
事業の実施内容 事業の効果・課題 指標 目標値 実績 達成率

１情報
提供と
相談
支援
の充
実

18

①総合的で
きめ細かな
情報提供
の充実

障がい
福祉課

・「伊賀市障がい者福祉ガイド
ブック」を作成し,窓口で説明配
布するとともに、市ホームペー
ジに掲載します。また、内容に
ついても見直しを行います。
・広報紙の音声・点字版を発行
します。そして、音声･点字版
発行について広報紙に掲載し
周知します。
・広報紙・ホームページ・行政
情報番組を利用して最新の障
がい者福祉の情報を提供しま
す。

・「伊賀市障がい者福祉ガイド
ブック」やホームページの内容
を見直し、最新の情報を提供
できるように努めました。
・広報紙に音声・点字版の広
報の発行についてのお知らせ
を掲載し周知を図りました。

障がい福祉に関する情報を周
知することができました。今後
も最新の情報を提供できるよう
定期的に内容の見直しを行い
ます。
・誌面の都合上掲載できない
月もありましたが、市広報に掲
載することにより音声・点字版
の広報紙の発行について周知
することができました。今後も
定期的に広報等に掲載し、周
知に努めていきます。

回数 8
10

（見込）
ＡＡ 10 [21] [42]

18

①総合的で
きめ細かな
情報提供
の充実

障がい
福祉課

障がいのある人に対する市職
員の理解を深めるため、職員
を対象にした研修会を開催し
ます。

市職員の障がい理解を深める
ために研修会を開催いたしま
した。
10/21発達障がい研修134名
参加
1/27精神障がい研修85名参
加

本年度の障害者差別解消法
の施行をうけ、改めて市職員
が障がいについて正しい知識
を学び、職場や地域に、障が
いに関する理解を広め共有
し、ならびに窓口・電話対応等
業務における必要なコミュニ
ケーションのスキルアップを図
ることが出来ました。

延参加
者数

185 219 ＡＡ 164 [540] [1,080]

18

①総合的で
きめ細かな
情報提供
の充実

広聴情
報課

すべての利用者にとって使い
やすくアクセシビリティに配慮し
たホームページの構築・運用
を行います。

音声読み上げソフトを使用する
人のために画像を載せるとき
は、必ず何の画像かという説
明を入力しなければならない、
文字サイズを簡単に大きくでき
るなど、すべての利用者にとっ
て使いやすくアクセシビリティ
に配慮したホームページの構
築・運用を行いました。

高齢者や体に障がいを持った
人でも市公式ホームページを
通じてさまざまな情報を得やす
くなった。今後も継続して、アク
セシビリティに配慮した情報を
広く発信していきます。

総務省が
定める

ウェブア
クセシビ
リティ基
準（JIS
X8341-
3:2016）
の達成レ

ベル

AA
ＡＡ

（見込）
Ａ AA

目
標
Ⅰ

基本
方針

Ⅰ
　
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
生
活
支
援
の
し
く
み
を
つ
く
る

基本計画 事業予定

目標Ⅰ　一人ひとりに応じた生活支援
のしくみをつくる

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

（１）障が
い者福祉
に関する
情報提供
の充実

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

６段階評価(達成率)
ＡＡ（計画の内容を１００％を越えて実施）
Ａ　（計画の内容を１００％実施）
Ｂ　（計画の内容を７０％以上１００％未満実施）

Ｃ　（計画の内容を５０％以上７０％未満実
施）
Ｄ　（計画の内容を５０％未満実施）
Ｅ　（計画の内容を未実施）

1

※黄色セルへ実績等入力してください
※累計は[  ]書きで入力してください
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目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

18

②情報を活
用する意識
づくりの推
進

障がい
福祉課

障がい者団体や保護者会の
総会・研修会等で障害福祉
サービス等についての説明を
行うとともに、積極的な情報収
集について啓発していきます。

障がい者団体や保護者会の
総会や研修会等で障害福祉
サービス等についての説明を
行い、情報活用のための意識
づくりに努めました。
伊賀市障害者福祉連盟、育成
会、保護者会等への参加

今後も障がい者団体や保護者
会の総会や研修会等に参加し
情報活用のための意識づくり
に努めます。

回数 8 10 AA 9 [24] [24]

（２）総合
相談支援
体制の確
立

19

①総合的な
相談支援
体制の充
実

福祉相
談調整

課

伊賀市障がい者相談支援セン
ターに、昨年度より１人増員し
た５人の相談支援専門員を配
置し、障がいのある人及びそ
の家族からの相談に対応する
とともに、障害福祉サービスの
利用等について関係機関との
調整を図ります。

伊賀市障がい者相談支援セン
ターの職員5人を配置し、障が
いのある人やその家族の相談
に対応するとともに障害福祉
サービスの利用等について関
係機関との調整を図り、サービ
ス利用に繋げました。

件数：新規128件、変更121件

関係機関と調整を図り、個々
にあった適切なサービスを利
用する事により、地域の中で
安心して生活を送ることができ
ました。 相談

件数
5,500

6,600
（見込）

AA 7,019 [16,500] [33,000]

19

①総合的な
相談支援
体制の充
実

障がい
福祉課

基幹相談支援センターの設置
に向け、福祉相談調整課や関
係機関と協議検討をします。

基幹相談支援センターの設置
に向け、福祉相談調整課や関
係機関と協議検討を行いまし
た。

新庁舎の開設とともに相談体
制の充実を図るため、基幹相
談支援センターの設置に向
け、検討が必要です。
伊賀市にあった基幹と一般の
役割分担について検討が必要
です。

回数 1 1 Ａ 1 1 1

19

①総合的な
相談支援
体制の充
実

地域包
括支援

セン
ター

障がい者の一次相談窓口とし
て、地域包括支援センター（本
庁・南部サテライト・東部サテラ
イトの3ヶ所）の三職種（社会福
祉士・主任介護支援専門員・
保健師）がそれぞれの専門性
を活かして相談を受け、適切な
関係機関へつなぎます。

地域包括支援センター3ヶ所の
相談窓口で、三職種（社会福
祉士・主任介護支援専門員・
保健師）が障がいの一次相談
に対応しました。障がい者相談
支援センターや障がい福祉課
等と連携し、福祉医療や自立
支援医療、障がい福祉サービ
ス等の必要なサービスに繋げ
ました。

介護や認知症等をきっかけに
支援を開始する中で、障がい、
貧困などの課題を把握するこ
とも多く、適切な支援機関や
サービスにつなげました。支援
者として、障がい福祉に関する
知識を身につけるとともに、関
係機関との連携を密に図る必
要があります。

相談に
より関係
機関に
つなげ
た件数

200
200

（見込）
A 198 200 200

Ⅰ
　
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
生
活
支
援
の
し
く
み
を
つ
く
る

（１）障が
い者福祉
に関する
情報提供
の充実

2
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事業の実施内容 事業の効果・課題 指標 目標値 実績 達成率

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

19
②ケアマネ
ジメントの
充実

障がい
福祉課

一人ひとりのニーズに応じた相
談支援を行うため、障がい者
地域自立支援協議会や伊賀
圏域連絡協議会において事例
検討会や研修会を開催し、市
内の特定相談支援事業所のス
キルアップを図ります。

障がい者地域自立支援協議
会相談部会や伊賀圏域障が
い福祉連絡協議会くらし部会
において事例検討会や研修会
を開催し、市内特定相談支援
事業所のスキルアップを図りま
した。
市相談部会　12回
アセスメント研修会　1回
支援者研修会等　2回

研修会等を開催することによ
り、相談支援専門員のスキル
アップを図ることができました。
今後も特定相談支援事業所間
で計画相談支援に対する情報
共有や定期的な事例検討会等
を開催し、相談支援専門員の
スキルアップを図るように努め
ていきます。

回数 12 15 ＡＡ 16 [36] [72]

（２）総合
相談支援
体制の確
立

19
③ピアカウ
ンセリング
の推進

障がい
福祉課

伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会精神障がい者地域移行
部会のWGにおいて、ピアサ
ポーターの活動の場づくりにつ
いて協議を行います。

ピアサポーターに伊賀圏域障
がい福祉連絡協議会精神障
がい者地域移行部会に参加し
てもらい、病院での作業療法
活動への参加等を行いまし
た。

精神保健部会開催数　3回
地域移行WG　11回

ピアサポーターの活動の場の
確保、事業の継続実施のため
のしくみづくりの検討が課題と
なっています。

回数 12 14 ＡＡ 12 [36] [36]

20
④身近な地
域での相談
推進

障がい
福祉課

当事者及びその家族の中か
ら、身体・知的・精神それぞれ
の分野の相談員を委嘱し、そ
れぞれの地域で障がいのある
人やその家族からの相談に対
応します。

当事者及びその家族の中から
身体障がい相談員6人、知的
障がい相談員3人、精神障が
い相談員1人を委嘱し、それぞ
れの地域で障がいのある人や
家族からの相談に対応しまし
た。

当事者及びその家族が相談員
となることにより、当事者と同じ
目線での対応ができ、適切な
助言や指導を行なうことができ
ました。
今後も身近な地域での相談の
推進のため相談員の活用につ
いて周知を行います。

相談
員数

10 10 A 11 11 11

（３）権利
擁護に関
する支援

21

①権利擁
護に関する
相談支援
体制の充
実

福祉相
談調整

課

伊賀市障がい者相談支援セン
ターにおいて、障がいのある人
からの生活面の相談を受ける
とともに、権利擁護支援が必
要な人については、伊賀市社
会福祉協議会と連携し日常生
活自立支援事業の利用や成
年後見制度利用の支援を行い
ます。
H27年度権利擁護相談件数：
42件

伊賀市障がい者相談支援セン
ターにおいて、障がいのある人
からの生活面の相談を受ける
とともに、権利擁護支援が必
要な人については、伊賀市社
会福祉協議会と連携し日常生
活自立支援事業の利用や成
年後見制度利用の支援を行い
ました。

平成28年度新規利用者数
日常生活自立支援 3件
成年後見制度 2件

日常生活自立支援事業や成
年後見制度を利用することに
より、障がいのある人の権利
侵害を未然に防ぐことができま
した。

相談
件数

40
100

（見込）
AA 42 ［130］ [300]

3
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目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

21

②日常生
活自立支
援事業の
充実

障がい
福祉課

日常生活自立支援事業につい
て掲載した「伊賀市障がい者
福祉ガイドブック」を配布し、事
業内容や相談窓口の普及啓
発を行います。

窓口で障害者手帳の新規取得
者や希望者に配布するととも
に、説明会等でもガイドブック
を配布し、事業の周知を行い
ました。

日常生活自立支援事業の周
知を図ることができました。今
後もガイドブックへの掲載だけ
ではなく、あらゆる機会を捉え
て事業の普及啓発を行いま
す。

配布数 450 500 AA 450 [1,350] [2,700]

22
③成年後
見制度の
充実

障がい
福祉課

成年後見制度の内容や相談
窓口について掲載した「伊賀
市障がい者福祉ガイドブック」
を配布し、制度の普及啓発を
行います。

窓口で障害者手帳の新規取得
者や希望者に配布するととも
に、説明会等でもガイドブック
を配布し、事業の周知を行い
ました。

成年後見制度の周知を図るこ
とができました。今後もガイド
ブックへの掲載だけではなく、
あらゆる機会を捉えて制度の
普及啓発を行います。 配布数 450 500 AA 450 [1,350] [2,700]

22

④虐待の
早期発見と
支援体制
の整備

障がい
福祉課

障がい者への虐待を早期に発
見できるよう障がい者虐待を
発見した際の通報義務等につ
いて啓発を行います。また、障
害者週間街頭啓発の際に虐
待防止や障害者差別解消法
の啓発チラシを配布し、市民へ
の周知を図ります。

障がい者虐待防止について伊
賀市ホームページに掲載する
ことで、周知を行いました。
また、障害者週間に、広報・
ケーブルテレビ・街頭啓発等を
活用し、市民に対しての障が
い者理解の啓発に努めまし
た。

虐待防止については、伊賀市
のホームページに掲載するこ
とで周知を図りました。また、
街頭啓発等を行うことで市民
に対し、障がい者理解を深め
ることができました。 配布数 1,000 1,500 AA 1,000 [3,000] [6,000]

22

④虐待の
早期発見と
支援体制
の整備

福祉相
談調整

課

関係機関の連携を強化し、虐
待を早期発見するため担当者
間の情報共有を図ります。

高齢者及び障がい者虐待担当
者会議を2ケ月に1回開催し、
担当者間で情報共有を図り、
関係各課の連携を強化しまし
た。

2ヶ月に1回高齢者及び障がい
者虐待担当者会議を行い、虐
待の捉え方について関係機関
共通認識を持ち対応できまし
た。
また、本年度から講師を依頼
し、虐待の認識をより深めるた
め関係機関のための研修をお
こないました。

回数 6 6 A 6 ［18］ [32]

4
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事業の実施内容 事業の効果・課題 指標 目標値 実績 達成率

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

質の高いサービスを提供する
ために、障害福祉サービス事
業者の意識や技術を高めるた
めの研修会や交流会を開催し
ます。

・障がい者自立支援協議会相
談部会において計画相談研修
会を開催しました。（6/22）
・伊賀圏域障がい福祉連絡協
議会において居宅介護サービ
スのヘルパースキルアップ研
修を開催しました。（10/19　21
人参加、3/15　20人参加予定）
・居宅介護事業所管理者交流
会の開催をしました。（5/24
10人参加）
・伊賀圏域障がい者福祉連絡
協議会くらし部会において、事
業者に対し、地域移行に関す
る研修会の開催を行いました。
（12/2　74人参加）

・計画相談に関するスキルアッ
プを図ることができました。

・研修会・交流会を開催するこ
とで各事業所のヘルパーの共
通の課題について情報交換を
行い、よりよい支援に対する意
識を深めることができました。
・多数のサービス事業所の支
援者の参加を頂きました。情
報共有、共通理解の場となり
今後も継続してこのような研修
会の開催が必要です。

回数 3 5 AA 6 [12] [18]

聴覚障がい者等の福祉及び社
会参加の増進を図るため手話
通訳者及び要約筆記奉仕員
の派遣を行います。

聴覚障がい者等が医療機関な
どで相談や手続きなど手話通
訳・要約筆記を必要とする際に
手話通訳者及び要約奉仕員
の派遣を行いました。

聴覚障がい者及び音声・言語
機能障害者の家庭生活及び
社会参加の増進を図ることが
出来ました。

回数 350
424

（見込）
AA 361 350 390

24

②地域生
活への移
行に向けた
支援

障がい
福祉課

福祉施設や医療機関から地域
生活への移行を促進するた
め、医療機関の看護師や入院
患者、施設の職員や入所者や
家族を対象にした地域生活見
学会等を開催します。

施設職員、医療機関の看護師
や入院患者を対象にした地域
生活見学会を開催しました。
（10/22　8人、1/19　40人）

入院患者や看護師・施設職員
等に、地域で生活していく際に
活用できる地域資源を見学し
てもらい地域移行の促進を図
ることができました。

参加
者数

10 48 AA 13 [33] [48]

24

③地域住
民や民間
団体等の
支援活動と
の連携

障がい
福祉課

地域住民や民間団体等におい
て、障がい福祉に関する研修
会を行います。

民生委員・児童委員に対し、障
がい福祉に関する研修を行い
ました。　（5/10、7/26）
介護ケアマネ等福祉関係者に
対し障がい福祉研修を行いま
した。（7/12、7/15）

身近な地域支援者である民生
委員・児童委員などに障がい
福祉に関する理解を深めても
らうことで、障害福祉サービス
との連携を図ることができまし
た。

回数 3 4 AA 3 [9] [18]

①障害福
祉サービス
等の充実

障がい
福祉課

２生活
を支
援す
る
サー
ビスの
推進

（１）福祉
ｻｰﾋﾞｽ等
の充実

23
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事業の実施内容 事業の効果・課題 指標 目標値 実績 達成率

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

（２）家族
介護者等
への支援

24

①障害福
祉サービス
等の利用
促進

福祉相
談調整

課

障がい者相談支援センターに
おいて障害福祉サービス等の
利用についての相談及び障害
福祉サービス事業者や特定相
談事業所との利用調整を行
い、家族介護者の負担の軽減
を図ります。

障がい者相談支援センターに
おいて障害福祉サービスの利
用についての相談及び障害福
祉サービス事業者や特定相談
事業所との利用調整を行い、
家族等介護者の負担軽減を図
りました。

家族等からの介護等について
の相談を障害福祉サービスの
利用に繋げることにより介護者
等の負担を軽減する事ができ
ました。

サービ
ス利用
相談
件数

3,700
2,800

（見込）
B 3,666 [11,100] [22,200]

24

②介護者
の交流や
学習活動
等への支
援

障がい
福祉課

障がい者団体の活動に対して
助成し、障がいのある人を介
護している家族介護者の交流
会や学習会の開催のための支
援を行います。

障がい者団体の主催で家族介
護者の交流会や学習会が開
催できるよう障がい者団体へ
の助成を行いました。
（7/16阿山名賀保護者会療育
キャンプ、7/27・28上野手をつ
なぐ育成会療育キャンプ）

障がい者団体への助成を行う
ことにより、家族介護者の交流
会や研修会が開催されまし
た。

回数 2 2 A 2 [6] [12]

24

②介護者
の交流や
学習活動
等への支
援

介護高
齢福祉

課

介護をしている家族同士が、
悩みや経験を出し合いながら
支えあったり、交流や学習を通
じて介護の負担を軽減できる
よう介護者による主体的な活
動を推進、支援します。

介護をしている家族同士が日
頃の悩みを分かち合う機会と、
それに関連したさまざまな情報
を共有することで介護の負担
を軽減できるよう、「甲賀市家
族介護者の会」との交流会を
行いました。

参加者からは、一時的ではあ
るものの、介護の事を忘れ心
身共にリフレッシュできた等好
評である。事業内容や参加者
が固定化されつつあるので、
今年度中に実施方法の見直し
を行います。

参加
者数

25 17 C 27 25 [210]

（３）住ま
いの確保

25
①居住系
サービスの
充実

障がい
福祉課

地域での自立した生活の拠点
を確保できるよう、サービス事
業者と連携し、グループホーム
等の施設の充実に努めます。

平成29年度社会福祉施設等
整備事業補助金を活用した社
会福祉法人のグループホーム
の整備について申請を行い、
候補事業として選定されること
ができました。

社会福祉法人の整備により、
昨年度より市内のグループ
ホームの定員数は昨年末84人
から11人増の95人となりまし
た。今後も入所施設からの地
域移行を推進していくため、社
会福祉法人に補助金等の活
用を周知していきます。

実人数 100 98 B 98 105 115

25

②地域での
自立生活に
向けた住宅
確保の推
進

障がい
福祉課

障がいのある人が地域で自立
して生活できるよう、地域住民
に対し市広報や市の広報番組
等で障がいについての理解を
得るための特集を行います。

障がいのある人が地域で自立
して生活できるよう、地域住民
に対し市広報や市の広報番組
等で障がいについての理解を
得るための特集を行いました。
市広報での特集 1回
市広報番組での特集 1回

市広報や市の広報番組で障が
いに関する特集を行うことによ
り、地域住民に障がいについ
ての理解を深めてもらうことが
できました。今後も障がいがあ
る人が住み慣れた地域で自立
して生活できるよう、あらゆる
機会を通じて地域住民への啓
発を行っていきます。

回数 2 2 A 2 [6] [12]
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事業の実施内容 事業の効果・課題 指標 目標値 実績 達成率

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

25

②地域での
自立生活に
向けた住宅
確保の推
進

建築住
宅課

自立生活に向けた住宅確保を
推進するため、不動産関係団
体、社協、ＮＰＯと協力して、必
要な支援を行うために、三重
県居住支援連絡会で協議をし
ていきます。

伊賀市内での民間賃貸住宅を
中心に居住支援を図るため、
三重県居住支援連絡会に参
加し、協議しました。

伊賀市における不動産店（宅
建業者）の登録数がまだまだ
少なく、市内で斡旋できる賃貸
住宅の物件数を増やすため
に、不動産店の登録を促進す
る必要があります。

回数 2 2 A 0 [4] [6]

（４）経済
的な自立
に向けた
支援

25
①年金、手
当等の充
実

保険年
金課

日本年金機構と協力・連携し、
障害年金に関する諸届につい
て、届出に係る内容説明等の
支援をしていきます。また、市
広報及び行政情報番組で制度
についての周知を行います。

日本年金機構と連携し、障害
年金受給者の現況届等の諸
届を支援するとともに、未届者
に対し勧奨を行いました。ま
た、障害年金に関する記事を
広報いが市に掲載し、また行
政情報番組で制度の周知を行
いました。

障害基礎年金の裁定請求が
36件あり、年金機構へ進達す
るとともに、現況届の未提出者
には、説明のうえ勧奨を行いま
した。また、障害年金請求者の
ために、年金機構が案内パン
フレットを作成し、請求手続き
がわかりやすくなりました。

回数 2 2 Ａ 2 [6] [12]

25
①年金、手
当等の充
実

障がい
福祉課

重度障がい者福祉手当及び重
度障がい児福祉手当を支給
し、障がいのある人やその保
護者の経済的な負担軽減を図
ります。

重度障がい者福祉手当及び重
度障がい児福祉手当の支給を
行いました。
障がい者福祉手当190人
障がい児福祉手当87人

手当を支給することにより、障
がいのある人やその保護者の
経済的な負担を軽減すること
ができました。今後も障がいの
ある人やその家族の負担軽減
を図るため、制度の周知に努
めます。

人数 300 277
（見込）

Ｂ 295 [810] [1,620]

25

②医療費
等の自己
負担軽減
のための制
度の充実

保険年
金課

障がい者の医療費が増加して
いるため、継続して助成を行い
負担軽減を図ります。また、県
事業の対象者拡大や制度充
実を要望していきます。

障がい者の医療費が増加して
いるため、継続して助成を行い
負担軽減を図りました。また、
県事業の対象者拡大や制度
充実を要望しました。

市単で実施している精神障が
い者の医療費が増加していま
す。継続的な助成が必要なの
で、県補助事業となるよう引き
続き要望していきます。 なし

25

③金銭管
理に関する
支援の推
進

福祉相
談調整

課

障がい者相談支援センターに
おいて、金銭管理に関する相
談に対応するとともに成年後
見制度や日常生活支援事業
の利用の促進を行います。
H27年度権利擁護相談件数：
42件

障がい者相談支援センターに
おいて、金銭管理に関する相
談に対応するとともに成年後
見制度や日常生活支援事業
の利用促進を行ないました。

障がい者相談支援センターに
おいて、金銭管理に関する相
談に対応するとともに成年後
見制度や日常生活支援事業
の利用促進を行ない、判断能
力に不安がある人の金銭管理
の支援を行い、経済的な自立
を促進することができました。

権利擁
護相談
件数

40
100

（見込）
AA 42 130 [300]
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事業の実施内容 事業の効果・課題 指標 目標値 実績 達成率

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

3保
健・医
療・福
祉分
野の
連携
体制
の強
化

（１）健康
づくりへ
の支援

27
①主体的な
健康づくり
の推進

健康推
進課

健康づくりや介護予防をテーマ
とした出前講座を各地域の老
人クラブや各種団体において
開催し、日常生活の中で自分
自身や家族の健康管理につな
がるよう支援します。
・出前講座回数

各地区の老人クラブやサロン、
サークルなど各種団体に健康
づくりや介護予防をテーマとし
た出前講座を開催しました。
・出前講座　170回(見込）

高齢者の健康管理、介護予防
についての健康教育の機会と
なっています。

回数 200
170

（見込）
B 190 220 [1,440]

27
②保健
サービスの
利用促進

健康推
進課

広報紙、ケーブルテレビ、ホー
ムページ等を通じて広く健康に
関する情報発信や保健事業の
紹介や案内をします。
広報紙、ケーブルテレビ、ホー
ムページ、フェイスブック等啓
発回数

広報紙、ケーブルテレビ、ホー
ムページ等を通じて広く健康に
関する情報発信や保健事業の
紹介や案内をしました。
広報紙、ケーブルテレビ、ホー
ムページ、フェイスブック等啓
発回数 150回（見込）

市民に対してあらゆる媒体を
利用して、健康に関する情報
のほか感染症等の情報を効果
的に提供しています。

回数 150
150

（見込）
A 144 160 [840]

27
③こころの
健康づくり
への支援

健康推
進課

こころの健康についての教室
や講座などの事業を実施し、こ
ころの病気についての理解や
知識の普及を進めます。
・こころの健康教室参加者数

こころの健康についての教室
や講座などの事業を実施し、こ
ころの病気についての理解や
知識の普及を進めています。
また自殺対策強化週間（9月）
や月間（3月）に合わせて自殺
予防についての啓発や取り組
み等も進めています。
こころの健康大学の事業内容･
実施回数を見直した。上野病
院と連携し、テーマを決めたプ
ログラム内容にした。

教室等の事業を実施すること
で、市民に対してこころの病気
についての理解や知識の普及
の機会となっています。
また自殺予防の啓発等を行な
うことにより、悩みを抱える人
が必要な支援を受けられ自殺
予防につながっています。

実人数 320 139 D 316 350 300

（２）保
健・医療・
福祉分野
の連携体
制の強化

27

①保健・医
療・福祉分
野の連携
体制の強
化

地域包
括支援

セン
ター

保健・医療・福祉分野がスムー
ズに連携するためには、それ
らのサービスを橋渡しする介
護支援専門員（ケアマネ
ジャー）の役割が重要です。
様々な障がいを理解し適切な
支援機関へつなげられるよう、
研修会等を開催し、介護支援
専門員の資質の向上を図りま
す。

居宅介護支援事業所のケアマ
ネジャーを対象に事例検討会
(年6回）開催しました。また、障
がい者福祉制度、がん化学療
法についての研修会を7月（2
回）と11月に開催し、在宅療養
者の薬物治療と管理について
の研修会を3月に開催予定で
す。

ケアマネジャーの中には、障
がい者福祉制度については知
識が十分でない人もあり、障が
い者福祉制度についての研修
会を開催したことで、理解が深
まりました。ケアマネジャーは、
高齢者を支援する立場にあり
ますが、障がいを持った家族を
支援する機会も多く、制度の理
解が深まることで、適切に支援
機関へつなぐことができます。

回数 10
10

（見込）
A 11 10 [60]
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事業の実施内容 事業の効果・課題 指標 目標値 実績 達成率

目
標
Ⅰ

基本
方針

基本計画 事業予定

　第３次計画　実施事業の進捗状況(H28年度)実績

方向性
計画

ページ
事業実
施課

2016（Ｈ28）実施事業の進捗状況 29年度まで
の[累計]又は
29年度目標

値

32年度まで
の[累計]又は
32年度目標

値

27
実績

27

①保健・医
療・福祉分
野の連携
体制の強
化

医療福
祉政策

課

保健・医療・福祉各分野の専
門職による連携検討会を開催
し、「在宅患者の支援のしくみ
づくり」について、検討を行いま
す。

保健・医療・福祉分野の連携
検討会により、在宅患者の薬
の管理のしくみづくりを検討し、
本年度からそのしくみづくりに
着手しました。
12月：患者への啓発物品の配
布（医療機関、薬局、訪問看
護、ケアマネ）
2月：市広報紙での特集掲載及
び行政チャンネルでの放送

本事業により、保健・医療・福
祉関係者による関わりが深ま
りました。あわせて、患者やそ
の家族も一員となった在宅生
活支援のしくみづくりをすすめ
ることができました。
今後も、医療や介護・福祉関
係者とともに継続した患者、市
民啓発等を行う必要がありま
す。

開催
状況

1 1 A 1 1 1
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