１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

４

地域生活支援の充実

(1)
①

福祉サービスの充実
福祉基盤整備の推進と質の向上
事業・取組

概要の説明

担当課

民間障害者（児）福祉施設整
備補助事業

民間による福祉サー障害者支援施設等の基盤整備
に対して補助

障害自立支援課
精神保健福祉課

市有未利用地等の貸付け

市が所有する未利用地等の貸付けを行うことによ
り、民間による福祉サービス事業所等の基盤整備
を用地確保等の面から支援

障害自立支援課

グループホーム等の開設等へ
の支援〔再掲〕

民間によるグループホーム等の開設等について、
市有未利用地等の貸付けや国庨補助を利用した施
設整備費に対する助成等を実施

障害自立支援課

事業者の指定、指導監査

障害者総合支援法の規定に基づき、事業者の指定
を適切に行うとともに、事業が適切に行われるよ
う、指導監査（調査、勧告等）を実施

障害自立支援課

総合福祉センター整備

地域福祉の活動拠点である各区地域福祉センター
に対する総合的な支援機能の強化を図るととも
に、全市レベルでの地域福祉活動を推進するた
め、総合福祉センターを整備

健康福祉企画課

民間の福祉サービス従事者へ
の研修

障害福祉サービスの質の確保を図ることを目的
に、従業者に対して研修会を実施

障害自立支援課

精神障害についての理解の促
進〔再掲〕

市民を対象として精神障害に対する理解を深める
ため「心の健康づくり大会」を実施。また、精神
障害者支援施設等の職員を対象に精神障害者の支
援に関する知識を深めるための研修等を実施

精神保健福祉セ
ンター

民間社会福祉施設職員給不改
善費補助

民間社会福祉施設等に勤務する常勤職員の処遇の
改善を図り、職員の定着など人材確保を促すた
め、給不改善費として当該職員の本俸額等に２％
を乗じた額の補助を行っている。

障害自立支援課

事業者等への支援

民間社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構か
ら借り入れた資金に関する償還金や利子に対する
助成のほか、施設の職員給不改善等についての助
成を実施。

障害自立支援課
精神保健福祉課

サービスに関する苦情解決の
仕組みを通じた対応〔再掲〕

広島県社会福祉協議会と連携し適切に対応（事業
者と利用者等との話しあいを経て、広島県社会福
祉協議会の運営適正化委員会が相談対応、解決を
あっせん）

障害自立支援課

支給決定手続きの円滑な実施

認定調査等を経て、介護者の状況やサービス利用
の意向等を含む様々な事項を踏まえ、総合的に支
給の要否を決定

障害自立支援課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

②

障害者の総合的な生活支援の充実と地域への参画促進
事業・取組

概要の説明

担当課
障害福祉課
障害自立支援課
精神保健福祉課

障害者総合支援法に基づく障
害福祉サービスの提供

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを円
滑・適切に提供

【拡】サービス等利用計画の
作成対象者拡大に対応した体
制整備の支援

平成2７年度から福祉サービス利用者全員にサービ
ス等利用計画を作成する必要があるため、相談支 障害自立支援課
援事業所の開設に向けた働きかけを実施

【新】障害者が生活の拠点に
おいて自立し、活動の範囲を
広げていくための取組の実施

障害者に対する「基礎的な生活支援」と「社会参
加活動の促進」が効果的に行われるよう、次のこ
とを念頭に障害者を支援する事業の再編を着実に
実施
・行政が実施することが適切な事業・取組と、障
害者団体等が実施することが適切な事業・取組が
あること
・全市的に一律に実施すべき事業・取組と、地域
特性や障害種別・障害程度に応じて実施すべき事
業・取組があること

障害福祉課
障害自立支援課
精神保健福祉課

配食サービスの検討

単身の障害者等に、食事を定期的に配達し、併せ
て利用者の安否を確認するサービスの導入につい
て検討

障害福祉課
精神保健福祉課

地域移行支援、地域定着支援
〔再掲〕

障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院し
ているなど地域生活に移行するために重点的な支
援が必要な障害者に対し、住宅の確保や地域生活
に移行するための活動に関する相談（地域移行支
援）を実施。
一人暮らし等の障害者に常時の連絡体制の確保や
緊急時の相談支援（地域定着支援）を実施

障害自立支援課
精神保健福祉課

事業者や施設等に関する情報
提供

相談支援事業所や本市ホームページ等において、
事業者や施設等に関する情報を提供

障害自立支援課

【新】外出のための支援の提
供についての検討

障害者の外出を支援する現行の各種事業につい
て、その目的、対象、支援内容等を整理した上
で、今後の外出のための支援の提供の在り方につ
いて検討を行い、必要な取組を実施

障害福祉課
障害自立支援課
精神保健福祉課

重度心身障害者医療費補助

一定の要件に該当する重度心身障害者（児）に対
して、医療費（入院時の食事療養等に係る費用を
除く。）の自己負担分を補助

保険年金課（福
祉医療担当）

利用者負担等の軽減措置

国の動向を踏まえながら、福祉サービス等の利用
に係る低所得者等の負担に配慮するとともに、機
会を捉えて国に対して要望等を実施

障害自立支援課
精神保健福祉課

居宅介護

障害者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の
介護や調理、洗濯、掃除等の家事援助等を実施

障害自立支援課

重度訪問介護

重度障害者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事
等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事援助等を実
施するほか、外出時における移動介護を実施

障害自立支援課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

同行援護

視覚障害のため、移動が著しく困難な障害者（同
行援護アセスメント票において該当する者）の移
動に必要な情報の提供、移動援護等を実施

障害自立支援課

行動援護

行動が著しく困難な知的・精神障害者の行動援
護、外出時の移動介護等を実施

障害自立支援課

重度障害者等包拢支援

常時介護を要する重度障害者に、居宅介護その他
複数の幅広いサービスを組み合わせた包拢的な支
援を実施

障害自立支援課

生活介護

障害者に、入浴、排せつ、食事等の介護を実施す
るとともに、創作的活動等の機会を提供

障害自立支援課

自立訓練（機能訓練・生活訓
練）の実施〔再掲〕

身体障害者への身体機能の回復に必要なリハビリ
テーションや訓練等（機能訓練）を実施。また、
知的障害者・精神障害者の生活能力の向上等に必
要な訓練等（生活訓練）を実施

障害自立支援課

就労移行支援

一般企業等への就労が可能と見込まれる65歳未満
の障害者に、訓練、求職活動に関する支援、就職 障害自立支援課
後の職場定着のための相談支援等を実施

就労継続支援
（Ａ型：雇用契約あり）

一般企業等への就労が困難な障害者（雇用契約に
基づく就労は可能な65歳未満の障害者）に、就労
障害自立支援課
の機会や生産活動の機会等を提供するとともに、
訓練等を実施

就労継続支援
（Ｂ型：雇用契約なし）

一般企業等への就労が困難な障害者に、就労の機
会や生産活動の機会等を提供するとともに、訓練
等を実施

障害自立支援課

療養介護

病院等において、医療と常時介護を要する障害者
への医療的ケアや介護等を実施

障害自立支援課

短期入所

介護者が病気等で丌在の場合において、一時的入
所による介護等を実施（日中のみの利用は含まな
い）

障害自立支援課

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

障害者が共同生活を行う住居において、日常生活
上の援助等を実施

障害自立支援課

共同生活介護（ｹｱﾎｰﾑ）

障害者が共同生活を行う住居において、入浴、排
せつ、食事の介護や日常生活上の援助等を実施

障害自立支援課

施設入所支援

生活介護等を利用する障害者について、一定の要
件の下、施設において、夜間の入浴、排せつ、食
事の介護等を実施

障害自立支援課

計画相談支援

障害者の心身の状況や環境を勘案したサービス等
利用計画の作成や、作成したサービス等利用計画
の検証、見直しを実施

障害自立支援課

地域移行支援、地域定着支援
〔再掲〕

障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院し
ている障害者に、住宅の確保や地域生活に移行す
るための活動に関する相談（地域移行支援）を実
施するとともに、一人暮らし等の障害者に常時の
連絡体制の確保や緊急時の相談支援（地域定着支
援）を実施

障害自立支援課
精神保健福祉課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

自立支援医療の給付

更生医療、育成医療、精神通院医療を給付

障害福祉課
精神保健福祉課

補装具費の給付

障害者等の身体機能を補完・代替し、長期間継続
して使用される義肢、車いす等の購入・修理に関
する費用を給付

障害自立支援課

日常生活用具給付等事業

日常生活上の便宜を図るつえやストマ用装具その
他の様々な用具を給付

障害福祉課
障害自立支援課
精神保健福祉課

移動支援事業

障害者等が円滑に外出できるよう、障害者等の移
動を支援

障害自立支援課

地域活動支援センター事業

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との
交流の促進等の地域生活支援を促進

障害自立支援課
精神保健福祉課

福祉ホーム事業

障害者に、低額な料金で、居室等を提供し、日常
生活に必要な支援を実施

障害自立支援課

訪問入浴サービス事業

入浴が困難な在宅の障害者の居宅を訪問し入浴
サービスを提供

障害自立支援課

中途失明者の歩行訓練、知的
障害者の生活自立訓練

中途失明者に対し、一定期間、専門の歩行訓練士
による歩行訓練と訓練に必要な助言・指導を実施
また、知的障害者に対し、短期間の宿泊経験を通
じた、自立生活に必要な基本的生活の知識・技術
等の習得を支援

障害福祉課
障害自立支援課

日中一時支援事業

介護者の一時的に休息等を目的として、知的障害
者と障害児を対象に、指定短期入所事業所等で一
時預かりを実施

障害自立支援課

社会参加促進事業（自動車運
転免許取得・改造助成）

自動車運転免許を取得した障害者に対し、必要な
経費の一部を助成するとともに、自動者を自ら運
転するための改造に要する費用の一部を助成

障害福祉課
精神保健福祉課

社会参加促進事業（手話・要
約筆記者の養成研修）

手話奉仕員、要約筆記者を養成する研修を実施

障害福祉課

福祉のしおりの作成・配付

障害者関連施策・施設等の情報をまとめた冊子を
作成（SPコード付、点字版もあり）・配付

障害福祉課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

障害者公共交通機関利用助成

外出の動機付けとして、市内のアストラムライ
障害福祉課
ン、バス、路面電車、JR等の交通費の一部を助成 精神保健福祉課

重度障害者福祉タクシー利用
助成

重度の障害者について、タクシー料金の一部を助
成

障害福祉課
精神保健福祉課

手当等の支給
（特別児童扶養手当、特別障
害者手当、障害児福祉手当、
心身障害者扶養共済、障害基
礎年金）

各種手当等を国等の制度に基づき適切に支給。
また、実態や対象者の生活状況等を踏まえ、増額
や制限の緩和などについて、機会を捉えて国等に
対して要望等を実施

障害福祉課
保険年金課

精神障害者通院医療費補助

精神障害者の通院医療費等に対する助成を実施

精神保健福祉課
精神保健福祉セ
ンター

難聴児補聴器購入費助成事業
〔再掲〕

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の
難聴児に対し、補聴器の購入に要する経費の一部
を助成

障害福祉課

大型ごみ排出支援事業

自ら大型ごみを持ち出せない単身者等の大型ごみ
を家から運び出して収集

業務第一課

交通運賃割引等の拡大促進

精神障害者を割引の対象としていない高速道路、
JR、航空機等に関して、国や事業者等に対する働 精神保健福祉課
きかけや要望等を実施

障害者福祉バスの運行

障害者団体やグループのレクリエーション活動等
に際して、車いすリフト付きのバスを運行

障害福祉課

身体障害者補助犬健康管理費
助成事業

補助犬の健康管理に要する費用の一部を助成

障害福祉課

心神喪失等の状態で重大な他
害行為を行った者の社会復帰
の促進（ケア会議等への参加
を通じた支援）

心神喪失等の状態で他者を害する重大な行為を
行った者の処遇等に関して、国が開催するケア会
議や地域連絡協議会等に、本市も参加し、国や関
係機関と連携して、必要な支援を行い、円滑な社
会復帰を促進

精神保健福祉課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

③

発達障害、高次脳機能障害、難病患者への支援の充実
事業・取組

概要の説明

担当課

発達障害者支援体制づくり推
進プログラムに基づく事業実
施

発達障害を早期発見し、速やかに適切な支援を行
うための体制の充実を図るとともに、乳幼児期か
ら成人期までのライフステージに応じた一貫した
支援を行うための取組を実施

発達障害児早期発見・支援体
制整備

乳幼児期の支援の充実を図るため、1歳6か月児健
康診査後の「親子教室」の開催や、「5歳児発達相
談」を実施。また、市内の小児科や保育園・幼稚
こども・家庩支
園等へ乳幼児期の子どもの成長・発達についての
援課
相談先案内用リーフレットを配布するとともに、
小児科医療機関等と連携し、医師等を対象とした
研修会を実施

高次脳機能障害者支援事業
〔再掲〕

高次脳機能障害について正しい知識の普及を図る
とともに、高次脳機能障害者及びその家族に対す
る相談支援事業を実施

精神保健福祉課

高次脳機能地域支援センター
における各種相談対応

センターに相談支援コーディネーターを配置して
各種相談等に応じるとともに、出前講座や福祉担
当職員を対象とした研修会にセンター職員を派遣

総合リハビリ
テーションセン
ター

【拡】障害者総合支援法に基
づく障害福祉サービスの実施
（難病患者への対象拡大に対
応）

平成25年4月に難病患者が障害福祉サービスの対
象に加わることから、制度変更に対し円滑に対応

障害自立支援課

発達障害者支援センター運営
〔再掲〕

発達障害に関する専門的な相談を実施するととも
に、関係機関（こども療育センター、学校、保育
園等）とのネットワーク形成、相談機関の職員等
を対象とする研修を実施するなど支援体制を整備

こども・家庩支
援課（障害児支
援担当）

(2)
①

こども・家庩支
援課（障害児支
援担当）

保健・医療・リハビリテーションの充実
疾病予防の推進と早期治療の充実
事業・取組

概要の説明

担当課

各種健康相談、健康教育

生活習慣病に関する相談や、普及・啓発等を実施

保健医療課

特定健康診査、各種がん検診
等の実施

疾病の早期発見を図るとともに、検診等の結果を
踏まえた保健指導や医療機関への受診勧奨等を実
施

保健医療課

身体障害者健康診査

車いすを常用する身体障害者を対象に、車いすの
長時間使用による二次障害を予防するため、健康
診査を実施

障害福祉課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

在宅訪問歯科健診・診療事業

在宅で寝たきり状態のため歯科医院への通院が困
難な人を対象に、歯科医師が居宅を訪問し、歯科
健康診査及び歯科診療を実施

保健医療課

うつ病・自殺対策の推進

「広島市うつ病・自殺対策推進計画」に基づき、
市民への普及啓発活動や相談支援にあたる人材養
成の取組等、各種事業を総合的・計画的に推進

健康福祉企画課
精神保健福祉課
精神保健福祉セ
ンター

在宅重度心身障害者(児)訪問
診査

地域の医療機関において健康診査を受けることが
困難な在宅の重度心身障害者（児）を対象に、医
師等を派遣し、診査・相談等を実施

障害福祉課

各種健康教室の開催

ウォーキング教室等の健康づくり教室や生活習慣
病予防教室、母子保健教室等を開催し、健康に関
する正しい知識の普及・啓発や支援を実施

保健医療課
こども・家庩支
援課

こころの健康づくりの推進

保健センターにおいて、こころの健康づくりに関
する講演会を開催するほか、本市の広報紙・ホー
ムページ等により、こころの健康に関する情報の
周知等を実施

精神保健福祉課
保健医療課

②

医療の充実
事業・取組

概要の説明

担当課

かかりつけ医推進事業（広島
市連合地区地域保健対策協議
会事業補助）

各区の保健・医療・福祉総合相談窓口と医師会が
連携して、医療機関の情報提供や医療相談を実施

保健医療課

心身障害児(者)歯科診療事業
補助

広島県歯科医師会が実施する障害者への歯科診療
事業に対し助成

保健医療課

広島市精神科救急医療システ
ムの運営

精神科救急医療施設において、２４時間診療を実
施するとともに、精神科救急情報センターにおい
て、２４時間電話医療相談を実施。また、民間病
院で整備した精神科第三次救急医療体制により、
精神科急性期の重症患者及び身体合併症患者に対
応

精神保健福祉課

発達障害児早期発見・支援体
制整備事業〔再掲〕

乳幼児期の支援の充実を図るため、1歳6か月児健
康診査後の「親子教室」の開催や、「5歳児発達相
談」を実施。また、市内の小児科や保育園・幼稚
こども・家庩支
園等へ乳幼児期の子どもの成長・発達についての 援課
相談先案内用リーフレットを配布するとともに、
小児科医療機関等と連携し、医師等を対象とした
研修会を実施
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

こども療育センターの医師等
専門スタッフの充実

こども療育センターの受診を希望する乳幼児に対
し、速やかに診断を行い、診断後の適切なフォ
ローが行えるよう、医師、心理療法士等の専門ス
タッフを充実

小児救急医療体制の充実

舟入病院の小児科救急診療（24時間・365日）、
安佐市民病院の小児科夜間救急医療（日曜日（8月
保健医療課
6日及び年末年始を除く。）の18～23時）等を実
施

精神科病院入院者病状審査、
実地指導

精神医療審査会における審査（退院請求や処遇改
善請求等に対する審査）や、市内の精神病床を有
する病院に対する指導

精神保健福祉課
精神保健福祉セ
ンター

精神科デイケア、ナイトケ
ア、デイナイトケア事業

医療機関において、集団療法、作業指導、レクリ
エーション活動等を実施

精神保健福祉課

身体合併症を有する精神障害
者への医療体制の整備促進

本来的な体制整備（民間病院が整備する精神科第
三次救急医療体制における対応以外）や国立病院
への受入れの実現に向けて、引き続き国等への要
望等を実施

精神保健福祉課

③

こども・家庩支
援課（障害児支
援担当）

リハビリテーションサービスの充実
事業・取組

概要の説明

担当課

自立訓練（機能訓練・生活訓
練）の実施

身体障害者への身体機能の回復に必要なリハビリ
テーションや訓練等（機能訓練）を実施。また、
知的障害者・精神障害者の生活能力の向上等に必
要な訓練等（生活訓練）を実施

障害自立支援課

地域リハビリテーション推進
事業

総合リハビリテーションセンター（身体障害者更
生相談所）と区厚生部（保健センター、福祉事務
所）の職員が連携して、障害者の居宅を訪問し、
生活の場における相談対応等を実施

総合リハビリ
テーションセン
ター

精神保健福祉センターにおけ
る技術指導・援助、研修

精神障害者のリハビリ支援に従事する職員への研
修等を実施

精神保健福祉セ
ンター

地域におけるリハビリテー
ションサービスの向上を図る
地域連携の会の開催

医療の回復期と生活期における地域のリハビリ
テーションサービスの向上を図るため、年に１
回、地域のケアマネージャーや看護師等を対象と
した研修会を開催

総合リハビリ
テーションセン
ター
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

(3)

スポーツ、文化活動の促進
事業・取組

概要の説明

担当課

障害者スポーツ大会の開催

障害者団体等を中心に設立した広島市障害者ス
ポーツ協会に委託し、陸上、水泳、卓球等の競技
を実施

障害福祉課

心身障害者福祉センターでの
スポーツ教室の開催

障害者のスポーツ活動への参加のきっかけづくり
や技能の向上、楽しみながらのリハビリテーショ
ン効果等を目指し、水泳、テニス、バトミントン
等の教室を開催

障害自立支援課

障害者の健康づくり事業

障害者団体等のニーズや参加者の障害種別・障害
程度に応じ、場所やメニューを調整の上、福祉セ
ンター、公民館、学校などに出向き、障害者向け
のフィットネス教室やスポーツの実技指導等を行
うなど、外出機会の尐ない在宅の障害者の健康づ
くりを実施

障害福祉課

Ｐeace Cup 車いすテニス 本市で開催する車いすテニスの国際大会の開催を
国際交流大会開催支援
支援

障害福祉課

全国障害者スポーツ大会への
選手派遣

障害者スポーツの全国的な祭典である全国障害者
スポーツ大会に広島市選手団を派遣

障害福祉課

知的障害者レクリエーション
教室の開催

在宅の知的障害者を対象に、レクリエーションを
体験する場を提供するため、障害程度に応じたメ
ニューを調整の上、区地域福祉センター等で音
楽、手工芸、料理等の教室を開催

障害福祉課

広響マーガレットコンサート
の開催

障害者が広島交響楽団と合同で、楽器演奏や合唱
を行うコンサートを開催

障害福祉課

公民館での学習会開催、学習
グループへの支援

事業や講座等を、障害者団体等との連携又は共催
により実施。また、公民館において学習する障害
者の自主活動グループに対して、運営方法、活動
場所、他団体との連携等に関する相談対応、助言
等を実施

生涯学習課

スポーツ・レクリエーション
行事への参加促進

広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバ
ル等への障害者の参加を促進

スポーツ振興課

ひろしま国際平和マラソンへ
の参加促進

市民参加型のマラソン大会として、障害者を含め
幅広い参加を促進（種目の一つとして「５ｋｍ車
いす」を設定）

スポーツ振興課

精神障害者スポーツ交流事業
（あいあいスポーツフェス
ティバルの開催）

市内の精神障害者の通所施設等によるソフトバ
レーやレクリエーションを通じた交流

精神保健福祉セ
ンター
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

文化、スポーツ等行事への障
害者、障害者団体等の参加促
進〔再掲〕

障害者や障害者団体等による、区民まつり等への
バザー出展やスポーツ大会への参加等を通じ、住
民との交流を促進

市民活動推進課
文化振興課
スポーツ振興課

心身障害者福祉センター文化
祭の開催

障害者週間（12月3日～9日）中に開催し、文化
教室等の作品展示、演奏発表等を実施

障害福祉課

心身障害者福祉センターにお
ける文化教室の開催

障害者の文化活動への参加のきっかけづくりや豊
かな感受性・人間性を養うこと等を目指し、華
道、書道、茶道、陶芸等の教室を開催

障害自立支援課

(4)
①

情報・コミュニケーション支援の充実
障害の特性に配慮した情報提供サービスの充実
事業・取組

概要の説明

担当課

点字・声の広報の発行

本市の広報紙について、毎号、カセットテープや
点字版の広報紙を作成

広報課
秘書広報室

テレビ広報番組における手話
通訳等の活用

本市のテレビ広報番組を、手話通訳や字幕（要約
字幕を含む。）を付けて放送

広報課

公文書における点字文書やＳ
Ｐコードの活用

点字文書による通知、ＳＰコードを印刷した文書
を送付

障害福祉課

障害者向けホームページ「広
島市障害者支援情報提供サイ
ト」の運営

障害者団体の活動実績やイベント情報等、障害者
の生活に関連する情報を提供するホームページ
「広島市障害者支援情報提供サイト」を運営

障害福祉課

市ホームページの充実

障害者等が利用しやすいよう表示や伝達の方法を
工夫するなど、市ホームページを充実

広報課

広島市視覚障害者情報セン
ター運営

視覚障害者向けの情報通信機器や日常生活用用具
に関する情報提供等を行う「広島市視覚障害者情
報センター」を運営

障害福祉課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

コミュニケーション支援事業

手話通訳者及び要約筆記者・奉仕員の派遣、手話
相談員の設置を実施

障害福祉課

福祉のしおりの作成・配付
〔再掲〕

障害者関連施策・施設等の情報をまとめた冊子を
作成（SPコード付、点字版もあり）・配付

障害福祉課

「おしえてコールひろしま」
（広島市コールセンター）

電話、ファクス、電子メールにより、本市の業務
市民相談セン
や手続き等に関する一般的な質問に年中無休（8～ ター
22時）で対応

電子申請システムによる手続
きの実施

インターネットを利用して、来庁せずに自宅等か
ら申請・届出等手続きを行えるシステム（広島県
等と共同で運用）について、障害福祉関係をはじ
め、可能な手続きを実施

②

情報システム課

障害者のコミュニケーション支援等の充実
事業・取組

概要の説明

担当課

手話や要約筆記等の専門的な
技術を有する人材の養成・確
保

各種研修会の実施などにより、手話や要約筆記等
の専門的な技術を有する人材を養成・確保

障害福祉課

重度障害者入院時コミュニ
ケーション支援事業

介護者がいない、意思疎通が困難な重度の身体障
害者が医療機関に入院する場合に、本人との意思
疎通に熟達した人をコミュニケーション支援員と
して派遣

障害自立支援課

視覚障害者ＩＣＴ利活用支援
ボランティア養成・派遣〔再
掲〕

視覚障害者用パソコンソフトウェアの設定及び操
作方法等の指導を行う「ＩＣＴ利活用支援ボラン
ティア」の養成講座を実施するとともに、要請に
応じて、視覚障害者（児）の自宅等にボランティ
アを派遣

障害福祉課

ＩＣＴ企業や大学等との連携
による情報通信技術の利活用
の促進

ＩＣＴ企業や大学等との連携により、障害者のコ
ミュニケーション支援のため、広島市ホームペー
ジのアクセシビリティの向上を図る等の取組を推
進

情報政策課
関係主管課

身体障害者パソコン等給付事
業

在宅で初めてＩＣＴの利活用に取り組む方に、パ
ソコン等を給付

障害福祉課

障害者向けパソコンソフト等
の給付（日常生活用具等給付
事業）

日常生活用具として、障害者向けのパソコンソフ
ト・周辺機器等の給付、活字文書読上げ装置の貸
不を実施

自立支援課

広島市視覚障害者情報セン
ター運営〔再掲〕

視覚障害者向けの情報通信機器や日常生活用用具
に関する情報提供等を行う「広島市視覚障害者情
報センター」を運営

障害福祉課

ＩCＴ講習会の開催

㈱広島情報シンフォニーに委託して心身障害者福
祉センター等において在宅障害者を対象とした講
習会を開催するほか、施設等に講師を派遣し、
入・退所者を対象とする講習会を開催

障害自立支援課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

５

療育と教育の充実

(1)
①

療育の充実
障害児の早期発見体制の充実
事業・取組

概要の説明

担当課

総合周産期母子医療センター
の運営

広島市民病院において、産科センター、未熟児新
生児センター、小児科、小児外科を集約し、子ど
もと母親に対する総合的な医療を提供

広島市民病院

妊婦、乳幼児健康診査

妊婦・乳児健康診査、４か月児・１歳６か月児・
３歳児の各健康診査を実施（１歳６か月児・３歳
児に対しては、児童相談所と連携を図りながら、
精神発達面の精密健康診査を実施）

こども・家庭支
援課

先天性代謝異常等検査事業

先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症の早
期発見のため、新生児について血液によるマス・
スクリーニング検査を実施

こども・家庭支
援課

発達障害児早期発見・支援体
制整備事業〔再掲〕

乳幼児期の支援の充実を図るため、1歳6か月児健
康診査後の「親子教室」の開催や、「5歳児発達相
談」を実施。また、市内の小児科や保育園・幼稚
こども・家庭支
園等へ乳幼児期の子どもの成長・発達についての 援課
相談先案内用リーフレットを配布するとともに、
小児科医療機関等と連携し、医師等を対象とした
研修会を実施

保育士等を対象とした専門研
修の実施

保育園、こども療育センター等において発達障害
児支援の中核となる職員を育成するため、発達障
害の評価から支援までの、より専門的・実践的な
研修を実施

こども・家庭支
援課（障害児支
援担当）
保育指導課
（保育園運営指
導担当）

発達支援コーディネーターの
養成

保育園における発達障害児支援のリーダーを養成
する講座を実施。さらに、発達障害児及びその保
護者への支援を充実させるとともに、関係機関と
の連携を図るため、専門性向上のための講座を実
施

保育指導課
（保育園運営指
導担当）

②

療育体制の充実
事業・取組

概要の説明

担当課

障害児相談支援〔再掲〕

利用する障害児通所支援の種類及び内容等を定め
た計画（障害児支援利用計画）を作成し、関係者
との連絡調整等を実施

障害自立支援課

障害児等療育等支援事業〔再
掲〕

訪問による療育指導、外来による専門的な療育相
談・指導、保育園等の職員の指導、施設等に対す
る支援を実施

障害自立支援課
こども・家庭支
援課（障害児支
援担当）
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

こども療育センターにおける
療育の実施

こども療育センター（北部こども療育センター、
西部こども療育センターを含む。）の外来診療部
門において、障害児（発達障害児を含む。）の診
断・外来療育、家族等への支援を実施。
また、各センター内に併設している児童発達支援
センターにおいて療育を実施。併せて、「児童福
祉法」の改正（平成24年4月施行）を踏まえ、同
センターにおける発達障害児の受入体制を整備

こども・家庭支
援課（障害児支
援担当）

こども療育センターの医師等
専門スタッフの充実〔再掲〕

こども療育センターの受診を希望する乳幼児に対
し、速やかに診断を行い、診断後の適切なフォ
ローが行えるよう、医師、心理療法士等の専門ス
タッフを充実

こども・家庭支
援課（障害児支
援担当）

障害児の保育の推進

障害児加配保育士の配置。また、各園の発達支援
コーディネーターが調整的な役割を担い、こども
療育センターや発達障害者支援センターと連携し
て、障害児（発達障害児を含む。）やその保護者
への支援を実施。さらに、保育士の資質向上を図
るため、障害児の保育に関する専門的な知識等に
関する研修を実施

保育指導課
（保育園運営指
導担当）

難聴児補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の
難聴児に対し、補聴器の購入に要する経費の一部
を助成

障害福祉課

児童発達支援

身近な地域の障害児支援の専門施設（事業）とし
て、通所利用の障害児だけでなく、地域の障害
児・その家族を対象とした支援や、保育所等の施
設に通う障害児に対し施設を訪問して支援するな
ど、地域支援に対応

乳幼児等医療費補助（発達障
害児支援）

一定の要件に該当する小学校１・２年生の発達障
害児に対して、医療費の自己負担相当額から一部
負担金の額を控除した額を補助
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障害自立支援課

保険年金課
（福祉医療担
当）

１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

(2)
①

自立に向けた教育の充実
教育指導体制や教育相談体制等の充実
事業・取組

概要の説明

担当課

特別支援教育の推進

小・中・高等学校の通常の学級に在籍する肢体丌
自由、発達障害等の子どもに対する特別支援教育
アシスタントの配置。また、幼稚園、小・中・高
等学校に対して専門的な相談支援等を行うこども
療育センターや発達障害者支援センターと連携し
ながら、障害児（発達障害児を含む。）やその保
護者への支援を実施。さらに、教員の資質向上を
図るため、発達障害を含め、特別支援教育に関す
る専門的な知識等に関する研修を実施

特別支援教育課

通級指導教室・特別支援学
級・特別支援学校の運営

指導主事が学校訪問等により新規担当教員、初任
者教員等に対する指導を行い、教員の専門性の向
上を図ることで、障害の特性等に応じた受入体制
を整備

特別支援教育課

特別支援教育体制充実事業

幼稚園、小・中・高等学校における専門家チーム
による巡回相談指導等の実施、特別支援教育コー
ディネーターの指名・養成

特別支援教育課

青尐年総合相談センター等に
おける就学・教育相談の実施

障害のある子どもの就学・教育に関する相談に対
応

特別支援教育課

市立特別支援学校高等部充実
事業

校外学習、現場実習、就労先の定着を図るための
卒業後の指導等を実施

特別支援教育課

ジョブ・サポート・ティー
チャーの配置

広島県教育委員会と緊密な連携を図り、特別支援
学校就労支援プロジェクト事業によるジョブ・サ
ポート・ティーチャー（就職支援教員）を配置

特別支援教育課

特別支援教育アシスタント事
業

通常学級に在籍する発達障害児等の学校生活にお
ける補助等を実施

特別支援教育課

特別支援教育におけるＩＣＴ
利活用研究事業

学習支援ソフト「ことばのがくしゅう」を通し
て、学習障害（ＬＤ）等、読み書きの苦手な児童
へのＩＣＴ教育の有効性を計る研究を実施

特別支援教育課

②

交流活動や放課後活動等の充実
事業・取組

放課後等デイサービス事業

概要の説明
放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上
のための訓練等を継続的に提供することにより、
学校教育と相まって障害児（発達障害児を含
む。）の自立を促進するとともに、放課後等の居
場所づくりを推進
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担当課

障害自立支援課

１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

特別支援学校放課後対策事
業、障害児いきいき活動事業

特別支援学校に在籍する児童生徒を対象に、放課
後及び長期休暇中における活動の場を提供

障害自立支援課

休暇中の障害児地域活動支援
事業

土曜・日曜及び長期休暇中に、障害児（発達障害
児を含む。）と地域の児童生徒とがゲームやリズ
ム遊び等によりふれあう行事等を実施

障害福祉課

留守家庭子ども会への障害児
の受入れ

留守家庭子ども会への障害児（発達障害児を含
む。）の受入れに対応するため、臨時指導員を配
置するとともに、指導員への障害児に関する研修
を実施。また、受入施設のトイレ改修や階段への
手すり設置等を実施

放課後対策課

市立特別支援学校児童生徒の
地域活動推進事業

市立特別支援学校児童生徒の地域交流を促進する
活動等を行う事業に対して助成

特別支援教育課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

6 就労支援の充実と雇用の拡大
(1)
①

総合的な就労支援
一般就労支援、職場定着等の促進
事業・取組

概要の説明

担当課

就労移行支援の利用促進

企業等への就労が可能と見込まれる65歳未満の障
害者に、訓練、求職活動に関する支援、就職後の
障害自立支援課
職場定着のための相談支援等を行う就労移行支援
事業の利用を促進

障害者就労支援事業（ジョ
ブ・ライフサポーターの配
置）

ジョブ・ライフサポーターが、一般就労を希望す
る障害者に対し、就労面と生活面の一体的支援を
行うことにより、障害者の企業等への就職及び定
着を促進

障害自立支援課

【新】障害者雇用の拡大と定
着に向けた関係機関の連携の
在り方等についての検討

関係者による検討会議において、現在の障害者雇
用に対する関係者の取組内容や連携状況、障害者
雇用の事例やノウハウを整理した上で、次の事項
等を検討し、障害者雇用の拡大と定着に向けた取
組を実施
１ 今後の行政関係機関・企業等が障害者雇用の
ために果たすべき役割と具体的取組・連携の在
り方
２ 障害に応じた仕事の開拓や職域の拡大など、
障害者雇用のノウハウを関係者で共有・蓄積す
るための方策
３ 障害者雇用のノウハウと広島市の資源・特性
を踏まえた障害者雇用の拡大方策

障害自立支援課

ジョブコーチ等養成の促進

障害者と雇用先の従業員との双方に支援を行い、
障害者の職場定着を進めるジョブコーチ（職場適
応援助者）等の養成を促進

障害自立支援課

障害者雇用促進事業（本市職
員等への知的障害者・精神障
害者の雇用）

本市又は本市関係公益的法人等に、知的障害者と
精神障害者を非常勤職員又は臨時職員として雇用
するとともに、支援員による支援を実施し、一般
就労への移行を促進

人事課
障害自立支援課
教職員課

発達障害者就労準備支援事業

就労に必要な社会性や対人関係能力、体力、持久
力、作業能力などの基盤づくりを図るとともに、
協力事業所に対して発達障害の理解の向上を図る
ため、発達障害のある方を対象に、協力事業所で
の実習を実施

こども・家庭支
援課（障害児支
援担当）

障害者職業能力開発事業

障害者の特性に応じた就職に必要な知識・技能の
習徔のため職業能力開発を推進

障害自立支援課

精神障害者社会適応訓練事業

企業等に委託し、回復途上の精神障害者に、就労
の場を提供するとともに、生活訓練を実施

精神保健福祉課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

②

障害の特性に応じた職業選択の支援
事業・取組

概要の説明

担当課

【新】障害者雇用の拡大と定
着に向けた関係機関の連携の
在り方等についての検討〔再
掲〕

関係者による検討会議において、現在の障害者雇
用に対する関係者の取組内容や連携状況、障害者
雇用の事例やノウハウを整理した上で、次の事項
等を検討し、障害者雇用の拡大と定着に向けた取
組を実施
１ 今後の行政関係機関・企業等が障害者雇用の
ために果たすべき役割と具体的取組・連携の在
り方
２ 障害に応じた仕事の開拓や職域の拡大など、
障害者雇用のノウハウを関係者で共有・蓄積す
るための方策
３ 障害者雇用のノウハウと広島市の資源・特性
を踏まえた障害者雇用の拡大方策

障害自立支援課

障害者就労支援事業（ジョ
ブ・ライフサポーターの配
置）〔再掲〕

ジョブ・ライフサポーターが、一般就労を希望す
る障害者に対し、就労面と生活面の一体的支援を
行うことにより、障害者の企業等への就職及び定
着を促進

障害自立支援課

知的障害児(者)の就労前職場
体験事業補助

本市の公共施設等における職場体験実習や事前の
研修会等を実施する事業に対して助成

障害自立支援課

広島県教育委員会実施の技能
検定への運営協力と市立特別
支援学校生徒の受検促進

企業等と連携し開発した認定資格を授与する技能
検定（広島県教育委員会の事業）に対する運営協
力と生徒への周知等を通じ、生徒の就職意欲の向
上と、企業等による障害者雇用を促進

特別支援教育課

ジョブ・サポート・ティー
チャーの配置〔再掲〕

広島県教育委員会と緊密な連携を図り、特別支援
学校就労支援プロジェクト事業によるジョブ・サ
ポート・ティーチャー（就職支援教員）を配置

特別支援教育課

視覚障害児の職域拡大支援事
業

あはき業以外の職業への動機づけとなるよう、社
会で活躍している視覚障害者による講演会・交流
会を開催

障害自立支援課

創業チャレンジ・ベンチャー
支援事業

20歳以上の創業意欲のある者及び創業後３年未満
の市内中小企業者を対象に、事業計画の策定段階 ものづくり支援
から実際の創業及び事業拡大の段階にわたって、 課
経営、資金の両面から総合的な支援を実施
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

③

福祉サービス事業所等での就労の支援
事業・取組

概要の説明

担当課

就労継続支援や地域活動支援
センターの利用促進

企業等への就労が困難な障害者に対して、就労の
機会や生産活動の機会等を提供し訓練を実施する
就労継続支援事業所や、創作的活動又は生産活動
の機会の提供、社会との交流の促進などを行う地
域活動支援センターの利用を促進

障害自立支援課

【新】福祉サービス事業所等
で可能な新たな取組（農業分
野での福祉的就労等）の検討
等の支援

就労継続支援事業所や地域活動支援センターなど
の福祉サービス事業所等による農業分野での福祉
的就労等の新たな取組の検討や、商品の共同生産
等の事業所間の連携を促すとともに、必要な支援
を実施

障害自立支援課

【新】障害者就労支援施設等
からの物品等の調達の推進

平成25年4月に「国等における障害者就労支援施
設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」
が施行されることから、障害者就労支援施設等が
供給する物品等の需要増進を図るため、市の調達
方針について検討を行い、必要な取組を実施

障害自立支援課

ふれ愛プラザの運営補助

紙屋町地下街シャレオ内で、就労支援関係の障害
福祉サービス事業所等が製作した製品の販売等を
行う「ふれ愛ぷらざ」を運営する広島県就労振興
センターに対し、広島県とともに助成

障害自立支援課

広島市就労支援センター事業

製品開発研修会や展示即売会等の開催、「僕らの
アトリエ」事業（協力店舗における展示・販売）
のほか、市役所本庁舎等における展示・販売等を
実施するとともに、製品や施設等の情報をホーム
ページに掲載

障害自立支援課

「政策目的随意契約」の活用
による製品購入等の推進

就労支援関係の障害福祉サービス事業所等が製作
した物品を本市が購入する場合、または役務の提
供を受ける場合において、随意契約ができる制度
を活用し、製品購入等を推進

障害自立支援課
財政局契約部
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

(2)
①

障害者雇用の拡大
障害者雇用拡大に向けた関係機関等とのネットワークの構築
事業・取組

【新】障害者雇用の拡大と定
着に向けた関係機関の連携の
在り方等についての検討〔再
掲〕

②

概要の説明
関係者による検討会議において、現在の障害者雇
用に対する関係者の取組内容や連携状況、障害者
雇用の事例やノウハウを整理した上で、次の事項
等を検討し、障害者雇用の拡大と定着に向けた取
組を実施
１ 今後の行政関係機関・企業等が障害者雇用の
ために果たすべき役割と具体的取組・連携の在
り方
２ 障害に応じた仕事の開拓や職域の拡大など、
障害者雇用のノウハウを関係者で共有・蓄積す
るための方策
３ 障害者雇用のノウハウと広島市の資源・特性
を踏まえた障害者雇用の拡大方策

担当課

障害自立支援課

企業等による障害者雇用の促進
事業・取組

概要の説明

担当課

【新】障害者雇用の拡大と定
着に向けた関係機関の連携の
在り方等についての検討〔再
掲〕

関係者による検討会議において、現在の障害者雇
用に対する関係者の取組内容や連携状況、障害者
雇用の事例やノウハウを整理した上で、次の事項
等を検討し、障害者雇用の拡大と定着に向けた取
組を実施
１ 今後の行政関係機関・企業等が障害者雇用の
ために果たすべき役割と具体的取組・連携の在
り方
２ 障害に応じた仕事の開拓や職域の拡大など、
障害者雇用のノウハウを関係者で共有・蓄積す
るための方策
３ 障害者雇用のノウハウと広島市の資源・特性
を踏まえた障害者雇用の拡大方策

障害自立支援課

障害者合同面接会の開催

広島労働局、ハローワーク、広島県等との共催で
合同面接会を開催

障害自立支援課

障害者を多数雇用している企
業に対する優遇措置の実施

障害者を多数雇用している企業の認定・公表及び
本市の物品購入等における受注機会の拡大を実施

障害自立支援課
契約部

「インターンシップ・ガイ
ド」の作成・配布

市立特別支援学校高等部が行っている職場実習
（インターンシップ）の目的や内容等を周知する
ガイドの作成・配布を通じて、企業等に対して職
場実習への協力を依頼

特別支援教育課

ジョブコーチ等養成の促進
〔再掲〕

障害者と雇用先の従業員との双方に支援を行い、
障害者の職場定着を進めるジョブコーチ（職場適
応援助者）等の養成を促進

障害自立支援課
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１ 各施策に関連する「事業・取組」一覧

事業・取組

概要の説明

担当課

市内の企業への雇用啓発文の
送付〔再掲〕

障害者週間中に、障害者雇用が義務付けられてい
る企業に対して雇用啓発文を送付し、障害者の雇
用を促進

障害自立支援課

障害者雇用促進事業（本市職
員等への知的障害者・精神障
害者の雇用）〔再掲〕

本市又は本市関係公益的法人等に、知的障害者と
精神障害者を非常勤職員又は臨時職員として雇用
するとともに、支援員による支援を実施し、一般
就労への移行を促進

人事課
障害自立支援課
教職員課

障害者雇用支援資金特別融資
（中小企業融資制度）

新たに障害者を常用雇用する、３．６％以上の割
合で障害者を常用雇用している、またはジョブ
コーチを配置する市内の中小企業者等に対して、
低利率で融資を実施

ものづくり支援
課

(株)広島情報シンフォニーに
おける重度障害者等の雇用

重度障害者の雇用モデル事業所（広島県、本市等
の第３セクター方式により昭和63年に設立）とし
障害自立支援課
て、多くの重度障害者等を雇用
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