
【参考資料 10】 

平成 29 年度以降の相談支援体制について 

 

１ 相談支援体制見直しの主旨 

【現状の課題】 

  現在の福岡市の相談支援体制は，福岡市障がい者基幹相談支援センター，

各区の障がい者相談支援センター，障がい者生活支援相談室，療育センタ

ーなどあり，それぞれの機関が対象とする障がい種別や対象年齢，役割

が機能的に整理されていない。 

  相談者にとって分かりづらく，障がい当事者や家族から「ライフステ

ージを見通し一貫した相談支援ができる体制を構築する必要がある」と

の声が出されている。 

 

【課題への対応】 

  平成 26 年度第 2 回福岡市障がい者等地域生活支援協議会（以下「協

議会」という。）において，新たな相談支援体制の構築に向け，相談支援

体制の見直しについて協議するため，相談支援センターや地域福祉関係者

などで構成する「相談支援部会」を設置。 

  「相談支援部会」での協議結果を踏まえ，平成 27 年度第１回協議会に

おいて『次期保健福祉総合計画に対する意見書』が策定され，協議会から

次のような提言を受けた。 

  

  協議会の提言を踏まえ，平成 28 年６月に策定した保健福祉総合計画に

おいては，障がいの重度化，高齢化や「親なき後」の生活も見据えた総合

的な支援を実施するため，24 時間対応の相談窓口や緊急時預かり等の拠

点の整備などを検討することとした。 

  障がい者の総合的な支援を実施する体制整備の一環として，平成 29 年

度以降の障がい者の相談支援体制を再構築する。 

 

２ 再構築後の相談支援体制 （別紙１「再構築後の相談支援体制」参照） 

  各区の知的・精神障がい者相談支援センター(14 か所)及び障がい者生

活支援相談室(1 か所)を再編し，地域コミュニティの基礎である小学校区

及び地域内に想定される障がい者数を踏まえて各区に１～３か所，計 14

か所の区障がい者基幹相談支援センター（仮称，以下「区基幹センター」

という。）を設置。 

＜協議会提言の主な内容＞ 

 市及び区の基幹相談支援センターを設置。 

 全障がい一元化，児・者一貫した相談支援窓口を整備。 

 積極的な地域へのアウトリーチ及び地域団体や地域の社会福

祉法人等と連携した障がい者の見守り体制づくりを行うな

ど，地域福祉の基盤づくりの推進。 



 

 

  
 

３ 事業の実施時期等 

  新たな相談支援体制を平成 29 年４月から実施。 

  区基幹センターの受託法人を平成 28 年度中に公募により選定。 

＜公募スケジュール＞ 

平 成 2 8 年 8 月 2 4 日 募集説明会開催案内 

平 成 2 8 年 8 月 3 1 日 募集説明会参加申込書提出締切 

平 成 2 8 年 9 月 5 日 募集説明会，募集開始 

平 成 2 8 年 1 0 月 5 日 応募書類提出締切 

平成 28 年 10 月 27 日，11 月 2 日 選定委員会 

平 成 28 年 11 月 14 日 結果通知 

  今回の公募では，16 法人から応募があり，選定委員会の意見を踏まえ

12 法人 13 ヵ所の区基幹相談支援センター受託候補として決定し，４法

人は受託候補としての評価基準を満たしていないため不採択とした。 

   ※ 決定した受託候補者は，別紙２「区障がい者基幹相談支援センター

受託候補者」参照。 

  受託候補者が決定していな１圏域については再度公募を行い，年内を目

途に受託候補者を選定する予定。 

＜区基幹センターの主な業務内容＞ 

◆ 全障がい一元化した，学齢以上の障がい児・者の一次相談窓口 

 指定特定相談支援事業所や指定一般相談支援事業所とのネット

ワーク構築による相談支援事業所の支援体制づくり 

 基本相談に長期間を要する等困難事例の指定特定相談支援事業

所が行う計画相談支援業務のサポート及び相談支援従事者の人

材育成 

 地域へのアウトリーチや地域団体，地域の社会福祉法人等と連

携した障がい者を地域で見守るパーソナルネットワークの形成

など，地域福祉の基盤づくりの推進 

 福岡市の地域生活支援拠点等整備における「相談」の機能(24

時間対応可能な相談窓口の確保等)と「地域の体制づくり」の機

能(障がい福祉サービス事業所等関係機関との連携等)の実施 

 福岡市障がい者地域生活支援協議会区部会の事務局業務 



平成28年度の相談支援体制 

 障がい種別ごとに相
談支援センター設置 

 障がい者を対象 
 各センターに相談支

援専門員を２～３名
配置 

身体障がい者対象 
 １カ所 
知的障がい者対象 
 ７カ所 
精神障がい者対象 
 ７カ所 

※  あいあいセンターは身体障がい者
対象の相談支援センター 

再構築後の相談支援体制        別紙１ 



※ 障がい者数は，人口に対する障がい者の割合から算出した推定人数。 

平成29年度以降の相談支援体制 
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配置
人数

人口 障がい者数
小学

校区数
地域包括

東1 4 93,756 6,175 10 東第1～3

東2 4 102,919 6,779 10 東第4～6,9

東3 4 95,037 6,259 9 東第7,8,10,11

博多1 4 109,678 7,037 9 博多第1～3,8

博多2 4 102,596 6,582 10 博多第4～7

中央 5 177,107 8,897 13 中央第1～5

南1 4 93,509 6,369 8 南第1,8～10

南2 4 95,156 6,482 10 南第3～6

南3 4 62,814 4,279 7 南第2,7,11

城南 5 122,587 8,006 12 城南第1～5

早良1 5 120,003 7,906 12 早良第1,2,5,8

早良2 4 95,070 6,264 13 早良第3,4,6,7,9

西1 4 102,518 6,843 13 西第1～3,6

西2 4 98,322 6,563 10 西第4,5,7,8

 全障がい一元化 
 学齢以上を対象 
 小学校区を基礎として14

の担当区域を設定 
 アウトリーチにより障がい

者の孤立防止支援等地域福
祉の基盤づくりを実施 

 各センターに相談支援専門
員を４名以上配置 

 

【担当区域ごとの相談支援専門員配置人数等】 


体制整備財源検討

				相談支援体制整備委託料比較 ソウダン シエン タイセイ セイビ イタクリョウ ヒカク

																				（千円） センエン																				（千円） センエン

								事業名 ジギョウ メイ		費目 ヒモク		備考 ビコウ				26年度決算 ネンド ケッサン		27年度予算 ネンド ヨサン		28年度予算 ネンド ヨサン				29年度予算 ネンド ヨサン		費目 ヒモク		備考 ビコウ		29年度 ネンド

				現行事業 ゲンコウ ジギョウ		①		知的障がい者相談支援センター チテキ ショウ シャ ソウダン シエン		委託料 イタクリョウ		7カ所分 ショ ブン		歳出 サイシュツ		108,681		112,073		111,359				区基幹相談支援センター ク キカン ソウダン シエン		委託料 イタクリョウ		①②③の事業を統合
※③は委託料のみ ジギョウ トウゴウ イタクリョウ		歳出 サイシュツ		496,511		　区基幹C委託料 ク キカン イタクリョウ

														歳入 サイニュウ		0		0		0										歳入 サイニュウ		372,382		　地域生活支援事業補助金 チイキ セイカツ シエン ジギョウ ホジョキン

														一般 イッパン		108,681		112,073		111,359										一般 イッパン		124,129		(b)

						②		精神障がい者相談支援センター セイシン ショウ シャ ソウダン シエン		委託料 イタクリョウ		7カ所分 ショ ブン		歳出 サイシュツ		59,363		59,363		60,546

														歳入 サイニュウ		0		0		0				区基幹相談支援センター委託料 ク キカン ソウダン シエン イタクリョウ																				＜参考＞ サンコウ

														一般 イッパン		59,363		59,363		60,546		事 コト		4人配置 ニン ハイチ		34,072		千円/1ｾﾝﾀｰ × センエン				11.0		374,792		千円 センエン								地域包括支援センター委託料 チイキ ホウカツ シエン イタクリョウ

						③		障がい福祉サービス等利用計画の作成促進 ショウ フクシ トウ リヨウ ケイカク サクセイ ソクシン		委託料
(地域生活支援事業) イタクリョウ チイキ セイカツ シエン ジギョウ		ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ増員分 ゾウイン ブン		歳出 サイシュツ		17,439		67,244		83,880		業 ギョウ		5人配置 ニン ハイチ		40,573		千円/1ｾﾝﾀｰ × センエン				3.0		121,719		千円 センエン								3人配置 ニン ハイチ				20,300		千円/1ｾﾝﾀｰ センエン

														歳入 サイニュウ		7,895		50,433		62,910		統 オサム								計 ケイ		14.0		496,511		千円 センエン								4人配置 ニン ハイチ				24,600		千円/1ｾﾝﾀｰ センエン

														一般 イッパン		9,544		16,811		20,970		合 ゴウ																						5人配置 ニン ハイチ				28,900		千円/1ｾﾝﾀｰ センエン

										委託料
(県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金) イタクリョウ		ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ増員分 ゾウイン ブン		歳出 サイシュツ		15,482		31,464		0				地域生活支援事業補助金 チイキ セイカツ シエン ジギョウ ホジョキン

														歳入 サイニュウ		15,482		31,464		0				国補助 クニ ホジョ		496,511		千円 × センエン		1/2		=		248,255		千円 センエン

														一般 イッパン		0		0		0				県補助 ケン ホジョ		496,511		千円 × センエン		1/4		=		124,127		千円 センエン

										委託料
(県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金) イタクリョウ		事務補助職員増員分 ジム ホジョ ショクイン ゾウイン ブン		歳出 サイシュツ		11,147		41,481		0										計 ケイ				372,382		千円 センエン

														歳入 サイニュウ		11,147		41,481		0

														一般 イッパン		0		0		0

										委託料小計 イタクリョウ ショウ ケイ				歳出 サイシュツ		44,068		140,189		83,880

														歳入 サイニュウ		34,524		123,378		62,910

														一般 イッパン		9,544		16,811		20,970

										扶助費 フジョヒ		計画相談支援給付費 ケイカク ソウダン シエン キュウフ ヒ		歳出 サイシュツ		21,130		18,795		45,938				一般財源比較 イッパン ザイゲン ヒカク

														歳入 サイニュウ		15,847		14,096		34,454				124,129				(b)		ー		192,875		(a)　＝		(68,746)		千円 センエン

														一般 イッパン		5,283		4,699		11,484

										小計 ショウケイ				歳出 サイシュツ		65,198		158,984		129,818

														歳入 サイニュウ		50,371		137,474		97,364

														一般 イッパン		14,827		21,510		32,454

						現行事業計 ゲンコウ ジギョウ ケイ				委託料 イタクリョウ				歳出 サイシュツ		212,112		311,625		255,785

														歳入 サイニュウ		34,524		123,378		62,910

														一般 イッパン		177,588		188,247		192,875		(a)

										扶助費 フジョヒ				歳出 サイシュツ		21,130		18,795		45,938

														歳入 サイニュウ		15,847		14,096		34,454				計画相談支援へ統合 ケイカク ソウダン シエン トウゴウ

														一般 イッパン		5,283		4,699		11,484

				ビルド		障がい者の社会的孤立防止支援事業 ショウ シャ シャカイテキ コリツ ボウシ シエン ジギョウ				委託料 イタクリョウ				歳出 サイシュツ

														歳入 サイニュウ

														一般 イッパン				0

														歳出 サイシュツ		233,242		330,420		301,723

				合計 ゴウケイ										歳入 サイニュウ		50,371		137,474		97,364

														一般 イッパン		182,871		192,946		204,359



				予算比較 ヨサン ヒカク

																28年度予算 ネンド ヨサン		29年度予算 ネンド ヨサン		増減 ゾウゲン

				地域生活支援拠点等整備推進事業 チイキ セイカツ シエン キョテン トウ セイビ スイシン ジギョウ										歳出 サイシュツ		0		197,184		197,184

														歳入 サイニュウ		0		137,916		137,916

														一般 イッパン		0		59,268		59,268

				障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業 ショウ シャ ギャクタイ ボウシ キカン ソウダン シエン ジギョウ										歳出 サイシュツ		55,732		97,247		41,515				97247

														歳入 サイニュウ		41,797		72,934		31,137				72934

														一般 イッパン		13,935		24,313		10,378				24313

				知的障がい者相談支援センター チテキ ショウ シャ ソウダン シエン										歳出 サイシュツ		111,857		496,511		384,654

														歳入 サイニュウ		0		372,382		372,382

														一般 イッパン		111,857		124,129		12,272

				精神障がい者相談支援センター セイシン ショウ シャ ソウダン シエン										歳出 サイシュツ		60,546		0		▲ 60,546

														歳入 サイニュウ		886		0		▲ 886

														一般 イッパン		59,660		0		▲ 59,660

				障がい福祉サービス等利用計画の作成促進 ショウ フクシ トウ リヨウ ケイカク サクセイ ソクシン										歳出 サイシュツ		83,880		0		▲ 83,880

														歳入 サイニュウ		62,910		0		▲ 62,910

														一般 イッパン		20,970		0		▲ 20,970

				合計 ゴウケイ										歳出 サイシュツ		312,015		790,942		478,927

														歳入 サイニュウ		105,593		583,232		477,639

														一般 イッパン		206,422		207,710		1,288





市基幹委託料積算

				市基幹障がい者相談支援センター委託料積算 シ キカン ショウ シャ ソウダン シエン イタクリョウ セキサン

				費目 ヒモク								内訳 ウチワケ																												積算根拠 セキサン コンキョ

				人件費 ジンケンヒ		相談支援専門員 ソウダン シエン センモンイン		給与 キュウヨ				課長 カ チョウ		609,250円		×		1		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		7,311,000円		◆		市職員平均給与月額（ シショクイン ヘイキン キュウヨ ゲツガク		6級 キュウ		609,250		）

												係長		464,062円		×		2		人								×		12		月		＝		11,137,488円		◆		市職員平均給与月額（ シショクイン ヘイキン キュウヨ ゲツガク		5級 キュウ		464,062		）

												係員 カカリイン		409,554円		×		5		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		24,573,240円		◆		市職員平均給与月額（ シショクイン ヘイキン キュウヨ ゲツガク		4級 キュウ		409,554		）

												嘱託 ショクタク		329,924円		×		2		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		7,918,176円		★		市職員平均給与月額（ シショクイン ヘイキン キュウヨ ゲツガク		3級 キュウ		329,924		）

								職員手当等 ショクイン テアテ トウ		期末手当 キマツ テアテ		課長 カ チョウ		609,250円		×		1		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		1,919,137円		◆		市特定任期付職員期末・勤勉手当支給月数 シ トクテイ ニンキ ツキ ショクイン キマツ キンベン テアテ シキュウ ゲッスウ

										通勤手当				550円		×		1		人								×		243		日		＝		133,650円		◆		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金

										資格手当				8,200円		×		0		人								×		15.15		月		＝		0円		◆		理学療法士，保健師

														4,000円		×		1		人								×		15.15		月		＝		60,600円		◆		精神保健福祉士，社会福祉士

										期末手当		係長		464,062円		×		2		人								×		3.15		月		＝		2,923,590円		◆		市特定任期付職員期末・勤勉手当支給月数

										通勤手当				550円		×		2		人								×		243		日		＝		267,300円		◆		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金

										資格手当				8,200円		×		1		人								×		15.15		月		＝		124,230円		◆		理学療法士，保健師

														4,000円		×		1		人								×		15.15		月		＝		60,600円		◆		精神保健福祉士，社会福祉士

										期末手当 キマツ テアテ		係員 カカリイン		409,554円		×		5		人 ニン								×		3.15		月		＝		6,450,475円		◆

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		5		人 ニン								×		243		日		＝		668,250円		◆		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

										資格手当 シカク テアテ				8,200円		×		2		人 ニン								×		15.15		月		＝		248,460円		★		理学療法士，保健師 リガク リョウホウシ ホケンシ

														4,000円		×		3		人 ニン								×		15.15		月		＝		181,800円		●		精神保健福祉士，社会福祉士 セイシン ホケン フクシシ シャカイ フクシ シ

										期末手当 キマツ テアテ		嘱託 ショクタク		329,924円		×		2		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		2,078,521円		★

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		2		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		267,300円		★		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

										資格手当 シカク テアテ				8,200円		×		2		人 ニン								×		15.15		月 ツキ		＝		248,460円		★		理学療法士，保健師 リガク リョウホウシ ホケンシ

														4,000円		×		0		人 ニン								×		15.15		月 ツキ		＝		0円		★		精神保健福祉士，社会福祉士 セイシン ホケン フクシシ シャカイ フクシ シ

								共済費 キョウサイ ヒ		健康保険料 ケンコウ ホケンリョウ		課長 カ チョウ		624,000円		×		1		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		378,144円		◆

												係長		480,000円		×		2		人				5.050%				×		12		月		＝		581,760円		◆

												係員 カカリイン		426,000円		×		5		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		1,290,780円		◆

												嘱託 ショクタク		348,000円		×		2		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		421,776円		★

										厚生年金保険料 コウセイ ネンキン ホケンリョウ		課長 カ チョウ		624,000円		×		1		人 ニン				8.914%				×		5		月 ツキ		＝		278,116円		◆		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														624,000円		×		1		人 ニン				9.091%				×		7		月 ツキ		＝		397,094円		◆		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

												係長		480,000円		×		2		人				8.914%				×		5		月		＝		427,872円		◆		事業主負担（4～8月分）

														480,000円		×		2		人				9.091%				×		7		月		＝		610,915円		◆		事業主負担（9～3月分）

												係員 カカリイン		426,000円		×		2		人 ニン				5.050%				×		5		月 ツキ		＝		215,130円		◆		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														426,000円		×		2		人 ニン				5.050%				×		7		月 ツキ		＝		301,182円		◆		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

												嘱託 ショクタク		348,000円		×		2		人 ニン				8.914%				×		5		月 ツキ		＝		310,207円		★		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														348,000円		×		2		人 ニン				9.091%				×		7		月 ツキ		＝		442,913円		★		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

										介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		課長 カ チョウ		624,000円		×		1		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		59,155円		◆

												係長		480,000円		×		2		人				0.790%				×		12		月		＝		91,008円		◆

												係員 カカリイン		426,000円		×		5		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		201,924円		◆

												嘱託 ショクタク		348,000円		×		2		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		65,980円		★

										児童手当拠出金 ジドウ テアテ キョシュツキン		課長 カ チョウ		624,000円		×		1		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		14,976円		◆

												係長		480,000円		×		2		人				0.20%				×		12		月		＝		23,040円		◆

												係員 カカリイン		426,000円		×		5		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		51,120円		◆

												嘱託 ショクタク		348,000円		×		2		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		16,704円		★

										特別保険料 トクベツ ホケンリョウ				7,023,938円								×		15.05725%				×						＝		1,057,611円		◆		賞与に対する保険料 ショウヨ タイ ホケンリョウ

										雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				66,572,277円								×		0.70%				×						＝		466,005円		◆		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

										労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ				66,572,277円								×		0.30%				×						＝		199,716円		◆		労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ

										健康管理費 ケンコウ カンリ ヒ				18,522円		×		10		人 ニン														＝		185,220円		◆		特定健康診査料 トクテイ ケンコウ シンサ リョウ

						事務補助 ジム ホジョ		賃金等 チンギン トウ		賃金 チンギン				6,115円		×		1		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		1,485,945円		◆		臨時的任用職員（一般事務技術補助）賃金日額 リンジテキ ニンヨウ ショクイン イッパン ジム ギジュツ ホジョ チンギン ニチガク

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		1		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		133,650円		◆		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				1,619,595円								×		0.70%				×						＝		11,337円		◆		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

				人件費計 ジンケンヒ ケイ																								×						＝		76,291,557円

				その他 タ				報償費 ホウショウヒ						3,500円		×		24		h								×		12		月 ツキ		＝		1,008,000円		★		相談支援スーパーバイザー謝礼金（精神） ソウダン シエン シャレイキン セイシン

														3,500円		×		20		h								×		12		月		＝		840,000円		★		相談支援スーパーバイザー謝礼金（知的） ソウダン シエン シャレイキン チテキ

														9,000円		×		7		h								×		5		回 カイ		＝		315,000円		★		サービス等利用計画作成研修等講師謝礼金 トウ シャレイ

								諸会議負担金 ショ カイギ フタンキン						10,000円		×		10		人 ニン								×		1		回		＝		100,000円		◆		職員研修参加費 ショクイン ケンシュウ サンカヒ

								旅費 リョヒ						150,000円		×		1		人 ニン								×		2		回 カイ		＝		300,000円		★		研修講師旅費 ケンシュウ コウシ リョヒ

														250円		×		5		人				2		回		×		243		日		＝		607,500円		●		交通費（バス・地下鉄・JR・西鉄電車代等） コウツウヒ チカテツ ニシテツ デンシャ ダイ トウ



								需用費 ジュヨウヒ		印刷消耗品費 インサツ ショウモウ ヒン ヒ				50,000円		×														12		月 ツキ		＝		600,000円		◆		文具・書籍・消耗品等購入費，印刷代等 ブング ショセキ ショウモウ ヒン トウ コウニュウ ヒ インサツ ダイ トウ

														50,000円		×														5		回 カイ		＝		250,000円		★		サービス等利用計画作成研修資料 シリョウ

														150,000円		×														2		回 カイ		＝		300,000円		●		虐待防止啓発講演会資料 ギャクタイ ボウシ ケイハツ コウエンカイ シリョウ

														50,000円		×														4		回		＝		200,000円		★		障がい者等地域生活支援協議会資料 ショウ シャ トウ チイキ セイカツ シエン キョウギカイ シリョウ

														50,000円		×														4		回		＝		200,000円		★		事務局合同会議資料 ジムキョク ゴウドウ カイギ シリョウ

										光熱水費等 コウネツ スイヒ トウ				50,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		600,000円		◆		電気，ガス，水道代，セキュリティ対策等 デンキ スイドウ ダイ タイサク トウ

														140円		×		40		㍑								×		12		月		＝		67,200円		●		ガソリン代

										食糧費 ショクリョウヒ				160円		×		22		人 ニン								×		4		回 カイ		＝		14,080円		★		協議会お茶代 キョウギカイ チャ ダイ

								役務費 エキム ヒ		通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ				10,000円		×		1		カ所								×		12		月		＝		120,000円		◆		通信費（固定電話，インターネット接続料等） ツウシンヒ コテイ デンワ セツゾクリョウ トウ

														7,000円		×		3		台								×		12		月		＝		252,000円		◆		通信費（携帯電話） ツウシンヒ ケイタイ デンワ

														5,000円		×		1		カ所								×		12		月		＝		60,000円		◆		通信費（郵便料等） ツウシンヒ ユウビン リョウ トウ

								委託料 イタクリョウ						171,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		171,000円		★		HP委託 イタク



								使用料及び賃借料		土地家屋借上料 トチ カオク カリア リョウ				3,500円		×		1		回 カイ								×		12		月		＝		42,000円		●		緊急一時保護宿泊場所借り上げ料 キンキュウ イチジ ホゴ シュクハク バショ カリアゲリョウ



										自動車借上料 ジドウシャ シャク ジョウ リョウ				3,000円		×		4		回 カイ								×		12		月		＝		144,000円		◆		タクシー代 ダイ

										借損料 シャクソンリョウ				24,800円		×		1		台								×		12		月		＝		297,600円		◆		軽自動車リース料

														15,000円		×		1		台								×		12		月		＝		180,000円		◆		複合機（プリンター・コピー・ＦＡＸ）リース料 フクゴウキ リョウ

														10,000円		×		3		台								×		12		月		＝		360,000円		◆		パソコンリース料 リョウ

								備品購入費 ビヒン コウニュウヒ						100,000円		×		1		カ所								×		1		式		＝		100,000円		◆		その他備品 タ ビヒン

								負担金，補助及び交付金 フタンキン ホジョ オヨ コウフキン						761,000円														×		1		年		＝		971,000円		◆		社会福祉事業団事務局経費 シャカイ フクシ ジギョウダン ジムキョク ケイヒ

				その他計 タ ケイ																																8,099,380円

				小計 ショウケイ																																84,390,000円				※千円未満切捨て センエン ミマン キリス

				消費税 ショウヒゼイ																																6,751,200円

				委託料 イタクリョウ																																91,141,200円						H28委託料 イタクリョウ		48,330,000

																						●		障害者虐待防止対策支援事業 ショウガイシャ ギャクタイ ボウシ タイサク シエン ジギョウ												1,198,500

																						★		基幹相談支援センター等機能強化事業 キカン ソウダン シエン トウ キノウ キョウカ ジギョウ												15,316,577

																						◆		両事業案分 リョウ ジギョウ アンブン												67,875,860

																								＜案分後委託料＞ アンブン ゴ イタクリョウ

																								地域生活支援事業区分 チイキ セイカツ シエン ジギョウ クブン												設計額 セッケイ ガク				消費税 ショウヒゼイ				委託料 イタクリョウ

																								障害者虐待防止対策支援事業 ショウガイシャ ギャクタイ ボウシ タイサク シエン ジギョウ												35,137,000				2,810,960				37,947,960

																								基幹相談支援センター等機能強化事業 キカン ソウダン シエン トウ キノウ キョウカ ジギョウ												49,254,000				3,940,320				53,194,320



&D作成




区基幹委託料積算(4人配置)

				区基幹障がい者相談支援センター委託料積算（４人配置） ク キカン ショウ シャ ソウダン シエン イタクリョウ セキサン ニン ハイチ

				費目 ヒモク								内訳 ウチワケ																										積算根拠 セキサン コンキョ

				人件費 ジンケンヒ		ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ		給与 キュウヨ				主任 シュニン		363,800円		×		1		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		4,365,600円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		C職 ショク		258,200		×		7.75h		÷		5.50h		）

												副 フク		313,900円		×		3		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		11,300,400円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		D職 ショク		222,800		×		7.75h		÷		5.50h		）

								職員手当等 ショクイン テアテ トウ		期末手当 キマツ テアテ		主任 シュニン		363,800円		×		1		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		1,145,970円		市特定任期付職員期末・勤勉手当支給月数 シ トクテイ ニンキ ツキ ショクイン キマツ キンベン テアテ シキュウ ゲッスウ

												副 フク		313,900円		×		3		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		2,966,355円

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		4		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		534,600円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		健康保険料 ケンコウ ホケンリョウ		主任 シュニン		360,000円		×		1		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		218,160円

												副 フク		320,000円		×		3		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		581,760円

										厚生年金保険料 コウセイ ネンキン ホケンリョウ		管理者 カンリシャ		360,000円		×		1		人 ニン				8.914%				×		5		月 ツキ		＝		160,452円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														360,000円		×		1		人 ニン				9.091%				×		7		月 ツキ		＝		229,093円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

												職員 ショクイン		320,000円		×		3		人 ニン				8.914%				×		5		月 ツキ		＝		427,872円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														320,000円		×		3		人 ニン				9.091%				×		7		月 ツキ		＝		610,915円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

										介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		主任 シュニン		360,000円		×		1		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		34,128円

												副 フク		320,000円		×		3		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		91,008円

										児童手当拠出金 ジドウ テアテ キョシュツキン		主任 シュニン		360,000円		×		1		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		8,640円

												副 フク		320,000円		×		3		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		23,040円

										特別保険料 トクベツ ホケンリョウ				4,112,325円								×		15.05725%				×						＝		619,203円		賞与に対する保険料 ショウヨ タイ ホケンリョウ

										雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				20,312,925円								×		0.70%				×						＝		142,190円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

										労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ				20,312,925円								×		0.30%				×						＝		60,938円		労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ

										健康管理費 ケンコウ カンリ ヒ				18,522円		×		4		人 ニン														＝		74,088円		特定健康診査料 トクテイ ケンコウ シンサ リョウ

						事務補助 ジム ホジョ		賃金等 チンギン トウ		賃金 チンギン				6,115円		×		1		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		1,485,945円		臨時的任用職員（一般事務技術補助）賃金日額 リンジテキ ニンヨウ ショクイン イッパン ジム ギジュツ ホジョ チンギン ニチガク

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		1		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		133,650円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				1,619,595円								×		0.70%				×						＝		11,337円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

				人件費計 ジンケンヒ ケイ																								×						＝		25,225,344円

				その他 タ				報償費 ホウショウヒ						9,000円		×		2		h				3		回 カイ		×						＝		54,000円		職員研修講師謝礼金 ショクイン ケンシュウ コウシ シャレイキン

								諸会議負担金 ショ カイギ フタンキン						10,000円		×		4		人 ニン				1		回 カイ		×						＝		40,000円		職員研修参加費 ショクイン ケンシュウ サンカヒ

								旅費 リョヒ						250円		×		3		人 ニン				2		回 カイ		×		243		日 ニチ		＝		364,500円		交通費（バス・地下鉄・JR・西鉄電車代等） コウツウヒ チカテツ ニシテツ デンシャ ダイ トウ

																×		0		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		0円

								需用費 ジュヨウヒ		印刷消耗品費 インサツ ショウモウ ヒン ヒ				50,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		600,000円		文具・書籍・消耗品等購入費，印刷代等 ブング ショセキ ショウモウ ヒン トウ コウニュウ ヒ インサツ ダイ トウ

														8,500円		×		1		個 コ								×		1		式 シキ		＝		8,500円		インターネット接続用パソコンウイルスソフト セツゾクヨウ

										光熱水費等 コウネツ スイヒ トウ				50,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		600,000円		電気，ガス，水道代，セキュリティ対策等 デンキ スイドウ ダイ タイサク トウ																機械警備16000円 キカイ ケイビ エン

														140円		×		40		㍑								×		12		月 ツキ		＝		67,200円		リース車ガソリン代 シャ ダイ

								役務費 エキム ヒ		通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ				10,000円		×		1		カ所								×		12		月		＝		120,000円		通信費（固定電話，インターネット接続料等） ツウシンヒ コテイ デンワ セツゾクリョウ トウ																設置費1650円/月+基本料7700円/月＋アダプター700円/月+発信番号表示400円/月+着信転送1000円/月＝11450円/月 セッチ ヒ エン ツキ キホンリョウ エン ツキ エン ツキ ハッシン バンゴウ ヒョウジ エン ツキ チャクシン テンソウ エン ツキ エン ツキ

														7,000円		×		4		台								×		12		月		＝		336,000円		通信費（携帯電話） ツウシンヒ ケイタイ デンワ

														5,000円		×		1		カ所								×		12		月		＝		60,000円		通信費（郵便料等） ツウシンヒ ユウビン リョウ トウ

								委託料 イタクリョウ						100,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		100,000円		広報費 コウホウ ヒ

								使用料及び賃借料		土地家屋借上料 トチ カオク カリア リョウ				195,000円		×		1		式								×		12		月		＝		2,340,000円		事務所借り上げ料（家賃等） ジム ショ カリアゲリョウ ヤチン トウ

														390,000円		×		1		式								×		1		年 ネン		＝		390,000円		事務所借り上げ一時金（５年分割） ジム ショ カ ア イチジキン ネン ブンカツ

														9,800円		×		1		台								×		12		月		＝		117,600円		駐車場借り上げ料（来客用） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ライキャクヨウ

														9,800円		×		1		台								×		12		月		＝		117,600円		駐車場借り上げ料（リース軽自動車） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ケイジドウシャ

										借損料 シャクソンリョウ				24,800円		×		1		台								×		12		月		＝		297,600円		軽自動車リース料 ケイジドウシャ リョウ

														15,000円		×		1		台								×		12		月		＝		180,000円		複合機（プリンター・コピー・ＦＡＸ）リース料 フクゴウキ リョウ

														10,000円		×		4		台								×		12		月		＝		480,000円		パソコンリース料 リョウ

								備品購入費 ビヒン コウニュウヒ						50,000円		×		1		カ所								×		1		式		＝		50,000円		その他備品 タ ビヒン

				その他計 タ ケイ																																6,323,000円

				小計 ショウケイ																																31,548,000円		※千円未満切捨て センエン ミマン キリス

				消費税 ショウヒゼイ																																2,523,840円

				委託料 イタクリョウ																																34,071,840円
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区基幹委託料積算 (5人配置)

				区基幹障がい者相談支援センター委託料積算（５人配置） ク キカン ショウ シャ ソウダン シエン イタクリョウ セキサン ニン ハイチ

				費目 ヒモク								内訳 ウチワケ																										積算根拠 セキサン コンキョ

				人件費 ジンケンヒ		ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ		給与 キュウヨ				主任 シュニン		363,800円		×		1		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		4,365,600円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		C職 ショク		258,200		×		7.75h		÷		5.50h		）

												副 フク		313,900円		×		4		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		15,067,200円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		D職 ショク		222,800		×		7.75h		÷		5.50h		）

								職員手当等 ショクイン テアテ トウ		期末手当 キマツ テアテ		主任 シュニン		363,800円		×		1		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		1,145,970円		市特定任期付職員期末・勤勉手当支給月数 シ トクテイ ニンキ ツキ ショクイン キマツ キンベン テアテ シキュウ ゲッスウ

												副 フク		313,900円		×		4		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		3,955,140円

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		5		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		668,250円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		健康保険料 ケンコウ ホケンリョウ		主任 シュニン		360,000円		×		1		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		218,160円

												副 フク		320,000円		×		4		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		775,680円

										厚生年金保険料 コウセイ ネンキン ホケンリョウ		管理者 カンリシャ		360,000円		×		1		人 ニン				8.914%				×		5		月 ツキ		＝		160,452円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														360,000円		×		1		人 ニン				9.091%				×		7		月 ツキ		＝		229,093円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

												職員 ショクイン		320,000円		×		4		人 ニン				8.914%				×		5		月 ツキ		＝		570,496円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														320,000円		×		4		人 ニン				9.091%				×		7		月 ツキ		＝		814,553円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

										介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		主任 シュニン		360,000円		×		1		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		34,128円

												副 フク		320,000円		×		4		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		121,344円

										児童手当拠出金 ジドウ テアテ キョシュツキン		主任 シュニン		360,000円		×		1		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		8,640円

												副 フク		320,000円		×		4		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		30,720円

										特別保険料 トクベツ ホケンリョウ				5,101,110円								×		15.05725%				×						＝		768,086円		賞与に対する保険料 ショウヨ タイ ホケンリョウ

										雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				25,202,160円								×		0.70%				×						＝		176,415円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

										労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ				25,202,160円								×		0.30%				×						＝		75,606円		労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ

										健康管理費 ケンコウ カンリ ヒ				18,522円		×		5		人 ニン														＝		92,610円		特定健康診査料 トクテイ ケンコウ シンサ リョウ

						事務補助 ジム ホジョ		賃金等 チンギン トウ		賃金 チンギン				6,115円		×		1		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		1,485,945円		臨時的任用職員（一般事務技術補助）賃金日額 リンジテキ ニンヨウ ショクイン イッパン ジム ギジュツ ホジョ チンギン ニチガク

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		1		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		133,650円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				1,619,595円								×		0.70%				×						＝		11,337円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

				人件費計 ジンケンヒ ケイ																								×						＝		30,909,075円

				その他 タ				報償費 ホウショウヒ						9,000円		×		2		h				3		回 カイ		×						＝		54,000円		職員研修講師謝礼金 ショクイン ケンシュウ コウシ シャレイキン

								諸会議負担金 ショ カイギ フタンキン						10,000円		×		5		人 ニン				1		回 カイ		×						＝		50,000円		職員研修参加費 ショクイン ケンシュウ サンカヒ

								旅費 リョヒ						250円		×		4		人 ニン				2		回 カイ		×		243		日 ニチ		＝		486,000円		交通費（バス・地下鉄・JR・西鉄電車代等） コウツウヒ チカテツ ニシテツ デンシャ ダイ トウ

																×		0		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		0円

								需用費 ジュヨウヒ		印刷消耗品費 インサツ ショウモウ ヒン ヒ				50,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		600,000円		文具・書籍・消耗品等購入費，印刷代等 ブング ショセキ ショウモウ ヒン トウ コウニュウ ヒ インサツ ダイ トウ

														8,500円		×		1		個 コ								×		1		式 シキ		＝		8,500円		インターネット接続用パソコンウイルスソフト セツゾクヨウ

										光熱水費等 コウネツ スイヒ トウ				50,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		600,000円		電気，ガス，水道代，セキュリティ対策等 デンキ スイドウ ダイ タイサク トウ																機械警備16000円 キカイ ケイビ エン

														140円		×		40		㍑								×		12		月 ツキ		＝		67,200円		リース車ガソリン代 シャ ダイ

								役務費 エキム ヒ		通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ				10,000円		×		1		カ所								×		12		月		＝		120,000円		通信費（固定電話，インターネット接続料等） ツウシンヒ コテイ デンワ セツゾクリョウ トウ																設置費1650円/月+基本料7700円/月＋アダプター700円/月+発信番号表示400円/月+着信転送1000円/月＝11450円/月 セッチ ヒ エン ツキ キホンリョウ エン ツキ エン ツキ ハッシン バンゴウ ヒョウジ エン ツキ チャクシン テンソウ エン ツキ エン ツキ

														7,000円		×		5		台								×		12		月		＝		420,000円		通信費（携帯電話） ツウシンヒ ケイタイ デンワ

														5,000円		×		1		カ所								×		12		月		＝		60,000円		通信費（郵便料等） ツウシンヒ ユウビン リョウ トウ

								委託料 イタクリョウ						100,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		100,000円		広報費 コウホウ ヒ

								使用料及び賃借料		土地家屋借上料 トチ カオク カリア リョウ				195,000円		×		1		式								×		12		月		＝		2,340,000円		事務所借り上げ料（家賃等） ジム ショ カリアゲリョウ ヤチン トウ

														390,000円		×		1		式								×		1		年 ネン		＝		390,000円		事務所借り上げ一時金（５年分割） ジム ショ カ ア イチジキン ネン ブンカツ

														9,800円		×		1		台								×		12		月		＝		117,600円		駐車場借り上げ料（来客用） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ライキャクヨウ

														9,800円		×		1		台								×		12		月		＝		117,600円		駐車場借り上げ料（リース軽自動車） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ケイジドウシャ

										借損料 シャクソンリョウ				24,800円		×		1		台								×		12		月		＝		297,600円		軽自動車リース料 ケイジドウシャ リョウ

														15,000円		×		1		台								×		12		月		＝		180,000円		複合機（プリンター・コピー・ＦＡＸ）リース料 フクゴウキ リョウ

														10,000円		×		5		台								×		12		月		＝		600,000円		パソコンリース料 リョウ

								備品購入費 ビヒン コウニュウヒ						50,000円		×		1		カ所								×		1		式		＝		50,000円		その他備品 タ ビヒン

				その他計 タ ケイ																																6,658,500円

				小計 ショウケイ																																37,567,000円		※千円未満切捨て センエン ミマン キリス

				消費税 ショウヒゼイ																																3,005,360円

				委託料 イタクリョウ																																40,572,360円
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地域生活支援拠点等整備

				地域生活支援拠点等整備事業　積算資料 チイキ セイカツ シエン キョテン トウ セイビ ジギョウ セキサン シリョウ

				【歳出】 サイシュツ

				費目 ヒモク				内訳 ウチワケ																																積算根拠 セキサン コンキョ

				報償費 ホウショウヒ				9,000円		×		2		h				3		回 カイ														＝		54,000円				地域生活支援拠点等検討部会研修講師謝礼金 チイキ セイカツ シエン キョテン トウ ケントウ ブカイ ケンシュウ コウシ シャレイキン

				旅費 リョヒ				150,000円		×		1		人 ニン				3		回 カイ														＝		450,000円				地域生活支援拠点等検討部会研修講師旅費 チイキ セイカツ シエン キョテン トウ ケントウ ブカイ ケンシュウ コウシ リョヒ

								150,000円		×		2		人 ニン				2		回														＝		600,000円				先進地視察 センシン チ シサツ

				需用費 ジュヨウヒ		印刷消耗品費 インサツ ショウモウ ヒン ヒ		100円		×		15		人 ニン		×		2		回 カイ		×		12		月 ツキ								＝		36,000円				地域生活支援拠点等整備検討部会資料 チイキ セイカツ シエン キョテン トウ セイビ ケントウ ブカイ シリョウ

						食糧費 ショクリョウヒ		150円		×		15		人 ニン		×		2		回 カイ		×		12		月 ツキ								＝		54,000円				地域生活支援拠点等整備検討部会お茶代 チイキ セイカツ シエン キョテン トウ セイビ ケントウ ブカイ チャ ダイ

				役務費 エキム ヒ				250円		×		2		人 ニン				2		回 カイ		×		12		月 ツキ								＝		12,000円				交通費（バス・地下鉄・JR・西鉄電車代等） コウツウヒ チカテツ ニシテツ デンシャ ダイ トウ

				委託料 イタクリョウ				8,537,400円		×		7		カ所 ショ								×		1		年 ネン								＝		59,761,800円		◆		緊急時対応コーディネーター委託 キンキュウ ジ タイオウ イタク

								9,455円		×		14		床 ショウ		×		365		日 ニチ														＝		48,315,050円		◆		緊急時受入対応空床確保事業委託 キンキュウ ジ ウケイレ タイオウ クウショウ カクホ ジギョウ イタク

								7,080円		×		14		室		×		365		日														＝		36,178,800円		◆		体験の機会・場確保事業委託

								500,000円		×		4		回 カイ																				＝		2,000,000円		★		重症心身障害児者等支援者・コーディネーター養成研修 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ トウ シエンシャ ヨウセイ ケンシュウ

								7,840円		／		5		h		×		40		ｈ		×		12		回 カイ		×		50		人 ニン		＝		37,632,000円		●		コミュニケーション支援員等派遣事業 シエン イン トウ ハケン ジギョウ

								50,000円		×		20		人 ニン		×		12		回 カイ		×												＝		12,000,000円				訪問型在宅レスパイト事業 ホウモン ガタ ザイタク ジギョウ

				使用料及び賃借料 シヨウリョウ オヨ チンシャクリョウ		借損料 シャクソンリョウ		30,000円		×		1		台								×		3		回 カイ								＝		90,000円				地域生活支援拠点等整備検討部会会場借上料 チイキ セイカツ シエン キョテン トウ セイビ ケントウ ブカイ カイジョウ カリア リョウ

				合計 ゴウケイ																																197,183,650円				※千円未満切捨て センエン ミマン キリス



												地域生活支援事業補助対象 チイキ セイカツ シエン ジギョウ ホジョ タイショウ

												◆		地域移行のための安心生活支援 チイキ イコウ アンシン セイカツ シエン																						144,255,650円

												★		重症心身障害児者等コーディネーター養成研修等 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シャ トウ ヨウセイ ケンシュウ トウ																						2,000,000円

												●		専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 センモンセイ タカ イシ ソツウ シエン オコナ モノ ハケン ジギョウ																						37,632,000円

																																計 ケイ				183,887,650円





				【歳入】 サイニュウ

				地域生活支援事業補助金 チイキ セイカツ シエン ジギョウ ホジョキン

				国 クニ		183,888		千円　　× センエン		1/2		＝		91,944						千円 センエン

				県 ケン		183,888		千円　　× センエン		1/4		＝		45,972						千円 センエン

												計 ケイ		137,916						千円 センエン
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緊急時対応コーディネーター

				緊急時対応コーディネーター委託料積算 キンキュウ ジ タイオウ イタクリョウ セキサン

				費目 ヒモク								内訳 ウチワケ																										積算根拠 セキサン コンキョ

				人件費 ジンケンヒ		医療ソーシャルワーカー イリョウ		給与 キュウヨ				主任 シュニン		363,800円		×		1		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		4,365,600円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		C職 ショク		258,200		×		7.75h		÷		5.50h		）

								職員手当等 ショクイン テアテ トウ		期末手当 キマツ テアテ		主任 シュニン		363,800円		×		1		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		1,145,970円		市特定任期付職員期末・勤勉手当支給月数 シ トクテイ ニンキ ツキ ショクイン キマツ キンベン テアテ シキュウ ゲッスウ

										通勤手当				550円		×		1		人								×		243		日		＝		133,650円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金

										資格手当				8,200円		×		0		人								×		15.15		月		＝		0円		理学療法士，保健師

														4,000円		×		1		人								×		15.15		月		＝		60,600円		精神保健福祉士，社会福祉士

								共済費 キョウサイ ヒ		健康保険料 ケンコウ ホケンリョウ		主任 シュニン		378,000円		×		1		人 ニン				5.050%				×		12		月 ツキ		＝		229,068円

										厚生年金保険料 コウセイ ネンキン ホケンリョウ		主任 シュニン		378,000円		×		1		人 ニン				8.914%				×		5		月 ツキ		＝		168,474円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														378,000円		×		1		人 ニン				9.091%				×		7		月 ツキ		＝		240,547円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

										介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		主任 シュニン		378,000円		×		1		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		35,834円

										児童手当拠出金 ジドウ テアテ キョシュツキン		主任 シュニン		378,000円		×		1		人 ニン				0.20%				×		12		月 ツキ		＝		9,072円

										特別保険料 トクベツ ホケンリョウ				1,158,570円								×		15.05725%										＝		174,448円		賞与に対する保険料 ショウヨ タイ ホケンリョウ

										雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				5,705,820円								×		0.70%										＝		39,940円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

										労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ				5,705,820円								×		0.30%										＝		17,117円		労災保険料 ロウサイ ホケンリョウ

										健康管理費 ケンコウ カンリ ヒ				18,522円		×		1		人 ニン														＝		18,522円		特定健康診査料 トクテイ ケンコウ シンサ リョウ

				人件費計 ジンケンヒ ケイ																								×						＝		6,638,842円

				その他 タ				諸会議負担金 ショ カイギ フタンキン						10,000円		×		1		人 ニン								×		2		回		＝		20,000円		職員研修参加費 ショクイン ケンシュウ サンカヒ

								旅費 リョヒ						250円		×		1		人 ニン				2		回		×		243		日		＝		121,500円		交通費（バス・地下鉄・JR・西鉄電車代等） コウツウヒ チカテツ ニシテツ デンシャ ダイ トウ

								需用費 ジュヨウヒ		印刷消耗品費 インサツ ショウモウ ヒン ヒ				10,000円		×														12		月 ツキ		＝		120,000円		文具・書籍・消耗品等購入費，印刷代等 ブング ショセキ ショウモウ ヒン トウ コウニュウ ヒ インサツ ダイ トウ

														8,500円		×		1		個								×		1		式		＝		8,500円		インターネット接続用パソコンウイルスソフト

										光熱水費等 コウネツ スイヒ トウ				10,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		120,000円		電気，ガス，水道代，セキュリティ対策等 デンキ スイドウ ダイ タイサク トウ

								役務費 エキム ヒ		通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ				10,000円		×		1		カ所								×		12		月		＝		120,000円		通信費（固定電話，インターネット接続料等） ツウシンヒ コテイ デンワ セツゾクリョウ トウ

														7,000円		×		1		台								×		12		月		＝		84,000円		通信費（携帯電話） ツウシンヒ ケイタイ デンワ

														2,400円		×		1		カ所								×		12		月		＝		28,800円		通信費（郵便料等） ツウシンヒ ユウビン リョウ トウ

								委託料 イタクリョウ						100,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		100,000円		広報費 コウホウ ヒ

								使用料及び賃借料		自動車借上料 ジドウシャ シャク ジョウ リョウ				3,000円		×		4		回 カイ								×		12		月		＝		144,000円		タクシー代 ダイ

										借損料 シャクソンリョウ				15,000円		×		1		台								×		12		月		＝		180,000円		複合機（プリンター・コピー・ＦＡＸ）リース料 フクゴウキ リョウ

														10,000円		×		1		台								×		12		月		＝		120,000円		パソコンリース料 リョウ

								備品購入費 ビヒン コウニュウヒ						100,000円		×		1		カ所								×		1		式		＝		100,000円		その他備品 タ ビヒン

				その他計 タ ケイ																																1,266,800円

				小計 ショウケイ																																7,905,000円		※千円未満切捨て センエン ミマン キリス

				消費税 ショウヒゼイ																																632,400円

				委託料 イタクリョウ																																8,537,400円
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委託料積算H27

				障がい者相談支援センター委託料積算 ショウ シャ ソウダン シエン イタクリョウ セキサン								平成27年度 ヘイセイ ネンド

				費目 ヒモク								内訳 ウチワケ																										積算根拠 セキサン コンキョ

				人件費 ジンケンヒ		ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ		給与 キュウヨ				主任 シュニン		363,827円		×		1		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		4,365,924円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		C職 ショク		258,200		×		38.75h		÷		27.50h		）

												副 フク		313,945円		×		2		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		7,534,680円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		D職 ショク		222,800		×		38.75h		÷		27.50h		）

								職員手当等 ショクイン テアテ トウ		期末手当 キマツ テアテ		主任 シュニン		363,827円		×		1		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		1,146,055円		市特定任期付職員期末・勤勉手当支給月数 シ トクテイ ニンキ ツキ ショクイン キマツ キンベン テアテ シキュウ ゲッスウ

												副 フク		313,945円		×		2		人 ニン								×		3.15		月 ツキ		＝		1,977,853円

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		3		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		400,950円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		健康保険料 ケンコウ ホケンリョウ		主任 シュニン		320,000円		×		1		人 ニン				5.060%				×		12		月 ツキ		＝		194,304円

												副 フク		280,000円		×		2		人 ニン				5.060%				×		12		月 ツキ		＝		340,032円

										厚生年金保険料 コウセイ ネンキン ホケンリョウ		管理者 カンリシャ		320,000円		×		1		人 ニン				8.737%				×		5		月 ツキ		＝		139,792円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														320,000円		×		1		人 ニン				8.914%				×		7		月 ツキ		＝		199,673円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

												職員 ショクイン		280,000円		×		2		人 ニン				8.737%				×		5		月 ツキ		＝		244,636円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														280,000円		×		2		人 ニン				8.914%				×		7		月 ツキ		＝		349,428円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

										介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		主任 シュニン		320,000円		×		1		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		30,336円

												副 フク		280,000円		×		2		人 ニン				0.790%				×		12		月 ツキ		＝		53,088円

										児童手当拠出金 ジドウ テアテ キョシュツキン		主任 シュニン		320,000円		×		1		人 ニン				0.15%				×		12		月 ツキ		＝		5,760円

												副 フク		280,000円		×		2		人 ニン				0.15%				×		12		月 ツキ		＝		10,080円

										特別保険料 トクベツ ホケンリョウ				3,123,908円								×		14.84025%				×						＝		463,595円

										雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				15,425,462円								×		0.85%				×						＝		131,116円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

										健康管理費 ケンコウ カンリ ヒ				18,007円		×		3		人 ニン														＝		54,021円		特定健康診査料 トクテイ ケンコウ シンサ リョウ

						事務補助 ジム ホジョ		賃金等 チンギン トウ		賃金 チンギン				6,061円		×		0		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		0円		臨時的任用職員（一般事務技術補助）賃金日額 リンジテキ ニンヨウ ショクイン イッパン ジム ギジュツ ホジョ チンギン ニチガク

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		0		人 ニン								×		243		日 ニチ		＝		0円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				0円								×		0.85%				×						＝		0円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

				人件費計 ジンケンヒ ケイ																								×						＝		17,641,323円

				その他 タ				報償費 ホウショウヒ								×				h						回 カイ		×						＝		0円		職員研修講師謝礼金 ショクイン ケンシュウ コウシ シャレイキン

								諸会議負担金 ショ カイギ フタンキン								×				人 ニン						回 カイ		×						＝		0円		職員研修参加費 ショクイン ケンシュウ サンカヒ

								旅費 リョヒ						300,000円		×		1		人 ニン								×		1		年 ネン		＝		300,000円		交通費（バス・地下鉄・JR・西鉄電車代等） コウツウヒ チカテツ ニシテツ デンシャ ダイ トウ

																×		0		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		0円

																×		0		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		0円

								需用費 ジュヨウヒ		印刷消耗品費 インサツ ショウモウ ヒン ヒ				300,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		300,000円		文具・書籍・消耗品等購入費，印刷代等 ブング ショセキ ショウモウ ヒン トウ コウニュウ ヒ インサツ ダイ トウ

																×				個 コ								×				式 シキ		＝		0円		インターネット接続用パソコンウイルスソフト セツゾクヨウ

										光熱水費等 コウネツ スイヒ トウ						×				カ所 ショ								×				月 ツキ		＝		0円		電気，ガス，水道代，セキュリティ対策等 デンキ スイドウ ダイ タイサク トウ

										燃料費 ネンリョウヒ						×				㍑								×				月 ツキ		＝		0円		リース車ガソリン代 シャ ダイ

								役務費 エキム ヒ		通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ				300,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		300,000円		通信費（固定電話，インターネット接続料等） ツウシンヒ コテイ デンワ セツゾクリョウ トウ																設置費1650円/月+基本料7700円/月＋アダプター700円/月+発信番号表示400円/月+着信転送1000円/月＝11450円/月 セッチ ヒ エン ツキ キホンリョウ エン ツキ エン ツキ ハッシン バンゴウ ヒョウジ エン ツキ チャクシン テンソウ エン ツキ エン ツキ

																×				台 ダイ								×				月		＝		0円		通信費（携帯電話） ツウシンヒ ケイタイ デンワ

																×				カ所 ショ								×				月 ツキ		＝		0円		通信費（郵便料等） ツウシンヒ ユウビン リョウ トウ

										移転料 イテン リョウ						×		0		式 シキ								×						＝		0円		移転費用 イテン ヒヨウ

								委託料 イタクリョウ						100,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		100,000円		広報費 コウホウ ヒ

								使用料及び借損料 シヨウリョウ オヨ シャクソンリョウ		土地家屋借上料 トチ カオク カリア リョウ						×				式 シキ								×				月 ツキ		＝		0円		事務所借り上げ料（家賃等） ジム ショ カリアゲリョウ ヤチン トウ

																×				式 シキ								×				月 ツキ		＝		0円		支所分事務所借り上げ料（家賃・駐車場代等） シショ ブン ジム ショ カリアゲリョウ ヤチン チュウシャジョウ ダイ トウ

																×				台 ダイ								×				月 ツキ		＝		0円		駐車場借り上げ料（来客用） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ライキャクヨウ

																×				台 ダイ								×				月 ツキ		＝		0円		駐車場借り上げ料（リース軽自動車） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ケイジドウシャ

										自動車借上料 ジドウシャ シャク ジョウ リョウ						×				台 ダイ								×				月 ツキ		＝		0円		軽自動車リース料 ケイジドウシャ リョウ

										借損料 シャクソンリョウ				200,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		年 ネン		＝		200,000円		複合機（プリンター・コピー・ＦＡＸ）リース料 フクゴウキ リョウ

																×				台 ダイ								×				月 ツキ		＝		0円		パソコンリース料 リョウ

																×				式 シキ								×				式 シキ		＝		0円		インターネット接続用パソコン・プリンターリース料 セツゾクヨウ リョウ

								備品購入費 ビヒン コウニュウヒ						300,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		式 シキ		＝		300,000円		その他備品 タ ビヒン

				その他計 タ ケイ																																1,500,000円

				合計 ゴウケイ																																19,141,323円





＜参考＞ 地域包括積算

				地域包括支援センター委託料積算資料 チイキ ホウカツ シエン イタクリョウ セキサン シリョウ

				費目 ヒモク								内訳 ウチワケ																										積算根拠 セキサン コンキョ

				人件費 ジンケンヒ		ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ		給与 キュウヨ				管理者 カンリシャ		247,927円		×		1		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		2,975,124円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		D'職 ショク		194,800		×		35.0		÷		27.5		）

												職員 ショクイン		218,781円		×		0		人 ニン								×		12		月 ツキ		＝		0円		嘱託員報酬（ ショクタク イン ホウシュウ		E職 ショク		171,900		×		35.0		÷		27.5		）

								職員手当等 ショクイン テアテ トウ		期末手当 キマツ テアテ		管理者 カンリシャ		247,927円		×		1		人 ニン								×		3.95		月 ツキ		＝		979,311円		市職員期末・勤勉手当支給月数） シショクイン キマツ キンベン テアテ シキュウ ゲッスウ

												職員 ショクイン		218,781円		×		0		人 ニン								×		3.95		月 ツキ		＝		0円

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		1		人 ニン								×		244		日 ニチ		＝		134,200円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		健康保険料 ケンコウ ホケンリョウ		管理者 カンリシャ		260,000円		×		1		人 ニン				5.06%				×		12		月 ツキ		＝		157,872円

												職員 ショクイン		240,000円		×		0		人 ニン				5.06%				×		12		月 ツキ		＝		0円

										厚生年金保険料 コウセイ ネンキン ホケンリョウ		管理者 カンリシャ		260,000円		×		1		人 ニン				8.560%				×		5		月 ツキ		＝		111,280円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														260,000円		×		1		人 ニン				8.737%				×		7		月 ツキ		＝		159,013円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

												職員 ショクイン		240,000円		×		0		人 ニン				8.560%				×		5		月 ツキ		＝		0円		事業主負担（4～8月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

														240,000円		×		0		人 ニン				8.737%				×		7		月 ツキ		＝		0円		事業主負担（9～3月分） ジギョウヌシ フタン ガツ ブン

										介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		管理者 カンリシャ		260,000円		×		1		人 ニン				0.775%				×		12		月 ツキ		＝		24,180円

												職員 ショクイン		240,000円		×		0		人 ニン				0.775%				×		12		月 ツキ		＝		0円

										児童手当拠出金 ジドウ テアテ キョシュツキン		管理者 カンリシャ		260,000円		×		1		人 ニン				0.15%				×		12		月 ツキ		＝		4,680円

												職員 ショクイン		240,000円		×		0		人 ニン				0.15%				×		12		月 ツキ		＝		0円

										特別保険料 トクベツ ホケンリョウ				979,311円		×						×		15.49825%				×						＝		151,776円

										雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				4,088,635円								×		0.85%				×						＝		34,753円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

										健康管理費 ケンコウ カンリ ヒ				18,007円		×		1		人 ニン														＝		18,007円		特定健康診査料 トクテイ ケンコウ シンサ リョウ

						事務補助 ジム ホジョ		賃金等 チンギン トウ		賃金 チンギン				6,061円		×		0		人 ニン								×		244		日 ニチ		＝		0円		臨時的任用職員（一般事務技術補助）賃金日額 リンジテキ ニンヨウ ショクイン イッパン ジム ギジュツ ホジョ チンギン ニチガク

										通勤手当 ツウキン テアテ				550円		×		0		人 ニン								×		244		日 ニチ		＝		0円		嘱託員・臨時的任用職員交通費相当加給金 ショクタク イン リンジテキ ニンヨウ ショクイン コウツウヒ ソウトウ カキュウ キン

								共済費 キョウサイ ヒ		雇用保険料 コヨウ ホケンリョウ				0円								×		0.85%				×						＝		0円		雇用保険料事業主負担 コヨウ ホケンリョウ ジギョウ ヌシ フタン

				人件費計 ジンケンヒ ケイ												×		1		人 ニン								×						＝		4,750,196円

				その他 タ				報償費 ホウショウヒ						9,000円		×		2		h				3		回 カイ		×						＝		54,000円		職員研修講師謝礼金 ショクイン ケンシュウ コウシ シャレイキン

								諸会議負担金 ショ カイギ フタンキン						10,000円		×		1		人 ニン				1		回 カイ		×						＝		10,000円		職員研修参加費 ショクイン ケンシュウ サンカヒ

								旅費 リョヒ						250円		×		0		人 ニン								×		244		日 ニチ		＝		0円		交通費（バス・地下鉄・JR・西鉄電車代等） コウツウヒ チカテツ ニシテツ デンシャ ダイ トウ

														1,680円		×		0		人 ニン				2		回 カイ		×		12		月 ツキ		＝		0円		交通費（玄界島船賃） コウツウヒ ゲンカイ ジマ フナチン

														3,420円		×		0		人 ニン				2		回 カイ		×		12		月 ツキ		＝		0円		交通費（小呂島船賃） コウツウヒ オロノシマ フナチン

								需用費 ジュヨウヒ		印刷消耗品費 インサツ ショウモウ ヒン ヒ				66,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		792,000円		文具・書籍・消耗品等購入費，印刷代等 ブング ショセキ ショウモウ ヒン トウ コウニュウ ヒ インサツ ダイ トウ

														3,900円		×		1		個 コ								×		1		式 シキ		＝		3,900円		インターネット接続用パソコンウイルスソフト セツゾクヨウ

										光熱水費等 コウネツ スイヒ トウ				50,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		600,000円		電気，ガス，水道代，セキュリティ対策等 デンキ スイドウ ダイ タイサク トウ

										燃料費 ネンリョウヒ				140円		×		50		㍑								×		12		月 ツキ		＝		84,000円		リース車ガソリン代 シャ ダイ

								役務費 エキム ヒ		通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ				45,000円		×		1		カ所 ショ								×		12		月 ツキ		＝		540,000円		通信費（固定電話・携帯電話・FAX・郵便代等） ツウシンヒ コテイ デンワ ケイタイ デンワ ユウビン ダイ トウ

														9,800円		×		1		台 ダイ								×		12		月 ツキ		＝		117,600円		通信費（インターネット接続料） ツウシンヒ セツゾクリョウ

										移転料 イテン リョウ				200,000円		×		0		式 シキ								×						＝		0円		移転費用 イテン ヒヨウ

								使用料及び借損料 シヨウリョウ オヨ シャクソンリョウ		土地家屋借上料 トチ カオク カリア リョウ				191,500円		×		1		式 シキ								×		12		月 ツキ		＝		2,298,000円		事務所借り上げ料（家賃等） ジム ショ カリアゲリョウ ヤチン トウ

														36,750円		×		0		式 シキ								×		12		月 ツキ		＝		0円		支所分事務所借り上げ料（家賃・駐車場代等） シショ ブン ジム ショ カリアゲリョウ ヤチン チュウシャジョウ ダイ トウ

														8,500円		×		1		台 ダイ								×		12		月 ツキ		＝		102,000円		駐車場借り上げ料（来客用） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ライキャクヨウ

														8,500円		×		1		台 ダイ								×		12		月 ツキ		＝		102,000円		駐車場借り上げ料（リース軽自動車） チュウシャジョウ カリアゲリョウ ケイジドウシャ

										自動車借上料 ジドウシャ シャク ジョウ リョウ				19,950円		×		1		台 ダイ								×		12		月 ツキ		＝		239,400円		軽自動車リース料 ケイジドウシャ リョウ

										借損料 シャクソンリョウ				25,000円		×		1		台								×		12		月 ツキ		＝		300,000円		複合機（プリンター・コピー・ＦＡＸ）リース料 フクゴウキ リョウ

														50,000円		×		0		台 ダイ								×		12		月 ツキ		＝		0円		増員職員分パソコンリース料 ゾウイン ショクイン ブン リョウ

														70,000円		×		1		式 シキ								×		1		式 シキ		＝		70,000円		インターネット接続用パソコン・プリンターリース料 セツゾクヨウ リョウ

								備品購入費 ビヒン コウニュウヒ						60,000円		×		1		カ所 ショ								×		1		式 シキ		＝		60,000円		その他備品 タ ビヒン

				その他計 タ ケイ																																5,372,900円

				合計 ゴウケイ																																10,123,096円





参考

				○事務所衛生基準規則（昭和四十七年九月三十日　労働省令第四十三号）						○嘱託職員報酬 ショクタク ショクイン ホウシュウ														●事業団予算 ジギョウダン ヨサン

				（気積）						職位 ショクイ		勤務時間 キンム ジカン		報酬月額 ホウシュウ ゲツガク		勤務時間 キンム ジカン		報酬月額 ホウシュウ ゲツガク		年間人件費 ネンカン ジンケンヒ				リハビリテーション部門 ブモン				給与月額 キュウヨ ゲツガク		管理職手当 カンリ ショク テアテ

				第二条　事業者は、労働者を常時就業させる室（以下「室」という。）の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。						A職 ショク		27.5		342,400		38.75		482,472		5,789,664				課長 カ チョウ		事務職 ジムショク		446,400		82,000

				※　事務所の天井の高さを2.5ｍと仮定すると ジム ショ テンジョウ タカ カテイ						B職 ショク		27.5		291,400		38.75		410,609		4,927,308				係長 カカリチョウ		事務職 ジムショク		416,700

				　　一人当たり床面積　＝　10立方メートル　÷　2.5ｍ　＝　４㎡ ヒトリ ア ユカメンセキ リッポウ						C職 ショク		27.5		258,200		38.75		363,827		4,365,924				係員 カカリイン		社会福祉職 シャカイ フクシショク		381,600

										D職 ショク		27.5		222,800		38.75		313,945		3,767,340				係員 カカリイン		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		375,900

										D'職 ショク		27.5		195,400		38.75		275,336		3,304,032				係員 カカリイン		事務職 ジムショク		358,500				地域手当＝給料月額＋扶養手当月額＋管理職手当月額給料月額＋扶養手当月額＋管理職手当月額 チイキ テアテ

										E職 ショク		27.5		172,400		38.75		242,927		2,915,124				係長 カカリチョウ		理学療法士 リガク リョウホウシ		401,300				医療職 イリョウ ショク		0.16

				○医療・福祉関係平均賃金 イリョウ フクシ カンケイ ヘイキン チンギン						新嘱 シン ショク		27.5		128,400		38.75		180,927		2,171,124				係員 カカリイン		事務職 ジムショク		375,000				その他 タ		0.1

				【出典：日本の統計2015】 シュッテン ニッポン トウケイ						その他 タ		27.5		88,654		38.75		124,921		1,499,052				係員 カカリイン		理学療法士 リガク リョウホウシ		307,500

				・産業，事業所規模別常用労働者１人平均月間現金給与総額
　常用労働者5人以上の事業所　医療，福祉　平成25年		415,000																		係員 カカリイン		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		309,700

				・産業別月間現金給与額（平成25年）
																				係員 カカリイン		社会福祉職 シャカイ フクシショク		329,100

				　医療，福祉　男　平均年齢39.9歳　平均勤続年数8.3年 サイ ネン		376,000																		係員 カカリイン		言語聴覚士 ゲンゴ チョウカクシ		344,662

				　医療，福祉　女　平均年齢40.3歳　平均勤続年数7.8年 オンナ サイ ネン		265,000																		係員 カカリイン		理学療法士 リガク リョウホウシ		344,662

				平均 ヘイキン		320,500																		係員 カカリイン		事務職 ジムショク		344,662



				・地方公務員の平均給料月額（平成25年） ヘイセイ ネン																				平均 ヘイキン		係長 カカリ チョウ		409,000

				　全職種　平均年齢42.5歳 ゼン ショクシュ ヘイキン ネンレイ サイ		337,404																				係員 カカリイン		347,129

				　一般行政職　平均年齢42.8歳 イッパン ギョウセイ ショク ヘイキン ネンレイ サイ		328,842																				社会福祉職 シャカイ フクシショク		355,350

				　看護・保健職　平均年齢39.8歳 カンゴ ホケン ショク ヘイキン ネンレイ サイ		301,612																				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		342,800

				　福祉職　平均年齢41.3歳 フクシ ショク ヘイキン ネンレイ サイ		304,314																				理学療法士 リガク リョウホウシ		351,154

																										言語聴覚士 ゲンゴ チョウカクシ		344,662

																										事務職 ジムショク		373,716

																												報酬月額 ホウシュウ ゲツガク		報酬年額 ホウシュウ ネンガク		通勤日数 ツウキン ニッスウ		通勤手当
（年額） ツウキン テアテ ネンガク		期末手当 キマツ テアテ		一週あたりの勤務時間 1 シュウ キンム ジカン

																								嘱託		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		313,200		3,758,400		週5日 シュウ ニチ		134750		無 ム		38.75ｈ

																										看護師 カンゴシ		313,200		3,758,400		週5日 シュウ ニチ		134750		無 ム		38.75ｈ

																										臨床心理士 リンショウ シンリシ		274,900		3,298,800		週5日 シュウ ニチ		134750		無 ム		38.75ｈ

																										発達障がい者就労支援相談員 ハッタツ ショウ シャ シュウロウ シエン ソウダンイン		274,900		3,298,800		週5日 シュウ ニチ		134750		無 ム		38.75ｈ





短期入所空床確保



				基数 キスウ																		短期入所空床確保委託料試算 タンキ ニュウショ クウショウ カクホ イタクリョウ シサン

				障害福祉サービス報酬 ショウガイ フクシ ホウシュウ																		緊急時受入施設条件 キンキュウジ ウケイレ シセツ ジョウケン

						一単位単価 １ タンイ タンカ										10.60円								ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ定員 テイイン		8人

																								短期入所定員 タンキ ニュウショ テイイン		2人

						福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)						単位数 タンイスウ				報酬額 ホウシュウ ガク								利用者支援区分 リヨウシャ シエン クブン		区分6

								(一)		区分6		892		単位/日 タンイ ニチ		9,455								年間営業日数 ネンカン エイギョウ ニッスウ		365.0

								(二)		区分5		758		単位/日 タンイ ニチ		8,034

								(三)		区分4		626		単位/日 タンイ ニチ		6,635

								(四)		区分3		563		単位/日 タンイ ニチ		5,967						人件費 ジンケンヒ

								(五) ５		区分2		492		単位/日 タンイ ニチ		5,215												基準算定 キジュン サンテイ				実配置算定 ジツ ハイチ サンテイ

										区分1		492		単位/日 タンイ ニチ		5,215												人数 ニンズウ		人件費/年 ジンケンヒ ネン		人数 ニンズウ		人件費/年 ジンケンヒ ネン

								平均 ヘイキン								6,754								ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ		世話人 セワ ニン		1.4		5,274,276円		2		7,534,680円

								緊急短期入所体制確保加算				40		単位/日 タンイ ニチ		424										支援員 シエン イン		3.2		12,055,488円		4		15,069,360円

								※		　一日当たりの利用定員の５％に当該月の営業日数を乗じて得た数（端数切り上げ）の緊急利用枠を確保。利用者全員に加算可。加算届出の前三月の稼働率が90％以上であることが必要。														短期入所 タンキ ニュウショ		支援員 シエン イン		0.4		1,506,936円		1		3,767,340円

																								合計 ゴウケイ				5		18,836,700円		7		26,371,380円

																								※　人件費は市嘱託職員 ジンケンヒ シ ショクタク ショクイン				D職		で算定。 サンテイ

								緊急短期入所受入加算(Ⅰ)				120		単位/日 タンイ ニチ		1,272

								※		　緊急利用者（=利用を開始した日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合の利用者）の入所初日のみ加算。緊急利用者のみに加算。

																						介護給付費収入 カイゴ キュウフ ヒ シュウニュウ

																												利用者数 リヨウシャ スウ		報酬単価 ホウシュウ タンカ		営業日数 エイギョウ ニッスウ		年間収入 ネンカン シュウニュウ

																								ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ				8人		7,080円		365.0		20,673,600円

						医療型短期入所サービス費(Ⅰ)						2,609		単位/日 タンイ ニチ		27,655								短期入所 タンキ ニュウショ				2人		9,455円		365.0		6,902,150円

						医療型短期入所サービス費(Ⅱ)						2,407		単位/日 タンイ ニチ		25,514								合計 ゴウケイ										27,575,750円

						医療型短期入所サービス費(Ⅲ)						1,404		単位/日 タンイ ニチ		14,882



						共同生活援助サービス費(Ⅰ）																介護給付費収入と人件費の差額 カイゴ キュウフ ヒ シュウニュウ サガク

								（１）		区分6		668		単位/日 タンイ ニチ		7,080

								（２）		区分5		552		単位/日 タンイ ニチ		5,851								介護給付費収入 カイゴ キュウフ ヒ シュウニュウ				基準算定人件費 キジュン サンテイ ジンケンヒ

								（３）		区分4		471		単位/日 タンイ ニチ		4,992								27,575,750円		－		18,836,700円				＝		8,739,050円

								（４）		区分3		385		単位/日 タンイ ニチ		4,081

								（５）		区分2		295		単位/日 タンイ ニチ		3,127

								（６）		区分1		259		単位/日 タンイ ニチ		2,745						基準人数と実配置人数の人件費差額 キジュン ニンズウ ジツ ハイチ ニンズウ ジンケンヒ サガク

								平均 ヘイキン								4,646								基準算定人件費 キジュン サンテイ ジンケンヒ				実配置人件費 ジツ ハイチ ジンケンヒ						差額 サガク

																								18,836,700円		－		26,371,380円				＝		-7,534,680円

				人員配置基準 ジンイン ハイチ キジュン

						共同生活援助 キョウドウ セイカツ エンジョ								利用者数 リヨウ シャ スウ		必要人員 ヒツヨウ ジンイン

										世話人 セワ ニン				6		1						常時満床・室の場合の介護給付費 ジョウジ マンショウ シツ バアイ カイゴ キュウフ ヒ

										生活支援員 セイカツ シエン イン																		報酬単価 ホウシュウ タンカ		空床・室数 クウショウ シツ スウ		確保日数 カクホ ニッスウ		介護給付費 カイゴ キュウフ ヒ

										区分3 クブン				9		1								短期入所 タンキ ニュウショ				9,455円		2床		365.0		6,902,150円

										区分4 クブン				6		1								ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ				7,080円		1室		365.0		2,584,200円

										区分5 クブン				4		1

										区分6 クブン				2.5		1

										サービス管理責任者 カンリ セキニン シャ				30		1

						短期入所 タンキ ニュウショ

										共同生活援助提供時間以外に指定短期入所を提供する時間帯 キョウドウ セイカツ エンジョ テイキョウ ジカン イガイ				6		1



				稼働日数 カドウ ニッスウ

						期間 キカン				42461		～		42825

						営業日数 エイギョウ ニッスウ				261				365.0



				人件費 ジンケンヒ

						福岡市嘱託職員 フクオカシ ショクタク ショクイン

								D職 ショク		3,767,340		円/年 エン ネン







人員配置算定

				区基幹相談支援センター人員配置算定 ク キカン ソウダン シエン ジンイン ハイチ サンテイ

				区基幹 ク キカン		校区数 コウク スウ		人口 ジンコウ		65歳以上 サイ イジョウ		65歳未満 サイ ミマン		障がい者割合 ショウ シャ ワリアイ		障がい者数 ショウ シャ スウ		世帯数 セタイスウ		面積 メンセキ		地域包括数 チイキ ホウカツ スウ		主任C シュニン		副主任C フク シュニン		加配人数 カハイ ニンズウ		配置人数 ハイチ ニンズウ		地域包括 チイキ ホウカツ						配置
人数		人口		障がい者数		小学
校区数 ショウガク コウク ク スウ		地域包括

				東1 ヒガシ		10		93,756		21,945		71,811		6.59%		6,175		43,006		28.02		3		1		3		0		4		東第1～3 ヒガシ ダイ				東1		4		93,756		6,175		10		東第1～3

				東2 ヒガシ		10		102,919		21,544		81,375		6.59%		6,779		45,784		20.91		4		1		3		0		4		東第4～6,9 ヒガシ ダイ				東2		4		102,919		6,779		10		東第4～6,9

				東3 ヒガシ		9		95,037		17,410		77,627		6.59%		6,259		48,735		22.23		4		1		3		0		4		東第7,8,10,11 ヒガシ ダイ				東3		4		95,037		6,259		9		東第7,8,10,11

				博多1 ハカタ		9		109,678		18,102		91,576		6.42%		7,037		72,731		10.60		4		1		3		0		4		博多第1～3,8 ハカタ ダイ				博多1		4		109,678		7,037		9		博多第1～3,8

				博多2 ハカタ		10		102,596		20,396		82,200		6.42%		6,582		50,156		21.26		4		1		3		0		4		博多第4～7 ハカタ ダイ				博多2		4		102,596		6,582		10		博多第4～7

				中央 チュウオウ		13		177,107		32,131		144,976		5.02%		8,897		103,146		13.69		5		1		3		1		5		中央第1～5 チュウオウ ダイ				中央		5		177,107		8,897		13		中央第1～5

				南1 ミナミ		8		93,509		17,186		76,323		6.81%		6,369		48,024		7.83		4		1		3		0		4		南第1,8～10 ミナミ ダイ				南1		4		93,509		6,369		8		南第1,8～10

				南2 ミナミ		10		95,156		20,871		74,285		6.81%		6,482		45,583		9.97		4		1		3		0		4		南第3～6 ミナミ ダイ				南2		4		95,156		6,482		10		南第3～6

				南3 ミナミ		7		62,814		16,369		46,445		6.81%		4,279		27,186		13.69		3		1		3		0		4		南第2,7,11 ミナミ ダイ				南3		4		62,814		4,279		7		南第2,7,11

				城南 ジョウナン		12		122,587		27,830		94,757		6.53%		8,006		58,963		16.44		5		1		3		1		5		城南第1～5 ジョウナン ダイ				城南		5		122,587		8,006		12		城南第1～5

				早良1 サワラ		12		120,003		21,534		98,469		6.59%		7,906		53,978		8.71		4		1		3		1		5		早良第1,2,5,8 サワラ ダイ				早良1		5		120,003		7,906		12		早良第1,2,5,8

				早良2 サワラ		13		95,070		24,727		70,343		6.59%		6,264		42,698		87.16		5		1		3		0		4		早良第3,4,6,7,9 サワラ ダイ				早良2		4		95,070		6,264		13		早良第3,4,6,7,9

				西1 ニシ		13		102,518		21,170		81,348		6.67%		6,843		47,239		15.77		4		1		3		0		4		西第1～3,6 ニシ ダイ				西1		4		102,518		6,843		13		西第1～3,6

				西2 ニシ		10		98,322		22,255		76,067		6.67%		6,563		41,082		68.08		4		1		3		0		4		西第4,5,7,8 ニシ ダイ				西2		4		98,322		6,563		10		西第4,5,7,8

				合計 ゴウケイ		146		1,471,072		303,470		1,167,602				94,440		728,311		344.36		57		14		42		3		59



				※　人口・世帯数は，平成27年12月末現在の登録人口。

				※　区基幹は障がい者6,000人に対し1か所程度設置 ク キカン ショウ シャ ニン タイ ショ テイド セッチ

				※　区基幹の1か所あたりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置数は主任１人，副主任３人を基礎とし，担当区域の障がい者数が ク キカン ショ ハイチ スウ シュニン ニン フクシュニン ニン キソ タントウ クイキ ショウ シャ スウ

				　1,500人増加するごとに1人追加。





&D作成




業務内容

				区基幹相談支援センター業務量算定 ク キカン ソウダン シエン ギョウムリョウ サンテイ																																				委託相談実績 イタク ソウダン ジッセキ																計画相談利用者数 ケイカク ソウダン リヨウシャ スウ				H27.3

																																										24年度		25年度		26年度		27年12月末

				基数 キスウ																		業務量算定 ギョウムリョウ サンテイ																知的 チテキ		訪問		1,908		2,074		1,537		670								東知的 ヒガシ チテキ		博多知的 ハカタ チテキ		中央知的 チュウオウ チテキ		南知的 ミナミ チテキ		城南知的 ジョウナン チテキ		早良知的 サワラ チテキ		西知的 ニシ チテキ		東精神 ヒガシ セイシン		博多精神 ハカタ セイシン		中央精神 チュウオウ セイシン		南精神 ミナミ セイシン		城南精神 ジョウナン セイシン		早良精神 サワラ セイシン		西精神 ニシ セイシン		計 ケイ



				相談支援専門員労働時間 ソウダン シエン センモンイン ロウドウ ジカン				38.75h		×		52週		＝		2,015h						業務内容 ギョウム ナイヨウ				件数/月 ケンスウ ツキ		業務時間/件 ギョウム ジカン ケン		従事者数 ジュウジシャ スウ		月業務時間 ツキ ギョウム ジカン								来所相談		751		779		466		333				障がい者 ショウ シャ		新規 シンキ		3		8		8		3		2		3		5		1		1		4		9		3		4		4		58

																						委託相談 イタク ソウダン																		同行		1,306		1,272		900		440						継続 ケイゾク		183		103		173		77		112		67		78		110		46		111		101		40		86		98		1385

				平均担当校区数 ヘイキン タントウ コウク スウ				146校区		÷		14ｾﾝﾀｰ		＝		11校区								訪問 ホウモン		8件		4.00h		1人		32.00h								電話相談		7,541		7,667		5,722		2,284				障がい児 ショウ ジ		新規 シンキ		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		2

																								来所 ライショ		6件		2.00h		1人		12.00h								電子メール		2,014		1,898		882		210						継続 ケイゾク		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8

				平均計画相談利用者数 ヘイキン ケイカク ソウダン リヨウシャ スウ				1,453件		÷		14ｾﾝﾀｰ		＝		104件								同行 ドウコウ		5件		4.00h		1人		20.00h								個別ケア会議		861		814		502		293				計 ケイ		新規 シンキ		3		8		8		3		2		3		5		2		1		4		9		3		5		4		60

						（28.3末）																		電話・メール デンワ		37件		0.50h		1人		18.50h								関係機関との調整		17,222		20,044		13,149		3,960						継続 ケイゾク		189		105		173		77		112		67		78		110		46		111		101		40		86		98		1393

																								ｹｰｽ会議 カイギ		6件		4.00h		1人		24.00h								その他		244		205		143		46						計 ケイ		192		113		181		80		114		70		83		112		47		115		110		43		91		102		1453

				移管困難計画相談利用者数 イカン コンナン ケイカク ソウダン リヨウシャ スウ				104件		×		30%		＝		32件								関係機関との調整等 トウ		55件		1.00h		1人		55.00h								合計		31,847		34,753		23,301		8,236

																								小計 ショウケイ								161.50h						身体 シンタイ		訪問		341		379		189

				委託相談件数 イタク ソウダン ケンスウ																																				来所相談		129		145		84

								27年度実績 ネンド ジッセキ				29年度見込み ネンド ミコ				ｾﾝﾀｰ平均 ヘイキン						計画相談支援 ケイカク ソウダン シエン																		同行		42		39		32

						訪問 ホウモン		1,315		件 ケン		1,315		件 ケン		94		件 ケン						訪問 ホウモン		16件		4.00h		1人		64.00h								電話相談		735		1,199		810

						来所相談 ライ ショ ソウダン		851		件 ケン		851		件 ケン		61		件 ケン						来所 ライショ		3件		2.00h		1人		6.00h								電子メール		182		85		24

						同行 ドウコウ		727		件 ケン		727		件 ケン		52		件 ケン						同行 ドウコウ		3件		4.00h		1人		12.00h								個別ケア会議		41		46		24

						電話相談 デンワ ソウダン		5,689		件 ケン		5,689		件 ケン		407		件 ケン						電話・メール デンワ		34件		0.50h		1人		17.00h								関係機関との調整		2,252		2,552		1,227

						電子メール デンシ		368		件 ケン		368		件 ケン		27		件 ケン						ｹｰｽ会議 カイギ		10件		4.00h		1人		40.00h								その他		0		0		10

						個別ケア会議		662		件 ケン		662		件 ケン		48		件 ケン						関係機関との調整等 トウ		96件		1.00h		1人		96.00h								合計		3,722		4,445		2,400

						個別ケア会議
（外部機関との連携分） コベツ カイギ ガイブ キカン レンケイ ブン		202		件 ケン		202		件 ケン		15		件 ケン						計画作成 ケイカク サクセイ		6件		4.00h		1人		24.00h						精神 セイシン		訪問		860		1,256		719		334

						関係機関 カンケイ キカン		9,048		件 ケン		9,048		件 ケン		647		件 ケン						小計 ショウケイ								259.00h								来所相談		1,524		1,079		965		328

						その他 タ		121		件 ケン		121		件 ケン		9		件 ケン																						同行		557		728		330		127

						合計		18,983		件 ケン		18,983		件 ケン		1,360		件 ケン				指定特定相談支援事業所支援 シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウショ シエン																		電話相談		3,186		4,200		3,415		2,006

																								事業所ネットワーク会議 ジギョウ ショ カイギ		1.0回		5.00h		2人		10.00h								電子メール		153		296		179		113

				計画相談件数 ケイカク ソウダン ケンスウ																				事業所研修会 ジギョウ ショ ケンシュウカイ		0.3回		5.00h		2人		3.00h								個別ケア会議		258		426		377		208

								27年度実績 ネンド ジッセキ				29年度見込み ネンド ミコ				ｾﾝﾀｰ平均 ヘイキン								（年4回） ネン カイ																関係機関との調整		6,429		8,946		6,759		3,075

						訪問 ホウモン		8,463		件 ケン		2,539		件 ケン		182		件 ケン						同行訪問 ドウコウ ホウモン		2.0回		5.00h		1人		10.00h								その他		73		83		310		41

						来所相談 ライ ショ ソウダン		1,496		件 ケン		449		件 ケン		33		件 ケン						指導・助言 シドウ ジョゲン		5.0回		0.50h		1人		2.50h								合計		13,040		17,014		13,054		6,232

						同行 ドウコウ		1,151		件 ケン		346		件 ケン		25		件 ケン						小計 ショウケイ								25.50h						計 ケイ		訪問		3,109		3,709		2,445		1,004

						電話相談 デンワ ソウダン		17,319		件 ケン		5,196		件 ケン		372		件 ケン																						来所相談		2,404		2,003		1,515		661

						電子メール デンシ		1,665		件 ケン		500		件 ケン		36		件 ケン				区部会事務局 ク ブカイ ジムキョク																		同行		1,905		2,039		1,262		567

						個別ケア会議		2,871		件 ケン		862		件 ケン		62		件 ケン						区部会開催 ク ブカイ カイサイ		1.0回		5.00h		2人		10.00h								電話相談		11,462		13,066		9,947		4,290

						個別ケア会議
（外部機関との連携分） コベツ カイギ ガイブ キカン レンケイ ブン		2,251		件 ケン		676		件 ケン		49		件 ケン						　開催準備 カイサイ ジュンビ		1.0回		5.00h		2人		10.00h								電子メール		2,349		2,279		1,085		323

						関係機関 カンケイ キカン		52,097		件 ケン		15,630		件 ケン		1,117		件 ケン						事務局合同会議 ジムキョク ゴウドウ カイギ		0.3回		5.00h		2人		3.00h								個別ケア会議		1,160		1,286		903		501

						その他 タ		1,463		件 ケン		439		件 ケン		32		件 ケン						（年4回） ネン カイ																関係機関との調整		25,903		31,542		21,135		7,035

						合計		88,776		件 ケン		26,637		件 ケン		1,908		件 ケン						小計 ショウケイ								23.00h								その他		317		288		463		87

																																								合計		48,609		56,212		38,755		14,468

																						地域福祉基盤づくり チイキ フクシ キバン																平均/ ヘイキン		訪問		208		248		163		67

																								地区民協 チク ミンキョウ		11校区		5.00h		1人		55.00h						15ｾﾝﾀｰ		来所相談		161		134		101		45

																								（月1回/校区） ツキ カイ コウク																同行		127		136		85		38

																								自治協議会・自治会啓発 ジチ キョウギカイ ジチカイ ケイハツ		4校区		5.00h		1人		20.00h								電話相談		765		872		664		286

																								　実施準備 ジッシ ジュンビ		4校区		5.00h		1人		20.00h								電子メール		157		152		73		22

																								(年4回/校区） ネン カイ コウク																個別ケア会議		78		86		61		34

																								地域ネットワーク会議 チイキ カイギ		4校区		5.00h		1人		20.00h								関係機関との調整		1,727		2,103		1,409		469

																								　開催準備 カイサイ ジュンビ		4校区		5.00h		1人		20.00h								その他		22		20		31		6

																								単身障がい者等巡回 タンシン ショウ シャ トウ ジュンカイ		20件		5.00h		1人		100.00h								合計		3,241		3,748		2,584		965

																								小計 ショウケイ								235.00h



																						月業務時間計 ツキ ギョウム ジカン ケイ										704.00h



																						年間労働時間 ネン カン ロウドウ ジカン

																								704.00h		×		12月		＝		8,448.00h



																						必要人員 ヒツヨウ ジンイン

																								8,448.00h		÷		2,015h		＝		4.2人







区障がい者基幹相談支援センター 受託候補者                               　 別紙２

決定圏域 法人名 現事業所名

東1 社会福祉法人　玄洋会 東区知的障がい者相談支援センター

東３ 社会福祉法人　あけぼの会 南区精神障がい者相談支援センター

博多1 社会福祉法人　あけぼの会 博多区精神障がい者相談支援センター

博多2 社会福祉法人　自立の里 博多区知的障がい者相談支援センター

中央 社会福祉法人福岡障害者支援センター 中央区知的障がい者相談支援センター

南1 社会福祉法人　福岡ひかり福祉会 南区知的障がい者相談支援センター

南2 社会福祉法人　さざなみ福祉会 城南区精神障がい者相談支援センター

南3 社会福祉法人　風 中央区精神障がい者相談支援センター

城南 社会福祉法人　葦の家福祉会 城南区知的障がい者相談支援センター

早良1 社会福祉法人　福岡市社会福祉事業団 早良区知的障がい者相談支援センター

早良2 社会福祉法人　福岡市手をつなぐ育成会

西1 社会福祉法人　つばめ福祉会 早良区精神障がい者相談支援センター

西2 社会福祉法人　野の花学園 西区知的障がい者相談支援センター

※　受託候補未決定圏域：東２
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