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障がい福祉課

延岡市民聞 社 会 福 祉 施 段 盤 備 助 成 要 綱

〈目的〉
第1条市は、社会福祉事業法〈昭和26年法律第45号〉第2条に定める社会福祉施設

及び延岡市高齢者福祉対策 10か年指針に定めた福祉施投開放事業施投〈以下
『施設』という。〉の設置又は増改築〈以下『整備j という。〉を行う社会福祉法人
〈社会福祉法人認可申請中のものを含む。以下『法人j という。〉に対して助成を行
うものとし、その助成については、延岡市補助金の交付に関する規則〈昭和50年規
則第2号、以下『規則j という。〉に定めるもののほかこの要綱に定める。

〈対象事業〉
第2条助成の交付対象となる事業は、次の各号の 1に該当する事業とする。

(1）国または県の補助基本対象となった事業
(2) 日本自転車振興会、日本小型自動車振興会又は日本船舶振興会等の補助対象となっ
た事業

(3) お年玉っき郵便薬害および寄附金付き郵便薬害等の配分金の交付対象となった事業
(4）前各号に掲げる事業のほか、ふるさと愛の基金社会福祉振興資金貸付の対象となっ
た事業のうち市長が特に認めたもの。

〈助成の範囲〉
第3条助成の範囲はつぎのとおりとする。

(1）前条第1号から第3号まで防該当する施設整備については、 国庫負担〈補助〉基
本額の4分の l以内とする。

(2）前条第4号に該当する施設整備費については、 30 0万以内とする。
。）施設の整備を行う為に必、要な資金として、社会福祉・医療事業団借入金及びふるさ

と愛の基金社会福祉施設振興資金借入金の償還金の対ムいに要する経費の額に 2分の
lを乗じて得た額を限度として、予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(4）施設の整備および事業の円滑な発展に資するため、整備に要する用地を斡旋し、ま
たは市有地を貸し付けることができる。

(5）施設の増改築を行うために借園舎等を必要とする場合には、その借園舎等の建設に
必要な経費および臨時に使用する建物の賃借料に2分の lを乗じて得た額とする。た
だしその額が10 0万円を越える場合は 10 0万円を限度とする。

(6）特別の理由により前条項によりがたいものについては、別段の取扱をすることがで
きる。

〈交付の申請〉
第4条補助金等の交付申請をしようとする法人は、規則第3条に定める申請書を市長の

の定める時期までに市長に提出しなければならない。

〈申請の取下げ〉
第5条規則第6条第 1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金等の交付決

定の適知を受領した日から 10日を経過した日までとする。

〈決定の取消〉
第6条規則第lO条の規定による交付の決定に付した条件は次のとおりとする。

法人が補助を受けて5年以内に正当な理由なく事業を変更し、または閉鎖した場
合。

附則
この要綱は、昭和50年2月1日から適用する。

昭和63年4月1日一郎改正
平成 4年 1月27日一郎改正
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障がい福祉課

延岡市障がい者福祉バス運営要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、障がい者福祉バス（以下「福祉パス」という。）運営に

ついて必要な事項を定めるものとする。

（対象者）

第 2条 福祉バスを利用できるものは、次に掲げる者とする。

(1) 延岡市内に居住する障害者手帳所持者とその家族

(2) 延岡市内の障がい者福祉団体とその構成員

(3) 延岡市長が上記に準ずるものとして、特に利用を認める者

2 福祉バスを利用できる人数は、原則として 10人以上（障がいのある人

を 5人以上含む）とする。

（対象事業）

第 3条 福祉パスは、前条に掲げるものが、次の各号に掲げる事業を実施す

る場合に利用できるものとする。

(1）健康増進を図り、社会参加を促進する事業

(2）親睦を深め、仲間意識を高揚する事業

(3）教養を高め、知識を深める事業

(4）その他市長が特に必要と認める事業

2 市長は、前項にかかわらず、特にふさわしくないと判断した場合、 利 用

を承認せず、又は、承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。

（利用期間等）

第 4条 福祉パスを利用できる期間及び時間は、原則として次の各号に掲げ

るとおりとする。

(1) 利用できる期間 1月 4日から 12月 28日まで

(2) 利用できる時間 午前 8時 30分から午後 5時 30分まで

ただし、上記の時間の範囲内で 1泊 2日の利用を認める。

（費用負担）

第 5条 福祉パスを利用する団体は次に掲げる費用を負担しなければならな

(1) 有料自動車道の通行料金

(2) 利用中の駐車料金

(3) 宿泊を伴う運行の場合、運転手の宿泊費等

（利用の申請等）

第 6条 福 祉バスを利用する団体の代表者は、利用を希望する日の 20日前

までに障がい福祉主管課に利用申請をしなければならない。又、利用日時、

利用人数等に変更を生じた場合は、すみやかに届け出なければならない。

（原状回復）

第 7条 福祉パスを利用する団体が、利用中に故意又は過失により福祉パス

の車体等に損傷を与えたときは、当該団体の負担で原状に回復させなけれ

ばならない。

（委任）

第 8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 17年 4月 1日から施行する。

この要綱は、平成 21年 1月 23日から施行する。



障がい福祉課

延岡市重度身体障害者福祉電話貸与事業実施要綱

（事業の目的）
第1条延岡市重度身体障害者福祉諸活貸与事業実施要綱（以下「事業」という。）は、
在宅の重度身体障害者に対し、安否の確認等に利用するため福祉電話を貸与し、もって
福祉の増進に資することを目的とする。

（事業の実施主体）
第2条事業の実施主体は延岡市とする。

側象者）
第3条福祉電話の貸与を受けることができる者は、延岡市内に住所を有ずる 18才以上
の在宅の重度身体障害者でよコミュニケーション及び緊急送織の手段として電話を必要
とする者とし、所得税非課税世帯に属する者とする。

（申請）
第4条福祉露首の貸与を受けようとする者は、福祉窃E貸与申請書〈以下「申請書」と
いう。〉により市長に申請しなければならない。

仁貸与の決定）
第5条市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その必要性を検討し、貸与
の可否を決定したあと、当該申請者にその結果を通知するものとする。

喫約の締結）
第6条前条の規定により、福祉窃関与通知を受けた者は、市と福祉電話使用貸借契約
書により契約を締結しなければならない。

〈通話料）
第7条福祉電話の通話料は、申請者の負担とするが、市長は、必要と認められる者に対

し、基本料金に相当する額を助成することができる。

く貸与期間）
第8条福祉電話の貸与期間は、 1年間とする。ただしその期間は、更新することがで

きる。

（その他）
第9条市長は、この要綱に定めるもののほか、必要な事項を別に定めることができる

ものとする。

附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
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障がい福祉課

延岡市障がい児療育強化事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、在宅の心身に障がいのある児童文は障がいの疑いがある児童（以下「

障がい児等Jという。）とその保護者に対し、通園により、療育指導等を行い、地域での

在宅生活を支援するとともに、乳幼児期における発達遅滞の早期療養等を通し、児童の健

全育成とその保護者の家庭での療育技術を習得させることを目的とする。

（実施主体）

第2条 延岡市障がい児療育強化事業（以下「事業」という。）の実施主体は延岡市とする

。ただし、この事業の全部又は一部を、法人に委託することができる。

（実施場所）

第3条 この事業の実施場所は、児童デイサービス事業所とする。

（職員）

第4条 この事業には、障がい児等とその保護者に対し適切な指導を行う能力を有する専任

職員、及び嘱託医を配置するものとする。

（対象者）

第5条 この事業の対象者は、次の各号のとおりとする。

1 在宅の心身に障がいのある児童のうち、通園による療育指導が適当と認められる児

童及びその保護者。

2 児童相談所又は保健所、育成医療機関等の療育機関において、心身に障がいがある

と認められる在宅の児童又は、障がいの疑いがある児童とその保護者。

（事業の内容）

第6条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。

1 日常生活動作訓練及び運動機能訓練、集団生活等への社会適応訓練等の訓練指導に

関すること。

2 母子通園による保護者に対する療育指導に関すること。

3 対象児童の障がいの種類・程度等に応じた個別指導、訪問指導に関すること。

4 療育等に関する相談業務に関すること。

5 おもちゃライブラリーに関すること。

6 その他療育に｜均し必要と認められるもの。



（利用定員）

第7条 この事業の 1日の利用定員は、原則 25名とする。

（申請）

第8条 この事業の利用を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、障がい児療

育強化事業利用申請書（様式第 1号）により延岡市福祉事務所長（以下「所長Jという。

）に申請するものとする。

（決定）

第9条 所長は、前条の規定により申請を受理したときは、その要否を決定し、障がい児療

育強化事業利用決定・却下通知書（様式第2号）により当該申請者に通知するものとする

。

2 所長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、障がい児療育強化事業利用委託通

知書（様式第3号）により、当該事業を受託する法人（以下「受託法人」という。）に通

知するものとする。

（決定期間）

第10条 前条の規定による決定期間は概ね2か月間とし、それ以降は障害者自立支援法に基

づく介護給付託（児童デイサービス）の適応とする。

2 前項の決定による決定期間については、継続した訪問保育・支援が必要な場合など、個

々の事情に応じて延長できるものとする。

（登録）

第11条 所長は、第9条の規定により障がい児療育強化事業の利用の決定をしたときは、当

該利用決定を受けた者（以下「利用者Jという。）を、障がい児療育強化事業利用者登録

台帳（様式第4号）に登録するものとする。

（住所変更）

第12条 利用者は、住所文は氏名等を変更したときは、障がい児療育強化事業利用者変更届

（様式第5号）により、所長に届出なければならない。

（利用廃止）

第13条 所長は、利用者から障がい児療育強化事業利用廃止脳（様式第6号）の提出があっ

たとき又は利用者が次の各号に該当するときは事業の利用廃止をすることができる。

( 1 ）事業を利用する必要がないと認められるとき。

(2）施設入所や入院等により、 3か月以上継続して利用のないとき。

(3）虚偽の申請及びその他不正な手段により事業を利用していたとき。

2. 所長は、前項の規定により事業利用の廃止をしたときは、その胃を台帳に記載の上、障

がい児療育強化事業平IJ則廃止決定通知，I} （様式第7ワ）により利用者及び受託法人に通知

するものとする。
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（関係機関との協議）

第14条 所長は、利用者に関し必要があると認めるときは、受託法人又は利用者及びその保

護者、育成医療機関の関係機関等との総合的な措置を協議するものとするo

（利用料）

第15条 この事業の利用料は、無料とする。

（事業実施上の留意点）

第16条 受託法人は、この事業を行うにあたり、次の各号に掲げる事項を守らなければなら

ない。

(1）利用者及びその保護者の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはな

らないこと。

(2）利用者及びその保護者において、政治的、宗教的中立を守り、特定の者を推薦又

は宗教に勧誘しないこと。

(3）職務上知り得た身上及び家庭に関する秘密を守ること。

（その他）

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

（附則）

この要綱は、平成 15年4月 1日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成22年4月 1日から施行するo



障がい福祉課

ム 延岡市障がい児地域療育機能強化事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、在宅障がい児等の地域における生活を支える為、理学療法土等による療

育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、「県立こども療育センター」

との連携を持ち、県北地域における在宅障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

（実施主体）

第2条 延岡市障がい児地域療育機能強化事業（以下「事業Jという。）の実施主体は延岡市

とする。ただし、この事業の全部または、一部を法人に委託することができる。

（対象者）

第3条 この事業の対象者は県北地区に居住する在宅障がい児等及び、その保護者等とす る

（事業の内容）

第4条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。

県が実施する障がい児（者）地域療育等支援事業のうち、「県立こども療育センター」

による県北地区巡回療育相談に同行し在宅障がい児等の日常生活動作訓練、運動機能訓練

等の療育指導を行なう。

2 「延岡こども発達支援センターさくら園」を拠点とし、在宅障がい児等の日常生活動

作訓練、運動機能訓練等の療育指導を行なう。

（申請）

第5条 この事業の利用を申請しようとする者（以下「申請者Jという。）は、巡回療育相

談を受けた上で、医師の紹介状並びに障がい児地域療育機能強化事業利用申請書（様式 第 1

号）により延岡市福祉事務所長（以下「所長Jという。）に申請するものとする。

（決定）

第6条 所長は、前条の規定により申請を受理したときは、その要否を決定し、障がい児地域

療育機能強化事業決定・却下通知書（様式第2号）により当該申請者に通知するものとする

。

2 所長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、障がい児地域療育機能強化事業利

用委託通知書（様式第3号）により、当該事業を受託する法人（以下「受託法人Jとい

う。）に通知するものとする。

（登録）

第7条 所長は、前条の規定により障がい児地域療育機能強化事業の決定をしたときは、当該

利用決定を受けた者（以下「利用者Jという。）を、障がい児地域療育機能強化事業利用者

登録台帳（様式第4号）に登録するものとする。

（住所変更）

第8条 利用者は、住所又は氏名等を変更したときは、障がい児地域療育機能強化事業利用者



変更届（様式第5号）により、所長に応出なければならない。

（利用廃止）

第9条 所長は、利用者から障がい児地域療育機能強化事業利用廃止届（様式第6号）の提出

があったとき又は利用者が次の各号に該当するときは事業の利用廃止をすることができる。

( 1 ）事業を利用する必要がないと認められるとき。

(2）施設入所や入院等により、 3月以上継続して利用のないとき。

(3）虚偽の申請及びその他不正な手段により事業を利用していたとき。

2 所長は、前項の規定により事業利用の廃止をしたときは、その旨を台帳に記載の上、 障

がい児地域療育機能強化事業利用廃止決定通知書（様式第7号）により利用者及び受 託法人

に通知するものとする。

（関係機関との協議）

第10条 所長は、利用者に関し必要があると認めるときは、受託法人又は県立こども療育 セ

ンタ一、利用者及びその保護者、関係機関等との総合的な措置を協議するものとする

（利用料）

第11条 この事業の利用料は、原則として無料とする。

（事業実施上の留意点）

第12条 受託法人は、この事業を行うにあたり、次の各号に掲げる事項を守らなければな ら

ない。

(1 ）利用者及びその保護者の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしては

ならないこと。

(2）利用者及びその保護者において、政治的、宗教的中立を守り、特定の者を推薦

又は宗教に勧誘しないこと。

(3）職務上知り得た身上及び家庭に！刻する秘密を守ること。

（その他）

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

（附則）

この要綱は、平成 12年4月 1日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成 15年4月 1日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。



障がい福祉課

b .延岡市障がい者住宅改造等助成事業実施要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、延岡市障がい者住宅改造等助成事業（以下「事業」という。）による補助金の交付に関

し、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50年規則第2号、以下「規則」という。）、及び宮崎

県障がい者住宅改造等助成事業実施要領（平成17年4月1日宮崎県要領。以下刊誌要領Jという。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第2条事業は、在宅の障がい者・児（以下「障がい者等jという。）のいる世帯に対し、その住宅を当該障

がい者等の居住に適するよう改造するために要する費用及ひ視覚障がい者の施術施設整備に要する1Jl

用を助成することにより、障がい者等の自立した生活の維持・促進及び介護者の負担の軽減を図るこ

と及ひ視覚障がい者の社会参加の推進を図ることを目的とする。

（助成の対象者）

第3条助成の対象となる者（以下「対象者Jという。）は、次の各号のすべてに該当する世帯とする。

(1）世帯員が延岡市内に住所を有し、現に居住していること。なお、施術施設整備の場合、市内に施

術施設を有して事業を行うものであること。

(2）次のいずれかに該当する障がい者等（以下「対象障がい者等Jという。）が世帯の構成員であるこ

と。

①住宅改造関係

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「身障法Jという。）第15条第4項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年

厚生省令第15条）別表第5号により次のいずれかに該当する者

（ア） 下肢又は体幹又は視覚障がい者で1級から3級の者

（イ） 上肢障がい者で1級から2級の者

（ウ） 脳病変による運動機能障がい者で1級から3級の者

（エ） 内部障がい者で1級から3級の者

イ 宮崎県療育手帳制度実施要綱（昭和48年12月11日第232-1090号）の規定によ

り、療育手帳Aの交付を受けている者

②施術施設整備関係

ア 身障法第15条第4項に規定する視覚障がい者の手帳の交付を受けている者

イ あんま、マッサージ、はり、きゅうの免許証を所持し、新たに施術業を開業するにあたり、

施術施設整備の必要性が認められる者。

(3）次のいずれかに課税額が該当すること。

①住宅改造関係

世情の生計の中心となる者の前年の所得税課税年額が I4 0. 0 0 0円以下であること。

②施術施設閃係

世帯の生計の中心となる者の前年の所得税課税年額が非，w税であること。



（事業の適用除外）

第4条前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する障がい者等又はその隙がい者等の属する世

帯は、原則として助成事業の対象から除外する。

(1）対象障がい者等が入院中及び福祉施設（通所施設は除く）に入所中又は入所待機者である世

帯

(2）借家等に居住する世，j停で、あって、家主等から改造の承諾を得られない世情

(3）助成金交付決定通知以前に工事に着手した世帯

(4）公営住宅に居住する世情（施術施設整備関係は除く）

（助成の対象となる経費）

第5条助成の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次の各号に該当するものとする。

(1）住宅改造関係

①対象障がい者等の日常生活及びその介護者の負担を軽減するため、既存の居室、浴室、洗面所、

台所、便所、玄関、階段、廊下又はその他特に必要と認める住宅の設備・燐造等を、対象障がい

者等に適応するよう改造するために要する経費とする。

②新築は助成の対象としないものとし、改築及び増築は原則として助成事業の対象から除外する。

③第1項の規定にかかわらず、介護保険法（平成9年法律第 123号）第45条に規定する居宅

介護住宅改修費及び同第57条に規定する居宅支援住宅改修1~並びに身体障害者福祉法第 1 8条

第2項に規定する日常生活用具給付に基づく住宅改修費の支給対象となるものに係る経費につい

ては助成の対象としないものとする。

(2）施術施設整備関係

施術施設の新規開設に要する経費とする。

（事業の適用）

第6条前条に規定する助成は、次の各号によるものとする。

( 1)住宅改造関係

助成金の交付は、原則として当該住宅につき 1回とし、延岡市高齢者住宅改造助成事業との併用は

できないものとする。

(2）施術施設整備関係

原則として新たに施術業を開業するものにつき 1回とし、過去に当該事業による補助を受けた事が

ない者に限る。なお、盲人施術近代化整備事業（昭和50年 10月1日宮崎県福祉保健部障害福祉課

定め、平成17年3月31日廃止）による補助を受けた者は、この事業の対象とならない。

（助成金）

第7条助成額は次の各号によるものとする。

(1）住宅改造関係

助成金の額は、 1 0 0 0. 0 0 0円（第5条第3項に規定する住宅の改修伐の支給対象者にあっ

ては80 o. 0 0 0円とする）と対象経費のいずれか低い方の額に、別表1に定める助成割合を乗じ

た額を対象障がい者等に対して助成するものとする。この場合において助成額に 1. 0 0 0円未満の

端数が生じた場合は、これを切り拾てるものとする。



(2）施術施設整備関係

助成の額は、 60 o. 0 0 0円と対象経費のいずれか低い方の額を対象障がい者等に対して助成す

るものとする。

（申請）

第8条前条に規定する助成金の交付を受けようとする対象障がい者等（以下「申請者」という。）は、補助

金交付申請書（障がい者住宅改造等助成申請書）に次の各号に婦げる書類を添えて市長に申請するも

のとする。

(1）改造（整備）箇所の図面及び写真（改造（整備）前のもの）

(2）世情の生計の中心となる者の前年分所得税額が確認できる書類

(3）対象経費の見積書

(4）借家又は借問の場合は、その所有者の承諾書

2 前項の申請は、申請者本人文はその代理人（申請者本人と同居している世帯員に限る。）が行わなけ

ればならない。

（助成の決定等）

第9条市長は前条の規定による申請があったときは、第13条に定めるリフォームチームの意見に基づき

助成金の交付の可否及び金額を決定し通知するものとする。

2 申請者及ひ施工業者は、助成事業の範囲において、リフォームチームの意見に従うものとする。

（施工）

第 10条 申請者は、前条の規定による補助金交付決定通知後に住宅改造工事及ひ施術施設整備に着手するも

のとする。

2 申請者は、前条の規定による補助金交付決定通知後に住宅改造の施工内容若しくは施術施設整備の

内容を変更（軽微な変更を除く。）又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認

を受けなくてはならない。

（補助金の請求）

第 11条 申請者は、住宅改造等が完了したときは、速やかに事業実績報告書（様式第1号）に、次の各号に

掲げる書類を添えて市長に補助金等請求をするものとする。

(1）工事領収書

(2）改造（整備）箇所の写真（改造（整備）後のもの）

(3）補助金等請求書

2 市長は、申請者から補助金の受領に！刻する委任状（様式第2号）が提出された場合には、当該委任

を受けた改造工事の施工業者に補助金を支払うことができる。この場合において、当該補助金は申請

者に支払ったものとみなす。

（助成決定の取り消し）

第 12条市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定の全部文は一部を取り

消すことができる。

(1）虚偽その他不正の行為によりこの助成金の交十I決定を受けたとき。



(2）助成金をこの助成事業の目的以外のことに使用したとき。

(3）その他法令又はこの要綱に違反したとき。

2 前項の規定により助成の決定を取り泊された場合において、取り消しにかかる部分に関し既に助成

金を受けているときは、市長の命じるところにより補助金を返還しなければならない。

（リフォームチームの設置）

第 13条障がい者等の居住に適するよう改造するために要する政用及ひ視覚障がい者の施術施設整備に要

する費用を助成することにより、障がい者等の自立した生活の維持・促進及び介護者の負担の軽減を

図ること及ひ視覚障がい者の社会参加の折む隼を図り、身体の状況を踏まえた適切な住宅改造若しくは

施術施設整備がなされるよう、相談及び指導及び第7条に定める補助金助成の決定等を行うためのチ

ーム（以下「リフォームチームJという。）を設置する。

2 リフォームチームは、別表2に掲げる職名の者で組織する。

3 リフォームチームの庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

（その他）

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成7年 10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年2月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表1

助 }JX －E
E
E

・’
”H吋
γ

i
 

’
E
 

ム
口



対象者の階層区分 助 成 割 合

生活保護法による被保護世帯文は生計中心者の前年

所得税が非課税である世帯
3分の3

生計中心者の前年所得税課税年額が 140,000円以下
3分の2

である世帯

別表2

リフォームチ ーム

所 属 職 名 所 属 職 名

障がい福祉課 担当職員 各総合支所 担当職員

建築住宅課 担当職員
障がい者相談支援事業所 相談支援員

居宅介護支援事業所等 介護支援専門員等
高齢福祉課 担当職員



γ延岡市難病患者等居宅生活支援事業実施要綱

目次

第 1章総則（第 1条一第3条）

第2章 ホームヘルプサービス事業（第4条一第 10条）

第3章短期入所事業（第11条－第 16条）

第4章 日常生活用具給付事業（第 17条－第 19条）

第5章 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業（第20条－第22条）

第6章補則（第23条）

附則

第 1章総則

（目的）

障がい福祉課

第 1条 この要綱は、難病患者等の日常生活を支援するため、難病患者等居宅生活支援事

業を実施することにより、難病患者等の自立と社会参加を促進し、もって難病患者等及

びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

（難病患者等居宅生活支援事業）

第2条難病患者等居宅生活支援事業の種別は、次の4種とする。

(1) ホームヘルプサービス事業

(2) 短期入所事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

（難病患者等）

第3条難病患者等居宅生活支援事業の対象者は、日常生活を営むのに支障がある難病患者

等で、次に掲げる事業毎のそれぞれの要件を全て満たす者とする。

( 1 ）ホームヘルプサービス事業、短期入所、日常生活用具給付事業

ア 満 18歳以上である者

イ 別に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節

リウマチ患者

ウ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

エ 介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とならない者

(2）小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

ア 別に定める小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者

イ 児童福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とならない者



第2章 ホームヘルプサービス事業

（ホームヘルプサービス事業）

第4条 ホームヘルプサービス事業は、日常生活を営むうえで介護、家事等の便宜を必要

とする難病患者等に対しホームヘルパーを派遣し、次に掲げる便宜のうち、市長が必要

と認めるものを供与することにより行うものとする。

(1) 入浴、排せつ、食事等の介護

ア入浴の介護

イ 排せつの介護

ウ食事の介護

エ 衣類着脱の介護

オ 身体の清拭、洗髪

カ 通院等の介助

(2) 調理、洗濯、掃除等の家事

ア 調理

イ 衣類の洗濯、補修

ウ 住居等の清掃、整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ 関係機関との連絡

(3) 生活等に関する相談、助言

生活、身上、介護に関する相談、助言

(4）前3号の便宜に附帯するその他の必要な介護、家事、相談、助言

（ホームヘルプサービス事業の委託）

第5条 ホームヘルプサービス事業は、延岡市社会福祉協議会、社会福祉施設を経営する

社会福祉法人又は在宅介護サービスガイドライン（昭和 63年 9月 16日老福第

27号、社更第 18 7号老人保健福祉部長、社会局長連盟通知）に規定する民開

業者（以下「委託法人等」という。）に委託するものとする。

（ホームヘルプサービス事業の実施）

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者（難病患者等文はその者が属する世帯

の生計中心者をいう。この章において「派遣申請者Jという。）は、ホームヘルプサービ

ス（変更）申請書（様式第 1号）及び診断書（様式第2号）を市長に提出しなければな

らない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を検討し、速やかに派遣の要否

をホームヘルプサービス（変更）決定（却下）通知書（様式第3号）により当該申請者

に通知するものとする。



3 市長は、特に緊急を要すると認めるときは前2項の規定にかかわらず、ホームヘルパ

ーを派遣することができる。この場合において、市長は、第 1項に規定するホームヘル

プサービス（変更）申請書及び診断書を提出させるものとする。

4 市長は、前2項の規定によりホームヘルパーの派遣を決定したときは、ホームヘルプ

サービス（変更）依頼書（様式第4号）により、当該ホームヘルパーの派遣を委託法人

等の長に依頼するものとする。

（ホームヘルプサービス事業の内容）

第7条 難病患者等に対するホームヘルパーの派遣回数、派遣時間（訪問から辞去までの

実質サービスと時間数とする。）及び便宜の内容は、難病患者等の身体その他の状況及

びその置かれている環境等を十分に勘案して、市長が決定するものとする。この場合

において、派遣時間は、 1日4時間文は 1週 18時間を超えないものとする。

（派遣の廃止及び停止）

第8条 市長は、難病患者等が次の各号のーに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を

廃止し、文は停止するとともに、ホームヘルプサービス廃止（停止）通知書（様式第5

号）により当該難病患者等及び委託法人等の長に通知するものとする。

( 1 ) 死亡したとき。

(2) 社会福祉施設等に入所したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 入院期間が 1ヶ月を超え、引き続き入院の必要があるとき。

(5) その他市長が派遣を継続することが適当でないと認めたとき。

（手数料）

第9条 市長は、延岡市ホームヘルパ一派遣手数料徴収条例（昭和61年条例第2号。以

下「条例」という。）第2条の規定によりホームヘルプサービス手数料を決定したときは、

ホームヘルプサービス手数料決定通知書（様式第6号）により派遣申請者に通知するも

のとする。

2 手数料を計算する場合において、ホームヘルパーの派遣時間に 1時間未満の端数があ

るときは、その端数が 30分未満のときはこれを切り捨て、その端数が 30分以上60

分未満のときは30分とする。

（手数料の減免）

第 10条 条例第3条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、ホーム

ヘルパ一手数料減額（免除）申請書（様式第7号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときはその適否を決定し、ホームへルパ一手数料減



額（免除）決定（却下）通知書（様式第8号）により申請者に通知するものとする。

第3章短期入所事業

（短期入所事業）

第 11条短期入所事業（以下「入所事業」という。）は、難病患者等の介護を行う者の疾

病その他の次の各号に掲げる理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受ける

ことができず、一時的な保護を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に施設に入

所させることにより行うものとする。

(1）介護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失綜、出張、転勤、看護、学校等

の公的行事への参加

(2）介護者の介護疲れ、家族旅行などの私的理由

（入所施設）

第 12条 入所事業の実施施設は、医療法（昭和23年法律第205号）第 1条の 2第2

項に規定する医療提供施設で、あらかじめ市長が指定した施設とする。

2 入所事業は、前項に規定する施設の空ベッド等を利用して行うものとする。

（入所期間）

第 13条 難病患者等を施設に入所させる期間は、継続して 7日を超えない期間とするo

但し、市長が、介護者の申請により特に必要があると認める場合には、入所期間を延長

することができる。

（入所事業の実施）

第 14条 入所事業を受けようとする難病患者等の介護者（以下「入所申請者」という。）

は、難病患者等短期入所申請書（様式第9号）及び診断書（様式第 10号）を市長に提

出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を検討し、速やかに短期入所の

要否を難病患者等短期入所決定（否決）通知書（様式第 11号）により当該申請者に通

知するものとする。

（入所期間の延長）

第 15条 第 13条但し書きの規定により入所期間の延長申請する者は、難病患者等短期

入所期間延長申請書（様式第 12号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を検討し、速やかに入所期間延

長の要否を難病患者等短期入所期間延長決定（否決）通知書（様式第 13号）により当

該申請者に通知するものとする。



（費用の負担）

第 16条 入所申請者は、次表に定める費用を市長が定める日まで納入しなければならな

し、。

入所を必要とする理由

介護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、

災害、失綜、出張、転勤、看護、学校

等の公的行事への参加

介護者の介護疲れ、家族旅行等の私的

理由

第4章 日常生活用具給付事業

（日常生活用具給付事業）

世帯区分 金額（ 1人 1日につき）

生活保護世帯 0円

その他の世帯 I. 550円

生活保護世帯 I. 550円

その他の世帯 I. 550円

第 17条 日常生活用具給付事業（以下この章において「給付事業Jという。）は、難病患

者等に対し、別表第 1に掲げる日常生活用具（以下この章において「用具」という。）を

給付することにより行うものとする。

（給付事業の実施）

第 18条 別表第 1に掲げる日常生活用具の給付を受けようとする者（難病患者等文はそ

の者が属する世帯の生計中心者をいう。）は、難病患者等日常生活用具給付申請書（様式

第 14号）及び診断書 （i儀式第 15号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を検討し、用具の給付の可否を

難病患者等日常生活用具給付決定（否決）通知書（様式第 16号）により当該申請者に

通知するものとする。

3 市長は、用具の給付を決定したときは、当該申請者に対し日常生活用具給付券を交付

するものとする。

（費用の負担）

第 19条 市長は、前条第2項の規定により用具の給付を決定したときは、用具の給付を

受ける者に対し、当該用具の給付に要した費用のうち別表第2に定める基準により算出

した額を納入業者に支払うべき旨を命ずるものとする。

第5章 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

（小児慢性特定疾患、児日常生活用具給付事業）

第20条 小児慢性特定疾忠児日常生活用具給付事業（以下この章において「給付事業J

と言う。）は、小児慢性特定疾患児に対し、別表第3に掲げる日常生活用具（以下この章



において「用具」という。）を給付することにより行うものとする。

（給付事業の実施）

第21条 別表第3に掲げる日常生活用具の給付を受けようとする対象者の保護者（以下

「用具申請者Jという。）は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書（様式第 17 

号）及び小児慢性特定疾患医療受診券の写しを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家

庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、その内容を審査の上、用具の給付の可否及び自

己負担の額を決定するものとする。

3 市長は、内容を審査の上、用具の給付を行うことを決定した場合には、小児慢性特定

疾患児日常生活用具給付決定通知書（様式第 18号）及び小児慢性特定疾患児日常生活

用具給付券（様式第 19号）を、その申請を却下することを決定した場合には、却下決

定通知書（様式第20号）をそれぞれ用具申請者に交付するものとする。

（費用の負担）

第22条 市長は、前項第3項の規定により用具の給付を決定したときは、用具申請者に

対し、当該用具の給付に要した費用のうち別表第4に定める基準（昭和62年 7月29

日厚生省発児第 11 9号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国

庫負担についてJに定める補装具の例）により算出した額を納入業者に支払うべき旨を

命ずるものとする。

第6章補則

第23条 この要綱に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、市長が別

に定める。

附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。



障がい福祉課

8、 延岡市重度障がい者タクシー料金助成事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、身体に重度の障がいを有する者に対し、タクシ一利用料金の一部を

助成することにより、日常生活の利便及び社会活動の範囲の拡大を図り、もって在宅障

がい者の社会参加と福祉の向上に資することを目的とする。

（対象者）

第2条 助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、市内に住所を有する

者であって、身体障がい者福祉法（昭和24年法律第283号）第 15条に規定する身

体障がい者手帳を有するもののうち別表に定める障がいを有するものとする。

（助成）

第3条 助成は、延岡市重度障がい者タクシ一利用券（様式第 1号）（以下「利用券」とい

う。）を交付することにより行うものとする。

2 利用券の券面金額は、 1枚につき 560円とする。

3 利用券は、 1人につき 1年度当たり 12枚を限度として交付するものとする。

4 年度の中途において助成の申請があったときは、前項の規定にかかわらず当該申請日

の属する月から起算してその翌年の3月までの月数に相当する枚数の利用券を交付する

ものとする。

5 利用券の再交付は、行わないものとするo

__ （助成の申請等）

偽4~J;討象者以助成を受けようと1＞ると盟、延岡市重度障がい者タクシ一利用券交
ゴ空理胆振（様式第2守口元~~盟主るものはる。
Z 市長は、申請があったときは審査のうえ利用券を交付するとともに、身体障がい者手

帳に利用券交付済の押印を行うものとする。

（利用券の利用方法）

第5条 利用券の交付を受けた者（以下「利用者」という。）がタクシーを利用しようとす

るときは、身体障がい者手帳を提示のうえ、当該タクシーの乗車料金から 560円を控

除した額に利用券を添えて支払うものとする。

2 前項の場合において、利用券の使用枚数は、利用者 1人当たり 1乗車につき 1枚を限

度とする。

（利用券の有効期限）

第6条利用券の有効期限は、その交付した年度の末日とする。

（利用券を使用できるタクシー）

第7条 利用券を使用することができるタクシーは、延岡市内に主な営業所を置く社団法

人宮崎県タクシー協会（以下「協会」という。）に加盟する会社のタクシー及び延岡市内

に主な営業所を置き、道路運送法第4条の許可を受けた介護・福祉タクシーであって、

申請書（様式第3号）を提出し市長と契約した事業者のタクシーとする。



（禁止事項）

第8条 利用者は、交付を受けた利用券を第3者に譲渡してはならない。

（利用券の返還）

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるときは、そ

の者から交付した利用券の全部または一部を返還させることができる。この場合におい

て、既に使用した利用券があるときは、これに相当する金額の全部又は一部を返還させ

ることができる。

（利用料金の請求）

第 10条 協会及び介護・福祉タクシ一事業者は、利用券に係るタクシー料金を請求しょ

うとするときは、 1ヶ月ごとに延岡市重度障がい者タクシー料金請求書（様式第4号）

に、当該請求に係る利用券を添えて、市長に提出するものとする。

（その他）

第 11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成3年7月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成5年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成8年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 10年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 17年 10月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 18年2月20日から施行する。

附則

（施行期日）

1 この要綱は、平成 19年3月31日から施行する。

（北方町及び北浦町の編入に伴う経過措置）

2 北方町及び北浦IHJの編入の日から平成 18年3月31日までの問、次表に定める区域

に居住する対象者には、第2条の規定にかかわらず、利用券は、交付しない。

北川町下塚、北川IIJJ松瀬、北川町葛菜、北川町瀬口、北川IHJ深瀬、北川町熊IJI、北川町

白石、北川町深崎、北川町八戸、北川町下赤、北川町上赤、北川町祝子川｜、北川町家問、

北川町川坂、北川町飛石、北川町本村、北川町依野



別表（第 2条関係）

身体障害者 障害程度等級

該当となる等級 備 考

視覚障害 1級及び2級

上 肢 1級 ※両上肢、両下肢の併合障害による

1級障がい者は左記の障がいに準ず

る対象者とみなす。

下 肢 1級

肢

体

不 体 幹 1級

自

由
脳原性に

1級
よる上肢

脳原性に
1級

よる移動

内
心臓機能障害 1級

部 呼吸器
1級

障 機能障害

害
肝臓機能障害 1級



障がい福祉課

？， 延岡市人工透析忠者等通院交通貨助成事業実施要綱

（目的）

第l条 この要綱は、人工透析患者及び難病患者に対し、通院に要する交通費の一部を助成し、もっ

てこれらの者の健康維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

（定義）

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人工透析患者腎臓の機能障害により、人工透析療法の治療を受けている者をいう。

(2) 難病患者宮崎県特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和48年宮崎県要綱）に定める疾患とし

て認定され、その治療を受けている者をいう。

(3) 通院前各号に掲げる者が当該各号のーに定める治療を受けるため、医療機関に通院するこ

とをいい、前各号に掲げる治療以外の疾病等による治療のための通院を除く。

（助成）

第3条 この要綱に基づく助成は、人工透析患者及び難病患者が通院に要した交通費について行い、

第5条及び第6条の規定により算出した額を、毎年8月、 12月及び翌年の4月の年3回に分けて

支給するものとする。この場合において、各月の助成額は 10000円を上限とし、 1回に支給す

デs.6？→刈る助成額に 1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。友？，.to. 11→／之丹

（助成対象者） /2. I，人3み u./) 

第4条 この要綱に基づく助成の対象者は、市内に住所を有する人工透析患者及び難病患者であって、

人工透析又は認定を受けた疾患の治療を受けるため通院している者とする。ただし、次の各号に掲

げる者を除く。

(1) 医療機関による送迎を受けて通院している者

(2) 徒歩により通院している者

(3) パスを利用して通院している者であって、当該パス料金が基準料金で運行する区域内に居住

している者

（人工透析患者に対する助成額）

第5条人工透析患者に対する助成額は、次の各号に定めるところによる。

(1) バス、鉄道及び船舶（以下「公共交通機関」という。）を利用して通院している者 当該公共

交通機関の料金（障害者割引適用後の料金をいう。）の＠今竺Jに相当する額

(2) 住所地の付近に公共交通機関がないため、自家用車その他の交通手段により通院している者

自宅から医療機関までの路程1キロメートル (1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。）に

つき、延岡市職員等の旅費及び費用弁｛貨に関する条例（昭和59年条例第23号）別表第1に

定める車賃の額延長九乗じて得た額

（難病忠者に対する助成額）

第6条難病患者に対する助成額は、次の各号に定めるところによる。



(1) 身体障害者手帳を有する者であって、市内の医療機関に通院する者 前条第 l項又は第2項

の規定の例により算出した額

(2) 身体障害者手帳を有する者で、あって、市外の医療機関に通院する者 当該医療機関に近い駅

のうち市長が認める駅までの鉄道料金（普通乗車賃であって障害者割引適用後の料金をいう。）

の2分の lに相当する額

(3) 身体障害者手帳を有しない者前条各号及び前号の規定の例により算出した額の範囲内で、

市長が認定した額。この場合において、前条第 l号及び前号中「2分の ljとあるのは「4分

の1Jとする。

（助成の申請）

第7条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、人工透析患者等通院交通費助成申請書（様式

第 l号）（以下「申請書」という。）に、人工透析患者等通院証明書（様式第2号）を添えて、市長

に提出しなければならない。

（助成の決定等）

第8条市長は、申請書を受理したときは、審査のうえ、当該申請に係る助成額を決定し、人工透析

患者等通院交通費助成決定通知書（様式第3号）により申請者に通知するとともに、申請者が指定

する金融機関に助成金を振り込むものとする。

（秘密の保持）

第9条市長及び担当職員は、この要綱の実施に当たっては、関係者の秘密の保持に努めるものとす

る。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

（施行期日）

1 この要綱は、平成3年7月1日から施行する。

（北方町及び北浦町の編入に伴う経過措置）

2 北方町地域自治区又は北浦町地域自治区の区域内に住所を有する者に係る北方町及び北浦町

の編入の日（以下「編入日」という。）から平成 18年3月31日までの聞の通院に係る交通費

の助成については、なお北方町人工血液透析患者の通院交通費の助成に関する要綱（平成8年4

月1日施行）文は北浦町人工血液透析患者の通院交通貨の助成に関する要綱（昭和61年北浦町

要綱第 1号）の例による。

附員IJ

この要綱は、平成 18年4月1日から施行し、同日以後の通院に係る交通貨の助成について適用

する。



障がい福祉課

延岡市高齢者・身体障害者等に対するヘルストピア延岡利用料金助成要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、高齢者、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が、株式会社

ヘルストピア延岡（以下「ヘルストピア」という。）を利用する際に、利用料金の

一部を助成することにより、対象者の社会参加を促進し、生きがいと健康づくり

に寄与することを目的とする。

（対象者）

第2条 助成を受けることができる者は、市内に居住地を有し次の各号のーに該当す

る者とする。

(1) 満 70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 28 3号）第 15条に規定す

る身体障害者手帳を有する者

(3) 療育手帳制度（昭和 48年厚生省発児第 15 6号）に規定する療育

手帳 を有する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 12 

3号）第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者

（助成額）

第3条 助成額は、利用 l回当たり 200円とする。ただし、中学生以下の対象者に

ついては、利用 1回当たり 10 0円とする。

（利用手続）

第4条 助成を受けようとする者は、ヘルストピアを利用する際に、高齢受給者証又

は、後期高齢者医療被保険者証などの年齢を確認できる証書、身体障害者手帳、

療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

附員IJ

この要綱は、平成6年3月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成 12年 4月 1日から施行する。

附 員IJ

この要綱は、平成 15年 2月 1日から施行する。

附員IJ

この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。
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障がい福祉課

延岡 市相 談支援充実・強化事業実胞要綱

（目的）

平成 21年 10月 1日

延岡市健康福祉部障がい福祉課

第 1条 相談支援充実・強化事業（以下「充実・強化事業」という。）は、延

岡市の障がい者等に対する障害者自立支援法及びその他障がい福祉施策に

関する情報を周知すること目的とする。

（実施主体）

第 2条 充実・強化事業の実施主体は延岡市（以下「市」という。）とする。

なお、市は事業を指定相談支援事業者ヘ委託して、実施できるものとする。

（事業の内容）

第 3条 充実・強化事業では、次の業務を実施するものとする。

一 説明会及び相談会の開催

自宅にひきこもり障がい 福 祉 サ ー ビ ス に 繋 が っ て お ら ず 、 障 が い福

祉施策に 関す る情 報が 行き届いていない障がい者等に対する家庭訪問

の実施

三 その他 、 障 が い 福 祉 施 策についてきめ細かく周知するなど、相談支

援の充実・強化を図るための事業

（対象者）

第 4条 充実・強化事業の対象 者は、延岡市に居住する障がい児・者及び障

がいに起因する何らかの支援が必要と判断される者、及びその家族等と

する。

（事業の実施方法）

第 5条 充実・強化事業は、障害者自立支援法第 45条に定める指定相談支援

事業者（以下、「支援事業者」という。）に業務委託することにより実施す

るものとする。
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（事業計画の策定及び承認）

第 6条 業 務を受託した支援事業者の長は、あらかじめ毎年度の充実・強化事

業の実施計画を策定し、市の承認を受けるものとする。

2 事業計画の策定に際しては 、支援事業者の長は、相談支援充実・強化事

業計画書（様式第 l号）及び収支予算書（様式第 2号）により作成するも

のとする。

（事業実績の報告）

第 7条業務を受託した支援事業者の長は、充実・強化事業の実績を年度毎に

記録し、事業完了後速やかに市に報告するものとする。

2 事業実績の報告に際しては 、 支 援 事 業 者 の 長 は 、 相 談 支 援 充 実 ・ 強化事

業実績書（様式第 1号）及び収支決算書（様式第 2号）により作成するも

のとする。

（費用の支弁）

第 8条事業費は、支援事業者への業務委託料とし、年度当初に概算払いし、

翌年 4月 20日までに精算するものとする。ただし、平成 2 1年度につい

ては、 10月に概算払いとする。

（補則）

第 9条 この実施要綱に定めるもののほか、充実・強化事業の実施に必要な

事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成 21年 10月 1日から適用する。
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自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱

別紙3

法第 58条第 1項に基づく自立支援医療費（更生医療）の支給認定（以下 f支給認

定j という。）についての事務手続及び運営等については、法令及び通知によるほか、

本要綱により行い、もって支給認定の適正な実施を図るとともに効率的な運営に努める

こと。
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定義

指定自立支援医療を実際に受ける者を「受診者Jとしづ。

自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

自立支援医療費の支給認定を申請しようとする者を「申請者Jという。

住民基本台帳上の世帯を「世帯Jという。

自立支援医療費の支給に際し用いる医療保険単位の世帯を rr世帯JJ 
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※ 参考
法や障害者自立支援法施行令（平成 l8年政令第 10号。以下「令Jという。）、

障害者自立支援法施行規則（平成 18年厚生労働省令第 19号。以下「施行規則j と

いう。）においては、次のとおりとされている。

1 受診者 ： 「支給認定に係る障害者等J （法第57条第 1項第 1号等）

2 受給者 ： 「支給認定障害者等Ji （法第54条第3項等）

3 申請者 ： 「申請に係る障害者等J （法第54条第 1項等）

4 世帯 ： 直接示す文言はない。

s r世帯j ： 直接示す文言はないが、 「受診者Jと「支給認定基準世帯員J （令

第29条第 1項）に加え、受診者と同じ医療保険に加入している者で

あって支給認定基準世帯員以外の者から構成される概念である。

第2 自立支援医療（更生医療）の対象

自立支援医療（更生医療） （以下単に f更生医療Jとする。）の対象となる者は、

身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 28 3号）第4条に規定する身体上の障害を有

すると認められる者であって、確実なる治療効果が期待しうるものとすること。

1 更生医療の対象となる疾患を障害区分により示せば、次のとおりであること。

( 1 ）肢体不自由によるもの

( 2）視覚障害によるもの

( 3）聴覚、平衡機能障害によるもの

(4）音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

( 5）内臓障害によるもの（心臓、腎臓、小腸機能障害に限る。）

( 6）ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

2 更生医療の対象となる障害は、臨床症状が消退しその障害が永続するものに限ら

れること。また、更生医療の対象となる医療は、当該障害に対し確実なる治療効果．

I~ 



一τ司＂＂＂・司

。

() 

が期待されるものに限られることから、当該障害に該当しでも、他の法令等に基づ

く他の趣旨の医療により治療される部分については、更生医療の対象にならないこ

と。内臓障害によるものについては、手術により障害の除去又は軽減が見込まれる

ものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くこと。

なお、腎臓障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障

害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となるも

のであること。

3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は以下のとおりとする。

( 1 ）診察

(2）薬剤又は治療材料の支給

(3）医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4）居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

( 5）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6）移送（医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。）

第3 支給認定の申請

支給認定の申請は、施行規則第 35条に定めるところによるが、その具体的事務処

理は次によること。

1 申請に当たっては、申請書に指定自立支援医療機関において更生医療を主として

担当する医師の作成する意見書（以下「医師の意見書Jとしづ。）、身体障害者手

帳の写し、受診者及び受診者と同ーの「世帯Jに属する者の名前が記載されている

被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの（以下「被

保険者証等Jとしづ。）、受診者の属する「世帯Jの所得の状況等が確認できる資

料（市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村

民税世帯非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料）のほ

か、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の

写しを添付の上、市町村長（特別区にあっては区長。以下同じ。）に申請させるこ

と。

2 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、指定自

立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したものである必

要があること。

3 市町村長は、所定の手続による申請を受理した場合は、備付けの自立支援医療申

請受理簿に記入し、かつ、申請者が申請の資格を有するか否かを検討し、申誇の資

格を有すると認められた者については、身体障害者更生相談所（以下「更生相談

所Jという。）の長に対し、更生医療の要否等についての判定（以下「判定Jとい

う。）を依頼するとともに、必要に応じ、申請者に期日を指示し、更生相談所に来

所させること。

第4 更生医療の要否の判定

1 判定の依頼を受けた更生相談所の長は申請者について判定を行い、判定書及び付

,. 
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属書類を作成し市町村長に送付すること。

2 判定は、申請者について、医学的に支給認定を行うかどうかについて的確な判定

を行い、更生医療を必要とすると認められた者については、医療の対象となる障害

の種類、高額治療継続者（令第35条第 1項第 1号に規定する高額治療継続者をい

う。いわゆる f重度かっ継続J。以下同じ。）の対象疾病であるか否か、具体的な

治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び更生医療によって除去軽

減される障害の程度について具体的に判断を行うとともに、支給に要する費用の概

算額の算定を行うこと。

なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療

機関において実施する医療の費用（食事療養の費用を除く。）について健康保険診

療報酬点数表によって行うものとすること。また、老人保健法の対象者の更生医療

については、老人保健の医療に要する費用の額の算定方法及び診療方針の例によっ

て行うものとすること。
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第5 支給認定

1 市町村長は、更生相談所の判定の結果、更生医療を必要とすると認められた申請

者について、支給認定を行い、自立支援医療受給者証（以下「受給者証」とい

う。）を交付すること。

また、判定の結果、更生医療を必要としないと認められた者については第3の3

の却下手続に準じて通知書を交付すること。

なお、支給認定の際に指定自立支援医療機関において実施する医療以外に移送等

を必要とすると認められた者については、それらに要する費用額の算定を行った調

査書を作成すること。

2 受給者証の交付に当たっては、 「世帯j の所得－状況及び更生相談所の判定書に基

づき高額治療継続者への該当・非該当、自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2

に定める負担上限月額の認定を行った上で、施行規則の定めるところにより、受給

者証を交付すること。また、必要に応じ自己負担上限額管理票を申請者に交付する

こと。認定を必要としないと認められる場合については認定しない旨、通知書を申

請者に交付すること。

3 更生医療の具体的方針は、判定書に基づき、受給者証裏面に詳細に記入するこ

と。

4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られるこ

と。

5 支給認定の有効期間が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地から厳

に戒むべきところであるので、有効期間は原則 3か月以内とし、 3か月以上に及ぶ

ものについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱われたいこと。なお、腎

臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害に抗H I V療法等治療が長期に

及ぶ場合についても最長 1年以内とすること。

6 同一受診者に対し、当該受診者が更生医療を受ける指定自立支援医療機関の指定

は原則 1か所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場「
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合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

7 受診者が死亡した場合又は医療を受けることを中止した場合は、交付していた受

給者証を速やかに市町村長に返還させること。
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第7 自立支援医療費の支給の内容等

1 ~市町村長は、支給認定を受けた者が更生医療を受けた指定自立支援医療機関に対

し、必要に応じ、治療経過・予定報告書（以下「報告書Jという。）の提出を求め

ること。ただし、当該指定自立支援医療機関が薬局である場合はその必要はないこ

と。

2 指定自立支援医療機関において、緊急かつやむを得ない事情により、支給認定の

有効期間を延長する必要があると認める場合には、報告書にその旨を記入して提出

させること。この場合において単なる期間延長として認められる期間は、 2週間以

内で、かっ、 1回に限ることとする。この場合、更生相談所における判定は要せず、

市町村長の判断により期間延長の承認を行って差し支えないこと。それ以上の期間

を要するものについては、再認定として第6の1の取扱いによること。

3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は、第 2のとおりであるが、

それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。

( 1 ) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受

けた更生医療に係る費用について、市町村が当該指定自立支援医療機関に支

払うことにより行うことを原則とする。

( 2 ) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであ

f 之j

ー：！
i
B
1
2
1
a
l－
－
’
1
6
3
9
4
1
T｛
t
I－
J
h
i
t

－’
1
8
i

〆，．、

〈



I

l

l

i

－

－

 

l

i

l

i
－

－

f
 

り、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。

なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法に要

する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであるから支

給は認められないこと。

(3) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者につい

て、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすること。なお、

家族が行った移送等の経費にういては認めないこと。移送費等の支給申請

は、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書等を添えて、申

請者から市町村長に申請させること。

(4) 施術はマッサージのみ認めることとし、この場合は当該指定自立医療機関

にマッサージ師がなく、かっ、担当の医師の処方に基づいて指定する施術所

において施術を受ける場合にのみ、その料金を支給すること。

( 5) 施術料及び治療材料費の費用の算定は次によること。

ア 施術料は保険局長通知「はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧 f 
師の施術に係る療養費の支給についてJにより算定すること。 ！ 

イ 治療材料費の算定は、健康保険の規定による療養に要する費用の額の算定 ; 

方法の例によること。

第8 指定自立支援医療機関における診療報酬の請求及び支払

診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付のうえ、当該指定自立

支援医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出

させること。

第9 診療報酬の審査、決定及び支払

1 診療報酬の審査については「更生医療の給付に係る診療報酬の審査及び支払に関

する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託についてJ及び「更生医療の給付に

係る診療報酬の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託につ -

いてJの通知によること。

2 診療報酬の額の決定は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が行う

こと。

ヱ之



！う 延岡市障がい者等移動支援事業実施要綱

（目的）

第 l条 この要綱は、屋外での移動に著しい制限のある在宅の障がい者及び障がい見

（以下「障がい者等Jという。）のもとに移動支援従事者（以下「ガイドヘルパー」

という。）を派遣し、外出を可能にすることにより、地域における自立生活及び社会

参加を促進することを目的とする。

（宍塘主体）

第2条 事業の実施主体は延岡市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運

営が確保できると認められる社会福祉法人等（以下「事業者j という。）に委託する

ことができる。

（対象者）

第3条 事業の対象者となる障がい者等は、別表1に規定する在宅の障がい者等とする。

（事業の実施）

第4条 事業者は、事業の実施に当たって、障がい者等のもとにガイドヘルパーを派遣

し、外出の際の移動支援を行う。

（対象となる外出）

第6条 事業の対象となる外出は、一般的に同年齢の障がい者等が行う次のような日常

生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出（宗教的活動、通勤、

営業活動等の経済活動に係る外出、通年かっ長期わたる外出及び社会通念上適当でな

い外出を除く。）とする。

( 1 ) 官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、冠婚葬祭のための外出

(2) 社会通念上一般的な外出となる余暇活動

(3) 医療機関等受診のための外出（たfれん障害者自立支援法の介護給付、介護

保険制度文は生活保護による介護扶助によるサービス利用が優先する。）

(4) その他社会参加促進の観点から市長が必要と認めた外出

（申請）

第7条 事業の利用を希望する障がい者等は、移動支援事業利用申請書（様式第 1号）

により市長に申請するものとする。

（決定）

第8条市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その要否の可否を決定し、

ガイドヘルパ一派遣決定・却下通知書（様式第2号）により当該障がい者等に通知す

るものとする。

2 市長は、前項に規定する派遣決定通知をしたときは、ガイドヘルパー委託決定通知

書（様式第3号）．を事業者に通知するものとする。

3 市長は、派遣要否の決定に当たっては、必要に応じて実態調査等を実施するものと

する。

（事業Viの算定）

第9条 事業費は、 l回の派遣に要した時間をもとに別表2に定める利用単価により算



定する。

（利用者負担）

第 10条 派遣決定を受けた障がい者等（以下「利用者Jという。）は、ガイドヘルパ

ーの滞：舟を受けたときは、原則として前条に定める事業費の 10 0分の lOに相当ず

る額を利用者負担額として事業者に支払うものとする。ただし、利用者が 1月に支払

う利用者負担額の上限月額は、利用者の区分に応じ別表3に定める。

（委託料の支払い）

第 11条 事業者への委託料の支払いについては、第9条により算定した事業費から前

条に規定する利用者負担額を差し引いた額を支弁する。

（事業実施上の留意点）

第 12条 事業者は、その業務を行うに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。

( 1 ）平成 15年3月27日障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知「居宅介護従事者要請研修等についてjを活用するなど、ガイ

ドヘルパーの資質の向上に努めること。

(2）利用者の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはならないこと。

(3）利用者に対して、政治的、宗教的中立を守り、特定の者を推薦文は宗教に勧誘

しないこと。

(4）職務上知り得た身上及び家庭に関する秘密を守ること。

(5）ガイドヘルパーは、その活動中、常にガイドヘルパーであることを証する証票

等を携行するものとする。

(6）派遣活動中（訪問から辞去までの間）の移動については、徒歩もしくは五共交

通機関を利用することとし、ガイドヘルパ一等の個人所有の乗用車等を使用し

てはならない。

第 13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 18年 10月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 19年 7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年 7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。



別表3-1 （第 10条l項関係）
令第 17条第 4 令第17条第3項 令第 17条第2項 令第 17条第 lその他の者

利用する障がい
項に定める者 に定める市町村 に定める市町村 項に定める者

民税手探税者 民税手探税者 で市民税所得
者及び配偶者の

割課税額が 16
課税状況

万円未満の課

税者

利用者負担額 。 。 。 9 300 37 200 

備考 この事業のほかに、同一月において障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス、又は延岡市身体障

がい者訪問入浴サービス、若しくは延岡市在宅障がい児（者）日中一時支援を利用している利用者の利用

者負担額の上限月額は、別に定める。

別表3-2（第 10条1項関係）

令第 17条第 4

利用する障がい
項に定める者

児の保護者の課

税状況

利用者負担額 。

‘ ‘ ． 

令第17条第3項
に定める市町村

民税非課税世帯

者

。

令第！？条第2項 令第 17条第 lその他の者

に定める市町村 項に定める者

民税非課税世帯 で市民税所得

者 割課税額が 28
万円未満の課

税世帯者

。 4.600 37 200 

備考 この事業のほかに、同一月において障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス、文は延岡市身体障

がい者訪問入浴サービス、若しくは延岡市在宅障がい児（者）日中一時支援を利用している利用者の利用

者負担額の上限月額は、別に定める。



別表1（第3条関係）
。対象となる在宅の障がい者等

－重度視覚障がい者（児）
視覚障がいによる障がい等級が 1、2級（又ばこれに準ずると認められる）であり、屋外での移

動に著しい制限のある者（児）

－全身性の身体障がい者（児）

1ilij上肢及び南下肢の障がい等級が 1級（文はこれに準ずると認められる）であり、屋外での移

動に著しい制限のある者（児）

－重度知的障がい者（児）

療育手帳を所持又は知的障がいがあるとの判定を受けているものであり、屋外での移動に著しい

制限のある者（児）

－精神障がい者（児）

精神保健福祉手帳の 1、2級を所持しており、屋外での移動に著しい制限のある者（児）

※重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の支給決定者は除く。また児については学齢児以

上を対象とする。

別表2 （第9条関係）
0 移動支援事業の利用単価について

ぷ「~ 身体介護なし 身体介護あり

30分未満 80 0円 2, 3 0 0円

30分を超え 1時間まで 1. 5 0 0円 4. 00 0円

1時間を超え 1時間30分まで 2. 2 5 0円 5. 80 0円

1時間30分を超え2時間まで 2. 9 5 0円 6. 5 5 0円

2時間を趨え2時間30分まで 3, 6 5 0円 7. 3 0 0円

2時間30分を超え3時間まで 4. 3 5 0円 8. 0 5 0円

3時間を超え3時間30分未満 5. 0 5 0円 8. 7 5 0円

3時間30分を越え4時間まで 5. 7 5 0円 9. 4 5 01-:J 

4時間を超え4時間30分まで 6. 4 5 0円 1 0. I 5 0円

4時間30分を超え5時間まで 7. 150円 1 o. 8 5 0円

5時間を超え5時間30分まで 7. 8 5 0円 11. 550円

5時間30分を超え6時間まで 8. 5 5 0円 1 2. 2 5 0円

6時間を超え6時間30分まで 9. 2 5 0円 1 2. 9 5 0円

6時間30分を超え7時間まで 9. 9 5 0円 1 3. 6 5 0円

7時間を超え7時間30分まで 1 0, 6 5 0円 1 4. 3 5 0円

7時間］30分を超え8時間まで 11. 350円 1 5. 0 5 0円

8時間を超え8時間30分まで 1 2. 0 5 0円 1 5. 7 5 0円

8時間30分を超え9時間まで 1 2, 75 0円 1 6. 4 5 n円

9時間をこえる場合 1 3. 4 5 0円 1 7' 1 501111 

備考1 事業費の算定について

1回の派遣時間が30分を超えている場合において、派遣時間を30分で除したあまりに 15分未満

の端数があるときは、その端数は切り捨てて事業費の算定時間とする。

備考2 利用者の利用実績時間について

1回の派遣時間が30分未満の場合は30分、 1回の派遣時間が30分を超えている場合は、派遣時

間を30分で除したあまりに 15分未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて利用時間とする。

利用実績時間は 1月の利用時間の合計とする。



延岡市在宅障がい児（者）日中一時支援事業実施要綱

（目的）

第1奔 この要綱は、障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）の日中に

おける活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障がい者等を日

常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

（失絡主体）

第2え 事業の実施主体は、延岡市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業

運営が確保できる社会福祉法人等（以下「事業者」という。）に委託することができ

る。

（対象者）

第3条 市内に居住し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支

援が必要と市長が認めた者で、次のいずれかに該当する者（以下「対象者jという。）

とする。

( 1 ）身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者

(2）知的障害者福祉法に規定する知的障がい者のうち満 18歳以上である者

(3）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者（知的

障害者福祉法にいう知的障がい者を除く。以下「精神障がい者Jという。）のうち

満 18歳以上である者

(4）児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児

(5）精神障がい者のうち 18歳未満である者

（事業内容）

第4条 前条に規定する対象者を監護する者が社会的または私的理由により対象者の

介護が困難となった場合、日中 12時間を限度として、一時的に当該対象者を預かり、

見守り又は生活指導等を行うものとする。

（利用の申請）

第5条 事業を利用しようとする者（以下「申請者Jという。）は、日中一時支援事業

利用申請書（様式第 l号）を市長に提出しなければならない。

（利用の決定等）

第6条 市長は、前条の規定により、利用の申請があったときは、内容を審査し、利用

の可否を決定するとともに、日中一時支援事業利用決定通知書（様式第2号）により

申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により日中一時支援事業利用の決定をしたときは、当該利用の

決定を受けた者（以下「利用者Jという。）を日中一時支援事業利用者登録台帳（様

式第3号）に登録するものとする。



（帳簿等の整備及び報告等）

第7条 事業者は事業の記録及び経理に関する帳簿等事業の運営に必要な書類を備え

付けなければならない。

2 事業者は、市長に対し、毎月 10日までに日中一時支援事業実施状況報告書（様式

第4号）を提出するものとする。

（事業費の算定）

第8条 事業費の算定については、別表に定めるところによる。

（利用者負担）

第9条 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、前条に規定する当該サ

ービスの利用に係る経費の I・o 0分の 10に相当する額を利用料として事業者に支

払うものとする。ただし、利用者が 1月に支払う利用者負担額の上限月額は、利用者

の区分に応じ別表2に定める。

（委託料の支払）

第 10条 事業者への委託料の支払いについては、第8条により算定した事業費から前

条に規定する利用者負担額を差しヲ｜いた額を支弁する。

（その他）

第 11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 18年 10月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 19年4月 l日から施行する。

附則

この要綱は、平成 19年 7月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月 1日から施行する。



別表 1 （第8条関係）

事業の実施に要する経費

l f'] f;j lj寺問 4時間未満 4時間～8時間未満 8時間～12時間未満

区分 1 940円 188 0円 2820円

~ 区分2 1 5 9 0円 3 180円 4770円

分 区分3 1770円 3550円 5320円

医療機関 450 0円 900 0円 1 3 5 0 0円

注）

( 1 ）区分 1から区分3については、利用者の障がいの程度を次に定める程度とする。

イ区分 1

区分2及び区分3に該当しない程度

ロ区分2

食事、排池、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活において一部介助を必要とす

る程度、行動障がいを有する程度又はこれらに準じる程度

注）

ハ区 分3

食事、排池、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活において全介助を必要とする

程度、著しい行動障がいを有する程度又はこれらに準じる程度

(2）医療機関の事業の実施に要する経費

iりI；＿ι右自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等の額の算定に関する基準の第 7の

1の注 3に規定する者（児）に対し、委託医療機関において日中一時支援を行った場合

注）

(3）低所得 1、2及び課税世帯で市民税所得割 16万円以下の利用者（児童は 28万円

以下）に対して、食事を提供した場合は食事加算として 420円を加算できるものと

するo

u:} 

(4）低所得 l、2及び課税世帯で市民税所得割 16万円以下の利用者（児童は 28万円

以下）に対して、入浴の提供が必要と市長が認めた者に対して、入浴を提供した場合

は入浴加算として 400円を 1日1回を限度として加算できるものとする。

注）

(5）特別支援学校に通学する児童・生徒に対して、下校時に学校から事業所への送迎を

行った場合は 1回当たり 540円を加算できるものとする。

ただし、学校の休業日は除く。

別表2 （第 10条関係）

令第 17条第 令第 17条第 3 令第！？条第 2 令第！？条第 l項に その他の者

利用者の課税
4項に定める 項に定める市 項に定める市 定める者で市民税

者 町村民税非課 町村民税非課 所得割課税額が状況
税世帯者 税世帯者 16 (28）万円以下の

課税世帯者（児童）

利用者負担額 。 。 。 9, 300 (4, 600) 37,200 



備考 この事業のほかに、同一月において障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス、

文は延岡市身体障害者訪問入浴サービス、若しくは延岡市障害者等移動支援を利用

している利用者の利用者負担額の上限月額は、別に定める。

．、

． ．． ． 



障がい福祉課

｜ち＼

延岡市重度障害者（児）日常生活用具給付等事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市重庭障害者（児）日常生活用具給付等事業（以下「事業」という。）は、在

宅重度障害者（定）に対し、厚生労働省告示第529号（平成 18年9月29日施行。

以下「厚生労働省告示」という。）の用件を満たす6種の用具を給付又は貸与（以下「給

付等Jという。）することにより、障害者（児）の日常生活の便宜を図り、その福祉の増

進を図ることを目的とする。

（実施主体）

第2条事業の実施主体は、延岡市とする。

（用具の種目及び給付対象者）

第3条給付等の対象となる用具の種目は、厚生労働省告示に定める用具で別表 1に掲げる

用具とする。

2 給付等の対象者は、市内に居住する重度の身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神

障害者（以下「障害者（児）」という。）であって、別表 1に掲げる者とする。

3 用具の貸与の対象者は、第2項に掲げる障害者（児）であって、その者が属する世帯

が所得税非課税世帯であるものとする。

4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付

日より別表 1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給

付しないものとする。

（給付等の決定）

第4条 用具の給付等を希望する障害者（児）（児の場合これを現に扶養している者、保護

者を含む。以下「申請者Jという。）は、日常生活用具給付・貸与申請書（様式第 1号）

により市長に申請するものとする。

2 市長は、用具の給付を行う業者の選定にあたっては、低廉な価格で、良質かっ適切な用

具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を勘案の上決

定する。

3 市長は、給付の決定に際してその判断等を行う上で、必要に応じて、医師の意見書の

提出文は身体障害者更生相談所に助言を求めることができる。

4 市長は、申請書の内容を審査の上、用具の給付等を決定したときには日常生活用具給

付（貸与）決定通知：！？（様式第2号）を、申請を却下することを決定したときには日常

生活用具給付（貸与）却下通知井（様式第3号）により当該申請者に通知するものとす



るo

5 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付（貸与）

券（様式第4号。以下「給付券」という。）を申請者に交付するものとする。

（用具の給付等）

第5条用具の給付

(1）前条第5項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者等（以下「給付等決定者」

という）は、用具の給付を行う業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとす

る。

(2）点字図書の給付については、別紙 1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところ

によるものとする。

(3）居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事政（以下「住宅改修費Jという。）の給

付については、別紙2「障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱Jに定めるところに

よるものとする。

2 用具の貸与

(1）用具の貸与の期間は、給付等決定者が施設等へ入所することその他の事情により、

該当用具を必要としなくなるまでの間とする。

(2）緊急通報装置については、別紙3 「緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱Jに定め

るところによるものとする。

(3）視覚障害者ワードプロセッサーについては、別紙4 「視覚障害児・者用ワードプロ

セッサー共同利用制度実施要綱」に定めるところによるものとする。

（費用の負担等）

第6条 給付等決定者は、当該用具の給付に要する費用の 10 0分の 10に相当する額を

業者に直接支払うものとする。この場合において、給付等決定者が支払う負担額は、

別表2に定める額の範囲内とする。

2 市長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付

等に要した費用から前項の規定により対象者等が業者に支払った負担額を控除した額

を支払うものとする。

3 用具の貸与は無償で行うものとする。

4 点字図書の給付による費用の負担については、別紙 1「点字図書給付事業実施要綱J

によるものとする。

5 ・住宅改修貨の給付による費用の負担については、別紙2 「障害児・者住宅改修費給付

事業実施要綱」によるものとする。

（排j世管.1m支援用具の特例）



第 7条 市長は、対象者等の申請の手続きの利便を考慮し、排池管理支援用具については、

次により給付券を一括交付することができるものとする。

( 1 ) 歴月を単位として 2ヶ月ごとに給付券 1枚を交付すること

(2) 別表 1の基準額（月額）の範囲内で 1ヶ月に必要とする排池管理支援用具に相当

する額の 2倍（2か月分）の額を給付券 1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請 1回につき 3枚まで一括交付できること

（用具の管理）

第 8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

2 市長は、前項に違反した者に対して、当該給付等に要した費用の全部または一部を返

還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部または全部を棄損または滅失した場合には、直

ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

4 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったときは、

速やかに市長に申し出なければならない。

（給付台帳の整備）

第9条 市長は、用具の給付等（点字図書の給付を除く。）の状況を明確にするため日常生

活用具給付・貸与台帳及び住宅改修費給付台帳を整備するものとするo

附 則

この要綱は、平成 12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 13年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 14年4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 15年4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 16年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 18年 10月 1日から施行する。



別表2 （第 6条関係）

世情階層区分 徴収基準上限月額

持n装具（交付・修理）

A 生活保護法（昭和25年法律第144号）による 0円

被保護世帯（単給世帯を含む。）

B 市町村民税非課税世帯で年収が 80万円以 0円

下の者

c 市町村民税非課税世帯で年収が 80万円を 0円

超える者

D 市町村民税課税世帯 37,200円

E 本人文は世情員のうち、市長村民税所得割 全額負担により、上限額な

の最多納税者の納税額が46万円以上 し



別表1（第3条関係）

基準額I~！~I備考者象種 対－
 

一一一一i
 

隙·，•if ＜分

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者（常日寺介助を
要する者に限る）、下肢又は体幹機能障害2級以上の
身体障害児（原則として3歳以上）、重度又は最重度の
知的障害の者・児（原則として3歳以上）

特殊寝台（者のみ）

特殊マット 19,6001 5 

下肢又は体幹機能障害1級の者・児（原則として学防児
以上。常時介助を要する者に限る）

特殊尿器 67,0001 5 

下肢又は体幹機能障害2級以上の者・児（原則として3
歳以上。入浴にあたって、家族等他人の介助を要する｜ 82,400 

者に限る）
一一一一一一一一 I － ~1 5 

下肢又は体幹機能障害2級以上の者・児（原則として学
齢児以上。下着交換等にあたって、家族等他人の介助 115,000 

を要する者に限る）

介護・
訓練支｜入浴担架 ・, 

援用具． 一一

体位変換器

級以上の者・児（原則として3
歳以上）

移動用リフト 159,0001 4 

歩行｜木材｜裁判官~Tl下肢又は体幹機能障害の身体障害者で歩行補助つえ｜ 乙2661 I~盟滋誠司法
補助 ｜ ｜ニス塗装とする。 ｜の使用により歩行機能が補完される者・児。 ｜ ｜ ｜ 

I I I lと。価格は、 l本あたりのも
杖 I I ---1 一一一 一一｜一一13 Iのであること。械に白色
（一本｜ ｜ ｜下肢又は体幹機能障害の身体障害者てー歩行補助つえ｜ ｜ ｜文は黄色ラッカーを使用し
杖） ｜軽金属｜塗装なし ｜の使用により歩行機能が補完される者・児。 I 3,0901 ｜空合は260

一一l平衡機議文百下肢；も~－，主体幹機能に障害を有~家「一一「－I
I I I l設置に必要な工事費

移動・移乗支援用具 l庭内の移動等において介助を必要とする者・児（原則と｜ 60,0001 s I用は含まない。

ーし玄3歳以ト） 一一一一一一一一一＿J___ ，＿一一l I 
I~ スポンジ，皮を｜ I 15.656 

さ一 主？？町中作 Iレディメイドの対象者の要件に加え、レディメイドで対応 I__  
lィド IBスポンジ，皮，プラ｜できない場合。

スチックを主材料に
製作

頭部

自立 1！護
生活 l"rl'J

支援
用具

37,8521 3 

下肢機能障害2級以上又は重度の知的障害の者・児
（てんかんの発作等により頻繁に転倒する者）又は重度
の精神障害者・児

ト

pイJ
P
 

イ
J

アレ 12, 160 

上肢機能障害2級以上及び重度文は最重度の知的障
害の者・児（原則として学齢児以上）

特殊便器 151,2001 8 
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｜時害等級2級以上及び重度又は最重度の知的｜峨寄の
者・児及び重度の精神障害者・児（火災発生の感知及
び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準
ずる世帯）

火災警報器

自動消火器

視党障害2級以上の身体障害者（視覚障害者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯）及び重度又は最重度の知的141,0001 6 
障害者（18歳以上の者）

電磁調理器

歩行時問延長｛言号機m小型送 ，、、
信機 ｜視比F早害2級以上の者．児（原HIJとして学齢児以上） 7 ,OOOI 10 

！他党｜；市害2級以上の身体｜；市害者・児（聴党｜；伝作者のみ
の｜吐~rn＝及びこれに準ずる i吐併で！｜常生活上必要と認めl 87 ,11001 10 

られるUt1存）

聴覚障害者用屋内m・サ袋内
（者のみ）



透析液加j凪器

ネブライザー

器

車

引

搬

吸

運
ん

べ

た

ン

式

ボ

気
「
素

電
二
酸

療
支
具

宅
等
用

在
養
援

盲人用音声式体温計

盲人用体重計

携帯用会話補助装置

'l¥:fl日話機能附寄3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法
(CAPO）による透析療法を行っている者・児（原則とし l51,500! 5 

て3歳以上）

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有する｜ 36,000 
者・児であって、必要と認められる者・児（原則として学｜ I 5 

齢児以上） I 56,400 

II仰 向 ける在宅酸離をおでじる矧苧I11~1竺
視覚障害2級以上の者・児（原則として学齢児以上。視 I 9,0001 s 
覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯）

視覚障害2級以上の身体障害者（視覚障害者のみの世I is,0001 s 
帯及びこれに準ずる世帯）

音声機能障害のある者もしくは言語機能障害のある者
又は肢体不自由で、あって、発声・発語に著しい障害を｜ 98,800! 5 

有する者・児（原則として学齢児以上）
・一一一一一←－・情報機器Iλ二ソナルコー

ンビューター）の使用の
ために必要となる周辺機

視覚障害2級以上又は上肢不自由2級以上の者（児） ｜肌00016 I~~~~為ょう男み
大型キーボード、マウス、
スイッチ等周辺機器な
ど）

情報・通信支援用具

点字デ、イスプレイ

点字器

A 32マス18行，両
面書真鍬板製

標準型ト－
B 32マス18行，両
面書プラスチックス
製

A 32マス4行，片
面書アルミニュ
ム製

携帯用 － 
B 32マス12行，片
面書プラスチックス
製

点字タイプライター

視覚障害及び聴覚障害の重度重複身体障害者（原則
として視覚障害2級以上かっ聴覚障害2級）で、あって、 I 383,5001 6 

必要と認められる者

10, 712 

6,798 

J 視覚障害のある身体障害者（児）。

視覚障害2級以上の者・児（本人が就労もしくは就学し
ているか、または就労が見込まれる者に限る）

63,1001 5 

録音再生機
視覚障害者用
ポータブルレー一一一一一一一｜視覚障害2級以上の者（原則として学齢児以上）
コーダー

再生専用機

視覚障害者用活字文書読上げ｜視党障害2級以上の者・児（原則として学齢児以上）
装置

情報・
意思疎｜視覚障害者用拡大読書器
通支援
用具「ー←一 下一

i触読式
盲人用時計 1

｜音声式

聴覚障害者用通信装li1

99,800! 6 

視党障害があり〆本装置により文字等を読むことが可能 I 198,0001 B 
になる者・児（原則として学齢児以上）

視覚障害2級以上の身体障害者（音声時計は、手指の｜ 10,300 
触党に障害がある等のため触読式時計の使用が困難｜ I 10 
な者を原開店する） I t3 300 

聴覚附害のある者又は発声・発語に著しい障害を有す
る者で、あって、コミュニケーション、緊急速絡等の手段と l71,0001 5 
して必要と認められる者・児（原則として学齢児以上）

聴党｜喧害者用↑1＇（ 宇R瓜f乏~f;I:
又 i一’ポlU.が可f泡になる者（児）白 88,9001 6 

7 

価格は点筆を含む
ものであること。



｜呼気によりゴム等
｜ の膜を振動させ，ピ

ニール等の管を通
笛式 じて音源を口腔内

気管カニューレ付と
5,1501 4 Iした場合は3,100円

増しとすること。
人工
咽頭

lに導き構音化する
｜もの。 ｜音声機能障害のある者・児で、咽頭を喪失した者・児。

｜ ！顎下部等にあてた
｜電動 ｜電動板を駆動さ
！式 ｜せ，経皮的に音源

｜を口腔内に導き音
！ i化するもの。

福祉電話（貸与）

ファックス（貸与）

視覚障害者用ワードプロセッ
サー

点字図書

所得税非課税世帯の者で、難聴者又は外出困難な身
体障害者（原則として2級以上）で、あって、コミュニケー

価格は電池又は充
12,2031 s I電器をを含むもので

あること。

ション、緊急連絡等の手段として必要性があると認めら l83,300・ー
れる者及びファックス被貸与者（障害者のみの世帯及
びこれに準ずる世帯）

所得税非課税世帯の者で、聴覚又は音声機能もしくは
言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊
急速絡等の手段として必要性があると認められる身体
障害者（電話によるコミュニケーション等が困難な障害
者のみの世帯及びこれに準ずる世帯）

視覚障害の者・児（原則として学齢児以上。共同利用。
別紙1参照）

主に、情報の入手を点字にたよってしも視覚障害のあ
る者・児（別紙2参照）

7,700・－

1,030,000・一

市長が必
要とみとめ・ー

た額

一一一一一一一一「一一一一一一値目易機能障害打者τ児で；天下千百造設をしてし、る者・
｜蓄使袋 ｜旧 8,858・ -

排j世管
理支援
用具

ストマ用具 ｜ 一f－（£テラ機能障害0):者・児烹ストマの造設をしている
｜蓄尿袋 ｜品」 11 6391一

一一一 ｜ 一一一一l章二児n一一一一一一一ーー __ J __  ,_(4）において店長

紙おむつ等（紙おむつ、洗
腸用具、サラシ、ガーゼ等、
衛生用品）

(1）治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮
膚の著しいびらん，ストマの変形のためストマ用装具を装
着できない身体障害者（児）。

以上であって、次に該
当すること。
ア自力でトイレに行

. . ．けないこと。
(2）先天性疾患（先天性鎖月工を除く）に起因する神経｜ ｜ ｜ィ自力で便座（排便
障害による高度の排尿若しくは排便機能障害のある身｜ ｜ ｜補助具の使用を含む）
体障害者（児）。 I,/- I ｜に座ることができない

I、120001一lこと。
(3）先天性鎖虹に対するH工門形成術に起因する高度I----1 lウ介助による定時排
の排便機能障害のある障害者（児）。 I I Ir世が困難なこと。

(4）概ね3歳未満で発症した脳性麻療等（脳炎・無酸
素脳症含む）による脳源性運動機能障害により、排尿若
しくは排便の意思表示が困難で、四肢機能障害や体幹
機能障害を有する身体障害者（児）

（その他）
20歳未満は、（1)～

(4）と同等の障害を有
する者である場合、医
師の意見書により給

A 普通型 lぼうこう機能障害の身体障害者・児。

男性し一一一一一一一l一一

7,931 採尿器と蓄尿袋で構成し、
尿の逆流防止装置をつけ
るものとする。ラテックス製
文はゴム製

用
B 簡易型 ぼうこう機能障害の身体障害者・児。 5,871 

8,755 
A 普通型（耐久性
ゴム製採尿袋を有｜ぼうこう機能障害の身体障害者・児。

収尿器

女性 ｜するもの。）

用 』簡易型（ポリエ

！チレン製の採尿袋｜ぼうこう機能障害の身体障害者・児。 I 6,077 
I 導尿ゴム管付。）
J ~ L --

簡易型は採尿袋20枚
を一組とする。

住宅改｜居宅生活動作補助用具
修費

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る）を
有する学齢児以上の者で、あって障害等級3級以上のも I200,000・ ー
のつ（特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級
以上のもの。別紙4参！！日）

0 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に

準じ取り扱うものとする。

0 「入浴補助用具J「移動・移乗支援用具j「聴覚障害者用屋内信号装置jについては、それぞれの種目に

該当し、用途・性能の異なる品目の場合、基準額内において給付数を一つに限らなしものとする。



（日lj紙 I) 

（目的）

第 1条

点字図書給付事業実施要綱

視覚障害児・者にとって重要な情報入手手段である点字図 I~｝は、一般図書に比較して高
額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付

することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを

目的とする。

（実施主体）

第 2条

事業の実施主体は、延岡市とする。

（給付対象者）

第 3条

情報の入手を点字によっている視覚障害児・者とする。

（給付対象の点字図:jlJ)

第4条

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

（給付の限度）

第 5条

給付対象者 1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、 24巻を限度とする。（但し、

辞書等一括して購入しなければならないものを除く。）

（点字図古を給付することができる出版施設）

第 6条

国の定める「点字図書給付対象出版施設」とする。（以下「出版施設Jという。）

（給付の実施）

第7条

(1）市長は、給付を受けようとする者（これを現に扶養している者を含む。「以下「申請者」

という」の申請に基づき、その申請者が給付対象者として的俗であるか確認し、該当者

を「点字図力給付台帳」（様式第（ 1) -1号）（「以下給付台帳Jという。）に登録のう

え、給付を実施するものとする。

(2）申請者は、出版施設に屯話等で、給付を希望する点字図占の「点字陛l~H発行証明書J （様

式第（ 1) -2号）（以下「証明書」という。）の送付を依頼し、その証明書を添えて点

字図iHの申請をする。

(3）市長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明

書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(4）申請者は、証明江？に自己負担額（一般図書の購入価格相当額）を添えて、出版施設に申

し込み、点字図，1｝の給付を受ける。

(5）市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ、公代負担分（点字図書

佃i絡から自己負担額を控除した額）を出版施設に支払うものとする。

（自己負担）

第8条

点字l文IRの給付をうけた視覚障害児・者（扶養義務者を合む）はli1EIVJ.lf.に記載されてい

る「l己負担lrftlを、 H＼版施設に中し込み時に支払うものとする。



（別紙2)

障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱

（目的）

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者（児）が段

差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費（以

下「住宅改修費」という。）を給付する事により地域における自立の支援を図り、その福祉

の増進に資することを目的とするo

（実施主体）

第2条事業の実施主体は、延岡市とする。

（対象者）

第3条事業の対象者は、次の各号に該当する障害者とする。

1.延岡市に住所を有し、現に在宅生活を営んでいる者。

2. 身体障害者福祉法第 I5条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、

身体障害者福祉法施行規則第7条第3項別表第5号により次のいずれかに該当する者。

(1）下肢文は体幹機能障害で1級から 3級の者。

(2）乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る）で 1級

から 3級の者。

(3）特殊便器への取り替えを希望する者については、上肢機能障害 1級から 2級の者。

（事業の範囲）

第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具

の購入費及び改修費とする。

(1）手すりの取り付け。

(2）床段差の解消。

(3）滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更。

(4）引戸等への扉の取り替え。

(5）洋式便器等への便器の取り替え。

(6）その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。

（事業の適用除外）

第5条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する障害者又はその障害者の属す

る世帯は原則として事業の対象から除外する。

(1）対象者が入院中及び福祉施設に入所中又は入所待機者である世帯。

(2）借家等に居住する世帯であって、家主等から改造の承諾を得られない世帯。

(3）給付決定通知以前に工事に着手した世帯。

(4）公営住宅に居住する世帯。

(5）新築は事業の対象としないものとし、改築及び前条に規定する範囲外の改修は、原則

として事業の対象から除外する。

（事業の適用）

第6条 この要綱に基づく住宅改修費の給付は、原則として当該世帯につき 1回とし、限度額

は、 200. 00 0円を上限とする。なお、延岡市高齢者住宅改造助成事業との併用はで

きないものとする。



（決定）

第7条 住宅改修費の給付を希望する対象者（これを現に扶養している者、保護者を含む以下

「対象者等Jという。）は、「住宅改修給付申請書J（様式第（2) -1号）により市長あて

申請するものとする。

2 市長は、申請書の内容を審査の上、給付等を決定した場合は「住宅改修費給付決定通知

書J（様式第（2) -2号）及び「住宅改修費給付券J（様式第（2) -3号）を、その申

請を却下することを決定した場合には「住宅改修費 7却下決定通知書」（様式第（2）ー 4

号）により申請者等に通知するものとする。

（費用負担）

第8条住宅改修費の給付に伴う費用の負担については、「延岡市重度障害者（児）日常生活

用具給付等事業実施要綱Jによるものとする。

（給付等）

第9条住宅改修費の給付を受けた者の管理義務については、「延岡市重度障害者（児）日常

生活用具給付等事業実施要綱」によるものとする。

（管理等）

第 10条 住宅改修費の給付を受けた者の管理義務については、「延岡市重度障害者（児）日常

生活用具給付等事業実施要綱jによるものとする。

（給付台帳の整備）

第 11条 市長は、事業の給付状況を明確にするため「住宅改修給付台帳」を整備するものと

する。



（別紙3)

緊急通報装置貸与事業運営要綱

（目的）

第 1条 ひとり暮らしの身体障害者等に対し、緊急通報装位を貸与することにより、急病や災

害等の緊急時に迅速かっ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

（実施主体）

第2条事業の実施主体は、延岡市とする。

（対象者）

第3条事業の対象者は、ひとり暮らしの重度身体障害者等であって市長が必要と認める者。

（緊急通報装置の性能）

第4条 対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信セ

ンタ一等に通報することが可能な機器とする。

（給付の実施）

第5条 市長は、緊急通報装置の給付等を行うに当たっては、次の支援体制をとるものとする。

(1）協力員の確保

対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとること

のできる協力員を確保すること。

(2）関係協力機関との連携

緊急時の救援のため、消防署、医療機関、身体障害者更生援護施設、協力員等による

連携システムを確立すること。
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障がい福祉課

延岡市地域活動支援センター事業実施及び補助金交付要綱

（趣旨）

第1条この要綱は、障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号。）第 77条第 1

項第 4号に定めるもののほか、地域活動支援センター事業（以下「事業jという。）の実

施に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第2条この事業は、在宅の障がい者等に対し、市内の地域活動支援センター（以下

「センターJという。 ）lこおいて創作的活動、生産活動、生産活動の機会の提供文は地域

との交流促進等の便宜を供与することによって、当該障がい者等の地域生活を支援す

ることを目的とする。

（実施主体）

第3条事業の実施主体は、延岡市とする。ただし、センターを運営するもの（以下「事

業者jという。）に対し、補助金を交付することにより事業を実施するものとするo

（補助金の額）

第4条補助金は、地域活動支援センターの円滑な運営を図るための事業等に要する

経費に関して交付するものとし、補助金の対象となる経費及びそれについての補助額は

別表のとおりとする。

（センターの運営要件）

第5条事業者は、次の要件を満たすものとする。

(1）法人格を有していること。

(2) 10人以上の人員が利用できる規模を有していること。

(3）センターに従事する職員を2人以上配置し、うち1人以上を常勤、及び1人以上

を専任とする。

(4）創作的活動、生産活動、地域との交流等を行うことがで、きる場所を有しているこ

と。

(5）センターの運営に関し必要な設備、備品及び消化設備その他非常災害に際して

必要な設備があること。

(6）市長が以下に定めるセンターの運営規定を定めていること。

①施設の目的及び運営の方針

②従業者の職種、員数及び職務の内容

③利用できる人員

④利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額

⑤施設の利用にあたっての留意事項

⑥非常災害対策

⑦虐待の防止のための措置に関する事項

③その他施設の運営に関する重要事項

(7）前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たしていること。



.. 
（センターの登録）

第6条第3条に規定する補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ市長に

地域活動支援センター事業者登録申請書（様式第1号。以下「申請書］という。）を提

出し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、前条に掲げる運営要件を満たしセン

タ一及び障害福祉サービスの実施状況等を勘案した上で適当と認めるときは、当該申

請をした事業者を登録し、地域活動支援センター事業者登録書（様式第2号）により通

知するものとする。

3前項の規定により登録を受けた事業者は、申請した内容について変更があったとき

は事業者登録内容変更届出書（様式第3号）により、センターを廃止し、文は休止し、

若しくは再開したときは、センター廃止・休止・再開届出書（様式第4号）により、その旨を

市長に届け出なければならない。

4市長は、第2項により登録した事業者が、前条に掲げる要件を満たさなくなったときは、

当該登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止す

ることができる。

（補助金の申請）

第7条前条第2項により登録された事業者は、補助金の申請を行うときは、延岡市地

域活動支援センター事業補助金交付申請書（様式第5号）！こ事業計画書、歳入歳出予

算書を添えて市長に申請するものとする。

（補助金の交付）

第8条市長は、前条の申請があったときは、この要綱に定めるもののほか、延岡市補

助金等の交付に関する規則（昭和 50年規則第2号）に基づき適正な処理に努め、速や

かに交付決定を行うものとする。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
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別表（第 4条関係）

補助対象施設 補助基準額 補助対象経費

人件費

旅費

第5条に掲げる運営要件を
需用費

役務費
満たし、市長が適当と認め 4, 974千円

使用料
るもの

賃借料

備品購入費（単年度

. , 0万円以内に限る。）



． ， 障がい福祉課

延よ市身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、地械における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅に

おいて入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図

り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

（事業内容）

第 2条 事業の内容は、身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行うものとする。

（対象者）

第 3条 事業の対象者は、原則としてこの事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身

体障がい者とする。

但し、身体障がい児のうち、成人と同様の体格であって、居宅介護等他の施策を利用し

ての入浴が困難なものも対象者とする。

（事業の委託）

第 4条 市は、この事業の実施にあたり事業の内容、対象者、利用回数及び利用の負担額の

決定を除き、事業の全部文は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法

人、医療法人、民間事業者（以下「受託者」という。）に委託するものとする。

（事業の実施）

第 5条 受託者は、事業の実施に当たっては、浴槽（身体障がい者が入浴するのに適したも

の）、車両（浴糟の運搬又は入浴設備を備えたもの）等を設置して行うものとする。

2 受託者は、身体障がい者訪問入浴サービス（以下「入浴サービスJという。）提供に用いら

れる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分配慮して事業を実施し、入浴サービス

提供時に対象者の状態に異変が生じた場合は、主治医への連絡等必要な措置を速やかに行

うものとする。

3 受託者は、入浴サービスの提供に当たっては、 1回の訪問につき、看護士又は准看護士

1人以上及び介護職員 2人以上をもって行うものとする。

4 受託者は、訪問入浴用車両の設備及び運行に当たっては、道路交通法（昭和 35年法律

第 105号）、道路運送法（昭和 26年法律第 183号）その他の法令を遵守しなければなら

ない。

（利用の申請、決定等）

第 6条 入浴サービスを利用しようとするもの（以下「申請者Jという。）は、身体障がい

者訪問入浴サービス申請書（様式第 1号）に、診断書（様式第 2号）を添えて市長に提出

しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な事項を調査の上、入浴サービスの要否を決

定し、当該申請者に身体障がい者訪問入浴サービス決定（却下）通知書（様式第 3号）に

より通知するとともに受託者に身体障がい者訪問入浴サービス委託決定通知書（様式第 4

号）により通知するものとする。

第 7条 市長は、前条第 2項の規定により利用の決定を受けた者（以下「利用者Jとい

う。）を延岡市身体障がい者訪問入浴サービス登録者台帳（様式第 5号（以下「台帳Jと

いう。）に登録するものとする。
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別表1（第 12条関係）

｜ 令 第 竺 符_il全第17塑 3哩l令第17条第2項片竺J7会第 IIその他の者 ｜ 

（変更の申請、決定等）

第 8条 利用者又はその介護者（以下「利用者等」という。）は、入浴サービスの内容等の

変更を希望するときは、身体障がい者訪問入浴サービス変更申請書（様式第 6号）により、

市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請を受理したときは、調査のうえ変更の要否を決定し、

身体障がい者訪問入浴サービス変更決定（却下）通知書（様式第 7号）により利用者に通

知するものとする。

3 市長は、前項の規定により入浴サービスの内容を変更したときは、身体障がい者訪問入

浴サービス委託変更決定通知書（様式第 8号）により受託者に通知するものとする。

（サービスの廃止）

第 9条 市長は、利用者から身体障がい者訪問入浴サービス廃止届（様式第 9号）の提出が

あったとき、文は利用者が次の各号のーに該当するときは、入浴サービスを廃止すること

ができる。

( 1) 入浴サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により入浴サービスを受けていたとき。

(3) 入院等により、 2月以上継続して利用しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により入浴サービスを廃止したときは、その旨を台帳に記載のうえ、

身体障がい者訪問入浴サービス廃止決定通知書（様式第 10号）により利用者に通知する

とともに、身体障がい者訪問入浴サービス委託廃止決定通知書（様式第 11号）により受

託者に通知するものとする。

（派遣回数）

第 10条 入浴サービスの派遣回数は、原則として利用者 1人当り週 2回とする。

（事業t'iの算定）

第 11条 事業費は、委託業務の日数に応じ算定し、利用単価については別に定める。

（利用者負担）

第 12条 派遣決定を受けた障がい者等（以下「利用者Jという。）は、訪問入浴サービスを

受けたときは、原則として、派遣 1回につき前条に定める事業費の 10 0分の 10に相当

する額を利用者負担額として事業者に支払うものとする。ただし、利用者が 1月に支払う

利用者負担額の上限月額は、利用者の区分に応じ別表に定める。

（委託料の支払い）

第 13条 事業者への委託料の支払いについては、第 11条に定める事業資から前条に規定す

る利用者負担額を差しヲ｜いた額を支弁する。

附則

この要綱は、平成 17年 4月 1日から施行する。

附良IJ

この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 19年 7月 1日から施行する。

附日IJ

この要綱は、平成 20年 7月 1LIから施行する。

附 HIJ

この要綱は、平成 22年4月 1日から施行する。
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別表1（第 12条関係）

令第 17条第 4 令第17条第3項 令第！？条第2項 令第！？条第 lその他の者

利用する障がい
項に定める者 に定める市町村 に定める市町村 項に定める者

者及び配偶者の
民税非課税者 民税非課税者 で市民税所得

課税状況
割課税額が 16

万円未満の諜

税者

利用者負担額 。 。 。 9 300 37 200 

備考 この事業のほかに、同一月において障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス、又は延岡市障がい

者等移動支援、若しくは延岡市在宅障がい児（者）日中一時支援を利用している利用者の利用者負担額の

上限月額は、別に定める。

別表1-2（第 12条項関係）

令第 17条第 4 令第17条第3項 令第17条第2項 令第 17条第 lその他の者

利用する障がい
項に定める者 に定める市町村 に定める市町村 項に定める者

児の保護者の課
民税非課税世帯 民税非課税世帯 で市民税所得

税状況
者 者 割課税額が 28

万円未満の課

税世帯者

利用者負担額 。 。 。 4 600 37 200 

備考 この事業のほかに、同一月において障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス、文は延岡市障がい

者等移動支援、若しくは延岡市在宅障がい児（者）日中一時支援を利用している利用者の利用者負担額の

上限月額は、別に定める。
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延岡市障がい者生活支援事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市障がい者生活支援事業（以下「事業Jという。）は、在宅の陣がい者（児）から様々

な相談を受け、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支

援、ピアカウンセリング、各種機関の紹介、介護相談及び生活情報の提供等を総合的に行なう

ことにより、障がい者（児）やその家族の地域における生活を支援し、在宅の障がい者（児）

の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

（実施主体）

第2条 事業の実施主体は、延岡市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定

非営利活動法人等（以下「法人等Jという。）に委託することができる。

（利用対象者）

第3条事業の対象者は、障がい者（児）及びその家族とする。

（事業の内容）

第4条 事業は、原則として次に掲げる事業内容をすべて実施するものとする。ただし、すべて

の事業内容を実施することが困難な場合には、実施可能な事業を実施し、事業の円滑な運営と

継続的な生活支援ができる体制の確保に努めるものとする。

(1）居宅生活支援等の利用援助

ア サービス情報の提供、サービス提供事業者等の紹介

イ サービス利用の助言

ウ生活相談

エ利用申請の援助

オ その他必要な福祉保健医療サービス等の利用援助

(2）社会資源を活用するための支援

〔支援の具体例〕

①福祉施設、作業所等の紹介

②福祉機~~の利用助言

③情報機器の使用指導

④家事の指導（料理、裁縫等）

⑤コミュニケーションの支援（代筆、代読等）

⑥唾丙号
⑦移動の支媛

③住宅改修・改造の助言

⑨住宅の紹介

⑩主主活情報の提供（交通、ホテル、買物、映画、音楽等）



(3）社会生活力をおめるための支援

社会生活力を尚めるために、社会生活訓練プログラム等を実施する。

〔プログラムの具体例〕

①自分と障がいについての理解

②家族関係、人間関係

③介助サービスと介助者

④身だしなみ

⑤健康管理

⑥家事、家庭管理

⑦金銭管理

③安全管理

⑨生活情報の活用

⑩交通、移動手段の活用

⑪趣味、余暇活動

⑫人生設計等

(4）ピアカウンセリング

障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力

の習得に対する個別的援助・支援

(5）専門機関の紹介

障がい者のニーズに応じ、身体障害者相談センタ一、知的障害者更生相談所、児童相談

所、公共職業安定所、障害児（者）地域療育等支援事業者及び精神障害者地域生活支援

事業の実施主体、保健所、医療機関等の専門機関の紹介

（職員配置等）

第5条 事業を行なうため、次の各号のいずれか

に該当する者を 1名常勤（専従）で配置するものとする。

① 障がい者地域生活支援の相談・援助業務の経験がある者。その場合、宮崎県主催の相談支

援専門員研修を修了した者。

② 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務の経験がある者。

2 事業を効果的に実施するために、専門的技術を有する者（社会福祉士、介護福祉士、医師、

保健師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、建築士、エンジニア等の専門援助者）を

必要に応じ嘱託職員として確保するものとする。

3 事業の委託を受けた法人等（以下「事業受託者Jという。）が前第 1項の常勤職員を異動する

場合は、延岡市に事前協議し承諾を得るものとする。

（事業従事者の点務）

第6条 事業に従事する者（以下「事業従事者Jという。）は、防がい行（児）及びその家族のプ

ライパシーの呼ifIに万全を則すものとし、その業務に関して知り得た泌慌を漏らしてはならな

し、。

‘k 、
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2 事業従事者は、事業の果たすべき役割lの重要性に鑑み、各極研修会への参加や他の職種との

交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るため自己研鈴に努めるものとする。

3 事業従事者は、関係機関の担当者等と常に日頃から情報交換するなど円滑な関係作りを図る

ょう努めるものとする。

4 事業従事者は、事業を行うに当たっては、障害者ケアマネジメントの手法を用いることを基

本とし、障がい者（児）のエンパワメントや権利擁護にも充分留意すること。

（事業実施に当たっての留意点）

第7条 事業受託者は、事業の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、休日

等の利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制の確保に努めるものとする。

2 事業受託者は、相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。

3 事業受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとするo

4 市長は、事業受託者に対し、相談内容、生活支援の状況等について、年 1回以上定期的な事

業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行なうものとする。また、

調査の結果、事業の機能が十分に果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取
’一一一一一一一一一一

り消すものとする。

5 事業を委託する場合の委託料の対象となる経費の範囲については、別表のとおりとする。

（その他）

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成8年 10月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 15年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年 10月 1日から施行する。



延岡市点訳奉仕員養成事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市点訳奉仕員養成事業（以下「事業Jという。）は、視覚障害者の福祉に理解

と熱意を有する者に対し、点訳の指導を行うことにより点訳奉仕員を養成し、もって視

覚障害者の福祉の噌進を図ることを目的とする。

（実施主体）

第2条 事業の実施主体は延岡市（以下「甲Jという。）とする。ただし、事業の一部を財

団法人延岡愛盲協会に委託するものとする。

（養成対象者）

第3条 点訳奉仕員の養成の対象者となる者は、視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する

者であって、市長が適当と認めた者とする。

（実施方法）

第4条 市長は、点訳奉仕員の養成対象者に対して、点字に必要な技術等を習得するため

の講習会を開催する。

2 点字講習会の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 点字図書の基礎知識

(2) 点字の方法及び実技

(3) 身体障害者福祉の概要

（奉仕員の登録）

第5条 市長は、講習を修了した者（これと同等の能力を有する者を含む。）について本人

の承諾を得て、奉仕員として登録を行う。登録をした奉仕員については、これを証明す

る点訳奉仕員証を交付する。

2 市長は、点訳奉仕員より奉仕活動ができなくなった旨の申出があったときは、その者

を登録簿から削除するとともに、前項の点訳奉仕員証を返還させるものとする。

（奉仕員の協力内容と留意事項）

第6条 点訳奉仕員は、社会奉仕の精神をもって点字図書の噌刷及び普及に協力し、視覚

障害者の福祉の増進に努めるものとする。

2 点訳奉仕員は、市長等から点字奉仕の要請があった場合には、図.！r,の点訳、点字によ

る相談文書の翻訳、回答文書等の作成、広報活動等について協力するものとする。

3 点訳奉仕員は、奉仕活動を通じて知り得た秘密事項等を他に漏らしてはならない。

附 則

この要綱は平成 12年4月 1日から胞行する。

障がい裾祉課



延 岡 市 要 約 筆記奉仕員養成事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市要約筆記奉仕員養成事業（以下「事業Jという。）は、聴覚障害者、とりわ

け中途失聴・難聴者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行うこと

により要約筆記奉仕員を養成し、もって聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的

とする。

（実施主体）

第 2条 事業の実施主体は延岡市とする。ただし、事業の一部を延岡市聴覚障害者協会に

委託して実施するものとする。

（養成対象者）

第3条 要約筆記奉仕員の養成の対象者となる者は、聴覚障害者、とりわけ中途失聴・難

聴者の福祉に理解と熱意を有する者であって、要約筆記の学習経験のない者とする。

（実施方法）

第4条 市長は、要約筆記奉仕員の養成対象者に対して、厚生労働省の定める養成カリキ

ュラムに従い、講習会等の方法により実施する。

（奉仕員の登録）

第5条 市長は、講習を修了した者（これと同等の能力を有する者を含む。）について本人

の承諾を得て、奉仕員として登録を行う。登録をした奉仕員については、これを証明す

る要約筆記奉仕員証を交付する。

2 市長は、要約筆記奉仕員より奉仕活動ができなくなった旨の申出があったときは、そ

の者を登録簿から削除するとともに、前項の要約筆記奉仕員証を返還させるものとする。

（奉仕員の協力内容と留意事項）

第 6条 要約筆記奉．仕員は、市長等から要約筆記奉仕の要請があった場合には、聴覚障害

者の意思伝達の仲介、大会等の場における講演内容等の要約筆記、広報活動等について

協力するものとする。

2 要約筆記奉仕員は、奉仕活動を通じて知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。

附則

この要綱は平成 13年 1月6日から施行する。

障がい福祉課



延岡市公文書点字化業務委託事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市公文台点字化業務委託事業（以下「事業Jという。）は、視覚障害者に対す

る公文書を点字化することにより、より正確な情報を提供し、視覚障害者の福祉の増進を

図ることを目的とする。

（実施主体）

第2条 事業の実施主体である延岡市（以下「甲Jという。）は、事業を財団法人延岡愛盲

協会に委託するものとする。

（事業の内容）

第3条 事業は、市長が視覚障害者に対して発行する公文書について、点字文書を作成す

る業務とする。

（作業方法）

第4条 業務は、協会内で協会の機器を使用して実施し、用紙類等についても協会が用意

する。

（留意事項）

第5条 協会は、この委託業務で知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。

附則

この要綱は平成 13年4月 1日から施行する。

障がい福祉課



延岡市手話 奉 仕 員 派 治 事 業 実 施 要 綱

（目的）

第 1条 延岡市手話奉仕員派造事業（以下「事業」という。）は、聴覚障害者及び音声又は

言語機能障害者（以下「聴覚障害者等」という。）の日常生活上の初歩的なコミュニケー

ションの支援と、聴覚障害者等との交流活動を促進するため、聴覚障害者等の申し出に

より登録された手話奉仕員を派遣することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図

ることを目的とする。

（実施主体）

第2条 事業の実施主体である延岡市（以下「甲Jという。）は、対象者、サービスの内容

の決定を除き、この事業の一部を延岡市聴覚障害者協会に委託するものとする。

（利用対象者）

第3条 事業の対象者は、在宅の聴覚障害者等とする。

（事業の実施）

第4条 事業は、対象者からの申請に基づき実施するものとし、利用料は無料とする。

2 甲は、事業の実施について、市民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとするo

（手話奉仕員の義務）

第5条 手話奉仕員は、市からの依頼による聴覚障害者等に関する広報活動、文化活動に協

力すること。

2 手話奉仕員は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条な

どによって差別的取り扱いをしてはならないこと。

3 手話奉仕員は、当該業務を行うにあたっては、手話奉仕員証を携行しなければならな

し、。

4 手話奉仕員は、業務の結果を業務日誌に記載し、提出しなければならない。

（手話奉仕員活動~'lの支給）

第6条 福祉事務所長は、業務日誌に基づき、手話奉仕員からの請求により活動時間数に

応じた活動1~を請求後 30 日以内に支給するものとする。

2 前項の活動資の支給額は、活動場所への往復時間を含め 30分500円とする。この

場合において、 15分に満たない端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

II付則

この要綱は平成 12年4月 1E:Iから施行する。

障がい福祉課



延岡市朗読奉仕員養成事業実胞要綱

（目的）

第 1条 延岡市朗読奉仕員養成事業（以下「事業j という。）は、視覚障害者の福祉に理解

と熱意を有する者に対し、朗読の指導を行うことにより朗読奉仕員を養成し、もって視

覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

（実施主体）

第2条 事業の実施主体は延岡市（以下「甲Jという。）とする。ただし、事業の一部を財

団法人延岡愛盲協会に委託するものとする。

（養成対象者）

第3条 朗読奉仕員の養成の対象者となる者は、視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する

者であって、市長が適当と認めた者とする。

（実施方法）

第4条 市長は、朗読奉仕員の養成対象者に対して、朗読に必要な技術等を習得するため

の講習会を開催する。

2 朗読講習会の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 声の図書の基礎知識

(2) 朗読の方法及び実技

(3) 身体障害者福祉の概要

（奉仕員の登録）

第5条 市長は、講習を修了した者（これと同等の能力を有する者を含む。）について本人

の承諾を得て、奉仕員として登録を行う。登録をした奉仕員については、これを証明す

る朗読奉仕員証を交付する。

2 市長は、朗読奉仕員より奉仕活動ができなくなった旨の申出があったときは、その者

を登録簿から削除するとともに、前項の朗読奉仕員証を返還させるものとする。

（奉仕員の協力内容と留意事項）

第6条 朗読奉仕員は、社会奉仕の精神をもって声の図書の増冊及び普及に協力し、視覚

障害者の福祉の地進に努めるものとする。

2 点訳奉仕員は、市長等から朗読奉仕の要請があった場合には、対面朗読、広報活動等

について協力するものとする。

3 朗読奉仕員は、奉仕活動を通じて知り得た秘密事項等を他に漏らしてはならない。

附 f!IJ

この要綱は平成 13年4月 1日から随行する。

障がい福祉課



障がい福祉課

延岡市重度身体障害者移動支援事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市重度身体障害者移動支援事業（以下「事業」という。）は、家庭において移

送をすることが困難な身体障害者等に対して、リフト付き乗用車を利用して移送サービ

スを行うことにより、在宅生活の支援と社会参加の促進に寄与することを目的とする。

（実施主体）

第2条 この事業の実施主体は延岡市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人延岡市

社会福祉協議会（以下「協議会Jという。）に委託して実施するものとする。

（利用対象者）

第3条事業の対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳 1級・ 2級所持者で車椅子常用者。

(2) その他福祉事務所長が認める者。

（実施日時）

第4条 事業は、毎週月曜日から金眼目まで（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び

年末年始を除く。）の午前8時30分から午後5時までの聞に行うものとする。

（事業の実施）

第5条 事業は、対象者が病気治療（通院・入退院）、福祉施設への通所・入退所、公共機関

や研修会等への参加等の場合に原則として市内に限り利用できるものとする。

（登録）

第6条事業の利用を希望する対象者は、協議会に登録しなければならない。

（申し込み及び利用回数）

第7条 利用者は、あらかじめ利用日を申し込まなければならない。

(1) 予約は 1ヶ月前からとする。

(2) 利用回数は原則として月 1回とする。

（利用料）

第8条 事業の利用料は無料とする。ただし、駐車料等実費については利用者負担とする。

（利用の取り消し）

第9条 協議会は、車両事故等により運行不能の場合、利用を取り消すことができる。



（実施上の留意事項）

第 10条 事業の実施にあたって、利用者及び介護者は次の事項を守らなければならない。

(1) 利用者が病気その他の理由で利用できなくなったときは、速やかにその旨を届け

出ること。

(2) 家族または扶養義務者は、利用者の身体状況に応じ介添乗車すること。

(3) 道路交通法を守ること。

(4) その他乗車については運転手の指示に従うこと。

2 運転手は、次の事項を守らなければならない。

(1) 始業点検等整備に細心の注意を払うこと。

(2) 利用者及び介護者に対し細心の注意を払うこと。

(3) 突発事故が発生したときは、適切な処置を行い、速やかに福祉事務所長に届け出

ること。

（賠償責任）

第 11条 運転中の事故については、自動車保険・在宅福祉サービス保障の範囲内におい

て協議会が負うものとする。ただし、利用者の過失による場合はこの限りでない。

附 則

この要綱は平成 12年4月1日から施行する。



延附市福祉機｛｛~リサイクル事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市福祉機~リサイクル事業（以下「事業」という。）は、家庭等で活用されて

いない特殊ベッド等の福祉機器を、補装具・日常生活用具等給付事業の対象者とならな

い心身障害者（児）等これを必要とする者等に斡旋し、もって在宅生活の支援と社会参加の

促進に寄与することを目的とする。

（実施主体）

第2条 この事業の実施主体は延岡市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人延岡市

社会福祉協議会（以下「協議会Jという。）に委託して実施するものとする。

（利用対象者）

第3条 事業の対象者は、延岡市内に居住し在宅での生活に福祉機器を必要とする心身障

害者（児）のうち、介護保険の対象者とならない者とする。

（実施施設）

第4条 事業は、延岡市社会福祉センターで実施古ることを原則とする。ただし、この事業

が適切に実施されると認められる場合には、その他適当と認められる施設等であっても

差し支えないものとする。

（事業の実施）

第5条事業の内容は次のとおりとする。

( 1 ) 福祉機｛｛~を対象者に斡旋すること。

(2) 不要になった福祉機器を回収すること。

(3) 福祉機｛｛~を必要とする者に対し助言及び相談に応ずること。

(4) 福祉機器の展示を行うこと。

(5) 福祉機~の点検、整備、補修、改造等に関すること。

2 福祉機器の不要家庭等からの回収並びに利用者に対する鍛送は、毎週月曜日から金曜

日まで（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く。）の午前8時 30

分から午後511寺までの問に行うものとする。

（利用料）

第6条事業の利用料は無料とする。ただし、福祉機器の搬送は実費を定め、利用者負担

とする。

（実施上の間意事項）

第7条 事業の実施にあたっては、筒祉事務所、身体障害者相談員、各種身体隙害者団体

等と連絡を密にするとともに、ボランティアの協力を得るよう配慮するものとする。

附 HIJ

この要綱は平成 12年4月 1Hから施行する。

障がい福祉課



障がい福祉課

延岡市身体障害者自動車運転免許取得促進助成事業実施要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、延岡市身体障害者自動車運転免許取得促進助成事業（以下「事業」

という。）による補助金の交付に関し、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50年

規則第2号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第2条 事業は、身体障害者に対し自動車運転免許の取得に要する費用を助成し、もって

自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

（助成の対象者）

第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法（昭和24年法律

第203号）第 15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障

害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第 15号）別表第5号身体障害者障害程度等

級表（以下「令別表」という。）に規定する者のうち、次の各号に該当する者とする。

(1) 令別表の等級が 1級から 3級までの等級に該当する者。

(2) 令別表の等級が4級から 6級までの等級に該当する者であって、かつ、道路交通法

（昭和35年法律第 10 5号）第91条の規定により自動車に身体に応じた補助手

段を講ずることが必要とされている者及び補聴器の使用が必要とされている聴覚障

害者。

（助成の対象となる経費）

第4条 助成の対象の経費は、自動車運転免許の取得に直接要する費用の 2/3以内とし、

1 0万円を限度とする。

（申請）

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類

を添えて市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 自動車教習所に入所予定であることを証する書類

(4) 自動車教習所の教習料を明らかにする書類

(5) 運転免許申請に関する相談結果について（回答）の写し

(6) 施設入所者にあっては、施設長の許可書

(7) 市税等の滞納がないことを証する書面

（助成の決定）

第6条 市長は前条の規定による申請があったときは、調査の上で可否を決定し、申請者

に通知するものとする。



（着手時期）

第7条 申請者は、前条の決定通知後に自動車運転免許の取得を行うものとする。

（実績報告）

第8条 申請者は、自動車運転免許の取得が完了したときは、速やかに補助事業実績報告

書に次に掲げる書類を添えて市長に補助金等請求をするものとする。

(1) 事業実総書

(2) 収支決算書

(3) 自動車運転免許証の表裏両面の写し

(4) 自動車教習所等の教習料金の領収書

(5) 補助金等請求書

（助成決定の取り消し）

第9条 市長は、申請者が次のいずれかに該当したときは、その者に係る補助金の交付を

決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により、この事業の助成決定を受けたとき。

(2) 補助金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

2 前項の規定により助成の決定を取り消された場合において、取り消しにかかる部分に

関し既に補助金を受けているときは、市長の命ずるところにより当該補助金を返還しな

ければならない。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成 17年4月 1日から施行する。



障がい福祉課

延岡市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、延岡市身体障害者自動車改造助成事業（以下「事業Jという。）に

よる補助金の交付に関し、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50年規則第2号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第2条 事業は、身体障害者に対し自動車改造に要する費用を助成し、もって自立と社会

参加の促進を図ることを目的とする。

（助成の対象者）

第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法（昭和24年法律

第203号）第 15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、次の各

号に要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象者の属する世帯の前年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の額）が、改造助

成を行う月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律

第 13 4号）に規定する特別障害者手当で用いる所得制限限度額を超えない世帯で

あること。

(3) 道路交通法（昭和35年法律第 10 5号）第84条第 1項により自動車の運転免許を

受け、かつ、同法第91条の規定により自動車に身体に応じた操向装置及び駆動装

置を講ずる必要がある自動車を所有（免許取得教習を受けるために所有しようとす

る場合を含む。）していること。

（助成の対象となる経費）

第4条 助成の対象の経費は、自動車改造に直接要する費用とし、 10万円を限度とする。

（申請）

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類

を添えて市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 改造施工業者の見積書（改造の箇所及び経費を明らかにしたもの。）

(4) 申請者及び申請者の属する世帯の扶養義務者に係る前年の所得を明らかにする書

類又は、市においてそれらの所得を確認できる場合はその同意書

(5) 市税等の滞納がないことを証する書面

（助成の決定）

第6条 市長は前条の規定による申請があったときは、調査の上で可否を決定し、申請者

に通知するものとする。



（着手時期）

第7条 申請者は、前条の決定通知後に自動車の改造を行うものとする。

（実績報告）

第8条 申請者は、自動車改造が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書に次に掲

げる書類を添えて市長に補助金等請求をするものとする。

(I) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 自動車施工業者の自動車改造証明書

(4) 登録後の自動車検査証の写し

(5) 補助金等請求i!}

（助成決定の取り消し）

第 9条 市長は、申請者が次のいずれかに該当したときは、その者に係る補助金の交付を

決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(I) 虚偽その他不正の行為により、この事業の助成決定を受けたとき。

(2) 補助金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

2 前項の規定により助成の決定を取り消された場合において、取り消しにかかる部分に

関し既に補助金を受けているときは、市長の命ずるところにより当該補助金を返還しな

ければならない。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成 17年4月1日から施行する。



障がい福祉認

延岡市更生訓練費給付事業実施要綱

（目的）

第 1条 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者、及び障害者自立支援法

（以下「法j という。）附則第41条第 1項に規定する身体障害者更生援護施設（身

体障害者療護施設を除く。以下「施設Jという。）に入所している者に更生訓練貨を

支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

（支給対象者）

第 2条 この事業の対象者は、法第 19条第 1項の規定による支給決定障害者のうち、

就労移行支援事業文は自立訓練事業を利用している者、及び法附則第21条第 1項に

規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更

生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第 18条第2項の規定により施設に

入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担

に係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として認めた者。

（支給方法）

第3条 延岡市長は、支給対象者文は支給対象者の委任を受けた前条に規定する施設の

長の申請に基づき、別表に定める額を当該訓練の終了月の翌月末までに支給する。

（支給額）

第4条 毎月の支給額は、次の各号に掲げる「訓練のための経費」と「通所のための経

費Jを支給対象者の当該月の実支出額と比較して少ない方の額とする。

（その他）

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は延岡市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成 18年 10月1日から施行する。



別表

(1 ）訓練のための経1~ （月額）

次の施設別の額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

金額

訓練日数 15日以 訓練日数 15日未

上 満

就労移行支援事業 3, 1 5 0円 l, 6 0 0円

自立訓練事業 2. 1 0 0円 l, 0 5 0円

法附則第41条第 l項に規定する身体障害者更生

援護施設

ア 指定視覚障害者更正施設（あん摩、はり、き 1 4, 8 0 0円 7, 4 0 0円

ゅう科）

イ 指定肢体不自由者更正施設（あん摩、はり、 6, 3 0 0円 3, 150円

きゅう科を除く）

ウ 指定聴覚・言語障害者更正施設 6, 3 0 0円 3, 1 5 0円

エ 指定内部障害者更正施設 6, 3 0 0円 3, 1 5 0円

オ 指定特定身体障害者授産施設 3, 1 5 0円 1. 6 0 0円

カ 指定特定身体障害者通所授産施設 3, 1 5 0円 1. 6 0 0円

キ 上記に関わらず、平成 15年 3月末において 2, 1 0 0円 l, 0 5 0円

重度身体障害者更正援護施設であったもの

（注）通所者含む

(2）通所のための経費

次の施設別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実

支出額とを比較して少ない方の額とする。

日 額

就労移行支援事業

自立訓練事業

法附則第41条第 1項に規定する身体障害者更生援護施 280円

設

ア 指定肢体不自由者吏正施設

イ 指定視覚障害者更正施設

ウ 指定聴覚・言語障害者吏正施設

エ 指定内部障害者更正施設

オ 指定特定身体障得者段産胞設

カ 指定特定身体~；1'Jii者通！？？授産施設



障がい福祉課

延岡市施設入所者就職支度金給付事業要綱

（目的）

第 1条 障害者自立支援法（以下「法Jという。）附則第41条第 1項に規定する施設

に入所もしくは通所している者が訓練を終了し、又は就労移行支援事業もしくは就労

継続支援事業を利用し、就職等により自立する者に対し、就職支度金を支給し、社会

復帰の促進を図ることを目的とする。

（支給対象者）

第2条 この事業の対象者は、法附則第21条第 l項に規定する指定旧法施設支援を受

けた身体障害者もしくは身体障害者福祉法第 18条第2項に基づき身体障害者更生

施設等に入所（通所）又は入所（通所）の委託をされ更生訓練を終了し、または就労

移行支援事業もしくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所す

ることとなった者とする。

（支給額）

第3条 就職支度金は36, 0 0 0円を上限とし、支給対象者の実支出額を支給する。

（支給手続き）

第4条 支給対象者が就職支度金を受給しようとする場合には、市長に対し、就職支度

金支給申請書（様式 l号）に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関す

る証明書を附して、第2条に規定する当該施設を経由して申請を行なうものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、支給の可否を決定し、就職支度金

を支給する。

（その他）

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は延岡市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 18年 10月 1日から施行する。



様式第 1号

延岡市長様

延岡市施設入所者就職支度金給付申請書

住所

氏名

生年月日

年月日

印

年月日

就職（就労）することになりましたので、就職支度金の申請をいたします。

退所する施設名

入所または訓練を 年 月 日入所 入所（訓練）

していた期間 年 月 日退所 期 間 年 ヶ月

就職先

一 一一 一
就職年月日 平成 年 月 日

受領を委託する者

（受領を委託する

場合に記入） 印

銀行名 支店名 種類 口座番号

振込 口 座
普通・当座

本人の口座番号も
口座

ふりがな

しくは受領を委託
名義人名

する者の口座番号

（注意）

申請にあたっては必ず購入した物品等の領収書、雇用先の採用証明書や自営の事業計画

書を添付すること。また受領を委託する場合には、委託する者に必ず記名・押印を受け

ること。



、．
障がい福祉誘

⑪延岡市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、延岡市長（以下「市長」という。）が、老人福祉法（昭和38年

法律 13 3号）第32条、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第28

条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 12 3号）

第51条の 11の2に規定する審判の請求（以下「審判請求」という。）その他必

要な援助を行う場合における手続等を定めることを目的とする。

（審判請求の考察事項）

第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者（以下「本人」という。）

に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び四親等内の親族（以下「親族等」という。）の存否並びに親

族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

（審判請求の決定）

第3条 審判請求に関する決定は、健康福祉部長が行う。

（審判請求の手続）

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係

る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

（審判請求の費用）

第5条 市は、家事審判法（昭和22年法律第 15 2号）第7条において準用する非

訟事件手続法（明治 31年法律第 14号）第26条の規定により、審判請求に係

る費用（以下「審判請求費用」という。）を負担する。

（審判請求費用の求償）

第6条 審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断

した場合、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第2

8条の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対し行うものとする。

（報酬費用の費用）

第7条 市長は、市長が成年後見制度開始審判申立を行う者のうち、次のいずれかに

該当する者が負担する成年後見人、保佐人、補助人への報酬を助成することがで

きる。

( 1 ）生活保護受給者

(2）資産・収入等の状況から、第 1号に準じると認められる者
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（補則）

第8条 この要綱の実施に際し必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この要綱は、平成 14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 15年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

-25 -



0心身障害者扶養共済制度掛金助成に｜刻する条例

（目的）

第 l条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し又は重度障害の状

態になった後、心身障害者に年金を支給する宮崎県心身障害者扶養共済制度（以下「制度Jという。）

に加入した者のうち低所得者の掛金の全部文は一部を助成することによりその負担を軽減して加入又は

加入継続を容易にし、もって当該心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

（助成の対象）

第2条 助成は、制度に加入した者が宮崎県心身障害者扶養共済制度条例（昭和45年宮崎県条例第10号）

に定めるところにより納付した掛金について行うものとする。

（助成を受ける者の資格）

第3条 助成を受けることのできる者は、本市の住民基本台帳に記録されている加入者であって次の各号

のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民税非課税世帯

(2) 市民税均等割のみ課税世帯

（助成の額）

第4条 助成の額は、前条第 l号に規定する者にあっては納付すべき額に相当する額、同条第 2号に規定

する者にあっては納付すべき額の 2分の lに相当する額とする。

（助成の申請）

第5条 助成を受けようとする者は、申請書により市長に助成申請をしなければならない。

（決定及び通知）

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、助成の可否及び助成額を決定し申請者に通知す

るものとする。

（助成金の支給方法）

第7条 助成金は、年4回に分けそれぞれ請求に基づき支給する。

（委任）

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

0心身障害者扶養共済制度掛金助成に｜刻する条例施行規則

（趣旨）

第 1条 この規則は、心身障害者扶養共済制度掛金助成に関する条例（昭和48年条例第ll号。以下「条例J

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（助成の申請）

第2条 条例第5条の規定により申請をしようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書（様

式第 1号）を提出しなければならない。

（調査及び確認）

第3条 市長は、申請に基づいて助成の決定をする場合は、住民登録の状況、課税の状況を調査及び確認

し必要により所得税証明書又は源泉徴収票を徴するものとする。

（決定通知）

第4条 条例第6条により助成することを決定した者については、心身障害者扶養共済制度掛金助成決定

通知書（様式第2号）により、助成しないことに決定した者については心身障害者扶養共済制度掛金助

成却下通知書（様式第3号）によりそれぞれ通知するものとする。

（助成金の請求）

第5条 助成金の支給を受けようとする者は、毎年7月、 10月、 1月及び4月のそれぞれ15日までに前3

月分の掛金納付済みを証する書類を添えて心身障害者扶養共済制度掛金助成金請求書（様式第4号）に

より請求しなければならない。

（助成金の支給）

第6条 市長は、助成金の請求を受けたときは前3月分の掛金納付済みを確認の上その月の末日までに当

該請求者に支給するものとする。

（その他）

第7条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に定める。


