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障がい者に対するサービス等の提供体制の確保に関する目標３３
（１）福祉施設入所者の地域生活への移行

（２）地域生活支援拠点施設の充実

● 福祉施設入所者の地域生活への移行実績と移行目標 ●

項　目 数　値 考 え 方

考 え 方

2016（平成28）年度末の入所者数（Ａ）

2020（平成32）年度末の入所者数（Ｂ）

【目標値】
2020（平成32）年度末時点における
福祉施設入所者削減見込数

【目標値】
2020（平成32）年度末までの
地域生活移行者数

2016（平成28）年度末の福祉施設入所者数

2020（平成32）年度末の福祉施設入所者見込数

2018（平成30）年以降も、福祉施設入所待機者の
受入れが見込まれるため

2016（平成28）年度末時点の、福祉施設入所者数
の約5％を目標値として設定

59人

60人

0人

3人（5％移行）

（３）福祉施設から一般就労への移行
● 福祉施設利用者の一般就労への移行実績と移行目標 ●

項　目 数　値

2016（平成28）年度の
一般就労移行者数

【目標値】
2020（平成32）年度の
一般就労移行者数

2016（平成28）年度中の、一般就労移行者数の
1.4倍を目標値として設定

就労移行支援事業等を通じての、
2016（平成28）年度中の一般就労移行者数

5人

7人
（1.4倍）

考 え 方

（５）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
● 保健、医療、福祉による協議の場の設置目標 ●

項　目 数　値

保健、医療、福祉の関係者による
協議の場を設置 2020（平成32）年度末までに設置１か所設置

考 え 方

（４）就労移行支援事業の利用者数及び事業所数
● 就労移行支援事業及び事業所の利用目標 ●

項　目 数　値

2016（平成28）年度末の
就労移行支援事業利用者数

【目標値】
2020（平成32）年度末の
就労移行支援事業利用者数

2016（平成28）年度末における就労移行支援事業
利用者数の2倍を目標値として設定

2016（平成28）年度末の就労移行支援事業
利用者数

9人

18人
（2倍）

考 え 方

● 就労移行率が３割以上の事業所の割合 ●

項　目 数　値

2020（平成32）年４月１日の
就労移行支援事業所見込数（Ａ）

2020（平成32）年度における
就労移行率３割以上の事業所数（Ｂ）

【目標値】
2020（平成32）年度末における
就労移行率３割以上の事業所の割合
（Ｂ）／（Ａ）

2020（平成32）年度における就労移行率３割
以上の事業所数

2020（平成32）年度末における就労移行率３割
以上の事業所の割合

2020（平成32）年４月１日時点での就労移行
支援事業所数

１事業所

１事業所

100％

　2017（平成 29）年４月に、２市３町（塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町）が共同で
運営する宮城東部地域自立支援協議会の委託事業により地域生活支援拠点センターを設置しましたが、
今後は２市３町が連携し拠点センターの機能強化等について検討・協議を行いながら、体制の充実を
図っていきます。

※福祉施設からの移行とは、就労移行支援または就労継続Ａ型施設等から一般就労に移行すること。在宅や地域活動支援センター
　（藻塩の里）からの就労は除かれます。

相談業務やサービスの
コーディネートを⾏います。
訪問相談にも対応します。

お困りごとはなんでも相談･･･

様々な相談窓⼝様々な相談窓⼝様々な相談窓⼝

介護・訓練等の⽀援が必要になったら･･･

障害福祉・介護障害福祉・介護障害福祉・介護

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者⽀援センター（発達障害）
・保健所（精神保健専⾨相談）
・障害者就業・⽣活⽀援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

・市町村（精神保健・福祉⼀般相談）
・基幹相談⽀援センター（障害）

・地域包括⽀援センター（⾼齢）

病気になったら･･･

医 療医 療医 療
病院：
急性期、回復期、慢性期
病院病院病院病院病院病院病院：病院：病院：病院：病院：
急性期急性期、急性期、急性期、急性期、急性期、急性期、急性期、急性期急性期急性期 回復期回復期回復期回復期回復期、回復期、回復期、回復期、回復期、回復期回復期回復期 慢慢性期慢性期慢性期慢性期慢性期慢性期期
病院：
急性期、回復期、慢性期

⽇常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイケア
・精神科訪問看護
・地域の連携病院
・⻭科医療、薬局

⽇常の⽇常の⽇常の⽇常の医⽇常の医⽇常の医常のの⽇常の医療療療：療療療療：療：
かか・かかり・かかり・かかり・かかり・かかり・かかり・かかりかかりかかかかりかかり・かかりつけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医つけ医 有有床診療有床診療有床診療有床診療有床診療所所所所所所所所所所所所所所所所所所かかかかりかかりかかりかかりかかりかかかか つけ医、つけ医、つつけつつ 有床診療有床診療床診療床診診 所所所医医 有有床診療床診療床診診 所所かかかかりかかりかかりかかりかかりかかりかかりかかりかかかりかかかかりかりかかりかりかかりつつつけつつけ医つつつけつつつつけ

・・・・・精・精神科・精神科・精神科・精神科・・・・精・精神・・・精・ デイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケアデイケア
・・・・・精・精・精神科・精神科・精神科・・・精・精・・・・精・ 訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護護護護
・・・・地・地・地域の・地域の・地域の・地域の・地域の・地域の・地域の・・地・地域の・・・地・・ 連携病院院院院院院院
・・・⻭・⻭・⻭・⻭科・⻭科医・⻭科医・・・⻭科医・・・⻭・⻭・・・ 療、薬局療、薬局、薬局、薬局、薬局、薬局、薬局、薬局

⽇常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイケア
・精神科訪問看護
・地域の連携病院
・⻭科医療、薬局

■施設・居住系サービス
・施設⼊所⽀援 ・共同⽣活援助
・宿泊型⾃⽴訓練 等

ササササササービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービスービススービスービス■施設・■施設・施設・施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・居住系サ居住系サ居住系サ居住系サ居住系サ居住系サ居住系サ居住系サ居住系サ住系サ住系サササササ居住系ササササーーーーーーーーーーーービービー
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練練練練練練練練 等等等等等宿宿宿泊型宿 ⾃⽴訓練練練練練練練練練練練練練練 等等等等等等等等等等等等等等等・・・・・・・宿・宿泊型・・・宿 ⾃⽴訓練練練練練練宿宿宿泊型宿泊型宿泊型宿宿宿 ⾃⽴訓練⾃⽴訓⾃ 訓練訓

■施設・居住系サービス
・施設⼊所⽀援 ・共同⽣活援助
・宿泊型⾃⽴訓練 等

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・⼩規模多機能型居宅介護
・短期⼊所⽣活介護
・福祉⽤具
・24時間対応の
 訪問サービス 等
■介護予防サービス
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■■在宅系■在宅系■在宅系■在宅系■在■在宅系在宅系在■在宅系■在宅系■在宅系■在宅系■■ ：：
・・・・・訪問介・訪問介・訪問介・訪問介・訪問介・・・・訪問介・訪問介・・ 護護護護護
・・・・・・・訪問看・・・・・・・・・・・ 護護護
・・・・・通所介・通所介・通所介・通・・・・通・・・・・・ 護護護
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（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・⼩規模多機能型居宅介護
・短期⼊所⽣活介護
・福祉⽤具
・24時間対応の
 訪問サービス 等
■介護予防サービス

■施設・居住系
 サービス
・介護⽼⼈福祉施設
・介護⽼⼈保健施設
・認知症共同⽣活
 介護 等

系系系系系系系系系系系■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・■施設・設・・施設■施設・■施設・■施設・ 住居住系居住系居住系居住系居住系居住系居住居居住系居居住系
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施設設設設設設設設保健施・介・介・介護⽼・介護⽼・介護⽼・介護⽼・介・介護⽼・介護⽼・介護⽼・介護⽼・介護⽼・介介・介・介・・・介 ⼈保⼈保⼈保⼈⼈保⼈⼈⼈保⼈保⼈保⼈保⼈保⼈⼈保⼈保⼈保⼈⼈⼈⼈保⼈保
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介護 介護 介護 等介護 等介護 等介護 等介護 等介護 等介護 等介護 等介護 介護 等介護 介護 等等介護 等介護 等介護 等介護 等

■施設・居住系
 サービス
・介護⽼⼈福祉施設
・介護⽼⼈保健施設
・認知症共同⽣活
 介護 等

（障害福祉サービス）
■在宅系：
・居宅介護
・⽣活介護
・短期⼊所
・就労継続⽀援
・⾃⽴訓練 等
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⽴⾃⽴⾃⽴訓⾃⽴ 練 等練 等練 等等等等練 等等練 等練 等等等等等等・・・・・⾃⽴訓・⾃⽴訓・⾃⽴訓・・・・・・⾃⽴訓・⾃⽴訓・・・・・⾃

（障害福祉サービス）
■在宅系：
・居宅介護
・⽣活介護
・短期⼊所
・就労継続⽀援
・⾃⽴訓練 等

・⾃宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き⾼齢者向け住宅
・グループホーム 等

住まい住まい住まい

■地域⽣活⽀援拠点■■■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■地域⽣■ 活⽀援拠活⽀援拠活⽀援拠活⽀援拠活⽀援拠活⽀援拠活⽀援拠活⽀援拠拠点点点点点点点点点点点点点点点点点援拠援拠援拠拠拠点点点点点点点点点点■地域⽣活⽀援拠点

安⼼して⾃分らしく暮らすために･･･

社会参加（就労）、
地域の助け合い、教育

社会参加（就労）、
地域の助け合い、教育

社会参加（就労）、
地域の助け合い、教育

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者⽀援センター

バックアップ

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所

バックアップ

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村

バックアップ

圏域の考え⽅

⽇常⽣活圏域

基本圏域（市町村）

障害保健福祉圏域

※ 地域包括ケアシステムは、⽇常⽣活圏域単位で
の構築を想定

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築にあたっては、障害保健福祉圏域ごとに、
精神科医療機関・その他の医療機関・地域援助事
業者・市町村による連携⽀援体制を確保
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