否について決
定をし、佐久市軽度・中等度
難聴児補聴器購入費等補助
金交付決定通知書により通知
する。
補助率対象経費の2/3

補助金
心身障害者希
望の旅事業補
助金

行先：山梨県笛吹市
　　　　見晴らし園巨砲狩り
　　　　モンデ酒造見学等
参加人員：障がい者51人
　　　　　　　介護者16人
　　　　　　　協力者13人

補助金
軽度・中等度
難聴児補聴器
購入費補助金

利用人数：3人

（県）地域福祉総合助成金
（1/2以内）



事業名 事業内容等 対象者 実施方法等 予　算　科　目 実施状況等

14

心身障害
児（者）タ
イムケア
事業

心身障がい児（者）が家庭に
おいて介護を受けることがで
きず、一時的に介護を必要と
する場合に、当該心身障がい
児（者）を一時的に介護する。
県の補助金（補助率1/2以内）
を使っての実施
佐久市心身障害児（者）タイム
ケア事業実施要綱）

市内に住所を有する、在宅の
重症心身障がい児（者）、知的
障がい児（者）、身体障がい
児、重度身体障がい者及び精
神障がい者並びに介護してい
る家族。

心身障がい児（者）タイムケア
事業を受けようとする者からタ
イムケア事業利用登録証交
付申請を受け、審査の上登録
の可否を決定をし、佐久市タ
イムケア事業利用登録証交
付決定通知書により通知す
る。タイムケア利用の申し込
みは、利用登録証に記載され
た登録介護者に利用登録証
を提示することにより行う。

年間利用時間：300時間以内

13

障害児通
園施設利
用児療育
支援事業
補助

障害児通園施設を利用する
障がい児の利用者負担を軽
減することにより、障がい児の
早期療育の機会を確保すると
ともに子育て支援の充実を図
る。
県の補助金（補助率1/2以内）
を使っての補助
（佐久市障害児通園施設利用
児療育支援事業実施要綱）

通園施設に通園する就学前
の障がい児の他に、同一世帯
から保育所、幼稚園、認定こ
ども園又は特別支援学校幼
稚部に通園等する就学前の
児童がいる世帯又は通園施
設に複数の就学前の障がい
児が通園する世帯。

障害児通園施設利用児療育
支援事業補助金の交付を受
けようとする世帯の交付申請
を受け、審査の上利用の可否
及び対象経費の軽減につい
て決定をし、補助金交付決定
通知書により通知する。
対象世帯から保育所等へ通
園等をしている就学前児童の
うち、2番目に年齢の高い自
動が通園施設に通う場合の
当該通園施設の利用者負担
の軽減率50％
3番目以降の児童の利用者負
担の軽減率100％
添付書類：住民票等障がい児
の兄弟姉妹関係が確認できる
書類、保育所等通園等証明
書等兄弟姉妹が他の保育所
等へ通園していることが確認
できる書類

利用人数：20人

（県）地域福祉総合助成金
（1/2以内）

扶助費
心身障害児
（者）タイムケ
ア事業給付費

障害児（者）利用実人数：176
人
精神障害者利用実人数：10
人

登録介護者団体：7事業所
社会医療法人恵仁会、社会
福祉法人コスモス福祉会、
社会福祉法人佐久学舎、Ｎ
ＰＯ法人たんと、ＮＰＯ法人お
仕事チーム、ＮＰＯ法人信州
松原高原太陽、ちいさがた
福祉会
登録個人：27人

（県）地域福祉総合助成金
（1/2以内）

補助金

障害児通園施
設利用児療育
支援事業補助
金



事業名 事業内容等 対象者 実施方法等 予　算　科　目 実施状況等

15
障害者介
護用品給
付

在宅の寝たきり障がい者を介
護している家族の負担の軽減
を図るため、介護用品を給付
する。
（佐久市重度障害者介護用品
給付要綱）

市内に住所を有する65歳未
満の者、身体障害者手帳、療
育手帳又は精神障害者保健
福祉手帳を所持する者を介護
し、かつ、市県民税非課税世
帯に属する介護者

介護用品の給付を受けようと
する者から障がい者介護用品
給付申請を受け、審査の上給
付の可否を決定する。

＊介護用品：紙おむつ、尿とり
　パット、防水シーツ

＊給付額
身体障害者手帳1.2級、療育
手帳Ａ1、精神障害者保健福
祉手帳1級を所持する者　月
額6,250円相当
身体障害者手帳3.4級、療育
手帳Ａ2、Ｂ1、精神障害者保
健福祉手帳2級を所持する者
月額3,500円相当
身体障害者手帳5.6級、療育
手帳Ｂ2、精神障害者保健福
祉手帳3級を所持する者　月
額1,000円相当
＊費用については身体障害
者福祉法に基づき一部利用
者負担

扶助費
障害者介護用
品給付費

16
交通災害
共済掛金

交通災害共済加入者が交通
事故にあった時の見舞金の
給付制度であり、障がい者の
掛金の納付の負担軽減を図
るため掛金を公費負担とす
る。

市内に住所を有する、身体障
害者手帳1.2級及び療育手帳
所持者

長野県民交通災害共済特別
会員として、民生児童委員さ
んを通じて、申請により加入
手続きを取る。

＊会費　年額400円

扶助費
交通災害共済
掛金

利用人数　　3人

申請者　1,899人/2,247人中
　　　　　　　　　　　　　　84％
　
内訳　身体障がい者（1.2級）
　　1,299人/1,586人中　82％
　　　　知的障がい者
　　　　600人/661人中　91％


