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北海道 生活環境
すべての人にやさしいまちづくり推進事業費
（保健福祉部福祉局福祉援護課）

平成3年度 39,000
　高齢者､障がい者､妊産婦をはじめ、すべての人々が道立施設を
安全かつ円滑に利用できるよう施設・設備の改善を図る。

青森県 生活環境
福祉のまちづくり推進事業
（障害福祉課）

平成10年度 3,900
  「青森県福祉のまちづくり条例」の事務の一部を青森市、弘前市
及び八戸市に委任するにあたり、事務執行に必要な経費を交付金
として交付する。

青森県 生活環境 バリアフリーマップ運用管理事業（障害福祉課） 平成14年度 1,026
　バリアフリーに配慮された公共的施設等の情報を紹介するホーム
ページの運用管理を行う。

宮城県 生活環境
バリアフリーみやぎ推進事業
（社会福祉課）

平成９年度 843

　「地域で自分らしい生活を安心して送れる社会」の実現に向けて、
高齢者や障害者等すべての人々が日常生活や社会生活をする上
で、障害（バリア）となるものを取り除く「バリアフリー」を進めていくた
めに、「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を基本的な指針と
して、バリアフリー思想の県民への浸透等を図る。

秋田県 生活環境
バリアフリー広報啓発事業
（福祉政策課）

平成１５年度 1,915
　県民の意識啓発を図るため、県表彰制度の実施や街頭キャン
ペーン等を行い、県民運動としてのバリアフリーの定着を推進す
る。

秋田県 生活環境
バリアフリー推進事業
（福祉政策課）

平成１５年度 707 　秋田県バリアフリー社会形成審議会や条例連絡会議等の経費。

山形県 生活環境
福祉のまちづくり推進事業
(地域福祉推進課)

平成９年度 1,041
　山形県みんなにやさしいまちづくり条例の啓発、条例に基づく新築
等建築物の審査指導及び身体障がい者等用駐車施設利用証の発
行等を行う。

山形県 生活環境
障がい者の活き活き生活応援事業
（障がい福祉課）

平成２５年度 18,000
　グループホームや日中活動系事業所のバリアフリー改修等に係
る費用を助成する。
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山形県 生活環境
県営住宅の優遇措置
（建築住宅課）

平成１０年度 ―

　特定目的住宅への障がい者の優先入居（H１０～）、その他特定
目的住宅以外の住宅については公開抽選における当選確率を一
般の２倍とする（H１３～）など、障がい者に対する優遇措置により入
居を支援する。

福島県 生活環境 やさしいまちづくり推進資金（高齢福祉課） 平成5年度 200,078
　すべての人が、安全かつ快適に暮らすことができる地域社会を創
るため、県内の公益的施設のバリアフリー整備を実施、又は福祉車
両を購入する民間事業者等に対し必要な資金を融資する。

福島県 生活環境 やさしさマーク交付事業（高齢福祉課） 平成5年度 140
　人にやさしいまちづくり条例に適合する建築物に条例適合証を交
付し、広く県民に公表することで、すべての人に配慮した公益的施
設の整備を促進する。

福島県 生活環境 おもいやり駐車場利用制度推進事業（高齢福祉課） 平成21年度 2,457

　車椅子使用者用駐車施設（以下「駐車施設」という。）の適正利用
を図るため、おもいやり駐車場利用制度（駐車施設を利用できる人
を明確にしたうえで、対象者の申請に基づき県が利用証を発行し、
制度の趣旨に賛同いただける施設の協力を得ながら、駐車時に利
用証の掲示を求める制度）を実施する。

福島県 生活環境 車いす使用者用駐車施設適正利用推進事業（高齢福祉課） 平成20年度 69
　車椅子使用者用駐車施設（以下「駐車施設」という。）の適正利用
を図るため、民間事業者が有する駐車施設のカラー塗装を促進す
るための広報啓発を実施する。

福島県 生活環境 福祉避難所の指定促進事業（保健福祉総務課） 平成25年度 584
　災害時に障がい者等が避難できる福祉避難所の指定促進を目的
として、市町村、関係団体等を対象とした研修会を開催するとともに
未指定市町村への支援を行う。

福島県 生活環境 広域災害福祉支援ネットワーク構築支援事業（社会福祉課） 平成26年度 1,500
　大規模災害時、避難所等における障がい者等要配慮者の二次被
害防止を目的とした福祉支援体制を構築する。

茨城県 生活環境
歩道リフレッシュ事業
（道路維持課）

平成１８年度 17,497
　市町村のバリアフリー基本構想に基づく重点整備地区を中心に視
覚障害者誘導ブロック設置，段差解消等の整備

栃木県 生活環境 ひとにやさしいまちづくりの推進 （保健福祉課） 平成１１年度 262 　「ひとにやさしいまちづくり条例」の普及啓発
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栃木県 生活環境
おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業
（保健福祉課）

平成２０年度 1,509
　障害者用駐車スペースの適正利用を図るため、利用証の交付等
を行う。

群馬県 生活環境
中小企業設備支援資金（人にやさしい福祉のまちづくり条例
適合枠）（商政課）

平成16年度 －
　事業用施設のバリアフリー化を図る中小企業者に対して行う融資
について、融資限度額及び融資利率を優遇する。

群馬県 生活環境
車いすリサイクル事業委託
(障害政策課）

平成18年度 1,260
　不要となった車いすを回収し、車いすを必要とする児童に無償で
貸与等を行う。

群馬県 生活環境
療育システムネットワーク推進事業
（障害政策課）

平成14年度 1,983 　ネットワーク推進会議及び地域療育相談を実施する。

群馬県 生活環境
発達障害支援者養成研修
（障害政策課）

平成16年度 659
　発達障害児（者）及びその家族への支援に関わる人材を育成す
る。

群馬県 生活環境
重度身体障害者（児）住宅改造費補助
（障害政策課）

昭和48年度 9,000
　上肢・下肢・体幹又は視覚に重度の障害を有する者（児） がに適
するように住宅設備を改造した場合、経費の一部を助成する。

埼玉県 生活環境
福祉のまちづくり普及推進事業費
（福祉政策課）

平成７年度 3,100
「埼玉県福祉のまちづくり条例」の円滑かつ適正な運用に資するこ
とにより、誰にもやさしいまちづくりを推進する

埼玉県 生活環境
彩の国福祉のまちづくり資金利子補助
（福祉政策課）

平成7年度 66

　民間事業者が条例の整備基準により生活関連施設のバリアフ
リー化整備を行う際に、工事に必要な資金を低利で受けられるよう
金融機関に対し利子補助する。（平成２３年度から新規貸付を休
止）

埼玉県 生活環境
ユニバーサルデザイン推進事業
（文化振興課）

平成13年度 1,231
県民や企業など様々な分野におけるユニバーサルデザインの実践
を進めるとともに、ユニバーサルデザイン視点の県政への導入定着
を図る
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埼玉県 生活環境
建築基準法等施行費
（建築安全課）

平成21年度 35
「埼玉県福祉のまちづくり条例」や「埼玉県高齢者、障害者等が円
滑に利用できる建築物の整備に関する条例」の運用により、人にや
さしいまちづくりの推進を図る

埼玉県 生活環境
バリアフリー安全対策費
（道路環境課）

平成9年度 186,000
駅、病院、公共施設、福祉施設等の周辺の幹線道路の歩道を整備
し、歩行空間のバリアフリー化を図る

埼玉県 生活環境
電線地中化（道路）整備費
（道路環境課）

昭和61年度 151,000 電線類の地中化を図る

埼玉県 生活環境
社会教育施設建物いきいき回復事業費
（財務課）

平成18年度 541
県有社会教育施設の段差解消、エレベーター、点字ブロック、廊下・
階段手摺等の設置を行う

埼玉県 生活環境
通信指令業務関係経費（ファックス・メール１１０番）（通信指
令課）

平成3年度（ﾒｰﾙ
は14年度）

2,716

聴覚又は音声・言語機能障害者が、ファックス、携帯電話の電子
メール及びパソコンのインターネット機能を利用して１１０番通報を
行えるよう、ファックス受信機及び専用パソコンを警察本部通信指
令室に設置して運用し、事件・事故の早期対応を図る

埼玉県 生活環境
みんなに親しまれる駅づくり事業
（交通政策課）

平成９年度 141,000
　高齢者、障害者等を始めとする誰もが快適に安心して鉄道駅を利
用できるよう、駅へのエレベーター等の整備に費用負担する市町村
に、補助金を交付する。

埼玉県 生活環境
バス利用促進事業費
（交通政策課）

平成１０年度 18,468
　公共交通機関としてのバスの利用促進を図るとともに、バス車両
のバリアフリー化を誘導するために、路線バス事業者が行う超低床
ノンステップバスの導入に対し補助を行う。

埼玉県 生活環境
駅ホームの転落防止対策推進事業費
（交通政策課）

平成２５年度 86,909
　視覚障害者などを駅ホームの転落から防止するため、駅等の施
設整備支援や声かけ・サポート方法の普及を行う。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

千葉県 生活環境 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助
（交通計画課）

平成9年度 50,000

　高齢者や障害者をはじめとして全ての県民が、鉄道駅での乗降
がスムーズかつ安全に行えるよう、既存駅舎へのバリアフリー設備
（エレベーター、ホームドア、内方線付き点状ブロック等）の設置に
要する費用について、市町村に対し補助を行う。

千葉県 生活環境
ノンステップバス等整備事業費補助
（交通計画課）

平成13年度 21,000

　公共交通機関としてのバスの利用促進を図るとともに、バリアフ
リー新法に基づく移動等円滑化の基本方針の目標とするノンステッ
プバスの導入を誘導するために、路線バス事業者が行うノンステッ
プバス等の整備に対し補助を行う。

東京都 生活環境
障害者理解促進事業（福祉保健局障害者施策推進部計画
課）

平成26年度 5,000
障害者理解のためのホームページを構築することにより、広く都民
一般の理解と認識を深め、障害及び障害のある人への一層の理解
促進を図る。

東京都 生活環境
ヘルプカード作成促進事業（福祉保健局障害者施策推進部
計画課）

平成24年度

障害者施策推
進区市町村包
括補助事業
（12,260,000千
円の）内数

緊急連絡先や必要な支援内容等を記載した「ヘルプカード」を活用
して、障害者が災害時等に自己の障害に対する理解や必要な支援
を周囲に求めることができるよう、区市町村におけるヘルプカードの
作成経費について補助を行う。

東京都 生活環境
ヘルプマークの推進（福祉保健局障害者施策推進部計画
課）

平成24年度 16,955

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、
妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは
分からない方々が、援助を得やすくなるよう、周囲の方に配慮を必
要としていることを知らせる「ヘルプマーク」を作成し、普及啓発を行
う。

東京都 生活環境
ふれあいの芸能祭（福祉保健局障害者施策推進部自立生
活支援課）

昭和56年度 5,280
　「障害者週間」を記念して、「ふれあいフェスティバル」を開催し、障
害をもつ人ともたない人が同じ体験を通じてふれあう場を設ける。

東京都 生活環境
地域移行促進コーディネート事業
（福祉保健局障害者施策推進部居住支援課）

平成25年度 68,339

　障害者支援施設等に地域移行促進コーディネーターを配置し、担
当するブロックの施設における地域移行に向けた課題を分析し、地
域移行に結びつけるノウハウを付与するとともに、区市町村及び相
談支援事業者との連携を支援することにより、施設利用者の地域
生活への移行を促進することを目的とする。
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東京都 生活環境
重度身体障害者グループホーム事業（福祉保健局障害者
施策推進部居住支援課）

平成13年度

障害者施策推
進区市町村包
括補助事業
（12,260,000千
円の）内数（た
だし、区につい
ては財調算入）

区市町村、社会福祉法人等が運営する「重度身体障害者グループ
ホーム」運営のために必要な経費を補助する。

神奈川県 生活環境
みんなのバリアフリー街づくり推進事業費
（地域福祉課）

平成６年度 2,362

　バリアフリー街づくり推進県民会議を通じたバリアフリーの街づくり
の提案・発信や協働の取組み推進や、印刷物や保健福祉事務所が
実施する普及啓発事業、表彰の実施等による普及啓発により、み
んなのバリアフリー街づくり条例の推進体制を整備。

神奈川県 生活環境
既存建築物のバリアフリー化整備ガイドライン作成普及事
業費
（地域福祉課）

平成２１年度 －
　平成21年度に作成した既存建築物のバリアフリー化に関する事
例集（ガイドライン）をＨＰに掲載し、既存建築物のバリアフリー化を
普及。

神奈川県 生活環境
駐車禁止除外指定制度の活用
（警察本部駐車対策課）

－
　障害者の行動範囲を拡大し、積極的な社会参加の促進を図るた
め、駐車禁止除外指定車の標章交付を行う。

神奈川県 生活環境 通信指令設備等維持管理費（警察本部通信指令課） 平成１５年度 1,192
　言語や聴覚に障害があり、通常の110番通報が困難な方のため
の携帯電話等を使用した文字による通報システム（メール110番シ
ステム、ファックス110番システム）の整備。

神奈川県 生活環境 街路整備費　　　　　　　　　　　　　　　　（道路整備課） 202,900 　幅広歩道の整備・歩道の段差解消

神奈川県 生活環境 道路改良費　　　　　　　　　　　　　　　　（道路整備課） 252,300 　幅広歩道の整備・歩道の段差解消

神奈川県 生活環境 橋りょう整備費　　　　　　　　　　　　　　　　（道路整備課） 19,060 　幅広歩道の整備・歩道の段差解消
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神奈川県 生活環境 立体交差事業費　　　　　　　　　　　　　　　　（道路整備課） 6,480 　幅広歩道の整備

神奈川県 生活環境
公園整備事業
（都市公園課）

平成９年度 897,039 　誰もが快適に利用できる県立都市公園施設の整備を実施する

神奈川県 生活環境
障害者住戸の改良
（公共住宅課）

昭和５５年度 23,700

　障害者等が入居している県営住宅の住宅整備等について、日常
生活を少しでも容易にすることと、住みよい環境を整備するため、手
摺りの取り付け、便器の取替え、段差の解消等の改良、屋外施設
の整備等

神奈川県 生活環境
ホームドア設置促進事業費補助
（交通企画課）

平成２６年度 37,000 　鉄道事業者が行うホームドアの設置事業に対して補助を実施

神奈川県 生活環境
鉄道駅舎垂直移動施設整備費補助
（交通企画課）

平成２年度 24,999
　鉄道事業者が行う駅舎のエレベーター整備に対する市町の助成
経費を補助する

新潟県 生活環境
まちづくり推進会議設置事業
（障害福祉課）

平成8年度 1,048
　学識経験者、民間機関等からなる会議を開催し、意見交換を行い
福祉のまちづくり施策等に役立てる。

新潟県 生活環境
福祉のまちづくり条例適合施設整備資金
（障害福祉課）

平成8年度 30,000
　福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するよう整備する民間事
業者に低利で貸付を行う。

新潟県 生活環境
障害者等用駐車スペース適正利用事業
（障害福祉課）

平成23年度 1,424
　身体障害者などの歩行が困難な方に、ショッピングセンター等の
障害者等用駐車スペースを利用するための利用証を交付し、当該
駐車スペースの円滑な利用を図る。

新潟県 生活環境
バリアフリーまちづくり事業
（障害福祉課）

平成12年度 753,000
　障害者や高齢者が数多く利用する公共的施設周辺をはじめとし
て、誰もが快適・安全に移動できる暮らしやすいまちづくりのため、
歩道の改修や信号機の整備等を行う。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

新潟県 生活環境
交通施設バリアフリー化推進事業補助金
（障害福祉課）

平成15年度 0
　市町村がバリアフリー新法による基本構想を策定し、鉄道事業者
のエレベーター等整備に対し補助する場合に、その一部を補助す
る。

新潟県 生活環境
高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業
（高齢福祉保健課）

平成8年度 33,000
　高齢者及び障害者向け住宅の増改築経費に対し、市町村が行う
補助事業に対して補助する。

新潟県 生活環境
克雪すまいづくり支援事業
（建築住宅課）

平成18年度 80,520

　豪雪地帯において、雪下ろしの負担軽減及び危険防止と市街地
の面的克雪化を図るため、克雪住宅の整備を行う者に市町村が補
助する場合に、その一部を補助する。
　また、高齢者・障害者等の要援護世帯に対しては、補助額を割り
増す場合がある。

富山県 生活環境
福祉のまちづくり推進事業
（厚生企画課）

平成9年度 3,136

　県社会福祉協議会に「富山県民福祉推進会議」を設置し、県民の
福祉意識の普及/啓発のための事業を行うとともに、福祉のまちづ
くりの総合整備を行う。（シンポジウム等の開催、福祉のまちづくり
の模範となる建築物及び取組みの表彰、個人に対する整備費の補
助）

富山県 生活環境 市町村運行バス路線対策事業費補助金（総合交通政策室） 平成20年度 0

　民営バスが廃止された地域などの交通空白地における地域住民
の生活の足の確保を図る方策として、市町村が運行するバス路線
に対し、低床バス購入費について支援するもの。（平成２０年度より
バス購入費について、低床バスに限定したもの。）

富山県 生活環境
低床バス導入促進補助金
（総合交通政策室）

平成21年度 950
　高齢者や障害者の交通モビリティの確保を図るとともに、利用者
の利便性の向上を図るため、ノンステップバスの導入費用の一部を
助成するもの

富山県 生活環境 地方バス路線運行維持費補助金（総合交通政策室） 平成13年度 17,829
　地域住民の生活の足として欠くことができない広域的、幹線的路
線を維持するため、当該路線の欠損額及び低床バス購入費に対
し、国とともに支援するもの。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

富山県 生活環境 ＬＲＴ車両導入支援事業費補助金（総合交通政策室） 平成15年度 40,833
　鉄軌道の公共交通事業者が導入するＬＲＴ（新型低床車両）につ
いて、交通バリアフリー、利便性の向上等の観点から支援するも
の。

富山県 生活環境
交通施設バリアフリー化推進事業
（厚生企画課）

平成24年度 28,333
　障害者等の異動の円滑化を促進するため、鉄道事業者等が行う
駅におけるバリアフリー化設備に要する経費に補助するもの。

富山県 生活環境
障害福祉施設立上げ応援事業
（障害福祉課）

平成26年度 6,000
　国庫補助制度により補助を受けて整備する障害福祉サービス事
業所に対し、国庫補助の対象とならない初度設備費について、県単
独で助成する。

富山県 生活環境 在宅重度障害者住宅改善費補助金交付事業（障害福祉課） 昭和49年度 13,500

　在宅の重度障害者のために、既存の住宅を改善し日常生活を容
易なものとすることを目的として、市町村が行う在宅重度障害者住
宅改善事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金
を交付する。

富山県 生活環境
公衆浴場衛生設備改善事業
（生活衛生課）

平成9年度
17,000
（一部）

　障害者等が一般公衆浴場を安全かつ快適に利用できるようにす
るため、一般公衆浴場業者が行うノンステップタイル、スロープ、手
すり等の設置やトイレの改造等に対し補助する。

富山県 生活環境
とやまのみちフレッシュアップ事業
（道路課）

平成11年度
180,000

うち歩道整備
55,000

　道路を使う側の視点に立ち、県民の意見を取り入れながら、既存
の道路にひと工夫加えることにより、県民がより安全、便利で快適
にとやまのみちを利用できるようにする事業の中で、側溝の蓋掛け
や支障物件（電柱）の移設、歩道の段差解消を行いユニバーサル
デザイン化を進めている。

富山県 生活環境
住みよい家づくり資金融資
（建築住宅課）

昭和57年度
351,747の一部

うち新規受付
分は60,000

　バリアフリー住宅に改良される方への融資。融資額は500万円以
内、融資利率は1.9％、融資期間は15年以内。（三世代同居・多子
同居世帯、県外からの定住世帯へは利率1.7％で融資。）

富山県 生活環境 交通信号機改良（交通規制課） 平成25年度 874 　歩車分離式信号機の整備（１か所）



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

富山県 生活環境 交通信号機改良（交通規制課） 平成25年度 850 　視覚障害者用付加装置の整備（１か所）

石川県 生活環境
バリアフリー社会推進事業
（厚生政策課）

平成11年度 958
　バリアフリー社会の推進に寄与した者の表彰、高齢者疑似体験の
設備器具の貸し出しを行う。

石川県 生活環境
自立支援型住宅リフォーム資金助成事業
（厚生政策課）

平成8年度 17,100
　重度身体障害者等が居住する住宅のリフォームに要する費用に
対する補助を行う。（事業実施主体の市町村に対する予算補助）

石川県 生活環境
バリアフリー施設整備促進融資事業
（厚生政策課）

平成10年度 658
　民間事業者が「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」に
基づく整備基準に従い、公益的施設に整備するために必要な資金
の貸付を行う。（貸付を行った金融機関に対する利子補給）

石川県 生活環境 公衆浴場施設改善事業費補助金（薬事衛生課） 平成12年度 200 　公衆浴場のバリアフリー化工事に対する補助を行う。

福井県 生活環境 障害者グループホーム・ケアホーム支援事業（障害福祉課） 平成15年度 375
  障害者のグループホーム等における初度備品等の購入に要する
経費を助成

福井県 生活環境 福祉のまちづくり推進協議会設置事業（障害福祉課） 平成8年度 210
　福祉のまちづくり推進協議会を附属機関として設置し、福祉のま
ちづくりの推進に関する事項について審議する（審議委員　14名）

福井県 生活環境 鉄道駅エレベーター整備事業 平成21年度 93,008
　鉄道駅における段差の解消等のバリアフリー整備を行う鉄道事業
者に対して補助する。

福井県 生活環境 重度身体障害者住宅改造助成事業（障害福祉課） 昭和58年度 11,550
　重度身体障害者の家庭生活を容易にすることを目的とした住宅改
造経費の一部を助成（市町が支給し県が1/2を助成）補助率　8／10
（上限80万円）



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

福井県 生活環境 障害者自立支援協議会運営事業（障害福祉課） 平成18年度 373
　県域全体の充実した相談支援体制や障害福祉サービスのあり方
等を協議する。

山梨県 生活環境 介助用自動車購入等の助成（障害福祉課） 平成　９年度 4,402
　車いす等を使用する在宅の重度身体障害者等の介助用自動車
購入費・改造費を助成

山梨県 生活環境 福祉タクシーシステム事業(障害福祉課） 平成　４年度 13,630
　重度心身障害者等のタクシー利用料金及び民間旅客輸送会社の
リフトつき車両購入費に対する補助

山梨県 生活環境 心身障害者自動車燃料費の助成（障害福祉課） 昭和４９年度 68,382 　心身障害者が使用する自家用自動車燃料費の一部を助成

山梨県 生活環境 公営住宅のグループホーム事業への活用（建築住宅課） 平成　１４年度 0
　公営住宅を本来対象者の入居を阻害しない範囲でグループホー
ム事業に活用

山梨県 生活環境 鉄道駅バリアフリー化推進事業費補助金（障害福祉課） 平成１２年度 5,224 　維持管理経費に対して補助

長野県 生活環境
自然探勝会事業
（自然保護課）

昭和54年度 600
　身体に障害のある人が、自然を観察し、自然に親しむことにより
心身の健康を増進し、自然に対する理解を深めることを目的とす
る。

岐阜県 生活環境 福祉のまちづくり推進事業（地域福祉国保課） 平成9年度 500

　多機能トイレや駐車場等における共用できるきめ細かな配慮の在
り方などについて調査・研究するとともに障がい者や高齢者等すべ
ての人が外出しやすいよう、バリアフリー情報をまとめた電子版福
祉ガイドマップ「おでかけタウンマップ」により情報提供を行う。

岐阜県 生活環境 福祉バス（リフトバス）運行事業（地域福祉国保課） 昭和61年度 2,827

　障がい（児）者、介助を要する高齢者が気軽に外出し、各種の行
事等に参加する機会を提供することを通して、社会参加の促進及び
自立の支援を図るため、県所有の福祉バス「ながら号」の運行管理
を行う。
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平成26年度

予算額(千円)
概　　要

静岡県 生活環境
人にやさしいまちづくり普及啓発事業（健康福祉部地域福祉
課）

平成13年度 368 　適合証の交付及び条例適合施設の情報提供

愛知県 生活環境 人にやさしい街づくり推進指導費（住宅計画課） 平成7年度 2,112

　「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の規定に基づき、施
設の整備促進を図るための施策等を実施する。
　・人にやさしい街づくり地域セミナー
　・人にやさしい街づくり賞

三重県 生活環境
ＵＤのまちづくり推進事業
（地域福祉課）

平成11年度 310
　ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく協議会、庁
内推進本部の開催などにより、条例の総合的な推進を図る。

三重県 生活環境
ＵＤのネットワークづくり推進事業
（地域福祉課）

平成24年度 1,048
　ユニバーサルデザインの意識づくりを進めるため、学校出前授業
に取り組むとともに、さまざまな主体をつなぐネットワークづくりを推
進する。

三重県 生活環境
三重おもいやり駐車場利用証制度展開事業
（地域福祉課）

平成24年度 3,022
　歩行が困難な方を支援するため、「三重おもいやり駐車場利用証
制度」を運用し、さまざまな主体と連携して制度の定着に向けた普
及啓発活動を実施する。

三重県 生活環境
ＵＤのまちづくり整備推進事業
（地域福祉課）

平成11年度 689
　誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるため、マニュアルの公開等
を通じ、条例に基づく整備基準等の周知、徹底を図る。

三重県 生活環境
地域公共交通バリア解消促進事業
（地域福祉課）

平成24年度 108,223
　誰もが安全で円滑に移動できるまちづくりを進めるため、事業者
が行う駅舎のバリアフリー化等に対し支援する。

滋賀県 生活環境
公益的施設等整備資金貸付利子補給補助金事業
（建築課）

平成７年度 16,616

　事業者が行う公益的施設等の新築または既存建築物の整備改
善に要する資金の貸付および利子補給補助金事業を行うことによ
り、円滑な施設整備を進め、高齢者、障害者等の利便向上と行動
範囲の拡大を図る。

滋賀県 生活環境
やさしく歩きやすい道づくり
（道路課）

平成１６年度 133,651
　歩行者の安全確保や障害者の社会参加を支援するため歩道の
平坦性の確保や、幅の広い歩道の整備等を行う。
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平成26年度

予算額(千円)
概　　要

滋賀県 生活環境

自治振興交付金
【在宅重度障害者住宅改造助成事業】
（障害福祉課）
（市町振興課）

平成14年度
既決予算内

（交付金全体額
530,000千円）

　市町が行う重度障害者住宅改造助成事業に対して助成する。

滋賀県 生活環境

自治振興交付金
【身体障害者自動車利用支援事業】
（障害福祉課）
（市町振興課）

平成16年度
既決予算内

（交付金全体額
530,000千円）

　市町が行う身体障害者自動車利用支援事業に対して助成する。

滋賀県 生活環境
世界にひとつの宝物づくり事業
（モノづくり振興課）

平成１８年度 6,700
　県立陶芸の森が、地元陶芸家やボランティア、学校などと協働し
て、子どもや障害者に「土」という素材を用いてものをつくることの喜
びや感動を体感できる創作体験プログラムを提供する。

滋賀県 生活環境
鉄軌道関連施設整備事業
（交通政策課）

平成２年度 231,704
　鉄道駅における高齢者や障害者等の移動の円滑化および安全性
の向上を図るため、エレベーターや多機能トイレ等の設置を行う市
町に対して支援する。

滋賀県 生活環境
福祉のまちづくり推進事業
（健康福祉政策課）

平成６年度 1,133
平成25年5月1日からは滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制
度を開始し、高齢者や障害者等の移動の円滑化へ向け取り組みを
進めている。

京都府 生活環境
福祉のまちづくり推進事業（普及・啓発）
（福祉・援護課）

平成7年度 473
府民や事業者の福祉のまちづくりへの理解を深めるため、様々な
啓発活動を行う。

京都府 生活環境
パーキングパーミット推進事業
（福祉・援護課）

平成23年度 500
　障害者、高齢者や妊産婦が施設を利用する際に乗り降りしやすい
場所に駐車スペースを確保し、利用スペースの表示や利用証の発
行を行うことにより、障害者等に優しい街づくりを推進する。

京都府 生活環境 住宅改良資金融資事業　　　　　　　　　　　　　（住宅課） 昭和46年度 4,682
　バリアフリー化等、一定の要件を満たす住宅リフォームに対し、低
利融資を行う。

大阪府 生活環境 交通安全施設整備事業（交通道路室道路環境課） 平成5年度 1,164,919 　歩道の段差改善や有効幅員の確保等を実施する
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大阪府 生活環境
重度障がい者等住宅改造助成事業（障がい福祉室地域生
活支援課）

平成7年度 39,766
　重度障がい者等が、住み慣れた地域で、自立し、安心して生活が
できるよう日常生活の基礎となる住宅の改善を促進し、生活の利便
性を図る

大阪府 生活環境 大阪あんしん賃貸支援事業（居住企画課） 平成18年度 －

  府内の民間賃貸住宅に入居を希望する障がい者、高齢者、外国
人、子育て世帯(以下「障がい者等」という。)が円滑に入居できるよ
う、府、市町村、宅地建物取引業団体等が連携して、障がい者等の
入居を拒まない民間賃貸住宅の登録及びこれら情報の提供を行
う。

大阪府 生活環境
府有施設及び市町村有施設のバリアフリー情報を大阪府
ホームページで発信（建築企画課）

平成22年度 －

　高齢者や障がい者等、利用者の立場に立ち、各施設を「使いやす
く、探しやすく、選びやすく」するための取り組みとして、府有施設及
び市町村有施設のバリアフリー情報やアクセス情報を大阪府の
ホームページで発信する。

兵庫県 生活環境
人生80年いきいき住宅助成事業（住宅改造・特別型、増改
築・特別型）
（都市政策課）

平成7年度 319,800

　障害者、要介護・要支援認定者等の居住する住宅を身体の状況
に応じて改造又は増改築する世帯に市町とともに補助し、人にやさ
しい住まいづくりを推進する。
　なお、高齢者等の将来的な備えとして行う住宅改造・一般型及び
マンションの共用部分をバリアフリー化する共同住宅(分譲)共用型
は、社会資本整備総合交付金の交付を受けて実施。

兵庫県 生活環境
福祉のまちづくりアドバイザーによる特定施設の点検・助言
（チェック＆アドバイス）
（都市政策課）

平成23年度 1,587

　利用者の立場での視点、建築・福祉に関する専門的な視点から、
特定施設について点検・助言を実施している。
　助言を適切に反映して改善を行った施設を「ひょうご県民ユニ
バーサル施設」として認定している。

兵庫県 生活環境
グループホーム利用者家賃負担軽減事業
（障害福祉課）

平成19年度 86,010
グループホーム入居者を対象に、10,000円/月を超える家賃の1/2
（上限15,000円）を助成する。

兵庫県 生活環境
グループホーム新規開設サポート事業
（障害福祉課）

平成26年度 4,100
グループホーム開設時の初度備品や開設に伴う諸経費を補助し、
障害者の地域移行を進める。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

奈良県 生活環境
鉄道駅バリアフリー整備事業
（地域交通課）

平成8年度 22,890
鉄道駅における段差の解消等のバリアフリー整備を実施する鉄道
事業者に対して補助を行う。

奈良県 生活環境
奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業
（地域交通課）

平成24年度 6,263

奈良県基幹公共交通ネットワーク計画に位置づけられた路線の運
行の用に供するノンステップバスの導入にかかる減価償却費補助
※予算額は、全体事業費のうち、車両購入費補助にかかる事業費
のみを記載

奈良県 生活環境
安心して暮らせる地域公共交通確保事業
（地域交通課）

平成23年度 12,049
市町村等が運行するコミュニティバス等の効率的な運行の実施を
目的として、運行効率化調査検討及び運行効率化計画等に基づく
バリアフリー対応の車両購入等の利用環境整備の事業に対し補助

奈良県 生活環境
住みよい福祉のまちづくり推進事業
（建築課）

平成6年度 71

障害者・高齢者等をはじめとする全ての県民が自らの意志で自由
に行動し、安全で快適に生活できる地域社会の実現を目指し、「奈
良県住みよい福祉のまちづくり条例」等に適合した建築物の福祉整
備を推進する。

奈良県 生活環境
県営住宅における優先枠の確保
（住宅課）

昭和62年 - 県営住宅の空き家募集の際、障害のある人向けの優先枠の確保

奈良県 生活環境
ファックス110番・メール110番　　　　　　　　　　　　　　　　（通
信指令課）

ファックス：平成
元年

メール：平成14
年

-

聴覚、音声機能又は言語機能に障害のある方が、ファックス、携帯
電話の電子メール機能及びパソコンのインターネット機能を利用し
て110番通報を行えるよう、ファックス受信機及び専用パソコンを警
察本部通信指令課に設置し、障害のある方からの緊急通報への迅
速かつ的確な対応を図る。

和歌山県 生活環境
福祉のまちづくり施設アドバイザー派遣事業
（建築住宅課）

平成９年度 544
　既存の公共的施設（民間）、住宅のバリアフリー化を促進し、高齢
者、障害者の使いやすい施設とするため、（一社）和歌山県建築士
会と協力し、施設改善のアドバイザーを派遣する。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

和歌山県 生活環境
「わかやま・福祉のまちづくりマップ」情報提供事業等
（建築住宅課）

平成９年度 506

　障害者、高齢者、子どもを連れた親等、行動に一定の制約がある
人に対し、必要な情報を継続的にインターネットを通じ提供し、ハー
ド面の福祉のまちづくりの成果を周知することによって、実際に活動
ができる福祉のまちづくりを推進する。

和歌山県 生活環境
観光施設整備補助事業
（観光交流課）

平成１７年度 15,000
　観光客ニーズの変化や高齢者や障害者など全ての人々が容易に
観光できる観光施設整備を行う。（公衆トイレを除く)

和歌山県 生活環境
観光トイレ整備事業
（観光交流課）

平成２５年度 836,857
  本県を訪れるすべての観光客が快適に使用できるよう公衆トイレ
を整備する

島根県 生活環境
学校施設バリアフリー化事業
（教育施設課）

平成１２年度 40,000
　障がいを持つ人などがより広く教育を受けることができるようにバ
リアフリー化をすすめ教育環境の充実を図る

岡山県 生活環境 心のバリアフリー支援事業（障害福祉課） 平成13年度 267

高齢者や障害のある人等への理解を深めるため、市町村や地域住
民が取り組む車いす・アイマスク体験会や高齢者疑似体験等の開
催に対して、助言や資機材の提供等の支援を行い、県内全域での
体験事業の実施等を推進する。

岡山県 生活環境
「岡山県福祉のまちづくり条例」に基づく助言・指導（障害福
祉課・建築指導課）

平成13年度 -
高齢者や障害のある人等が利用しやすい施設整備を促進するた
め、岡山県福祉のまちづくり条例に基づく届出等により、整備基準
に適合するよう助言・指導を行う。

岡山県 生活環境 バリアフリー相談事業（障害福祉課） 平成12年度 105

利用者参加によるバリアフリー施設整備の促進を図るため、県事業
を対象に、施設の整備計画・設計段階から高齢者や障害のある人
等の意見を聴くバリアフリー相談検討会を開催するとともに、これま
で養成したバリアフリーアドバイザーの資質向上を図る。

岡山県 生活環境 ノンステップバスの導入促進事業（障害福祉課） 平成12年度 -
障害のある人が、安全かつ身体的負担の少ない方法で、公共交通
機関を利用して移動できるよう、超低床ノンステップ路線バスの導
入・運行を促進する。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

岡山県 生活環境 エスコートゾーンの設置（警察本部交通規制課） 平成15年度 4,140
音響式交通信号付加装置が整備された信号交差点の横断歩道に
点字ブロック様の横断帯を設置し、視覚障害のある人が安全かつ
安心して横断できるように支援する。

岡山県 生活環境 福祉移送支援事業（障害福祉課） 平成16年度 384

移動制約者・ＮＰＯ・タクシー事業者等で構成する県福祉有償運送
運営協議会において、福祉移送の促進について検討するとともに、
事業者のネットワーク形成を一層支援し、ＮＰＯの特性を活かしなが
ら、移動制約者の外出ニーズに応じた福祉移送サービスの提供を
図る。

岡山県 生活環境
ほっとパーキングおかやま利用証制度の運用（障害福祉
課）

平成22年度 1,071

身体障害者等用駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その
対象者に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結んだ施設に
駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優
先して利用できるよう、身体障害者等用駐車場の適正利用を図る。

岡山県 生活環境 ユニバーサルデザイン推進事業（くらし安全安心課） 平成15年度 2,892

　出前講座、県民室展示、メルマガなどの事業により、ＵＤのの普及
啓発に取り組む。また、ＮＰＯと協働し、セミナーやＵＤ体験等を組み
込んだ多彩なワークショップの実施により、ＵＤの学びの場と機会を
提供する。

広島県 生活環境
福祉のまちづくり整備融資事業
（土木局　建築課）

平成８年度 0
　福祉のまちづくり条例に基づき，適用施設について整備基準に適
合させるための工事費の一部をその業者に対し，県が低利融資す
る。

広島県 生活環境
ユニバーサルデザインひろしま推進事業
（総務局　経営企画チーム）

平成１３年度 -
　ユニバーサルデザインの考え方の浸透を図るため，普及啓発活
動を行う。

山口県 生活環境
ユニバーサルデザイン推進事業
（厚政課）

平成19年
212

(単県部分の
み)

　県民、事業者等の協働による各分野におけるユニバーサルデザ
インへの視点に立った取組の促進を図るため、ユニバーサルデザ
インに配慮した取組・アイデアの表彰など、普及啓発や広報を行う。

山口県 生活環境
バス活性化対策事業
（交通政策課）

平成3年度 8,550
　障害者等にも利用しやすいバス輸送サービスの向上を図るため、
バス事業者等のノンステップバス導入に係る経費を助成する。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

徳島県 生活環境
ユニバーサルデザインによるまちづくり推進事業
（地域福祉課）

平成19年度 444
　ユニバーサルデザインの先駆的・モデル的な取組を行った事業
主，個人・団体を表彰し，ユニバーサルデザインによるまちづくりの
推進を図る。

徳島県 生活環境
ユニバーサルデザインによるまちづくり整備モデル資金貸
付事業
　（地域福祉課）

平成19年度 －
　民間の公共的建築物の改善に対し，金融面で支援し，障がいの
有無，年齢，性別等にかかわらず多様な人々の利用に配慮したユ
ニバーサルデザインによるまちづくりを促進する。

徳島県 生活環境
パーキングパーミット交付事業
（地域福祉課）

平成21年度 872
　歩行困難者である障がい者等へ身体障がい者等用駐車場利用
証(パーキングパーミット)を交付し，事業所の協力を得て駐車しやす
い環境づくりを行う。

徳島県 生活環境
重度身体障がい者住宅改造費助成金
（障がい福祉課）

昭和63年度 2,000
　重度身体障がい者の住宅改造に要する費用を助成する。
　負担割合：県，市町村，本人　各３分の１

徳島県 生活環境
障がい者交流プラザ管理運営費
（障がい福祉課）

平成18年度 168,720
　障がい者の自立と社会参加の促進に向けた活動と交流の拠点で
ある県立障がい者交流プラザを管理運営する。

徳島県 生活環境
交通安全対策事業
（道路整備課）

平成３年度 53,000
　高齢者、障害者等交通弱者が安心して通行できる道路歩行空間
を確保するため、歩道の整備・段差の解消等を実施する。

香川県 生活環境
バリアのないやさしいまちづくり推進事業（施設のバリアフ
リー化支援事業）
（健康福祉総務課）

平成8年度 3,567
　福祉のまちづくり条例の適正な執行により、障害者・高齢者をはじ
めとしたすべての人に配慮した施設となるよう「施設のバリアフリー
化」を推進する。

香川県 生活環境
バリアのないやさしいまちづくり推進事業（かがわ思いやり
駐車場制度運営事業）
（健康福祉総務課）

平成23年度 4,259
障害者や要介護状態の高齢者、けが人、妊産婦等、移動に配慮が
必要な者に対し利用証を交付することにより、障害者等用駐車場の
利用対象者を明確にし、その適正利用を図る。

香川県 生活環境
県民生活関連投資事業
（道路課）

平成14年度 20,000 　歩道、自歩道の段差解消



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

香川県 生活環境
重度障害者住宅改造事業
（障害福祉課）

平成8年度 538
　重度身体障害者の日常生活を容易にし、自立促進を図るため、
住宅改造に要する経費を助成する事業を行なう市町（中核市を除
く。）に対して補助を行なう。

香川県 生活環境
全国障害者スポーツ大会派遣事業
（障害福祉課）

平成13年度 7,617 　第13回全国障害者スポーツ大会へ香川県選手団を派遣する。

愛媛県 生活環境
パーキングパーミット制度推進事業
（障害福祉課）

平成２２年度 －
　歩行困難者である障害者等へ身体障害者等用駐車場利用証
（パーキングパーミット）を交付し、事業所等の協力を得ながら、歩
行困難者の方々に配慮した福祉社会づくりを推進する。

高知県 生活環境
ひとにやさしいまちづくり推進事業
（障害保健福祉課）

平成19年度 334

　障害のある方が観光で来高された際に必要となる移動サポートや
コミュニケーション支援などソフト面の対応ができるよう、サービス提
供者の情報提供を行うとともに、観光従事者等に対して車イス介助
やコミュニケーション支援の基礎的な研修を行い、観光受入れ態勢
の整備を図る。

高知県 生活環境
タウンモビリティ推進事業補助金
（障害保健福祉課）

平成25年度 197

　障害のある人や高齢の方を含め誰もが安心して出掛けられる街
づくりのため、移動に不自由を感じている方を対象に、車いすの貸
出しやボランティアの付添い等のサポートを行う団体に対し運営費
を助成する。

高知県 生活環境
安全安心まちづくり推進事業
（県民生活・男女共同参画課）

平成19年度 2,951

　県民一人ひとりの防犯意識を高めながら、地域住民の連携によっ
て地域の安全は地域で守る取組を進めるとともに、犯罪の起きにく
い環境を整備することにより、県民や本県を訪れる人すべてが犯罪
の被害に遭わずに安全で安心して暮らすことのできる地域社会の
実現を目指す。
　高齢者、障害者等防犯上特に配慮を要する者の安全を確保する
ために必要な情報提供等を行う。

高知県 生活環境
中小企業金融対策事業
（経営支援課）

平成9年度 2,786
　事業用施設のバリアフリー化を図る企業や、福祉関連事業を営む
企業に対して行う融資について、保証料を補給することにより、企
業の負担を軽減する。

高知県 生活環境
在宅障害者支援事業費補助金
（障害保健福祉課）

平成19年度 3,300
　身体障害児・者を含む世帯において、障害者等が居住する住宅を
当該障害者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れた
ものに改修・改築する。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

福岡県 生活環境
福岡住みよか事業
（高齢者支援課）

平成７年度 25,000
　在宅の要支援もしくは要介護の高齢者、障害者又はこれらと同居
し、もしくは同居しようとする者の世帯に対し、当該高齢者又は障害
者に配慮した住宅に改造するための資金を助成する。

福岡県 生活環境
福岡県まちづくり専門家派遣事業
（都市計画課）

平成１３年度 489

  県内において良好なまちなみの形成やまちづくり等を行おうとする
地域住民団体等に対し、まちづくり専門家を派遣することにより、住
民の自主的なまちづくり活動を支援し、うるおいと活力あのある地
域生活空間の整備に資する

福岡県 生活環境
障害者や公共交通機関の安全、快適な歩行・通行空間を阻
害する違法駐車に対する取締り活動等
（警察本部交通指導課）

- -

　 障害者や公共交通機関の安全、快適な歩行・通行空間を確保す
るため、歩道上（点字ブロック上）や横断歩道上、バス停付近などに
おける危険・迷惑性の高い違法駐車に重点を置いた取締り活動を
推進する。

福岡県 生活環境
人にやさしい歩行空間整備事業
（県土整備部道路維持課）

平成13年度 210,000

高齢者や障害者をはじめ全ての人々の移動に際して、身体的負担
の軽減や利便性・安全性を向上するために、幅広歩道の整備や、
既設歩道の段差・勾配の改善等を行い、歩行空間のバリアフリー化
を実施する。

福岡県 生活環境
福祉のまちづくり推進事業
(福祉労働部障害者福祉課)

平成7年度 1,886

　高齢者、障害者をはじめすべての県民が様々な分野の活動に自
らの意思で参加できるような環境づくり(福祉のまちづくり）推進す
る。平成１０年３月に「福岡県福祉のまちづくり条例」を制定し、平成
１０年４月から施行している。

佐賀県 生活環境
福祉のまちづくり推進事業
（ユニバーサルデザイン推進グループ）

平成１１年度 9,318 　福祉のまちづくりを推進するための条例施行事務。

佐賀県 生活環境
ユニバーサルデザイン推進事業
（ユニバーサルデザイン推進グループ）

平成１８年度 684
　年齢や能力等にかかわらず、誰もが暮らしやすい社会づくりに向
けて、総合的なユニバーサルデザインの取組を県民総参加で推
進。

佐賀県 生活環境
ユニバーサルデザイン推進サポーター養成事業(ユニバー
サルデザイン推進グループ)

平成２６年度 2,937
　誰もが安心して暮らしやすい社会を創出していくため、県民自らが
参加し、県のユニバーサルデザインの取組を推進するボランティア
制度。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

佐賀県 生活環境
歩道段差のスロープ化
（道路課）

平成１９年度 376,272

・交差点部等、歩道への乗入部において、高齢者や車いすの乗入
を考慮し、従来タイプ（２㎝の段差）からスロープ形状の縁石への変
更及び視覚障害が歩道の境界を識別するための視覚障害者誘導
ブロックの設置
・歩道の劣化、樹根の影響等により生じた段差解消のための舗装
補修

長崎県 生活環境
県営住宅維持管理費
（住宅課）

－ －

　障害のある人の県営住宅への優先入居及び手すりの設置や段差
の解消等、障害のある人等の利用に配慮した住宅や共同住宅にお
いて、道路から各戸の玄関まで車いす等で通行可能な住宅が増加
するよう推進します。

長崎県 生活環境
公園緑地等維持管理費
（都市計画課）

－ －
　障害のある方が有料施設を利用する場合に、減免措置を実施す
る。

長崎県 生活環境
都市公園事業
（都市計画課）

－ － 　県が整備する公園等において、バリアフリー化を推進する。

長崎県 生活環境
自然公園総合整備事業
（自然環境課）

平成１９年度 21,732
　県が整備する県有公園施設において、バリアフリー化を推進す
る。

長崎県 生活環境
身障者用駐車場利用証事業
（福祉保健課）

平成１９年度 294

　公共的施設等の身障者用駐車場について、歩行困難な利用対象
者（身体障害者・高齢者・妊産婦等）に身障者用駐車場利用証を交
付し、利用できる方を明確にすることで、身障者用駐車場の適正利
用を図る。

熊本県 生活環境
やさしさと夢あるまちづくり支援事業（ユニバーサルデザイン
建築推進事業）
（建築課）

平成１４年度 3,750

　建物におけるユニバーサルデザイン（ＵＤ）の取組みを進めるため
ＵＤによる民間建築物の整備に対して補助を行いその普及啓発を
図る。

熊本県 生活環境
やさしさと夢あるまちづくり支援事業（やさしいまちづくり建築
物推進事業）
（建築課）

平成７年度 1,317

　バリアフリー法の特定建築物に対する事前協議における指導・助
言を行う他、「ユニバーサルデザイン建築ガイドライン（平成１４年度
作成）」及び「既存建築物のユニバーサルデザイン評価マニュアル
（平成１５年度作成）」を活用すると共に、（熊本県）やさしいまちづく
り条例に基づき、誰もが使いやすい建築物の普及を推進する。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

熊本県 生活環境
やさしい道づくり事業
（道路保全課）

平成７年度 -

　少子高齢化社会の進展に伴い、高齢者や障がい者の円滑な移動
支援を目的とし、歩道の新設や既設歩道の段差解消、拡幅など、
道路のユニバーサルデザインに基づいた、すべての人にやさしく安
全な歩道の整備を実施する。

熊本県 生活環境
障がい者住宅改造助成事業
（障がい者支援課）

平成８年度 7,182
　重度の身体障がい児（者）及び知的障がい児（者）がいる世帯に
対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、在宅での自立
支援、寝たきり防止、介護者の負担軽減を図る。

熊本県 生活環境
ＵＤやさしいまちづくり普及啓発事業
（健康福祉政策課）

平成６年度 9,053

　障がい者用駐車場の適正利用を促進するため「ハートフルパス制
度」を実施するとともに、県民や事業者の“ＵＤ”や“やさしいまちづく
り”に対する理解を促進するための広報啓発、情報提供や研修支
援事業等を行う。

熊本県 生活環境
福祉有償運送連絡会議運営事業
（健康福祉政策課）

平成１５年度 140
　熊本県福祉有償運送連絡会議の主宰等により、県内運営協議会
の運営の円滑化及び福祉有償運送の普及促進を図る。

大分県 生活環境
在宅重度障がい者住宅改造助成事業
（福祉保健部障害福祉課）

昭和５８年度 4,910 重度障がい者（児）の住む住宅を改造する経費に対して助成する

大分県 生活環境
県立社会福祉施設整備事業
（福祉保健部障害福祉課）

不明 4,563 　県立の障がい者福祉施設等の整備及び改修を行う。

大分県 生活環境
身体障害者福祉センター費
（福祉保健部障害福祉課）

昭和６１年度 49,816
身体障がい者に対し生活相談に応じるとともに、機能回復訓練、ス
ポーツの指導、教養の向上その他身体障がい者の福祉の増進に
関する業務を行う。

大分県 生活環境
共生のまち整備事業
（土木建築部建設政策課）

平成12年度 80,000

　高齢者、障がい者、子どもなど全ての県民が自立していきいきと
生活し、人と人との交流が深まる共生型の地域社会を実現するた
め、社会活動への参加を妨げる行動面での障壁を取り除くことを目
的に、県が管理する既存の公共施設（歩道や建築物等）のバリアフ
リー化を推進する



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

宮崎県 生活環境
ユニバーサルデザイン普及啓発事業
（総合政策課）

平成２０年度 725

　ユニバーサルデザインの認知度、理解度を高めるため、小中学生
から一般県民を対象としたアイデアコンクールを実施し、優秀作品
の知事表彰を行うとともに、県内の観光施設等を対象としたＵＤ取
組調査を実施する。

宮崎県 生活環境
県営住宅の優先入居
（当選倍率優遇）
（建築住宅課）

平成10年度～ -
　県営住宅に入居申込を行う障害者世帯に対し、当選倍率を上げ
る優遇措置を実施。

宮崎県 生活環境 人にやさしい公営住宅整備拡充事業（建築住宅課） 平成24年度～ 14,500
　市町村が行う障がい者世帯や高齢者世帯向けの公営住宅の建
設等に対しその費用の一部を補助する。

宮崎県 生活環境
　交通安全施設整備事業（信号灯器のＬＥＤ化）
（交通規制課）

平成２６年度 90,000

　宮崎県地域経済活性化・雇用創出臨時基金を活用し、信号灯器
５０基を、従来の電球式からＬＥＤ式灯器に更新することにより、信
号灯火の視認性を高め、障がい者が安全に、安心して自動車を運
転できるようにする。

宮崎県 生活環境
　交通安全施設整備事業（大型標識補修）
（交通規制課）

平成２６年度 286,000
　宮崎県地域経済活性化・雇用創出臨時基金を活用し、老朽化に
より輝度が低下した大型標識２７６本を建替えることにより、障がい
者が安全に、安心して自動車を運転できるようにする。

宮崎県 生活環境
　交通安全施設整備事業（ゾーン３０）
（交通規制課）

平成２４年度 9,100

　ゾーン３０とは、市街地等の生活道路において、障がい者を含む
歩行者等の安全な通行を確保するため、区域を指定して、 高速
度３０キロの区域規制を行うとともに、物理的デバイス設置等の対
策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図
るものである。
　今年度、県単独予算により、県内で１６箇所を整備する。（補助金
により整備する２箇所を含めると、平成26年度は１８箇所を整備す
る。）
　なお、予算額の９１０万円は、概算である。

宮崎県 生活環境
障がい者・高齢者住宅改造等助成事業
（障害福祉課、長寿介護課）

平成7年度 24,000
　障がい者及び高齢者の自立支援及び介護者の負担軽減を図るた
め、住宅改造に要する経費を助成する事業を行う市町村（中核市を
除く）に対して補助を行う。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

宮崎県 生活環境
人にやさしい福祉のまちづくり事業
（障害福祉課）

平成13年度 964

　障がい者や高齢者をはじめすべての人々が、住み慣れた地域で
安心して快適に生活を営むと共に、様々な社会生活に積極的に参
加できる社会を実現するために「人にやさしい福祉のまちづくり」に
関する啓発・広報等を行い、その推進を図る。

宮崎県 生活環境
障がい者等用駐車場利用証制度
（障害福祉課）

平成23年度 1,552

　身体障害者用駐車場をはじめ施設出入口近くの駐車場の利用に
ついて、障がい者などの歩行困難者に利用証を交付し、身体障害
者用駐車場の適正利用等を図ることにより、障がい者等の福祉の
向上と福祉のまちづくりを推進する。

宮崎県 生活環境
県単都市公園事業
（都市計画課）

平成２６年度 563
　県立青島亜熱帯植物園のトイレの改修に伴い、オストメイト対応
のトイレを一基設置する。

鹿児島県 生活環境 福祉のまちづくり推進事業（障害福祉課） 平成９年度 5,096
　事業者，県民等への福祉のまちづくりに関する広報・啓発を実施
すること等により，福祉のまちづくりを推進する。

鹿児島県 生活環境 人にやさしい道づくり事業（道路維持課） 平成13年度 118,000
　高齢者や障害者を含むすべての人々が，安全かつ安心して通行
できるよう歩行環境の整備を図るため，既に設置された歩道等につ
いて段差・勾配等の改善を行う。

鹿児島県 生活環境 高齢者等交通安全対策事業（交通企画課） 平成元年 18,544 　交通安全指導専門員による交通安全教育の実施。

鹿児島県 生活環境
「はいかい老人SOSネットワークシステム」事業（生活安全企
画課）

平成10年度 -

　認知症高齢者，知的障害者等による徘徊事案に迅速かつ的確に
対応するため，警察署等がこれらの事案を受理した場合に，関係機
関に情報を流して，地域ぐるみで該当高齢者等の発見保護活動を
行い，保護後のアフターケアを行う。

鹿児島県 生活環境 ①メール110番②ファックス110番事業（地域課）
①平成15年度
②平成２年度

-
　聴覚・言語機能障害者等からの緊急通報手段として，ファックス
110番，メール110番を運用している。



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

沖縄県 生活環境
　障害者や高齢者にやさしいまちづくりの促進
（障害福祉課）

平成10年度 1,865

　福祉のまちづくり条例を推進するため、審議会等の開催や県政広
報媒体の活用等による啓発を行う。また、障害者や高齢者の社会
活動等を促進する取組みを行っている団体や個人を福祉のまちづ
くり推進功労者として表彰することで、福祉のまちづくりの周知広報
を図る。

札幌市 生活環境 身体障がい者地域生活体験事業（障がい福祉課） 平成21年度 196
施設入所中や自宅で家族と同居中の身体障がい者が、自立意欲
の促進及び自活能力の向上を図るため、施設や自宅以外の場所
に宿泊し、地域生活を体験した場合に要した費用の補助をする。

仙台市 生活環境
重度心身障害児(者)住宅改造事業
（障害者支援課）

平成6年度 3,604
　重度障害者の住宅改造等に要する費用の一部を補助する
（ただし、介護保険または日常生活用具給付事業が優先する）

仙台市 生活環境
交通施設バリアフリー化設備整備費補助
（公共交通推進課）

平成10年度 49,000
　鉄道事業者が行う駅におけるバリアフリー化設備整備事業に要す
る経費の一部を補助する

仙台市 生活環境
低床バス車両等導入事業補助
（公共交通推進課）

平成14年度 51,300
　路線バス事業者が低床バス車両等を導入するために要する経費
の一部を補助する

仙台市 生活環境 市営住宅抽選における優遇措置（市営住宅課） 平成10年度 -
　心身障害者世帯に対し、市営住宅抽選の際、抽選玉を増やす優
遇措置を取っている

さいたま市 生活環境
重度身体障害者（児）居宅改善整備費補助事業
（障害福祉課）

平成13年度 4,200
　肢体不自由者・児が生活し易いよう住居の一部を改善する場合の
経費を補助する

さいたま市 生活環境
福祉のまちづくり推進事業
（福祉総務課）

平成15年度 6,533
　福祉のまちづくり推進協議会の運営及びモデル地区における福
祉のまちづくりを実践する。また、車いす使用者駐車施設の青色塗
装を実施し、適正利用の啓発を図る。

さいたま市 生活環境
交通バリアフリー推進事業
（交通政策課）

平成16年度 3,000
　「さいたま市バリアフリー基本構想(平成25年度改定)」に基づく各
特定事業等の進行管理を行う。また、バリアフリー整備の進捗に応
じて実施する「まちあるき勉強会」を行う



指定都市名 分野名 事　業　名 開始年度
平成26年度

予算額(千円)
概　　要

さいたま市 生活環境
ノンステップバス導入促進事業
（交通政策課）

平成15年度 42,670
　路線バスのバリアフリー化を推進し、高齢者や障害者及び子育て
世代等のバス利用の利便性の向上を図るために、路線バス事業者
が行うノンステップバスの導入に対し補助を行う

さいたま市 生活環境
さいたま市入居支援制度
（住宅課）

平成13年度 -
　家賃の支払い能力があることを前提に、民間賃貸住宅の情報提
供等を行い、民間賃貸住宅への入居を支援する
　対象：障害者世帯、高齢者世帯、ひとり親世帯など

千葉市 生活環境
重度心身障害者住宅改造費助成事業
（障害者自立支援課）

平成６年度 9,988
　在宅の重度の心身障害者世帯に、障害にあった浴室・トイレ・台
所等の住環境の改造に関する経費の一部を助成する。

横浜市 生活環境
タクシー事業者福祉車両導入促進事業
（健康福祉局障害福祉課）

平成24年度 4,080
　車椅子のまま乗車可能なユニバーサルデザインタクシー車両購
入費用の一部をタクシー事業者に助成する。

横浜市 生活環境
福祉のまちづくり条例推進事業
（健康福祉局福祉保健課）

平成9年度 5,036
　横浜市福祉のまちづくり条例に基づく普及啓発
　市民、事業者、市の三者連携による福祉のまちづくりの推進

横浜市 生活環境
鉄道駅舎エレベーター等設置事業
（健康福祉局福祉保健課）

平成2年度 5,978
　鉄道事業者等に対して、市内の駅におけるエレベーター、多目的
トイレの設置に係る事業費の一部を補助

横浜市 生活環境
高齢者・障害者等に配慮した路線バス整備事業
（健康福祉局福祉保健課）

平成10年度 20,980
　市内に営業所を持つ民営バス事業者に対して、ノンステップバス
導入に係る経費の一部を補助

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 2,500
　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 151,814
　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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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、 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10年度 5,700
　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

新潟市 生活環境
障がい者住宅整備資金貸付
(障がい福祉課）

昭和５４年度 44,579
　障がい者または障がい者と同居する家族に対し，障がい者の居
住環境を改善するため，障がい者の専用居室等の新築，増改築，
または，改造のための資金の貸付を行う。

新潟市 生活環境
災害時要援護者対策事業
(防災課）

平成１８年度 4,049

　災害時要援護者申請・登録制度に基づき作成した要援護者名簿
や，避難誘導資機材を地域に提供するとともに，中学生を対象とし
た防災講習会を開催するなど，地域で共に助け合う要援護者避難
支援体制の強化を図る。

新潟市 生活環境
浸水想定区域及び土砂災害危険警戒区域に存する要援護
者施設への情報伝達(危機対策課）

平成２１年度 223
　浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に存する要援護者施設に
対して、避難勧告等の緊急を要する災害関連情報をFAX又はＥメー
ルにより自動的に伝達する。

静岡市 生活環境
重度身体障害者住宅改造費補助金
（障害者福祉課）

平成７年度 2,685
 在宅の重度身体障がい者が住み慣れた住宅を利用しやすいよう
に改造するための費用の一部を助成する。
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静岡市 生活環境
放置自転車対策の推進
（交通政策課）

平成２年度 74,666
　放置自転車等の撤去等の対策により、都市環境を良好に維持し、
歩行空間の確保を図る。

静岡市 生活環境
超低床ノンステップバスの導入拡大
（交通政策課）

平成１０年度 4,000
　交通事業者への支援を実施し、超低床ノンステップバスを導入し
て、公共交通のバリアフリー化の促進を図る。

静岡市 生活環境
清水駅周辺地区バリアフリー基本構想の推進
(清水駅周辺整備課）

平成23年度 - 　重点整備地区のバリアフリー化の推進

静岡市 生活環境
草薙駅周辺地区バリアフリー基本構想の推進
(清水駅周辺整備課）

平成24年度 - 　重点整備地区のバリアフリー化の推進

静岡市 生活環境
バリアフリー新法における建築物の整備の推進
（建築総務課）

平成21年度 -
　静岡市公共建築整備指針に基づき、庁内施設管理課向けのバリ
アフリー整備等説明会の開催。

静岡市 生活環境
福祉のまちづくりの推進
（福祉総務課）

平成７年度 385

・福祉のまちづくり条例に係わる業務
・ユニバーサルデザインやバリアフリーの推進・啓発
・バリアフリーマップの提供
・福祉教育の推進など
・上記事業の推進（実施）の為のホームページの運営（H22年度～）

浜松市 生活環境
重度身体障害者住宅改造費助成事業
（障害保健福祉課）

平成12年度 8,500
　重度の下肢・体幹及び視覚障がい者の日常生活の不便を解消す
るために、浴室・トイレ等の住宅設備を改造した場合に費用の一部
を助成する。

名古屋市 生活環境
福祉都市環境整備指針
(障害企画課)

平成3年度 -
　福祉的観点からのまちづくりの基本理念、福祉のまちづくりの方
策、公共的建築物、道路、公園、公共交通機関等の整備する際の
技術的基準を示す。（平成15年2月全面改訂）
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名古屋市 生活環境
福祉都市環境整備の啓発
(障害企画課)

平成4年度 6
　福祉環境整備の進んだ公共的建築物に対し、標示板を交付し、
出入口近くに掲示してもらうとともに、市のホームページ等にて当該
施設を紹介する。

大阪市 生活環境
障がい者グループホーム設備整備助成事業（福祉局障がい
者施策部障がい支援課）

平成11年度 55,773
障がい者グループホームを新規に設置する場合に設置及び設備整
備にかかる経費等の一部を補助する。

大阪市 生活環境
ひとにやさしいまちづくり推進事業（福祉局障がい者施策部
障がい福祉課）

平成5年度 684
　障がいのある方や高齢者をはじめすべての市民が安全で快適に
活動できるよう「ひとにやさしいまちづくり」に取り組む

堺市 生活環境
障害者グループホーム等整備促進事業補助
（障害者支援課）

平成２１年度 68,940

　国庫補助採択となった創設事業に対する整備の加算、自己所有
物件・賃貸物件に関わらず、グループホーム等を新規開設する事
業所に対する初度設備の補助、賃貸物件について、グループホー
ム等の新規開設時に要する初期費用（敷金・礼金等）を補助し、グ
ループホーム等の整備促進を図る。

広島市 生活環境
障害者等が交通用具として使う自転車の利用促進制度（道
路交通局自転車都市づくり推進課）

平成２０年度 －
　障害者の自立した日常生活や社会活動を支援するため、一定の
障害を持つ方が自ら交通用具として使う自転車（原動機付き自転車
を含む）について、放置自転車の撤去の対象から除外する。

熊本市 生活環境
公園整備事業
（公園課）

平成26年度 35,300
　公園整備・改修の際にバリアフリーに対応したトイレを整備する。
（浜口公園・十三公園・武蔵ヶ丘西公園・池田二丁目東公園・高平
年神公園）

熊本市 生活環境
携帯メール119番
（消防局）

平成15年度 90
　耳や言葉が不自由な方を対象とした携帯電話メール（Eメール）で
の119番通報システム

熊本市 生活環境
FAX119番
（消防局）

平成21年度 － 　音声での通報が困難な時にFAXで119番通報ができるシステム
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