
*  は64ページからの第５章資料編 ４用語解説にあります。 

７ 

第２章 障がいのある人の現状と課題 
 

１ 伊達市の障がい者施策の歩み 

 

伊達市には障がい者とともに歩んできた40年以上の歴史が

あります。 

 

伊達市が本格的に障がい者と向き合うきっかけとなったの

は、昭和43年、全国に先駆けて北海道が知的障がい児（者）

の総合援護施設「太陽の園」を本市に開設したことに始まり

ます。 

「太陽の園」は、開設当初から「決して閉鎖的な施設にし

ない」をモットーに、様々な機会を捉えて地域に溶け込むよ

う努力してきました。比較的軽い障がいの人たちには働く場

を、また重い障がいの人たちにはショッピングやレストラン

の利用など、まちの人たちとふれあう機会を多くしてきまし

た。 

「障がいのある本人たちがまちに適応する」ことと同じよ

うに「まちの人たちが障がいのある人たちに慣れる」ことも

大切で、障がいのある人たちを包み込んだ「誰にもやさしい

地域づくり」を目指した伊達市としてのまちづくりが始まり

ました。 

 

施設に入所した多くの人たちが「一日も早く施設を出て地

域で暮らしたい」と願っています。こうした願いをかなえる

ため、昭和48年には施設から地域への中間施設として伊達市

立通勤センター「旭寮」が開設され、地域での暮らしの第一

歩を踏みだし、育成会や家族会が運営する地域共同作業所で

の作業訓練を経て一般企業での就労に結びつくケースも見ら

れるようになりました。 

 

その後、平成15年には社会福祉法人伊達コスモス21の通所

授産施設「ふみだす」や社会福祉法人タラプの通所授産施設
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「i-box」が開設され着実な歩みを見せています。 

また、同年には本市が運営主体となり、胆振西部を対象と

した広域的な取り組みとして「児童デイサービスセンターあ

いあいROOM」を開設しました。 

 

平成16年には社会福祉法人タラプが精神障がい者の「生活

訓練施設ちゅに」を開設し、地域社会に溶け込んでいくため

に必要な生活の場を提供すると共に、生活の指導を行なうこ

とによって社会復帰の促進を図っています。 

 

また、道立児童養護施設・有珠優健学園が社会福祉法人タ

ラプに平成17年４月に移管となり運営を始め、同年７月には

道内初の情緒障害児短期治療施設に変更となりました。同法

人は施設整備にも着手し、ミネルバ病院の隣接地に、新しい

情緒障害児短期治療施設と家族療法棟、体育館、グラウンド

を建設、伊達市が星の丘小中学校を建設し翌年４月に供用開

始・開校しました。 

 

平成17年12月には社会福祉法人伊達コスモス21が、どんな

に障がいが重くても誰もが住み慣れた地域で暮らしたいとい

う思いを受け止めるため、重度重複障がい者を受け入れるグ

ループホーム *「野ぶどう」を開設しました。 

 

さらに、平成18年には社会福祉法人陵雲厚生会の身体障害

者療護施設「伊達リハビリセンター」が開設されるなど身体

障がい者の面でも福祉の充実が図られてきています。 

 

また、北海道立「太陽の園」と伊達市立通勤センター「旭

寮」は、平成18年度より社会福祉法人北海道社会福祉事業団

に移譲され、新たな歩みを始めています。 

平成20年４月には、太陽の園の通所授産施設を障害者自立

支援法に基づく生活介護及び就労継続支援Ｂ型に移行し、平

成22年４月には、だて地域生活支援センターの知的障がい者

通勤寮「旭寮」が宿泊型の自立訓練（生活訓練）に移行しま

した。 
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 本市に事業所を構える「胆振日高障がい者就業・生活支援

センターすて～じ」は、就労を希望する障がいのある人又は

在職中の障がいのある人が抱えている不安や課題に応じて、

雇用及び福祉の関係機関との緊密な連携を図り、就業面や生

活面の一体的な支援サービスを提供するため、平成21年４月

から北海道より指定を受け事業を開始しています。 

また、「胆振圏域障がい者総合相談支援センターるぴなす」

は、障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、地域

づくりコーディネーター *３名を配置し、平成21年度より北海

道の広域相談支援体制整備事業としての委託を受けて、地域

の相談支援体制等の構築や施設入所者の地域生活への適切な

移行に向けた地域づくりに関する助言、調整等の広域的支援

を実施しています。 

  

さらに、平成22年には、社会福祉法人伊達コスモス21が「第

２ふみだす」を開設、平成23年６月には北海道社会福祉事業

団が「太陽の園」の施設改築を伴う施設整備事業に着手しま

した。 

 

一方、大滝区では、昭和40年代以降の過疎化進行を踏まえ

て、「福祉村構想」の実現に取り組んできました。 

 

昭和48年に開設された「北湯沢リハビリセンター」の更生

部は、温泉を利用した身体障がい者の入所更生施設として機

能訓練や社会復帰へ向けた支援に取り組んできました。平成

24年度からは、障害者支援施設（生活介護及び施設入所支援）

に移行し、機能訓練体制を維持しながら障がいのある人の生

活全般について支援するとともに、利用者の希望に添って地

域生活移行へ向けた支援を行っています。 

 

昭和49年には、社会福祉法人ビバランドが、知的障害者入

所更生施設「大滝学園」を開設し、入所した知的障がい者の

保護及び社会復帰を目標として、農作業を主とした作業訓練

及び生活訓練を行ってきました。平成23年４月からは、障害

者支援施設（生活介護及び施設入所支援）に移行し、重度知
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的障がい者の生活全般の介護や、生産活動及び創作的活動を

行っています。 

 

また、昭和51年に知的障害者入所更生施設である優徳荘が

開設し、現在35年余が経過して入所者の高齢化（平均年齢65

歳）に伴い、高齢者特有の疾病が多く、利用者の状態が日々

変化する中で多種多様な支援が必要とされている現状であり

ます。支援する側の専門性の確保や意識向上を図り、生活介

護支援を中心に療育的な支援や個々の生き甲斐にもなるよう

な趣味的な支援を継続し、個人に焦点をあてた個別の支援を

進めています。 

 

さらに、昭和63年には社会福祉法人わらしべ会の重度身体

障害者更生援護施設「大滝わらしべ園」が開設されました。

身体障がい者を中心に知的障がいや頭部外傷の比較的若年層

の方々と共に、乗馬やハンガリーの訓練法を取り入れた活動

を行い、利用者の生活を支援しています。また、札幌わらし

べ園と連携し、利用者の札幌への地域移行を支援、短期入所

希望者も受け入れています。そのほか札幌在住の障がい児を

大滝区に招いて療育（乗馬）キャンプなど、夏は森林浴、冬

は雪遊びを行い、自然豊かな大滝での活動を提供しています。 

 

住民が安心して住み続けられる「福祉村構想」を大きな柱

として取り組みを続けてきた大滝区では、地域の社会資源を

活用し、充実した福祉施設を基盤としながら「総合的な地域

福祉」を推進してきました。 

 

このように、伊達市の障がい者施策は着実にその歩みを進

めています。 

 

 

 

 

 

 



*  は64ページからの第５章資料編 ４用語解説にあります。 

１１ 

伊達市内の主な障がい者団体・施設等の歩み

これまでの歩み これまでの歩み

25 伊達身体障がい者福祉協会設立 伊達市立有珠中学校優健分校開校

33 胆振ろうあ福祉協会設立 さわやかともの会設立

43 北海道立太陽の園開設 12 ハッピーサークル設立

46 伊達市手をつなぐ育成会設立 伊達視力障がい者協会設立

北湯沢リハビリセンター更生部開設 ふみだす開設

北湯沢リハビリセンター療護部開設 ｉ・ｂｏｘ開設

伊達市立通勤センター旭寮開設 伊達市児童デイサービスセンター開設

精神障害者家族会設立 ちゅに開設

伊達市立有珠小学校優健分校開校 サポートハンズころころ開設

大滝学園開設

50 伊達手話の会結成

51 優徳荘開設

53 栄寮等の援助付き住居が開設

55 わかば会結成 伊達リハビリセンター開設

西胆振心身障害者職親会設立

北海道伊達高等養護学校開校

57 伊達肢体不自由児者父母の会設立

地域家族会かしわ会設立

つくしんぼ教室開設 ロッヂやすらぎ地域活動支援センター開設

61 ワークセンターえるむ開設 育成会地域活動センターあゆみ開設

63 大滝わらしべ園開設 特定非営利活動法人かしわ会開設

ふれ愛ショップふきのとう開設 バウムハウス開設

ロッヂやすらぎ開設

のぞみ等ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ制度化(国認可)

かしわ会小規模作業所開設 伊達市立星の丘小学校開校

伊達市保健センター開設 伊達市立星の丘中学校開校

伊達市幼児ことばの教室開設 相談室あい開設

放課後児童対策事業に着手 クローバ結成

5 朗読ボランティアやまびこ結成 19 さくらの会結成

胆振西部児童デイサービスセンター開設

8 伊達市点訳ボランティアの会結成

地域援助センターらいむ開設

伊達地方腎友会結成

第２ふみだす開設

生活介護事業所あつまーる開設

ミネルバ病院開院 23 北海道社会福祉事業団太陽の園新棟建設

56
北海道より移譲され北海道社会福祉事業団
太陽の園となる。

伊達市より移譲され北海道社会福祉事業団
だて地域生活支援センターとなる。

59

年号 年号

昭
　
　
　
　
　
和

平
　
　
　
　
　
成

11

15

48

16

49

17

胆振圏域障がい者総合相談支援センターる
ぴなす開設

胆振ろうあ福祉協会が伊達聴力障害者協会
に改称

道立児童養護施設・有珠優健学園が閉園し
情緒障害児短期治療施設となる。

野ぶどう(重度重複障がい者グループホー
ム)開設

18

地域支援センターらいむ、通勤センター旭
寮とあわせ総称を伊達市地域生活支援セン
ターに改称

22

平
　
　
　
　
　
成

元 伊達市立有珠小学校優健分校及び有珠中学
校優健分校閉校

3

6
第１回ＮＥバンクミケルセン記念賞最優秀
賞を伊達市立通勤センター旭寮が受賞 20 北海道社会福祉事業団太陽の園生活介護事

業所開設

10

胆振日高障がい者就業・生活支援センター
すて～じ開設

21



*  は64ページからの第５章資料編 ４用語解説にあります。 

１２ 

２ 身体障がいのある人の現状 

 

(1) 身体障害者手帳 *の所持者数 

身体障害者手帳 *の所持者は、平成18年度(2,048人)から

平成22年度(2,153人)の間で105人の増となっています。 

（単位：人） 

区 分 平成1 ８年度 平成1 ９年度 平成２０年度 平成2 1年度 平成2 2年度 

手帳所持者数 2,048 2,072 2,091 2,111 2,153 

市の人口 37,339 37,286 37,058 36,927 36,670 

人口割合（％） 5.5 5.6 5.6 5.7 5.9 

※ 市資料 身体障害者手帳 *交付台帳登載数(各年度末) 

市の人口は、住民基本台帳登録数(各年度末) 

 

(2) 障がいの種類及び障がい程度 

身体障がいの障がい程度別を平成22年度末でみると、肢

体不自由が1,311人（60.9％）で最も多く、次いで内部障が

いが510人（23.7％）、聴覚障がいが169人（7.8％）、視覚

障がいが134人（6.2％）、音声･言語･そしゃく機能障がい

が29人（1.4％）となっており、障がい程度別では１級が609

人（28.3％）と最も多くなっています。 

肢体不自由
60.9%

内部
23.7%

聴覚
7.8%

視覚
6.2%

音声
1.4%
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（単位：人） 

区分 視覚 聴覚 音声 肢体不自由 内部 合計 

1級 44(0) 3(0) 1(0) 236(7) 325(4) 609(11) 

2級 55(0) 34(1) 0(0) 303(1) 5(0) 397(2) 

3級 12(0) 18(0) 18(0) 264(5) 90(2) 409(7) 

4級 4(0) 27(0) 10(1) 330(1) 89(1) 460(3) 

5級 13(0) 1(0) 0(0) 136(0) 1(0) 151(0) 

6級 6(0) 86(5) 0(0) 42(1) 0(0) 134(6) 

合計 134(0) 169(6) 29(1) 1,311(15) 510(7) 2,153(29) 

※ 市資料 身体障害者手帳 *交付台帳登載数(平成22年度末) 

かっこ内は1 8歳未満の数値（内数） 

 

(3) 身体障害者手帳 *所持者の年齢構成 

平成22年度末の身体障害者手帳 *所持者の年齢構成では、

65歳以上が1,592人と全体2,153人の73.9％を占めており、

最も多くなっています。 

 

29人 64人

468人

1,592人
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３ 知的障がいのある人の現状 

 

(1) 療育手帳 *の所持者数 

療育手帳 *の所持者は、平成18年度(353人)から平成22年

度(408人)の間で55人の増となっています。 

（単位：人） 

区 分 平成1 8年度 平成1 ９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

手帳所持者数 353 378 406 413 408 

人口割合（％） 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 

※ 市資料 療育手帳 *交付台帳登載数(各年度末) 

 

(2) 知的障がい者の障がい程度 

知的障がいの障がい程度別を平成22年度末でみると、重

度・最重度（Ａ判定）が185人（45.3％）、軽度・中度（Ｂ

判定）が223人（54.7％）となっています。 

年齢別では、18歳未満の重度・最重度が31人（7.6％）、

軽度・中度は28人（6.8％）となっており、また、18歳以上

では重度・最重度が154人（37.7％）、軽度・中度は195人

（47.8％）となっています。 

（単位：人） 

区  分 平成1８年度 平成1９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

18歳未満  29  27  29  29  31 Ａ
判
定

 

18歳以上 138 145 161 162 154 

計 167 172 190 191 185 

18歳未満  27  31  29  33  28 Ｂ
判
定

 

18歳以上 159 175 187 189 195 

計 186 206 216 222 223 

18歳未満  56  58  58  62  59 
Ａ
＋
Ｂ

 

18歳以上 297 320 348 351 349 

合計 353 378 406 413 408 

※ 市資料 療育手帳 *交付台帳登載数(各年度末) 
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(3) 療育手帳 *所持者の年齢構成 

平成22年度末の療育手帳 *所持者の年齢構成では、40～64

歳が185人と全体の45.3％を占めており、最も多くなってい

ます。 

 

59人
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４ 精神障がいのある人の現状 

 

(1) 精神障害者保健福祉手帳 *の所持者数 

精神障害者保健福祉手帳 *の所持者は次のとおりで、平成

18年度(143人)から平成22年度(222人)までの間で79人の増

となっています。 

（単位：人） 

区 分 平成 18年度 平成 1９ 年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

手帳所持者数 143 144 147 202 222 

人口割合（％） 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 

※ 市資料 精神障害者保健福祉手帳 *交付台帳登載数(各年度末) 
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１級 23人
10.4%

３級 48人
21.6%

２級151人
68.0%

(2) 精神障がい者の障がい程度 

平成22年度の精神障害者保健福祉手帳 *所持者の障がい

程度別では、２級が151人（68％）と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(3) 精神障害者保健福祉手帳 *所持者の年齢構成 

平成22年度末の精神障害者保健福祉手帳 *所持者の年齢

構成では、40～64歳が134人と全体の60.4％を占めており、

最も多くなっています。 

 

1人

55人

134人

32人

0

20

40

60

80

100

120

140

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上

 



*  は64ページからの第５章資料編 ４用語解説にあります。 

１７ 

５ 市内障がい者(児)訪問･日中活動系サービスの現状 

 

サービスの種類 事業所数 定 員(人) 

介護給付 36 － 

居宅介護（ホームヘルプ） ９ － 

重度訪問介護 ４ － 

同行援護 １ － 

行動援護 １ － 

生活介護（基準該当含む。） 10 675 

短期入所（ショートステイ） ５ － 

 

施設入所支援 ６ 555 

訓練等給付 ８ 200 

自立訓練 ２ 46 

就労移行支援 ２ 14  

就労継続支援 ４ 140 

平成24年４月予定 

 

 

(1) 介護給付 

居宅介護（ホームヘルプ） 

 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

○社会福祉法人陵雲厚生会 

 ヘルパーステーションひまわり 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町154番地30 電話0142-21-2711 

 

○社会福祉法人幸清会 

 ヘルパーステーション湘南 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町157番地110 電話0142-22-1202 
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１８ 

○社会福祉法人伊達コスモス21 

 サポートハンズころころ 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町59番地４ 電話0142-25-0022 

 

○特定非営利活動法人ケアネット・伊達 

 サービス藍 

〒052-0013 伊達市弄月町57番地11 電話0142-21-6887 

 

○社会福祉法人北海道伊達博光会 

 喜楽園訪問介護事業所 

〒059-0157 伊達市向有珠町160番地７ 電話0142-38-3001 

 

○リトルケア株式会社 

 リトルケア 

〒052-0035 伊達市長和町467番地２ 電話0142-25-5125 

 

○株式会社ホープウィンド 

 訪問介護事業所つくし 

〒052-0025 伊達市網代町８番地２ 電話0142-21-0270 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

だて地域生活支援センター サポートセンターまめ太 

〒052-0014 伊達市舟岡町200番地49 電話0142-23-7123 

 

○合同会社イースマイル 

 介護24 あけび 

〒052-0014 伊達市舟岡町352番地22 電話0142-82-3016 

 

 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅

で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援

などを総合的に行います。 
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１９ 

○社会福祉法人伊達コスモス21 

 サポートハンズころころ 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町59番地４ 電話0142-25-0022 

 

○株式会社ホープウィンド 

 訪問介護事業所 つくし 

〒052-0025 伊達市網代町８番地２ 電話0142-21-0270 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

だて地域生活支援センター サポートセンターまめ太 

〒052-0014 伊達市舟岡町200番地49 電話0142-23-7123 

 

○合同会社イースマイル 

 介護24 あけび 

〒052-0014 伊達市舟岡町352番地22 電話0142-82-3016 

 

 

同行援護 

移動に著しい困難を有する視覚障がい者や視覚障がい児

の外出時にヘルパーが同行し，移動に必要な情報の提供，

移動の援護等を行います。 

 

○リトルケア株式会社 

 リトルケア 

〒052-0035 伊達市長和町467番地２ 電話0142-25-5125 

 

行動援護 

  自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危

険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 

 

○社会福祉法人伊達コスモス21 

 サポートハンズころころ 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町59番地４ 電話0142-25-0022 
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２０ 

生活介護 

  日中に障がい者支援施設等で行われる入浴、排せつ、食

事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機

会の提供等を行います。 

 

○社会福祉法人ビバランド 

優徳荘 

 利用定員：55人 

〒052-0317 伊達市大滝区優徳町13番地４ 電話0142-68-6134 

 

○社会福祉法人ビバランド 

 大滝学園 

利用定員：50人 

〒052-0314 伊達市大滝区円山町355番地 電話0142-68-6011 

 

○社会福祉法人陵雲厚生会 

 北湯沢リハビリセンター更生部 

利用定員：40人 

〒052-0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町20番地３ 

電話0142-68-6311 

 

○社会福祉法人陵雲厚生会 

 伊達リハビリセンター 

利用定員：80人 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町84番地１ 電話0142-21-5151 

 

○社会福祉法人わらしべ会 

 大滝わらしべ園 

 利用定員：40人 

〒052-0313 伊達市大滝区大成町10番地 電話0142-68-6344 
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○社会福祉法人伊達コスモス21 

 ふみだす 

利用定員：40人 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町59番地４ 電話0142-25-0022 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 太陽の園 

 利用定員：290人（入所160人 通所130人） 

〒052-8585 伊達市幌美内町36番地１ 電話0142-23-3549 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 生活介護事業所あつまーる 

 利用定員：30人 

〒052-0026 伊達市錦町89番地１ 電話0142-82-3680 

 

○社会福祉法人陵雲厚生会 

 デイサービスセンターひまわり（基準該当 *） 

利用定員：25人（介護保険含む｡） 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町154番地30 電話0142-21-2711 

 

○社会福祉法人北海道伊達博光会 

 デイサービスセンター喜楽園（基準該当 *） 

利用定員：25人（介護保険含む｡） 

〒059-0157 伊達市向有珠町160番地７ 電話0142-38-3001 

 

 

短期入所（ショートステイ） 

  自宅で介護する人が病気の場合などに、施設への一時的

な入所により、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

○社会福祉法人ビバランド 

 優徳荘短期入所事業所（空床型 *） 

〒052-0317 伊達市大滝区優徳町13番地４ 電話0142-68-6134 
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２２ 

○社会福祉法人ビバランド 

 大滝学園短期入所事業所（空床型 *） 

〒052-0314 伊達市大滝区円山町355番地 電話0142-68-6011 

 

○社会福祉法人陵雲厚生会 

 伊達リハビリセンター（併設型 *） 

 利用定員：12人 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町84番地１ 電話0142-21-5151 

 

○社会福祉法人わらしべ会 

 大滝わらしべ園ショートステイサービス(併設型 *) 

 利用定員：４人 

〒052-0313 伊達市大滝区大成町10番地 電話0142-68-6344 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 太陽の園（併設型 *及び空床型 *） 

 利用定員：３人 

〒052-8585 伊達市幌美内町36番地１ 電話0142-23-3549 

 

 

施設入所支援 

  施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事

の介護等を行います。 

 

○社会福祉法人ビバランド 

 優徳荘 

 利用定員：55人 

〒052-0317 伊達市大滝区優徳町13番地４ 電話0142-68-6134 

 

○社会福祉法人ビバランド 

 大滝学園 

利用定員：50人 

〒052-0314 伊達市大滝区円山町355番地  電話0142-68-6011 

 



*  は64ページからの第５章資料編 ４用語解説にあります。 

２３ 

○社会福祉法人陵雲厚生会 

 北湯沢リハビリセンター更生部 

利用定員：40人 

〒052-0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町20番地３ 

電話0142-68-6311 

 

○社会福祉法人陵雲厚生会 

 伊達リハビリセンター 

利用定員：80人 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町84番地１ 電話0142-21-5151 

 

○社会福祉法人わらしべ会 

 大滝わらしべ園 

 利用定員：40人 

〒052-0313 伊達市大滝区大成町10番地 電話0142-68-6344 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 太陽の園 

 利用定員：290人（入所160人 通所130人） 

〒052-8585 伊達市幌美内町36番地１ 電話0142-23-3549 

 

 

 

(2) 訓練等給付 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

  自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間身

体能力又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 だて地域生活支援センター旭寮 

利用定員：20人（宿泊型自立訓練） 

〒052-0015 伊達市旭町50番地62 電話0142-23-5603 
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２４ 

○社会福祉法人タラプ 

 障害福祉サービス事業所ｉ・ｂｏｘ 

利用定員：26人（日中生活訓練６人 宿泊型自立訓練20人） 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町246番地６ 電話0142-22-8008 

 

 

就労移行支援 

  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

○社会福祉法人タラプ 

 障害福祉サービス事業所ｉ・ｂｏｘ 

利用定員：６人 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町246番地６ 電話0142-21-7007 

 

○社会福祉法人伊達コスモス21 

 第２ふみだす 

利用定員：８人 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町43番地１ 電話0142-21-2244 

 

 

就労継続支援 

  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行いま

す。 

 

○特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 

 ワークセンターえるむ 

利用定員：40人（Ｂ型） 

〒052-0022 伊達市梅本町39番地１ 電話0142-23-7355 
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○社会福祉法人伊達コスモス21 

 ふみだす 

利用定員：20人（Ｂ型） 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町59番地４ 電話0142-25-0022 

 

○社会福祉法人タラプ 

 障害福祉サービス事業所ｉ・ｂｏｘ 

利用定員：48人（Ｂ型） 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町246番地６ 電話0142-21-7007 

 

○社会福祉法人伊達コスモス21 

 第２ふみだす 

利用定員：32人（Ｂ型） 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町43番地１ 電話0142-21-2244 

 

 

 

(3) 地域生活支援事業 

地域活動支援センター 

  障がい者等が通い、地域の実情に応じ創作的活動又は生

産活動をし、社会との交流を深めることにより地域生活支

援を行います。 

 

○特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 

地域活動支援センターあゆみ 

利用定員：15～19人 

〒052-0022 伊達市梅本町39番地１ 電話0142-23-7355  

 

○特定非営利活動法人かしわ会 

 利用定員：20人 

〒052-0025 伊達市網代町88番地 電話0142-25-2981 
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相談支援事業 

  障がいのある人やその家族が抱える悩みや疑問への助言、

又は福祉サービスの利用についての情報提供及び調整など

を行うことにより地域生活支援を行います。 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

伊達市障がい者総合相談支援センターあい 

〒052-0014 伊達市舟岡町334番地９ 電話0142-25-3838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害者自立支援法 *■ 

「障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性

に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きる」ために定められた法律で、従来の支援費制度 *に

代わり、障がい者に費用の原則１割負担を求め、障がい

者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支

援をする法律で、2006年(平成18年)10月1日から本格的

に施行されました。 

しかし、従来の負担能力に応じた応能負担から、使っ

たサービス料に応じてかかる応益負担になり、特に重度

の障がい者ほど負担が重くなることや利用者負担が重

くなった等の批判の声を受けました。 

今後「障害者自立支援法 *」を廃止して「制度の谷間」

がなく、サービスの利用者負担を応能負担とする「障害

者総合福祉法」(仮称)を制定することとなっています。 
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２７ 

６ 市内障がい者居住系サービスの現状 

 

 

種  類 定  員 

共同生活介護（ケアホーム *） 

 

共同生活介護・共同生活援助一体型 

１１１人 

 

   ２４５人 

平成23年９月現在 

 

 

(1) 介護給付 

共同生活介護（ケアホーム *） 

  夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 だて地域生活支援センターらいむ 

〒052-0015 伊達市旭町50番地18 電話0142-23-5603 

 

○社会福祉法人伊達コスモス21 

 サポートハンズころころ 

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町59番地４ 電話0142-25-0022 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 だて地域生活支援センターぴいす 

〒052-0014 伊達市舟岡町200番地49 電話0142-23-7123 

 

 

 

 

 



*  は64ページからの第５章資料編 ４用語解説にあります。 

２８ 

(2) 訓練等給付 

共同生活援助（グループホーム *） 

  夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上

の援助を行います。 

 

○社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 だて地域生活支援センターらいむ 

〒052-0015 伊達市旭町50番地18 電話0142-23-5603 

 

○社会福祉法人伊達コスモス21 

 サポートハンズころころ 

〒052-0012  伊達市松ヶ枝町59番地４ 電話0142-25-0022 
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７ 精神関係の医療機関の現状及び関係機関との連携 

 

伊達市内には、精神科病床のある病院が２か所あります。 

そのひとつ総合病院伊達赤十字病院では、60床の入院病棟

が整備されており、併せて総合病院としての特長を生かした

外来診療が行われています。 

また、もうひとつの医療法人社団倭会ミネルバ病院では、

精神科、神経科において外来診療と併せ、精神療養型病棟（60

×２病棟）のほかに認知症疾患治療病棟(50床)を整備してい

るのが特色となっています。 

 

一方、第二次医療圏域である西胆振地域について見てみる

と、精神科病床のある病院は市立室蘭総合病院（室蘭市）、

三村病院（室蘭市）、三愛病院（登別市）、恵愛病院（登別

市）、三恵病院（壮瞥町）の５か所があります。 

また、診療所としては斎藤医院（室蘭市）や室蘭こころの

クリニック（室蘭市）があるなど、西胆振地域は精神関係の

医療機関の充足度が高い圏域となっています。 

 

このように、身近に医療機関が整備されていることから、

患者の利用も広域的になっており、外来患者の多くは障害者

自立支援法 *に基づく自立支援医療 *の精神通院医療 *の受給者

となっています。 

 

一方、入院患者について見ると、病状が回復したにもかか

わらず親族の受け入れが難しいことなどにより退院できずに

いる社会的入院も多く見られます。 

障害者自立支援法では、社会的入院などによる長期入院者

の社会復帰を大きな柱のひとつとしていることから、就労支

援と併せたグループホーム *等の開設など地域での受け入れ

態勢の確立などが課題となっています。 

このため、医療機関や室蘭公共職業安定所との連携はもと

より、自治会、地区社会福祉協議会など地域の協力が求めら

れています。 
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３０ 

８ 障がい者福祉の課題 

 

障がい者団体等を対象とした意見交換会で寄せられた意見

を基に、これまでの取り組み経過を踏まえて、障がい者福祉

の課題について次のとおりまとめました。 

 

(1) 生活の場の確保 

障がい者(児)が施設等から地域生活へ移行することによ

る不安を解消するとともに、地域生活が可能な生活の場の

確保が課題となります。また、高齢化した障がい者やその

家族の生活環境の変化により住居の住み替え等将来に不安

や問題を感じています。 

 

(2) 相談支援体制の充実 

  障がい者(児)が地域で安心して生活するためには、障が

い者やその家族からの相談に的確に対応でき継続的に支援

することができる体制が重要です。また、障がい者の家族

の高齢化等に伴い、判断能力が不十分な障がい者に対する

権利の擁護や後見人等の確保が課題となります。 

 

(3) 就労支援の強化 

  障がい者にとって、経済的な自立は重要な問題であり、

就労に必要な能力を習得するための基盤や障がい者を受け

入れる事業者等の理解が重要となります。障がい者と受け

入れ側の事業者ができる仕事をともに考え、探求し、創出

することが重要で、就労の場を確保する必要があります。 

 

(4) 災害時の対応策 

  災害等が発生したときに、通常の避難所での生活が困難

な介護の必要な高齢者や障がい者(児)などの特別の配慮を

必要とする人たちを一時受け入れてケアする場所の設置及

び整備が求められています。 

 

 



*  は64ページからの第５章資料編 ４用語解説にあります。 
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(5) 福祉サービスの充実 

  障がい者(児)に対する支援は、個々の状態に応じたサー

ビスを提供することが重要で、障がいの内容に応じ障がい

者(児)やサポートしているその家族が必要とするときに、

必要な支援を提供できる体制の整備が課題となります。 


