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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇５－生活支援 

 

１ 相談支援体制の整備 
 

【施策の展開】    ① ケアマネジメントシステムの構築 

                    障がい者の自立生活を支援するため、適切なサービスを総合的かつ継続的に提供できるよ 

う関係機関との連携のもと支援体制の確立を図ります。 

                  ② 伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」との連携 

                    障がい者(児)とその家族の自立と社会参加を促進するため、総合相談や情報提供などを 

行う伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」との連携を図ります。 

                  ③ 相談体制の充実 

                    障がい者(児)の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、

ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、個々のサービス等利用計画を作成し、サ 

ービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング）を実施していきます。   

                  ④ 民生委員児童委員、主任児童委員への働きかけ 

                    障がい者が地域で暮らす際の身近な相談員として、民生委員児童委員による活動と、その 

制度の周知を図ります。 

                  ⑤ 専門従事者の育成・確保 

                    専門性のある相談支援担当職員の配置検討や、研修などによる職員の育成及び資質の向上 

を図ります。 

           ⑥ 地域づくりコーディネーターとの連携強化 

             障害のある人が希望する場所で安心して生活できるよう、地域の相談支援体制づくりや施 

設入所者の地域生活への移行に向けた助言、調整等の広域的支援を行う地域づくりコーディ 

ネーターと連携を強化します。 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 

１．ケアマネジメ  ○障害福祉サービスの利用にあたり困難な状況にあるケースについては、専門 

ントシステム   的な知識のある関係機関等と連携し、ケース検討会議を行い対応しました。 

の構築                                          （社会福祉課） 

 

２．伊達市障がい  ○伊達市相談支援事業を社会福祉法人北海道社会福祉事業団に委託して実施し 

者総合相談支   ました。 

「あい」との  ・伊達市地域自立支援協議会の開催連携 

連携       全体会議：年４回 

         専門部会：精神障がい者地域生活支援部会、発達支援部会・高齢障がい者 

支援部会 

・広報紙「藍すまいる」の発行（年３回） 

 （相談支援等の実績） 
  精 神 知 的 身 体 発 達 その他 合 計 

相 
 
談 
 
支 
 
援 

人数(主障がい) 327 693 185 55 56 1,316 

件数 

来   所 372 757 24 28 23 1,204 

訪  問 343 896 164 70 36 1,509 

同  行 139 296 37 26 11 509 

代  行 69 146 39 15 5 274 

電話･Fax･ﾒｰﾙ 753 885 237 195 78 2,148 

そ の 他 28 22 9 7 4 70 

合  計 1,704 3,002 510 341 157 5,714 

                         （社会福祉課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇５－生活支援 
 

３．相談体制の充  ○計画相談支援の実施にあたり、制度の円滑な運用を図るため、市内の指定 

実       特定相談支援事業所に支給決定に関する基本事項を提示し運用を開始しま 

した。 

（計画相談支援実施状況）※平成24年度より実施 

 平成24年度 － － 

利用実人数 4 － － 

                                      （社会福祉課） 

 

 

４．民生委員児童  ○身近な相談員としての民生委員児童委員、主任児童委員について、ホームペ 

  委員、主任児   ージに掲載し、市民への情報提供を行いました。 

  童委員への働 

きかけ 

                                          （社会福祉課） 

 

 

５．専門従事者の ○６月22日、室蘭市で開催された「障害程度区分認定調査員研修会」に市職員 

    育成・確保     １名が参加しました。 

○７月11～12日及び８月24～26日、札幌市で開催された「相談支援従事者研修」 

に市職員１名が参加しました。 

○７月25日、登別市で開催された「胆振圏域障がい福祉基礎講座」に市職員２ 

名が参加しました。 

         ○８月31日、札幌市で開催された「障がい者虐待防止・権利擁護研修会」に市 

職員１名が参加しました。 

○11月５日、札幌市で開催された「市町村等障がい者相談業務担当職員研修会」 

に市職員１名が参加しました。 

         ○３月18日、札幌市で開催された「自立支援医療（育成医療）事務担当者研修 

会」に市職員１名が参加しました。 

                  （社会福祉課） 

 

６．地域づくりコ ○胆振圏域障がい者総合相談支援センターるぴなすの定期訪問や情報交換会等 

ーディネータ  により、地域課題の取り組みについて情報の共有化を図っているほか、計画 

ーとの連携強  相談支援をはじめとした相談支援体制の整備について助言を受けて進めまし 

化       た。 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇５－生活支援 

 

２ 在宅サービスの充実 
 

【施策の展開】    ① ホームヘルプサービスの利用促進 

                    提供サービスの質の向上が図られるよう、サービス事業者の参入を促進するとともに、 

                   生活に必要なサービスの利用を促進します。 

                  ② ショートステイの利用促進 

                    提供サービスの質の向上が図られるよう、サービス事業者の参入を促進するとともに、 

                   介護負担の軽減を図るため、利用者及び介護者の状況に応じ、必要なサービスの利用を 

                   促進します。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 
１．ホームヘルプ  ○ホームヘルプサービスの利用促進については、サービス利用希望者に対す 

  サービスの利   る制度の説明や申請手続の助言を行い、支給決定者には事業所一覧表の送 

  用促進         付を行うなど、適切なサービス利用に努めました。 

（社会福祉課） 

 

 

２．ショートステ ○ショートステイの利用については、本人、介護者よりサービス利用の希望が 

  イの利用促進   あった場合、制度の説明や申請手続の助言を行いました。 

○サービス事業所については、新規の参入はなかったものの、市内では６事業 

所か指定を受け、サービス提供しています。 

                  （社会福祉課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇５－生活支援 

 

３ 人材の育成と確保 
 

【施策の展開】    ① 伊達市社会福祉協議会との連携強化 

                    障がい者福祉事業の促進やボランティアの育成など、民間地域福祉活動の推進主体で 

                   ある伊達市社会福祉協議会との連携を強化します。 

                  ② ボランティア団体等への支援 

                    伊達市社会福祉協議会ボランティアセンター、伊達市ボランティア連絡会等と連携して、 

福祉に関するボランティアの育成や情報提供など活動を支援します。 

                  ③ 障がい者のボランティア活動の推進 

                    障がい者自らがボランティア活動に参加したり、身近な活動を紹介できる体制づくり 

                   を推進します。 

                  ④ 当事者団体等の育成・支援 

                    障がい者の活動母体である当事者団体等を育成し、自立と社会参加を促進するととも 

                   に様々な活動を支援します。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 

１．伊達市社会福  ○10月22日に開催された「第22回伊達市社会福祉大会」を共催しました。 

祉協議会との ○11月９日に開催された「第20回チャリティふれあいカクテルパーティー」を 

 連携強化    後援しました。 

○12月8日に開催された「わっくわっく広場交流大会」の運営に市職員３名が 

                   参加しました。                  

                  （社会福祉課） 

 

２．ボランティア  ○８月２日に開催された「第４回障がい者パークゴルフ交流会」を共催しまし 

   団体等への支  た。 

援      ○11月25日に開催された「第３回伊達市障がい者スポーツ交流会」を後援しま 

         した。 

                      （社会福祉課） 

 

３．障がい者のボ  ○（再掲）７月21日に開催された「ふれあい広場2012だて」を後援しました。 

  ランティア活  ○２月23日に開催された「ボランティアフォーラム2013だて」を後援しました。 

  動の推進                                    

（社会福祉課） 

                   

４．当事者団体等  ○４月５日に開催された「親子ふれあいパン教室」を後援しました。 

の育成・支援 ○10月14日に開催された伊達肢体不自由児者父母の会30周年記念事業「和力(わ 

りき)北海道初公演を楽しもう」を後援しました。 

○９月８～９日に石狩市で開催された「第53回全道ろうあ者大会in石狩参加事 

業」を共催しました。 

         ○３月24日に開催された「第16回市民手話講習会」を共催しました。 

                                      （社会福祉課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６－保健・医療 

 

１ 障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 
 

【施策の展開】   ① 妊娠・出産・育児相談の充実 

                   妊娠、出産が安全に経過できるように、妊娠届出時や母子健康手帳交付時などの面接 

                  相談の実施や、新生児訪問、乳幼児健康相談の実施など各種相談を継続し、予防と早期 

発見に努めます。 

                  ② 乳幼児健康診査の充実 

                    母子保健法に基づく乳幼児健診や相談を実施することで障がいの早期発見に努め、継 

                   続した相談の充実を図ります。 

                  ③ 発育発達相談の充実 

                    健診後の継続相談として、保健師による家庭訪問や心理相談員による小集団支援を行 

                   うなど発育発達相談の充実を図ります。 

                  ④ 教育相談の充実 

                    障がいのある児童生徒一人ひとりの状態に応じた相談に的確に対応できるよう、就学 

                   前の発達相談や学校における教育相談の充実を図ります。 

                  ⑤ 生活習慣病の予防支援 

                    生活習慣病を予防・改善することにより予防できる障がいに対して、適切で効果的な 

健康相談、健康教育、訪問指導等の保健事業の充実を図ります。 

                  ⑥ 健康診査・がん検診の充実 

                    高齢者の医療の確保に関する法律及び健康増進法に基づく健康診査やがん検診などを 

実施し、生活習慣病や疾病の早期発見と健康への意識向上の充実を図ります。 

                  ⑦ 重度心身障がい者医療費の助成 

                    重度心身障がい者医療費助成事業の周知を徹底するとともに、適切な支給に努めます。 

                  ⑧ 自立支援医療制度の給付と周知 

                    身体の障がいを除去・軽減するために、適切な更生医療の給付を行うとともに、精神 

                   障がいの通院医療費の軽減措置である精神通院医療及び育成医療の周知を図ります。 

                  ⑨ 特定疾患医療給付などの周知と関係機関との連携 

                    特定疾患医療給付や小児慢性特定疾患医療給付などの各種医療給付制度の周知につい 

                   て、保健所や医療機関との連携を図ります。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 

１．妊娠・出産・ ○妊婦健康診査受診券発行及び保健指導の実施  

  育児相談の充  低体重児出産防止等、安全に妊娠、出産が経過できるよう、また適切な受診 

実       ができるよう妊婦健康診査受診券の発行、指導、相談を実施しました。 
 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 
妊婦健康診査受信券発行数    

 妊婦一般検診

(枚) 
   257    251    225 

超音波検査(枚)    257    250    225 

 母子手帳交付数    

妊娠届出数(人)    241    239    227 

マタニティ教室    

 対象者数(人)    111    118    133 

参加者数(人)     58     56     62 

参 加 率(％) 52.3     47.5     46.6 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６－保健・医療 
 

○室蘭保健所管内新生児訪問支援システム 

                  障がい等養育支援を必要とする家庭に訪問し、継続的に乳幼児健康相談・訪 

                   問を実施しました。 

                 （目的）養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、関係機関との連携のもと、 

                    適切で効果的な子育てを行うことを目的とします。 

                 （対象） 

                    ・新生児の健康状態により退院後も保健指導を必要とする場合 

                    ・母親の健康状態、育児環境により退院後も保健指導を必要とする場合等 
 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

対象者数 149 160 158 

延訪問数 130 153 147 

                  （保健センター） 

 

２．乳幼児健康診  ○乳幼児健康診査 

  査の充実      （目的）乳幼児の疾病及び異常の早期発見。発育・発達の確認及び促進。育児 

           不安・育児困難の解消及び軽減 

（対象） 

・乳児健康診査：生後４か月、７か月児、その他経過観察が必要な児 

・１歳６か月児健康診査：１歳６か月～１歳８か月児、その他経過観察が必 

要な児 

・３歳児健康診査：３歳０か月～３歳２か月児、その他経過観察が必要な児 

                                               （保健センター） 
 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

乳児健康診査    

 対象者(人)    491    457    455 

受診者(人)    465    449     454 

受診率(％)     94.7     97.8     99.8 

1歳6か月健診    
 対象者(人)    255    239    233 

受診者(人)    245    226    216 

受診率(％)     96.1     94.6     92.7 

３歳児健診    
 対象者(人)    290    284    270 

受診者(人)    262    254    262 

受診率(％)     90.3     89.4     97.0 

                   

○２歳児相談事業 

（対象）２歳０か月～２歳３か月児 その他経過観察が必要な児 

（内容）発育・発達の確認及び促進。育児不安・育児困難の解消及び軽減。 
 

２歳児相談 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

  対象者(人)    249    280    233 

 受相者(人)    224    250    204 

 受相率(％)     90.0     89.3     87.6 

（保健センター） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６－保健・医療 
 

３．発育発達相談  ○乳幼児家庭訪問等指導事業 

  の充実        （内容）健診後の継続相談として障がい児のいる家庭や育児支援が必要な家庭 

に対し、保健師が関係機関と連携して訪問指導を実施しました。 

○小集団指導 

（内容）健診後の継続相談事業として心理相談員、保育士と行う小集団指導 
 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

 乳幼児家庭訪問等指導事業    

 乳児延訪問数(実／延) 79/86 83/96 76/80 

幼児延訪問数(実／延) 88/114 65/88 68/83 

 小集団指導    
  参加者数(組)     20     23     35 

                  （保健センター） 

 

４．教育相談の充  ○指導室の設置 

  実      （目的）教育に関する各種相談等に対応するため、教育委員会に指導室を設置 

しています。 

（職員）退職教員３名が、教育相談業務に当たっています。 

 

○伊達市コーディネーター２名（高等養護学校等教諭）による小中学校巡回訪問 

                 （目的）本人、保護者等に対する支援の方向性を明確にし、また、関係機関と 

                   の情報共有を図るため、各関係機関を巡回訪問し、幼児児童生徒の実態把 

                   握等及び相談を実施しています。 

                 （対象）保育所・幼稚園・小中学校・療育等関係施設 

                  

○特別支援教育に関する学校だより等の配付 

                 （目的）特別支援教育の推進に当たっては、障がいのある児童生徒の理解や指 

導、支援体制の整備について、保護者や地域の人々に対して理解を図る取 

組を進めることが大切です。このため、障がいのある児童生徒の理解や支援、 

相談等について紹介した学校だより当作成・配付しています。 

（対象）各保育所・幼稚園の保護者等 

                  

○次年度新入学児保護者へ就学までのスケジュールチラシの配付 

                 （目的）就学前に実施している巡回訪問や就学時検診、知能検査、面談などの 

内容について、保護者に対し事前に周知するため配付しています。 

（対象）各保育所・幼稚園の次年度新１年生の保護者等 

 

○市広報を利用した特別支援教育の啓発 

（目的）特別支援教育の推進に当たっては、障がいのある児童生徒の理解や指 

導、支援体制の整備について、保護者や地域の人々に対して理解を図る取 

組を進めることが大切です。 

このため、障がいのある児童生徒の理解や支援、相談等の内容を、市広報 

で紹介します。 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６－保健・医療 
 

○校内指導・相談体制の整備 

・子どもの育成や教育に関して様々な悩みをもつ親、保護者に対して、随時、 

相談に対応するため、保護者等との連携を密にするよう努めています。 

                  ・相談内容は、校内コーディネーターが中心となり、伊達市コーディネータ 

ー等関係機関との連携を図った指導体制を整備しています。 

                  ・専門家チームからの適切な指導・助言により、児童への指導や家庭への相 

談の充実を図っています。 

                  ・幼稚園、保育所への訪問を実施しています。 

                 （目的）障がいのある子、特別支援教育の対象となる子も含め、新入学児童の 

                   様子や情報を早めに収集し、校内研修や校内体制の充実を図ります。 

                 （時期）11月 

                 （対象）さくら幼稚園、京王幼稚園、伊達幼稚園、各保育所 

                  ・障がいのある園児の保護者との定期的な話し合いの実施 

                  ・定期の相談の実施 

                   ＊家庭訪問 

                   ＊個人懇談 

                  ・随時の相談 

                   ＊必要に応じて、関係機関との連携を図っています。 

                  ・保護者に対して広く周知を行っています。 

                 ○「特別支援教育だより」の発行と「校内コーディネーターの配置」 

                  ・推進委員会での内容やつくし学級・特別支援教育についてその都度職員に 

                  「特別支援教育だより」として情報提供し、事業への理解に努めています。 

                  ・相談窓口として、「校内コーディネーター」を配置するとともに保護者に 

                   は、特別支援について情報を提供しています。 

                  （学校教育課） 

 

５．生活習慣病の  ○健康相談・訪問指導 

  予防支援       高齢者医療確保法に基づき実施している特定健康診査や健康増進法に基づき 

実施している各種がん検診結果により、生活習慣改善のための保健指導を対 

象者の状況に応じて電話や文書、面接、家庭訪問により実施しています。 

○健康教育 

生活習慣改善のため、「食」と「運動」に関する講座を実施しました。 

また、地域に出向き、各種団体等を対象に生活習慣病予防に関する講話や調 

理実習を実施しています。 
           

  平成22年度  平成23年度  平成24年度 

健康相談（延件数） 2,006 2,538 3,087 

家庭訪問（延件数） 34 21 27 

健康教育    

 
実施回数        49        49        39 

実施人数       808     1,042      644 

（保健センター） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６－保健・医療 
 

６．健康診査・が ○特定健康診査 ※根拠法：高齢者医療確保法 

  ん検診の充実 （目的）内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善する 

         ための保健指導を行い、糖尿病等有病者・予備軍を減少させる。 

（対象）当該年度に満40歳から75歳になる伊達市国民健康保険加入者 

（内容）既往歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長・体重及び 

腹囲測定、血圧測定、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査 

○がん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診） 

（対象）子宮がん検診は20歳以上、その他は40歳以上 

（内容）胃バリウム検査、胸部レントゲン検査、便潜血検査、子宮頚部細胞診及 

び内診、乳房エックス線検査及び視診触診 

（各種検診実施結果） 
 

  平成22年度  平成23年度  平成24年度 

特定健康診査    

 

 対象者数(人) 7,058 7,100 7,057 

 受診者数(人) 1,653 1,616 1,836 

 受診割合(％)        23.4        22.8  26.0※暫定値 

胃がん検診    

 

 対象者数(人) 13,694 13,677 13,753 

 受診者数(人)    2,104    1,947    2,006 

 受診割合(％)        15.4        14.2        14.2 

肺がん検診    

 

 対象者数(人)    13,694    13,677    13,753 

 受診者数(人)    2,860    2,978    2,996 

 受診割合(％)        20.9        21.8        21.8 

大腸がん検診    

 

 対象者数(人)    13,694    13,667    13,753 

 受診者数(人)    2,201    2,787    2,832 

 受診割合(％)        16.1        20.4        20.5 

乳がん検診    

 

 対象者数(人)     8,614     8,596     8,510 

 受診者数(人)     908     897     885 

 受診割合(％)        21.6        19.9        20.1 

子宮がん検診    

 

 対象者数(人)     9,642     9,624     9,732 

 受診者数(人)    1,213    1,206    1,058 

 受診割合(％)        24.6        24.3        23.0 

乳がん・子宮がんの受診率については下記の計算式で算出             

｛(前年度受診数＋今年度受診数)―前年度・今年度における 2年連続受診数｝ 

/今年度対象数×100 

 （保健センター） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６－保健・医療 

 

７．重度心身障が ○重度心身障がい者医療費の助成 

  い者医療費の （目的）医療費の助成をすることで、重度心身障がい者の健康保持と福祉の増 

    助成        進を図ります。 

                （対象）身体障害者程度等級１級、２級又は３級（内部疾患のみ）の方、重度 

                の知的障がいの方、精神障害者保健福祉手帳１級の方（通院医療費のみ） 

                （内容）住民税課税世帯の方は医療費の１割負担、非課税世帯の方は初診時一 

                  部負担金のみの負担となります。 

                  （重度心身障害者医療費の助成状況） 
 

  平成22年度  平成23年度  平成24年度 

 対象者数(人)      1,079     1,080     1,081 

 助成件数(件)    27,543    27,915    28,009 

                   ※対象者数は、月末の対象者数の平均 

  （保険医療課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６－保健・医療 
 

８．自立支援医療  ○自立支援医療（更生医療、精神通院医療、育成医療）について、広報紙及び 

  制度の給付と   ホームページに掲載し、市民への情報提供を行いました。 

  周知 

                  （更生医療の給付等状況） 
 

区 分 障がいの種類 延人数 

入 院 

国民健康保険 
肢体不自由      23 

腎臓機能障がい      70 

社 会 保 険 
肢体不自由       2 

腎臓機能障がい      14 

後期高齢者医療 
肢体不自由      16 

腎臓機能障がい     153 

生 活 保 護 
肢体不自由    2 

腎臓機能障がい     8 

入院外 

国民健康保険 
腎臓機能障がい     512 

免疫機能障がい 16 

社 会 保 険 
腎臓機能障がい     241 

 免疫機能障がい 40 

後期高齢者医療 腎臓機能障がい   1,032 

生 活 保 護 腎臓機能障がい    162 

計 

肢体不自由      43 

腎臓機能障がい   2,192 

免疫機能障がい    56 

                 （育成医療の給付等状況） 

                  ・自立支援医療受給者証交付数(伊達市分) 10人 

                 （精神通院医療） 

                  ・自立支援医療受給者証交付数(伊達市分) 294人 

                   ・自立支援医療申請内訳 
 

新規交付申請件数 再認定申請件数 計 

           22            272            294 

（社会福祉課） 

 

 

９．特定疾患医療  ○障がいのある方への保健指導を実施する上で、より適切な支援ができるよ 

  給付などの周   う必要に応じて、保健所、医療機関と連携し実施しています。 

知と関係機関                             

  との連携 

（保健センター） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 

◇６保健・医療 

 

２ 適切な保健・医療の提供 
 

【施策の展開】    ① 医療機関との連携の強化 

                    障がい状態の軽減や進行防止のため、医療機関との連携強化により適切な支援を行い 

                   ます。 
 
 

 ◆  平 成 2 4年 度 に 講 じ た 施 策  ◆            
 

１．医療機関との  ○自立支援医療（更生医療・精神通院医療）等について、各医療機関と連携し 

連携の強化   ながら支援を行っています。 

                  （社会福祉課） 

 


