
障がい福祉施策に係る平成２０年度予算・歳出科目及び小事業名の見直し

款項目

現行の小事業名

現  行
3-1-4.身体障害者社会参加促進事業費

・2001061更生医療費（身障） ･2001   特定介護給付費 ・居宅介護（身・知・児・精）

・2001077施設訓練等支援費 ・重度訪問介護

3-1-4身体障害者日常生活支援事業費 ・行動援護

・2001078居宅生活支援費（身障） ･2001   その他介護給付･訓
練

・短期入所（身・知・児・精）

3-1-4補装具給付事業費 ・共同生活援助（知・精）

・2001062補装具給付費 ・生活介護（身・知）

3-1-4高額障害福祉サービス費助成事業費 ・児童デイサービス

・1904225高額障害福祉サービス費助成事業負担金 ・療養介護（身）

・施設入所支援

3-1-5知的障害者社会参加促進事業費 ・生活訓練

・2001091施設訓練等支援費（知障） ・就労移行支援

3-1-5知的障害者日常生活支援事業費 ・就労継続支援Ａ
・2001092居宅生活支援費（知障） ・就労継続支援Ｂ

3-1-5高額障害福祉サービス費助成事業費 ・旧法施設支援（入所更生・授産）
・1904225高額障害福祉サービス費助成事業負担金 ・旧法施設支援（通所更生・授産）

4-1-1精神障害者生活支援事業費

・2001160精神障害者ホームヘルプサービス支援費

・2001161精神障害者短期入所支援費

・2001162精神障害者グループホーム支援費

3-2-1児童デイサービス事業支援事業費
・2001124児童デイサービス事業支援費

○障害程度区分認定等事務費
現  行 移行後

3-1-1障害程度区分認定等事業費 3-１-　障害程度区分認定等事業費
・0102001非常勤特別職報酬 ・0102001非常勤特別職報酬

・0901001費用弁償 ・0901001費用弁償

・0902001普通旅費 ・0902001普通旅費

・1101999消耗品費 ・1101999消耗品費

・1104001コピー料 ・1104001コピー料

・1201999通信運搬費 ・1201999通信運搬費

・1204025医師意見書作成手数料

・1310119障害程度区分認定訪問調査委託料

・1403002高速道路使用料 ・1403002高速道路使用料

・1904999.会議・研修等負担金
・1904999.会議・研修等負担
金

・2001031サービス利用計画作成助成費 ・2001031サービス利用計画作成助成費

○特別障害者手当等支給事業費
現  行 移行後

3-1-4重度障害者生活安定事業費 3-１-　特別障害者手当等給付費
・2001067特別障害者手当給付金

・2001068障害児福祉手当給付金 ・2001068障害児福祉手当給付費

・2001069福祉手当経過措置分

○地域生活支援事業費（補助分）
現  行 移行後

3-1-1障害者総合支援センター運営事業費 3-１-　地域生活支援事業費（補助分）
・1302037精神障害者相談支援強化事業委託料

3-1-4身体障害者社会参加促進事業費
・1302010手話通訳派遣委託料 ・2001070日常生活用具給付事業費

・2001063更生訓練費

・2001064運転免許取得・自動車改造費助成費

3-1-4身体障害者日常生活支援事業費
・1302012障害者入浴サービス事業運営委託料

・2001078居宅生活支援費（身障）　(移動支援）

3-1-4点字図書室運営事業費
・1302009点字図書室運営委託料

・1402014パーソナルコンピューター等リース料→終了

3-1-4重度障害者日常生活支援事業費
・2001070日常生活用具給付費

3-1-5知的障害者日常生活支援事業費
・2001092居宅生活支援費（知障）　(移動支援、日中一時支援事
業）
3-1-4身体障害者施設運営費等補助事業費
・1905070地域活動支援センター運営費補助金（補助分）

3-1-5知的障害者施設運営費等補助事業費の一部
・1905070地域活動支援センター運営費補助金（補助分）

4-1-1精神障害者社会復帰支援事業費
・1905070地域活動支援センター運営費補助金（補助分）

○自立支援対策推進事業費 （H20年度のみ）
現  行 移行後

3-１-　自立支援対策推進事業費

○重度障害者医療費助成事業費
現  行

3-1-4重度障害者医療費助成事業費
・0902001普通旅費 ・0902001普通旅費

・1101999消耗品費 ・1101999消耗品費

・1104001コピー料 ・1104001コピー料

・1104999.印刷製本費 ・1104999.印刷製本費

・1403002.高速道路使用料 ・1403002.高速道路使用料

・2001158重度障害者医療費助成事業費

現  行
4-1-1精神障害者生活支援事業費
・2001158精神障害者通所交通費助成費

現  行
3-1-1障害者総合支援センター運営事業費
・1302024障害者総合支援センター運営業務委託料

現  行
3-1-1障害者住宅改修助成事業費
・1906104障害者住宅改修助成事業補助金

3-1-4身体障害者日常生活支援事業費

・1106001車両修繕費（車検・点検整備含む）

・1302008除雪サービス事業運営委託料

・1302012障害者入浴サービス事業運営委託料

・1302013障害者移送介助サービス事業運営委託料

・1302014障害者訪問給食サービス事業運営委託料

・2001076紙おむつ給付費

重度障害者医療費助成事業費

・18視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費

・2001158重度障害者医療費助成事業費

 4-1-1
 保健衛生総務費

3-2-1
 児童福祉総務費

 3-1-5
 知的障害者援護費

知的障害者団体運営費等補助事業費

知的障害者施設運営費等補助事業費

知的障害者援護事務経費

知的障害者社会参加促進事業費

精神障害者生活支援事業費

社会福祉法人等利用者負担軽減
措置事業費

高額障害福祉サービス費助成事業費

児童デイサービス事業支援事業費

知的障害者日常生活支援事業費

3-１-　日常生活支援事業費（単独分）

移行後
○障害者総合支援センター運営事業費

移行後
3-１-　重度障害者医療費助成事業費

精神障害者社会復帰支援事業費

3-１-　障害者自立支援サービス給付費

障害者総合支援センター運営事業費

心身障害者生活安定事業

・2001076紙おむつ給付費

・27　　　　公課費

障害者の街づくり推進事業費

障害者自立支援教育訓練等助成事業費

障害者自立支援費制度電算システム
運用経費

障害程度区分認定等事業費

身体障害者社会参加促進事業費

障害者福祉サービス利用券助成事業費

身体障害者施設運営費等補助事業費

身体障害者団体運営費等補助事業費

障害者住宅改修費助成事業費

重度障害者福祉事務経費

身体障害者日常生活支援事業費

補装具給付事業費

身体障害者保護事務経費

高額障害福祉サービス費助成事業費

重度障害者生活安定事業費

重度障害者日常生活支援事業費

社会福祉法人等利用者負担軽減
措置事業費

緊急通報システム整備事業費

障害者支援計画・障害福祉計画
進行管理経費

点字図書室運営事業費

北海道障害者スポーツ大会助成事業費

・2001　　 移動支援事業

・1905070地域活動支援センター運営費補助金

・1302012訪問入浴サービス事業運営委託料

・2001063更生訓練費給付費

・2001      日中一時支援事業

・1302009点字図書室運営事業委託料

・1906104住宅改修助成事業補助金

・1302014訪問給食サービス事業運営委託料

・1302012施設入浴サービス事業運営委託料

・1302024障害者総合支援センター運営業務委託料

○日常生活支援サービス事業費（単独分）
移行後

・1302008除雪サービス事業運営委託料

3-１-　障害者総合支援センター運営事業費

・1106001車両修繕費（車検・点検整備含む）

移行後

・1310119障害程度区分認定訪問調査委託料

・2001064自動車運転免許・改造助成事業費

・20進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者激変緩和事業費

・20障害者通所サービス利用促進事業費

・2001069福祉手当経過措置分

・1302013移送介助サービス事業運営委託料

・1302037相談支援機能強化事業委託料

・2001067特別障害者手当給付費

・20障害者事業運営円滑化事業費

3-１-　精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助事業費
・2001158精神障害者通所交通費助成費

○精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助事業費

・1204025医師意見書作成手数料

・1302010コミュニケーション支援事業運営委託料

・20　　高額障害福祉サービス費

・20　　療養介護医療費給付費

・20　　補装具費給付費

・2001061自立支援医療（更生医療）給付費

　　　　　　　　移　行　後　　　　　　　現　　行

 3-1-1
 社会福祉総務費

 3-1-4
 身体障害者保護費

○自立支援給付事業費

3-1-
 障害福祉費

款項目

移行後



現  行
3-1-4緊急通報システム整備事業費
・1101999消耗品費 ・1101999消耗品費

・1310009システム運用・機器等保守業務委託料

・1801001備品購入費 ・1801001備品購入費

現  行
3-1-4障害者福祉サービス利用券助成事業費
・0402001臨時職員共済費 ・0402001臨時職員共済費

・0701001臨時職員賃金 ・0701001臨時職員賃金

・1101999消耗品費 ・1101999消耗品費

・1201999通信運搬費 ・1201999通信運搬費

・1310009システム運用・機器等保守業務委託料

・2001079障害者福祉サービス利用券助成費

現  行
3-1-4障害者自立支援教育訓練助成事業
・1906513障害者自立支援教育訓練給付補助金

現  行
3-1-1心身障害者生活安定事業
・2001026施設面会旅費助成費

現  行
3-1-4障害者の街づくり推進事業費
・1906128千歳市社会福祉協議会補助金

現  行
3-1-5知的障害者施設運営費等補助事業費
・1908033千歳いずみ学園元利補給補助金

・1908034千歳いずみ学園通所授産施設元利補給補助金

現  行
3-1-4身体障害者施設運営費等補助事業費
・1906142地域活動支援センター運営費補助金（単独分）

3-1-4身体障害者団体運営費等補助事業費
・1904222施設入所者出身市町村負担金

・1904223.北海道身体障害者スポーツ振興会負担金

・1906127千歳身体障害者福祉協会補助金

3-1-5知的障害者施設運営費等補助事業費 ・1906140手をつなぐ親の会運営費補助金

・1906142地域活動支援センター運営費補助金（単独分）

3-1-5知的障害者団体運営費等補助事業費
・1906140手をつなぐ親の会補助金

4-1-1精神障害者社会復帰支援事業費の
・1906142地域活動支援センター運営費補助金（単独分）

・1906188精神障害者家族会育成補助金

・1906189千歳断酒会育成補助金

現  行

現  行
3-1-1障害者支援費制度電算システム運用経費
・1310009システム運用・機器等保守業務委託料 ・0801001報償金（謝金等）

・1310118障害者自立支援費制度電算システム開発業務委託料→・0902001普通旅費

・1101999消耗品費

3-1-4身体障害者保護事務経費 ・1104001コピー料

・0902001普通旅費 ・1104999印刷製本費

・1101999消耗品費 ・1201999通信運搬費

・1104001コピー料 ・1204006審査支払手数料

・1104999印刷製本費

・1201999通信運搬費 ・1403002高速道路使用料

・1204006審査支払手数料

・1403002高速道路使用料

3-1-4重度障害者福祉事務経費
・0902001普通旅費

・1101999消耗品費

・1104001コピー料

・1104999.印刷製本費

・1403002.高速道路使用料

3-1-5知的障害者援護事務経費
・0902001普通旅費

・1101999消耗品費

・1104001コピー料

・1403002高速道路使用料

4-1-1精神障害者生活支援事業費
・0801001報償金

・0902001普通旅費

・1101999消耗品費

・1104001コピー料

・1201999通信運搬費

・1904999会議・研修等負担金

現  行
3-1-1障害福祉計画進行管理経費
・0902001普通旅費 ・0902001普通旅費

・1104001コピー料 ・1104001コピー料

・1104009パンフレット印刷費→H19年度のみ

現  行

・1104009印刷製本費

・1310009システム運用・機器等保守業務委託料

・1906513自立支援教育訓練等助成費

・2001079障害者福祉サービス利用券助成費

・1906128千歳市社会福祉協議会補助金

○施設面会旅費助成事業費 

・1310009システム運用・機器等保守業務委託料

3-１-　障害者の街づくり推進事業費　

○福祉サービス利用券助成事業費
移行後

・2001026施設面会旅費助成費

3-１-　施設面会旅費助成事業費
移行後

3-１-　福祉サービス利用券助成事業費

移行後
3-１-　緊急通報システム整備事業費

・1906127千歳身体障害者福祉協会運営費補助金

移行後

・1904223北海道身体障害者スポーツ振興会負担金

・1908035千歳いずみ学園大規模修繕利子補給補助金（新規）

・1906145千歳いずみ学園祝梅分場建物賃借料補助金

移行後

・1906142地域活動支援センター建物賃借料補助金

移行後
3-１-　施設整備費補助事業費（債務負担解消分）

○施設整備費補助事業費（債務負担解消分）

・1908033千歳いずみ学園体育館建設元利補給補助金

・1908034千歳いずみ学園通所授産施設建設元利補給補助金

3-１-　障害者支援計画・障害福祉計画策定経費
移行後

○障害者支援計画・障害福祉計画策定経費 （新規）

○障がい者支援計画・障がい福祉計画進行管理経費
移行後

3-１-　障害者支援計画・障害福祉計画進行管理経費

・1906189千歳断酒会運営費補助金

○団体運営費等補助事業費

○緊急通報システム整備事業費　

・1904999会議・研修等負担金

○全道ろうあ者夏季体育大会助成事業費 （H20年度のみ）
移行後

3-１-　全道ろうあ者夏季体育大会助成事業費　
・1906517全道ろうあ者夏季体育大会開催市補助金

○障害福祉事務経費
移行後

3-１-　.障害者自立支援事務経費

・1310009システム運用・機器等保守業務委託料

・1906188精神障害者家族会運営費補助金

3-１-　団体運営費等補助事業費
・1904222施設入所者出身市町村負担金

○自立支援教育訓練助成事業費

○障害者の街づくり推進事業費 

移行後
3-１-　自立支援教育訓練助成事業費


