
資料１

八戸市障がい福祉課

第３次八戸市障害者計画の実績報告について

（平成30年度実施分）



第３次八戸市障害者計画における施策の体系 

 

基 本 理 念  

障がいのある人もない人も互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の実現 

基本目標２ 社会参加の促進 

 

障がい者の社会参加の促進を図るため、

市民理解の促進や外出支援など、社会  

参加しやすい環境の整備を進めるととも

に、障がい者の就労支援の充実に取り組  

み、障がい者が社会参加しやすい環境づく

りがなされ、市民が障がいの有無に関  

わらず共に支え合う地域社会を目指しま

す。 

 

(1)社会参加しやすい環境の整備･･･････4p 

 

(2)就労支援の充実･･･････････････････6p 

 

(3)差別解消の推進･･･････････････････6p 

基本目標１ 障がい者福祉の充実 

 

障がいの特性に応じた福祉サービスの提

供や障がい者の自立に向けた生活支援な

ど、障がい者福祉の充実を図り、全ての障

がい者が住み慣れた地域で、必要な支援を

受けながら、日常生活を送ることができる

ことを目指します。 

 

(1)障がい福祉サービスの充実･････････1p 

 

(2)生活支援の充実･･･････････････････2p 

基本目標３ 各分野の施策との連携 

 

本市の第６次総合計画では、まちづくり

の基本方針として、①子育て・教育・市民

活動、②産業・雇用、③防災・防犯・環境、

④健康・福祉、⑤文化・スポーツ・観光、

⑥都市整備・公共交通の分野で、総合的に

取り組むべき基本的な政策を定めており、

これら各分野の政策との連携により、障が

いのある人もない人も互いに人格と個性を

尊重し合うまちづくりを目指します。 

 

(1)障がい者の支援に向けた施策の推進 

･･････8p 

(2)障がい者への配慮が必要な施策の推進 

･････20p 

 



【基本目標１】障がい者福祉の充実

（１）障がい福祉サービスの充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

1 訪問系サービス事業 ◇障がい者の地域における在宅生活を支
える「訪問系サービス」（居宅介護、重
度訪問介護、行動援護、同行援護、重度
障害者等包括支援）に係る費用を給付

市 障がい福祉課 ○利用者（訪問系サービス全体）　　301人／月 訪問系サービスについて、各事業所を通
じて利用者の希望に応じたサービスを提
供し、国の定める基準に従ってその一部
を負担するものであり、継続して支援を
行う。

2 日中活動系サービス事業 ◇通所によるサービスの提供により障が
い者の日常生活を支える「日中活動系
サービス」（生活介護、自立訓練、就労
移行支援、就労継続支援、療養介護、短
期入所）に係る費用を給付

市 障がい福祉課 ○生活介護　　　　　　　 　　686人／月
○自立訓練（機能訓練）  　　　 0人／月
○自立訓練（生活訓練）　　　　 5人／月
○自立訓練（宿泊型）　　  　　17人／月
○療養介護　　　　　　　　  　43人／月
○短期入所　　　　　　　　  　68人／月
○就労移行支援　　　　　　  　34人／月
○就労継続支援（Ａ型）　　　 236人／月
○就労継続支援（Ｂ型）　　 　719人／月

日中活動系サービスについて、各事業所
を通じて利用者の希望に応じたサービス
を提供し、国の定める基準に従ってその
一部を負担するものであり、継続して支
援を行う。

3 居住系サービス事業 ◇障がい者の住まい・夜間の生活を支え
る「居住系サービス」（共同生活援助、
施設入所支援）に係る費用を給付

市 障がい福祉課 ○共同生活援助　　　　301人／月
　（グループホーム）
○施設入所支援　　　　310人／月

居住系サービスについて、各事業所を通
じて利用者の希望に応じたサービスを提
供し、国の定める基準に従ってその一部
を負担するものであり、継続して支援を
行う。

4 自立支援給付事業 ◇障がい者の自立した社会生活を支援す
る「自立支援給付」（更生医療、育成医
療、サービス利用計画作成、地域移行支
援、地域定着支援、身体障害者(児)補装
具）に係る費用を給付

市 障がい福祉課 ○計画相談支援　　　　　　　　  405人／月
○障害児相談支援　　　　　　　　 79人／月
○更生医療給付　　　　　 延べ12,183件／年
○育成医療給付　 　　     　延べ279件／年
○身体障害者（児）補装具費　延べ695件／年

障害福祉サービス等の提供にあたり、相
談支援事業所等を通じて、総合的な支援
を行うためのサービス等利用計画等を作
成するため、国の定める基準に従ってそ
の費用の一部を負担するものであり、継
続して支援を行う。
自立支援医療費（更生・育成）、補装具
費は平成29年度同様、申請に対して適正
に給付することができた。令和元年度も
引き続き適正に実施する。

5 障害児通所支援給付等事業 ◇通所によるサービスの提供により、障
がい児の日常生活を支える障害児通所支
援に係る費用を給付
◇発達障害者を支援するためのケース会
議の開催及び相談窓口の設置

市 障がい福祉課 ○障害児通所支援サービス
　　・児童発達支援　　　　　 　 91人／月
　　・医療型児童発達支援　　　　25人／月
　　・放課後等デイサービス　　 355人／月
　　・保育所等訪問支援　　　   　2人／月
○発達障害者支援
　　・支援会議　 　 　3回

○障害児通所支援サービスについて、各
事業所を通じて利用者の希望に応じた
サービスを提供し、国の定める基準に
従ってその一部を負担するものであり、
継続して支援を行う。
○また、専門的な支援を必要とする発達
障害者について、関係者による支援会議
を開催する。

八戸市障害者計画　平成30年度実施状況
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

6 身体障害者手帳交付事業 ◇中核市への移行により、身体障害者手
帳に係る申請の受理から交付までの一連
の事務を実施

市 障がい福祉課 身体障害者手帳に係る申請書の受理、障害程度の審
査、手帳交付までの一連の事務を実施する。
（30年度末手帳台帳登載者数）　8,749件
（30年度新規交付件数）　584件

身体障害者手帳の交付に際しては、関係
法令等をはじめ、国（厚生労働省）が示
すガイドラインを基に市が定める障害程
度の認定基準に従い、適正に実施した。
令和元年度についても、引き続き関係法
令や認定基準等に沿って適正に処理を行
うように努める。

7 障害福祉サービス事業者指定
等事業

◇中核市への移行により、障害福祉サー
ビス事業者の指定・指導監査等を実施

市 障がい福祉課 ○指定事務
　　・新規指定　　11件
　　・更新　　　　55件
　　・廃止　　　　15件
○指導監査
　　・実地指導　 102事業所
　　・集団指導　 288事業所
※実地指導は、各障害福祉サービス事業所につき、概
ね3年に1度（障害者支援施設の場合は1年に1回）、集
団指導は全事業所を対象に、概ね年1回開催する。

中核市の事務として、障害福祉サービス
事業者等の指定及び指導監査等を実施し
た。
令和元年度も引き続き実施する。

（２）生活支援の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

8 障がい者相談支援事業 ◇専門の相談員による情報提供や助言、
福祉サービスの利用支援、権利擁護のた
めの必要な援助を提供

市 障がい福祉課 ○相談の内容としては、障害福祉サービスの情報提供
をはじめ、障がい者（児）やその家族の抱える困りご
と全般に関するもので、障がい者（児）の自立した生
活を支援するためのものである。
委託料は各事業所とも6,000,000円
延べ相談件数　12,496件
　（電話相談含む）

平成29年度と平成30年度は、障がい者
（児）やその家族の相談に対応するする
ため、専門的な職員を配置する市内の3
つの医療法人に相談業務を委託して実施
したが、令和元年度も同様に実施予定。

9 日常生活用具給付事業 ◇日常生活の便宜を図るため、介護・訓
練支援用具等を給付

市 障がい福祉課 重度身体障がい者（児）に対して、日常生活を容易に
するために生活用具を給付する。
（主な支給内容）
・ストーﾏ装具          　5,493件
・紙おむつ             　1,190件
・電気式たん吸引器        　18件
・視覚障がい者用拡大読書器　 5件
・その他　                  88件
                   合計　6,794件

重度身体障がい者（児）（難病患者等を
含む）に対して、適正に日常生活用具を
給付することができた。
令和元年度は、日常生活用具の見直しを
図り、より現状に即した給付が出来るよ
うに努める。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

10 権利擁護事業 ◇市長による成年後見の申立てへの支援
や申立て費用及び後見人への報酬費用を
助成
◇障害者虐待に関する普及啓発活動を推
進
◇虐待対策ケース会議を運営

市 障がい福祉課 ○成年後見市長申立件数　      7件
○虐待に関する困難ケース会議　0件

○平成29年度と平成30年度ともに、判断
能力が十分でない障がい者の財産管理な
どの権利を擁護するための成年後見制度
における市長申立事務を行ってきたが、
令和元年度も同様に実施。
○障がい者虐待に関する困難ケースの場
合には、市独自の対応として、専門家の
意見を聞いて対応することとしており、
今後も同様に対応する予定。

11 特別障害者手当給付等事業 ◇日常生活において常時特別な介護を要
する在宅の20歳以上の方に特別障害者手
当を給付
◇日常生活において常時介護を要する在
宅の20歳未満の方に障害児福祉手当を給
付

市 障がい福祉課 　在宅重度心身障害者に対し、その重度の障がいゆえ
に生ずる特別の負担の一助として手当を支給する。
支給状況　　　　　（延人数）
・特別障害者手当　　4,136 人
・障害児福祉手当　  2,136 人
・経過的福祉手当　　　 44 人
          　 合計    6,316人

平成29年度同様、適正に手当の支給が出
来た。
身体障害者手帳交付時の診断書をチェッ
クし、手当支給対象者となる方に案内漏
れがないように努める。

12 重度心身障害者医療費助成事
業

◇重度心身障がい者(児)に対し、病院等
で診療を受けた場合や薬局で調剤を受け
た場合の一部負担金を助成

市 障がい福祉課 重度心身障がい者(児)に対し、病院等で診療を受けた
場合や薬局で調剤を受けた場合の一部負担金を助成
・支給対象者　4,267人

重度心身障がい者（児）に対して、適正
に医療費の助成をすることができた。
令和元年度も継続して、助成を行ってい
く。

13 地域生活支援事業 ◇障がい者の地域生活を支援する「地域
生活支援事業」（障害支援区分の認定調
査・判定審査、地域活動支援センター、
移動支援、訪問入浴サービス、日中一時
支援サービス、代読・代筆支援員派遣
等）に係る事業を実施

市 障がい福祉課 ○認定調査701件、認定審査556件
○地域活動支援センター　　利用者152人
○移動支援　　　　　　　  利用者110人
○訪問入浴サービス　　　  利用者 22人
○日中一時支援サービス　  利用者187人
○代読・代筆支援員派遣　          1件

法定サービス以外に、国の「地域生活支
援事業」を活用して、障がい者の地域生
活を支援する各種サービス等を継続して
実施する。
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【基本目標２】社会参加の促進

（１）社会参加しやすい環境の整備

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

1 障害者バス特別乗車証支給事
業

◇６歳以上の障がい者に、市営バス及び
南部バスの市内全線で使用できるバス特
別乗車証を交付

市 障がい福祉課 障がい者の社会活動の促進及び生活圏の拡大（行動範
囲の拡大）を図るためにバス特別乗車証を交付する。
（交付状況）
・所得超過（2,000円）　　38人
・一般（1,000円）　　 3,587人
・生活保護（0円)  　　  771人
                合計　4,396人

障がい者に対して、適正にバス特別乗車
証を交付することができた。
令和元年度も継続して適正に交付する。

2 自動車運転免許取得・改造事
業

◇自動車運転免許取得及び自動車改造に
要した経費を助成

市 障がい福祉課 <自動車運転免許取得>
心身障がい者が就労等により自動車運転免許を取得し
た場合、その費用を助成　300,000円
<自動車改造>
身体障がい者が就労等で自動車を取得し、駆動装置等
を改造する場合、その費用を助成する。
○　件数　6件　600,000円

障がい者に対して、適正に自動車運転免
許取得・改造の費用を助成することがで
きた。
令和元年度も引き続き適正に助成してい
く。

3 研修会等開催・支援事業 ◇障がい者福祉合同研修会やＮＨＫハー
ト展（障がい者の詩と著名人の絵画を組
み合わせた展覧会）を開催
◇障がい者団体が開催するイベントへの
講師派遣

市 障がい福祉課 ○障がい者福祉合同研修会
（連携中枢都市圏連携事業）
　行政職員等対象研修会　　平成30年10月15日開催
　　　　　　　　　　　　　参加者 55人
　住民等対象講演会　　　　平成31年1月20日開催
　　　　　　　　　　　　　参加者284人
○NHKハート展
　開催期間：平成31年1月11日～17日（7日間）
　会場：八戸ポータルミュージアム はっち
　実績：来館者数14,874人
　　　　（うち、見学者数5,057人）

障がい者福祉合同研修会では、住民等対
象の講演会については、平成29年度は大
学教授、平成30年度は臨床心理士を講師
として招いて開催した。今後も引続き、
全国レベルの講師を招き、知識習得や資
質向上を図る。
また、NHKハート展に関して、平成30年
度は新たにポスターを作成・掲示して周
知を図ったが、平成29年度と同程度の入
込となった。令和元年度はポスター掲示
箇所を増設するなどして更に周知を強化
して、多くの市民が見学できるように努
める。

4 障がい者団体活動支援事業 ◇社会福祉団体が行う活動に対する補助
◇自閉症児（者）親の会が行う事業に対
する補助
◇八戸市手をつなぐ育成会が行う「愛の
輪レクリエーション」事業に対する補助

市 障がい福祉課 八戸市身体障害者団体連合会　     180,000円
八戸小鳩会　　　　　　　　　      37,000円
八戸病院ファミリーの会 　　 　    43,000円
八戸市肢体障害者福祉会　　       165,000円
八戸市視力障害者福祉会　　       170,000円
八戸市ろうあ協会　　　　　　     180,000円
むつぼし友の会　　　　　　 　     35,000円
                      合計       810,000円

八戸市自閉症児（者）親の会 　    100,000円
愛の輪レクリエーション事業補助金 200,000円

八戸市の障がい者団体やその活動に対し
て、適正に補助金を給付することができ
た。
令和元年度は、障がい者団体活動支援事
業の見直しを図り、より現状に即した給
付が出来るように努める。

八戸市障害者計画　平成30年度実施状況
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

5 手話通訳者・要約筆記者等派
遣事業

◇市内に在住する聴覚障がい者等が、手
話通訳又は要約筆記を必要とする場合
に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣

市 障がい福祉課 聴覚障がい者等が、公的機関を訪問する等手話通訳ま
たは要約筆記が必要になった場合、八戸市に登録され
ている手話通訳者・要約筆記者を派遣する。
【手話通訳】　　　　　　　　　【要約筆記】
・公的機関  　33件　　　　　　・公的機関　　0件
・医療機関　 145件　　　　　  ・医療機関　  1件
・教育　　　   4件　　　　　  ・教育　　　  0件
・労働　　　　44件　　　　　　・その他　　  0件
・その他　　　21件　　　　　　　　合計　　　1件
       合計　247件

聴覚障がい者等に対して、手話通訳者及
び要約筆記者を派遣することができた。
令和元年度は手話通訳者現任研修を開催
し、通訳活動の技術向上や情報共有をす
ることにより、柔軟な派遣対応ができる
よう努める。

6 手話通訳者設置事業 ◇市庁舎内・公的機関での手続事務や医
療機関受診時に手話通訳を実施

市 障がい福祉課 市庁舎内・公的機関での手続事務や医療機関受診時に
手話通訳を実施。
・庁舎内 　　　1,403件
・公的機関 　　　 37件
・医療機関 　 　 691件
・その他　　　 　123件
        合計   2,254件

聴覚障がい者等に対して、市庁舎内・公
的機関での手続事務や医療機関受診時に
手話通訳を実施することができた。
令和元年度は手話通訳士現任研修に参加
することにより、通訳活動の技術向上を
図り、柔軟な対応ができるよう努める。

7 手話通訳者等養成事業 ◇八戸市ろうあ協会への委託により手話
通訳者及び手話奉仕員養成事業を実施

市 障がい福祉課 手話通訳者及び手話奉仕員の養成講座を実施する。
【手話通訳者養成研修事業】
　　　期　 間　4/10～11/29
　　　場 　所　八戸市総合福祉会館
　　　受講者　17人　　修了者　11人
      委託料　2,539,458円
【手話奉仕員養成事業】
　　　期　間　  5/11～12/7
　　　場　所　  八戸市福祉公民館
　　　受講者　67人　　修了者　53人
  　　委託料　1,335,636円

手話通訳者及び手話奉仕員養成事業を実
施することができた。
令和元年度も継続して講座を開講するこ
とにより、より多くの手話通訳者及び手
話奉仕員の養成できるように努める。

8 重度心身障害者タクシー料金
助成等事業

◇障がい者の社会参加の促進を図るた
め、バス利用が困難な在宅重度心身障が
い者に対し、タクシー利用料金の一部を
助成

市 障がい福祉課 バス利用の困難な重度心身障害者の社会活動の促進及
び生活圏の拡大（行動範囲の拡大）を図るために利用
するタクシー又は移送サービスの料金の一部を助成す
る。

交付対象者：4,464人
（身体1級：3,716人、愛護A：748人）
交付者：1,059人
交付率：23.7％（交付者/交付対象者）
交付枚数：46,764枚
使用枚数：20,824枚

重度心身障がい者に対して、適正にタク
シー利用券を交付し、タクシー料金の助
成を行うことができた。
令和元年度は、タクシー料金助成等事業
の見直しを図り、より現状に即した助成
が出来るように努める。
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（２）就労支援の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

9 障がい者就労支援団体ネット
ワーク事業

◇障がい者の就労に関する情報の提供・
共有
◇意見交換等を行う会議及び市民を含め
た障がい者の就労支援のための研修会を
開催

市 障がい福祉課 ○ネットワーク会議　5回（関係団体等　55事業所）
○障がい者の就労に関する研修会（参加者91人）
　「雇用を始めるためのヒント～学校の立場から～」
※実施・運営にあたっては、八戸市社会福祉協議会に
委託（委託料349,920円）

平成29年度と平成30年度はそれぞれ関係
団体によるネットワーク会議と市民を対
象とした研修会を開催し、障がい者の就
労についての理解を深めてきたが、令和
元年度も同様に開催する予定。

10 障がい者就労サポーター養成
事業

◇障がい者雇用（予定）企業や就労支援
サービス事業所の関係者、市民等を対象
に、障がいや障がい者の就労に対する理
解を深めるための障がい者就労サポー
ター養成講座を開催

市 障がい福祉課 ○講義５回・実習（見学会）2回　計7回開催
　延べ194人参加
※実施・運営にあたっては、八戸市社会福祉協議会に
委託（委託料319,680円）

平成29年度と平成30年度は、就労支援
サービス事業所の関係者や市民を対象
に、障がいや障がい者に関する制度や現
状等についての講義等を行い、その理解
を深めてきたが、令和元年度も同様に行
う予定。

11 障がい者就労支援事業 ◇障害者就労施設からの調達拡大を図る
ため、障害者優先調達推進法パンフレッ
トを作成及び配布

市 障がい福祉課 ○パンフレットのデザイン及びレイアウトについて、
障がい者が就労している事業所に委託し、障がい者自
身に作成してもらった。
○そのデザイン等をもとに、市内の障害者就労施設の
作業内容等を掲載したパンフレット400部を作成（印
刷）して配布した。
【配布先】
　市内障害者就労施設、市公共施設の指定管理者、
　市及び社会福祉協議会の窓口への設置

平成29年度と平成30年度は、市内の各障
害者就労施設における作業内容等を周知
するためのパンフレットを作成し、配布
したが、令和元年度も同様に実施する。

（３）差別解消の推進

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

12 職員対応マニュアルの運用 ◇障害者差別解消法第10条に規定する対
応要領として、職員対応マニュアルを策
定
◇市の各部署において、不当な差別的取
扱いの防止と障がい者からの意思表明に
基づく合理的配慮の提供を実施
◇職員研修の実施

市 障がい福祉課 各課に配付済みの職員対応マニュアルを随時活用して
もらうよう折を見て呼びかけた。

「障害者差別解消法」施行に伴う職員対
応マニュアルに基づき、不当な差別的取
扱いの防止と障がい者からの意思表明に
基づく合理的配慮の提供を実施の周知を
図ることが出来た。令和元年度も引き続
き注意喚起していく。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

13 公共施設での障がい者差別の
解消

◇市職員の対応マニュアルをもとに、指
定管理者に対する研修を実施
◇指定管理者制度導入施設のモニタリン
グにおいて、評価項目に不当な差別的取
扱いの防止と障がい者からの意思表明に
基づく合理的配慮の提供を追加

市 障がい福祉課 指定管理者に障害者差別解消法の周知を図るため、包
括協定書に規定できないか、担当課（行政管理課）と
相談し、令和元年度の更新時の包括協定書に「障がい
者への配慮」の項目を入れてもらった。
（障がい者への配慮）
第25条　乙は、管理業務の実施に当たっては、『「障
害者差別解消法」施行に伴う職員対応マニュアル』に
準じ、次のとおり障がい者へ配慮するものとする。
⑴  障がい者に対し、正当な理由がないにも関わら
ず、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の
提供の拒否、場所・時間帯等の制限、また、障がい者
でない者に対しては付さない条件を付けることなど、
障がいを理由とした不当な差別的取扱いによって、障
がい者の権利利益を侵害しないこと。
⑵  個々の場面において、障がい者から現に社会的障
壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場
合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい
者の社会的障壁の除去について、合理的配慮を適切に
行うこと。

令和元年度更新時の包括協定書に「障が
い者への配慮」の項目を入れてもらっ
た。今後の包括協定書には必ず入れても
らうこととした。

14 障がい者差別に関する相談へ
の対応

◇関係機関等との連携により、適切に対
応

市 障がい福祉課 相談実績無し 平成30年度は特に相談はなかったが、継
続して関係機関等との連携により、適切
に対応する。

15 障害者差別解消のための啓発
活動

◇法の趣旨等が広く周知されるための広
報や啓発活動の実施
◇障がい者団体や医療機関及び教育機関
と連携した啓発活動の実施
◇市民や事業者を対象とした研修会の開
催
◇チラシや啓発グッズの配布

市 障がい福祉課 ・広報はちのへ12月号特集記事掲載
・社会福祉主事資格認定講習会（平成30年7月5日）、
社会福祉基礎実習Ⅱ（平成30年8月20日）、八戸人権
擁護委員研修会（平成30年9月28日）において説明
し、周知を図った。
・啓発用パンフレット300部を購入し、研修会で活用
した。

平成30年度は初めて広報特集記事を掲
載、また、人権擁護委員会からも依頼が
あり具体的事例を交えながら説明し、周
知を図った。今後も機会を捉えて、継続
して市民への啓発を実施していく。

16 【再掲】研修会等開催・支援
事業

◇障がい者福祉合同研修会やＮＨＫハー
ト展を開催
◇障がい者団体が開催するイベントへの
講師派遣

市 障がい福祉課 基本目標2（1）社会参加しやすい環境の整備　№3
参照
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【基本目標３】各分野の施策との連携

（１）障がい者の支援に向けた施策の推進

　①保健・医療の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

1 救急医療体制整備事業 ◇医療機関・救急患者搬送機関等と連携
し、初期救急から重篤・重症な救急患者
まで、症状等に応じた救急医療を確保

市 総合保健セン
ター推進室

医療機関・救急患者搬送機関等と連携し、初期救急か
ら重篤・重症な救急患者まで、症状等に応じた救急医
療の確保を図る。
〔実施事業〕
○第１次救急
　休日夜間急病診療所運営事業（継続）16,736名利用
　在宅当番医制運営事業（継続）1,263名利用
　休日在宅歯科当番医制運営事業（継続）578名利用
　県救急医療情報システム運営事業（継続）
　休日夜間当番薬局事業費補助（新規）
○第２次救急：病院群輪番制運営事業（継続）6,503
名利用
○第３次救急：救命救急センター運営事業（継続）
19,516名利用

平成30年度については、予定どおり実施
した。令和元年度についても、引き続
き、同様の内容で実施予定。

2 ドクターカー運行事業 ◇医師を乗せて救急現場に直行する「ド
クターカー」を八戸市立市民病院に配備

八戸圏域
連携中枢
都市圏構
成市町村

総合保健セン
ター推進室

ドクターカー運行（継続）
八戸市立市民病院にドクターカーを配備・運行した。
平成30年度出動件数　1,558件

平成30年度については、予定どおり実施
した。令和元年度についても、引き続
き、同様の内容で実施予定。

3 ＡＥＤ普及促進事業 ◇ボランティア団体等との協働によりＡ
ＥＤ講習会を開催
◇ＡＥＤ設置施設の情報提供

市・ボラ
ンティア
団体

総合保健セン
ター推進室

①八戸市立市民病院、ボランティア団体との協働によ
るAED講習会の開催（継続）２回開催、61名参加
②AED設置施設・事業所に係る情報提供〔AEDマップ〕
（継続）
③市所管施設へのAED設置（継続）216台
④AED本体貸出・講習用機器の貸出（継続）
　本体：７団体、講習用：29団体・96台

平成30年度については、予定どおり実施
した。令和元年度についても、引き続
き、同様の内容で実施予定。

4 看護師等修学資金貸与事業 ◇市内の看護師等養成施設に在学の者に
対して、修学に必要な資金を貸与

市 総合保健セン
ター推進室

市内における看護師等養成施設に在学の者に対し、修
学に必要な資金を貸与する。
修学資金の貸与を受けた者が、免許取得後、市内の医
療施設等で勤務した場合、期間に応じて修学資金の返
還免除する。13名貸与

平成30年度については、予定どおり実施
した。令和元年度についても、引き続
き、同様の内容で実施予定。

八戸市障害者計画　平成30年度実施状況
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

5 こころの健康づくり事業 ◇講演会の開催や各種広報媒体を活用し
て、こころの健康づくりに関する普及啓
発を推進
◇電話相談窓口の設置や新生児訪問時の
産婦からの健康相談の実施
◇保健師による健康相談（随時）

市 健康づくり推進
課

◇世界自殺予防週間、自殺対策強化月間に庁内でキャ
ンペーンを実施。リーフレット・グッズの配布や広報
はちのへでの特集記事の掲載、懸垂幕の設置、自殺予
防講演会の開催。
◇保健師による健康相談（月～金）、電話による健康
相談（月～金）、新生児訪問/乳児家庭全戸訪問
◇産後うつスクリーニングの実施（エジンバラ産後う
つ病質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票を使用）

こころの健康に関する正しい知識の普及
啓発や相談機関の周知、こころのケアに
ついて母子・成人領域ともに継続して実
施している。今後も事業を継続し、自殺
予防・うつ病の予防、早期発見に努め
る。

6 母子健康診査事業 ◇妊婦と乳幼児の健康の保持増進を推進
するため、妊婦健康診査や妊婦歯科健康
診査、乳児健康診査、先天性股関節脱臼
検診等を実施

市 健康づくり推進
課

　妊婦と乳幼児の健康の保持増進を推進するため、以
下の健康診査を実施。
　妊婦：妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査
　乳児：乳児健康診査、先天性股関節脱臼検診
　幼児：1歳6か月児健康診査
　　　　3歳児健康診査
　　　　精神発達精密健康診査

妊婦と乳幼児の健康の保持増進を推進す
るため母子健康診査を実施し、平成30年
度から乳児健康診査の回数を2回から3回
に拡充し、母子健康診査事業の充実を
図っている。

　②地域福祉・高齢者支援の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

7 福祉意識の高揚のための出前
講座

◇地域での講習会（車椅子操作体験や高
齢者擬似体験など）を開催

市・社会
福祉協議
会

福祉政策課 【市】
市内中学校からの依頼を受け、「総合的な学習（地域
学習）」において、「地域の福祉」について説明。
平成30年度実績：
　実施回数　1回

【市社会福祉協議会】
八戸市内の学校及び関係機関から要請を受け、高齢者
疑似体験や点字体験講習等を実施した。
平成30年度実績：
　実施回数　19回、参加人数　1,006人

今後も、福祉意識の高揚を図るため、要
請に応じて出前講座を実施する。
また、企業や地域からの依頼が少ないた
め、社会福祉協議会への必要な支援を行
いながら、なお一層の周知に努める。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

8 心のバリアフリー推進事業 ◇地域住民に対し、八戸市社会福祉協議
会と連携して体験型の講習会を開催
◇広報はちのへに意識啓発を図る特集記
事を掲載

市 福祉政策課 広報はちのへ2月号に心のバリアフリーに関する特集
記事を掲載した。

平成30年10月1日　ボランティアフェスティバル2018
で体験コーナーを設置（車椅子操作、高齢者疑似体
験）する予定であったが、台風のためやむを得ず中止
した。

バリアフリーに対する考えを広め、市民
の意識啓発を行うため、広報活動を行う
とともに、引き続き、毎年開催されてい
るボランティアフェスティバルに参加
し、車椅子操作体験や高齢者疑似体験を
通して心のバリアフリーへの理解の促進
を図る。

9 ほのぼのコミュニティ21推進
事業

◇「ほのぼの交流協力員」による高齢者
や障がい者等の自宅訪問を実施
◇関係者間の連携を深める連絡会や、見
守り活動に関する研修会を開催

市・社会
福祉協議
会

福祉政策課 ①ほのぼの交流協力員による訪問活動
②見守り活動連絡会の開催
③見守り活動研修会の開催
④地域住民への見守り活動にかかる普及啓発
⑤見守り活動推進サポーターの設置

Ｈ30年度実績
実施地区：23地区　訪問対象世帯：1690世帯
協力員：848人・260グループ（年度末現在）
全協力員の年間活動日数　延べ6,000日以上

これまで、地域の協力員による見守り活
動により、地域住民が互いに支えあう体
制の構築が進められたほか、情報交換会
や連絡会、研修会の開催により見守り機
能の強化が図られた。また、協力員以外
の一般住民に地域での見守り活動へ理解
を深めていただくようチラシを作成・配
布により普及啓発が行われた。
その結果、訪問対象者の地域からの孤立
化防止や課題発見の一助ともなっている
ため、今後も市内全地区を対象とした活
動にすべく、地域社会福祉協議会とも連
携しながら事業の推進を図る。

10 地域の安心・安全見守り活動
推進事業(高齢者・障がい者
等)

◇宅配業者、タクシー会社、新聞販売店
等と「地域の安心・安全見守り協定」を
締結し、事業者が業務上把握した地域住
民の状況についての情報提供を受け、必
要な対応につなげる体制を構築

市・関係
事業者

福祉政策課 ①事業者との協定締結（継続）
Ｈ30年度実績：
協定締結事業者 32事業者（新規１事業者）
事業者からの通報件数 40件
②広報はちのへ等を活用した新たな関連事業者への協
力呼びかけ（継続）
③広報はちのへ等による事業の周知（継続）
④協定締結団体との意見交換会の開催（継続）

前年度に引き続き、新規で１事業者との
協定を締結することができた。
引き続き当事業を広報し、協力事業者を
募り、地域の見守り体制の充実を図る。

11 福祉有償運送事業 ◇乗車定員11人未満の自家用自動車を用
いて、会員登録をした身体障がい者等移
動制約者の運送を実施

NPO法人
等

都市政策課 NPO等によるボランティア輸送としての有償運送によ
り、移動制約者の移動手段を確保する。
平成30年度　登録期間満了に伴う更新登録申請並びに
新規登録申請の協議にかかる協議会開催3回
①H30.5.1（3団体の更新登録協議）
②H30.7.18（1団体の更新登録協議）
③H31.3.25（1団体の更新登録協議）

登録期間が概ね3年となっていることか
ら、更新登録の事務手続きが失念となり
運送事業に支障がないよう確認するとと
もに、登録された事業所の運送事業がガ
イドブックに沿って行なわれるよう見守
り、必要に応じて助言を行う。
四半期毎の実績報告において実績がない
場合等は必要性を確認し、適切な運送を
確保する。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

12 八戸市成年後見センター事業 ◇権利擁護に関する総合相談を実施
◇市民後見人の養成及び支援、市民後見
人監督人に対する支援
◇啓発・研修事業を推進

市 高齢福祉課 成年後見センターに以下の事業を委託し、実施。
①権利擁護総合相談
　年齢や障がいの有無を問わず、ワンストップで専門
職員が成年後見制度等に関する相談に対応。
②市民後見人推進【★拡充（連携事業化）】
　市民後見人フォローアップ研修、相談対応、バック
アップ体制の検討、関係機関の連絡調整などを行っ
た。
③研修・啓発【★拡充（連携事業化）】
　パンフレットの配布と市民向け講座を圏域共同で実
施。
④関係機関と協働による広報、後見人支援等を実現す
るため、地域連携ネットワークを立ち上げ会議を2回
実施。

平成28年度からの事業開始により利便性
の向上、成年後見制度の担い手の確保
（市民後見人の養成等）を実現すること
ができた。
圏域との取組みを推進するため、市民後
見人養成研修を共同で実施。

13 地域包括支援センター運営事
業

◇高齢者人口の増加や社会情勢の変化に
伴い、高齢者虐待などの対応が困難な
ケースや、一人暮らしの認知症高齢者に
関する相談などが増加している。このよ
うなことから、地域包括支援センターの
体制を整備し、適切なセンターの運営を
行う。
（事業概要修正）

市 高齢福祉課 平成30年4月より、市内12日常生活圏域に委託型の地
域包括支援センターである高齢者支援センターを設置
し、介護予防支援事業や包括的支援事業を実施。市は
基幹型センターとして委託型センターを統括し、指
導・助言等の後方支援を実施。
【介護予防支援事業】
　○介護予防把握事業（実態把握）　3,109件
　○介護予防普及啓発事業（介護予防教室）　363回
　○地域介護予防活動支援事業（ボランティアの育
成・活用）　250回
【包括的支援事業】
　○総合相談支援（一般・困難・虐待）　7,483件
　○地域ケア個別会議 52回、圏域ケア推進会議 13回
　○介護予防ケアマネジメント事例学習会　24回

平成30年度は、前年度までの市直営によ
る地域包括支援センターサブセンターの
設置体制から、12日常生活圏域全てに外
部委託による委託型地域包括支援セン
ター「高齢者支援センター」を設置し、
地域包括ケアシステムの構築に向けて体
制の強化を図ることができた。
令和元年度は、高齢者支援センターの事
業評価等を通じて、相互に人員体制及び
業務の状況把握に努め、一層のセンター
機能の強化を図っていく。

14 緊急通報装置貸与事業 ◇市民税非課税のひとり暮らし高齢者の
自宅に緊急通報装置を貸与

市 高齢福祉課 新規取付者を増やすため各関係機関と連携し周知を広
く図った。
設置台数：170台（平成31年3月31日現在）
平成30年度取付台数：77台
平成30年度取外台数：9台

平成30年度は高齢者バス特別乗車証更新
手続き書類に同封し周知したことにより
取付け者が大幅に増加した。令和元年度
も広く周知を行い、高齢者等が在宅で安
心して暮らせる体制の強化を図ってい
く。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対30比較・令和元年度への対策等

15 はり・きゅう・あんま・マッ
サージ施術費助成費用

◇はり・きゅう・あんま・マッサージ施
術費の一部を助成

市 高齢福祉課 高齢者等（70歳以上の高齢者・身体障害者手帳及び愛
護手帳の交付を受けている65歳以上の方）へ、一人に
つき年間9枚の鍼・灸・あんまマッサージ施術費助成
券を交付。（1枚につき800円を助成する。）

交付枚数及び使用枚数は減少ものの使用
率は増加した。1枚も使用しなかった人
がいることから使用率向上について検討
していく。

16 高齢者バス特別乗車証支給事
業

◇70歳以上の高齢者を対象に、１年間利
用可能なバス特別乗車証を交付

市 高齢福祉課 70歳以上の高齢者を対象に、1年間利用可能なバス特
別乗車証を交付。
一般（4,000円）　　13,888人
所得超過（8,000円）　 280人
生保（0円）　　　　　 788人
            合計　 14,956人

利用者数は前年度より増加している。
広報での告知や高齢者が参加するイベン
ト等でチラシを配布するなどの周知活動
を行っていく。

17 寝具洗濯乾燥消毒サービス ◇ひとり暮らし等の高齢者で、心身の障
がいや傷病などの理由で、衛生管理が困
難な方に寝具の洗濯・乾燥・消毒サービ
スを実施

市 高齢福祉課 ひとり暮らし等の高齢者で、心身の障がいや傷病など
の理由で、衛生管理が困難な方に寝具の洗濯・乾燥・
消毒サービスを実施。
8月の民生委員児童委員協議会会長会で事業の周知を
行った。

平成30年度は前年に比べ利用者が増えて
いるが、利用者が固定されている。新規
の利用者を増やすために、民生委員児童
委員協議会会長会等の場で必要に応じて
周知活動を行っていく。

　③子育て支援の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

18 中程度障がい児保育事業 ◇保育を必要とする中程度障がい児の保
育施設等への入所促進を図るため、保育
士加配に係る人件費を補助

市 こども未来課 保育を要する軽・中程度の障がい児を入所させてい
る、認定こども園・保育所（園）に対し、対象児童数
に応じた、職員配置費用の補助を実施。
＜中程度障がい児保育事業＞
　　　　（2・3号認定）　（1号認定）
実施施設数　6か所　  　　　　3か所
受入児童数　16人　　　　　　 3人
延月数　　　192月　　　　　　34月

H30年度は、慢性的な保育士不足によ
り、これまで障がい児保育事業に従事し
ていた保育士が通常保育に従事すること
が多く、H29年度と比較し事業の対象児
童数が減少している。
今後は、各施設の状況を調査し、補助基
準額の見直しを検討する。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

19 ふれあい保育事業 ◇保育を必要とする軽度障がい児の保育
施設等への入所促進を図るため、保育士
加配に係る人件費を補助

市 こども未来課 保育を要する軽・中程度の障がい児を入所させてい
る、認定こども園・保育所（園）に対し、対象児童数
に応じた、職員配置費用の補助を実施。
　　　　（2・3号認定）　（1号認定）
実施施設数　7か所　  　　　　2か所
受入児童数　14人　　　　　　 2人
延月数　　　138月　　　　　　16月

H30年度は、慢性的な保育士不足によ
り、これまでふれあい保育事業に従事し
ていた保育士が通常保育に従事すること
が多く、H29年度と比較し事業の対象児
童数が減少している。
今後は、各施設の状況を調査し、補助基
準額の見直しを検討する。また、保育士
加配の必要性が認められる児童も対象に
できるよう、補助要件の見直しも検討す
る。

20 ファミリーサポートセンター
事業

◇育児の援助を必要とする者と育児を援
助したい者を組織化し、育児に関する相
互援助活動を実施

市 子育て支援課 H29年度と同様の内容で実施。
PR活動の充実
登録会員数　676人（H31年3月末現在）
（提供会員260人、依頼会員408人、両方会員8人）
うち町村　65 人（提供会員28人、依頼会員36人、両
方会員　1人）
活動件数　657件（うち町村23件）

平成30年度については、予定どおり実施
した。
令和元年度についても、引き続き、同様
の内容で実施予定。

21 子育て情報整備事業 ◇子育て情報サイトの運営及びメールマ
ガジンの配信を実施

市 子育て支援課 H29年度と同様の内容で実施。
【情報サイト】
子育て情報Ｗｅｂサイト「はちすく」の公開
HP訪問者数：（年間）16,086人　（月平均）1,341人
HP閲覧回数：（年間34,106回　（月平均）2,842回
【メールマガジン】
メールマガジン「はちすく通信」の配信
登録者数：601名　（平成31年3月末現在）
配信回数：349回

平成30年度については、予定どおり実施
した。
令和元年度についても、引き続き、同様
の内容で実施予定。

22 放課後児童健全育成事業 ◇遊びを通じた自主性、社会性、創造性
の育成など、児童の健全育成に必要な活
動を実施

市 子育て支援課 ・開設クラブ数　49クラブ（委託47クラブ、直営2ク
ラブ）
・登録児童数　1,932人（H30.5.1現在）
・H29年度実施内容を継続
・児童への提供体制を確保するため、下長小学区へ1
クラブを新設。

児童数が減少傾向の中、登録児童数が
年々増加してきていることもあり、必要
に応じてクラブの増設を図っている。
令和元年度は支援員の処遇改善及び障害
児の受入れ体制の強化などを図るため、
予算の増額要求を予定。

13



№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

23 子ども医療費助成事業 ◇０歳から中学生までの入院・通院と高
校生等の入院の医療費を助成

市 子育て支援課 平成30年１月から医療費システムを導入し、また合わ
せて医療費現物給付において審査支払事務を青森県国
民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金青
森支部に委託することにより、医療費給付の適正化と
事務の効率化を図る。
平成31年1月診療分から、小･中学生の通院医療費を
助成対象に拡充した。

人口の減少に伴い扶助費は減少傾向にあ
るが、平成30年度から、小･中学生の通
院を助成の対象に拡充したことにより、
子育て世帯の経済的負担をより一層軽減
していく。

24 はちのへ縁結びプロジェクト
事業

◇町内会と連携し、未婚者等に対し結婚
支援に関するイベント情報などを提供
◇関係団体と連携し、結婚支援に関する
セミナー等を開催

市 子育て支援課 ①縁結び志隊（えんむすびしたい）事業
・市から隊員宛に月１回程度、婚活イベント情報を
　提供し、町内の未婚者が積極的に出会いの場に出向
　くようさりげなく背中を押し、婚活を話題として
　地域のコミュニケーションを活発にすることを企図
　している。
②縁結び支援事業
・構成市町村で出会いを創出する組織を設立
・圏域の結婚支援に関する情報を共有して相互に情報
発信を行う。
・商工関係者等とも連携し地域特性にあった結婚支援
事業を共同実施する。
【イベント】
（1）ナニャドヤラ廻道婚活バスツアー「ナニャ婚」
　開催日：平成30年10月27日（土）　参加者：38人
（2）恋するSweets Buffet2019
　開催日：平成31年2月16日（土）
　参加者：60名

・平成29年度に設置した協議会が主体と
なり、八戸圏域連携中枢都市圏（八戸
市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・
階上町・新郷村・おいらせ町）の連携事
業である「縁結び支援事業」の実施を通
し、出会いの場の創出・拡大や、結婚に
対する意識啓発を図り、結婚へ向けた機
運醸成を目的とした事業へ取り組んでい
る。
・令和元年度は、これらの事業の周知
方法を工夫し、より効果的に対象の方へ
伝達する。

25 "読み聞かせ"キッズブック事
業

◇市内に住所がある３歳児に１人あたり
2,000円（500円×４枚）のブッククーポ
ンを配付

市 子育て支援課 ①ブック・クーポンの配付
②事業に関するアンケートの実施
③親子向け読み聞かせ会の実施
開催日：平成30年9月30日（日）
参加者：第1回目19名　第2回目13名
④絵本展の実施（読み聞かせたい絵本100選展）
開催日：平成30年9月30日（日）
来場者：109名
※③、④は八戸ブックフェスにおいて開催。

・クーポン使用率は前年度とほぼ同数と
なった。
（使用率　84.5%　→　84.4%　実利用者
ベース）
・3年間の試行実施期間終了により、
クーポンの配付を終了する。
・アンケートの結果を踏まえ、別事業と
して絵本を利用した親（保護者）と子の
ふれあいと子の情操教育に資する支援を
行う。
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　④学校教育の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

26 こども支援センター運営事業 ◇心身の発達を必要とする子どもとその
保護者からの相談への対応
◇不登校状態の子どもたちを対象とした
適応指導教室の運営
◇関係機関との連絡調整、特別支援教育
の環境整備

市 こども支援セン
ター

①こども支援センターの周知を進め、活用を図っても
らう。子ども･保護者･教師を支援するため、電話・来
所相談等に丁寧に対応し、個々の相談への適切な助言
等を実施する。
②学校を支援する巡回相談の充実のため小学校１年生
巡回を行う。
③他機関との連携をさらに充実させていく。
④幼稚園･保育所(園)・認定こども園の巡回相談への
対応のため、健康づくり推進課の未就学児ことばの教
室相談員との業務を整備していく。
⑤教材･備品･環境について、計画的に整備していく。

発達障害に関する相談も含め、こども支
援センターへ寄せられる相談は増加傾向
にあるため、他機関・他課との連携や、
教材･備品･環境の整備をより計画的に進
めていく。また、教育相談員、専門指導
員各1名の増員と、未就学児ことばの教
室相談員が、健康づくり推進課から教育
委員会へ移管したことにより、相談体制
の確立を目指す。

27 特別支援教育就学奨励費 ◇「学校給食費」「学用品通学用品費」
「校外活動費」「新入学児童生徒学用品
通学用品費」「修学旅行費」「通学費」
に係る経費の一部を支給

市 学校教育課 八戸市立小・中学校に就学する学校教育法施行令第22
条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは
生徒の保護者、特別支援学級に就学する児童若しくは
生徒の保護者又は通級による指導を受ける児童若しく
は生徒の保護者に、世帯の所得に応じ、学用品費等の
一部を支給する。

学校と連携し、例年どおり事業を実施す
る。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

28 特別支援教育アシスト事業 ◇特別な教育的支援を要する児童生徒が
在籍する学校に対し、特別支援アシスタ
ントを配置
◇研修会の実施など、アシスタントの資
質の向上及び個々の教育的ニーズに応じ
た支援を実施

市 こども支援セン
ター(総合教育
センターからの
所管替え）

○小･中学校に特別支援アシスタントを配置
・業務内容：特別な支援を要する児童生徒等の支援に
当たる。
・１年配置のアシスタントの勤務を週5日間一日4.5時
間とし、特別な配慮を必要とする児童生徒等の支援に
当たる。
＜配置内容＞
・特別支援アシスタント一年配置70名
@1,000円×4.5H／日×200日×70人＝63，000，000円
@200円×200日×70人=2,800,000円（通勤費）
・特別支援アシスタント後期配置 10人
@1,000円×4H／日×145日×10人＝ 5，800，000円
@200円×145日×10人=290,000円（通勤費）

勤務時間について改善の必要があるとい
う課題が明らかとなったことから、一年
配置のアシスタントの勤務時間を１日平
均4.5時間(年間800時間から900時間)と
し、学校の実態に即した支援を行うこと
ができるようにしている。活動日誌によ
る状況把握、研修等によるアシスタント
の資質向上に努める。

29 特別支援教育推進事業 ◇特別支援学級在籍の児童生徒の合同遠
足や宿泊学習を実施
◇特別支援学級・学校在籍の児童生徒の
作品を集めた文集「はまぼうふう」を刊
行

市 こども支援セン
ター(総合教育
センターからの
所管替え）

 心身に障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに
応じた指導を行うとともに、好ましい社会性や人間関
係をはぐくむ。
○第47回ふれあい遠足
○第36回ふれあい宿泊学習
○文集「はまぼうふう」第47号の発行
○第47回ふれあい作品展
○実践研究集録第47集の発行

消費税増に伴い、委託料を平成27年度か
ら100,000円増額しているが、在籍児童
数の増加から、ふれあい遠足借り上げバ
ス代や実践研究集録、文集の印刷費が限
界の現状にある。福祉バスの安定的な利
用依頼や今後の人数、活動内容の見通し
等を含めた現状把握をし、今後の検討を
進めていく。

30 青少年(中・高生)の地域活動
事業

◇各団体から派遣依頼に基づき、登録し
ている市内の中・高校生によるボラン
ティア活動を実施

市 教育指導課 ○ボランティア登録者
　中学校23校　1,545名
　高等学校14校　2,550名　合計4,095名
○ボランティア参加行事数　66（33団体）
○ボランティア参加者数
　中学1,269名、高校779名　合計2,048名

各学校が、主体的に地域活動への積極的
な参加を促しており、ボランティア登録
者数は増加傾向にある。平成29年度と比
較して、平成30年度は575人増加した。
しかし、登録はしているが、一度もボラ
ンティアに参加していない生徒が2,765
人いる。ボランティアが活動する行事の
定員が、登録者の32.5％しかないことも
要因として挙げられる。今後とも、本事
業についての周知や、担当教員を通し
て、年１回のボランティア活動への参加
を呼びかけていきたい。
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　⑤雇用環境の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

31 障がい者雇用奨励金 ◇市内に居住する障がい者を常用労働者
として雇用する事業主に対し、雇用奨励
金を交付

市 産業労政課 （奨励金の交付対象事業主）
奨励金の交付対象となる事業主は、次の各号のいずれ
にも該当するものとする。
⑴ 市内に居住する障がい者を常用労働者として雇い
入れ、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに国
の特定求職者雇用開発助成金のうち障害者の雇用に係
る特定就職困難者コース助成金（以下「国の助成金」
という。）の支給対象期間を満了し、その後も引き続
き当該障がい者を常用労働者として雇用しているこ
と。
⑵交付対象期間終了後も常用労働者として雇用するこ
とが確実と認められること。
⑶納期到来分の個人市民税又は法人市民税を完納して
いること。
⑷雇用保険適用事業の事業主であること。
⑸市内に事業所を有していること。
⑹当該障がい者に係る国の助成金の支給が満了する前
6ヶ月以内に、リストラ等事業主の都合で従業員を解
雇していないこと。
（奨励金の交付額）
月額10千円/人(重度障がい者は、月額20千円/人）
短時間労働障がい者は、月額6千円/人
　　　　　　（重度障がい者は、月額12千円/人）

平成28年度の要綱改正に伴い、申請数が
一時的に減少していると考えられるが、
市内事業所への周知を強化し、利用促進
に努める。
【交付実績】
平成29年度
障がい者・高年齢者等雇用奨励金(旧要
綱)　1社2名96千円
障がい者雇用奨励金　18社44名1,938千
円
平成30年度　障がい者雇用奨励金　1社2
名120千円

32 【再掲】障がい者就労支援団
体ネットワーク事業

◇障がい者の就労に関する情報の提供・
共有
◇意見交換等を行う会議及び市民を含め
た障がい者の就労支援のための研修会を
開催

市 障がい福祉課 基本目標2（2）就労支援の充実　№9　参照

33 【再掲】障がい者就労サポー
ター養成事業

◇障がい者雇用（予定）企業や就労支援
サービス事業所の関係者、市民等を対象
に、障がいや障がい者の就労に対する理
解を深めるための障がい者就労サポー
ター養成講座を開催

市 障がい福祉課 基本目標2（2）就労支援の充実　№10　参照
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　⑥地域防災の充実

№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

34 総合防災訓練の実施 ◇災害発生時初期対応訓練、洪水・土砂
災害対応訓練、被災現地対応訓練、地域
自主防災訓練、避難者対応・受援訓練、
災害応急復旧訓練等を実施

市 防災危機管理課 ○市総合防災訓練の訓練項目の避難者対応・受援訓練
の中で、「福祉避難所への移送訓練」を実施。
【訓練実施日】平成30年8月31日（金）
【実施地区】沼館・城下地区及び三八城地区
【訓練概要】
　福祉班（要配慮者移送チーム員）は、八戸市公民館
に聴覚障がい者用ポスターを掲示するとともに、館内
の避難者に要配慮者用場内アナウンスを行った。
【参加団体】沼館・城下地区防災会、三八城地区防災
会、三八城地区老人クラブ連合会など

大規模地震発生時の応急対策並びに津波
及び地震に伴う避難行動を、迅速かつ円
滑に実施できるよう、毎年、市総合防災
訓練を実施しており、障がい者等の要配
慮者の支援に向けた施策の推進として、
避難所でのストレス軽減のため、福祉部
市職員による「福祉避難所への移送訓
練」を実施している。総合防災訓練対象
地域における福祉施設と地域住民及び移
送作業に従事する市職員の関係強化を図
るため、今後も継続して実施する。

35 安全・安心情報発信事業 ◇気象、火災、防犯、消費生活、交通安
全、危険動物等の安全情報をメール、ア
プリを活用して配信

市 防災危機管理課 ○安全情報の手動配信業務（危険動物等）
○エラー登録者管理
○加入促進活動：防災イベントにおけるチラシ配布。
市民課の協力による、転入者へのチラシ配布。その他
関係機関の協力によるチラシ配布。障がい福祉課窓口
にチラシを設置。
○総合防災訓練にて、ほっとスルメール・緊急速報
メール連動一斉配信訓練の実施

市民の生命・財産を守り、災害に強い安
全な地域づくりを推進するため、ほっと
スルメールの利用者を増やし、災害時の
情報伝達強化を図る対策として、毎年、
広報はちのへや市ホームページへの掲載
のほか、各種イベントでのチラシの配布
等を行っている。
今後も災害に強い地域づくりを推進して
いくため、さらなる利用者の増加が図ら
れるよう継続して利用者登録の呼びかけ
を実施する。

36 災害時要援護者支援事業 ◇災害時要援護者名簿、個別避難支援プ
ランを作成
◇要援護者名簿等の提供を通じ、要援護
者を地域で支援していく体制を構築
◇災害時要援護者支援マップシステムの
運用

市 福祉政策課 ①災害時要援護者名簿の更新、地域支援者への名簿提
供
・統合型ＧＩＳと連動した新マップシステムの運用
・民生委員や自主防災組織等への名簿提供（年2回）
平成30年度実績：
登録者数3,885人（年度末現在）
②自主防災組織等との要援護者の支援に関する協定の
締結
③広報はちのへ等による制度周知、協定締結の呼び掛
け
④救急医療情報キットの配布（高齢福祉課との連携）
⑤民生委員を通じて、災害時要援護者名簿情報の更新
を行う。

昨年度に引き続き、継続して事業に取り
組んだほか、民生委員を通じて災害時要
援護者名簿情報の更新を行った。

引き続き、機会を捉えて制度の周知など
に努めたい。
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№ 事業名 事業概要 実施主体 市担当部署 平成30年度実施状況 対29年度比較・令和元年度への対策等

37 福祉避難所の整備 ◇災害時に福祉避難所となる施設の整備 市 障がい福祉課 ○更生館と福祉体育館を結ぶ渡り廊下の改修
　H30.7月設計終了
　H30.8.31～H30.11.13改修工事

○福祉体育館のトイレ改修
　H30.11月設計終了
　H30.12.15～H31.3.25改修工事

○耐震診断結果に基づき、更生館の照明設備改修工事
（LED化）の実施時期の検討

令和2年度に実施予定の更生館の照明設
備工事の設計依頼を順次進め、福祉避難
所としての機能強化を図っていく。

38 障がい者への災害情報等伝達
事業

◇視覚・聴覚障がい者への災害発生情報
や避難情報等の伝達体制を構築
・聴覚障がい者に対し、FAX一斉送信シ
ステム（BizFax）及びほっとするメール
への登録の推進
・視覚障がい者に対し、緊急警報受信機
能付き地上デジタル放送対応ラジオの購
入費補助

市 障がい福祉課 ○現状の取組を基本に、適宜事業の見直しを図りなが
ら、事業を継続。

①聴覚障がい者
制度の周知とBizFAXへの登録希望者随時受付
BizFAX累計 48件（50人）希望あり
※2人で1つの番号登録が2件のため、件数と人数が相
違している。
（ほっとスルメールは3年に1度のBizFAX希望調査書と
ともにチラシを同封。登録は各自）
②視覚障がい者
　地上デジタル放送対応ラジオの購入補助の周知及
び、基準額の変更
　9,000円→29,000円（市場価格に合わせた）

聴覚障がい者への情報伝達策として導入
しているBizFAXは3年に1度の希望調査と
しており、平成30年度、令和元年度は随
時受付期間としている。
また、視覚障がい者向けの日常生活用具
「地上デジタル放送対応ラジオ」の支給
基準額について、平成30年度は見直しを
かけることができたので、今後は周知を
徹底していく。
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（２）障がい者への配慮が必要な施策の推進

　具体的施策は掲載していませんが、継続して以下の施策に関連する事業の実施にあたっては、積極的に障がい者への配慮に努めることとしています。

　①市民活動の促進

　市民主体のまちづくりを実現するため、市民の協働意識の醸成やＮＰＯ・ボランティア等に対する支援により、市民活動の促進を図ります。

　②防犯・交通安全対策・消費者支援の充実

　防犯・交通安全対策の充実を図るため、市民、地域団体、事業者、行政等が一体となって、地域における安全の確保に取組むとともに、防犯対策の充実と

　交通安全対策の充実に取組みます。

　また、消費生活に関する消費者意識の醸成に取組むとともに、消費者トラブルから市民を守る消費者支援体制の充実に取組みます。

　③市街地・道路網の整備

　市民が快適で潤いのある生活を送ることができるよう、地域の特色を生かした良好な市街地の整備を図るとともに、「八戸の顔」にふさわしい中心市街地

　の整備を推進します。

　また、市民の日常生活の利便性を確保するとともに、産業経済や地域間交流の活性化を図るため、生活道路や広域的な幹線道路などの道路網の整備を図る

　とともに、道路の適正な維持管理に取組みます。

　④地域交通の充実

　人々の移動と交流を支える地域交通の充実を図るため、持続可能な地域公共交通の確保と広域交通の整備を進めます。

　⑤文化芸術の振興

　文化芸術の振興を図るため、文化財等の保存と活用を図るとともに、市民の文化芸術活動を促進します。

　⑥スポーツの振興

　市民の健康保持や地域の魅力向上をめざし、関係機関・団体等と連携しながら、それぞれの目的に応じたスポーツ活動を支える環境を整備することにより、

　スポーツの振興を図ります。
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