
〔保健福祉部 社会福祉課 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

（ 単 位 ： 千円 ）

03010107 避難行動要支援者支援事業 175

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 769 486 △ 283

国庫支出金

769 486 △ 283

県支出金

地方債

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 9,082 9,624 542

国庫支出金

県支出金 13 13

地方債

民生委員推薦会補助金

その他 9,611 9,611

一般財源 9,069 △ 9,069

ふるさと納税

　援助を必要とする市民に対して，相談や助言，援助等に当たる民生委員児童委員の活動を支援する。委員の活
動により社会福祉の増進に努め，社会奉仕の精神をもって市民が安心して暮らせるまちづくりを推進する。

　民生委員児童委員（94名）が属する市内3地区（中央・北・南）の民生委員児童委員協議会に対して助成を
行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

民生委員児童委員の活動の延べ日数 日 12,619 12,478 11,995 13,300

民生委員児童委員の相談述べ件数 件 1,663 982 1,000 1,300

　民生委員児童委員が地域に根ざした活動を行うことにより，誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地
域福祉の増進を図ることでその成果が向上する。

　地域の福祉に関する対応においては，民生委員児童委員が相談・支援を行う役割が重要になっている。このた
め，定例会における勉強会や研修会を行うことにより，地域の課題対応に必要な委員の資質向上に努める。

　災害時に支援が必要な市民に対し，避難支援等関係者の協力を得て，安否確認や避難支援を速やかにできるよ
うにする。

その他

一般財源

03010106 民生委員児童委員活動支援事業 173
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

要援護者台帳登録者のうち登録情
報の情報提供承諾の割合

％ 78.60 82.60 80.60 83.00

％ 53.10 62.30 64.30 65.00
要援護者台帳登録者のうち自治会
等に情報を提供している方の割合

ふるさと納税

地域ケアシステム推進事業補助金

　対象の方1,405人（平成30年4月1日現在）を要支援者として把握し，全157自治会の内，対象者が居住する131
自治会の中から88自治会の協力を得て，支援体制の整備を図る。

　災害対策基本法の改正に基づく新たな制度により，避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある地域の体制
づくりを促進する。

03010108 社会福祉協議会補助事業 175

（実績） （目標値）

　避難行動要支援者の情報を適正に把握するために，災害時要援護者登録台帳管理システムの管理及び保守を行
うとともに，関係団体と連携して支援体制を確立した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 44,523 40,200 △ 4,323

国庫支出金

県支出金 375 375 0

地方債

その他 39,650 39,650

一般財源 44,148 175 △ 43,973

　社会福祉協議会の活動を支援することにより，市民の福祉ニーズに応えるとともに，民間組織の持つ自主性と
広く市民に支えられた公共性の二つの側面を活かした地域に密着した福祉活動を推進する。

　社会福祉協議会職員7名分，嘱託職員2名の人件費及び事務費等に対し補助金を交付した。また，社会福祉法第
109条で｢地域福祉推進の中核団体｣としての位置付けがあり，非常に公共性の高い事業を行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

社協全予算に対する補助率 ％ 35.90 40.20 39.50 46.80

　地域福祉活動計画の実現に向けて，市内6地区で地域の実情に応じた生活課題の解決のために取り組むこと
で，誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会の推進を図る。

　社会福祉協議会の活動を支援することにより，市民のニーズに適応した地域に密着した福祉活動を推進する。
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

福祉活動で住民同士の交流や助け
合いができていると思う市民の割合

％ 50.60 46.90 48.00 60.00

この1年間に地域福祉活動に参加し
た市民の割合

％ 23.60 21.90 23.00 30.00

03010209 福祉タクシー助成事業 181

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

03010113 地域福祉計画管理事業 177

地方債

事業費 2,296 2,705 409

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 2,296 2,705 409

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,856 7,326 5,470

国庫支出金

県支出金

その他 6,945 6,945 ふるさと納税

1,856 381 △ 1,475

　住み慣れた地域で，誰もが安心して暮らすことができるよう，市民が主役となって進める地域づくり，支え合
いづくりに取り組むために，市民の福祉活動を支援する。

　第２期地域福祉計画は，5か年計画として平成29年度にスタートした。この計画の基本理念を実現するため
に，各施策に数値目標を掲げて進行管理を効果的に行うため，執行計画表（市の役割，目指す姿，目標を達成す
るための取組内容，数値目標を記載）を作成した。
　地域福祉活動を推進するために，「第２期　守谷市地域福祉計画・守谷市地域福祉活動計画」の概要版を作成
し，各戸配布を行った。
　市内6地区の地域福祉活動を推進するために，引き続き，地域担当職員制度や地域福祉活動助成制度により支
援を行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

一般財源

　第２期地域福祉計画が着実に進めることで，地域福祉の推進とその目指す姿「同じ地域で暮らす市民が，お互
いに支え合うという意識が高まり，実践されること」が実現することで成果が向上する。

　第２期地域福祉計画が着実に進められるよう，執行計画表に基づき適正に計画の進行管理を実施する。
　引き続き，地域担当職員制度や地域福祉活動助成制度より，市内6地区の地域福祉活動を支援する。
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

地方債

　障がいのある方に対して，福祉サービスを提供する事業所に入所又は通所することや在宅生活での支援を行う
こと，補装具費や医療費を助成することにより，日常生活や社会生活を支援し，福祉の増進を図る。

（目標値）

申請者数 人

主な名称

事業費

03010213 障がい者自立支援給付事業 183

210 234 285 285

タクシー券の利用枚数 枚 2,809 2,920 3,644 3,644

ふるさと納税

障がい者自立支援給付費負担金　外

障がい者自立支援給付費負担金　外

　重度障がい者又は70歳以上で高齢者のみの非課税世帯に属する方に対して，医療機関への通院等に要するタク
シー料金の一部を助成することで，移動手段の補完と経済的負担の軽減を図る。

　医療機関への通院等に要するタクシー料金の初乗運賃相当額を助成した。
・人工透析を実施している方　年48枚（福祉タクシー券2冊）
・その他の方　年24枚（福祉タクシー券１冊）
（実績）重度障がい者100名（うち，人工透析者9名）に交付
　　　　ひとり暮らし等で非課税世帯の満70歳以上の高齢者185名に交付

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績）

　タクシー利用料金の一部（初乗り運賃相当分）を助成することにより，病院などに通える環境を補完すること
や経済的負担の軽減することで成果の向上を図る。

　対象の方への移動手段の補完と経済的負担の軽減のため継続していく必要がある。

国庫支出金 387,928 423,782 35,854

県支出金 194,029 213,350

（ 単 位 ： 千円 ）

857,728 79,862

平成28年度 平成29年度 差

777,866

19,320

その他 215,606 215,606

一般財源 195,909 4,990 △ 190,919

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき適切に事業を実施し
た。
　・補装具費給付事業：交付件数79件，修理件数43件
　・自立支援医療給付事業：育成医療支給認定件数13件　更生医療支給認定件数15件
　・障がい者介護給付事業：2,921件  （居宅介護，重度訪問介護同行援護，行動援護，
　　重度障がい者等包括支援，短期入所，療養介護，生活介護，施設入所支援）
　・障がい者訓練等給付事業：2,167件（自立訓練，就労移行支援，就労継続支援，共同生活援助）
　・障がい児通所支援事業：3,037件
　　（児童発達支援，医療型児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援）
　・計画相談支援給付費：計画相談支援723件，障がい児相談支援193件
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

03010214 障がい者地域生活支援事業 183

△ 175

地方債

その他

6,356

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 31,995 32,249 254

国庫支出金 8,936 8,586 △ 350

県支出金

6,401 7,379 8,927延べ利用者数 件

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい者（児）のサービス給付事業で
あり，利用者数の増加により成果が向上する。

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき継続して実施する事業である。

　在宅で生活する障がいのある方に市独自の福祉サービスの提供や日常生活用具の給付を行うことにより，日常
生活の便宜を図り，併せて自立の支援と家族の負担軽減を図り，地域において自立した日常生活及び社会生活を
送ることができるよう支援する。

4,468 4,293 障がい者地域生活支援事業補助金

障がい者地域生活支援事業補助金

障がい者サービスの様子 障がい児サービスの様子

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき，地域生活支援事業として，訪問入浴
サービス，障がい者日常生活用具給付事業，日中一時支援事業，移動支援事業，意思疎通支援事業，地域活動支
援センター事業を実施した。
・訪問入浴サービス事業：身体障がい者4名　延べ利用回数173回
・コミュニケーション支援事業：延べ150回
・地域活動支援センター事業：延べ2,048件　委託先（Ⅰ型）いなしきハートフルセンター　       　255件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Ⅲ型）特定非営利活動法人　なごみ　　　   1,668件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （基礎的事業）特定非営利活動法人　ウィズ柏 　125件
・障がい者日常生活用具給付扶助費（1,045件）
　介護・訓練支援用具3件　自立生活支援用具11件　在宅療養等支援用具10件　情報・意思疎通支援用具4件
　排泄管理支援用具1,009件　居宅生活動作補助用具8件
・日中一時支援事業：65名　延べ958回
・移動支援事業：42名　延べ569回
・手話奉仕員養成研修事業：17人

一般財源 18,591 19,370 779
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

03010219

　重度の身体障がい，知的障がい，精神障がいのある方が安定した生活を送れるよう，この方々に手当を支給
し，経済的負担の軽減を図る。

　特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき，精神又は身体に著しく重度の障がいを有する方に，手当を
支給した。
・特別障がい者手当　月額26,940円　対象者28名
・障がい児福祉手当　月額14,650円　対象者29名
・年4回払い（5月・8月・11月・2月）

指標名 単位

32 29 29

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

29

特別障がい者援護事業 183

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 13,679 13,575 △ 104

国庫支出金 10,119 10,033 △ 86 特別障がい者手当負担金

県支出金

地方債

その他

一般財源 3,560 3,542 △ 18

特別障がい者手当受給資格者数 人 29 28 28 28

　特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき対象者に手当を支給する事業であり，成果の動向は横ばいで
ある。

　特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき継続する事業である。

障がい児福祉手当支給受給資格児童数 人

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき利用申請者への給付事業であり，利用
者数の増加により成果が向上する。

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき市の要綱等を策定し継続して実施する
事業である。

（実績） （目標値）

4,960 4,960

平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

延べ利用件数 件 2,607 4,063

指標名 単位
平成26年度
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　在宅障がい児の保護者に手当を支給し，児童の介護に当たる保護者とその家族の精神的・身体的労苦に報い，
介護にあたる保護者の経済的支援を図る。

　守谷市在宅障害児福祉手当支給条例及び守谷市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則に基づき，20歳未満の在
宅障がい児の保護者を対象に手当を支給した。
・月額4,000円　対象者92名に対し，延べ959箇月分支給
・年2回払い（4月・10月）

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

03010220 在宅障がい児福祉手当支給事業 187

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 3,420 3,836 416

国庫支出金

県支出金 352 369 17

地方債

在宅障がい児福祉手当補助金

その他

一般財源 3,068 3,467 399

在宅障がい児福祉手当支給者数 人 83 82 92 92

　守谷市在宅障害児福祉手当支給条例及び守谷市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則に基づき，対象者に手当
を支給する事業であり，成果の動向は横ばいである。

　守谷市在宅障害児福祉手当支給条例及び守谷市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則に基づき事業を継続して
実施する事業である。

03010221 難病患者福祉手当支給事業 187

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 7,380 8,080 700

国庫支出金

一般財源 7,380 8,080 700

県支出金

地方債

その他

　手当を支給することにより，難病患者とその家族の労苦を見舞うとともに，その福祉の増進を図る。

　守谷市難病患者福祉手当支給要項に基づき，守谷市に6箇月以上住所を有する難病患者又は難病患者の保護者
に対し，手当を支給した。
・年額20,000円　対象者422名に対し支給
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

利用登録者数（年度末） 人 65 61 64 61

　当該施設の運営については，指定管理者を活用し，障がい福祉
サービスの向上や利用者の拡大を図るとともに，障がい者支援の
充実と，事業運営の効率化が図られている。

　指定管理者制度により障がい者福祉センターの効果的かつ効率
的な運営を継続して実施する事業である。

県支出金

地方債

事業費 25,261 31,387 6,126

　市内在住の障がいのある方に対して障がい福祉サービス及び障がい児通所支援を提供し，もって障がい者の福
祉の増進を図る。

　指定管理者により，障がい者福祉センターの効果的かつ効率的な管理を実施した。また，指定管理の期間が本
年度で満了するため，指定管理者の選定を実施した。老朽化のため，空調機の改修工事を実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

その他

一般財源 25,261 31,387 6,126

国庫支出金

03010223 障がい者福祉センター運営管理事業 187

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

（ 単 位 ： 千円 ）

　難病患者やその家族に日頃の労苦の見舞いと経済的な負担軽減を図るために支給している手当であり現状維持
とする。

受給者数 人 338 369

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　茨城県から指定難病特定医療費受給者証，小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害医療受
給者証の交付を受けた難病患者の世帯に対し，経済的負担の軽減が図られている。

404

（実績） （目標値）

難病患者数 人 440 452 422 422

404

守谷市障がい者福祉センター
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

4,488 5,210 722 障がい児通所支援事業費負担金

一般財源

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

03010801 臨時福祉給付金等事業 207

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 124,612 119,113 △ 5,499

03010224 こども療育教室通園指導事業 189

国庫支出金 115,977 109,201 △ 6,776

県支出金

臨時福祉給付金事業費補助金　外

地方債

その他

一般財源 8,635 9,912 1,277

　市内在住の発達に心配のある就学前の児童及び保護者で児童発達支援の利用を希望する方を対象として，親子
で通園してもらい，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活への適応訓練を行う。

その他

事業費 4,488 5,210 722

国庫支出金

県支出金

地方債

　発達に心配がある就学前の児童を対象にしており，対象の児童や
保護者の支援のため，引き続き事業を実施する。

　対象児への療育及び保護者支援を実施し，対象児や保護者が安心
して通園，通学できるよう関係各所と連携を図りながら実施するこ
とで成果が向上する。

【成果の動向】

　利用契約者数は101名，指導は年間延べ2,225回実施した。
　親子で通園することにより，児童の発達支援や保護者の子どもに対する意識の向上（障がいの受容，課題の把
握等）がみられた。また，相談業務の年間件数は912件あり，保護者のニーズなどに配慮しながら支援したこと
により，不安や悩みの軽減につながった。

利用登録者数 人 87 91 101 90

指標名 単位
平成26年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

平成28年度 平成29年度

こども療育教室
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

247

生活保護費負担金

生活保護費負担金（医療扶助費等分）　外

　生活保護法に基づき，生活に困窮する世帯に対し必要な保護を行い，憲法に保障された健康で文化的な最低限
度の生活を保障するとともに，その自立を助長する。

5,734 8,116 2,382

地方債

その他 生活保護法第６３条返還金　外

4.00保護率 ‰ 3.90

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 387,299 414,035 26,736

国庫支出金 307,321 296,872 △ 10,449

県支出金

　消費税の引き上げに伴い，所得の低い方々への負担の影響を鑑み，臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給
する。

　対象者6,751名中，5,872名の申請を受け付け，そのうち5,836名に対し，15,000円の給付金を支給した。総支
給額は87,540,000円となった。広報やＨＰに加え，市政情報モニターを活用することにより制度について広く周
知し，支給率向上に努めた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

104,540 33,458

平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

支給率（支給人数/対象者数） ％ 91.90 70.30 86.40

　事業の周知を図りながら給付事務を円滑に行い支給率の向上に努め，景気の底上げと低所得者への支援という
事業目的の達成に寄与する。

　本事業は国策による社会保障事業であり，軽減税率が導入されるまでの暫定的・臨時的な措置として実施する
ものであるため，今年度実施した臨時福祉給付金（経済対策分）で終了となる。

　今後も生活保護法に基づいた事業を実施した。その中で，被保護者の能力に応じた就労支援や生活指導等を行
い，被保護者の自立助長を図った。

3.70 3.60

　生活保護法に基づく事業であり，被保護者への支援や自立の助長のために継続する事業である。

　就労支援員の配置により，就労阻害要因のない被保護者に対し自立助長を図っているが，高齢者世帯の割合が
増加してているため，成果の動向は横ばいである。

自立世帯数（就労による） 世帯 5 3 7

3,162 4,507 1,345

03030201 生活保護事業

3

一般財源 71,082
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