
都道府県・指定都市における単独事業等一覧（平成25年度都道府県・指定都市別） 

自治体名 施策分野
事業名
（所管課）

開始年度
予算額
（千円）

概要

相模原市 啓発・広報 「ほかほかふれあいフェスタ」開催支援（障害政策課） 平成1 4年度 280
　障害とは・障害者とは・ボランティアなどについて理解を深め合い、協働して誰もが住みよい相模原の
まちづくりと障害福祉が一層推進されることを目的として開催する「ほかほかふれあいフェスタ」の実行
委員会に対し、事業費の一部を補助する

相模原市 啓発・広報
精神障害者普及啓発・地域支援事業（精神保健福祉
センター）

平成23年度 200
　精神障害（者）に関する映画上映会に精神科医によるミニ講座をセットで行い、精神障害（者）に関す
る普及啓発を行う

相模原市 生活支援
在宅重度障害者等福祉タクシー等利用助成事業（障
害福祉サービス課）

昭和58年度 317,464 　在宅の重度障害者等が、タクシー等を利用する場合に、その料金の一部を助成する

相模原市 生活支援
在宅重度障害者等自動車燃料費助成事業（障害福
祉サービス課）

昭和5 6年度 85,482 　在宅の重度障害者等が、自動車を利用する場合に、その燃料費の一部を助成する

相模原市 生活支援
身体障害者ハンドル形電動車いす購入費助成事業
（障害福祉サービス課）

平成2 1年度 150 　在宅の下肢等に障害がある身体障害者に対し、ハンドル形電動車いすの購入費用の一部を助成する

相模原市 生活支援
共同生活介護等住居家賃助成事業（障害福祉サー
ビス課）

平成19年度 82,313
　共同生活介護事業所及び共同生活援助事業所を運営する法人に対し、本市が援護を実施する入居
者の負担すべき家賃の一部を補助

相模原市 生活支援
障害福祉施設運営費補助事業（障害福祉サービス
課）

平成15年度 46,600
　社会福祉法人等が神奈川県内（相模原市を除く）において運営する障害福祉施設の運営費を補助す
る

相模原市 生活支援
民間障害福祉施設等運営費助成事業（障害福祉
サービス課）

平成21年度 560,626
　相模原市内において法人が運営する障害福祉施設の介護給付費または訓練等給付費に加算して助
成する

相模原市 生活支援
障害児者施設建設資金借入償還金補助事業（障害
政策課）

昭和57年度 29,038
　障害福祉施設等の施設整備に要する費用を借り入れた社会福祉法人に対し、借入償還金に係る元
金及び利息の一部を補助する。
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自治体名 施策分野
事業名
（所管課）

開始年度
予算額
（千円）

概要

相模原市 生活支援 福祉バス提供事業（障害政策課） 昭和5 2年度 15,898
　障害児者福祉団体等が目的遂行のために行う行事（研修会やスポーツ大会への参加など）に使用す
るバスを提供することにより、経済的負担の軽減を図り、福祉増進の一助とする

相模原市 生活支援 障害者福祉団体補助金（障害政策課） 昭和5 6年度 4,037 　福祉団体等の活動に係る経済的負担の軽減を図り、福祉増進の一助とする

相模原市 生活支援 重度障害者等福祉手当（障害福祉サービス課） 昭和47年度 978,753 　在宅の障害者に対し手当を支給し福祉の増進を図る

相模原市 生活支援 障害児者宿泊費助成事業（障害福祉サービス課） 昭和6 0年度 3,900 　障害児者が宿泊施設を利用した場合に宿泊費用の一部を助成し、社会参加の促進を図る

相模原市 生活支援
在宅重度障害者支援金支給事業（障害福祉サービ
ス課）

昭和54年度 142,000 　夏期及び年末に支援金を支給する

相模原市 生活支援 地域生活支援事業（陽光園） 平成1 6年度 － 　訪問による生活場面での助言、療育指導、療育技術支援、外来による専門的療育相談・指導を行う。

相模原市 生活支援
在日外国人障害者等福祉給付金支給事業（障害福
祉サービス課）

平成8年 1,368
　国民年金を受給する要件を制度上満たすことができない者で、公的年金を受給していないものに福祉
給付金を支給する

相模原市 生活環境
共同生活介護等住居設置費補助事業（障害福祉
サービス課）

平成15年度 3,000
　共同生活介護事業所及び共同生活援助事業所を新たに設置する法人に対し、入居者の日常生活に
必要な備品の購入費及び設備費を補助

相模原市 生活環境
共同生活介護等事業加算給付事業（障害福祉サー
ビス課）

平成18年度 163,419
　共同生活介護及び共同生活援助事業者がサービスを提供したことにより支払われる介護給付費又は
訓練等給付費の基本報酬に対し、市が行う上乗せ加算 
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自治体名 施策分野
事業名
（所管課）

開始年度
予算額
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概要

相模原市 生活環境 市営自動車駐車場駐車料金の優遇（都市整備課） 平成9年度 －

　駐車場の駐車料基本料金のうち、最初の２時間分を優遇(無料に）するもの
（対象者）
・身体障害者手帳が１級または２級の人
・知的障害で障害の程度が再重度（ A１）・重度（ A２）の人
・中度（B１）の知的障害で、かつ身体障害者手帳３級の人
・精神障害者保健福祉手帳が１級の人

相模原市 生活環境
市営自転車駐車場駐車料金の定期利用減免（都市
整備課）

昭和55年 －
　駐車場の定期利用料金を半額に減免するもの
（対象者）
身体障害者等の障害者手帳を所持するもの

相模原市 生活環境 ノンステップバス導入事業（交通政策課） 平成1 0年度 1,900
　路線バス事業者に対して、障がい者や高齢者はもとより誰もが使いやすいノンステップバス導入にか
かる経費の一部を補助

相模原市 生活環境
録音図書・ＣＤの郵送貸出サービス事業（図書館･相
模大野図書館・橋本図書館）

昭和50年 －
　視覚に障害のある方で、身体障害者手帳のある方を対象に録音図書及びＣＤの郵送サービスを実施

相模原市 生活環境
図書の対面朗読サービス事業（図書館･相模大野図
書館・橋本図書館）

平成2年度 － 　視覚に障害のある方に対して音訳者が対面で朗読するサービスを実施

相模原市 生活環境 障害者サービス用布絵本の貸出（図書館） 平成2 5年度 60 特別支援学校、特別支援学級、障害者関係施設等の団体を対象に、布絵本の貸出サービスを実施

相模原市 生活環境
投票所へ仮設スロープを設置（緑区選挙管理委員会
事務局、中央区選挙管理委員会事務局、南区選挙
管理委員会事務局）

昭和5 9年度 － 　障害のある方や高齢の方などのため、投票所の出入口へ仮設スロープを設置する

相模原市 生活環境
保健と福祉のライブラリーにおける録音図書・点字図
書の貸出事業（健康企画課）

昭和56年 －
　視覚に障害のある方で、身体障害者手帳を持つ方を対象に郵送及び対面による視覚障害者用図書
（館内蔵書及び視覚障害者情報総合ネットワークから借用した録音図書・点字図書）の貸出を実施

相模原市 教育・育成 摂食支援事業（陽光園） 平成1 7年度 34
障害児の口腔機能･姿勢･上肢機能等の全般的評価を行い全職種が総合的な技術支援･育児支援を行
う 
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事業名
（所管課）

開始年度
予算額
（千円）

概要

相模原市 教育・育成 援助職員専門研修（陽光園） 平成1 6年度 －
　障害児の通う保育所･幼稚園･児童クラブ・こどもセンター･学校等に対して、巡回訪問･研修会などを
開催し、所属職員への療育技術の支援を行う

相模原市 教育・育成
視覚障害者向けパソコン講習会事業（総合学習セン
ター）

平成14年度 60
　視覚に障害がある人とその家族を対象に、パソコンや音声情報機器等を操作して音声ソフトを利用し
た生活情報の入手方法を紹介する

相模原市 教育・育成 臨時介助員の配置（学校教育課） 昭和46年 198,549
　市立小・中学校に在籍する支援の必要な児童及び生徒の日常生活、身辺自立等の補助・介助を行う
ために配置する

相模原市 教育・育成 支援教育支援員の配置（学校教育課） 平成19年 110,855
児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う体制を充実させるため
に配置する

相模原市 教育・育成 支援教育指導員の派遣（学校教育課） 平成1 9年 6,146
　小中学校の支援教育の校内体制の充実及びきめ細かな支援を図ることを目的に、専門的な立場から
指導助言を行う

相模原市 教育・育成 支援教育ネットワーク協議会の開催（学校教育課） 平成2 0年 281 　専門性を有する関係機関による効果的な情報連携を図る

相模原市 教育・育成 就学指導委員会の開催（学校教育課） 昭和5 6年 2,075
　障害のある次年度就学児、学齢児及び生徒に対し、一人ひとりの状態、発達段階、特性等に応じ、適
正な就学相談を行う

相模原市 教育・育成 就学指導相談員の配置（学校教育課） 昭和6 2年 9,540 　就学児に関し、実態把握・資料整理・就学指導委員会への報告・特別支援教育の啓発等を行う

相模原市 雇用・就業 障害者地域作業所運営費補助事業（障害政策課） 昭和5 1年度 32,630 　就労することが困難な在宅の障害者が利用する地域作業所の運営費を補助する

相模原市 雇用・就業
障害者施設通所交通費助成事業（障害福祉サービ
ス課）

昭和5 4年度 69,147 　障害者が日中活動系サービス事業所等に通う交通費を助成することにより、経済的負担を軽減する 
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事業名
（所管課）

開始年度
予算額
（千円）

概要

相模原市 雇用・就業 福祉的就労協力事業所奨励事業（障害政策課） 平成5年度 12,600
　障害者の就労の場の拡大と職場適応能力の向上を図るため、一般就労が困難な障害者（最低賃金
の減額の特例許可を受けている者）を雇用し、福祉的就労に協力する事業所に対して助成する

相模原市 雇用・就業
中小企業融資制度（特別融資、環境整備支援資金）
（産業政策課）

平成11年度 －
　身体障害のある人などの雇用促進に寄与すると認められる施設及び設備の改善に要する資金の融
資により、障害のある人の雇用拡大を促進する

相模原市 雇用・就業
障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用助
成（雇用政策課）

平成1 9年度 4,000 　特例子会社設立に係る初期整備費用の一部の補助を行い、障害のある人の雇用拡大を促進する

相模原市 雇用・就業 無料職業紹介事業（雇用政策課） 平成1 7年度 －
　障害のある人の職業能力に応じた就労の場の確保と、職場定着に必要な支援を行う。松が丘園に委
託

相模原市 雇用・就業
精神障害者社会参加促進事業（精神保健福祉セン
ター）

平成23年度 374
　将来に就労を希望する精神障害者に対して、病気との上手な付き合い方等の心理教育の実施や、障
害者雇用を行っている企業の話を聞く機会を設けて、その就労準備性向上を図る

相模原市 雇用・就業 職場体験事業（精神保健福祉センター） 平成2 5年度 790
将来に就労を希望する精神障害者に対して、職場体験を行う実習先を提供し、自分に+G1820合った意
欲を持って取組める業務の発見や、就労への自信獲得、社会参加の動機づけを図る
NPO法人ともに会との協働事業提案制度事業

相模原市 保健・医療 障害者歯科診療事業（地域医療課） 昭和6 0年度 60,929 　口腔保健センターで、障害者歯科診療事業を行う

相模原市 保健・医療 重度障害者医療費助成（地域医療課） 昭和48年度 2,259,914 　重度障害者に対する医療費（保険診療の自己負担分）の助成を行う

相模原市 保健・医療 障害者地域作業所等健康診査事業（障害政策課） 平成5年度 132 　地域作業所等の利用者及び職員が健康診査の受診に要する費用を補助する

相模原市 保健・医療 津久井地区障害児者歯科健診事業（障害政策課） 平成2 0年度 － 　津久井地域の作業所等において、利用者に対する歯科健診及び歯の健康教育を実施 
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（所管課）

開始年度
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概要

相模原市 保健・医療 精神科病院入院援護事業（精神保健福祉課） 平成2 2年度 12,621
　適正医療の普及や精神障害者の福祉の増進を図るため、精神科病院等に入院している精神障害者
に対し、その医療費の一部を支給する

相模原市 保健・医療 医療相談事業（陽光園） 平成6年 5,430
　小児科･小児神経科･整形外科･精神科の専門医により、療育、訓練、地域支援における医学的側面
からの助言を行う。また、支援している職員に対する助言も行う

相模原市 保健・医療 特別歯科相談事業（健康企画課） 平成1 2年度 －
心身に障害を有する等のために通常の健診・相談等を受けることが困難な乳幼児及びその家族が、歯
科疾患の予防と早期発見及び適切な口腔管理方法等を理解し、実践できるよう助言を行う

相模原市 保健・医療 在宅重症心身障害児者支援事業（児童相談所） 平成2 2年度 776
　家庭において療育生活を営む重症心身障害児者及びその保護者等に対し、重症心身障害児施設及
び医師の協力を得て、療育に関する専門的な支援を行うことにより、地域社会で生活する重症児とその
家庭の福祉の増進を図る

相模原市 保健・医療
重症心身障害児者訪問看護支援事業（障害福祉
サービス課）

平成23年度 7,017
　在宅の重症心身障害児者のうち、長時間の医療的管理を必要とするものに対し、医療サービスで実
施する訪問看護に連続して福祉サービスによる訪問看護を実施。また、対象者の理解や在宅生活を支
える仕組み等の講義と実習を組み合わせた在宅重症心身障害児者看護研修事業を実施

相模原市 保健・医療 難病患者一時入院事業（疾病対策課） 平成2 2年度 11,250
　難病患者の家族等介護者の休息や疾病等でその介護を受けることが困難と認める場合、患者が一
時的に病院に入院する

相模原市 保健・医療 こころの電話相談事業(精神保健福祉センター） 平成2 3年度 3,191
　こころの健康に関する悩みを持つ市民に対して、気軽に相談できるように夜間の相談窓口を（週 6日）
設けて対応

相模原市
情報・コミュ
ニケーション

投票所で使用する候補者一覧（氏名掲示に準じたも
の）（市選挙管理委員会事務局）

－ － 　視覚に障害のある方のため、投票所で使用する点字の候補者氏名一覧を作成する

相模原市
情報・コミュ
ニケーション

音声版「選挙のお知らせ」（選挙啓発紙）及び「候補
者のお知らせ」（選挙公報に準じたもの）の発行・送付
（市選挙管理委員会事務局）

－ －
　視覚に障害のある方のため、「選挙のお知らせ」及び「候補者のお知らせ」を音声版で作成し送付す
る。また、「選挙のお知らせ」のみ点訳版を作成し送付する。 
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