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事業実施前に事業計画において事業内容、経費の支出予定等を確認の上、交付決定を行い、事業完了後の実績報告
により最終確認を行っており、対象外経費の支出等、補助金の超過交付があった場合には返還の措置を講じている。

見直しの
余地

平成２１年度までの執行率が低いのは、新体系サービスへの移行が遅れていることが原因であると考えられる。
（平成２２年４月１日現在５４．２％（６，９６８事業者中３，７７６事業者）（障害福祉課調べ））
新体系サービスへの移行は、平成２４年３月までに完了させる必要があり、今後、新体系サービスへの移行が急速に
進むことから、執行率の増が見込まれる。
なお、平成２２年度の所要見込額は２５億円を超えており、所要額の不足が予想されることから、平成２３年度において
は予算額の増について要求していく予定である。
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一部改善（執行状況を予算要求に反映）

本事業のうち、設備整備等事業については毎年度執行率が低いことから、予算と執行の乖離の要因等を精査し、予算の縮減を図
ること。

総事業費(執行ベース) 2,365 2,629 2,526

執行率 88.8% 70.3% 65.9%

執行額 2,161 2,134 1,803

23年度要求

予算額(補正後） 2,434 3,034 2,734 2,434 1,654

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

（１）設備整備等事業
　既存の障害者関連施設や小規模作業所等が、就労移行支援等の新体系事業への移行に際して必要となる就労訓
練設備の購入等に対し、補助を行う。（定額補助）
（２）グループホーム等改修事業
　障害者のグループホーム又はケアホームを行うために、賃貸物件を改修する場合、その費用の一部について補助を
行う。（補助率：2/3　　負担割合：国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/4、設置者1/4）

実施状況

（１）設備整備等事業
　平成21年度　462件
（２）グループホーム等改修事業
　平成21年度　289件

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

予算事業
関係する計
画、通知等

「地域生活支援事業費補助金及び障害程度区分認
定等事業費補助金（障害者就労訓練設備等整備事
業等）の国庫補助について」　等

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

（１）設備整備等事業
　障害者自立支援法に基づく就労移行支援、就労継続支援等の新事業に移行する際に必要となる設備整備等に要す
る経費を補助することにより、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスへの円滑な移行を図ることを目的とする。
（２）グループホーム等改修事業
　障害者自立支援法に基づく共同生活援助・共同生活介護を行うために、アパート及び空き店舗等の賃貸物件を改修
する場合、その費用の一部について補助することにより、共同生活援助及び共同生活介護の整備を推進する。

担当部局庁 社会・援護局障害保健福祉部 担当課室 障害福祉課 土生　栄二

会計区分 一般会計 上位政策 障害者の自立支援等に必要な経費

事業番号 489

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　( 　厚生労働省　)

予算事業名 障害者就労訓練設備等整備事業
事業開始
年度

平成18年度 作成責任者



・国庫補助協議（事業計画書の提出）
・国庫補助内示
・交付決定
・交付額の確定

（１）設備整備等事業【補助】 （２）グループホーム等改修事業【補助】

（内訳）上位10者 （内訳）上位10者
東京都 62百万円 北海道 29百万円
神奈川県 54百万円 福岡県 24百万円
大阪府 54百万円 埼玉県 18百万円
青森県 48百万円 宮崎県 16百万円
埼玉県 45百万円 沖縄県 15百万円
三重県 43百万円 新潟県 14百万円
北海道 42百万円 山形県 13百万円
沖縄県 39百万円 鳥取県 12百万円
徳島県 36百万円 愛知県 12百万円
千葉県 35百万円 仙台市 12百万円

・設置者への交付決定 ・設置者への交付決定
・交付額の確定 ・交付額の確定

厚生労働省　1,803百万円

A　都道府県・指定都市・中核市　1,424百万円 B　都道府県・指定都市・中核市　379百万円

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)



計 62 計 29

補助金
社会福祉法人ひばり福祉会に対する補助（送
迎車両） 4

補助金
社会福祉法人江古田明和会に対する補助（食
品加工設備） 4 補助金

社会福祉法人愛和福祉会に対する補助（屋根
工事、内装工事、バリアフリー化改修等） 3

補助金
社会福祉法人徳心会に対する補助（送迎車
両） 4

2

補助金 NPO法人耕房に対する補助（作業設備） 1 補助金
社会福祉法人白老宏友会に対する補助（玄関
風除工事、和室フローリング工事、浴室結露狭
解消工事、台所・洗濯干場改修工事）

2

NPO法人三鷹はなの会に対する補助（配送作
業設備） 2 補助金

社会福祉法人伊達コスモス２１に対する補助
（玄関アプローチ、床全般、トイレ、浴室、廊下、
宿直室全般）

3

補助金
社会福祉法人武蔵野会に対する補助（送迎車
両） 5 補助金

社会福祉法人栗山ゆりの会に対する補助（住
宅不陸調整工事）

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

Ａ　東京都 B.　北海道

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

補助金

補助金
社会福祉法人時の会に対する補助（食品製造
設備） 2 補助金

有限会社いっ歩に対する補助（耐震化及び階
段幅拡幅等の改修工事） 3

補助金 NPO法人SUNに対する補助（作業車両） 1 補助金
社会福祉法人しべつ福祉会に対する補助（居
室床改修工事、スプリンクラー設備工事、給排
水工事）

3

補助金
社会福祉法人武蔵野会に対する補助（送迎車
両） 5 補助金

NPO法人名寄心と手をつなく育成会に対する
補助（居室床・断熱工事、給排水工事、暖房設
備改修工事）

3

補助金 社会福祉法人いずみに対する補助（介護設備） 5 補助金
社会福祉法人あけぼの福祉会に対する補助
（住居の耐震化工事、居室の改修・拡張工事） 3

補助金
社会福祉法人黎明会に対する補助（音楽・視
覚療法用設備） 2 補助金

NPO法人地域生活支援ネットワークサロンに対
する補助（バリアフリー化を図る改修工事） 2

補助金
社会福祉法人武蔵野会に対する補助（送迎車
両、陶芸設備） 5 補助金

社会福祉法人愛和福祉会に対する補助(屋根
工事、内装工事、バリアフリー化改修等） 3

補助金
社会福祉法人白鷹福祉会に対する補助(食品
製造設備、印刷設備） 4 補助金

社会福祉法人くるみ会に対する補助(外壁改
修、屋根改修等） 3

補助金
NPO法人なみき福祉会に対する補助（食品加
工設備） 2

補助金
社会福祉法人浪岡あすなろ会に対する補助
（送迎・運搬車両） 3

補助金
NPO法人フードコミュニティ目黒に対する補助
(運搬設備、印刷設備） 2

補助金
社会福祉法人つるかわ学園に対する補助（食
品加工設備） 5

補助金
社会福祉法人台東つばさ福祉会に対する補助
（リハビリ設備） 2

補助金
社会福祉法人さくらの園に対する補助（食品加
工設備） 3

補助金
NPO法人生活支援センター２０７に対する補助
（ホームページ制作設備） 2

補助金 NPO法人Pureに対する補助(食品加工設備） 2


