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第１章 計画策定の趣旨と背景 
 

１ 多賀城市障害者計画（第４期） 

本市では平成１８年の障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）施行に

伴い、平成１９年に「多賀城市障害者計画（第１期）」を策定しました。 

「地域での共生社会の実現を目指して」を基本理念とし、障害者が地域で安心

して暮らせる社会の実現をめざして、障害福祉サービスや相談支援及び地域生活

支援事業等の施策を実施してきました。 

国の動向としては、平成２５年に「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」とい

う）に改正され、障害者の範囲に新たに難病患者が加えられたほか、各種サービ

スの充実化が図られたことで、障害がある人もない人もお互いに人格と個性を尊

重し支え合いながら、住み慣れた地域での生活を支えていくための施策が重要に

なってきました。 

本市ではこれまで、国の障害者施策の基本的なあり方を示す「障害者基本計画」

及び宮城県が策定する「みやぎ障害者プラン」の内容を踏まえ、平成２５年度か 

ら第２期計画を、平成３０年度から第３期計画を策定し、障害者福祉施策を計画

的に推進してきました。 

このたび、令和２年度をもって第３期計画の計画期間が終了することから、こ

れまでの取組の進捗評価を行い、障害のある人の自立を目指した地域生活支援の

実現を目指し、本市における障害者施策の様々な分野の取組を総合的かつ一体的

に推進するため、「多賀城市障害者計画（第４期）」を策定します。 
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２ 多賀城市障害福祉計画（第６期） 

多賀城市障害児福祉計画（第２期） 
 

 障害福祉計画は、障害者総合支援法第８８条の規定に基づき、国の基本的な指

針（令和２年厚生労働省告示第 213 号）に即し、障害福祉サービス、相談支援 

及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画として策定するものです。 

また障害児福祉計画は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の

規定に基づき、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計

画として策定するものです。 

本市では、平成３０年度に「多賀城市障害福祉計画（第５期）・多賀城市障害

児福祉計画（第１期）」を策定し、計画的なサービスの提供、障害者福祉施策の

推進に取り組んできました。 

これらの計画は、令和２年度をもって計画期間が終了することから、これまで

の取組の進捗評価を行い、新たに「多賀城市障害福祉計画（第６期）・多賀城市

障害児福祉計画（第２期）」を策定します。 

本計画は、国の定める基本指針に合わせ、令和3年度から令和5年度までの3年

間における障害福祉サービス等に関する成果目標やサービス利用の見込等につい

て定めます。 
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３ 障害者施策をめぐる法令等改正の動き 

動向（施行） 法律 概要 

平成２３年７月 障害者基本法改正      
（昭和４５年法律第８４号）              

 

・障害者の定義に社会モデルの考

え方導入 

・社会的障壁の除去について、合

理的な配慮の必要性に関する内容

を追加 

平成２４年１０月 障害者虐待の防止、障害者の養護

者に対する支援等に関する法律
（平成２３年法律第７９号） 

（障害者虐待防止法） 

・自治体への相談窓口の設置 

・発見者への通報義務付け 

平成２５年４月 障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律 
（平成１７年法律第１２３号） 

（障害者総合支援法） 

・障害者の範囲に難病を追加 

・訓練等給付として「生活」 
 「就労」に対する支援を充実 

平成２５年４月 国等による障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進等に関する

法律（平成２４年法律第５０号） 

（障害者優先調達推進法） 

・障害者就労施設等から、優先

的・積極的に購入することを推進 

平成２８年４月 障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律       

（平成２５年法律第５０号） 

（障害者差別解消法） 

・障害を理由とする不当な差別的

取り扱いの禁止 

・合理的配慮の提供について 

平成２８年５月 

 

成年後見制度の利用の促進に関す

る法律            

（平成２８年法律第２９号） 

（成年後見制度利用促進法） 

・成年後見制度の利用促進 

・関係機関等の連携体制の充実 

平成３０年４月 

 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び

児童福祉法の一部を改正する法律 
（平成２８年法律第６５号） 

・自立生活援助や就労定着支援の

新設 

・低所得の高齢障害者の負担軽減 

・重度障害児や医療ケア児への支

援の拡充 

令和２年４月 障害者の雇用の促進等に関する法

律の一部を改正する法律   

（令和元年法律第３６号）      

・社会連帯の理念に基づく事業主

の共同の責務として障害者雇用を

促進 

法律名称については、以下略称で標記 
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４ 計画の位置づけ 

  多賀城市障害者計画（第４期）は、障害者基本法第１１条第３項に基づく、

障害者のための施策に関する基本的な事項を定める基本計画です。 

多賀城市障害福祉計画（第６期）は、障害者総合支援法第８８条第１項に基

づく、障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する実施計画です。 

多賀城市障害児福祉計画（第２期）は、児童福祉法第３３条の２０第１項に 

規定する障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保と、その他障害 

児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画を定めるものであり、

多賀城市障害者計画（第４期）と一体的に策定するものです。 

  なお、本計画は国の「障害者基本法」や県の「みやぎ障害者プラン」「宮城

県障害福祉計画」を踏まえるとともに、本市の上位計画である「第六次多賀城

市総合計画（令和３年から令和１２年まで）の障害福祉に関する具体的な部門

別計画として位置づけ、本市の関連計画との整合・調整を図りながら策定した

ものです。 

   

  【計画の位置づけ】 
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５ 計画の期間 

本計画の期間は多賀城市障害者計画（第４期）を令和３年度から令和５年度ま

で、多賀城市障害福祉計画（第６期）及び多賀城市障害児福祉計画（第２期）に

おいても令和３年度から令和５年度までとします。ただし、法改正等の国の動向

その他社会経済状況の変化に対応し、必要に応じて見直しを行います。 

 

【計画期間一覧】 

 

 

  

  
H27

年度 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 R2 年度 R3 年度 4 年度 5 年度 

多賀城市総合計画 第五次 第六次 

多賀城市地域福祉計画  第３期 第４期 

多賀城市障害者計画 

（理念計画） 
第２期（H24 年度～） 第３期 第４期 

多賀城市障害福祉計画 

（実施計画） 
第４期 第５期 第６期 

多賀城市障害児福祉計画 

（実施計画） 
 第１期 第２期 

障害者基本計画（国）  第３次（H25 年度～） 第４次  

みやぎ障害者プラン 

（理念計画） 
第２期（Ｈ23 年度～） 第３期 

宮城県障害福祉計画 

（実施計画） 
第４期 第５期 第６期 

宮城県障害児福祉計画  

（実施計画） 
 第１期 第２期 
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第２章 障害のある人を取り巻く環境 
 

１ 市の障害者数等の推移 

(1) 人口の動向 

  本市の人口は、平成 27 年 3 月末現在で 62,480 人となっており、令和 

2 年３月末の 62,245 人までほぼ横ばいで推移しています。 

    

  年齢別人口構成比については、平成 2７年から令和２年までの推移をみる

と、年少人口(0 歳～14 歳)では 0.8％減少し、生産年齢人口(15 歳～64 歳)

では 2.3％もの減少がみられます。しかし、高齢者人口（65 歳以上）では

3.1％の増加がみられるなど、本市においても少子高齢化が進行してい ます。 
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(2) 障害者手帳所持者数の推移 

  本市の障害者手帳所持者数は、令和 2 年において 2,705 人となっており、平

成 27 年からの推移をみると増加傾向にあります。 

令和２年の障害者手帳所持者数をみると、身体障害者手帳所持者が 1,842 人

と最も多く全体の約 7 割を占めていますが、過去５年の推移をみるとほぼ横ば

いの数値になっています。次いで療育手帳所持者が 457 人、精神障害者保健福

祉手帳所持者は 406 人の順となっており、平成 27 年からの推移をみるといず

れも増加傾向になっています。 

   

 

 

 

 

■障害者手帳所持者数の推移■ 

資料：障害福祉係（各年４月１日現在） 
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＜身体障害者数の推移＞ 

  本市の身体障害者手帳所持者数は、令和 2 年において 1,842 人となっており、

平成 27 年からの推移をみると、ほぼ横ばいで推移しています。 

  等級別にみると、令和２年について「1 級」が 625 人と最も多く、3 割以上

（33.9％）を占めています。次いで 4 級が 412 人（22.4％）、3 級が 313 人

（17.0％）の順となっており、等級割合の推移に大きな変化はみられませんが、

各年、障害程度の重度である１・２級が全体の約半分を占めて推移しています。 

 

 

 

    
資料：障害福祉係（各年４月１日現在） 

■等級別身体障害者手帳所持者数の推移■ 
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さらに、障害の種類別にみると、令和 2 年では「肢体不自由」が 860 人

（46.7％）と最も多く、次いで「内部障害」が 708 人（30.4％）「視覚・ 

平衡機能障害」が 131 人（7.1％）の順となっています。 

 平成 27 年からの推移では、「内部障害」、「聴覚・平衡機能障害」など 

で増加が目立ちます。 

 

 

 

    

  

 

資料：障害福祉係（各年４月１日現在） 

■障害種類別別身体障害者手帳所持者数の推移■ 



15 

 

＜知的障害者数の推移＞ 

本市の療育手帳所持者数は、令和 2 年において 457 人となっており、平成

27 年からの推移をみると増加傾向にあります。 

 障害程度別にみると、令和 2 年では「Ｂ」が 327 人（71.6％）を占めて 

おり、特に「Ｂ」の人数の増加が目立っています 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

■療育手帳所持者数の推移■ 

資料：障害福祉係（各年４月１日現在） 
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＜精神障害者数の推移＞ 

 本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和 2 年において 406 人となっ 

ており、平成 27 年からの推移をみると、大幅に増加しています。 

 等級別にみると、令和 2 年では「2 級」が 239 人（58.9%）と最も多く、全 

体の 6 割近くを占めていますが、次に「3 級」が 137 人（33.7%）、「1 級」

が 30 人（7.4%）の順となっており、平成 27 年からの推移では「2 級」所持者 

数の増加が目立ちます。 

また、自立支援医療（精神通院）の利用者数は、令和 2 年において 787 人と 

なっており、平成 27 年からの推移をみると、年々増加傾向になっています。 

 

 

    

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移■ 

資料：障害福祉係（各年４月１日現在） 

資料：障害福祉係（各年４月１日現在） 
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多賀城市障害者計画（第４期） 
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第１章 第３期計画の進捗・評価について 
 

１ 第３期計画の体系図 
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２ 第３期計画の取組状況について 

 基本目標１ 地域で生活するまちづくり 

 

 1-1 相談体制の充実 

  障害のある人が地域で安心して生活するために、個々の支援ニーズに応じてタイ

ムリーに相談を受け必要なサービスを提供できるよう、相談支援体制を整備してい

ます。 

 

 ＜具体的な取組内容＞ 

・ 社会福祉課と市内３か所の相談支援事業所との連携強化のため、定期的な話し合

いの場を設け、サービス提供に関する情報共有や支援状況の確認等を行っていま

す。また、相談員のスキルアップを図るため、支援検討会や計画作成に関する研修

会等も行っています。 

・ 障害福祉サービス利用時に作成が義務付けられている「サービス等利用計画」 

について、作成率１００％を達成し維持しています。 

・ 障害のある児童や発達の気になる児童への切れ目のない支援体制構築のために 

設置している「発達支援会議」や地域課題の集約及び検討等を行っている「宮城

東部地域自立支援協議会」の活動に参加することで、福祉分野以外の関係機関との

連携を図っています。 

 

【相談支援事業実施状況】 
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1-２ 地域生活支援の充実（地域拠点センター） 

   障害のある人とその家族が、住み慣れた地域で安心して生活できるように、平成

２９年度に宮城東部地域自立支援協議会を構成する市町（多賀城市・塩竃市・利

府町・松島町・七ヶ浜町）が共同で、緊急時の受入れ支援や基幹相談センター機能

を持つ地域拠点センターを設置しました。 

第３期計画期間では、「親の高齢化」や「親なき後の地域生活の支援」等の地域課

題に即した地域拠点センターの運用を目指して、宮城東部地域自立支援協議会内に

「地域生活支援拠点等運営プロジェクト」を立ち上げ、課題の整理や検討を行い、拠

点機能の充実を目指し取り組んできました。 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・ 宮城東部地域自立支援協議会に設置した「地域生活支援拠点等運営プロジェク

ト」において、地域課題の解決に向けた取組の進捗管理を行っています。これま

での検討結果として、地域拠点センターへの「事前登録」について体制整備を行

い、登録の推進に努めています。 

・ 「地域づくりネットワーク会議」の活動として、各障害の家族会の会員も含めた

支援関係者等と、地域課題を検討するための会議を実施しています。地域で暮らす

障害のある方やその家族の現状を把握することで、緊急時の支援体制として、迅速

に相談することができ、短期入所等の必要なサービスをスムーズに利用できるよう

体制整備を行いました。 

 

【宮城東部地域自立支援協議会とは】         
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1- ３ 生活安定施策の推進  

障害のある人が地域で自立した生活を送るために、各種制度を利用した生活基盤

の安定と、生計を維持していくための経済基盤の安定に向けた支援を行っていま

す。 

＜具体的な取組内容＞ 

・ 障害福祉に関する各種制度の利用促進を図るため「障害福祉制度ガイドブック」

を作成し窓口で配布することで、制度について周知を行っています。 

・ 経済的な不安や生活基盤の安定のための相談について、生活支援課内の自立支援

相談窓口や塩釜公共職業安定所（ハローワーク）等の関係機関と連携してケース支

援をすることで、個々の課題やニーズに合わせたサービス提供につながっていま

す。 

    

                    

 

  

 

【障害福祉制度ガイドブック】 

社会福祉課窓口で配布中 
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1-４ 保健・医療の充実 

  健康たがじょう２１プランに基づき、全ての市民を対象として、ライフステージに

応じた市民の健康づくりを推進しています。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 乳幼児健康診査、予防接種、各種相談等における保護者からの相談に応じて、地

区担当保健師を窓口にし、子育ての不安軽減を図るために各種事業につなげていま

す。 

・ 平成３０年１０月より「子育て世代包括支援センター」が開設されました。支援セ

ンターの機能として、妊娠期から切れ目のなく支援を受けられるよう、直通の相談電

話の開設をするとともに、子育てサポートセンターを含めた子育てに関わる支援関係

機関で連携強化のための定例会議を開催しています。 

・ 成人期においては、特定検診や各種がん検診等の定期的な健康診査を実施していま

す。検診結果やアンケート調査結果に基づき、全ての市民がより健康的な生活を送る

ことができるよう、地域の公民館等に保健師や栄養士等の専門職が出向き、個別面談

や集団学習などを取り入れた特定保健指導事業を実施しています。 

  

【子育て世代包括支援センター

を含めた取組例】 

（機関紙「soda＋」より） 
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1-５ 福祉サービスの充実 

  平成２５年度の障害者総合支援法の施行より、障害福祉サービス等の対象に難病患

者も含まれました。 

また、障害のある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、就労継続支援事

業等の「就労」に関する支援や、自立訓練や生活訓練等の「生活」に関する支援が

充実されてきました。 

更に、平成３０年度からは障害者総合支援法の一部改正により、「自立生活援助」

や「地域定着支援」等のサービスが追加になったことで、より個々の状況にあった障

害福祉サービスの調整が可能になりました。 

 

 ＜具体的な取組内容＞ 

  ・ 社会福祉課の相談支援及び障害福祉サービス支給を担当する職員と、市内の相 

談支援事業所相談員が定期的にミーティングを行い、障害福祉サービス利用に関す

る相談からタイムリーな福祉サービス開始につなげるための、連携体制を構築して

います。 

  ・ 宮城東部地域自立支援協議会の活動に参加することで、地域課題の把握や、地域

のサービス事業所等との連携強化につながっています。 

 

  【宮城東部地域自立支援協議会の構成員】 
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基本目標 2 社会的自立と社会参加を推進するまちづくり 

 

２-１ 雇用の推進 

  平成３０年度より新たに障害者総合支援法に定める障害福祉サービスに「就労定着

支援」のサービスが追加されたことで、就労継続支援事業等の福祉的な就労だけでな

く、一般就労を目指す方に対しても支援が可能になりました。 

＜具体的な取組内容＞ 

・ 宮城東部地域自立支援協議会の活動を通じて、塩釜公共職業安定所（ハローワー

ク塩釜。以下「ハローワーク」という）と、就労に関する地域課題の共有・検討を行

うとともに、個別のケース支援を通して連携強化を図っています。 

・ 広報誌や市のホームページを活用し、就労に関する障害福祉サービス等の周知をす

るほか、障害者週間に合わせて市内事業所の活動紹介のポスターを庁舎内に掲示する

など、障害のある人の社会参加を推進するために、普及啓発に努めています。 

 

【周知内容の一例】 
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２-２ 福祉的就労の場の確保 

  働くことは生活や社会参加のための重要な要素です。本市においては、相談支援事

業所において、障害のある人の就労に関する相談の充実を図るとともに、ハローワ

ーク等の関係機関と連携し、就労を希望する方に対して情報提供を行っています。  

 ＜具体的な取組内容＞ 

・ 相談支援事業所において、就労を希望する障害のある人が、自分が望む就労の場

を選択し、継続した就労サービスの利用につながるよう、就労先の見学同行から事

業所との連絡・調整を含めた包括的な支援を行っています。 

・ 障害者優先調達促進法に基づき、市が行う物品購入や業務委託等の役務の発注に

ついては、障害者就労施設等から優先的・積極的に調達することを推進していま

す。 

・ 障害者就労施設の販売活動と施設利用者の活動範囲の拡大を目的に、市役所庁舎 

内において販売活動の場を提供しています。 

 

【庁舎内での販売活動の様子】 
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２-３ 障害福祉団体の自立した活動の支援 

  市内の障害福祉団体は、障害種別ごとに分かれ、障害のある人とその家族が会員と

なって構成され、障害のある人が自立した生活を送るための福祉活動等を行っていま

す。 

 ＜具体的な取組内容＞  

 ・ 相談支援事業を行う地域の相談支援事業所や市の職員が、各種団体との懇談会等

に参加し、障害福祉サービスに関する情報共有や各種団体の意見交換を行っていま

す。 

 ・ 宮城東部地域自立支援協議会に設置されている「家族支援ネットワーク」に参加す

ることで、圏域内の各種団体と意見交換し、地域課題の共有をしています。 

 ・ 各種団体が作成するパンフレットやチラシ等について、社会福祉課窓口で必要な方

へ配布し、各種団体の活動の紹介や入会について説明するなどし、団体活動に関する

普及啓発を支援しています。 

 

 【市内の各種団体】 

名称 メンバー 主な活動内容 

多賀城市身体障害者福

祉協会 

（視覚障害者協会） 

（聴覚障害者協会） 

身体障害者 ・加瀬沼公園の清掃活動 

・情報交換会や研修会活動 

・宮城県身体障害者福祉協会の活動への参加 

・会報「身障だより『えがお』」を発行 

多賀城市手をつなぐ育

成会 

知的障害児者

の家族 

・サロン活動や地域活動 

・成人を祝う会 

・育成会祭り 

・手をつなぐ育成会本人部会 

・宮城県手をつなぐ育成会としての活動 

多賀城市精神障害者家

族会 （さざんか会） 
精神障害者の

家族 

・サロン活動（おしゃべりサロン） 

・コスモスホールと交流活動 

・宮城県精神障害者家族連合会活動への参加 
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２-４ ボランティアや市民活動の推進 

  障害のある人が、地域で自分らしく暮らすことができる共生のまちづくりを推進す

るためには、地域の方々の「障害のある人と日頃から分け隔てなく接していくことが

できる意識づくり」が欠かせません。身近な地域で交流を深めるために、障害のある

人が積極的に社会参加できるよう、機会の拡充を検討してきました。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 多賀城市市民活動サポートセンターにおいて、多賀城市地域活動支援センター

（コスモスホール）の紹介ポスターや作成した作品展示を行うなど、普及啓発を行っ

ています。 

 ・ 多賀城市精神障害者家族会のボランティア活動として、多賀城市地域活動支援セン

ター（コスモスホール）の作業の支援や、地域での販売活動に協力するなど、障害の

ある人の地域での交流活動に貢献しています。 

・ 障害に対する理解の促進等をテーマとした出前講座など、一般市民向けの研修等を

実施し、障害のある人に対する理解の促進を図っています。 

 

 【コスモスホール 作業風景】 
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基本目標３ 認め合い支え合うまちづくり 

 

３-１ 障害を理由とする差別の解消の推進 

  平成２８年度より施行された障害者差別解消法により、国・地方公共団体等におい

て障害を理由とする不当な差別的扱いが禁止されました。本市でも、障害者基本法や

障害者差別解消法が目的とする「共生社会の実現」に向けて、障害への理解の促進、

差別や偏見の解消のための取組を推進しています。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 市の事務や業務にあたって、不当な差別的取扱いを禁止し、障害のある人への社

会的障壁を取り除くため、必要かつ合理的な配慮を行うための「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する多賀城市職員対応要領」を作成し、市職員に対し研修会を行

うなど意識の啓発を行っています。 

 ・ 宮城東部地域自立支援協議会の活動として、平成３０年度より「差別解消部会」

を設置しました。各種障害への理解を深め、差別的取り扱いや合理的配慮についての

認識を深めるための研修等を実施し、差別の解消を図る取組を実施しています。 

・ 障害に対する理解の促進等をテーマとした出前講座など、一般市民向けの研修等を

実施し、障害のある人に対する理解の促進を図っています。 

 

  【多賀城市出前講座の様子】 
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３-２ 権利擁護の推進 

  平成２４年１０月より障害者虐待防止法が施行されたことにともない、本市でも社

会福祉課内に「障害者虐待防止センター」を設置し、障害者虐待に対する相談対応と

虐待防止への取組を実施しています。また平成２９年６月には、「多賀城市虐待防止

マニュアル」を作成し、障害者虐待への適切な対応について整理するとともに、虐待

防止に関する啓発活動に取り組んでいます。 

＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 虐待のケース対応としての専門機関である「仙台弁護士会・宮城県社会福祉士会

高齢者虐待対応連絡協議会」へ業務を委託することで、対応が困難なケースに対し、

専門的な助言を受けて支援する体制が構築されています。 

・ 財産管理が困難な方々への支援として、「まもりーぶ」や「財産管理サポートセン

ター」の利用の促進や、「成年後見制度」の周知を行うとともに、支援の必要な方が

スムーズに手続きができるように支援を行っています。 

・ 成年後見制度の利用が必要で、申立てを行う親族がいない方について、適切に制度

利用ができるよう市長申立てによる手続きの支援を行っています。 

・ 障害に対する理解の促進等をテーマとした出前講座など、一般市民向けの研修等を

実施し、障害のある人に対する理解の促進を図っています。 

 

 【多賀城市市長申立て件数の推移】 
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基本目標４ みんなが笑顔で育つまちづくり 

 

４-１ 療育体制の充実 

  一人ひとりの児童が健やかに成長できるよう、妊娠・出産・育児ヘの継続的で切れ

目のない支援が必要です。障害のある児童の家族支援については、保護者の気づきの

段階からの支援、家族全体を含めた支援、関係者をつなぐことによる継続的・総合的

な相談支援体制の整備が重要になっています。 

本市では「発達支援会議」を設置し、児童の成長や取りまく生活環境に合わせた切

れ目のない支援ができるよう、関係機関同士の連携を強化しています。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 「療育担当者会議」では、保育・教育・障害福祉が連動して療育支援や家庭支援が

できるよう、個別支援会議で話し合われた支援方針等の情報共有をしています。 

 ・ 「個別支援会議」では、児童やその家族を直接支援する各部署の支援担当者が集ま

り、支援課題の共有をするとともに、目標や支援方針について検討し支援の進捗を

確認しています。 

 ・ 「地域療育関係機関連絡会議」では、関係部署の代表が集まり、療育担当者会議や

個別支援会議の実施状況について共有するほか、発達支援に関する地域課題の把握や

検討のための意見交換をしています。 

 ・ 市内の全ての認定こども園、認可保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所

が障害のある児童の受け入れを行っています。 

 ・ 保幼小連携事業として、保育所・幼稚園・小学校・支援関係機関を含めた情報共有

や小学校への円滑

な適応を促すため

の取組を実施して

います。 

 ・ 発達の状況や病

院受診の経過、及

び相談や支援等の

記録を記載できる

ツールとして「す

こやかファイル」

を作成し、新生児

訪問等の機会に保

護者へ配布をして

います。 
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４-２ 学校教育の充実 

  本市では、丁寧な学習支援を行うため、特別支援教育支援員の配置体制の充実を図

っていますが、児童生徒の発達状況によっては、マンツーマンの支援を必要とする場

合もあり、支援員の数だけでは解決できない課題もみられます。 

小・中学校への就学・進学に際しては、児童の状況にあわせた進路の選択ができ、

適切に支援内容の伝達ができるよう、児童発達支援センターや地域の幼稚園・保育

所等との連携を強化し、個々の児童に合わせた適切な教育が受けられるよう取り組ん

でいます。  

          

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 就学支援の充実のため、幼稚園・保育所等による情報交換会・幼稚園や保育所等の

児童が小学校を訪問するなどの「保幼小連携事業」を行っています。 

 ・ 未就学児の保護者及び保育所・幼稚園の職員を対象とした「就学にかかる説明会」

を開催し、就学までの流れや就学先の選択等に関する相談支援体制について周知をし

ています。 

 ・ 高等学校卒業時には、就労継続支援等の就労に関する障害福祉サービスを利用でき

るよう、支援学校等の教育機関や就労支援関係機関との連携強化に努めています。 

 

【支援体系図】                      
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４-３ 障害児支援の充実 

  平成２７年度から、心身障害児通園施設「太陽の家」を療育の専門機関である「児

童発達支援センター」に位置付け、通所による児童発達支援や相談支援を行っていま

す。センター内での一般相談、専門相談だけでなく、市内の幼稚園・保育所等を訪問

する巡回相談や保育所等訪問支援事業を実施することで、障害児に関わる地域の保育

所や幼稚園の先生方への支援を行っています。 

＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 児童発達支援センターにて、児童福祉法に基づく児童発達支援を行い、障害のある

児童のために適切な療育支援を行うとともに、本市独自の親子療育教室「おひさまひ

ろば」を実施するなど、早期療育とともに総合的な療育体制を構築しています。 

 ・ 児童発達支援センターの相談支援機能においては、センターを利用する児童だけで

なく、地域の幼稚園や保育所等に通う児童についても、個々の発達課題に合わせた支

援体制を構築するため、巡回相談や発達支援会議を通して、関係機関との連携強化に

努めています。 

 ・ 児童発達支援センターが主催し、保護者向けの勉強会や療育支援関係者向けの研修

会を実施しています。 

 

 【児童発達支援センターの活動内容】 
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基本目標５ すべてのひとにやさしいまちづくり 

 

５-１ 住まい・まちづくりの促進 

本市では、昭和５８年に障害者福祉都市宣言を行い、翌年の昭和５９年までの２か

年にわたり、障害者福祉都市推進事業として、玄関スロープや点字ブロックの敷設な

どの公共施設における構造設備の改善等を行いました。 

事業実施期間が終了した後も、ノーマライゼーションの理念に基づき、継続的に

生活環境の改善・整備に努めてきました。 

 

＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業（日常生活用具給付事業）における

住宅改修や福祉用具等の給付事業により、相談支援事業所と連携しながら、生活に

必要な改修や用具等の利用を推進しています。 

 ・ バリアフリー化の促進のため、道路改良工事において歩道部の勾配を８％以下に

するように整備しています。 

 

 

５-２ 移動・交通バリアフリーの促進 

  障害のある人の自立と社会参加を促進するためには、障害特性に応じた移動手段の

確保や外出の支援なども重要です。道路改修や設備整備等のハード面と移動に関する

サービス利用等のソフト面を両輪として、バリアフリーを推進しています。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

・ 障害のある人の社会参加促進のため、タクシー利用券や自家用車等の燃料費として

利用できる燃料費助成券を交付しているほか、外出時の介護等を受ける同行援護や行

動援護事業、自動車改造や運転免許証取得に伴う助成等の移動に関するサービスの提

供を行っています。 

 ・ 社会参加促進のための移動を支援するため、障害福祉サービスや障害福祉制度につ

いて、支援を必要とする方がタイムリーに利用できるよう、相談支援事業所と連携強

化をしています。 
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５-３ 防災施策の推進 

  災害発生時、障害のある人が安全なところへ避難するには、個々の障害特性によっ

て様々な困難が想定されるため、その障害特性に応じた個別の配慮が必要になること

が考えられます。そのため、平常時から避難体制の準備に努めることや避難後の対策

を検討することが必要と考え、「多賀城市避難行動要支援者支援プラン」を作成し、

共助である地域の方々による助け合いを中心に、誰もが素早く避難できるような体制

整備をしています。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 「多賀城市避難行動要支援者支援プラン」に基づき防災に関して周知啓発すること

で、避難場所の確認や非常持ち出し用品の準備、地域防災訓練への参加など、平常時

からの防災意識の向上を図っています。 

 ・ 災害発生時、高齢者や障害者等の特別な配慮が必要な方への安心安全な生活の確保

のため、障害福祉事業所や介護保険サービス事業所と、福祉避難所協定を締結するこ

とにより、二次避難所として福祉避難所を開設しています。 

また地域防災訓練では、スムーズに福祉避難所へ移動できるよう、避難や要支援者

の輸送を行っています。 

  

 【多賀城市避難行動要支援者プラン等】 

    



37 

 

５-４ 啓発活動の推進 

  障害の有無によって分け隔てられることなく、地域の中でお互いが人格と個性を尊

重しあい、認め合う共生社会を実現するためには、障害や障害のある人への理解の促

進が重要です。本市では障害者の家族会等の各種団体や支援関係機関などと連携・協

力し、多くの方々を対象とした啓発活動を行い、障害に対する理解を深め、支え合う

市民意識の醸成に努めるよう取り組んでいます。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 障害のある人に対する正しい理解と認識を深めるため、市の広報誌やホームペー

ジやパンフレット等を活用し広報・啓発活動をしています。 

 ・ 障害に対する理解の促進等をテーマとした出前講座など、一般市民向けの研修等

を実施し、障害のある人に対する理解の促進を図っています。 

  

 【多賀城市 出前講座メニュー（該当分一部抜粋）】 

番号 講座タイトル 時間 内容 

55 知って守る 

こころの健康 

45 心の健康を保つためのセルフケアや

毎日の生活で心掛けたいポイントを

紹介します。 

75 もしかして 

障害者虐待？ 

60 障害者虐待防止法の概要や虐待防止

法方策を紹介します。 

76 地域での共生社会を目指して 

～障害の理解～ 

60 どのような「障害」があるか、その

特性を紹介します。 

 

 【ヘルプマークについて】 

   

障害や疾病があることが外見からはわからない人

が、支援や配慮を必要としていることを周囲に知

らせることいが出来る「ヘルプマーク」を社会福

祉課窓口で必要な方に配布するとともに、活用の

ための広報・啓発活動をしています。 
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５-５ コミュニケーションの充実 

  誰もが地域の一員として社会参加していくために、障害のある人にとっても、分か

りやすく適切な情報提供に努めていく必要があります。障害特性によっては、情報収

集や利用などに大きな支障があることから、個々の障害特性に配慮したコミュニケー

ションの手段の確保を行うとともに、コミュニケーションに関する支援者の育成を行

っています。 

 ＜具体的な取組内容＞ 

 ・ 聴覚に障害がある人への支援として、社会福祉課窓口に手話通訳員を配置し、病院

受診時等に手話通訳員を派遣するなど、意思疎通の支援を実施しています。 

・ 市民対象に手話奉仕員養成講座を行うことで、手話技術の習得者を養成し、育成し

ています。また講座を通じて聴覚障害に対する理解を深めることで、地域でのコミュ

ニケーション支援の担い手を増やす取組を行っています。 

 ・ 視覚に障害がある人への支援として、市のホームページに音声読み上げ機能を付け

たり、広報誌を音声で録音した「声の広報」を提供するとともに、情報サポートやガ

イドヘルパー利用のための相談支援を行っています。 

 ・ 知的障害や発達障害及び聴覚障害のある人など、話し言葉によるコミュニケーショ

ンが困難な方に対して、分かりやすいイラストを提示しながら意思を伝えあう「コミ

ュニケーション支援ボード」を作成し、市役所の各窓口や災害避難所に設置していま

す。 

  

  【コミュニケーション支援ボードの一例】 

         



39 

 

３ 相談支援体制の整備 

（１）障害者相談支援事業所 

障害のある人の自立した社会生活の実現を目的として、障害のある人やその家族

からの相談に応じ、情報提供や必要な支援の提供を行っています。本市では2か所

の相談支援事業所に業務委託をしています。 

（２）基幹相談支援センター 

相談支援事業の中核的な役割を担う機関として、障害者総合支援法の規定に基づ

く基幹相談支援センターを、宮城東部地域の2市3町（多賀城市・塩竃市・利府町・

松島町・七ヶ浜町）で共同し、地域拠点センター「ふきのとう」内に設置していま

す。 

基幹相談支援センターでは、総合的・専門的な相談支援や相談支援事業所への指

導・助言等を実施しています。 

（３）民生委員、(主任)児童委員 

心身に障害のある人や地域で支援を必要としている人に対し、必要に応じて住民

の生活状態を把握し、生活相談、助言その他の援助を行うほか、関係行政機関とも

連携し、住民の福祉の増進を図るための活動をしています。 

 

 

【相談支援事業について】 

 障害者相談支援事業 計画相談支援事業 基幹相談支援事業 

事業所名 児童発達支援センター 

「太陽の家」 

相談支援事業所けやき 

児童発達支援センター 

「太陽の家」 

相談支援事業所けやき 

相談支援事業所梯 

地域拠点センター 

「ふきのとう」 

相談内容 ・日常生活において困り

ごとが起こった時に、気

軽に相談でき、制度やサ

ービス等の支援につなが

るもの 

・障害福祉サービスを利用

する際に必要なサービス等

利用計画を作成するもの 

・サービス利用時の相談や

調整 

・地域の相談支援体制の

拠点 

・対応困難ケースや地域

課題解決に向けて、相談

支援事業所等の支援 
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第２章 計画の基本的な考え方 
 

１ 本市の目指す姿（基本理念） 
 

 

 

 

本市が目指す姿は、障害者基本法が示す「地域社会における共生」です。 

障害の有無にかかわらず、誰もが基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊

重され、すべての市民が相互に人格と個性を尊重し合い、障害の有無によって分け隔て

られることなく、地域社会において、共に安心して暮らせる福祉のまちです。 

本市では、第五次多賀城市総合計画において、障害者（児）福祉施策の目指す姿とし

て「障害者（児）がその適正に応じて、安心して暮らす」ことを目標に掲げ、ノーマラ

イゼーションの理念の下、『地域での共生社会をめざして』を本計画の基本理念とし

て、地域でともに支え合いながら生活できる社会づくりを目指してきました。 

令和３年度より、新たに第六次多賀城市総合計画がスタートしますが、これまでの障

害者（児）福祉施策の目標を継続するとともに、このまちに暮らす誰もが、地域での助

け合い支え合いの中で、心豊かに安心してその人の望む「自分らしい生活」を送ること

ができるよう、温かで優しい環境づくりを進めていきます。  

  

地域での共生社会をめざして 
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２ 計画の基本目標 

基本理念を実現するため、５つの基本目標を掲げて施策を展開していきます。 

(1) 地域で生活するためのまちづくり 

  障害のある人とその家族が、住み慣れた地域で安心して生活をおくるために、生活

状況に応じて必要な障害福祉サービスを提供します。 

また、障害のある人が、必要な支援について自己選択・自己決定し、必要なサービ

スがタイムリーに利用できるよう、個々のニーズに合った支援を行います。 

(2) 社会的自立と社会参加を推進するまちづくり 

  働くことは生活や社会参加のための重要な要素です。働く意欲のある人が、障害が

あっても自分の意向と能力に合った就労の場が選択できるよう、就労支援機関を含め

た関係機関と相談支援事業との連携を強化していきます。 

また、「障害者雇用促進法」では、雇用の分野での障害者差別が禁止され、合理的

配慮の提供が義務付けられています。地域で暮らす全ての人が、障害の有無にかかわ

らず、相互に人格と個性を尊重し合えるよう、障害特性の理解に関する普及啓発に取

り組んでいきます。   

(3) 認め合い、支え合うまちづくり 

  共生社会を実現するには、障害者への偏見や差別意識を社会から払拭し、「一人ひ

とりの命の重さは障害のあるなしによって少しも変わることはない」という当たり前

の価値観を社会全体で共有し、障害のある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重

しあうことが不可欠です。 

平成２８年には「障害者差別解消法」が施行されるなど、障害者の権利擁護のため

の法整備が進んでいます。 

また本市では、平成２４年１０月より社会福祉課内に「多賀城市障害者虐待防止セ

ンター」を開設し、平成２９年６日に「多賀城市障害者虐待防止対応マニュアル」

を作成しました。今後も相談対応と虐待防止を含めた権利擁護のための取組を推進し

ていきます。 

そして、平成２８年に施行された「成年後見制度利用促進法」に基づき、令和３年

度より「多賀城市地域福祉計画（第４期）」にそって、本市における成年後見制度の

利用促進に関する取組を実施することになりました。成年後見制度を必要な人が、タ

イムリーに制度を利用できるよう、権利擁護事業とも連動し、広報活動や相談体制の

整備等に努めていきます。 
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(4) みんなが笑顔で育つまちづくり 

  児童一人ひとりが、成長によるライフステージの変化があっても、個々の発達課題

に応じた支援を、切れ目なく継続的に受けられるよう「発達支援会議」を設置し、関

係機関の連携による療育支援の仕組みを構築しています。 

支援関係機関や関係各部署が、定期的に情報共有や支援方針の検討を行いながら、

切れ目ない支援の継続に向けて、関係機関の連携を強化していきます。 

今後も、地域課題や関係法令等の変化に対応しながら、療育体制整備の充実を図っ

ていきます。 

(5) すべてのひとにやさしいまちづくり 

  障害のある人の社会参加を推進するためには、障害のある人に配慮したまちづく

りを推進し、誰もが暮らしやすい生活環境を整備することが重要です。 

本市では、昭和５８年に障害者福祉都市宣言を行い、公共施設の玄関スロープや点

字ブロックの敷設などの構造設備及び交通安全施設の改善整備等を行いましたが、

今後も道路の点字ブロック敷設や段差の解消等、地域のバリアフリー化を推進してい

きます。 

また、障害のある人の自立と社会参加の促進のため、あらゆる場面で安心安全に移

動できるよう、障害特性に応じた移動手段の確保と外出の支援を行っていくことで、

ハード面での環境整備を行うとともに、外出支援等の障害福祉サービスの円滑化を図

ることで、ソフト面の充実も並行して目指していきます。 
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３ 施策の体系 

基本目標の実現にむけた施策については、国や県の動き、本市における障害者福祉

を取り巻く現状を踏まえ、５つの分野を設定し、それぞれに「目標を達成するための

施策」を定めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域での共生社会をめざして 

【基本目標】 

【基本理念】 

【目標を達成するための施策】 

３ 認め合い、支え合う 

まちづくり 

４ みんなが笑顔で育つ 

まちづくり 

５ すべてのひとにやさしい 

まちづくり 

1-2 地域生活支援の充実 

1-1 相談体制の充実 

1-3 生活安定施策の推進 

1-4 保健・医療の充実 

1-5 福祉サービスの充実 

２ 社会的自立と社会参加を 

推進するまちづくり 2-1 雇用の促進 

2-2 福祉的就労の場の確保 

 
2-3 障害福祉団体の自立した活動の支援 

2-4 地域交流、ボランティア活動の推進 

3-1 障害を理由とする差別の解消の推進 

3-2 権利擁護の推進 

4-1 療育体制の充実 

4-3 学校教育の充実 

5-1 住まい・まちづくりの促進 

5-2 移動・交通バリアフリーの促進 

5-3 防災施策の推進 

5-4 啓発活動の推進 

5-5 コミュニケーションの充実 

4-2 障害児支援の充実 

１ 地域で生活するための 

まちづくり 
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４ 重点的な取組内容 

 (1) 相談支援体制の充実強化 

  障害のある人が、住み慣れた地域で自分らしい生活を送るためには、個々の障害特

性を踏まえた生活課題の確認と、生活を支えるために必要な障害福祉制度やサービス

への「つなぎ」の役割が重要になります。 

本市では、個々のニーズと障害福祉サービスとをつなぎ、サービスを利用する際に

必要な「サービス等利用計画」について、サービスを利用する人全てが、担当の相談

支援専門員の計画のもとに安心してサービス利用が出来るよう、相談支援事業所によ

る計画作成率１００％を達成・維持してきました。今後も、より多様化した個々のニ

ーズに合わせて、適切なサービス提供につながるよう努めていきます。 

近年、障害の重度化・高齢化及び医療ケアが必要な人の地域生活を支えるための支

援体制について、既存の限られた資源の中で必要なサービス提供を調整し、円滑にサ

ービス提供を継続していくことが、地域課題の一つとなっています。 

多様化したニーズの把握や課題の整理を行い、安全・安心な地域生活を支えるため、

障害福祉サービスだけでなく、医療・教育・介護など、様々な機能と連携した支援の

コーディネート機能が求められています。 

本市では、相談支援に関わる専門職のコーディネート機能強化のため、様々な社会

資源や支援関係機関との連携強化に努めていきます。 

  

 ① 相談支援事業所への人材育成の機会の提供 

  ・ ケースの事例検討会等を実施し、個々のニーズに合わせた相談支援（ケアマネジ

メント）が展開できるよう、スキルアップを図ります。 

  ・ 地域の資源に関する情報共有や地域課題の見える化等、地域の状況をタイムリー

に把握・検討する場の設定について検討し、実施していきます。 

 ② 支援関係機関等との連携強化 

  ・ 基幹相談支援センターと連携し、エリア圏域の精神障害者包括ケアシステムや、

医療ケア児の支援の協議の場への参画等を通じて、地域課題解決に向けた連携強化

体制の構築を図っていきます。 
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 (2) 療育システムの体制整備 

   本市では、障害や発達課題を持つ児童が、地域の中で共に育ち、安心して生活で

きるように、早期療育や早期支援の充実と、成長によるライフステージの変化があ

っても、支援が切れることなくつながっていく仕組みを検討し、平成２７年度に児

童発達支援センターを核とした地域療育システムとして「発達支援会議」を設置し

ました。 

   近年児童をとりまく地域課題は、教育・保育分野等でも深刻化し、妊娠期からの

育児支援や小中学校を中心とした不登校やいじめの問題など、それぞれの課題解決

のためのネットワーク等を拡充してきました。 

   全ての児童が地域の中で健やかに成長していけるよう、これから新たに構築され

る関係機関の支援ネットワークとも、地域課題を共有し連動していく体制を構築し

ていきます。 

  

 ① 基幹保育所等との連携について 

 ・ 教育・保育施設における障害のある児童の割合は、在籍児童の１割にのぼると

言われており、障害を理由としない「インクルーシブ保育」が推進されていま

す。発達課題を持つ児童への継続的な支援のために、基幹保育所との連携を強化

し、教育・保育施設での療育支援を支える仕組みを構築していきます。 

 

   ② 子育て世代包括支援センター及び要保護児童対策地域協議会との連携について 

 ・ 子育て世代包括支援センターでは、妊娠期から子育て期にわたり、「専門的知

見」「当時者目線」の両方の視点を生かし、必要な支援情報を共有していくとい

う「切れ目ない支援」を目指しています。児童虐待防止の視点でも「虐待の死亡

児童の７割は３歳未満児」という現状の中、母子保健から児童福祉への、タイム

リーで切れ目ない連携体制を構築していきます。 

  ・ 児童虐待事例の２割には何らかの発達課題を持つ児童であると言われている中、

全ての児童のよりよい育ちを支える一環として、要保護児童対策地域協議会と療 

育システムを連動させる体制を構築していきます。 
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第３章 具体的な施策展開 
 

基本目標１ 地域で生活するためのまちづくり 

1-1 相談体制の充実 

■取組の方向■ 

○ 障害のある人が、地域で暮らしていくために必要な支援やサービスを適切に受 

けやすくするための体制の整備を図ります。 

○ 多様な相談内容に応じることができるよう、相談支援事業所等との連携を強化 

し、相談体制の充実を図ります。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

相談窓口の充実 ・社会福祉課が中心となり、相談窓口で寄せられる個々

のニーズに対応するため、相談支援事業所と連携しな

がら必要な情報提供を行います。 

社会福祉課 

個別支援の充実 ・障害のある人や、その家族の持つ課題の内容と支援の

方法を明確にしたプランを作成し、個々のニーズに合

った支援を展開していけるよう強化していきます。 

社会福祉課 

関係機関との連

携強化 

・地域の課題を地域で解決できるよう、地域の専門機関

やサービス提供者等と連携を図りながら、相談機能や

情報提供の充実を図ります。 

・基幹相談支援センターにおいては、地域における相談

支援の中核として、相談支援事業所への助言・指導を

行うとともに、困難なケースの対応等、より専門的な

相談支援を実施します。 

・宮城東部地域自立支援協議会において、地域課題の抽

出や課題解決に向けた取組を継続していきます。 

社会福祉課 
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1-2 地域生活支援の充実 

■取組の方向■ 

○ 障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、地域生活支援拠点 

に求められる役割や、必要なサービス提供のあり方等について検討し、さらなる 

関係機関とのネットワーク形成を図っていきます。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

緊急時対応の充

実 

・緊急時の相談、駆け付け、受入支援を行います。 

・短期入所用の居室を確保し、緊急時にも安心して支

援を受けられる体制の整備を図ります。 

・地域生活を支援する「地域生活支援拠点」として求

められる機能について、既存のサービス事業所等を

つなぐ面的な整備について検討していきます。 

社会福祉課 

地域における相

談支援の充実 
・基幹相談支援センターにおいては、地域における相

談支援の中核として、相談支援事業者への助言・指

導を行うとともに、困難なケースの対応など、より

専門的な相談支援を実施します。 

社会福祉課 

自立に向けた支

援の充実 
・宮城東部地域自立支援協議会において、関係機関と

連携を図り、地域課題の情報共有及び課題解決に向

けた協議・検討を行い、地域関係機関とのネットワ

ーク形成に努めます。 

社会福祉課 
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1-3 生活安定施策の推進 

■取組の方向■ 

○ 障害のある人が、望む場所で自立した生活を続けることができるよう、福祉サ 

ービスの充実を図ります。 

○ 経済的な自立を支援するため、給付制度の利用充実や促進のほか、雇用や就労 

に関する情報提供等の推進を図ります。 

○ 障害の有無に関わらず、共に生活できる地域づくりに向けて、関係機関との連 

携を図り、地域移行希望者に対し必要な調整や情報提供を行います。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

各種制度の

利用促進 

・各種年金や手当の支給、医療費助成、公共交通機関の割

引制度等の利用促進を図るため、広報誌やホームページ

での周知や、窓口等での個別対応の向上に努めます。 

社会福祉課             

福祉サービ

スの充実 

・個々のニーズを把握し、生活を支えるための福祉サービ
スの充実を図るとともに、適切なサービス利用の状況を
確認していきます。 

※なお、具体的な取り組みについてはページの表記「1-5

福祉サービスの充実」をご覧ください。 

社会福祉課 

雇用・就労

の支援 

・障害の状況や意欲・能力に応じた多様な就労機会の確保

を図ります。 

※なお、具体的な取組についてはページの表記「2-1 雇用

の促進」をご覧ください。 

社会福祉課 

地域移行の

ための支援 

・施設等で暮らす方が、地域での暮らしを望むときに、円

滑な地域生活移行ができるよう、地域生活移行への意向

や状態に配慮した地域移行を推進します。 

社会福祉課 

地域定着の 

推進 

・安定した地域生活を継続するため、常時の連絡体制を確

保しつつ、緊急時の相談に応じるなどの地域定着を推進

します。 

社会福祉課 



49 

 

1-4 保健・医療の充実 

■取組の方向■ 

○ 保護者が子どもの成長に応じた子育てができるよう、タイムリーで継続的な 

相談支援の充実を図ります。 

○ 個々の状況に合わせたきめ細かい地域療育支援体制を構築していきます。 

○ 障害のある人への疾病の発生予防や早期発見など、普段からの健康づくり、 

健康管理に向けた取り組みを推進します。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

安心した子育て

環境の推進 

・発達の遅れがみられる乳幼児の保護者の不安軽減を図

るため、関係機関と連携し、保護者の不安や悩みの相

談、育児支援を行います。 

・関係機関と連携し、発達に課題のある児童が早期療育

につながるように支援します。 

健康課 

社会福祉課 

予防的支援の推

進 

・育児環境からくる発達の遅れ等の減少を図るため、保

護者への支援を実施すると共に、児の発達にあわせて

必要なかかわりを知り実践できるよう支援します。 

健康課 

各種健（検）診

の推進 

・特定健康診査や各種がん検診など定期的な健康診査を

実施し、障害と関わりの深い様々な病気の予防、発

見、早期治療に結びつけます。 

健康課 

個別健康相談の

実施 

・第２期データヘルス計画（平成 30 年度～令和 5 年

度）に基づき、抽出された健康課題の解決に向けて、

効率かつ効果的な保健事業を実施します。 

健康課 
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1-5 福祉サービスの充実 

■取組の方向■ 

○ 個々の状況に応じた適切な福祉サービスの提供を目指します。 

○ 医療ケアを必要とする方が地域で支援を受けられる体制づくりを行います。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

個々に応じた福

祉サ－ビスの提

供 

・相談支援事業を活用し、障害のある人の生活課題

やニーズを把握し、個々の状況に応じた適切な福

祉サービスの提供を行います。 

・個々の状況にあった福祉サービスを提供するため

「サービス等利用計画」を作成します。 

・相談支援により、提供された福祉サービスがサー

ビス等利用計画に基づき適切に行われているか、

相談支援事業所と社会福祉課が協力し、定期的に

確認を行い、必要時にサービス量の見直しを行い

ます。 

社会福祉課 

地域の実情に応

じた福祉サ－ビ

スの充実 

・障害のある人が、地域での自立した生活を実現で

きるよう、在宅・施設での様々な福祉サービスの

質的・量的な充実を図り、生活に即した福祉サー

ビスを提供します。 

・宮城東部地域自立支援協議会において、医療ケア

を必要とする方の状況把握や、既存の社会資源に

ついて情報収集を行い、支援体制について検討し

ていきます。 

社会福祉課 
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基本目標２ 社会的自立と社会参加を推進するまちづくり 
 

2-1 雇用の促進 

■取組の方向■ 

○ 働く意欲のある人が、個々の障害特性やニーズに合わせた職場環境で、自分に 

合った働き方のできる支援を行います。 

○ 就労支援相談窓口やハローワークとの連携を強化し、一般企業と福祉サービス 

が連動していくことで、障害を抱えていても安心して仕事ができる環境づくりを 

行います。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

相談体制の充実 ・福祉的就労から一般企業への就職に向け、障害

特性に応じた就労先につながるよう、相談支援

事業所と連携し、相談体制の充実を図ります。 

・ハローワークと連携し、一般企業の動向を把握

し、就労先の確保を進めます。 

社会福祉課 

情報提供及び啓発 ・ハローワークと連携した情報提供や、関係機関

と連携して啓発活動を行っていきます。 

社会福祉課 
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2-2 福祉的就労の場の確保 

■取組の方向■ 

○ 働く意欲のある人がそれぞれの状況に応じて就労し、収入と生きがいを得ら 

れるよう、就労体験や就労継続のための支援を行います。 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

福祉的就労

の利用促進 

・障害の状況や意欲・能力に応じた多様な就労の場を提

供するため、相談支援事業所を中心に関係機関等と連

携しながら、就労継続支援や就労定着支援等のサービ

ス利用に関する、就労相談に取り組みます。 

・就労している障害者及び雇用者に対する情報提供の充

実、働きやすい環境づくり、フォローアップ等の体制

の仕組みづくりについて検討します。 

社会福祉課 

製品の販路

拡大や購入

等の支援 

・市が行う物品購入や委託役務の発注において、障害者

就労施設からの供給に対する需要の増進を図り、調達

促進支援の拡大に努めます。 

・イベントへの案内や周知を行うことで、就労支援施設

が提供する物品等の販路の拡大を図ります。 

社会福祉課 

 

2-3 障害福祉団体の自立した活動の支援  

■取組の方向■ 

○ 障害のある人やその家族が抱えている様々なニーズに対し、障害福祉団体が 

自主的に自立した活動ができるよう、活動の支援をしていきます。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

障害福祉団体の

自立した活動へ

の協力 

・各種団体が抱えている課題、行政に求める取組等

を把握し、各団体と連携し、各団体が自主的に自

立した活動ができるよう協力体制の整備に努めま

す。 

社会福祉課 
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2-4 ボランティアや市民活動の推進 

■取組の方向■ 

○ 障害への理解を深め、支えあう市民意識を醸成するため、幅広い市民の参加に 

よる交流活動への参加促進を図ります。 

○ 地域で支えあう意識を醸成するため、ボランティア活動を推進します。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

ボランティアや

地域活動へ参加

しやすい環境づ

くり 

・ボランティア団体の活動やボランティア育成

についての情報提供等により、障害者施設や

地域におけるボランティア活動の機会の拡充

を図ります。 

社会福祉課 

各団体のスポー

ツ事業や地域行

事への参加促進 

・障害福祉団体や事業者等が主体的に行う交流活

動についての情報提供を行うことにより、障害

の有無にかかわらず市民が交流できる機会の拡

充を図ります。 

社会福祉課 
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基本目標３ 認め合い、支え合うまちづくり 
 

3-1 障害を理由とする差別の解消の推進 

■取組の方向■ 

○ 日常の生活の場や教育、雇用の場など、様々な場において障害を理由とする差別の

禁止に向けた啓発活動を行うとともに、差別を受けた場合の相談支援体制の充実を図

ります。 

○ 行政機関においては、障害者差別解消法第 7 条に基づく禁止事項や義務化された事

項について、職員対応要領を定めるよう努めることとされており、市では、必要かつ

合理的配慮や差別を受けた場合等の相談体制の構築について、多賀城市職員対応要領

に基づいて対応していきます。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

障害を理由とする

差別禁止 

・障害者差別解消法の周知により、差別行為の認

識をはじめ、障害への理解を深め、差別の解消

を図ります。 

社会福祉課 

社会的障壁除去の

ための合理的配慮

の推進 

・市職員対応要領に基づき市の事務・事業にあた

って、不当な差別的取扱いを禁止し、障害のあ

る人への社会的障壁を除去するため、必要かつ

合理的な配慮を行います。 

社会福祉課 
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3-2 権利擁護の推進 

■取組の方向■ 

○ 市民一人ひとりが個人の尊厳を重んじ、すべての人の人権が尊重される地域社 

会をめざします。 

○ 障害によって権利利害の侵害や不利益を被ることのないよう、必要な取組を推 

進します。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

虐待防止の推

進 

・家族等の心身の負担軽減等により、虐待の防止に努める

とともに、関係機関との連携や地域への理解促進を図り

ながら、早期発見と適切な対応がとれる支援体制の充実

を図ります。 

・権利擁護、虐待の早期発見につながるよう、障害者虐待

防止マニュアルの普及に努めます。 

社会福祉課 

相談窓口の利

用促進 

・障害のある人や家族及び支援者等からの、虐待に関する

相談に対応するとともに、通報者の不利益にならないよ

う配慮します。 

・本市市民相談室や法テラス等の専門機関と協力体制を構

築していきます。 

社会福祉課 

成年後見制度

の普及 

・成年後見制度の利用が必要と認められる場合には、成年

後見ネットワーク等の支援団体、社会福祉士会や司法書

士会等の専門機関と連携して、必要な支援を行います。 

・成年後見制度利用促進計画（多賀城市地域福祉計画）に

基づき、地域課題に合わせた地域連携ネットワークの体

制整備を推進していきます。 

介護福祉課 

社会福祉課 

 

財産管理事業

の活用促進 

・宮城県社会福祉協議会及び多賀城市社会福祉協議会と連

携し、日常生活自立支援事業（まもりーぶ）の利用など

必要な支援を行います。 

社会福祉課 
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基本目標４ みんなが笑顔で育つまちづくり 
 

4-1 療育体制の充実 

■取組の方向■ 

○ 子ども一人ひとりの発達課題や成長に応じて適切な支援が受けられるように、 

地域療育体制を構築していきます。 

○ 障害児が地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、 

障害の有無にかかわらず全ての児童が共に成長できる、地域社会への参加や包容 

（インクルージョン）を推進していきます。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

療育システムの

構築 

・発達支援会議を活用し、児童がそれぞれのライフステ

ージで、発達段階に応じ所属する集団が変わっても、

支援を切れ目なく継続して受けられように、体制を

構築します。 

・児童の発達課題や生活状況に合わせ、多様なニーズに

対応した支援が継続できるよう、障害福祉分野に限

らず、教育や保育及び母子保健等を含めた関係機関

とも連携を強化します。 

・「すこやかファイル」の周知と利用促進を図るとと

もに、利便性向上に向けた活用方法を検討し、普及

と有効活用について推進します。 

教育総務課 

保育課 
（公立保育所） 

健康課 

社会福祉課 

相談支援の充実 ・発達にフォローが必要な児童について、タイムリー

にあそびの教室や発達相談等につなげ、保護者が児

童の発達の状況を理解し、適切な対応ができるよう

支援します。 

健康課 

地域の関係機関

との連携強化 

・乳幼児期から学校卒業後まで、保健・医療・福

祉・教育・雇用等の関係機関が連携して支援するた

めの体制整備として、宮城東部地域自立支援協議会

の活動内容とも連動し支援体制の整備を図ります。 

社会福祉課 
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主な施策 取組の内容 担当課 

障害のある子ど

もの受入の推進 

・幼稚園・保育所等における障害のある児童の受入体制

を充実します。 

保育課 

（公立保育所） 

保育所等・幼稚

園・小学校等関

係機関の連携 

・集団生活や就学がスムーズに行えるよう、幼稚

園・保育所等と小学校との連携を図りながら、幼稚

園・保育所等から小学校へと、切れ目のない支援体

制の整備に努めます。 

教育総務課 

保育課 
（公立保育所） 

社会福祉課 

学童児の支援の

充実 

・放課後や夏休み等の長期休暇中の障害福祉サービス

である「放課後等デイサービス」利用について、生活

能力向上や余暇の充実など、個々のニーズに合わせ

た利用になるよう、相談支援事業所と連携を図りま

す。 

・「放課後等デイサービス」について適切な事業運営

が行われるよう、制度についての普及啓発や事業所

との連携強化に努めます。 

社会福祉課 



58 

 

4-2 障害児支援の充実 

■取組の方向■ 

○ 子ども一人ひとりの状況に合わせ、きめ細かい、切れ目のない支援の継続の 

ために、関係機関と連携するなど、環境の整備に努めていきます。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

相談支援の

充実 

・児童の育ちに不安をもつ保護者と向き合い、不安や課

題を整理し、児童の特徴に合わせて支援の方向性を検

討していきます。 

・課題の解決に向けて、児童の心身の状況、置かれてい

る環境、サービスの利用に関する意向を勘案し、関係

機関と連携して支援します。 

社会福祉課 

親子療育の

充実 

・親子での遊びや集団での経験をとおしての早期療育支

援を行います。 

・保護者が児童の成長課題を理解し、適切な関わりがで

きるよう援助を行います。 

社会福祉課 

児童発達支

援の充実 

・児童の特徴に合わせて、具体的な目標を定め、児童の

育ちのために適切な療育支援を行います。 

社会福祉課 

地域支援 ・障害の有無に関わらす、「地域で共に育つ」ことの実

現のために、幼稚園・保育所等に通う児童への療育支

援としての保育所等訪問支援や児童の生活の場である

施設等への援助、助言などを行う巡回相談によって地

域支援を行います。 

保育課 
（公立保育所） 

社会福祉課 

啓発・研修 ・児童に関わる保護者や支援者が、発達に課題のある児

童の特徴や関わり方の理解促進のため、啓発・研修を

計画的に実施します。 

・保護者や幼稚園・保育所等の先生方、身近な支援者に

対して、療育や支援連携に関する研修を行うことで、

地域療育体制の充実を図っていきます。 

社会福祉課 
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4-3 学校教育の充実 

■取組の方向■ 

○ 児童生徒に対して、その実態に応じて適切な就学先や支援の内容について検討 

を行い、一人ひとりの能力や発達課題に応じた、特別支援教育を推進するととも 

に、就学支援、関係機関との連携に努めます。 

○ 障害の有無に関わらず、一人ひとりが互いに認め合い、共に学習することで、 

お互いを尊重し支えあう心を育み、地域の中で学べる環境づくりに努めます。 

○ 個々の障害特性に応じて、児童生徒一人ひとりがスムーズに社会生活がスター 

トできるように、就学中から支援関係機関の連携強化を図ります。 

 

■具体的な取組■ 

主な取組 取組の内容 担当課 

就学支援の

充実 

・就学先の選択や支援内容の伝達がスムーズに行えるよ

う、幼稚園・保育所等と小学校及び児童発達支援セン

ターとの連携を強化し、切れ目のない支援体制の整備

に努めます。 

教育総務課 

保育課 
（公立保育所） 

社会福祉課 

特別支援教

育の充実 

・特別な支援を必要とする児童生徒に対し、円滑に授業

を受けられるよう、発達課題に応じて支援するための

支援員を、引き続き配置します。 

教育総務課 

交流教育の

推進 

・個性や特性、障害にかかわらず、児童生徒が自然に交

流できる環境づくりを推進します。 

教育総務課 

社会への移

行支援 

・関係部局との情報交換や協働の研修会を通じて、相談

支援の充実を図ります。 

・支援学校卒業後の進路の一つとして、障害福祉サービ

スへのスムーズな連動を図るために、発達支援会議や

宮城東部地域自立支援協議会を通じて関係機関との連

携強化に努めます。 

教育総務課 

社会福祉課 
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基本目標５ すべての人にやさしいまちづくり 

5-1 住まい・まちづくりの促進 

■取組の方向■ 

○ 障害の有無にかかわらず、全ての人が安全で快適に地域で暮らすことができる 

よう、住まいや地域の道路や公園等、ユニバーサルデザインの考え方のもと生活 

空間のバリアフリー化を推進します。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

住まいに関する相

談・情報提供 

・住まいに関する相談に応じるとともに情報を

適切に提供し、バリアフリー化を促進します。 

社会福祉課 

公共施設のバリアフ

リー化の推進 

・公共施設のバリアフリー化を推進し、誰にでも

利用しやすい環境になるよう整備します。 

施設所管課 

 

5-2 移動・交通バリアフリーの促進 

■取組の方向■ 

○ 障害のある人の移動手段を確保するために、外出支援などのサービスを継続す 

るとともに、障害のある人をはじめ、全ての人が安全で快適に利用できる環境づ 

くりに努めます。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

ハード面の環

境整備 

・段差の少ない安全な道路の整備、音響式信号機や点

字ブロックの整備、違法駐輪、駐車の排除を関係機

関と協力しながら進めていきます。 

道路公園課

交通防災課 

移動・交通制

度の利用促進 

・公共交通機関の運賃割引制度や福祉車両を利用した

移動サービスの利用拡大を図ります。 
社会福祉課 

市長公室 

障害福祉サー

ビスの利用 

・行動援護事業、同行援護事業、移動支援事業など、

外出を支援するサービスの利用を促進します。 
社会福祉課 
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5-3 防災施策の推進 

■取組の方向■ 

○ 「多賀城市地域防災計画」「多賀城市避難行動要支援者支援プラン」に基づき、 

障害のある人の避難支援対策を推進するとともに、日頃からの防災や防犯につい 

ての啓発や情報の提供など、障害のある人を地域で支える体制の強化に努めます。 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

災害時の

支援 

・避難行動要援護者プランに基づき、障害のある人の災害

時避難支援対策を推進します。 

社会福祉課             

防災対策

の啓発 

・避難場所の確認や非常持ち出し用品の準備、地域防災訓

練への参加など、平常時からの防災対策を推進します。 

交通防災課             

避難後の

支援 

・福祉避難所の充実に向けて、障害特性に応じた配慮を行

います。  

社会福祉課             

 

5-4 啓発活動の推進 

■取組の方向■ 

○ 日常生活の中で、障害の有無にかかわらず、共に暮らし支えあう関係を築くため 

の啓発や福祉教育を推進します。 

○ 障害に対する理解を促進するため、行政のほか、地域・学校・企業等のあらゆる 

分野で啓発活動や福祉教育を推進していきます。 

 

■具体的な取組■ 

主な取組 取組の内容 担当課 

啓発活動

の充実 

・障害のある人に対する正しい理解と認識を深めるため、市

の広報誌やホームページ、パンフレットなど、様々な媒体

を通じて幅広い広報・啓発活動を推進します。 

社会福祉課 

福祉教育

の推進 

・出前講座などを通じ、多くの福祉教育の場を提供すること

で、すべての市民が、障害のある人に対する理解を深めら

れる取組を推進します。 

社会福祉課 
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5-5 コミュニケーションの充実 

■取組の方向■ 

○ 聴覚や視覚、音声・言語の障害など、情報の取得や意思疎通に大きな支障が 

ある人に、情報の利用支援やコミュニケーション支援を図ります。 

 

■具体的な取組■ 

主な施策 取組の内容 担当課 

手話通訳員等の

派遣 

・手話通訳員を窓口に設置するとともに、通院等

の意思疎通が必要不可欠な用務に手話通訳員を

派遣します。 

・視覚に障害がある方には、情報サポートやガイ

ドヘルパー利用のための相談をしていきます。 

社会福祉課             

意思疎通支援を

行う者の養成 

・手話奉仕員養成講座を開講し、支援者の育成と

資質の向上を図ります。  

社会福祉課 

コミュニケーシ

ョン支援ボード

の活用 

・障害の有無にかかわらず、話し言葉によるコミ

ュニケーションが困難な人への支援について体

制を構築していきます。 

交通防災課 

社会福祉課 
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第 1 章 計画の基本方針 
 

 多賀城市障害者計画の基本理念「地域での共生社会を目指して」を継承し、次の７

点を基本的な考え方として、障害福祉サービス等の提供体制の整備を推進します。 

１ 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等

が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、自立と社会参加の実現を図

っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の

整備を進めます。 

２ 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービ

スの実施等 

障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者、精神障

害者、難病患者等及び障害児とし、障害種別によらない一元的なサービスを実施しま

す。 

３ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応し

たサービス提供体制の整備 

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労

支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で

支えるシステムを実現するため、地域生活の拠点づくり、NPO 等によるインフォーマ

ルサービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用し提供体制の整備を進めます。 

４ 地域共生社会の実現に向けた取組 

  地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、 

暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた

仕組みづくりと支援体制の構築に取り組みます。 
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５ 障害児の健やかな育成のための発達支援 

  障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるよ

う、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充

実を図るとともに、ライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、

教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体

制の構築を図ります。  

６ 障害福祉人材の確保 

  障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サ

ービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制

の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要があります。そのためには、専門

性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいの

ある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等、関係者が協力して取り組んで

いくことが重要です。 

７ 障害者の社会参加を支える取組 

  障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏ま

えて支援することが重要です。障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の

多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参

加の促進を図っていきます。 
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第 2 章 障害福祉サービス等の利用状況 

 

１ 第５期障害福祉計画成果目標の達成状況 

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

施設入所者の地域生活へ

の移行（累計） 
人 1 0 0 3 0％ 

施設入所者の削減 人 1 0 0 1 0％ 

（令和 2 年度目標値については、第 5 期計画で設定した目標値を記載しています。） 

【状況】 

・ 施設入所から地域生活に移行した方はおりませんでした。 

・ 施設入所者数は、平成３０年度に１名の減少がありましたが、新規入所が１名おり、 

削減数は０となりました。 

・ 平成３１年度の新規入所者は２名おり、施設入所者人数は増加傾向にあります。 

 

(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

保健・医療・福祉関係者に

よる協議の場 
箇所 0 0 0 1 0％ 

【状況】 

・ 精神障害者が、地域の一員として安心し、自分らしく暮らせるように、精神障害にも 

 応した地域包括ケアシステムを整備するため、圏域を含めた関係機関との連携を図り、設

置に向けた情報収集等を行いました。 

・ 宮城東部自立支援協議会の中に協議の場を設置することとしており、令和２年度に達 

成する見込みです。 
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(3) 地域生活支援拠点の整備 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

地域生活支援拠点の整備 箇所 1  1  1 1 100.0％ 

【状況】 

・ 平成２９年度に宮城東部地域の２市３町共同で地域拠点センターを設置しています。 

 

(4) 福祉施設から一般就労への移行等 

①一般就労への移行者数 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

福祉施設利用者の一般就

労移行者数 
人 9 6 8 12 67.0％ 

【状況】 

・ 平成３０年度は６名、平成３１年度は 8 名で、一般就労に移行した方は増加していま 

すが、目標値を下回っています。 

 

 ②就労移行支援の利用者数 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

就労移行支援事業の利用

者数 
人 11 13 15 20 75.0％ 

【状況】 

・ 平成３０年度は１３名、平成３１年度は１５名で、目標値を下回っていますが、利用 

者は増加傾向にあります。 
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 ③就労支援事業所ごとの就労移行率 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

就労移行率が３割以上の

就労移行事業所の数 
箇所 0 0 0 1 0％ 

【参考】就労移行支援事業

所の利用者数（うち市内事

業所利用者数） 

人 
11 

(4) 

13 

(4) 

15 

(6) 
20 － 

【状況】 

・ 市内にあった就労移行支援事業所が、令和元年１０月１日時点で事業を廃止したた 

め、市内事業所は０か所となっています。 

・ 利用者は、平成３０年度は４人、平成３１年度は 6 人おりましたが、一般就労に移 

行した方はおりませんでした。 

 

④就労定着支援による職場定着率 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

就労定着支援事業による

支援を開始した時点から

１年後の職場定着率 

％ － － 67 80 84％ 

【参考】就労定着支援事業

利用者数 
人 － 3 3 2 － 

【状況】 

・ 平成３０年度に新たに創設されたサービスです。 

・ 就労定着支援事業を利用した方は３名おり、うち支援開始１年後も仕事を続けてい 

る方が２名おりました。 
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(5)障害児支援の提供体制の整備等 

①児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

児童発達支援センター

を１箇所以上設置する 
箇所 1 1 1 1 100％ 

保育所等訪問支援を利

用できる体制を構築す

る 

箇所 1 1 1 1 100％ 

【状況】 

・ 平成２７年４月から児童発達支援センター「太陽の家」を設置し、地域の療育支援 

の拠点として地域支援体制を整えています。 

また、児童発達支援センターの事業として保育所等訪問支援を行っています。 

 

②主に重症心身障害児を支援する事業所 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

重症心身障害児を支援

する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサ

ービス事業所を各市町

村または圏域に１箇所

確保する 

箇所 1 1 1 1 100％ 

【状況】 

・ 近隣地域に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス 

事業所が１か所設置されています。 
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 ③医療的ケア児支援 

項目 単位 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30年度 

実績 

平成 

31年度 

実績 

令和 

2年度 

目標値 

平成 

31年度 

進捗率 

保健、医療、障害福祉、保

育、教育等の関係機関が連

携を図るための協議の場

を設ける 

－ 設置 設置 設置 設置 100％ 

関連分野の支援を調整す

るコーディネーターとし

て養成された相談支援専

門員等の各市町村へ配置

する 

－ 未配置 未配置 未配置 配置 0％ 

【状況】 

・ 児童の発達に関する支援について、児童発達支援センターが中心となって、保健、 

福祉、教育等の関係機関と連携して重層的な支援体制を構築しています。組識的に 

取り組むために本市では「発達支援会議」を設置し、関係機関の連携のもとに一貫 

した支援を行える体制を整備しています。 

・ 医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整 

 するコーディネーターとして養成された職員を、太陽の家の相談支援専門員として 

配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

２ 障害福祉サービスの利用状況 

(1）障害福祉サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 2 年度見込量については、第 5 期計画で設定した見込値を記載しています。実績値については、各年度の

末月（３月提供分）における月間の利用実績となっています。ただし、令和２年度については、令和２年６月末  

の利用実績となっています。） 

 

H30 H31 R2 H30 H31 R2

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

人/月 67 69 71 55 67 62

日/月 1,206 1,242 1,278 1,139 1,285 1,197

人/月 0 0 0 0 0 0

日/月 0 0 0 0 0 0

人/月 3 3 3 5 3 2

日/月 42 42 42 141 52 58

人/月 17 19 20 13 15 11

日/月 255 285 300 216 210 156

人/月 60 62 64 30 28 29

日/月 1,200 1,240 1,280 606 577 563

人/月 126 131 136 121 132 130

日/月 2,394 2,489 2,584 2,176 2,370 2,403

人/月 4 4 4 3 3 2

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援(Ａ型雇用型)

就労継続支援(Ｂ型非雇用型)

就労定着支援

1,214 1,268

生活介護

51 50

時間/月 1,008 1,148 1,288 1,346

サービス種別 単位
見込量（Ａ) 実績値（Ｂ）

人/月 72 82 92 43
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・訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、重度障害者等包括支援）について

は、利用人数が見込んだ人数より大幅に下回ってい

ます。その実績に対して、利用量は見込みより上回

っているもしくは見込み相当であり、利用者１人あ

たりの利用量が増えていることが考えられます。重

度の障害のある方に生活全般の手厚い介護サービス

を提供することで、在宅生活を継続することがで

き、地域で生活ができることにつながっていると考

えられます。 

【障害福祉サービスの利用状況について】 

・自立訓練（生活訓練）は、平成３０年度は利用人

数、利用日数ともに増加し、見込み量を上回ってい

ますが、その後は見込量に近い実績で推移していま

す。精神障害のある方の利用に増加傾向が見られま

す。住み慣れた地域で自立して生活していくことを

目的として利用する方が増えてます。 

・就労継続支援については、Ａ型の利用人数、利用

日数ともに見込みより大幅に下回っています。市

内・近隣地域のＡ型事業所が閉鎖したことや、事業

所数が少ないことが要因の一部と考えられます。一

方で、市内・近隣地域では就労継続支援Ｂ型事業所

が増え、作業内容は多様化しており、利用者の能

力、適性に応じた事業所を選択できることで、Ａ型

からＢ型へ移行している利用者もみられます。就労

継続支援Ｂ型は、障害や体調に合わせて無理なく自

分のペースで働くことができ、一般就労やＡ型に移

行する前にＢ型で就労に慣れるという段階を踏むこ

とができることから、Ａ型に比べＢ型の利用者が増

えている現状もあります。 

H30 H31 R2

▲ 18% ▲ 3% ▲ 13%

▲ 6% 3% ▲ 6%

 -  -  -

 -  -  -

67% 0% ▲ 33%

236% 24% 38%

▲ 24% ▲ 21% ▲ 45%

▲ 15% ▲ 26% ▲ 48%

▲ 50% ▲ 55% ▲ 55%

▲ 50% ▲ 53% ▲ 56%

▲ 4% 1% ▲ 4%

▲ 9% ▲ 5% ▲ 7%

▲ 25% ▲ 25% ▲ 50%

34% 6% ▲ 2%

▲ 40% ▲ 38% ▲ 46%

（Ｂ-Ａ）/Ａ
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（令和 2 年度見込量については、第 5 期計画で設定した見込値を記載しています。実績値については、各年度の

末月（３月提供分）における月間の利用実績となっています。ただし、令和２年度については、令和２年６月末 

の利用実績となっています。）  

H30 H31 R2 H30 H31 R2

人/月 3 3 4 6 6 6

人/月 52 54 56 46 36 32

日/月 260 270 280 218 159 165

自立生活援助 人/月 0 0 1 0 0 0

共同生活援助 人/月 74 81 88 53 56 57

施設入所支援 人/月 33 32 32 29 32 32

計画相談支援 人/月 71 78 85 91 90 91

地域移行支援 人/月 0 1 1 0 0 0

地域定着支援 人/月 0 1 1 0 0 0

単位
見込量（Ａ) 実績値（Ｂ）

療養介護

短期入所

サービス種別
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【障害福祉サービスの利用状況について】 

・療養介護の利用者数は、見込みを上回っていま

す。医療と常時介護を必要とし、医療機関に入院

して介護や日常生活の世話などを受ける方が増加

しています。 

・短期入所については、利用人数・利用日数が減

少し、見込みより下回っています。平成３１年度

は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響

で事業所自体が休業したり、利用者が利用を控え

たことで実績利用人数・日数ともに減っていま

す。児童の利用については、サービス利用につい

ての周知が進み、利用者が増えている傾向があり

ます。 

・共同生活援助の利用人数は見込みより大幅に下

回っています。以前は、利用できるグループホー

ム事業所が少ないことで、利用につながりにくい

状況がありましたが、新たな事業所が増えたこと

で待機している利用者は減り、充足に向かってい

ると考えられます。 

・地域移行支援、地域定着支援は、平成３０年度

から新たに創設されたサービスです。 

H30 H31 R2

100% 100% 50%

▲ 12% ▲ 33% ▲ 43%

▲ 16% ▲ 41% ▲ 41%

 -  -  -

▲ 28% ▲ 31% ▲ 35%

▲ 12% 0% 0%

28% 15% 7%

 -  -  -

 -  -  -

（Ｂ-Ａ）/Ａ
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３ 障害児のサービスの利用状況 

 

（令和 2 年度見込量については、第 5 期計画で設定した見込値を記載しています。実績値については、各年度の末月

（３月提供分）における月間の利用実績となっていますが、令和２年度については、令和２年６月末の利用実績と

なっています。児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、親子療育教室の実利用者数は年間での

利用実績となっています。保育所等訪問支援については各年度の末月では利用者が少なくなるため、年間での利用

日数実績となっています。） 

 

 

 

 

 

H30 H31 R2 H30 H31 R2

実利用者数/年 53 60 67 36 32 33

日/月 842 897 952 546 506 500

人/月 0 0 0 0 0 0

日/月 0 0 0 0 0 0

実利用者数/年 100 113 113 104 111 95

日/月 700 791 791 1,058 938 1,010

実利用者数/年 12 14 16 8 10 2

日/年 24 28 32 31 33 15

人/月 0 1 1 0 0 0

日/月 0 5 5 0 0 0

人/月 43 51 59 34 41 46

実利用者数/年 17 17 17 18 19 22

日/月
（平均）

68 68 68 46 57 55

障害児相談支援

親子療育教室

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

サービス種別 単位
見込量（Ａ) 実績値（Ｂ）
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【障害児福祉サービスの利用状況について】 

児童発達支援の利用人数、利用日数ともに見込み

より下回っています。「太陽の家」以外の児童発達

支援事業所を利用する児童が見込んでいた人数より

少なかったことによるものです。支援が必要な児童

が減っているわけではなく、巡回相談や個別の療育

相談など、地域の保育所、幼稚園等の保育に対する

支援を継続していることで、障害児の受け入れが積

極的になっていることも要因の一つと考えます。 

放課後等デイサービスについては、利用人数は見

込みに近い数値で推移していることに対して、利用

日数については見込みを大幅に上回っており、一人

あたりの利用日数が増えている状況があります。近

隣地域で事業所が増加していることに伴い、利用人

数・利用日数は増加傾向が続くと考えられます。平

成３１年度の利用実績は新型コロナウイルス感染症

の拡大による影響で利用者が利用を控えたことによ

り利用日数が減っています。 

H30 H31 R2

▲ 32% ▲ 47% ▲ 51%

▲ 35% ▲ 44% ▲ 47%

－ － －

－ － －

4% ▲ 2% ▲ 16%

51% 19% 28%

▲ 33% ▲ 29% ▲ 88%

29% 18% ▲ 53%

－ ▲ 100% ▲ 100%

－ ▲ 100% ▲ 100%

▲ 21% ▲ 20% ▲ 22%

6% 12% 29%

▲ 32% ▲ 16% ▲ 19%

（Ｂ-Ａ）/Ａ
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４ 地域生活支援事業の利用状況 

 

H30 H31 R2 H30 H31 R2

実施の有無 有 有 有 有 有 有

実施の有無 有 有 有 有 有 有

相談支援事業

障害者相談支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有

基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 有 有 有

市町村相談支援機
能強化事業

実施の有無 有 有 有 有 有 有

住宅入居等支援事
業

実施の有無 有 有 有 有 有 有

実利用者数/年 0 0 0 1 1 1

実施の有無 有 有 有 有 有 有

手話通訳者
 設置数

1 1 1 1 1 1

実利用者数/年 8 8 8 11 8 8

意思疎通支援事業
（コミュニケーション支援事業）

理解促進研修・啓発事業

自発的活動支援事業

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度法人支援事業

項目 単位
見込量（Ａ) 実績値（Ｂ）
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理解促進研修・啓発事業では、心の健康、障

害のある人への理解、障害者虐待、ゲートキー

パー等の内容について、市民等の理解を高める

ため、出前講座を行っています。 

H30 H31 R2

達成 達成 達成

達成 達成 達成

達成 達成 達成

達成 達成 達成

達成 達成 達成

達成 達成 達成

100% 100% 100%

達成 達成 達成

0% 0% 0%

38% 0% 0%

（Ｂ-Ａ）/Ａ

【地域生活支援事業の利用状況について】 
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H30 H31 R2 H30 H31 R2

日常生活用具給付等事業

介護訓練支援用具 件数/年 4 4 4 1 2 2

自立生活支援用具 件数/年 8 9 10 8 10 10

在宅療養等支援用具 件数/年 11 11 11 21 13 13

情報・意志疎通支援用具 件数/年 10 11 12 6 9 9

排泄管理支援用具 件数/年 1,277 1,324 1,371 1,292 1,437 1,437

居宅生活動作補助用具等 件数/年 1 1 1 0 1 1

実施の有無 有 有 有 有 有 有

実利用者数/年 17 18 19 14 14 14

延べ利用時間/年 578 612 646 699 578 578

実施箇所数 1 1 1 1 1 1

実利用者数/年 60 60 60 35 33 33

実利用者数/年 2 2 2 2 3 3

実利用者数/年 3 3 3 0 1 1

実施の有無 有 有 有 有 有 有

給付件数/年 4 4 4 3 2 2

声の広報等事業

自動車運転免許取得・自動車改造助成

事業

手話奉仕員養成研修事業

移動支援事業

地域活動支援センター事業

訪問入浴サービス事業

日中一時支援事業

項目 単位
見込量（Ａ) 実績値（Ｂ）
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【地域生活支援事業の利用状況について】 

訪問入浴サービス事業については、利用者数の実

績が見込みより上回っています。自宅浴室での入浴

が難しい方、入浴支援のある施設に通所できない方

が増えたことが要因です。 

日中一時支援事業については、利用者数が見込み

より大幅に下回っています。放課後等デイサービス

など、障害児福祉サービスの利用によって、必要な

支援を提供することができていることが要因である

考えられます。 

地域活動支援センター事業については、平成２９

年度まで利用登録者数を計上していましたが、平成

３０年度からは実利用者人数を計上しており、実績

値が少なくなっています。地域活動支援センターの

利用を経由して就労継続支援事業の利用につながる

方もおり、実利用者数に大きな変動はありません。 

H30 H31 R2

▲ 75% ▲ 50% ▲ 50%

0% 11% 0%

91% 18% 18%

▲ 40% ▲ 18% ▲ 25%

1% 9% 5%

▲ 100% 0% 0%

達成 達成 達成

▲ 18% ▲ 22% ▲ 26%

21% ▲ 6% ▲ 11%

0% 0% 0%

▲ 42% ▲ 45% ▲ 45%

0% 50% 50%

▲ 100% ▲ 67% ▲ 67%

達成 達成 達成

▲ 25% ▲ 50% ▲ 50%

（Ｂ-Ａ）/Ａ
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第 3 章 障害福祉サービスの目標及び見込量 
 

1 障害福祉サービスに関する目標 

 本計画では、国の「基本指針」及び宮城県の策定方針に基づき、令和 5 年度を目標年

度とする成果目標を設定します。また、成果目標を達成するために必要なサービスの見込

量等を活動指標として設定します。 

 

成果目標１  施設入所者の地域生活への移行 

 

地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している方のうち、今後、自立

訓練事業等を利用し、グループホームや一般住宅等に移行する方の数を見込み、その

上で令和5年度末における地域生活に移行する方の目標値を設定します。 

本市においては、国の基本指針を踏まえ、地域生活に移行する方の人数を5名、施設

入所者の減少数を1人と設定します。 

 

【国の基本指針】 

平成 31 年度末時点の施設入所者数の 6％以上が地域生活へ移行することとするとと

もに、これに合わせて令和 5 年度末の施設入所者数を平成 31 年度末時点の施設入所者

数から 1.6％以上削減すること。 

 

【目標値の設定】 

項目 
目標値 

（令和5年度） 

考え方 

令和5年度末の 

地域生活移行者数 

（累計） 

5人 

平成31年度末時点の施設入所者数（32人）

を基準値とし、6％である2人と第５期障

害福祉計画の未達成人数3人を追加し地域

生活移行者数として設定する。 

令和5年度末の 

削減見込者数 
1人 

平成31年度末時点の施設入所者数（32人）

を基準値とし、1.6％である1人を施設入所

者の削減数として設定する。 
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成果目標２  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよ

う、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するために宮城東部自立

支援協議会で設置した、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療

機関、その他の医療機関、地域援助事業者、近隣市町などとの重層的な連携による支援

体制を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国の基本指針】 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、成果目標を

次のとおり設定する。 

・ 精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を３１

６日以上とすることを基本とする。 

・ 令和５年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（65 歳以上、６５歳

未満）の目標値を国が提示する推計式を用いて設定する。 

・ 令和５年度末における入院３ヶ月後時点、入院後６ヶ月時点及び入院後１年時点

の退院率の目標値をそれぞれ 69％以上８６％以上及び９２％以上として設定する

ことを基本とする。 

 

 

【目標値の設定】 

目標値の設定は国の基本指針に即して、県のみでの設定となります。 

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１２３号）抜粋 

 

（定義） 

第５条  

この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は

その依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。 
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保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置

【活動指標】 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 

協議の場の開催回数 ※１ 3回 3回 3回 

協議の場への関係者の参加数 ※２ 16人 16人 16人 

協議の場における目標設定及び評価の実施回数 

※3 
1回 1回 1回 

 

精神障害者における障害福祉サービス種別の利用

【活動指標】 ※4 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 

地域移行支援利用者数 1人 1人 1人 

地域定着支援利用者数 1人 1人 1人 

共同生活援助利用者数 14人 14人 14人 

自立生活援助利用者数 1人 1人 1人 

 

 活動指標算出の考え方 

  ※1…宮城東部自立支援協議会における協議の場の開催回数 

  ※2…構成2市3町行政職員11人、保健所2人、医療機関1人、地域拠点セン 

ター職員2人（内１人は相談支援事業所相談支援員） 

※3…地域の課題を解決するための目標を設定し、進捗状況や目標達成状況を 

確認し、評価する回数 

※4…各年度ごとの各サービス見込量のうち精神障害者の人数 

 

地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助については、地域の相談支援事業所

や、宮城東部地域自立支援協議会等を通じて、必要な支援の内容や利用者のニーズ

の把握に努めるとともに、サービス提供の担い手を確保するよう努め、関係機関と

の連携を図り、提供体制の整備を進めます。 
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成果目標３  地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

地域生活支援拠点とは、障害のある人の重度化、高齢化や「親なき後」を見据え、

障害のある人の自立支援の観点から、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの

自立を希望するものに対する支援を進めるために、次の機能を集約した拠点のこと

をいいます。 

・地域生活への移行、親元からの自立に係る相談 

 ・一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供 

 ・短期入所の緊急時における受入体制の確保 

 ・人材の確保・養成・連携等による専門性の確保 

 ・サービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくり 

本市では、これらの機能を持つ地域拠点センター「ふきのとう」を宮城東部地域の

2市3町共同で設置しており、今後も障害のある人の地域での暮らしを支えるための

機能強化を進めるため、既存の資源をつなぐ面的整備や、医療的ケアが必要な障害者

（児）の支援体制の構築等について検討・協議をしていきます。 

 

【国の基本指針】 

 障害者の地域での生活を支援する拠点を、令和 5 年度末までに各市町村又は各圏域

に 1 つ以上の地域生活支援拠点を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運

用状況を検証、検討することを基本とする。 

 

地域生活支援拠点等の整備【目標値】 

各市町村又は各圏域に少なくとも１つ整備する ※１ 整備済み 

                                     

地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数 

【目標値】 

年１回以上運用状況を検証、検討する（新規） ※2 各年2回実施 

 見込量算出の考え方 

 ※１…平成 29 年度に、宮城東部地域の 2 市 3 町共同で地域拠点センター「ふき 

のとう」を設置しています。 

 ※２…拠点等整備プロジェクト会議を各年 2 回実施し、地域生活支援拠点等が有

する機能の充実に向けた検証及び検討をしていきます。 
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成果目標４  福祉施設から一般就労への移行等 

 

①  一般就労への移行者数 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、一般就労に移行する方の目

標値を設定します。 

国の基本指針を踏まえ、令和 5 年度末における一般就労への移行者数の目標値を 14

人と設定します。 

また、就労移行支援利用者については 14 人、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ

型についてはそれぞれ 1 人と設定します。 

 

【国の基本指針】 

福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和5年度中に一般就 

労に移行する者の目標値を設定する。 

目標値の設定に当たっては、平成31年度の一般就労へ移行の実績の１．27倍以上と

することを基本とする。そのうち、就労移行支援については、一般就労への移行におけ

る重要な役割を踏まえ、引き続き現状の利用者数を確保するとともに、移行率の上昇を

見込み1．3倍以上の移行実績を達成することを基本とする。また、就労継続支援Ａ型及

び就労継続支援Ｂ型については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機

会の提供、就労に向けた訓練等を実施するものであることから、その事業目的に照ら

し、それぞれ1.26倍以上、1.23倍以上を目指すこととする。 

  



88 

 

一般就労への移行者数

【目標値】 

基準値 

（平成31年度） 

目標値 

（令和5年度） 
考え方 

一般就労移行者目標数 

8人 14人 

平成31年度末時点の一般就労

移行者（8人）の１．27倍であ

る11人と第５期計画の未達成

人数３人を追加し一般就労移行

者目標値として設定する。 

就労移行支援利用者の一

般就労移行者数 

8人 14人 

平成31年度末時点の就労移行

支援利用一般就労移行者（8人）

の１．30倍である10人と第５

期計画の未達成人数4人を追加

し一般就労移行者目標値として

設定する。 

就労継続支援Ａ型利用 

者の一般就労移行者数 

（新規） 

 

0人 1人 

平成31年度末時点の就労継続

支援Ａ型利用一般就労移行者は

0人である。１．26倍であり、

1人を一般就労移行者目標値と

して設定する。 

就労継続支援Ｂ型利用 

者の一般就労移行者数 

（新規） 

 

0人 1人 

平成31年度末時点の就労継続

支援Ｂ型利用一般就労移行者は

0人である。１．23倍であり、

1人を一般就労移行者目標値と

して設定する。 
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②  就労定着支援の利用者数 

国の指針を踏まえて、令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移

行する者のうち、７割が就労定着支援事業を利用することを基本とします。 

また、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労

定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることを基本とします。 

 

【国の基本指針】 

 就労定着支援事業の利用者数については、令和 5 年度末における就労移行支援事業等

を通じて一般就労に移行する者のうち、７割が就労定着支援事業を利用することを基本

とする。また、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のう

ち、就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

就労定着支援の利用者数

【目標値】 

基準値 

（平成31年度） 

目標値 

（令和5年度） 
考え方 

就労移行支援事業等を通じて

一般就労に移行する者のうち

就労定着支援事業を利用する

人数が７割以上の人数（新規） 

8人 6人 

平成31年度末時点の一般就

労移行者数（8人）の7割であ

る6人を就労定着支援事業の

利用者数目標値として設定 

就労定着支援事業所のうち就

労定着率８割以上の事業所が

全体の７割以上（新規） 

    

市内に就労定着支援事業所が

現在ないため目標設定ができ

ない 
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成果目標５  障害児支援の提供体制の整備等 

 

①  児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

本市では、平成２７年 4 月から児童発達支援センター「太陽の家」を設置し、地域の

療育支援の拠点として地域支援体制を整えています。 

 また、児童発達支援センターの事業として保育所等訪問支援をおこない、障害や発達

に課題のある児童の地域社会への参加・包容の推進に努めています。 

今後は、療育体制の充実とあわせて、成長しライフステージが変わっても、適切な支

援が切れ目なく行われるように、地域の関係機関との連携を強化し、地域療育支援の拠

点としての機能強化に努めます。 

 

 【国の基本指針】 

 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すた 

め、令和５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なく 

とも１か所以上設置することを基本とする。 

 地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、各市町村又は 

各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどに 

より、令和 5 年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用 

できる体制を構築することを基本とする。 

 

児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実【目標値】 

児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１

か所以上設置する 

児童発達支援センター「太陽の

家」設置済み 

全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用

できる体制を構築する 

児童発達支援センター「太陽の

家」にて構築済み 

 

②  主に重症心身障害児を支援する事業所 

医療的ニーズの高い重症心身障害児は、一般の障害児通所施設で支援を受けることが難

しい状況にあります。身近な地域で支援が受けられる環境の整備が必要です。 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は

圏域に１か所設置されており、今後も利用者のニーズに応え、地域で必要な支援が受けら

れるよう、関係機関との連携やサービス提供の充実に努めます。 
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【国の基本指針】 

 令和 5 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び 

放課後等デイサービス事業所を各市町村または圏域に少なくとも 1 か所以上確保 

することを基本とする。 

 

主に重症心身障害児を支援する事業所【目標値】 

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービ

ス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上

確保する（圏域での設置も可） 

利府町に児童発達支援・放課後等

デイサービス事業所「つなぐ利

府」確保済み 

 

③  医療的ケア児支援 

 医療的ケア児について、身近な地域で心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保

育、教育等の各関連分野の支援が受けられるよう保健所、病院・診療所、訪問看護ステ

ーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、

学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通

の理解に基づき協同する総合的な支援体制を構築することが重要です。 

本市では、児童発達支援センター「太陽の家」が中心となって、保健、福祉、教育等

の各分野と連携した支援体制を構築しています。 

今後は、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、市町村においては

関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置

を促進することが求められており、本市では、令和３年度から児童発達支援センター

「太陽の家」に配置していきます。 
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【国の基本指針】 

令和５年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医 

療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける 

とともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を基本とする。 

 

 

医療的ケア児支援【活動指標】 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

医療的ケア児等に関するコーディネーター

の配置人数（新規） 

 

1人 

 

1人 

 

1人 

 

  

医療的ケア児支援【目標値】 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議

の場を設置する 

発達支援会議にて関係機関との協

議の場を設置済み 

令和5年度末までに、医療的ケア児等に関

するコーディネーターを配置する（新規） 

配置する 



93 

 

成果目標 6  相談支援体制の充実・強化等 

 

障害の重度化・高齢化及び医療ケアが必要な方の地域生活支援に対応するサービス利

用については、地域の限られた資源の中で障害福祉サービスを利用するためのコーディ

ネート機能や、地域生活を支えていくために福祉分野以外の関係機関とも連携をするよ

うなネットワークの構築が求められています。 

本市では、宮城東部地域の 2 市 3 町で設置した地域拠点センターにおける基幹相談 

支援センター機能により、障害のある人が、地域において自立した社会生活が送れるよ

う、地域の相談支援体制の強化に向けた取り組みを行っています。 

 

【国の基本指針】 

 令和 5 年度末までに、市町村又は圏域において、相談支援体制の充実・強化等 

に向けた取組の実施体制を確保する。 

  

相談支援体制の充実・強化に向けた体制確保【目標値】 

各市町村又は各圏域において相談支援体制の

充実・強化に向けた体制を確保する（新規） 

確保済み 

（基幹相談支援センターの設置） 

 

相談支援体制の充実・強化のための取組【活動指標】 

障害の種別や各種のニーズに対応できる総合

的・専門的な相談支援を実施する（新規） 

確保済み 

（基幹相談支援センターの設置） 

 

地域の相談支援体制の強化【活動指標】 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による

専門的な指導・助言件数（新規） 

18回 18回 18回 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数

（新規） 

18回 18回 18回 

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回

数（新規） 

18回 18回 18回 

 見込量算出の考え方 

 宮城東部自立支援協議会での相談支援部会を月に１回、市内相談支援事業所と本市 

との勉強会を２か月に1回開催する。 
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成果目標７  障害福祉サービスの質を向上させる取組に係る体制構築 

 

障害者総合支援法の具体的内容の理解を促進する観点から、都道府県が実施する研修

への積極的な参加を図っていきます。 

また、障害者自立支援審査支払等システムによる審査において、事業所の請求の過誤

を無くすことは市町村の事務負担軽減につながるため、システムの審査結果について分

析してその結果を事業所等と共有する機会を作ります。 

 

【国の基本指針】 

  令和 5 年度末までに、都道府県や市町村において、サービスの質の向上を図 

るための取組に係る体制を構築する。 

 

サービスの質の向上を図るための体制構築【目標値】 

令和5年度末までに、各市町村において、サービスの質

の向上を図るための体制を構築する（新規） 

体制を構築する 

 目標値の考え方 

 都道府県が実施する研修への積極的な参加を図ったり、障害者自立支援審査支払等

システムによる審査結果について分析してその結果を事業所等と共有する機会を作り

ます。 

 

障害福祉サービスの質を向上させるための

取組【活動指標】 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研

修等への市町村職員の参加（希望）人数 

（新規） 

4人 

 

4人 

 

4人 

 

障害者自立支援審査支払等システムによる

審査結果の共有回数（新規） 

12回 

 

12回 

 

12回 

 

 見込量算出の考え方 

障害福祉サービス等に係る研修等への市町村職員の参加（希望）人数は、障害福祉

サービス等事務に係る担当職員人数です。 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有回数は月１回実施してい

きます。 
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2 障害福祉サービス等の活動指標（見込量） 

(1) 障害福祉サービスの見込量 

成果目標を達成するため、令和3年度から令和5年度までの各年度における障害福

祉サービス等の種類ごとの見込量を定めて、本市におけるサービス提供体制の計画

的な整備を図ります。 

障害福祉サービス等の量を見込むにあたっての基本的な考え方は、過去のサービ

ス利用実績の変化率の平均を用いてサービス見込量を算出することとしています。

利用実績は、各年度末月（３月）利用分の実績としています。 

（令和２年度については実績見込値としています。） 

 

①  訪問系サービス 

サービス名 サービス内容 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、部屋の掃除、洗濯等

を行います。通院の付き添いも行います。 

重度訪問介護 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害

により、常時介護を必要とする障害のある人が対象。自宅

での入浴、排せつ、食事の介護等から外出時の移動中の介

護を総合的に行います。 

同行援護 視覚障害があり、移動が困難な人が対象。外出に同行して

移動を支援するとともに外出先において必要な視覚的情報

の支援（代筆・代読を含む）や必要な排せつ、食事の介護

等を行います。 

行動援護 行動上著しい困難がある人で常時介護を必要とする障害の

ある人が対象。行動の際に生じる危険回避のための援護や

外出時の支援を行います。 

重度障害者等包括支援 常時介護を必要とする障害のある人で介護の必要の程度が

著しく高い人が対象。居宅介護をはじめとする福祉サービ

スを包括的に組み合わせて支援を行います。 
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【サービスの見込量】 

サービス種別 
単  

位 

利用実績（第５期） 見込量（第６期） 

Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

訪問系サービス 
人/月 52 51 55 57 58 61 

  居宅介護 

  重度訪問介護 

  同行援護 

  行動援護 

  重度障害者等包括支援 

時間/月 1,346 1,214 1,268 1,439 1,649 1,900 

 

  日中活動を支援するサービス 

サービス名 サービス内容 

生活介護 常時介護が必要な障害のある人で、障害支援区分 3（あわせて施設

入所支援を利用する場合は区分４）以上、または年齢が 50 歳以上

で、障害支援区分 2（あわせて施設入所支援を利用する場合は区分

３）以上の人が対象。主に昼間に、事業所において食事、入浴、排

せつ等の介護を行います。また、生産活動や創作活動等の場も提供

します。 

自立訓練 <機能訓練> 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため支

援が必要な身体障害者等が対象。自立した日常生活や社会生活を営

むことができるよう、定められた期間、事業所への通所、利用者の

自宅への訪問等を組み合わせて、身体機能や生活能力向上のために

必要な訓練を行います。 

<生活訓練> 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のための支援が必要

な知的障害者、精神障害者等が対象。自立した日常生活または社会

生活ができるよう、定められた期間、食事や家事等、日常生活能力

向上のために必要な訓練等を行います。 

就労移行支援 一般就労等を希望し、企業等への雇用または在宅就労等が見込まれ

る 65 歳未満の障害のある人が対象。定められた期間事業所におけ

る作業や企業における実習、適性にあった職場探しや就労後の職場

定着のための支援等、就労・定着のために必要な訓練、指導等のサ

ービスを提供します。 



97 

 

就労継続支援 

（Ａ 型 雇 用 型 ） 

事業所内において雇用契約に基づいた就労の場が提供され、一般就

労に向けて必要となる知識・能力を向上させるための訓練を行いま

す。 

就労継続支援 

（ Ｂ 型 非 雇用 型 ） 

企業等や就労継続支援（Ａ型雇用型）での就労経験があって、年齢

や体力の面で雇用されることが困難となった障害のある人、就労移

行支援事業を利用したが企業等や就労継続支援Ａ型の雇用に結びつ

かなかった障害のある人が対象。雇用契約は締結しないで、就労

の機会や生産活動の場、就労への移行に向けた支援等を行います。 

就労定着支援 就労に伴う生活面の課題に対応するため、相談を通じて生活面の課

題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴

う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 

療養介護 医療を必要とする障害のある人で常時介護を必要とする人が対

象。主に昼は病院その他施設等で行われる機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活上のサービスを行います。 

短期入所 自宅で介護する人が病気になった時や、体や心の休息が必要になっ

た時等に、事業所へ短期間の入所を必要とする障害のある人が対

象。宿泊に伴う入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行います。 
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【サービスの見込量】 

サービス種別 単 位 

利用実績（第５期） 見込量（第６期） 

Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

生活介護 
人/月 55 67 62 66 70 74 

日/月 1,139 1,285 1,197 1,227 1,258 1,290 

自立訓練(機能訓練) 
人/月 0 0 0 0 0 0 

日/月 0 0 0 0 0 0 

自立訓練(生活訓練) 
人/月 5 3 2 2 2 2 

日/月 141 52 58 58 58 58 

就労移行支援 
人/月 13 15 11 12 13 14 

日/月 216 210 156 168 182 196 

就労継続支援 

(Ａ型雇用型) 

人/月 30 28 29 29 29 29 

日/月 606 577 563 543 543 543 

就労継続支援 

(Ｂ型非雇用型) 

人/月 121 132 130 135 140 145 

日/月 2,176 2,370 2,403 2,525 2,654 2,789 

就労定着支援 人/月 3 3 2 2 2 2 

療養介護 人/月 6 6 6 6 6 6 

短期入所 
人/月 46 36 32 32 32 32 

日/月 218 159 165 165 165 165 

・ 自立訓練（生活訓練）、就労継続支援（Ａ型雇用型）、就労定着支援、短期入所に 

ついては、過去のサービス利用実績が減少傾向にありますが、今後は利用人数、利用 

日数共に減少はないと見込み、令和２年度の実績見込値と同数値で見込量を設定します。 

・ 就労移行支援については、過去のサービス利用実績が減少傾向にありますが、成果 

目標４において、就労移行利用者の一般就労移行の目標数を 14 人と設定しているこ 

とから、同数値を見込量として設定します。 
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②  居住に関するサービス 

サービス名 サービス内容 

自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行

を希望する知的障害者や精神障害者等について、本人の意思

を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、

定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害のある人の理解

力、生活力を補う観点から、適時のタイミングで必要な助言

や関係機関との連絡調整を行います。 

共同生活援助 地域において自立した日常生活を営む上で相談等の支援が必

要な人、または食事や入浴等の介護等を必要とする人が対

象。家事や、日常生活における相談支援、関係機関との連絡

調整、食事、入浴、排せつ等の介護等必要な支援を行いま

す。 

施設入所支援 自宅での生活が困難なため、施設に入所している人が対象。

食事、入浴、排せつ等の介護等の必要な支援を行います。 

 

【サービスの見込量】 

サービス種別 単  位 

利用実績（第５期） 見込量（第６期） 

Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

自立生活援助 人/月 0 0 0 1 1 1 

共同生活援助 人/月 53 56 57 59 61 64 

施設入所支援 人/月 29 32 32 32 32 31 

・ 自立生活援助については、過去のサービス量実績が０であり、変化率の平均で見込む 

と 0 となりますが、宮城東部地域自立支援協議会等を通じて、必要な支援の内容や利用

者のニーズの把握に努めるとともに、そのニーズに対応できるようサービス提供体制の確

保や施策の検討を行っていき、サービス利用へとつなげていくことを見込み、各年度１名

を見込量として設定します。 

・ 施設入所支援については、過去のサービス量実績が増加傾向にありますが、成果目標１ 

において、令和 5 年度における施設入所者削減数を 1 人と設定しており、令和３年、４

年度は令和 2 年度の実績見込みと同数値で見込量を設定し、令和 5 年度は令和 2 年度の実

績見込みより削減目標値の 1 人を削減した 31 人として設定します。 

 



100 

 

③  相談支援 

サービス名 サービス内容 

計画相談支援 障害福祉サービスの利用者に、サービス等利用計画書の作

成を行うサービスを提供します。 

地域移行支援 障害者支援施設、保護施設等に入所または精神病院に入院

している障害のある人を対象に、住居の確保、その他の地

域生活へ移行するための支援を行います。 

地域定着支援 地域移行支援で地域での生活を始めた人が、安心して生活

できるように常時の連絡体制を確保し、緊急時においても

必要な支援を行います。 

 

【サービスの見込量】 

サービス種別 単  位 
利用実績（第５期） 見込量（第６期） 

Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

計画相談支援 人/月 91 90 91 91 91 91 

地域移行支援 人/月 0 0 0 1 1 1 

地域定着支援 人/月 0 0 0 1 1 1 

・ 地域移行支援、地域定着支援については、成果目標２の活動指標の見込みにおい 

て各年度 1 人と設定しているため、同数値を見込量として設定します。 
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(2) 障害児福祉サービスの見込量 

これまでの実績等を踏まえて、令和3年度から令和5年度までの３か年における障

害児福祉サービスの見込量を定めて、本市におけるサービス提供体制の計画的な整

備を図ります。 

（令和２年度については実績見込値としています。） 

 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 知的発達に障害のある児童に、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の

支援を提供します。 

医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能に障害のある児童に、児童発

達支援及び治療を提供します。 

放課後等デイサービス 学齢期の障害児に、放課後や夏休み等において、生活能力

向上のための訓練等を継続的に提供します。 

保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等に通う障害のあ

る児童に、保育所等における集団生活の適応のための専門

的支援を提供します。 

居宅訪問型児童発達支援 外出困難な重度の障害児に、居宅を訪問し、日常生活にお

ける基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を提供

します。 

障害児相談支援 障害児通所支援の利用者に、サービス利用計画書の作成を

行うサービスを提供します。 

親子療育教室 親子での遊びや集団での経験をとおして、子どもたちの持

つ可能性を引き出し、社会で生活していくための基礎を培

うとともに、保護者が児童の成長に当たっての課題や適切

な療育について理解し、家庭でも児童と適切なり方ができ

るように助言や支援を行います。 
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【サービスの見込量】 

サービス種別 単  位 
利用実績（第５期） 見込量（第６期） 

Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

児童発達支援 
人/月 36 32 33 33 33 33 

日/月 546 506 500 500 500 500 

医療型児童発達支援 
人/月 0 0 0 0 0 0 

日/月 0 0 0 0 0 0 

放課後等デイサービス 
人/月 104 111 95 119 127 136 

日/月 1,058 938 1,010 1,091 1,178 1,272 

保育所等訪問支援 
人/年 8 10 8 8 8 8 

日/年 31 33 31 31 31 31 

居宅訪問型児童発達支援 
人/月 0 0 0 0 0 0 

日/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 34 41 46 54 62 72 

親子療育教室 
人/月 18 19 22 24 27 30 

日/月 46 57 55 60 66 72 

 

・ 児童発達支援は、過去のサービス利用実績が減少した年度もありますが、今後は、

利用人数、利用日数共に減少はないと見込み、令和２年度の実績見込値と同数値で見

込量を設定します。 

・ 放課後等デイサービスは、令和２年度の見込み人数において、新型コロナ感染症の影

響で利用者の人数が減っているため、平成３０年度から平成３１年度の実績に基づく伸

び率で見込量を算出しています。利用日数は平成３１年度が新型コロナ感染症の影響で

減っているため、今後は増加していく傾向であることを見込み、平成３１年度から令和

２年度の実績に基づく伸び率で見込量を算出しています。 

・ 保育所等訪問支援については、年度途中で目標を達成し、サービスを終了する利用者

が多く、年度末月の数値では正しい傾向をつかむことができない為、年間の利用人数と

利用日数を実績値、見込量の数値としています。過去のサービス量実績が減少した年度

もありますが、利用人数、利用日数共に減少はないと見込み令和２年度の実績見込値と

同数値で見込量を設定します。 
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(3) 発達障害者等による支援の見込量 

 国は、発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支

援が重要であることから、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や

方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレー

ニングなど発達障害者等及びその家族に対する支援体制を確保することとしています。 

 

事 項 内 容 

ペアレントトレーニングやペアレ

ントプログラム等の実施      

保護者が子どもとのより良いかかわり方を学びなが

ら、日常の子育ての困りごとを解消し、子どもの発

達促進や行動改善を目的としたプログラム（ペアレ

ントトレーニング）と、育児に不安がある保護者、

仲間関係を気付くことに困っている保護者などを、

地域の支援者が効果的に支援できるよう設定された

グループ・プログラム（ペアレントプログラム）を

実施します。 

ペアレントメンターの育成 発達障害のある子どもの子育てを経験した方に相談

支援に関する研修を実施し育成します。 

ピアサポート活動の支援 障害者等やその家族が互いの悩みを共有し、情報交

換のできる交流活動を支援します。 

 

 

発達障害者等に対する支援【支援の見込量】 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラ

ム等の支援プログラム等の受講者数（新規） 

 

15人 

 

15人 

 

15人 

ペアレントメンターの人数（新規） 0人 0人 0人 

ピアサポートの活動への参加人数（新規） 11人 11人 11人 

 

ペアレントメンターの人数については、県の事業を活用しながら、体制の確保に向けた

検討をしていきます。 
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(4) 地域生活支援事業の見込量 

地域生活支援事業は、障害のある人等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を実施することで障害の

ある人等の福祉の増進を図るとともに、すべての人が相互に人格と個性を尊重し安心

して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 

これまでの実績等を踏まえて、令和３年度から令和５年度までの３か年における地域

生活支援事業の見込量を定めて、本市におけるサービス提供体制の計画的な整備を図

ります。 

（令和２年度については実績見込値としています。） 

①  必須事業 

サービス名 サービス内容 

理解促進研修・啓発事

業 

障害のある人等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる

「社会的障壁」を除去するため、障害のある人等の理解を

深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強

化することにより、共生社会の実現を図ります。 

自発的活動支援事業 障害のある人等が自立した日常生活及び社会生活を営むこ

とができるよう、障害のある人やその家族、地域住民等に

よる自発的な取り組みを支援します。 

相談支援事業 障害のある人等やその家族からの相談に応じ、必要な情報

の提供等を行うとともに、地域の相談支援事業者等からの

相談に応じ、専門的な指導・助言、情報収集・提供などを

行います。 

成年後見制度利用支援

事業 

判断能力が十分でない障害のある人等が、障害福祉サービ

スの利用契約の締結等を適切に行えるよう、成年後見制度

の利用を支援することにより、これらの障害のある人の権

利擁護を図ります。 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことがで

きる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見

人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 
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意思疎通支援事業 聴覚・言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎

通を図ることに支障がある障害のある人に対して意思疎通

の円滑化を図るための手話通訳者や要約筆記者の派遣を行

います。 

日常生活用具給付等事

業 

障害のある人等に対して、日常生活や介護が容易になる日

常生活用具及び住宅改修費を給付することにより自立した

生活を促進します。 

手話奉仕員養成研修事

業 

意思疎通を図ることに支障がある障害者のある人等の自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、手話

で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を

習得した者を養成します。 

移動支援事業 地域における自立生活や社会参加を促進するため、屋外で

の移動が困難な障害のある人について、外出の際の移動支

援を行います。 

地域活動支援センター

事業 

地域活動支援センターにおいて、地域の実情等に応じ、利

用者に対して創作的活動や生産活動の機会を提供、社会と

の交流の促進等を図り、障害のある人等の地域における生

活支援を促進します。 
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【サービスの見込量】 

事 業 名 単  位 
利用実績（第５期） 見込量（第６期） 

Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

相談支援事業               

 障害者相談支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 有 有 有 

 市町村相談支援機能強化事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 実利用者数/年 1 1 1 1 1 1 

成年後見制度法人支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

意思疎通支援事業 

（コミュニケーション支援事業） 

手話通訳者 

設置者数/年 
1 1 1 1 1 1 

実利用者数/年 11 8 8 8 8 8 

日常生活用具給付等事業         

 介護訓練支援用具 件数/年 1 2 3 5 9 16 

 自立生活支援用具 件数/年 8 10 9 10 10 11 

 在宅療養等支援用具 件数/年 21 13 14 14 14 14 

 情報・意志疎通支援用具 件数/年 6 9 9 11 14 17 

 排泄管理支援用具 件数/年 1,292 1,437 1,657 1,877 2,125 2,407 

 居宅生活動作補助用具等 件数/年 0 1 1 1 1 1 

手話奉仕員養成研修事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

移動支援事業 
実利用者数/年 14 14 15 16 16 17 

延べ利用時間/年 699 578 536 672 672 714 

地域活動支援センター事業 
実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用者数/年 35 33 33 33 33 33 

・ 意志疎通支援事業（コミュニケーション支援事業）、日常生活用具給付等事業の在宅 

療養等支援用具、地域活動支援センター事業については、過去のサービス量実績が減少

傾向にありますが、平成31年度実績と令和2年度の実績見込みに大幅な変化がないこと

から、同数値で見込量を設定します。 
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・ 移動支援事業のサービスの見込み延べ利用時間については、過去のサービス量から 

1人が年間利用した時間数の平均を求め、その平均時間数を見込実利用者数に乗じた 

時間で設定します。 

 

② 任意事業 

サービス名 サービス内容 

訪問入浴サービス事業 重度の身体障害を有する人に対し、浴槽等の機械を搬

入することにより、居宅においての入浴サービスを提

供します。 

日中一時支援事業 障害のある人等の日中における活動の場を確保し、障

害のある人等の家族の就労支援及び障害のある人等を

日常的に介護している家族の一時的な休息の機会を確

保し、介護者の負担の軽減を図ります。 

声の広報等事業 視覚障害のある方に対して、「声の広報多賀城」を定

期的に提供することで、視覚障害者の社会参加を促進

します。 

自動車運転免許取得・自

動車改造費助成事業 

障害のある人の社会参加を促進するため、運転免許取

得費や自動車改造費の助成等の事業を行います。 

 

【サービスの見込量】 

  事 業 名 単  位 
利用実績（第５期） 見込量（第６期） 

Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

訪問入浴サービス事業 実利用者数/年 2 3 3 4 5 6 

日中一時支援事業 実利用者数/年 0 1 1 1 1 1 

声の広報等事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

自動車運転免許取得・ 

自動車改造助成事業 
給付件数/年 3 2 2 2 2 2 

・ 自動車運転免許取得・自動車改造助成事業については、過去のサービス量実績が減 

少傾向にありますが、平成31年度実績と令和2年度の実績見込みに変化がないことか 

ら同数値で見込量を設定します。 
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計画の推進に向けて 
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1  計画の評価と進行管理 

障害福祉計画の推進にあたっては、各事業の各年度における推進状況を把握し、事 

業の評価や新たな課題への対応を図っていくことが重要です。 

毎年、計画の進捗状況についてＰＤＣＡサイクルのプロセスによる分析・評価を行

い、必要があると認めるときは、障害者福祉計画の見直しや事業の再検討を行いなが

ら、計画を推進します。 

 

【PDCAサイクルとは】 

様々な分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用されているマネジメント手法で、

「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「改善（Action）」のプロセスを順に実施

していくものです。 

 

2  計画の推進に向けた取り組み 

(1) 市民、事業者の協働 

本計画の施策を実施するためには、行政だけでなく、障害のある人とその家族、市

民、事業者、関係機関、企業など地域が連携を図りながら、協働による取り組みを推進

します。 

(2) 宮城東部地域自立支援協議会における取り組み 

関係機関の関係機関とネットワークを強化し、障害のある人の新たなニーズや生活を

支援する上での地域課題の把握に努めてまいります。 

障害のある人やその家族、事業所、支援者が抱える課題、個別の課題から抽出された

地域課題の共有のみならず、困難事例への対応の在り方に対する協議・調整、本計画の

数値目標の達成に向けて具体的な協議等を行う場として、宮城東部地域自立支援協議会

の活動とも連動していきます。 

(3) 計画の普及・啓発 

本計画の推進に当たっては、広く市民に対して本計画の理解と参加・協力を得ること

が必要です。そのため、計画の市民への周知を図り、地域における自主的な活動を促進

していきます。
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資 料 編  

１ 計画策定の経過 

 

開催日 審議内容等 

令和 2 年５月 

    
現計画の評価 

７月 

 

計画策定委員会就任依頼 

（学術経験者、福祉関係団体、市民代表等） 

８月 
第１回多賀城市地域福祉計画等策定委員会 

（策定の方向性、計画スケジュール） 

９月 障害者福祉計画素案作成 

10 月 

 

第２回多賀城市地域福祉計画等策定委員会 

（障害者福祉計画素案提示、全体の構成と見込み量の確認） 

令和３年１月 
第３回多賀城市地域福祉計画等策定委員会 

（障害者福祉計画案提示） 

２月 

障害福祉団体からの意見聴取 

・多賀城市身体障害者福祉協会 

・多賀城市手をつなぐ育成会 

・多賀城市精神障害者家族会（さざんか会） 

３月 
第４回多賀城市地域福祉計画等策定委員会 

（障害者福祉計画最終案提示・概要版案の提示） 
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２ 多賀城市地域福祉計画等策定委員会設置要綱 
 

○多賀城市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（令和２年７月１６日 告示第 68 号）    

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき策定する多賀

城市地域福祉計画及び同計画を上位とする個別の計画（以下「地域福祉計画等」とい

う。）に関する事項について、幅広い意見を聴取するため、多賀城市地域福祉計画等策

定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項についての調査及び検討をし、その結果に関し意見等を述べ

る。 

(1) 地域福祉計画等の策定手順に関する事項 

(2) 地域福祉計画等の内容に関する事項 

(3) 前２号に揚げるもののほか、地域福祉計画等の策定のために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市民、学識経験者、保健・医療又は福祉に関する事業に従事する者のうち

から市長が委嘱する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出され

ていないときは、市長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を

聴き、又は説明を求めることができる。 

（報償金の支払） 

第６条 委員会の会議に出席した者（以下「出席者」という。）に対し、会議１回当たり

金７，８００円を支払うものとする。ただし、参加者から辞退の申し出があった場合

は、この限りでない。 

（庶務） 
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第７条 委員会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月１６日から施行する。  

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （多賀城市地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止） 

３ 多賀城市地域福祉計画策定委員会設置要綱（平成１８年多賀城市告示５８号）は廃止

する。 
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３ 障害者福祉計画策定委員会委員名簿 

 

（敬称略） 

氏    名 所属機関・団体・役職等 備 考 

増子 正 東北学院大学教養学部地域構想学科教授 委員長 

森 明人 
東北福祉大学総合マネジメント学部 

産業福祉マネジメント学科准教授 
副委員長 

菅野 昌彦 
社会福祉法人多賀城市社会福祉協議会 

事務局長 
 

白濱 宣子 多賀城市民生委員児童委員協議会 会長  

釣船 晴一 社会福祉法人ゆうゆう舎 理事長  

中鉢 義徳 社会福祉法人おひさまと月の里 理事長  

阿部 美貴子 有限会社ほたる 在宅支援なごみ 管理者  

佐藤 亨  高橋東二区町内会長  

阿部 勝子 多賀城市食生活改善推進員協議会会長  

伊藤 敏明 
大代地区コミュニティ推進協議会事務局長 

笠神西町内会長 
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