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広島市令和２年度 

障害福祉関係予算主要経費(抜粋)  

広島市の令和２年度障害福祉関係予算の主な事業と

その概要を下記に掲載します。なお、令和２年度主要

経費は、前年度予算と比べて12億4,034万8千円の

大幅な増額となっています。 
障害者福祉の充実        ３64 億 2,271 万８千円 

１ 施設サービスの充実           1億6,879万円 

 (1) 民間障害者福祉施設整備補助 

   障害福祉サービス事業所  
「生活サポートセンター和音」（新設）           

定員 生活介護 25人 
   「古江グループホーム」（新設）         

定員 共同生活援助 8人 
２ 総合的な就労支援          1億1,552万2千円 

 (1) 障害者の雇用促進事業       9,485万6千円 

    市長部局や本市の関係公益的法人等において、 
知的障害者や精神障害者を会計年度任用職員等

として雇用し、働く場を確保するとともに、ジ

ョブコーチによる就労支援を行う。 
  ア 市長部局  雇用22人    6,460万5千円 

    本庁及び区役所に設置したワークステーショ

ンで、各所属から依頼された業務を行う。 
  イ 公益的法人等  雇用13人  3,025万1千円 
 (2) 障害者就労支援事業        2,066万6千円 

ジョブ・ライフサポーターが職場だけでなく

生活面や就労前の時期を含んだ一貫した支援を

行う。 
３ 障害者自立支援         361億480万1千円 

 (1) 自立支援給付         271億655万6千円 
  ア 介護給付費・訓練等給付費  

201億8,176万9千円 

  イ 地域相談支援給付費・計画相談支援給付費  

2億1,870万1千円 

  ウ 自立支援医療費          64億23万5千円 

  エ 補装具費           2億9,560万3千円 

オ 高額障害福祉サービス等給付費  
1,024万8千円 

 

 (2) 地域生活支援事業   22億2,224万8千円 

  ア 相談支援事業、移動支援事業、地域活動

支援センター事業、 障害支援区分認定・

支給決定事務等   21億8,494万5千円 

イ 障害者スポーツの振興   1583万9千円 
    障害者スポーツの競技力向上や普及促進  

を図るため、広島市障害者スポーツ大会を

開催するとともに、全国障害者スポーツ大

会への選手団の派遣等を行う。 
  ウ 障害者ピースアート事業      552万円 
    障害者の新たな生きがいづくりや、芸術

活動を通じた経済的自立につなげるため、

作品展等を開催するとともに、障害者が制

作したアート作品の商品化と販路拡大を企

画する。 
エ  地域生活支援拠点整備事業 

1,594万4千円 

    障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見

据  え、24時間対応可能な相談支援等を

行うサービス拠点を整備する。 

（拡充内容）拠点数 2か所→4か所 

 (3) 障害児支援給付    67億7,599万7千円 

  ア 障害児通所給付費・肢体不自由児通所医

療費       63億1,444万6千円 

  イ 障害児入所給付費・障害児入所医療費  

                            2億393万5千円 

  ウ 障害児相談支援      5,729万3千円 

  エ 心身障害児福祉施設措置費 

                             2億32万3千円 

４ 障害福祉人材の確保・育成    963万1千円 

 (1) 障害福祉人材養成支援事業     905万円 

    障害福祉サービス事業所等に対し、一定の

資格の新規取得者数に応じた補助金を交付す

る。 
補助額  ①社会福祉士等     10万円／人 

       ②相談支援専門員等   5万円／人 
       ③強度行動障害支援者  4万円／人 

(2) 介護フェアの開催（障害者福祉分）    

 58万1千円 

介護・障害福祉分野で働く意欲を持った 



人材と事業者双方のニーズを踏まえたマッチング 
の場を県社会福祉協議会と共同で開催する。 

５ 意識啓発等            682万7千円 
  障害者差別解消に向けた取組 

ア 市民・事業者への周知・啓発     172万円

障害者差別解消法等に関するシンポジウムの開

催やパンフレットの作成を行う。 

イ 職員研修の実施         60万7千円 

障害者差別解消法等の内容の理解促進や、障害 

者への対応力の向上を図るための研修を実施す

る。 

ウ 障害者差別解消支援地域協議会の運営 

      155万7千円 

    地域における障害者差別を解消するための提案 

について、協議・検討などを行うため、障害者 

団体や有識者等で構成する協議会を運営する。 

エ  相談窓口の運営                    185万円     

   障害者等からの障害を理由とする差別などに関

する相談窓口を運営する。 

○新オ 障害者差別解消調整審議会の設置 

109万３千円 

    相談窓口において解決しなかった案件について、 

市長の諮問を受け、紛争解決に向けた調整を行 

う審議会を設置する。 

６ うつ病・自殺（自死）対策推進事業 

1,714万7千円 

   広島市うつ病・自殺（自死）対策推進計画 

（第2次）に基づく取組を行う。 

（主な取組内容） 

① シンポジウムの開催、相談機関の職員等に対 

する研修等 

② 自殺未遂者支援コーディネーターの配置 

③ 自殺（自死）対策推進センターの運営等 

④ 第3次計画策定に向けた市民のアンケートの 

実施 

 

障害者団体等への委託事業に係る令和2 年度当初予算 

・ろうあ者専門相談員設置事業      409万2千円 

・要約筆記奉仕員派遣事業（研修会）      12万円 

・身体障害者社会参加促進事業     1,702万1千円 

・社会参加推進センター設置運営         457万円 

・障害者110番事業            185万円 

・視覚障害者(中途失明者)歩行訓練事業  

516万2千円 

・身体・知的障害者体育振興事業  1,498万9千円 

・知的障害者レクリエーション教室開催事業 

33万4千円 

・フラワーフェスティバル「ふれあいの広場」 

設置業務                       680万9千円 

 

 

 

・障害者と広島交響楽団とのジョイントコンサート 

         477万4千円 

・休暇中の障害児の地域活動支援事業     75万円 

・視覚障害者ICT利活用支援ボランティア養成・派遣     

1,052万4千円 

・広島市視覚障害者情報センター運営 412万2千円 

・視聴覚障害者用コミュニケーション機器の貸出し           

94万9千円 

・障害者の健康づくり事業       315万4千円 

・障害者支援情報提供サイト管理者業務  

40万4千円 

・知的障害者職業自立訓練事業      718万9千円 

・知的障害者生活自立訓練事業     348万6千円 

・障害児等療育支援事業        147万9千円 

・相談支援事業           15,574万4千円 

・特別支援学校放課後等対策事業・障害児いきいき

活動事業                    5,835万3千円 

・高次脳機能障害者支援事業       87万4千円 

 

令和 2 年度の主な行事 

開催日 行事名 場所 

5月17日 
第17回広島市障害者陸上競

技大会 

エディオンス

ジアム広島 

10月24日 

 ～26日 

第20回全国障害者スポーツ

大会 
鹿児島県 

11月15日 
第21回広島市障害者フライ

ングディスク大会 

エディオンス

タジアム広島 

12月6日 
2020文化祭 

（障害者週間記念事業） 

広島市心身障害

者福祉センター 

1月17日 障害者ボッチャ大会 
広島市心身障害

者福祉センター 

1月31日 
第10回広島市障害者サッカ

ー大会 

広島広域公園 

第一球技場 

2月7日 
第 24 回広島市障害者水泳

大会 

広島市心身障害

者福祉センター 

2月21日 
広島市障害者ふれあい交流

会（ボウリング大会） 
広電ボウル 

2月28日 
マーガレットコンサート 

（広響とのジョイントコンサート） 
広島国際会議場 

3月7日 
第24回広島市障害者卓球大

会 

広島市心身障害

者福祉センター 

 


