資料７

ひょうご障害者福祉計画の
実現に向けた障害者福祉の推進
（平成 28 年度主要施策）

平成 28 年２月

兵庫県健康福祉部障害福祉局

ひょうご障害者福祉計画の実現に向けた障害者福祉の推進
平成 28 年度主要施策体系
（単位：千円）

障害者福祉施策

57,154,600

Ⅰ

51,929,578

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

生活基盤づくり（p3）
１

相談支援体制の構築と質の高い人材の養成

２

子ども・子育て支援を主軸とする障害児支援の充実

7,094,054

３

障害福祉サービス等の充実

2,423,912

４

保健・医療体制の充実

５

難病患者に対する支援・触法障害者に対する支援

教育・社会参加（p8）

420,713

34,579,304
7,411,595
1,692,128

１

一人一人の多様な教育ニーズに応じた特別支援教育の充実

83,753

２

教育支援体制の強化

58,654

３

教育環境整備の推進

1,393,337

４

芸術文化・スポーツ活動の支援

５

国際交流・ユニバーサルツーリズムの推進

しごと支援（p12）

110,256
46,128
715,042

１

障害者を取り巻く労働環境の向上

２

一般就労の拡大

３

福祉的就労の充実

268,554

４

地域における就労支援体制の強化

104,264

５

就学時から職場定着までの一貫的な支援

294,792

くらし支援（p17）

0
47,432

2,734,664

１

すまいの確保

２

地域移行・地域定着の推進

３

経済的自立に向けた支援

133,300

４

公共交通・公益的施設等におけるバリアフリー化

902,250

５

情報アクセシビリティの確保・コミュニケーションの支援

545,215

安全安心（p21）

1,140,909
12,990

83,188

１

差別解消・権利擁護の推進

61,728

２

防災・防犯対策の推進

17,948

３

災害等被災地への支援

3,512

※上記の額には、平成 27 年度２月補正（緊急経済対策）を含む。

※【新】新規施策

障害者福祉施策

【拡】拡充施策

平成 28 年度の主な取組

Ⅰ 生活基盤づくり
１

相談支援体制の構築と質の高い人材の養成

(1) 障害者相談支援体制等整備事業（8,053千円）［障害福祉課］
障害者に対する相談支援事業に従事する相談支援専門員やサービス管理責任
者等の養成研修や能力向上のための研修、市町の相談支援体制の整備に対する支
援等を行う。
○受講見込者数：1,440名
○市町における相談支援体制の整備支援
(2) 強度行動障害支援者養成研修事業（5,257 千円）［障害福祉課］
重度知的・精神障害等により自傷他害行為等を繰り返す強度行動障害者に対す
る支援者を養成する。
○受講見込者数：480 名
○基礎研修（講義６時間＋演習６時間）、実践研修（講義３時間＋演習９時間）
(3) 高次脳機能障害支援体制強化事業（14,839 千円）［障害福祉課］
支援拠点である総合リハビリテーションセ
ンターの相談支援体制を強化するため、コー
ディネーターの配置や医療機関等の受入実態
調査等を行う。
○相談支援コーディネーター３名、連携
支援コーディネーター１名を配置
○支援連絡会議（２回）、地域連絡会議（10
回）、研修会（６回）
(4) 発達障害者支援センター運営事業（84,808 千円）［障害福祉課］
発達障害児・者に対する支援を総合的に行う拠点として、県内６箇所の発達障
害者支援センター及びブランチにおいて、相談対応や研修、講師派遣、関係機関
等との連携会議等を行う（相談窓口：土日祝・年末年始を除く９時～17 時）。
(5) 障害者等相談支援コーディネート事業（40,591 千円）［障害福祉課］
神戸を除く県下９圏域に各１名の圏域コーディネーターを常勤配置し、市町間
及び圏域間の連携・調整、市町相談支援体制の後方支援、本県相談支援体制等の
構築・充実に資する業務に従事させる。
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(6) 精神障害者相談員事業（3,359 千円）［障害福祉課］
同じ悩みを持つ精神障害者本人や家族等、身近な者が精神障害者相談員として
相談に応じる体制を整備し、精神障害者の保健福祉を増進する。
(7)【新】こころやすらぐひろば設置事業（1,000 千円）［障害福祉課］
精神障害者やその家族が、週末等を中心に気軽に集い相談できる「こころやす
らぐひろば」を設置する（４箇所）。
(8)【新】精神保健医療体制の構築事業（23,433 千円）［障害福祉課］
精神障害者が、退院後も必要な医療を中断することなく、地域で安全安心な暮
らしができるようにするための支援体制を強化する。
○継続支援チームの設置
○精神障害者地域支援協議会の設置
○県継続支援連絡会の設置
(9) 兵庫県こころのケアセンター運営事業（165,770 千円）［障害福祉課］
PTSD の予防・回復等こころのケアに関する実
践的研究や研修、相談、診療、情報発信等を行
う兵庫県こころのケアセンターを運営する。
(10) 自殺予防相談体制の充実（60,096 千円）
［い
のち対策室］
自殺を思考する人の心の悩みや相談機関の
少ない夜間帯における相談ニーズに対応する
ため、24 時間電話相談体制の構築や精神保健福祉センター等で実施する精神保健
福祉相談を充実するとともに、市町における相談体制の強化等を支援する。
(11) 兵庫ひきこもり相談支援センター運営事業（13,507 千円）［青少年課］
ひきこもりの長期化等への対応の充実を図るため、訪問によるアウトリーチ型
支援を行う兵庫ひきこもり相談支援センターを運営する。
２

子ども・子育て支援を主軸とする障害児支援の充実

(1) 私立幼稚園における特別支援教育の振興（242,659 千円）［私学教育課］
障害児を受け入れる園への教職員人件費等の補助、特別支援教育アドバイザー
の派遣を行う。
(2) 県立こども発達支援センター運営事業（26,024 千円）［障害福祉課］
発達障害児を早期に発見し、発達障害児への障害特性に対応した発達支援を行
うことにより、心理機能の適正な発達及び社会生活に適応する能力の育成を図る
ため、県立こども発達支援センターを運営する。
○診断・診療、療育の実施（発達相談、心理検査・アセスメント、診断等）
○市町保健センター等へ出向いての発達健康相談（24 回）
○市町の療育体制づくりへの支援
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(3) 障害児等療育支援事業（43,035 千円）［障害福祉課］
在宅支援訪問や施設支援一般指導、拠点施設（ルネス花北）の運営等を通じ、
地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図る。
○療育等支援施設（19 箇所）
○拠点施設による処遇困難事例に対する相談・指導
(4) こども家庭センター療育相談指導事業（490 千円）［障害福祉課］
障害児と保護者等に対してこども家庭センターが相談指導を行い、家庭や地域
における療育を支援する。
(5) 肢体不自由児指導育成事業等（1,855 千円）［障害福祉課］
肢体不自由児に対する理解を深めるため、ふれあいバザーやボランティアとの
交流旅行、更生・療育相談会、保護者研修等を開催する。
(6) 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業（5,181 千円）［障害福祉課］
身体障害者手帳交付基準外の軽・中度難聴児に対し、補聴器購入費用等支援を
通じ、幼少期や学齢期における言語の獲得やコミュニケーション能力習得を促進
し、健全な育成を支援する。
○対象者：原則、聴力レベルが両耳 30ｄB 以上 70ｄB 未満で 18 歳以下の者
(7)【新】良質な障害児通所支援推進事業（1,474 千円）［障害者支援課］
適切な運営と良質なサービス提供が行われるよう、近年急増している障害児通
所支援事業所の職員を対象に研修を実施する。
○管理者等研修、職員研修の実施
(8)【新】障害児等職業体験事業（6,800 千円）
［障害者支援課］
障害児等を対象として、職業体験型テーマ
パーク「キッザニア甲子園」を借り上げ、職
業体験の機会を提供する。
(9) 重症心身障害児等指導費交付金（185,063
千円）
［障害者支援課］
重症心身障害児等を入所委託している民間施設に運営費を助成し、入所者に適
切な治療と保護が与えられるよう療育体制を確保する。
○対象施設：８施設（うち加算対象５施設）
○対象児数：約 4,600 人
(10) 児童福祉法に基づく支援サービスの提供（4,333,413 千円）［障害者支援課］
障害児の施設入所支援や通所支援、相談支援に係るサービスを提供するため、
必要な費用を負担する。
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(11) 小児筋電義手バンク支援事業［障害者支援課］
上肢を欠損した子どもの発育に有用な筋電義手の普及を図り、障害者総合支援
法に基づく補装具費支給制度への移行を促進するため、小児筋電義手バンクを支
援する（平成 27・28 年度ともに２月補正対応）。
(12) 子どもの心の診療ネットワーク事業（714 千円）［児童課］
様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、県立光風病院
から各こども家庭センターに非常勤の精神科医師を派遣し、中高生等の年長児童
や保護者の相談に応じる。
(13) ひょうご放課後プラン推進事業（児童クラブ型）
（2,224,273 千円）
［こども政
策課］
就労等により昼間保護者が家庭にいない児童の生活の場を提供する放課後児
童クラブの設立、運営を支援する。障害児の受入れに必要となる専門的知識等を
有する指導員を配置した場合に加算を行う。
(14) 多様な主体の参入促進事業（認定こども園特別支援教育・保育経費）
（23,073
千円）
［こども政策課］
私学助成や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認
定こども園で受け入れる場合に、職員の加配に必要な費用を補助することで、子
ども一人一人の状態に応じた適切な教育・保育の拡大を図る。
３

障害福祉サービス等の充実

(1) 相談支援を“つなぐ”研修会開催等事業（1,500 千円）［障害福祉課］
複雑で多様化かつ高齢化する障害者からの相談に対応するため、ケアマネジャ
ーや相談支援専門員と専門的・広域的相談機関との連携を推進する研修等を実施
○ケアマネジャー等研修会の開催（10 回）
(2) 心身障害者扶養共済制度施行事業（1,164,825 千円）［障害福祉課］
心身障害児者の保護者の相互扶助精神に基
づき、保護者死亡（または重度障害）時に心身
障害児者に終身年金を支給することで、生活の
安定化を図る。
(3) 市 町 地 域 生 活 支 援 事 業 県 費 補 助 金
（1,126,625 千円）［障害福祉課］
障害者総合支援法に基づき、市町が実施する
地域生活支援事業に要する経費の一部を補助し、地域の実情に合った各種障害者
福祉施策を実施できるようにする。
○主な事業：移動支援、日常生活用具給付、地域活動支援センター活動機能
強化等
○負担割合：国 1/2、県 1/4、市町 1/4
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(4) 障害者総合支援法に基づく指導・管理（2,630 千円）［障害福祉課］
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者の審査・指定等を行うほか、
登録台帳システムの保守管理、指導・監査事務、障害支援区分認定のための市町
訪問調査員研修等を実施する。
(5) 障害者総合支援推進交付金（122,500 千円）［障害福祉課・障害者支援課］
障害者団体の自主的な判断により必要な障害者施策を安定的かつ柔軟に実施
するため、団体が実施する事業に対して支援を行う。
○障害者社会参加推進センター運営費等（17,000 千円）
○知的障害者レクリエーション教室開催事業等（5,000 千円）
○家族教室等開催事業等（1,000 千円）
○点字図書館運営費等（40,000 千円）
○聴覚障害者情報提供施設運営費等（59,500 千円）
(6) 身体障害者補助犬育成事業（5,832 千円）［障害者支援課］
身体障害者に対して補助犬を貸し付けるため、訓練事業者に
補助犬の育成及び貸付を委託する。
４

保健・医療体制の充実

(1) 自立支援給付費県費負担（21,151,100 千円）［障害福祉課・障害者支援課］
障害者総合支援法に基づき、市町が支弁した障害福祉サービス費について、県
負担分を交付する（国 1/2、県 1/4、市町 1/4）。
○居宅系サービス（5,464,387 千円）
：居宅介護、重度訪問介護、グループホー
ム等
○施設系サービス（15,034,984 千円）：施設入所支援、生活介護、就労継続支
援等
○補装具（352,666 千円）：義眼、補聴器、義肢、歩行器、電動車いす等
○計画・地域相談支援（299,063 千円）：計画相談支援、地域移行・定着支援
(2) 自立支援医療費（8,119,245 千円）［障害福祉課］
障害を除去・軽減するための医療（更生医療・育成医療・精神通院）について、
自己負担額を軽減する公費負担を行う。
○更生医療（2,097,959 千円）
○育成医療（18,534 千円）
○精神通院（6,002,752 千円）
(3) 短期入所事業所充実強化事業（6,000 千円）［障害福祉課］
短期入所で障害児・者を受け入れる介護老人保健施設や特別養護老人ホーム等
の高齢者施設の職員に対して、障害児・者の基本的ケアに関する研修を実施する
とともに、介護老人保健施設が医療型短期入所として重症心身障害児・者を受け
入れるために必要となる機器整備費を助成する。
○研修実施回数：３箇所
○整備対象施設：１箇所（酸素吸入器等の購入）
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(4) 在宅重症心身障害児（者）訪問看護支援事業（3,639 千円）［障害福祉課］
重症心身障害児・者の在宅での生活を支援するため、訪問看護ステーションが
実施する訪問看護に対し、訪問看護料の２割相当額を助成する（県 1/2、市町 1/2）。
○対象：在宅で肢体不自由の身障手帳１級及び療育手帳Ａ判定の両方を有する
者等
○利用回数：週３回を限度
(5) 重度障害者医療費助成事業（5,150,091 千円）［医療保険課］
重度障害者児（高齢重度障害者）が自立支援医療等、他の公費負担対象医療以
外の一般医療を受診し、医療保険による給付が行われた場合に、その自己負担額
の一部を助成する。
(6) 心身障害児（者）歯科対策推進事業（579 千円）［障害福祉課］
心身障害児・者に対する保健・医療相談窓口を開設するほか、リーフレットの
作成等を通じ、歯科保健指導の充実強化を図る。
(7) 精神科救急医療体制運営事業（74,724 千円）［障害福祉課］
精神疾患の急発等により精神科救急医療を要する者に迅速な医療を提供する
ため、輪番制による空床確保等を実施する。
○夜間・休日における精神科救急医療施設の確保（２床）
○精神科救急情報センター、初期救急医療体制、移送体制の運営
(8) 身体合併症対応連携事業（529 千円）［障害福祉課］
一般科救急医師や精神科救急医師、行政等による連絡会議を設置し、身体合併
症患者への対応等相互連携の取組を進める。
(9) 精神保健福祉法に基づく措置入院（43,953 千円）［障害福祉課］
精神疾患のために自傷他害の恐れがある患者を行政措置として入院させた場
合の費用を負担する。
(10) 精神保健福祉支援体制の基盤整備事業（12,911 千円）［障害福祉課］
健康福祉事務所保健師等が、精神保健相談や警察官通報等に伴う業務を安全で
適切に遂行するため、地域精神保健連絡調整員を健康福祉事務所に配置する。
(11) こころの健康づくりの推進事業（3,952 千
円）［いのち対策室］
自殺の原因となる様々なストレスについて、
要因の軽減や適切な対応等心の健康保持のた
め、職場や地域、学校での相談体制を構築す
るほか、介護支援員等に対する自殺予防研修
を開催する。
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(12) 地域における気づき、見守り体制の充実事業（5,253 千円）［いのち対策室］
身近な地域での支援や見守りを行うひょうごいのちとこころのサポーターの
養成や、自殺予防週間（９月）・自殺対策強化月間（３月）における普及啓発等
を行う。
(13) うつ病を中心とした精神疾患対策事業（7,178 千円）［いのち対策室］
かかりつけ医と精神科医の連携や、救急医療関係者向け自殺未遂者ケア研修を
行うことにより、精神疾患の正しい理解を促進し、早期治療に繋げる。
(14)【新】こころのケアに関する地域ネットワークの推進（150 千円）
［洲本健康福
祉事務所］
アルコール問題や精神科治療中断、自殺未遂者等、リスク者等の支援により、
さらに自殺率の減少に努めるとともに、当事者や当事者家族の孤立化を防止し適
正な医療・福祉サービス・見守りを実施し、その人らしい地域生活の維持を図る。
５

難病患者に対する支援・触法障害者に対する支援

(1) 難病その他特定疾患医療費（7,374,333 千円）［疾病対策課］
難病のうち、国・県で指定した特定の疾
患について、健康保険等の医療保険及び介
護保険の医療サービス給付時の自己負担分
を公費負担し、患者の負担軽減を図る。
(2) 重症難病患者入院施設確保事業（10,040
千円）
［疾病対策課］
難病に関する療養生活相談、医療情報の
提供等を行うなど、難病医療体制を整備するため難病医療専門員を配置する。
(3) 難病患者等保健指導事業（2,222 千円）［疾病対策課］
健康福祉事務所保健師が患者のニーズに応じ、必要な在宅療養支援を実施する
ことで、患者の療養生活の質を高めるとともに、地域の難病支援体制の強化を図
る。
(4) 地域生活定着支援事業（25,000 千円）［障害福祉課］
矯正施設から退所した障害者等が、退所後ただちに福祉サービス等を利用でき
るよう、保護観察所と共同して支援を行う地域生活定着支援センターを運営する。
○受入施設等の斡旋・選定・確保
○福祉サービス等に関する申請支援、本人・家族・施設等への相談支援等
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Ⅱ 教育・社会参加
１

一人一人の多様な教育ニーズに応じた特別支援教育の充実

(1) インクルーシブ教育システム推進事業（69,356 千円）［教育委員会事務局特別
支援教育課］
インクルーシブ教育システムの構築を推進するため、効果的な引継による系統
性のある教育支援についてモデル研究を実施するとともに、医療的ケアのための
看護師配置を実施する。
(2) 特別支援学校と高等学校との交流及び共同学習推進事業（1,122 千円）
［教育委
員会事務局特別支援教育課］
高等学校の施設を活用した特別支援学校分教室の設置も含めた、特別支援学校
生徒と高等学校生徒との日常的な交流及び共同学習を推進する。
(3) 特別支援学校交流・体験チャレンジ事業（6,900 千円）
［教育委員会事務局特別
支援教育課］
自然や地域社会とのふれあいを通して、幼児児童生徒の自立と社会参加に必要
な知識・技能・態度・習慣等を養う。
(4) LD、ADHD 等に関する相談・支援事業（1,175 千円）［教育委員会事務局特別支
援教育課］
LD、ADHD 等に関する個々の相談・支援に対応するため、相談室の運営及び専門
家チームの派遣を行う。
(5) 個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業（5,200 千円）
［教育委員会
事務局高校教育課］
発達障害を含め障害のある生徒の自立と社会参加に向け、個々の能力・才能を
伸ばす指導の充実に関する研究を実施する。
２

教育支援体制の強化

(1) すべての教職員のためのインクルーシブ教育システム構築研修（560 千円）
［教
育委員会事務局特別支援教育課］
障害者差別解消法施行に伴う合理的配慮の
提供義務化に対応するため、求められる校内
体制等について、管理職等を対象とする実践
的知識・手法修得のための研修を行う。
(2) キャリア教育・就労支援推進事業（18,732
千円）
［教育委員会事務局特別支援教育課］
企業人事担当者等への授業公開のほか、技
能の水準を公的に証明する認定資格の開発を推進する等、地元企業と連携した取
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組を推進する。
(3) インクルーシブ教育システム構築に向けた市町支援（12,936 千円）［教育委員
会事務局特別支援教育課］
インクルーシブ教育システム構築に向けた動きを踏まえ、障害のある児童生徒
に最もふさわしい教育を行う視点に立ち、適正な就学先決定や合理的配慮を行う
ため、各教育事務所への特別支援教育推進員の配置等により、市町への指導・助
言を行う。
(4) 特別支援教育センターの運営（12,011 千円）［教育委員会事務局特別支援教育
課］
特別な支援が必要な幼児児童生徒に関する教育相談を行うとともに、インクル
ーシブ教育システム構築に向けた国の動向を踏まえ、発達障害を含む各障害種別
に関する教職員対象の研修や調査・研究等を実施する。
(5) 高等学校における特別な支援を必要とする生徒支援対策（14,415 千円）［教育
委員会事務局高校教育課］
学校生活で支援が必要な生徒が在籍する高等学校に支援員を配置し、学校生活
や学習活動を支援する。
３

教育環境整備の推進

(1) 神戸西部新設高等特別支援学校の整備（1,389,661 千円）
［教育委員会事務局特
別支援教育課］
神戸市西部・東播磨地域の知的障害特別支援学校在籍児童生徒の増加に対応す
るため、平成 29 年４月開校を目指し、神戸市西区押部谷町に整備を推進する。
(2) 県立特別支援学校芝生化の推進事業（3,676 千円）
［教育委員会事務局特別支援
教育課］
芝生による精神安定及び運動時の安全性向上等の効果を取り入れた環境整備
を行うため、地域と連携した手法による特別支援学校運動場等の芝生化を行う。
４

芸術文化・スポーツ活動の支援

(1)【拡】障害者スポーツ推進プロジェクト（34,283 千円）［障害者支援課］
2020 年に開催される東京パラリンピックに
向け、ひとりでも多くの日本代表選手を本県
から輩出することを目指すとともに、障害者
スポーツの普及啓発、スポーツを通した障害
のある方の社会参加を促進する。
○2020 パラリンピック推進事業
○地域における障害者スポーツ推進拠点等
整備事業
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(2) 障害者のじぎくスポーツ大会開催事業（4,624 千円）［障害者支援課］
障害者スポーツの振興及び障害者の社会参加と県民の理解促進のため、障害者
のじぎくスポーツ大会を開催する。
(3) 全国車いすマラソン大会開催事業（4,274 千円）［障害者支援課］
全国の身体障害者が車いすによるマラソンを通じ、体力の維持増進や社会参加
意欲の高揚を図る。
(4) 全国障害者スポーツ大会選手派遣・育成事業（21,459 千円）［障害者支援課］
全国障害者スポーツ大会に選手を派遣することにより、障害者の心身の健康増
進等を通じ、障害者の自己実現や社会参加を図る。
(5) 西播磨総合リハビリテーションセンタースポーツ事業（35,765 千円）［障害者
支援課］
障害者スポーツの振興やスポーツを通じたリハビリテーションの推進を図る
ため、ふれあいスポーツ交流館でスポーツ教室の開催や予防的リハビリテーショ
ンの普及、指導者の養成等を行う。
(6) はばタン障害者スポーツ振興事業（2,603 千円）［障害者支援課］
障害者の全国大会等への派遣支援のほか、障害の有無や程度に関係なく障害者
スポーツを楽しめるスポーツフェスティバルの開催支援、県内競技団体の育成支
援事業等により、障害者スポーツの活性化を図る。
(7) 兵庫県障害者芸術・文化祭開催事業（1,548 千円）［障害者支援課］
芸術・文化の観点から障害者の自己実現と
社会参加を促進するため、兵庫県障害者芸
術・文化祭を開催する。
(8)【拡】芸術文化を通じた障害者の社会参加促
進事業（5,700 千円）［障害者支援課］
障害者等に対する芸術文化活動の振興拠点
を公募し、拠点整備等を支援することで、身
近な地域での芸術文化体験機会・発表の場を提供する。
○芸術文化活動拠点の整備支援
・対象団体：障害者等に対する芸術文化活動の振興拠点となる団体（18 団体程
度）
・対象経費：振興拠点を担うのに必要な備品購入、施設整備等
・上限額：25 万円（補助率 10/10）
○芸術文化イベント活動支援
・対象団体：平成 23 年度に拠点整備を行った 24 団体
・対象経費：芸術イベントや作品展の開催等に要する会場使用料等
・上限額：５万円（補助率 1/2）
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５

国際交流・ユニバーサルツーリズムの推進

(1) 無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業（44,855 千円）［障害福祉課］
国籍条項撤廃時（昭和 57 年）に救済措置が設けられず、制度的無年金の外国
籍の重度障害者等に対し、福祉的措置として福祉給付金を支給する。
○支給額：40,629 円／月（障害基礎年金１級相当額の 1/2）
○対象者数：92 人
(2)【拡】ユニバーサルツーリズム推進事業（1,273 千円）［観光振興課］
旅行会社向けセミナーや県内観光施設のバ
リアフリー情報等を掲載する特設サイト等に
より、高齢や障害等の有無にかかわらず、誰も
が気兼ねなく参加できる旅行を推進する。
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Ⅲ しごと支援
１

一般就労の拡大

(1) 「ソーシャルビジネス」の実現に向けた障害者就労支援モデル事業（3,500 千
円）［障害者支援課］
障害者が安心して働き続けられる環境づくりのため、社会問題の解決を目的と
して収益事業に取り組む「ソーシャルビジネス」の実現・普及の可能性を探るた
めのモデル事業を実施する。
(2) 障害者の在宅ワーク推進モデル事業（4,497 千円）［障害者支援課］
企業への通勤・通所が困難な障害者（在宅障害者）の在宅での就労を支援する
ため、在宅障害者と企業等をつなぐとともに、IT 技術を活用した在宅での就労可
能性を広げるための研修等を実施する。
○企業・行政機関等からの仕事開拓・優先発注の促進
○スクーリングによる在宅障害者のスキルアップ講座の実施（10 回）
(3) 知的・精神障害者率先雇用事業（4,368 千円）［障害者支援課］
一般就労へ向けたステップアップとして、知的・精神障害者を県の日々雇用職
員（事務補助）として雇用する。
○知的障害者：県民局 10 名（最大４ヶ月）
○精神障害者：本庁４名（最大６ヶ月）
(4) 業務発注仕様書制度・総合評価落札制度（障害者雇用配慮型）
［障害者支援課］
庁舎清掃・公園の維持管理等の業務の入札において、障害者雇用の条件を満た
す企業を選定または評価する。
(5) 特例子会社・事業協同組合設立等助成金事業（25,521 千円）［しごと支援課］
中堅・中小企業が特例子会社・事業協同組合（算定特例）を設立する場合や、
特例子会社や事業協同組合が２名以上の障害者新規雇用を伴う新たな事業展開
等を行った場合に、設備整備費等に要した経費の助成を行う。
○補助率：［設立］特例子会社 1/2、事業協同組合 2/3、［事業展開等］1/2
○補助上限額：［設立］5,000 千円、［事業展開等］1,000 千円
(6) 障害者雇用拡大支援事業（9,546 千円）［し
ごと支援課］
中小企業等に対し、法制度や障害者雇用管理
に関する基礎知識について、きめ細かな指導・
相談支援、及びセミナー等を行う。
(7) 障害者雇用促進企業等に対する優先発注制
度［しごと支援課］
県が物品や役務を調達する際に、積極的に障害者雇用に努める企業（県内事業
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所の障害者雇用率 3.6％以上かつ２人以上）等を障害者雇用促進企業等として認
定し、指名競争入札や少額随意契約の際に優先的な取り扱いを行う。
(8) 県制度融資「ユニバーサル推進貸付（事業所ユニバーサル）」による支援［地
域金融室］
障害者の新規・継続雇用を行い、作業を容易化するための施設・設備の改善等
を行う中小企業者等が必要とする資金を最優遇金利で支援する（限度額２億円、
年利 0.95％(H28.4 月から)、融資期間 10 年（うち据置２年）、H28 融資枠５億円）。
(9) 建設関連企業に対する技術・社会貢献評価制度（ひょうご障害者ハート購入企
業）［障害者支援課、契約管理課］
県発注の建設工事等に係る入札参加資格者の格付け及び入札参加要件等に用
いる技術・社会貢献評価制度において、ひょうご障害者ハート購入企業を評価す
る。
(10) 身体に障害のある人の県職員採用［人事課、人事委員会事務局、教育委員会
事務局、警察本部］
身体に障害のある人を対象に、県の正規職員として採用選考試験を実施、採用
する。
(11) 身体に障害のある人の公立学校教員採用［教職員課］
障害者の受験機会の拡大を図るため、教員採用試験において障害の種類や程度
等に応じた配慮を行う「身体障害者を対象とした特別選考」を実施、採用する。
２

福祉的就労の充実

(1) 市場流通支援プログラム事業（4,669 千円）［障害者支援課］
一般市場で流通できる商品づくりに取り組
む障害福祉事業所に対し、技術人材バンクを
設置し、市場流通に必要な体制づくりや、流
通販売戦略の展開などを支援するとともに、
企業等とのコラボによる「兵庫ブランド商品」
構築モデル事業を実施する。
(2)【拡】空き店舗・空き家を施設の出張所等として活用する事業（18,500 千円）
［障害者支援課］
障害福祉サービス事業所が授産商品の販路拡大のために商店街等の空き店舗
を活用する場合、初度設備費と店舗賃借料を補助する。
○補助上限：初度設備 1,000 千円（１年間）、店舗賃借料 500 千円（２年間）
○予定箇所：初度設備 10 箇所、店舗賃借料新規 10 箇所・継続７箇所
(3) 地域活動支援センター基礎的事業及び障害者小規模通所援護事業（196,354 千
円）［障害者支援課］
日常生活訓練や生産活動等を行う地域活動支援センター及び小規模作業所の
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運営に対して助成を行う。
○対象：小規模作業所 17 箇所、地域活動支援センター145 箇所
○負担割合：県 1/3、市町 2/3
(4) インターネットを活用した授産商品の販売拡大事業（10,472 千円）［障害者支
援課］
インターネット販売サイト「＋
NUKUORI（ぷらすぬくもり）」を活用し
た授産商品の販売拡大を担う販売サイ
ト運営員の設置やインターネット販売
の配送料無料化のほか、授産商品の企
画・販売力強化のための設備改良等の
補助を行う。
(5)【新】放送媒体との共同による授産商品販売戦略（4,553 千円）
［障害者支援課］
放送媒体との共同で「＋Nukumori（プラスぬくもり）ラジオショッピング」を
実施し、授産商品の認知度アップ・販売促進を展開する。
(6)【拡】技術向上指導員設置事業（8,752 千円）［障害者支援課］
就労継続支援Ｂ型事業所等が作成した工賃向上計画の推進を支援するため、技
術向上指導員を設置し、障害福祉サービス事業所の指導員の作業スキルアップ等
の指導を行う。
(7) 障害者しごと支援事業（20,254 千円）［障害者支援課］
しごと開拓員を兵庫セルプセンターに設置し、授産商品の販路拡大を行うほか、
企業等との橋渡しを行う障害者のインターンシップ等を行う。
(8)【新】農福連携による障害者の就農促進事業（5,000 千円）［障害者支援課］
農業の専門家派遣等により障害者の季節就農や農産物二次加工等の多様な福
祉的就労を図る
(9) 障害福祉事業所等に対する優先発注制度［障害者支援課、出納局管理課］
障害者の工賃向上を目標に障害者優先調達推進法に基づく障害福祉事業所へ
の発注促進に取り組むほか、企業等に対して同事業所への発注促進について要請
する。
３

地域における就労支援体制の強化

(1) 障害者就業・生活支援センター事業（50,100 千円）［障害者支援課］
地域の障害者支援の核となる障害者就業・生活支援センターにおいて、就業に
伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対する窓口相談や、職場・家庭訪問
等を通じた指導・相談を行う（県内 10 箇所、指定は産業労働部）。

- 14 -

(2)【新】障害者雇用就業・定着拡大推進事業（45,265 千円）［しごと支援課］
県内 10 箇所の障害者就業・生活支援センターに推進員を配置し、実習・就職
先の開拓や特性・能力に応じた就職相談等による就職、職場定着を促進するほか、
就業ニーズが高まる精神・発達障害者の職場定着支援として相談会等を実施する。
(3)【新】障害者就労等支援事業（3,182 千円）［障害者支援課］
企業等を訪問し障害者就労に係る理解促進を深めて障害者の一般就労並びに
福祉的就労の支援を行うとともに、企業に対して、障害者の社会参加への理解等
の促進を図る。
(4) 阪神地域障がい者就労促進大会開催事業（624 千円）
［芦屋健康福祉事務所、宝
塚健康福祉事務所］
阪神地域のハローワークや障害者就業・生活支援センター、市町、企業、県民
等が一体となり、障害者の「働きたい」を支援するため、シンポジウムや就職面
接会等を開催する。
(5)【新】授産製品販売促進支援（200 千円）［芦屋健康福祉事務所］
管内の障害者就労施設の団体が授産製品の質の向上をめざし開催する研修会
等の実施に対して支援する。
(6)【新】一流職人の指導による“きらっと☆オンリーワン”障害者就労施設の自
主製品向上・販売促進事業（1,307 千円）［宝塚健康福祉事務所］
障害者就労施設で製造・販売される自主製品について、阪神北地域を拠点とす
る一流職人等による講習会を開催し、受講者による新たな自主製品の創出や品質
の向上、販路の拡大等の取組を促進する。
(7) チャレンジショップ「きずな」定着支援事業～定着＆売上げアップ作戦～（286
千円）
［加古川健康福祉事務所］
東播磨障害者施設ネットワーク連絡会と県民局が協働で運営する授産製品販
売店「チャレンジショップきずな」の定着化と販売力を強化するため、庁舎内の
常設店舗の充実や販売基盤の強化に向けた取
組みを行うとともに、魅力ある製品を安定して
供給できるように共同生産の仕組みづくりに
ついて検討する。
(8) 中播磨“はばたけ授産品コンクール”の開催
等（1,200 千円）［中播磨健康福祉事務所］
管内の障害者福祉事業所で生産する授産商
品（食品・手芸品）のコンクールを開催し、選定された授産商品とそれらの紹介
リーフレットを県主催イベントで配布するとともに、ホームページ等を通じて広
く PR する等により、授産商品の販路拡大を支援する。
(9) 地域で暮らす障害者の収入アップ作戦（1,100 千円）［龍野健康福祉事務所］
西播磨地域で暮らす障害者の収入アップと生活の安定を図るため、就労継続支
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援事業所等と連携し、菓子等の商品開発・販路拡大や新分野開拓等を支援する。
(10) キャッサバ（あいおいも）の産地・ブランド化支援（1,000 千円）［光都農林
振興事務所］
地域の特産品としてキャッサバの栽培技術の確立や、その特性を活かした新用
途の研究・開発、販路開拓等を行うとともに、障害者の就労の場の創出を図る。
４

就学時から職場定着までの一貫的な支援

(1) 精神障害者社会適応訓練事業（8,173 千円）［障害者支援課］
精神障害者を一定期間事業所に通わせ、対人能力や仕事に対する持久力等を獲
得し、一般就労を通じた社会的自立を支援する。
(2) 専門技能講習による資格取得支援事業（500 千円）［障害者支援課］
福祉・介護事業所等において、障害者が清掃技術を活かして就労することを目
指す専門技能講習を実施する兵庫ビルメンテナンス協会に対して補助を行う。
(3) 兵庫県精神保健職親会研修等事業（500 千円）［障害者支援課］
精神障害者社会適応訓練を充実させるため、訓練生受入先の支援団体と連携し
た研修会の開催や機関誌発行を行い、事業の周知及び関係者の資質向上を図る。
(4) 公共職業訓練（施設内訓練）（126,934 千円）［能力開発課］
精神障害者に特化した職業訓練（ビジネス実務科）等、障害者高等技術専門学
院及び兵庫障害者職業能力開発校において、身体・
知的・精神障害など、その障害特性やニーズにきめ
細やかに配慮し、職業訓練を実施する。
(5) 公共職業訓練（委託訓練）（92,305 千円）［能力
開発課］
障害者高等技術専門学院及び兵庫障害者職業能
力開発校が特例子会社や一般企業、NPO 法人、民間教育訓練機関等を委託先とし、
障害者の能力、適性及び地域における障害者雇用ニーズに対応した障害者委託訓
練を実施する。
(6) 職場適応訓練（1,024 千円）［しごと支援課］
障害者の個々の能力や特性に適合する職種について、事業所に委託して職業訓
練を行い、作業環境への適応を容易にする。
(7) 障害者体験ワーク事業（9,487 千円）［しごと支援課］
簡易な就業体験を通じ、障害者雇用経験の乏しい中小企業等に障害者雇用を試
行してもらうとともに、体験ワーク発表会等を実施し、特別支援学校の１・２年
生や福祉的就労従事者の今後の就職活動に向けた意識醸成を図る。
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(8) 【拡】生きがいしごとサポートセンターによる起業・就業支援事業（55,869
千円）
［しごと支援課］
県内６箇所で生きがいしごとサポートセンターを運営し、地域社会貢献と生き
がいのある働き方をめざすコミュニティ・ビジネスでの起業・就業を総合的に支
援する。
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Ⅳ くらし支援
１

すまいの確保

(1) グループホーム等の利用に係る低所得者への県単独負担軽減（109,447 千円）
［障害福祉課、障害者支援課］
グループホームを利用する低所得者に対する家賃助成を行い、地域移行を促進
するほか、医療型障害児施設利用世帯の医療費の利用者負担を軽減する。
○グループホーム：家賃から補足給付額を引いた額の 1/2（上限 15,000 円）
○医療型障害児施設：医療費自己負担額を自立支援医療の上限額並となるよう
軽減
(2) グループホーム新規開設サポート事業（3,100 千円）［障害福祉課］
グループホーム開設時の初度備品（IH 電磁調理器・エアコン・消火器等）や開
設に伴う諸経費（敷金・礼金等）を補助し、障
害者の地域移行を進める。
(3) 障害者福祉施設整備補助（662,562 千円）
［障
害福祉課、障害者支援課］
社会福祉法人等が行う障害児・者福祉施設や
グループホーム等の整備に係る経費を補助し、
障害福祉サービスの基盤を整備する。
(4) 障害福祉サービス事業所等整備補助（333,000 千円 ※平成 27 年度２月補正：
緊急経済対策）［障害福祉課、障害者支援課］
国の緊急経済対策に合わせ、社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等
の整備に係る経費を補助し、基盤整備を推進する。
(5) 関西盲人ホーム運営費補助事業（5,607 千円）［障害者支援課］
自営・就労が困難なあん摩、はり又はきゅう師免許を有する視覚障害者に対し、
施設の利用及び技術指導を行う盲人ホームの運営を支援する。
(6) ひょうご住まいサポートセンターの運営（27,193 千円）［住宅政策課］
住まいの相談事業・情報提供のほか、安全・安心リフォームアドバイザーの派
遣等を行う。
２

地域移行・地域定着の推進

(1) 知的障害者生活訓練事業（2,400 千円）［障害福祉課］
在宅及び施設入所している知的障害者が計画的宿泊を通じて生活訓練を行う
チャレンジホームに対する助成を行い、家庭や地域での自立生活を促進する。
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(2) 精神科長期入院患者等への退院支援事業（603 千円）［障害福祉課］
精神科病院入院患者の地域移行を支援するため、精神障害者が利用できるサー
ビスや精神疾患の理解を深める家族教室により、早期退院、再入院の防止を図る。
(3)【新】長期入院精神障害者地域移行推進事業（9,077 千円）［障害福祉課］
長期入院精神障害者の退院・地域移行推進のため、精神科病院と行政、地域援
助事業者のさらなる連携強化のための取組を実施する。
○精神科病院職員等に対する研修（４圏域）
○退院支援プログラムの実施（ピアサポーターによる面談等）
(4) 精神科病院入院患者社会復帰促進事業（360 千円）［障害福祉課］
地域住民との交流を通じて精神障害者に対する理解を深めるとともに、精神障
害者の社会適応性の回復や社会復帰・社会参加の促進を図る。
(5) 精神障害者ピア活動の推進（550 千円）［洲本健康福祉事務所］
精神科病院長期入院患者の地域移行・定着支援にピアサポーターを導入し、ピ
アサポーターや支援を受ける当事者が仲間づくりを行うとともに、当事者のニー
ズにあう居場所づくりを地域住民や関係者とともに支援し、精神障害者が当たり
前に生活できる地域・まちづくりをめざす。
３

経済的自立に向けた支援

(1) 特別障害者手当等給付（103,150 千円）［障害福祉課］
日常生活において常時特別な介護を要する在宅の重度障害児・者に対し、特別
障害者手当等を給付する。
(2) 介護手当費補助（30,150 千円）
［障害福祉課］
重度心身障害児・者の介護者に介護手当を支給し、当該介護者と重度心身障害
児・者の負担を軽減（県 1/2、市町 1/2）
○支給額：月額 8,333 円（年額 100,000 円）
４

公共交通・公益的施設等におけるバリアフリー化

(1) 兵庫ゆずりあい駐車場制度の推進［障害者支援課］
障害者等が使用する駐車区画の適正利用を図る「兵庫ゆずり
あい駐車場制度」を推進する。
(2) 福祉のまちづくり研究所の運営（160,331 千円）
［障害者支援
課］
ユニバーサル社会の実現に向けた工学的見地から、まちづく
りや福祉機器等に関する研究を行うとともに、家庭介護リハビ
リ研修事業等を行う福祉のまちづくり研究所を運営する。
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(3)【新】ロボットリハビリテーション拠点化推進事業（14,484 千円 ※平成 27 年
度２月補正：緊急経済対策）［障害者支援課］
福祉のまちづくり研究所（ロボットリハビリテーションセンター）を核とし、
最先端技術を活用した医療・介護用リハビリロボット等の拠点化を推進する。
○現場ニーズに即した研究開発・商品化の推進する。
○テクニカルエイド発信拠点の本格運用
○リハビリテーション関連国際会議開催への支援
(4) ユニバーサル社会づくり普及推進事業（359 千円）［障害者支援課］
ユニバーサル社会づくりに向け、推進大会を開催するほか、先導的なユニバー
サル社会づくり活動を行う個人・団体・企業等を顕彰する。
(5)【拡】福祉のまちづくり条例の施行（2,678 千円）［都市政策課］
福祉のまちづくりアドバイザーによるチェック＆アドバイスの実施等により、
適切な条例の運用を図るとともに、シンポジウム開催等による福祉のまちづくり
の普及啓発を行う。
(6) 鉄道駅舎エレベーター等の設置促進（35,166 千円）［都市政策課］
１日の平均乗降客数 3,000 人以上の鉄道駅舎のバリアフリー化を促進するため、
鉄道駅舎へのエレベーター等の設置を推進する。
○実施予定：３駅
○負担割合：国 1/3、県 1/6、市町 1/6、事業者 1/3
(7) ノンステップバス車両の導入助成（24,853 千円）［都市政策課］
高齢者、障害者、乳幼児連れの人等あらゆる人が乗
り降りしやすいノンステップバス等の導入を促進する。
○導入予定：38 台
○負担割合：国 1/2、県 1/4、市町 1/4
(8) 中層住宅バリアフリー等改修事業（664,379 千円）
［公営住宅課］
長期活用予定の中層住宅団地を対象に、エレベーターや手すり等を設置し、バ
リアフリー化を実施する。
○対象県営住宅：132 戸
５

情報アクセシビリティの確保・コミュニケーションの支援

(1)【拡】県議会広報のユニバーサル化（11,258 千円）［議会事務局調査課］
本会議インターネット中継の手話画面の挿入、ホームページの作成（文字サイ
ズ変更機能等の装備）、広報テレビ番組の字幕スーパー・手話画面の挿入、声の
広報「お元気ですか、県議会です。」、点字広報「議会だより」の発行を行う。
(2) 県広報のユニバーサル化（516,644 千円）［広報課］
ホームページの作成や広報 TV 番組の字幕スーパー・手話画面の挿入、声の広
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報「愛の小箱」、点字広報誌「広報ひょうご」の発行等を
行う。
(3) L アラート（公共情報コモンズ）情報システムの推進
事業（337 千円）［情報企画課］
L アラート（公共情報コモンズ）を県域で運用し、避
難勧告等の緊急時情報を地上波デジタル放送テレビのデ
ータ放送で発信する。
(4)【拡】手話普及に向けた各種講座の開催（12,660 千円）
［障害者支援課］
聴覚障害者への理解促進と手話の普及に向け、県民向
けの手話講座等を開催する。
○若者対象手話講座 100 回、親子対象 5 回、一般県民向け 15 回
○手話通訳講師スキルアップ講座 18 回
(5) 県主催イベントにおける情報配慮支援事業（4,316 千円）［障害者支援課］
聴覚障害者の社会参加を促進するため、県主
催イベント（300 人以上のイベント等）に手話
通訳者及び要約筆記者を配置する。
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Ⅴ 安全安心
１

差別解消・権利擁護の推進

(1)【拡】障害者差別解消総合支援事業（7,778 千円）［障害福祉課］
障害者差別解消法に規定する地域協議会の設置等法定事項を実施するととも
に、障害者差別に関する相談窓口を設置する。併せて、産官学連携による取組や
差別事例の収集等を推進するほか、障害当事者による意見・情報交換の場として、
障害者だけの施策委員会を設置する。
○障害者差別解消相談センターの開設（相談対応、調査、事例・情報収集）
○弁護士・福祉専門職による無料法律相談の実施
○差別解消支援地域協議会の運営
○障害当事者委員会の設置
(2)【新】女性障害者等支援啓発事業（内閣府障害者差別解消地域フォーラム）
［障
害福祉課］
障害者差別解消法の理解促進に向けた啓発
及び複合差別の対象となりやすい女性障害者
支援等についてのパネルディスカッション等
を内閣府と共同実施により行う。
(3) 障 害者 虐待防止 ・権利擁護 体制推進事 業
（1,910 千円）［障害福祉課］
障害者虐待の防止や権利擁護に関する普及啓発や、虐待防止センター・障害者
福祉施設等の職員等を対象とする研修、虐待防止等に関する指導者養成研修への
派遣のほか、障害者権利擁護センターを運営する。
(4) 障害者の明るいくらし推進事業（132 千円）［障害福祉課］
県内小・中学生等を対象に「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスタ
ー」を募集し、障害者理解の啓発を図る。
(5) 発達障害自立促進支援事業（1,852 千円）［障害福祉課］
保育所や障害福祉サービス事業所、企業等を対象に研修を実施し、発達障害サ
ポーターとして養成することにより、理解が十分とは言えない発達障害に関する
支援体制を充実する。
○専門コース（児童期支援）対象者：保育所・児童福祉施設職員等
○専門コース（成人期支援）対象者：就労移行支援、入所支援施設職員等
○一般コース（成人期支援）対象者：一般企業従業員等
(6) 精神保健福祉思想普及啓発事業（360 千円）［障害福祉課］
精神保健福祉に関する知識の普及啓発を行うため、県下４地区において、県民
を対象とする精神保健福祉大会を開催する。
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(7) みんなの声かけ運動実践事業（3,797 千円）［障害者支援課］
だれもがまちなかで困っているときに、みんなが声をかけて
助け合う「みんなの声かけ運動」を実施
(8) 譲りあい感謝マークの普及推進［障害者支援課］
障害のあることが外見からは分かりにくい人への配慮を促
す「譲りあい感謝マーク」の普及啓発を実施する。
(9) 人権文化を進める県民運動推進事業（25,899 千円）［人権推進課］
人権文化を進める県民運動の一環として、人権啓発フェスティバルや人権週間
のつどいを開催する。
(10) 人権文化県民運動推進補助事業（20,000 千円）［人権推進課］
人権文化を進める県民運動の一層の展開を図るため、人権課題の解決に向けた
市町の啓発事業・先駆的事業等を支援する。
２

防災・防犯対策の推進

(1) 災害時要援護者サポートミーティングの開催（500 千円）［防災企画課］
阪神・淡路大震災で顕在化した要援護者支
援対策について、地域における主体的な取組
を加速するため、学識者による講演や先進的
取組事例紹介、自主防災組織等によるパネル
ディスカッションを実施する。
(2) ひょうご防災ネット運営事業（13,239 千円）
［防災情報室］
災害発生時に携帯電話のメール・ホームページ機能を利用し、県と市町が共同
して直接災害・避難情報等を発信する「ひょうご防災ネット」を運用する。
(3) 高齢者・障害者等消費者トラブル防止事業（2,913 千円）［消費生活課］
悪徳商法等の標的となりやすい高齢者・障害者等の消費者被害の未然・拡大防
止を図るため、地域の見守りを推進するネットワークの充実強化を図る。
(4) 緊急時情報通信システム運営管理事業（1,296 千円）［障害者支援課］
災害時等にあらかじめ登録された聴覚障害者や支援者の携帯電話等に緊急情
報メールを送信し、緊急災害情報や避難場所、手話通訳者の所在位置等の情報取
得方法等について、確実な伝達を行う。
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３

災害等被災地への支援

(1) 兵庫県こころのケアチーム「ひょうごＤＰＡＴ」体制整備事業（999 千円）
［障
害福祉課］
今後起こり得る災害等発生時の緊急支援体
制を強化するため、「ひょうごＤＰＡＴ」（平
成 26 年度設置）の登録制度を運用する。
○各病院単位での精神科医師・看護師・
精神保健福祉士等によるチームの登録
○登録者に対する研修の実施（年２回程度）
(2) 音楽療法被災者支援事業（514 千円）
［医務
課］
県内に転入されている東日本大震災の被災者のこころのケアや一般県民との
絆づくりの機会を提供するため、兵庫県音楽療法士による参加型コンサートを兵
庫県音楽療法士会との共催により開催する。
(3) 園芸療法等を活用した被災者支援事業（1,999 千円）［公園緑地課］
花と緑を育むことを通して被災者の心の癒しを図るため、園芸療法プログラム
の体験等を支援する。
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