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１ 平成 31 年度予算概要について       

(１)浜松市予算の内訳 
一般会計  3,501 億円 

   民生費    1,044 億円 （H30：990億円 前年度比 0.5％増 ） 

(２)障害保健福祉課予算の推移
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(３)障害保健福祉に係る予算（H31）内訳

財源内訳 
 金額（億円） 比率 主な内容 

国費 93.5 43.2%
障害者自立支援給付費負担金、障害児通所支援費負

担金等 

県費 42.5 19.6%
障害児通所支援費負担金、障害者自立支援給付費負

担金等 

一般財源 79.4 36.6%

その他 1.3 0.6% 心身障害者扶養共済保険金収入等 

合計 216.7 100％

7 

障害者（児）

自立支援給付

事業

177.2億円

82%

医療

17.0億円

8%

地域生活支援

事業

6.2億円
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その他

16.3億円
7%

予算 216.7億円の 82％（177.2億円）が
障害福祉サービスに係る経費
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〈新規〉障害者施設通所支援事業
健康福祉部障害保健福祉課

電話:457-2864

予算款 
戦略計画 

分野別計画 
事業費 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

民生費 健康・福祉 4,018 0 0 0 4,018

目
的

訓練施設に通所している障がいのある人へ交通費の一部を助成し、自立した地域生活移

行を支援する。 

背
景

親の高齢化や親なき後を見据えた障がいのある人の地域生活への移行が必要となって

おり、日中活動の場となる訓練施設への通所利用を促進し、自立を支援する必要がある。

事
業
内
容

訓練施設へ通所している障がいのある人に対して、交通費の一部を助成する。 

１ 対象者等 

・市内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

いずれかを所持している者 

・外出支援事業のバス・タクシー券等の交付を受けた者、通所事業所より通勤手当の

支給を受けている者は対象外 

２ 補助額及び対象者数 

年間 7,000 円/人、対象者数 574 人（平成 30年 4 月時点） 

３ 通所方法 

電車・バス ※タクシーは対象外 

４ 対象サービス 

・生 活 介 護 身体介護や生産活動等の機会を提供 

・自 立 訓 練 身体機能の向上等に対する訓練の提供 

・就労移行支援 一般企業への就労希望者へ訓練を提供 

・就労継続支援 福祉就労に対する継続支援の提供 

・地域活動支援 社会参加を目的に通所し創作活動等を提供 

(単位：千円) 

自宅、グループホーム等 訓練施設 

電車・バスにて通所 

年7,000円上限で交通費助成
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障害者相談支援事業所の再編
健康福祉部障害保健福祉課

電話:457-2860

予算款 
戦略計画 

分野別計画 
事業費 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

民生費 健康・福祉 17,509 7,274 0 0 10,235

 ※相談支援事業 198,025 千円の一部 

目
的

障がいのある人の自立した日常生活を支援するため、相談支援事業所を再編し、相談支

援体制を強化する。 

背
景

・障害の重複化や家族の高齢化などにより、相談内容が多様化・困難化する中、各 

障害種別に対応可能な人材の配置や訪問相談を主体とした支援が求められている。 

・相談情報は 15か所の事業所がそれぞれに管理しており、相談業務の実施にあたり 

情報の取得・共有や連携に非効率な状況にある。 

事
業
内
容

１ 相談支援事業所の再編 

地域包括支援センターの担当圏域を踏まえ、事業所数と相談員を集約することで、

多様化・困難化する相談に対応可能な体制を確保し、訪問相談を主体とした機能を強

化する。 

・再編時期 平成 32年 4 月 1 日 

・債務負担行為 ・事 項 障害者相談支援業務委託費 

・期 間 平成 31 年度から平成 34 年度まで 

・限度額 506,670 千円 

２ 情報連携システムの構築 

障害福祉に関する相談情報を電算システムにて一括管理・共有し、将来的には地域

包括支援センターとも連携した複合的なケース相談へ対応できる体制を構築する。 

・システム導入時期 平成 31 年 12 月 

・システム開発経費等 17,509 千円 

(単位：千円) 
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２ 精神保健福祉法に関するガイドラインへの対応について     

１ 経緯 

平成２８年７月に相模原で起きた障害者施設殺傷事件の犯人に措置入院歴があったこ

とを契機に措置入院の運用状況が見直され、措置入院患者の退院後の支援が求められるこ

ととなり、平成３０年３月に厚生労働省より『措置入院の運用に関するガイドライン』と

『地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン』が通知された。 

２ ガイドラインの目的 

（１）『措置入院の運用に関するガイドライン』 

厚生労働省の調査により、全国の自治体間で措置入院の運用に関してバラつきがあ

ることがわかった。措置入院の運用が適切に行わるよう、精神保健福祉法上の通報等

の中でも特に多い警察官通報を契機とした、措置入院に関する標準的な手続きをガイ

ドラインとして整理した。 

（２）『地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン』 

各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的に退院後支援を進められ

るよう、現行法下で実施可能な、自治体が中心となった退院後支援の具体的な手順を

整理。精神障害者が退院後にどこの地域で生活することになっても医療、福祉、介護、

就労支援などの包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるようにすることを目的と

して実施。 

３ 当市の対応状況 

（１） 『措置入院の運用に関するガイドライン』 

4/18  厚労働主催の『措置入院の運用に関する研修会』に参加 

10/25 静岡県、静岡市と共同で措置入院適正運営協議会を開催 

（２） 『地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン』

4/19  厚労働主催の『精神障害者の退院後支援に関する研修会』に参加 

5/16 静岡県、静岡市と共同でマニュアル作成 

5/17～措置入院者の退院後支援の実施 

 H31.1 末 

① 対象者 ２５人

② 同意者 １２人

③ 支援開始者 ３人

       ※①－②の１３人の内訳については、入院直後や病状改善が見込めないこ

とにより同意確認に行っていない対象者が８人、同意確認に行ったが同

意をとることができなかった対象者が５人。同意をとることができなか

った５人についても必要に応じて相談対応を行っている。

４ 今後の予定 

（１） 『措置入院の運用に関するガイドライン』 

 H31 年４月以降、精神障害者支援地域協議会を設置

（２） 『地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン』

    静岡県、静岡市と共同で作成したマニュアルについて必要時改訂
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３ 防災対策の推進について（福祉避難所運営マニュアルの改正）    

１ 内容 

  平成２２年１２月に策定した浜松市の福祉避難所の指定及び開設・運営マニュアルにつ

いて、災害発生時に実行性のあるものとするため、平成２８年４月に内閣府（防災担当）

が示した「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」や、平成３０年５月に県が示した「市

町福祉避難所設置・運営マニュアル（県モデル）」を参考に、本市の現行マニュアルの見直

しを行う。 

２ 運営マニュアル改正の主な点 

  ・人材配備体制の見直し 

（市の職員配備ができない場合の施設職員や静岡ＤＣＡＴ（災害派遣福祉チーム）等

による受援体制の明確化） 

協定締結施設の防災訓練や、食料備蓄等の整備の明確化 

要配慮者への支援を円滑に行うため、市民に対し福祉避難所の役割や機能を周知 

３ 今年度の障害保健福祉課の主な取組み 

H30.7    県との福祉避難所に関する情報伝達訓練（開設状況、被災状況、受入人数等の

報告）８月、１月にも実施 

H30.9  一般社団法人みらい TALK 主催のサバイバルキャンプ＆防災ワークショップに

参加（仮想避難所体験を通して非日常生活への適応力を向上させる） 

H30.9    障がい保健福祉施策連絡会（障害者団体からの意見聴取） 

福祉避難所のマニュアル改正点、スケジュール、公表の考え方について説明。 

H31.2    基幹相談支援センター研修会 

障がいのある人への避難支援制度と福祉避難所について、相談支援事業所の相

談員を対象とした研修会にて説明。講師の DCAT メンバー、サポートセンター  

ぴあ青田氏（南相馬市にて被災者支援）との意見交換  

４ 今後の対応 

  ・本庁及び区の福祉避難所担当員の選出（研修や訓練への参加） 

・広報はままつ（6月号）の特集ページで災害時の要配慮者支援の特集を掲載予定 

  ・福祉避難所の実動訓練の実施（医療救護所訓練と合同開催を検討） 

  ・施設向けの研修会、制度説明会の実施 
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