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社会福祉法人仙台市障害者福祉協会 

平成２８年度事業計画書 

 

 

１ 法人経営にあたっての目標 

 

１）ビジョン 

多くの人々や組織とつながり、互いに支えあう最も信頼される組織を目指します 

 

２）ミッション 

障害者福祉の視点から誰もが暮らしやすいまちづくりを推進します 

 

３）ビジョンとミッションを実現するための基本方針 

① 障害があっても生きがいや働きがいを持てる社会づくりに取り組みます 

② 当事者主体の障害者福祉の視点から地域福祉の推進に貢献します 

③ 本人主体の一人ひとりを大切にしたサービスの提供に努めます 

④ 専門性を互いに高めあうことができる職場づくりに取り組みます 

 

４）平成２８年度の重点事項 

 当協会は、法人経営にあたっての目標として掲げているビジョン及びミッション並び

に基本方針の達成を目指して、特に平成２８年度の事業計画においては、次の９点を重

点項目と位置付けて実施する。また、国がすすめている社会福祉法人制度改革に対して

は、必要かつ適切な措置を講じる。 

 

（１）社会福祉法人制度改革への対応 

  社会福祉法等の一部を改正する法律が平成２９年４月１日に施行される予定である

ことから、当協会においても、定款の変更及び評議員の選任などの対応を行う。 

 

（２）法人の中長期計画の策定 

   当協会の法人経営にあたって、経営戦略を明確化し、事業遂行のために必要な経営

資源を効果的に配分するとともに、計画的な法人運営と人材育成を実践するため、中

長期計画を策定する。 

 

（３）第１６回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）オープン競技への参加協力 

平成２８年１０月２２日（土）～同２３日（日）に岩手県で開催される第１６回全

国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）オープン競技のゲートボール競技及び卓

球バレー競技に仙台市チームを派遣する。なお、ゲートボール競技については、出場

チームの予選会を兼ねて仙障協親善ゲートボール大会を開催し、会員等相互の親睦と

交流を図る。 

 

（４）第５８回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会及び第４８回政令指定都市身

体障害者スポーツ大会（ボウリング大会）の開催準備 

   平成２９年９月２日（土）～同３日（日）に第５８回政令指定都市身体障害者福祉
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団体連絡協議会及び第４８回政令指定都市身体障害者スポーツ大会（ボウリング大会）

を当協会が主管となって開催するにあたり、その準備を行う。また、これに先だって

平成２９年２月２４日（金）に、ホテルメルパルク仙台で政令指定都市身体障害者福

祉団体連絡協議会団体長等会議を開催する。 

 

（５）指定管理の更新と業務の継続 

   平成２９年３月３１日をもって、仙台市宮城野障害者福祉センターと仙台市太白障

害者福祉センターの指定管理者の指定期間が満期となることから、引き続き指定管理

者の選定を受けて業務の継続を目指す。 

① 仙台市宮城野障害者福祉センター 

   次期指定期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日（５年間予定） 

② 仙台市太白障害者福祉センター 

   次期指定期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日（５年間予定） 

 

（６）就労継続支援（Ｂ型）事業所「せんしょう庵」の安定経営 

事業所の安定した経営を図るため、引き続き新規利用者の獲得に努めるとともに、

福祉・介護職員処遇改善加算を受けるための体制を維持する。また、職員の資質と支

援スキルの向上を図るため、個別支援計画の作成などにかかる教育・研修を実施する。 

 

（７）居宅サービス事業所及び訪問サービス事業所「五橋あい・はーと」の安定経営 

平成２７年度に引き続き、事業所の安定した経営を図るため、介護福祉士の雇用、

職員研修及び職員会議並びに健康診断などを実施し、特定事業所加算を受けるための

体制を維持するとともに、安全で健康的な労働環境を確立して、福祉・介護職員処遇

改善加算及び介護職員処遇改善加算を受けるための体制を維持し、より専門性の高い

人材の確保と質の高いサービスの提供に努める。 

 

（８）「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすい

まちをつくる条例」の周知等 

平成２８年４月に施行される「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人

もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」について、会員や職員などを対象に

理解啓発を促進するための勉強会等を実施するとともに、障害者相談員等と連携して

障害理解啓発の活動に取り組む。 

 

（９）会員を対象とした事業の実施 

   会員相互の親睦交流及び会員の増員等を図るため、「平成２９年新年のつどい」を

引き続き実施するとともに、加入団体の活動に助成金を交付して、組織活動を推進す

るほか、女性会員の活動を促進する取り組みなどを行う。 
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２ 法人本部の運営 

 

１）理事会 

  定款第９条の規定により、理事をもって理事会を組織して法人の業務の決定を行う。 

理事会 

第１回（５月） 平成２７年度事業報告及び決算の認定など 

第２回（１２月） 評議員の同意及び平成２８年度補正予算の同意など 

第３回（１２月） 
会長、副会長、常務理事の互選及び職務代理者の指

名など 

第４回（３月） 平成２９年度事業計画及び予算の同意など 

 ※ 理事会は、上記４回のほか必要に応じて開催する。 

 

２）監事による監査 

  定款第１１条の規定により、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査す  

る。また、平成２７年度事業報告及び決算にかかる監査報告書を作成し、理事会及び  

仙台市長に報告するとともに、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出  

席して意見を述べる。 

監事 

による 

監査 

第１回（５月） 平成２７年度事業報告及び決算の審議など 

第２回（１１月） 

平成２８年度（平成２８年４月１日から同９月３０

日まで）に係る理事の業務執行の状況及び財産の状

況など 

 ※ 監事による監査は、上記２回のほか必要に応じて実施する。 

 

３）評議員会 

定款第１５条の規定により、評議員会において予算、決算、事業計画及び事業報告  

などを審議する。 

評議員会 

第１回（５月） 平成２７年度事業報告及び決算の審議など 

第２回（１２月） 役員の選任及び平成２８年度補正予算の審議など 

第３回（３月） 平成２９年度事業計画及び予算の審議など 

 ※ 評議員会は、上記３回のほか必要に応じて開催する。 

 

４）役員選考委員会の設置 

  現役員の任期が平成２８年１２月２７日をもって満了となることから、次期役員の候

補者案を作成するため、定款施行細則第２５条の規定により、評議員のうちから選出し

た委員若干名による役員選考委員会を設置する。 

 

５）指名競争契約委員会の開催 

  当協会経理規程第５７条の規定に基づく指名競争契約に係る事務を処理するため、

指名競争契約委員会を開催する。 
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６）加入団体連絡会議の開催 

当協会の事業を円滑かつ効果的に実施するため、必要に応じて加入団体で構成する加

入団体連絡会議を開催して情報交換などを行う。（偶数月予定） 

 

７）職員全体研修の実施 

  当協会が法人経営にあたっての目標として掲げているビジョン及びミッション並びに

基本方針などの理解を深めるために、全職員を対象に研修を実施する。（年１回） 

 

８）その他各種委員会の設置 

当協会の業務の遂行に際して、特に必要な分野について委員会を設置し、調査研究な

どを行う。 
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３.自立訓練（機能訓練）事業の実施 

 

１）宮城野自立訓練(機能訓練)事業 

 

（１）基本方針 

  在宅の身体障害者の自立の促進、生きがいの醸成、身体機能の維持向上等を図ること

が出来るよう、通所により機能訓練、創作的活動等の各種サービスを提供することによ

り、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図る。 

 

（２）重点事項 

 ① 障害者相談支援事業所・地域包括支援センター及び医療機関や訪問看護ステーショ

ン等に対して自立訓練（機能訓練）事業の周知強化を図り、医療機関関係者やケアマ

ネージャー等を対象に自立訓練（機能訓練）事業の見学会や懇談会を実施し、他機関

との関係性を深めながら利用者増加に努める。 

② 介護保険サービスや医療機関では提供が難しい外出訓練を含めたアウトリーチ支援

等、自立訓練（機能訓練）事業における固有のサービスを紹介するチラシなどを作成

し、他の機関に対する PR の強化を図る。 

 ③ 仙台市障害者就労支援センター及び就労継続支援（Ｂ型）事業所「せんしょう庵」

他、地域施設等と連携し、利用終了者に対しての社会参加促進の強化を図る。 

 ④ 嚥下障害等の特別な支援が必要な障害者に配慮した献立作成、及びソフト食や除去

食等の配慮食の提供、並びに安全な食事介助体制の維持に努める。 

⑤ 平成２８年４月に施行される「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人

もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」に取り組むとともに、利用者、利用

者の家族および職場等に対する啓発活動を実施する。 

 

（３）人員体制 

  自立訓練（機能訓練）事業の指定人員基準に基づき、必要な職種及び人員を配置する。 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

２．支援員 

（うち１名は言語聴覚

士兼務） 

（うち１名はサービス

管理責任者） 

３名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 ４名 

8:30～15:15 

9:30～16:15 

10:00～16:45 

(週 30時間) 

 

３．看護師  

２名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  

４．作業療法士 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75 時間 
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５．言語聴覚士 

（支援員兼務） 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

６．栄養士 
 

 

 １名 

9:00～15:45 

(週 30時間) 

 

７．調理師  

  １名 

9:00～15:35 

(週 29.17時間) 

８．調理補助  

  ２名 

9:00～15:35 

(週 29.17時間) 

９．事務員 

1名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  1名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

（４）事業内容 

  ① 利用日 

実施日 毎週火曜日～土曜日 １０：００～１５：００ 

（月曜日、祝日の翌日（火曜日除く）及び１２月２８日～１月４日除く） 

 

  ② 内 容 

   ア 障害福祉サービス ：自立訓練（機能訓練）事業 

   イ 利用期限     ：原則１年６ヶ月（利用延長最長２年６ヶ月） 

   ウ 基本事業（通年） ：毎週火曜日～土曜日 

項 目 実施概要 

機能訓練 作業療法士等の指導により、日常生活動作、歩行、家事訓練等

を行い身体機能の維持向上を図る。また、利用者自身が二次障

害を予防するための自己認識ができるよう、体力測定や訓練効

果の評価を行うとともに、医療的ケアがある方などの重度障害

者の日常生活活動と社会参加の向上を図る。 

（ア）基礎体力・筋力強化訓練    

（イ）基本・応用日常生活動作訓練  

社会適応訓練 地域社会に赴き、シミュレイトまたは実践的に社会生活を営む

うえで必要とされる会話、手話、点字、ＩＴ機器等の活用、生

活マナー等の動作訓練を行う。 

（ア）屋外応用歩行・移動訓練    年８回 

（イ）社会体験活動        年１２回 

（ウ）福祉講演           年８回 

（エ）創作活動          年２８回 

（オ）その他目的に応じて       随時 

健康指導 （ア）看護師による健康チェック（血圧測定、検温、体重測定

等）や健康相談を行い、健康管理につとめる。 
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   エ 入浴サービス事業（通年）：毎週火曜日～金曜日 

     自立訓練（機能訓練・生活訓練）・生活介護利用者のうち、希望者に対して介護

浴槽及び特殊浴槽による入浴サービスを行う。 

   オ 給食サービス事業（通年）：毎週火曜日～土曜日 

     自立訓練（機能訓練・生活介護）・生活介護事業利用者のうち希望者に対して、

昼食の提供を行う。なお、利用者の障害に応じたソフト食などの配慮食の提供も

行う。  

   カ 送迎サービス事業（通年）：毎週火曜日～土曜日 

     自立訓練・生活介護事業利用者のうち希望者に対して、自宅とセンター間の送

迎サービスを行う。（送迎エリアや他の利用者の送迎サービスの状況により利用が

難しい場合あり） 

     ・リフト付マイクロバス      １台 

     ・リフト付ワゴン         ２台 

 

（イ）栄養士による栄養・食生活に関する助言、指導及び情報

の提供を行う。 

（ウ）言語聴覚士による指導に基づき口腔ケア、嚥下体操など、

健康への配慮を行う。 

更生相談 障害者の自立支援のため相談支援事業所と連携し、医療・福

祉・生活等に関する相談を行う。また、関係専門機関との連携

も図る。 

介護方法の指導

等 

自立訓練利用者家族、市民及びボランティア等に対して、各種

講演会等を実施して介護等の知識や簡単な技術支援を行い、在

宅生活でのフォローアップを図る。  

スポーツ・レク

リエーション 

障害者の福祉の増進を図るために必要なフライングディスク、

ボッチャ等のスポーツや年中行事の他、レクリエーションをニ

ーズに応じながら幅広く実施 

（ア）体力測定     モニタリング時期に合わせ適宜実施 

（イ）風船バレー          年４回 

（ウ）カーリング          年４回 

（エ）フライングディスク      年４回 

（オ）ゴロ卓球           年８回 

（カ）ボッチャ           年４回 

（キ）ラダーゲッター        年４回 

（ク）スポーツ吹矢         年４回 

（ケ）シャッフルボード       年４回 

（コ）棒サッカー          年４回 

（サ）ジャンプボール        年４回 

目的別訓練 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の指導により、専門性

を重視した機能訓練及び社会適応訓練を提供することにより、

更なる身体機能の維持向上を図り障害者の自立と社会参加を

促進する。 

（ア）社会適応訓練         年２７回 

（イ）言語・高次脳支援プログラム  年２１回 
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（５）利用料金 

利用料金は、厚生労働大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、総費用額の１割の

額を利用者に請求する（ただし、受給者証に記載されている利用者負担上限月額を超

えないよう減額する）。また、総費用額の９割は利用者に代わって代理受領を行う。 

 

（６）計画相談支援の利用に係る支援 

   障害者相談支援事業所ハンズ宮城野及び障害者相談支援事業所ハンズ太白等と連携

し、介護給付費等の支給に係る申請を行う利用者に対して、計画相談支援の利用に係

る支援を行う。 

 

（７）実習生の受入 

   社会福祉事業への公共性（人材の育成と確保）を目的として、社会福祉援助技術の

実習等にかかる実習生を受け入れる。また、当センターにおける実習指導者を養成す

るために、社会福祉士実習指導者講習会を受講し、実践力の高い社会福祉士の養成に

貢献する。 

   ① 社会福祉士実習指導者講習会の受講 

② 社会福祉士実習指導者の配置 

③ 社会福祉士実習指導者連絡会への参加 

       

（８）苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を

構築する。 

  ① 苦情解決責任者の設置 

   ② 苦情受付担当者の設置 

  ③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

（９）衛生管理について 

   利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断及び予防接種など

必要な措置を図る。 

① 定期健康診断の実施（年１回） 

② 給食サービス提供にかかる検体（年１２回） 

   ③ 入浴サービス提供にかかるＢ型肝炎予防接種（年１回） 

   ④ インフルエンザの予防接種（年１回） 

 

（10）職員相互交流研修について 

   組織体制の強化確立を目指す一環として、職員一人ひとりの資質と能力を高めるた

めには、所属部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも

極めて重要であることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

（11）勤続３年未満職員研修 

   当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力 

  強化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

（12）合同防災訓練について 

  ３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行

政用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、福祉避
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難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

 

（13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を

実施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個

人情報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講す

るとともに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

   ① 障害者虐待防止に関する研修の実施（年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講（随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 
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２） 若林自立訓練(機能訓練)事業 
 

（１）基本方針 

 在宅の身体障害者の自立の促進、生きがいの醸成、身体機能の維持向上等を図るこ

とが出来るよう、通所により機能訓練、社会適応訓練等の各種サービスを提供するこ

とにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を

図る。 

 

（２）重点事項 

① 本事業の特色を明記したチラシを作成し、身体障害者、医療機関、地域包括支援セ

ンター、居宅介護支援事業所に対して積極的な広報活動を行うことで、本事業の利用

の促進を図る。 

② 仙台市若林障害者福祉センター入居５法人、医療機関及び各障害者福祉関係機関と

連携し、専門職と職員間の連携力向上を図りながら、センターの啓発活動と合わせて、

新たな障害者、高次脳機能障害者、難病、重複障害等の受け入れ拡大とサービス提供

体制の強化を図る。 

③ 難病、脳卒中等により摂食・嚥下障害を有する利用者に安全、かつ適切な食事を提

供できるように医療機関と連携し、チームアプローチによるサービス提供体制を強化

する。 

④ 仙台市障害者就労支援センター、就労継続支援（Ｂ型）事業所「せんしょう庵」

等と連携し、利用者に就労の啓発を図り、自立訓練（機能訓練）事業終了後の移行

先の選択肢の拡大を図る。 

⑤ 関係機関(介護保険事業所、医療機関及び各障害者福祉等)への訪問、地域のイベン

ト(お祭り、会議等)への参加等を通して、自立訓練（機能訓練）事業の周知、及び地

域のニーズの調査を行い、自立訓練（機能訓練）事業の利用拡大を通して、身体障

害者、難病者の社会参加促進や福祉の増進を図る。 

⑥ 平成２８年４月に施行される「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人

もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」に取り組むとともに、利用者、利用

者の家族および職場等に対する啓発活動を実施する。 

 

（３）人員体制 

  自立訓練（機能訓練）事業の指定人員基準に基づき、必要な職種及び人員を配置する。 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

２．主任支援員 

（副所長兼務） 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

３．支援員 

（うち１名はサービス

管理責任者） 

２名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 ４名 

8:30～15:15 

9:30～16:15 

10:00～16:45 
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(週 30時間) 

４．看護師 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75 時間 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  

５．作業療法士 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75 時間 

   

６．栄養士 
 

 

 １名 

9:00～15:45 

(週 30時間) 

 

７．調理師  

  １名 

9:00～15:35 

(週 29.17時間) 

８．調理補助  

  ２名 

9:00～15:35 

(週 29.17時間) 

９．事務員  

1名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 1名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

 

（４） 事業内容 

  ① 利用日 

実施日 毎週火曜日～土曜日 １０：００～１５：００ 

   ② 内 容 

    ア 障害福祉サービス ：自立訓練（機能訓練）事業 

    イ 利用期限     ：原則１年６ヶ月（利用延長最長２年６ヶ月） 

    ウ 基本事業（通年） ：毎週火曜日～土曜日 

項 目 実施概要 

機能訓練 作業療法士等が作成した個別のプログラムに基づき、指導

助言を行いながら日常生活動作、歩行、家事訓練等を行い身

体機能の維持向上を図る。また、利用者自身が二次障害を予

防するための自己認識ができるよう、体力測定や訓練効果の

評価を定期的に行うとともに、医療的ケアがある方などの重

度障害者の日常生活活動と社会参加の向上を図る。 

（ア） 基礎体力・筋力強化訓練    

（イ） 基本・応用日常生活動作訓練  
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エ 入浴サービス事業（通年）：毎週火曜日～金曜日 

      自立訓練・生活介護事業利用者のうち、希望者に対して特殊浴槽及び介護浴 

槽による入浴サービスを行う。 

    オ 給食サービス事業（通年）：毎週火曜日～土曜日 

      自立訓練・生活介護事業利用者のうち希望者に対して、昼食の提供を行う。 

なお、利用者の障害に応じたソフト食などの配慮食の提供も行う。 

    カ 送迎サービス事業（通年）：毎週火曜日～土曜日 

      自立訓練・生活介護事業利用者のうち希望者に対して、自宅とセンター間の   

     送迎サービスを行う。 

    （ア） リフト付マイクロバス      １台 

    （イ） リフト付ワゴン         ２台 

 

社会適応訓練 地域社会に赴き、シミュレイトまたは実践的に社会生活を

営むうえで必要とされる会話、手話、点字、ＩＴ機器等の活

用、生活マナー等の動作訓練を行う。 

（ア） 地域性活力向上プログラム  年４８回 

（イ） 社会体験活動        年１６回 

（ウ） 福祉講演           年８回 

（エ） 創作活動           年８回 

（オ） その他目的に応じて       随時 

健康指導 （ア） 看護師による健康チェック（血圧測定、検温、体重 

測定等）や健康相談を行い、健康管理につとめる。 

（イ） 栄養士による栄養・食生活に関する助言、指導及び

情報の提供を行う。 

（ウ） 言語聴覚士による指導に基づき口腔ケアなど、健康

への配慮を行う。 

更生相談 障害者の自立支援のため障害者相談支援事業所と連携し、

医療・福祉・生活等に関する相談を行う。また、関係専門機

関との連携も図る。 

介護方法の指導等 自立訓練利用者家族や市民等に対して、介護等の知識や簡

単な技術支援を行い、在宅生活でのフォローアップを図る。 

スポーツ・レクリエ

ーション 

障害者の福祉の増進や体力の向上を図るために必要なフラ

イングディスク等のスポーツや年中行事の他、レクリエーシ

ョンをニーズに応じながら幅広く実施する。 

（ア） フライングディスク      年４回 

（イ） フリーブロー         年４回 

（ウ） バッコー           年４回 

（エ） その他ニーズに応じて      随時 

目的別訓練 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の指導により、専

門性を重視した機能訓練及び社会適応訓練を提供することに

より、更なる身体機能の維持向上を図り障害者の自立と社会

参加を促進する。 

（ア） 個別外出訓練等        随時 
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（５）利用料金 

利用料金は、厚生労働大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、総費用額の１割の

額を利用者に請求する（ただし、受給者証に記載されている利用者負担上限月額を超

えないよう減額する）。また、総費用額の９割は利用者に代わって代理受領を行う。 

 

（６）計画相談支援の利用に係る支援 

   計画相談支援は、原則として全ての障害福祉サービス等を利用する障害者等を対象

とすることとされていることから、障害者相談支援事業所ハンズ宮城野及び障害者相

談支援事業所ハンズ太白等と連携し、介護給付費等の支給に係る申請を行う利用者に

対して、計画相談支援の利用に係る支援を行う。 

 

（７）実習生の受入 

   社会福祉事業への公共性（人材の育成と確保）を目的として、社会福祉援助技術の

実習等にかかる実習生を受け入れる。また、当センターにおける実習指導者を養成す

るために、社会福祉士実習指導者講習会を受講し、実践力の高い社会福祉士の養成に

貢献する。 

   ① 社会福祉士実習指導者講習会の受講 

② 社会福祉士実習指導者の配置 

③ 社会福祉士実習指導者連絡会への参加 

 

（８）苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を

構築する。 

  ① 苦情解決責任者の設置 

   ② 苦情受付担当者の設置 

  ③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

（９）衛生管理について 

   利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断及び予防接種など

必要な措置を図る。 

① 定期健康診断の実施（年１回） 

② 給食サービス提供にかかる検体（年１２回） 

   ③ 入浴サービス提供にかかるＢ型肝炎予防接種（年１回） 

   ④ インフルエンザの予防接種（年１回） 

 

（10）職員相互交流研修について 

   組織体制の強化確立を目指す一環として、職員一人ひとりの資質と能力を高めるた

めには、所属部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも

極めて重要であることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

（11）勤続３年未満職員研修 

   当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力 

  強化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

（12）合同防災訓練について 

  ３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行
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政用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、福祉避

難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

 

（13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を

実施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個

人情報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講す

るとともに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

   ① 障害者虐待防止に関する研修の実施（年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講（随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 
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３） 太白自立訓練(機能訓練)事業 

 

（１） 基本方針 

在宅の身体障害者の自立の促進、生きがいの醸成、身体機能の維持向上等を図るこ

とが出来るよう、通所により機能訓練、創作的活動等の各種サービスを提供すること

により、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図

る。 

 

（２） 重点事項 

① 本事業の特色を明記したチラシを作成し、身体障害者、医療機関、地域包括支援セ

ンター、居宅介護支援事業所に対して積極的な広報活動を行うことで、本事業の利用

の促進を図る。 

②  医療機関や地域包括支援センター等との連携をより深めることで、利用者の確保、

サービスの充実化、利用終了後の移行支援の円滑化を図る。 

③  利用者の就労支援と生産活動の場を確保するため、就労継続支援（Ｂ型）事業所「せ

んしょう庵」への移行を促進する。 

④  専門性を互いに高め合うことができる職場づくりに取り組むとともに、難病、高次

脳機能障害や医療的ケアが必要な利用者が安心してサービスを受けられるよう人材

の確保と体制強化に取り組む。 

⑤  嚥下障害等の特別な支援が必要な障害者に配慮した献立の作成、ソフト食や配慮食

の提供、安全な食事介助ができる体制の確保、嚥下体操に取り組む。 

⑥ 障害者虐待防止のため、本事業にかかわる全職員に対して虐待防止や人権意識を高

めるための研修を実施するとともに、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構

築する。 

⑦ 平成２８年４月に施行される「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人

もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」に取り組むとともに、利用者、利用

者の家族および職場等に対する啓発活動を実施する。 

 

（３） 人員体制 

自立訓練（機能訓練）事業の指定人員基準に基づき、必要な職種及び人員を配置する。 

 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

２．主任支援員 

（副所長兼務） 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

３．支援員 

（うち１名サービス 

管理責任者） 

２名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 ４名 

8:30～15:15 

9:30～16:15 

10:00～16:45 

(週 30時間) 
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４．看護師 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  

５．作業療法士 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75 時間 

   

６．栄養士 
 

 

 １名 

9:00～15:45 

(週 30時間) 

 

７．調理師  

  １名 

9:00～15:35 

(週 29.17時間) 

８．調理補助  

  ２名 

9:00～15:35 

(週 29.17時間) 

９．事務員 

1名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

 

 

（４）事業内容 

   ① 利用日 

実施日 毎週火曜日～土曜日 １０：００～１５：００ 

 

   ② 内 容 

    ア 障害福祉サービス ：自立訓練（機能訓練）事業 

    イ 利用期限     ：原則１年６ヶ月（利用延長最長２年６ヶ月） 

    ウ 基本事業（通年） ：毎週火曜日～土曜日 

項 目 実施概要 

機能訓練 理学療法士等の指導により、日常生活動作、歩行、家事訓

練等を行い身体機能の維持向上を図る。また、利用者自身が

二次障害を予防するための自己認識ができるよう、体力測定

や訓練効果の評価を行うとともに、医療的ケアがある方など

の重度障害者の日常生活活動と社会参加の向上を図る。 

（ア） 基礎体力・筋力強化訓練    

（イ） 基本・応用日常生活動作訓練  

社会適応訓練 地域社会に赴き、シミュレイトまたは実践的に社会生活を

営むうえで必要とされる会話、手話、点字、ＩＴ機器等の活

用、生活マナー等の動作訓練を行う。 

（ア） 屋外応用歩行・移動訓練    年 ８回 

（イ） 社会体験活動         年１６回 

（ウ） 福祉講演           年１２回 

（エ） 創作活動           年１６回 
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エ 入浴サービス事業（通年）：毎週火曜日～金曜日 

      自立訓練・生活介護利用者のうち、希望者に対して介護浴槽及び特殊浴槽に 

よる入浴サービスを行う。 

    オ 給食サービス事業（通年）：毎週火曜日～土曜日 

      自立訓練・生活介護事業利用者のうち希望者に対して、昼食の提供を行う。 

なお、利用者の障害に応じたソフト食などの配慮食の提供も行う。  

    カ 送迎サービス事業（通年）：毎週火曜日～土曜日 

      自立訓練・生活介護事業利用者のうち希望者に対して、自宅とセンター間の 

送迎サービスを行う。 

     （ア） リフト付マイクロバス      １台 

     （イ） リフト付ワゴン         ２台 

 

（５） 利用料金 

利用料金は、厚生労働大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、総費用額の１割の 

額を利用者に請求する（ただし、受給者証に記載されている利用者負担上限月額を超 

えないよう減額する）。また、総費用額の９割は利用者に代わって代理受領を行う。 

 

（オ） その他目的に応じて       随時 

健康指導 （ア） 看護師による健康チェック（血圧測定、検温、体重

測定等）や健康相談を行い、健康管理につとめる。 

（イ） 栄養士による栄養・食生活に関する助言、指導及び

情報の提供を行う。 

（ウ） 言語聴覚士による指導に基づき口腔ケアなど、健康

への配慮を行う。 

更生相談 障害者の自立支援のため相談支援事業所と連携し、医療・

福祉・生活等に関する相談を行う。また、関係専門機関との

連携も図る。 

介護方法の指導等 自立訓練利用者家族、市民及びボランティア等に対して、

各種講演会等を実施して介護等の知識や簡単な技術支援を行

い、在宅生活でのフォローアップを図る。  

スポーツ・レクリエー

ション 

障害者の福祉の増進を図るために必要なフライングディス

ク、ボッチャ等のスポーツや年中行事の他、レクリエーショ

ンをニーズに応じながら幅広く実施する。 

（ア） スポーツ吹き矢        年４回 

（イ） ボウリング          年４回 

（ウ） 卓球バレー          年４回 

（エ） ボッチャ           年４回 

（オ） フライングディスク      年４回 

目的別訓練 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の指導により、専

門性を重視した機能訓練及び社会適応訓練を提供することに

より、更なる身体機能の維持向上を図り障害者の自立と社会

参加を促進する。 

（ア） 個別外出訓練等        土曜日毎実施 
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（６） 計画相談支援の利用に係る支援 

障害者相談支援事業所ハンズ宮城野及び障害者相談支援事業所ハンズ太白等と連

携し、介護給付費等の支給に係る申請を行う利用者に対して、計画相談支援の利用に

係る支援を行う。 

 

（７）実習生の受入 

   社会福祉事業への公共性（人材の育成と確保）を目的として、社会福祉援助技術の

実習等にかかる実習生を受け入れる。また、当センターにおける実習指導者を養成す

るために、社会福祉士実習指導者講習会を受講し、実践力の高い社会福祉士の養成に

貢献する。 

   ① 社会福祉士実習指導者講習会の受講 

② 社会福祉士実習指導者の配置 

③ 社会福祉士実習指導者連絡会への参加 

       

（８）苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を

構築する。 

  ① 苦情解決責任者の設置 

   ② 苦情受付担当者の設置 

  ③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

（９）衛生管理について 

   利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断及び予防接種など

必要な措置を図る。 

① 定期健康診断の実施（年１回） 

② 給食サービス提供にかかる検体（年１２回） 

   ③ 入浴サービス提供にかかるＢ型肝炎予防接種（年１回） 

   ④ インフルエンザの予防接種（年１回） 

 

（10）職員相互交流研修について 

   組織体制の強化確立を目指す一環として、職員一人ひとりの資質と能力を高めるた

めには、所属部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも

極めて重要であることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

（11）勤続３年未満職員研修 

   当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力 

  強化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

（12）合同防災訓練について 

  ３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行

政用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、福祉避

難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

 

（13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を
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実施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個

人情報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講す

るとともに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

   ① 障害者虐待防止に関する研修の実施（年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講（随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 
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４.居宅サービス事業の実施 

 

１）実施施設 

 

２）基本方針 

居宅介護等を利用する障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食

事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時の介護、生活等に関する相談及び助

言その他の生活全般にわたる援助を行う。 

 

３）重点事項 

平成２７年度に引き続き、介護福祉士の雇用や職員研修及び職員会議並びに健康診

断の実施等、特定事業所加算を受けるための体制を継続するとともに、職員の賃金改

善を図るため、安全で健康的な職場環境の確立など、福祉・介護職員処遇改善加算を

受けるための体制を維持する。 

 

４）人員体制 

同行援護事業をはじめとした居宅サービス事業を実施するための人員を配置する。 

配置人員 
 人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

（法人本部・事務局 

係長兼務） 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

２．訪問支援員 
 

２名 

8:30～17:00 

10:30～19:00  

(週 38.75時間) 

１名 

 (週 30時間) 

 

３．訪問介護員  
  ３６名 

(週２９時間以内) 

 

５）事業内容 

（１）利用日 

実施日    年中無休     ８：００～２１：００（応相談） 

事務所の受付 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００ 

（１２月２９日～１月３日、国民の祝日を除く） 

（２）内容 

  ① 障害福祉サービス ：居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業 

  ② 対象者      ：身体障害者 

ア 居宅介護計画、重度訪問介護計画、同行援護計画の作成 

イ 身体介護 

食事の介護、排泄の介護、衣類着脱の介護、入浴の介護、身体の清拭、洗髪 

事 業 所 名 住   所 

五橋あい・はーと 宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－２ 
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通院等の介助、その他必要な身体の介護 

ウ 家事援助 

調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物 

関係機関との連絡、その他必要な家事 

エ 重度訪問介護 

日常生活全般に常時の支援を要する身体障害者に対して、身体介護、家事援助、  

見守り、移動中の介護等の支援を行う。 

オ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、  

当該障害者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他 

の支援を行う。 

カ 前各号に掲げる便宜に付帯する便宜 

     イからオに付帯するその他必要な介護、家事、相談、助言 

 

６）利用料金 

利用料金は、厚生労働大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、総費用額の１割の額

を利用者に請求する（ただし、受給者証に記載されている利用者負担上限月額を超えな

いよう減額する）。また、総費用額の９割は利用者に代わって代理受領を行う。 

 

７）計画相談支援の利用に係る支援 

計画相談支援は、原則として全ての障害福祉サービス等を利用する障害者等を対象と

することとされていることから、障害者相談支援事業所ハンズ宮城野及び障害者相談支

援事業所ハンズ太白等と連携し、介護給付費等の支給に係る申請を行う利用者に対して、

計画相談支援の利用に係る支援を行う。 

 

８）サービス提供計画 

居宅介護事業 月  １１０時間 

重度訪問介護事業 月    ５時間 

同行援護事業 月１，８２０時間 

 

 

９）苦情解決 

提供するサービスに係わる利用者等からの苦情に適切に対応し、利用者の権利を

擁護するとともに、利用者等が福祉サービスを適切に利用することができるように

支援するために、苦情解決責任者・苦情受付担当者・及び第三者委員を設置して対

応している。また、解決が困難な場合は運営適正化委員会に申し出ることができる

旨を周知している。 

 

10）定期健康診断 

 利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

11）職員研修 

 従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。 

① 採用時研修（年１回 採用後６ヶ月以内） 
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② 継続研修 （年１回） 

 

12）職員相互交流研修について 

組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所属

部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要であ

ることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

13）合同防災訓練について 

３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、電話及び FAX 並びにＥメールにて、

法人本部・事務局に対して被災状況の報告を行う訓練を実施する。 

 

14）訪問支援員及び訪問介護員会議 

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は従業者の

技術指導を目的とした会議を月１回開催するものとする。 
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５．せんしょう庵の実施 

 

１）就労継続支援（Ｂ型）事業所（主たる事業所）の実施 

 

 

（１）基本方針 

   障害のある一人ひとりが地域で自立した日常生活または社会生活が営むことができ

るよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じ

て、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適切かつ効果的に行う。 

 

（２）重点事項 

 ① 看護師による衛生講座や作業療法士による健康講座を取り入れるほか、卓球バレー

やお誕生会などの障害者スポーツ・レクリェーションを充実させるなどして、現登録

者の利用回数の増を目指す。 

 ② 平成２７年１０月１日より、仙台市太白障害者福祉センター内に就労継続支援（Ｂ

型）事業所「せんしょう庵」の従たる事業所として喫茶スペースを設置したことから、

仙台市太白障害者福祉センターとの一体的な運営を行い、両事業の充実を図る。 

 ③ 事業所の安定した経営を図るため、引き続き新規利用者の獲得に努めるとともに、

福祉・介護職員処遇改善加算を受けるための体制を維持する。 

 ④ 宮城野・若林・太白障害者福祉センターや仙台市障害者就労支援センターと連携し

て、自立訓練事業等を終了する障害者の中で将来就労を希望する者などに対して「せ

んしょう庵」の利用を促し、利用者の確保に努める。 

 ⑤ 串団子等を販売する店舗内に地域の方や障害者の作品を展示したり、サンカトゥー

ル商店街の行事に積極的に参加したりするなどして、障害者と地域との交流を図ると

ともに、地域に根差した事業所運営を目指す。 

 ⑥ みやぎ協働受注センター等の関係機関と連携して、ソフトクリームなど、市場の動

向等に応じた新しい製品や作業等の生産活動を導入し、売り上げ拡大を目指すことに

より、工賃目標を達成して、工賃水準を向上させる。 

 ⑦ 「せんしょう庵」の経営に際しては、仙台市障害者就労支援センターと一体的な管

理を行うことで、当該センターの支援スキルの向上を図るとともに、「せんしょう庵」

の効果的な経営を目指す。 

⑧ 職員の資質と支援スキルの向上を図るため、個別支援計画の作成などにかかる教

育・研修を実施する。 

 

（３）人員体制 

就労継続支援（Ｂ型）事業の指定人員基準に基づき、必要な職種及び人員を配置する。 

 

配置人員 
人数 

常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 

１．所長（サービス管理責任者兼務） 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

事 業 所 名 住   所 

せんしょう庵 宮城県仙台市太白区長町３－３－１１ 
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２．生活支援員 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

３．職業指導員 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

２名 

(計週 20時間) 

 

（４）事業内容 

① 利用日 

実施日 毎週火曜日～土曜日  ９：３０～１５：３０ 

（１２月２９日～１月３日を除く） 

② 内 容 

  ○ 障害者福祉サービス：就労継続支援（Ｂ型）事業 

  ○ 利用定員     ：１０名 

  ○ 活動内容と設定目標 

活動内容 設定目標 

・軽作業 

・加工 

・接客補助 

・応対補助 

・販売補助 

【日常生活】 

規則正しい生活習慣と健康管理の獲得。 

【働く場での対人関係】 

あいさつと協調性の獲得。 

【働く場での行動・態度】 

欠勤、遅刻などの連絡や指示内容の理解など働く上でのルール

の獲得 

【その他】 

 加工作業等を通した勤労観、職業観の獲得。 

 

 

 

○ 内 容 

ア 就労の機会の提供 

   通常の事業所に雇用されることが困難な障害者や、身体機能・生活能力の向上

を達成した中途障害者に対して、就労のために必要な知識や能力向上を図るため、

商品生産などの就労の機会を提供する。 

イ 生産活動その他の活動の機会の提供 

（ア）生産活動（製造・加工） 

   ・縫製製品 

ミシンがけや裁断などの縫製作業を行い、枕製品などの納品のための生産

作業を行う。 

（イ）生産活動（接客・販売） 

     ・串団子 

       来客からの注文に応じて串団子に餡をつける作業を行う。 

また、串団子の接客応対・販売活動を行う。 

     ・つつみ揚げ 

       パック詰めされた商品の箱詰め作業や包装紙にラベルを貼る作業を行う。 

また、つつみ揚げの接客応対・販売活動を行う。 
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     ・煎餅、チョコ米姫、イチゴ米姫など 

       商品にラベルを貼る作業を行う。 

また、煎餅等の接客応対・販売活動を行う。 

ウ 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の提供 

  利用者の就労への準備性を高めるため、キャリア支援やビジネスマナーに関す

る訓練を実施するとともに、仙台市障害者就労支援センターが主催する研修等へ

の参加する機会を提供する。 

エ サンカトゥール商店街への参画 

サンカトゥール商店街で実施する商店街振興のための事業に協力するとともに、

地域の障害理解の推進を図る。 

オ 余暇活動の機会の提供 

    ワーク・ライフ・バランスを図るため、障害者スポーツ・レクリェーション活

動の機会を提供する。 

  カ 社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会との連携 

   社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会が運営する障害者支援施設（入所・生

活介護）「山形県リハビリセンター」が製造する煎餅、チョコ米姫、イチゴ米姫

などを販売するなどして、社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会との連携を図

る。 

○ タイムスケジュール 

◆  9 時 30 分：出勤、清掃、朝礼、作業用意の確認 

◆ 10 時 00 分：午前の作業（縫製製品の製造・加工および串団子等の接客・販売） 

◆ 12 時 00 分：昼食、昼休み ※交代制 

◆ 13 時 00 分：午後の作業（縫製製品の製造・加工および串団子等の接客・販売） 

◆ 15 時 00 分：清掃、一日の振返り 

◆ 15 時 30 分：退勤 

 

（５）利用料金 

利用料金は、厚生労働大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、総費用額の１割の

額を利用者に請求する（ただし、受給者証に記載されている利用者負担上限月額を超

えないよう減額する）。また、総費用額の９割は利用者に代わって代理受領を行う。 

 

（６）計画相談支援の利用に係る支援 

   計画相談支援は、原則として全ての障害福祉サービス等を利用する障害者等を対象

とすることとされていることから、障害者相談支援事業所ハンズ宮城野及び障害者相

談支援事業所ハンズ太白等と連携し、介護給付費等の支給に係る申請を行う利用者に

対して、計画相談支援の利用に係る支援を行う。 

 

（７）苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を

構築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

② 苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

（８）就労継続支援（Ｂ型）計画の作成 

利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、利用者のニーズを組
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み入れた適切なサービスが提供されるように配慮し、就労継続支援（Ｂ型）計画を作

成する。 

 

（９）定期健康診断について 

  利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

（10）職員研修 

  従業者の資質向上を図るため、個別支援計画の作成や報酬単価の概要等にかかる研

修の機会を設けるものとする。（年１回） 

 

（11）職員相互交流研修について 

  組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所

属部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要

であることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

（12）合同防災訓練について 

  ３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、電話及び FAX 並びにＥメールにて、

法人本部・事務局に対して被災状況の報告を行う訓練を実施する。 
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２）就労継続支援（Ｂ型）事業所（従たる事業所）の実施 

 

（１）基本方針 

   障害のある一人ひとりが地域で自立した日常生活または社会生活が営むことができ

るよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じ

て、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適切かつ効果的に行う。 

 

（２）重点事項 

① 主たる事業所である就労継続支援（Ｂ型）事業所「せんしょう庵」との一体的な運

営を行い、両事業所の充実を図る。 

② 障害者同士の交流を図るため障害者相談員等と連携して在宅障害者向けのサロン活

動等を実施する。 

③ 仙台市太白障害者福祉センターと協働し、地域の方や障害者の方の作品を展示する

などして、喫茶ルームを地域交流の場として活用する。 

④ 仙台市太白障害者福祉センターにおける幅広い年代の交流を推進するために、栄養

士や調理師の資格を有する職員が中核となって新しいメニューの開発に取り組む。 

 

（３）人員体制 

就労継続支援（Ｂ型）事業の指定人員基準に基づき、必要な職種及び人員を配置する。 

配置人員 
人数 

常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 

１．所長（サービス管理責任者兼務） 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

２．生活支援員 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

３．職業指導員（兼務） 
 ２名 

(計週 20時間) 

 

（４）事業内容 

① 利用日 

実施日 毎週火曜日～日曜日  ９：４５～１６：１５ 

（１２月２８日～１月４日、祝日の翌日を除く） 

② 内 容 

  ○ 障害者福祉サービス：就労継続支援（Ｂ型）事業 

  ○ 利用定員     ：１０名 

  ○ 活動内容と設定目標 

活動内容 設定目標 

・軽作業 

・加工 

【日常生活】 

規則正しい生活習慣と健康管理の獲得。 

事 業 所 名 住   所 

せんしょう庵 宮城県仙台市太白区長町南１－６－１０ 
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・接客補助 

・応対補助 

・販売補助 

【働く場での対人関係】 

あいさつと協調性の獲得。 

【働く場での行動・態度】 

欠勤、遅刻などの連絡や指示内容の理解など働く上でのルール

の獲得 

【その他】 

 加工作業等を通した勤労観、職業観の獲得。 

 

○ 内 容 

ア 就労の機会の提供 

   通常の事業所に雇用されることが困難な障害者や、身体機能・生活能力の向上

を達成した中途障害者に対して、就労のために必要な知識や能力向上を図るため、

商品生産などの就労の機会を提供する。 

イ 生産活動その他の活動の機会の提供 

（ア）生産活動（接客・販売） 

     ・串団子等の販売 

       串団子のほか、パスタ、コーヒー、ソフトクリームなどの接客応対・ 

販売活動を行う。 

（イ）余暇活動の機会の提供 

    ワーク・ライフ・バランスを図るため、障害者スポーツ・レクリェーション

活動の機会を提供する。 

ウ 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の提供 

   利用者の就労への準備性を高めるため、キャリア支援やビジネスマナーに関す

る訓練を実施するとともに、仙台市障害者就労支援センターが主催する研修等へ

の参加する機会を提供する。 

 エ 地域の交流の機会の提供 

仙台市太白障害者福祉センターと協働して、喫茶スペースを喫茶サロンや、ア

ート喫茶、情報喫茶、体験喫茶、カフェテラスなどとして活用し、利用者と地域

の交流の機会を提供する。 

○ タイムスケジュール 

◆  9 時 45 分：出勤、清掃、朝礼、作業用意の確認 

◆ 10 時 00 分：午前の作業（串団子等の接客・販売） 

◆ 11 時 00 分：昼食、昼休み ※交代制 

◆ 13 時 00 分：午後の作業（串団子等の接客・販売） 

◆ 15 時 30 分：清掃、一日の振返り 

◆ 16 時 15 分：退勤 

 

（５）利用料金 

利用料金は、厚生労働大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、総費用額の１割の

額を利用者に請求する（ただし、受給者証に記載されている利用者負担上限月額を超

えないよう減額する）。また、総費用額の９割は利用者に代わって代理受領を行う。 

  

（６）計画相談支援の利用に係る支援 

   計画相談支援は、原則として全ての障害福祉サービス等を利用する障害者等を対象

とすることとされていることから、障害者相談支援事業所ハンズ宮城野及び障害者相
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談支援事業所ハンズ太白等と連携し、介護給付費等の支給に係る申請を行う利用者に

対して、計画相談支援の利用に係る支援を行う。 

 

（７）苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を

構築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

② 苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

（８）就労継続支援（Ｂ型）計画の作成 

利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、利用者のニーズを組

み入れた適切なサービスが提供されるように配慮し、就労継続支援（Ｂ型）計画を作

成する。 

 

（９）定期健康診断について 

  利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

（10）職員研修 

  従業者の資質向上を図るため、個別支援計画の作成や報酬単価の概要等にかかる研

修の機会を設けるものとする。（年１回） 

 

（11）職員相互交流研修について 

  組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所

属部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要

であることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

（12）合同防災訓練について 

  ３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、電話及び FAX 並びにＥメールにて、

法人本部・事務局に対して被災状況の報告を行う訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

６．障害者相談支援事業の実施 

 

１）ハンズ宮城野 

事 業 所 名 住   所 

障害者相談支援事業所ハンズ宮城野 宮城県仙台市宮城野区大梶１６－２ 

仙台市宮城野障害者福祉センター内 

実施日 毎週火曜日～日曜日 ８：３０～１９：００ 

（月曜日、祝日の翌日（火曜日除く）及び１２月２８日～１月４日除く） 

 

 

（１）基本方針 

  障害のある方やそのご家族が、住み慣れた地域で自立し安心して生活を送ることが

できるように、各種相談・計画相談・ピアカウンセリング・講座等を行い、関係機関

と連携を図りながら相談支援に努める。 

 ○ ハンズ宮城野処遇方針 

障害者相談支援事業を通して、地域で生活する障害のある方やその家族等の様々な

相談に応じ、よりよい地域生活をおくるための相談支援を行う。 

 

 

（２）重点事項 

① 「仙台市障害者相談支援事業実務ガイドライン」に沿って作成したマニュアルをも

とに体制強化を継続し、地域において信頼される身近な相談窓口として相談対応を行

う。 

 ② 相談支援事業を実施する過程で、地域の中で安心して生活を送ることができるよう、

社会資源の開拓を含め、発展的地域ネットワークの構築を行うともに、地域ニーズの

課題把握に努めながら個別支援の充実を図る。 

 ③ 宮城野区自立支援協議会を通じて、より地域に根差した関係機関との連携強化、ネ

ットワーク構築の充実を図る。 

 ④ 計画相談支援について、安定的で質の高い計画相談の導入を維持し、計画的かつ継

続的なサービス提供に努める。 

⑤ 平成２８年４月に施行される「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人

もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」に取り組むとともに、利用者、利用

者の家族および職場等に対する啓発活動を実施する。 

 

（３）人員体制 

   「指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」に基づき、必要な職種及

び人員を配置する。 

配置人員 
 人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

２．主任相談員 

（副所長兼務） 

１名 

8:30～17:00 
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（相談支援専門員） 10:30～19:00 

(週 38.75時間) 

３．相談員 

（うち１名相談支援

専門員） 

１名 

8：30～17：00 

10：00～19：00 

（週 38.75時間） 

２名 

8:30～17:00 

10:30～19:00 

(週 38.75時間) 

１名 

9：00～15：45 

（週 30時間） 

 

４．ピアカウンセラー  

  ２名 

10:00～15:45 

(週５時間程度) 

 

（４）事業内容 

① 基本事業 

相談業務に関すること 

福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助

（サービス情報提供や手続きの援助）  

居宅介護、日中活動、短期入所等の紹介や利用支

援 

社会資源を活用するための

支援（福祉施設、福祉機器の

紹介等） 

・福祉サービス事業所等の紹介、福祉機器の利用

助言 

・コミュニケーション支援 

・外出の支援 

・住宅改修の助言、住宅の紹介 

・生活情報の提供 

社会生活力を高めるための

支援（各種講座の開催等） 

自分と障害についての理解、家族関係、人間関係、

身だしなみ、健康管理、家事・生活管理、金銭管

理、安全管理、生活情報の活用、交通・移動手段

の利用、趣味・余暇活動、人生設計等 

○ 社会生活力プログラム講座  年１回 

○ 障害者、家族向け講座    年１回 

ピアカウンセリング 障害当事者、家族が、同じ障害のある方や家族の

相談に応じることで、悩みや困りごと等を表出し

やすい相談支援環境を整備する。 

○ ピアカウンセラーの配置 

○ りらっくらぶ（サロン）   年６回 

専門機関の紹介 障害者のニーズに応じた各種専門機関の紹介等 

計画相談支援、地域相談支

援、障害児相談支援に関する

事 

個々の障害状況や多様なニーズを的確に把握し、

障害者自らが主体性を発揮できるよう計画相談支

援、普段の相談支援による総合的な援助を行う。 

 

 

② 地域生活支援体制の確立 

  ・計画相談支援の推進 

  ・退院支援の実施 

 

③ ボランティアの育成と活用 

ボランティア養成講座 相談者の求めに応じて派遣対応するための人材を確保する
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ことを目的としてボランティア養成講座を開催する。もっ

て、相談者の生活の質向上の一助とする。 

○ ボランティア養成講座   年１回 

ボランティア研修会 ボランティア登録者に対して実践活動を通したフォローア

ップ研修を実施して継続的な活動を支援する。 

○ ボランティア研修会    年１回 

ボランティア派遣 地域における生活支援のインフォーマルサービスの選択肢

の一つとして利用希望者の要請に応じて相談員が連絡調整

し活動を斡旋する。また、主催事業等への協力を依頼し支

援体制の充実を図る。 

○ ボランティアの派遣    随時 

 

④ 広報、周知活動 

広報誌の発行 相談者や関係機関、地域の方々に広く相談支援事業につ

いて理解を深めるとともに、地域の社会資源や様々な生

活情報の収集や提供をおこない、利用者の社会参加や福

祉サービスの利用等につなげる。 

○ ねっとわーく宮城野の発行    年３回 

障害理解普及啓発 地域の小中学校などに障害当事者を派遣し、障害者理解や

啓発に関する講話等を行う。（随時） 

特別支援学校懇談会へ

の参加 

特別支援学校への懇談会等へ参加し、児童生徒が地域生活

をおくる上で身近な相談機関としての周知啓発を図る。 

（随時） 

 

 

⑤ 社会資源の開発・改善や地域ネットワークに関すること 

障害者相談支援事業所や専門機関との意見交換や情報交換、検討会等を行い、相

談者の支援方法や支援内容の統一、今後の課題等を継続的に研究し、生活支援のあ

り方について共通理解を深める。また宮城野区内の障害者に関する関係機関が支援

ネットワークを構築し、地域の社会資源の開拓、改善や創出を行うための会議を開

催する。 

  ○ 宮城野区自立支援協議会へ参加 

  ○ ピアカウンセラー合同交流研修会への参加 

○ その他仙台市及び専門機関開催の会議等への参加 

 

（５）サービス等利用計画等の作成 

   利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握し

た上で、適切な福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、サービ

ス等利用計画等を作成する。 

 

（６）利用料金 

地域相談支援及び計画相談支援並びに障害児相談支援に係る利用料金は、厚生労働

大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、利用者に代わって全額を代理受領する（利

用者本人の負担は発生しない）。 
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（７）実習生の受入 

   社会福祉事業への公共性（人材の育成と確保）を目的として、社会福祉援助技術の

実習等にかかる実習生を受け入れる。また、当事業所における実習指導者を養成する

ために、社会福祉士実習指導者講習会を受講し、実践力の高い社会福祉士の養成に貢

献する。 

   ① 社会福祉士実習指導者講習会の受講 

② 社会福祉士実習指導者の配置 

③ 社会福祉士実習指導者連絡会への参加 

       

（８）苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を

構築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

② 苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

（９）定期健康診断について 

  利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

（10）職員相互交流研修について 

  組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所

属部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要

であることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

（11）勤続３年未満職員研修について 

   当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力 

  強化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

（12）合同防災訓練について 

  ３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行

政用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、法人本

部・事務局と福祉避難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

 

（13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を

実施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個

人情報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講す

るとともに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

   ① 障害者虐待防止に関する研修の実施（年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講（随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 
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２）ハンズ太白 

事 業 所 名 住   所 

障害者相談支援事業所ハンズ太白 宮城県仙台市太白区長町南１－６－１０ 

仙台市太白障害者福祉センター内 

実施日 毎週火曜日～日曜日 ８：３０～１９：００ 

（月曜日、祝日の翌日（火曜日除く）及び１２月２８日～１月４日除く） 

 

（１） 基本方針 

    障害のある方やそのご家族が、住み慣れた地域で自立し安心して生活を送るこ

とができるように、各種相談・計画相談・ピアカウンセリング・講座等を行い、

関係機関と連携を図りながら相談支援に努める。 

   ○ ハンズ太白処遇方針 

障害者相談支援事業を通して、在宅の障害のある方やその家族等の様々な相

談に応じ、よりよい地域生活をおくるための相談支援を行う。 

 

（２） 重点事項 

① 太白障害高齢課等の関係機関と連携しながら、相談支援専門員１人に対し４０名以

上の計画相談支援を実施するとともに、地域生活に困難を抱える方々に対しての支援

の充実に取り組む。 

② 個別支援を通して、事業所が中心となり支援体制のコーディネートを行うことで、

関係機関やインフォーマルな支援との連携を強化し、障害がある方も自立して生活が

送れる体制の構築に取り組む。 

③ 太白区自立支援協議会を通じて、地域が抱える課題の把握や社会資源の創出に取り

組み、支援スキルの向上を図る。 

④ 平成２８年４月に施行される「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人

もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」に取り組むとともに、利用者、利用

者の家族および職場等に対する啓発活動を実施する。 

⑤ 障害者虐待防止のため、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の権利擁護に

向けた職員の研修に積極的に取り組み、相談支援を通じて虐待の防止や早期発見に努

める。 

 

（３） 人員体制 

「指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」に基づき、必要な職種及 

び人員を配置する。 

 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75 時間) 

  

２．相談員 

（うち相談支援専門員１名） 

２名 

8:30～17:00 

10:30～19:00 

(週 38.75 時間) 

２名 

8:30～17:00 

10:30～19:00 

(週 38.75 時間) 
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３．ピアカウンセラー  

 ２名 

10:00～15:45 

(週５時間程度) 

 

(４) 事業内容 

①  基本事業 

相談業務に関すること 

福祉サービス利用援助

（サービス情報提供や手続きの援助）  

サービス情報の提供、サービス利用の助言、利用申

請の援助、その他必要な保健医療サービス等の利用

援助等 

社会資源を活用するため

の支援（福祉施設、福祉機

器の紹介等） 

福祉施設等の紹介、福祉機器の利用助言、住居の紹

介、生活情報の提供（交通・ホテル・買い物・映画・

音楽等） 

社会生活力を高めるため

の支援（各種講座の開催

等） 

自分と障害についての理解、家族関係、人間関係、

介助サービスと介助者、身だしなみ、健康管理、家

事・家庭管理、服薬管理、金銭管理、安全管理、生

活情報の活用、交通・移動手段の利用、趣味・余暇

活動、人生設計等 

○生活支援講座    年４回 

ピアカウンセリング 障害者自身が相談員となり行う個別援助・支援等 

○ピアカウンセラーの配置 

○サロンの実施  

専門機関の紹介 障害者のニーズに応じた各種専門機関の紹介等 

計画相談支援、地域相談支

援、障害児相談支援に関す

る事 

個々の障害状況や多様なニーズを的確に把握し、障

害者自らが主体性を発揮できるよう計画相談支援、

普段の相談支援による総合的な援助を行う。 

 

② 地域生活支援体制の確立 

  ・計画相談支援の推進 

  ・退院支援の実施 

 

③ ボランティアの育成と活用 

ボランティア養成講座 相談者の求めに応じて派遣対応するための人材を確

保することを目的としてボランティア養成講座を開

催する。もって、相談者の生活の質向上の一助とする。 

○協力ボランティア養成講座   年１回 

ボランティア研修会 ボランティア登録者に対して実践活動を通したフォ

ローアップ研修を実施して継続的な活動を支援する。 

○協力ボランティア研修会    年１回 

ボランティア派遣 地域における生活支援のインフォーマルサービスの

選択肢の一つとして利用希望者の要請に応じて相談

員が連絡調整し活動を斡旋する。また、主催事業等へ

の協力を依頼し支援体制の充実を図る。 

○協力ボランティアの派遣    随時 
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④ 広報、周知活動 

広報誌の発行 相談者や関係機関、地域の方々に広く相談支援

事業について理解を深めるとともに、地域の社

会資源や様々な生活情報の収集や提供をおこな

い利用者のニーズにつなげる。 

○ハンズ通信の発行       年３回 

地域住民等に対する普及啓

発に関する事業 

社会資源の活用・開発、地域課題の把握 

地域の小中学校などに障害当事者共に職員を派遣

し障害者理解や啓発に関する講話等を行う。（随

時） 

特別支援学校懇談会への参

加 

特別支援学校への地域懇談会へ参加し、生徒及び

家族が生活をおくる上で身近な相談機関としての

周知啓発を図る。（随時） 

 

⑤ 社会資源の開発・改善や地域ネットワークに関すること 

障害者相談支援事業所や専門機関との意見交換や情報交換、検討会等を行い、相

談者の支援方法や業務内容の統一、今後の課題等を継続的に検討・協議し、生活支

援のあり方について共通理解を深める。また太白区内の障害者に関する関係機関が

支援ネットワークを構築し、地域の社会資源の開拓、改善や創出を行うための会議

を開催する。 

  ○  太白区自立支援協議会へ参加 

  ○  ピアカウンセラー合同交流研修会への参加 

○ その他仙台市及び専門機関開催の会議等への参加 

 

（５）サービス等利用計画の作成 

利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握し

た上で、適切な福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、サービ

ス利用計画を作成する。 

 

（６）利用料金 

地域相談支援及び計画相談支援並びに障害児相談支援に係る利用料金は、厚生労働 

大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、利用者に代わって全額を代理受領する（利 

用者本人の負担は発生しない）。 

 

（７）実習生の受入 

   社会福祉事業への公共性（人材の育成と確保）を目的として、社会福祉援助技術の

実習等にかかる実習生を受け入れる。また、当事業所における実習指導者を養成する

ために、社会福祉士実習指導者講習会を受講し、実践力の高い社会福祉士の養成に貢

献する。 

   ① 社会福祉士実習指導者講習会の受講 

② 社会福祉士実習指導者の配置 

③ 社会福祉士実習指導者連絡会への参加 

       

（８）苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を
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構築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

②  苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

（９）定期健康診断について 

  利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

（10）職員相互交流研修について 

  組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所

属部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要

であることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

（11）勤続３年未満職員研修について 

   当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力 

  強化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

（12）合同防災訓練について 

  ３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行

政用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、法人本

部・事務局と福祉避難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

 

（13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を

実施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個

人情報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講す

るとともに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

   ① 障害者虐待防止に関する研修の実施（年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講（随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 
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７.仙台市宮城野障害者福祉センター管理運営事業 

 

１）事業所概要 

事 業 所 名 住   所 

仙台市宮城野障害者福祉センター 宮城県仙台市宮城野区大梶１６－２ 

開館日：火曜日～日曜日（月曜日、祝日の翌日（日曜・火曜日除く）及び１２月２８日～１月４日除く） 

：平成２８年度開館予定日数２９９日 

 

２）目的 

障害者に対し必要なサービスを提供するとともに、障害福祉に関する支援、啓発等をお

こなうことにより、地域福祉の拠点として障害者の総合的な福祉の増進を図ることを目

的とする。 

 

３）基本方針 

障害のある方一人ひとりの尊厳と、その個性を大切にしながら心豊かに生活ができるよ

う地域社会の共生・共助を促進し、「誰もが互いに尊重し、支え合いながら、生きがいを

持って、自立した生活を送ることができるまち・仙台の実現」をめざして各種事業を推

進する。 

利用者への対応についての基本方針は、満足度調査等の実施により利用者の声を把握し、

障害者の福祉に関する講習会等を行うとともに、障害者等の自主的な活動のためのセン

ターの施設の提供や助言指導を行うものとする。 

 

４）重点事項 

（１）平成２９年３月３１日に満了となる指定管理者の更新のための作業チームを編成し、

これまでの実績を踏まえるとともに、次期５年間に取り組むべき事項を盛り込んだ指

定管理者事業計画書（平成２９年度～平成３３年度）を立案する。 

（２）平成２８年４月の「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も

共に暮らしやすいまちをつくる条例」の施行を受けて、障害を理由とする差別解消の

推進に向けて、職員の意識を強化し地域社会に対して障害理解の促進を図りつつ障害

の有無に拘わらず共に生きる社会を目指すための啓発活動に努める。 

（３）地域に根ざした福祉事業の展開として、「元気まつり」をはじめとする地域ふれあい

交流事業を通じて、地域住民へ当センターでの活動を広報するとともに地域とのつな

がりを広げ、障害者福祉の理解と啓発を行う。 

（４）「貸館利用団体ガイド」の発行や、貸館利用団体連絡会等を開催し、貸館利用団体間

の交流を促進しつつ、障害当事者の自主的活動や障害者の支援活動に携わる方々の団

体活動の活性化を図るための助力に努める。 

（５）当協会として、障害者の働く場の確保は重要な取り組みの一つであることから、

貸館事務員については、出来る限り障害当事者を採用し、障害者の雇用の一助に努

める。 

（６）開所１４年を経過し、施設設備の老朽化や損傷が顕在化している。施設設備の点検

を強化しつつ計画的修繕に取り組みながら、利用者にとって安心、安全な施設保全に

努める。 

 

５）人員体制 

センター管理運営に係わる事業を実施し、障害者福祉の推進に資するための人員を配

置する。 
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配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

12:45～21:15 

(週 38.75時間) 

   

２．主事 

１名

8:30～17:00 

12:45～21:15 

(週 38.75時間) 

   

３．貸館事務員  

  ４名 

16:15～21:15 

(週１５時間程度) 

 

６）事業内容 

（１）地域に根ざした福祉事業の展開 

施設内で実施している「自立訓練（機能訓練）事業」「相談支援事業」及び入居法人の

実施する「自立訓練（生活訓練）事業」「生活介護事業」「就労移行支援事業」「就労継続

支援（Ｂ型）事業」と連携を深めながら、事業を展開する。また、近隣町内会や地域の

関係機関等との協力体制の充実を図りながら、在宅障害者向け事業、一般市民向け事業、

地域ふれあい交流事業等、より地域に根ざした事業を展開するとともに、障害者の主体

的活動を促進するためのサービスの提供を行う。 

事  業  名 事業概要 

貸館事業 利用者の自主的活動や障害者支援の啓発活動に携わる方々に施

設の貸出など活動の場を提供するとともに、障害者の当事者活動

の支援を行う。 

○ 貸出施設 

・１階、２階日常生活訓練室 

・作業室 

・録音室 

・研修室１、研修室２ 

・ボランティア活動室 

・和室 

○ 貸館利用団体連絡会の開催         年１回 

○ 貸館利用団体情報ガイドの発行設置     更新随時 

○ 貸館利用者等の作品展示スペースの設置 １階ロビー常設 

在宅障害者・一般

市民向け事業 

在宅障害者や市民を対象に芸術文化創作教室を開催し、当事者の

芸術文化活動や余暇活動の充実化を図る。 

○エッグクラフト               年１回 

○エコキャンドル               年１回 

○書道教室（書道楽）             年１回 

地域ふれあい交

流事業 

当センター及び相談支援事業所の利用者、地域住民との交流

の輪を広げるとともに、当センターが地域交流の場の一つと
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しての役割・機能を充実させることにより、地域住民への障

害理解と障害福祉の普及啓発を図る。 

○ みやぎのコンサート            年３回 

○ 元気まつりの開催             年１回 

障害者週間事業 障害や障害のある方への理解を深め、障害のある方の社会参加へ

の意欲を高めることを目的とした障害者週間事業を開催する。

（１２月） 

○ 利用者作品展               年１回 

○ 障害者差別解消セミナー（仮称）      年１回 

○ みやぎのコンサート            年１回 

障害者の福祉に

関する理解普及

啓発活動 

将来を担う地域の子どもたちにキャップハンディ体験や障害当

事者による講話等、障害者福祉に関する理解や啓発に関する講座

を実施し、障害者福祉の増進を図る。 

○ 近隣小学校への障害理解普及啓発の講座開催 随時 

地域交流及び障

害福祉に関する

周知活動 

地域区内におけるイベントへの参加や広報紙の作成配布を通じ、

障害者福祉事業の拠点施設として啓発普及に努める。 

○ 広報誌の作成「ＴＲＹあんぐる」      年３回発行 

○ みやぎのまつり（区民まつり）への参加   年 1回 

○ イオン仙台幸町店祭への参加        年１回 

○ 幸町南児童館まつりへの参加        年１回 

○ 幸町市民センターふれあいまつりへの参加  年１回 

 

（２）福祉避難所の体制づくり 

 東日本大震災において福祉避難所として５０日間その役割を果たしたが、マンパワー

の充足や支援物資の備蓄、医療ケア対応等の課題解決に取り組み、迅速かつ円滑に開設・

運営ができるよう継続的な訓練を重ね、体制づくりに努める。 

「災害時職員行

動計画」及び「福

祉避難所開設行

動マニュアル」 

災害時における職員の行動と役割を明確にして、迅速かつ実効性

のある、災害発生時における障害者の支援体制を構築する。 

○ 災害時職員行動計画の更新 

○ 福祉避難所開設行動マニュアルの更新 

仙台市総合防災

訓練への参加 

仙台市の総合防災訓練へ参加し、仙台市及び近隣関係機関との地

域防災力の向上を図る。 

○ 仙台市総合防災訓練への参加       年１回（６月） 

福祉避難所開設

運営訓練や研修

会の開催 

福祉避難所開設運営に関わる訓練及び災害時の職員行動マニ

ュアルの研修会並びに実地訓練を行う。   年２回 

法人内合同防災訓練の実施。        年１回（３月） 

上級救命講習の

実施 

全職員を対象とした上級救命講習を実施する。年１回 

 

 

 

（３）関係機関・団体との連携強化 

事業全般を通して、仙台市の条例及び同施行規則等を順守し、さらに、関係機関や住

民団体、民生委員児童委員協議会等と密接な連携を図りながら主体的に課題解決に取り

組み、障害者福祉の活動拠点として総合的な事業を展開する。 
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運営会議の開催 三団体会議（運営会議）を月１回開催し、各事業間や法人間

の連絡調整、ニーズ把握、課題への一体的な取り組みなどを

進め、サービスの向上を推進する。 

地域関係機関と

の連携 

地域における課題の把握や大規模災害時等に備えた更なる関係

性の構築を図るため、近隣地域のイベントへの参加や自立支援協

議会への参加を通して、福祉センターの周知を図り、顔の見える

関わりの中で地域が抱える課題解決に共に取り組む。 

○ 宮城野区自立支援協議会への参加 

○ 地域福祉団体懇談会への参加 

○ 幸町南学区連合町内会地域防災勉強会への参加 

 

 

７）サービスの質の確保と向上に対する方針と対応策 

利用者の意見や要望、満足度を把握し、サービスの質の向上や業務の改善等を図る

ため、実施事業毎のアンケートや、利用者アンケートを実施する。また、潜在的なニ

ーズや意見を顕在化することで、利用者が安心して利用できる環境を整える。 

① ご意見箱の設置 

② 利用者アンケートの実施 年１回 

③ 接遇研修の実施     年２回 

④ 業務の自己評価（セルフモニタリング）の実施 

 

８）苦情等への対応について 

  利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を構

築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

② 苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

９）定期健康診断について 

 利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

10）職員相互交流研修について 

 組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所属

部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要であ

ることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

11）勤続３年未満職員研修について 

  当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力強

化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

12）合同防災訓練について 

３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行政

用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、法人本部・

事務局と福祉避難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 
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13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を実

施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個人情

報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講するとと

もに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

 ① 障害者虐待防止に関する研修の実施   （年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講   （随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 

 

14）施設の維持及び衛生管理について 

 ① 利用者が安心して利用できるように、日常清掃及び定期清掃並びに害虫駆除、植栽

剪定業務等を外部業者に委託して行う。 

② 受水槽の清掃と飲料水の水質検査、「自立訓練・生活介護事業」用の介護浴槽及び特

殊機械浴槽のレジオネラ検査を年１回実施する。 

③ 施設設備の保守点検を専門知識や専門資格・技術を持つ外部業者へ業務委託し、安

心で安全な保守管理を行う。 

④ センター内各所（入口（自動ドア風除室）及びトイレや館内など）に感染症予防の

ための手指消毒薬を常備する。 

⑤ 館内各所へ手洗・うがい等の励行を促すためのチラシの掲示と、利用者への声掛け

を行い、感染症予防等の衛生管理の徹底を図る。 
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８.仙台市若林障害者福祉センター管理運営事業 

 

１）事業所概要 

事 業 所 名 住   所 

仙台市若林障害者福祉センター 宮城県仙台市若林区遠見塚東８番１号 

開館日：火曜日～日曜日（祝日の翌日（日曜日・火曜日除く）及び１２月２８日～１月４日を除く）  

：平成２８年度開館予定日数２９９日 

 

２）目的 

障害者に対し必要なサービスを提供するとともに、障害福祉に関する支援、啓発等を行

うことにより、地域福祉の拠点として障害者の総合的な福祉の増進を図ることを目的と

する。 

 

３）基本方針 

障害のある方一人ひとりの尊厳と、その個性を大切にしながら心豊かに生活ができるよ

う地域社会の共生・共助を促進し、「誰もが互いに尊重し、支え合いながら、生きがいを

持って、自立した生活を送ることができるまち・仙台の実現」をめざして各種事業を推

進する。 

利用者への対応についての基本方針は、満足度調査等の実施により利用者の声を把握し、

障害者の福祉に関する講習会等を行うとともに、障害者等の自主的な活動のためのセン

ターの施設の提供や助言指導を行うものとする。 

 

４）重点事項 

（１）平成２８年４月の「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も

共に暮らしやすいまちをつくる条例」の施行を受け、センター入居団体と連携し、関

係機関に向けて、障害理解・啓発活動を実施していく。 

（２）若林区自立支援協議会等の地域の会議への参画を通して、関係機関との連携を強化

し、地域の課題の集約、及び解決に向けた対応力の強化を図る。 

（３）主催事業である地域ふれあい交流事業、在宅障害者・一般市民向け事業を通して、

普段福祉サービスを利用していない障害者、手帳未保持者(難病含む)に社会参加、及

び地域交流の機会を提供し、センター入居団体と連携して地域の共生・共助を図って

いく。 

（４）障害者、手帳未保持者(難病含む)の社会参加として、働く場の確保は重要な取り組

みの一つであることから、貸館事務員については、出来る限り当事者を採用し、障害

者、手帳未保持者(難病含む)の雇用の一助に努める。 

 

５）人員体制 

センター管理運営に係わる事業を実施し、障害者福祉の推進に資するための人員を配

置する。 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

12:45～21:15 
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(週 38.75時間) 

２．事務員  

１名

8:30～17:00 

12:45～21:15 

(週 38.75時間) 

  

３．貸館事務員  

  ４名 

16:15～21:15 

(週１５時間程度) 

 

６）事業内容 

（１）地域に根ざした福祉の展開 

施設内で実施している「自立訓練（機能訓練）事業」及び入居法人の実施する「自立

訓練（生活訓練）事業）」「生活介護事業」、「相談支援事業」｢自閉症児者地域生活支

援事業｣「就労継続支援（Ｂ型）事業」と連携を深めながら、事業を展開する。また、

近隣町内会や地域の関係機関等との協力体制の充実を図りながら、在宅障害者向け事業、

一般市民向け事業、地域ふれあい交流事業等、より地域に根ざした事業を展開するとと

もに、障害者の主体的活動を促進するためのサービスの提供を行う。 

事  業  名 事業概要 

貸館事業 利用者の自主的活動や障害者支援の啓発活動に携わる方々に施設の

貸出など活動の場を提供するとともに、障害者の当事者活動の支援を

行う。 

○ 貸出施設 

・１階社会適応訓練室 ・１階日常生活訓練室 

・３階ボランティア室 ・３階研修室小 

・３階研修室大    ・３階和室 

○ 貸館利用団体意見交換会・交流会の開催   年１回 

○ 貸館利用者等の作品展示スペース（ピクチャーレール、展示用ボ

ード）の設置 

在宅障害者・一

般市民向け事業 

在宅障害者や市民を対象に陶芸教室や料理教室などの創作教室を開

催し、当事者の芸術文化活動や余暇活動の充実化を図る。 

○ 陶芸教室                    年２回 

○ 手作りパン教室               年２回 

○ 障害者スポーツ体験              年１回 

○ 創作教室等                 年２回 

 (障害者スポーツ体験は、センターまつりで実施。創作教室等の年２

回は、センターまつり、障害者週間事業で実施) 

障害者福祉の普及啓発および障害者福祉センターが持つ専門性を地

域に還元することを目的として、福祉講座を開催する。また、地域の

課題・ニーズを把握するため、地域の関係機関（民生委員児童委員協

議会、地域包括支援センター、町内会等）との意見交換会を実施する。 

○ 福祉講座・意見交換会等           随時 

地域ふれあい交

流事業 

入居団体と連携し、それぞれの団体の特色を活かしたセンターまつり

を開催する。センターまつりをとおして、障害者福祉の啓発を図ると

ともに、障害者福祉センターの機能充実と、地域とより一層の連携を
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目指していく。  

○ センターまつりの開催             年１回 

地域交流及び障害理解を進める機会としてロビーコンサートをする。 

また、障害者の発表の場として障害者の出演を積極的に進めること

で、障害者の文化・芸術活動の振興を図る。  

○ ロビーコンサートの開催           年３回 

(ロビーコンサートの年３回のうち２回は、センターまつり、障害者

週間事業で実施) 

障害者週間事業 障害や障害のある方への理解を深め、障害のある方の社会参加への意

欲を高めることを目的とした障害者週間事業を開催する。 

○ 利用者作品展               年１回（１２月） 

○ 創作教室等                年１回（１２月） 

○ ロビーコンサート             年１回（１２月) 

障害者の福祉に

関する理解普及

啓発活動 

地域の小学校等のニーズに対応し、児童・生徒を対象に障害者の生活

の一端を体験するキャップハンディ体験や障害当事者による講話等

のプログラムを提供する。福祉学習支援の際には地域の障害者当事者

の協力を得ながら、障害理解や障害者福祉の推進を図る。また、中学

生の職場体験活動を受け入れ、障害者福祉の現場を通して生徒の障害

理解普及を図る。 

○ 近隣小学校への福祉学習支援    随時 

○ 近隣小学校への福祉学習周知活動  随時 

○ 「中学生職場体験活動」の受け入れ 年３回 

地域交流及び障

害福祉に関する

周知活動 

地域区内におけるイベントへの参加や広報誌の作成配布を通 

じ、障害者福祉事業の拠点施設として啓発普及に努める。 

○ 広報誌の作成「若林レインボーインフォメーション」  年３回発行 

○ 若林区民まつりへの参加           年 1回 

○ その他地域イベントへの参加         随時 

 

（２）福祉避難所の体制づくり 

 東日本大震災から５年が経過し、普段の防災意識の大切さが再認識されてきている。

自然災害発生時に、迅速かつ円滑に福祉避難所を開設・運営ができるよう継続的な訓練

を重ね、体制づくりに努める。 

仙台市総合防災訓

練等への参加 

仙台市の総合防災訓練へ参加し、仙台市及び近隣関係機関との

地域防災力の向上を図る。 

○ 仙台市総合防災訓練への参加       年１回（６月） 

○ 地域合同防災訓練への参加        年 1 回（10 月） 

福祉避難所開設

運営訓練や研修

会の開催 

福祉避難所開設運営に関わる訓練、災害時の職員行動マニュ

アル、及び防災設備(自家発電装置、防災倉庫)に関わる研修

会を行う。 

上級救命講習の実

施 

全職員を対象とした上級救命講習を実施する。年１回 

 

（３）関係機関・団体との連携強化 

事業全般を通して、仙台市障害者福祉センター条例及び同施行規則等を順守し、さら

に、関係機関や住民団体、民生委員児童委員協議会等と密接な連携を図りながら主体的
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に課題解決に取り組み、障害者福祉の活動拠点として総合的な事業を展開する。 

センター内入居団

体のとの連携 

運営会議（職員会議）を月１回開催し、各事業間や法人間の

連絡調整、ニーズ把握、課題への一体的な取り組みなどを 

進め、サービスの向上を推進する。 

○ 運営会議の開催         年１２回（月１回） 

地域に根差した福祉事業を展開していけるよう、職員の資質向

上を目的として所内研修を実施し、センター全体での支援力向上

を図る。 

○ 所内研修の開催               年６回 

○ 研修委員会の開催              年６回 

センターの広報誌や地域行事への参加、センターまつりについ

て検討する委員会を開催する。 

○ 広報委員会の開催              年５回 

地域関係機関との

連携 

地域における課題の把握や大規模災害時等に備えた更なる関係

性の構築を図るため、近隣地域のイベントへの参加や若林区自立

支援協議会への参加を通して、福祉センターの周知を図り、顔の

見える関わりの中で地域が抱える課題解決に共に取り組む。 

○ 若林区自立支援協議会  全体協議会        年  １回 

実務者ネットワーク会議  年  ４回 

運営会議        年１２回 

若林区障害者相談支援事業所連絡会   年１２回  

 

 

７）サービスの質の確保と向上に対する方針と対応策 

利用者の意見や要望、満足度を把握し、サービスの質の向上や業務の改善等を図るた

め、実施事業毎のアンケートや、利用者アンケートを実施する。また、潜在的なニーズ

や意見を顕在化することで、利用者が安心して利用できる環境を整える。 

① ご意見箱の設置 

② 利用者アンケートの実施 年１回 

 

８）苦情等への対応について 

  利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を構

築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

② 苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

９）定期健康診断について 

 利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

10）職員相互交流研修について 

 組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所属

部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要であ

ることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 
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11）勤続３年未満職員研修について 

  当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力強

化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

12）合同防災訓練について 

３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行政

用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、法人本部・

事務局と福祉避難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

 

13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を実

施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個人情

報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講するとと

もに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

 ① 障害者虐待防止に関する研修の実施   （年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講   （随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 

 

14）施設の維持及び衛生管理について 

 ① 利用者が安心して利用できるように、日常清掃及び定期清掃並びに害虫駆除、植栽

剪定業務等を外部業者に委託して行う。 

② 受水槽の清掃と飲料水の水質検査、「自立訓練・生活介護事業」用の介護浴槽及び特

殊機械浴槽のレジオネラ検査を年１回実施する。 

③ 施設設備の保守点検を専門知識や専門資格・技術を持つ外部業者へ業務委託し、安

心で安全な保守管理を行う。 

④ センター内各所（入口（自動ドア風除室）及びトイレや館内など）に感染症予防の

ための手指消毒薬を常備する。 

⑤ 館内各所へ手洗・うがい等の励行を促すためのチラシの掲示と、利用者への声掛け

を行い、感染症予防等の衛生管理の徹底を図る。 
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９.仙台市太白障害者福祉センター管理運営事業 

 

１）事業所概要 

事 業 所 名 住   所 

仙台市太白障害者福祉センター 宮城県仙台市太白区長町南１丁目６－１０ 

開館日：火曜日～日曜日（月曜日、祝日の翌日（日曜日・火曜日除く）及び１２月２８日～１月４日除く）  

：平成２８年度開館予定日数２９９日 

 

２）目的 

障害者に対し必要なサービスを提供するとともに、障害福祉に関する支援、啓発等をお

こなうことにより、地域福祉の拠点として障害者の総合的な福祉の増進を図ることを目

的とする。 

 

３）基本方針 

障害のある方一人ひとりの尊厳と、その個性を大切にしながら心豊かに生活ができるよ

う地域社会の共生・共助を促進し、「誰もが互いに尊重し、支え合いながら、生きがいを

持って、自立した生活を送ることができるまち・仙台の実現」をめざして各種事業を推

進する。 

利用者への対応についての基本方針は、満足度調査等の実施により利用者の声を把握し、

障害者の福祉に関する講習会等を行うとともに、障害者等の自主的な活動のためのセン

ターの施設の提供や助言指導を行うものとする。 

 

４）重点事項 

（１）平成２９年３月３１日に満了となる指定管理者の更新のための作業チームを編成し、

これまでの実績を踏まえるとともに、次期５年間に取り組むべき事項を盛り込んだ指

定管理者事業計画書（平成２９年度～平成３３年度）を立案する。 

（２）貸館団体の会員構成や活動状況を鑑み、団体間の活発な交流が図れるよう、貸館団

体意見交換会をはじめとした交流の場を設ける。また、新たな団体の創立に係る手続

きや設立後に継続した活動が出来るよう相談窓口を設けるなど、貸館利用の促進を図

るとともに、利用しやすい施設を目指して市民へアピールする。 

（３）太白区自立支援協議会及び太白区高齢者障害者地域会議と連動し、地域における障

害者福祉の拠点施設として、障害福祉に関する理解、普及、啓発に向けた発信力を強

化し、地域特性に応じた障害者に対する支援力及び対応力の向上を図る。 

（４）喫茶ルームの設置に伴い、障害者福祉センター利用者への飲食に対する利便性を図

り、また、当センター利用者や地域住民による作品の展示等をせんしょう庵と連携を

図りながら行うと共に、新たな地域社会とのつながりと障害者福祉センター利用者並

びに隣接するコミュニティセンター利用者や地域住民との交流の機会を促進する。 

（５）「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすい

まちをつくる条例」の施行に伴い、当センターの全職員に対する教育を徹底し、地域

社会における障害理解を促進するための取り組みと、障害者への合理的配慮などに係

る啓発活動の強化に努める。 

（６）災害時の福祉施設における利用者の避難を円滑に行うため、また地域の防災意識の

向上を図るために、同じ敷地内にある長町南コミュニティセンターおよび長町南児童

館との合同避難訓練の実施に取り組む。 

（７）当協会が取り組む「障害のある一人ひとりが働くことを実現できる取り組み」の一

環として、当センターにおいても貸館事務員を障害者雇用のための職種として位置付
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け、障害者雇用を進める。 

 

５）人員体制 

管理運営に係わる事業を実施し、障害者福祉の推進に資するための人員を配置する。 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

１名 

8:30～17:00 

12:45～21:15 

(週 38.75時間) 

   

２．主事 

１名

8:30～17:00 

12:45～21:15 

(週 38.75時間) 

   

３．貸館事務員  

  ４名 

16:15～21:15 

(週１５時間程度) 

 

６）事業内容 

（１） 地域に根ざした福祉事業の展開 

施設内で実施している「自立訓練（機能訓練）事業」「相談支援事業」及び入居法人

の実施する事業と連携を深めながら、事業を展開する。また、近隣町内会や地域の関係

機関等との協力体制の充実を図りながら、在宅障害者向け事業、一般市民向け事業、地

域ふれあい交流事業等、より地域に根ざした事業を展開するとともに、障害者の主体的

活動を促進するためのサービスの提供を行う。 

事  業  名 事業概要 

貸館事業 利用者の自主的活動や障害者支援の啓発活動に携わる方々に

施設の貸出など活動の場を提供するとともに、障害者の当事者

活動の支援を行う。 

○貸出施設 

・日常生活訓練室 

・集会室兼研修室 

・点字プリンター室 

○貸館利用団体意見交換会・交流会の開催    年１回 

○貸館利用団体情報ガイドの発行設置      更新随時 

○貸館利用者等の作品展示スペースの設置  1 階ロビー常設 

在宅障害者・一般

市民向け事業 

在宅障害者や市民を対象にパソコンや芸術文化創作教室を開

催し、当事者の芸術文化活動や余暇活動の充実化を図る。 

○パソコン教室                年２回 

○書道教室                  年１回 

○クッキング教室               年１回 

○陶芸教室                  年２回 
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地域ふれあい交

流事業 

地域ふれあい交流会を近隣の町内会・児童館・コミュニティ

センター等で構成する実行委員会で企画運営を行い、当セン

ターの事業紹介や障害者施設の授産製品販売等を実施する

ことで地域交流と連携強化を図る。 

○ふれあい祭り              年１回（９月） 

障害者週間事業 障害や障害のある方への理解を深め、障害のある方の社会参加

への意欲を高めることを目的とした障害者週間事業を開催す

る。（１２月） 

○利用者作品展                年１回 

○創作教室                  年１回 

○コンサート                 年１回 

障害者の福祉に

関する理解普及

啓発活動 

将来を担う地域の子どもたちに障害者福祉に関する理解や啓

発に関する事業を実施するとともに、センターの各種事業に協

力いただくボランティアを養成し、障害者福祉の増進を図ると

ともに地域福祉の理解を深める。 

○夏休みキャップハンディ体験教室     年１回（７月） 

○長町南児童館との共催事業の開催      年１回 

○近隣小・中学校への障害理解普及啓発への講座開催 随時 

○協力ボランティ養成講習会の開催      年１回 

○協力ボランティア研修会の開催       年１回 

地域交流及び障

害福祉に関する

周知活動 

地域区内におけるイベントへの参加や広報誌の作成配布を通

じ、障害者福祉事業の拠点施設として啓発普及に努める。 

○広報誌の作成               年３回発行 

○太白区民まつりへの参加          年１回 

○長町南児童館まつりへの参加        年１回 

 

（２） 福祉避難所の体制づくり 

  東日本大震災において福祉避難所として２０日間その役割を果たしたが、マンパワー

の充足や支援物資の備蓄、医療ケア対応等、幾つかの課題が浮き彫りになったところで

あり、法人としても課題の解決に向け、迅速かつ円滑に開設・運営ができるよう継続的

な訓練を重ね、体制づくりに努める。 

「災害時職員行動

計画」及び「福祉

避難所開設行動マ

ニュアル」 

災害時における職員の行動と役割を明確にして、迅速かつ実効

性のある、災害発生時における障害者の支援体制を構築する。 

○災害時職員行動計画の更新 

○福祉避難所開設行動マニュアルの更新 

仙台市総合防災訓

練への参加 

仙台市の総合防災訓練へ参加し、仙台市及び近隣関係機関との

地域防災力の向上を図る。 

○仙台市総合防災訓練への参加        年１回（６月） 

福祉避難所開設

運営訓練や研修

会の開催 

福祉避難所開設運営に関わる訓練及び災害時の職員行動マ

ニュアルの研修会を行う。 

上級救命講習の実

施 

全職員を対象とした上級救命講習を実施する。年１回 
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（３） 関係機関・団体との連携強化 

事業全般を通して、仙台市の条例及び同施行規則等を順守し、さらに、関係機関や住

民団体、民生委員児童委員協議会等と密接な連携を図りながら主体的に課題解決に取り

組み、障害者福祉の活動拠点として総合的な事業を展開する。 

運営会議の開催 運営会議（職員会議）を月１回開催し、各事業間や法人間の

連絡調整、ニーズ把握、課題への一体的な取り組みなどを 

進め、サービスの向上を推進する。 

地域関係機関との

連携 

地域における課題の把握や大規模災害時等に備えた更なる関係

性の構築を図るため、近隣地域のイベントへの参加や自立支援協

議会への参加を通して、福祉センターの周知を図り、顔の見える

関わりの中で地域が抱える課題解決に共に取り組む。 

○区自立支援協議会への参加 

○太白区自立支援協議会への参加 

○長町南児童館運営会議への参加 

○地区の民生委員児童委員との意見交換 

 

７） サービスの質の確保と向上に対する方針と対応策 

利用者の意見や要望、満足度を把握し、サービスの質の向上や業務の改善等を図るた

め、実施事業毎のアンケートや利用者アンケートを実施する。また、潜在的なニーズや

意見を顕在化することで、利用者が安心して利用できる環境を整える。 

① ご意見箱の設置 

② 利用者アンケートの実施 年１回 

③ 接遇研修の実施     年１回 

 

８） 苦情等への対応について 

   利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情解決体制を構

築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

② 苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 

 

９）定期健康診断について 

 利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

10）職員相互交流研修について 

 組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所属

部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要であ

ることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

11）勤続３年未満職員研修について 

  当協会の職員がそれぞれの役割を認識しながら、働きがいを持ち、自律的に組織力強

化へ貢献できるよう育成するため勤続３年未満職員研修を実施する。 

 

12）合同防災訓練について 

３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行政



52 

 

用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、法人本部・

事務局と福祉避難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

 

13）障害者虐待防止及び個人情報セキュリティ等に係る職員研修の実施について 

障害者虐待防止のため、全職員に対して虐待防止や人権意識を高めるための研修を実

施するなどして、虐待の防止や早期発見等に取り組める体制を構築する。また、個人情

報の適正な取り扱いを確保するため、仙台市個人情報セキュリティ研修を受講するとと

もに、全職員を対象に個人情報セキュリティに関する伝達研修を実施する。 

 ① 障害者虐待防止に関する研修の実施   （年１回） 

② 仙台市個人情報セキュリティの受講   （随時） 

③ 個人情報セキュリティに関する研修の実施（年１回） 

 

14）施設の維持及び衛生管理について 

 ① 利用者が安心して利用できるように、日常清掃及び定期清掃並びに害虫駆除、植栽

剪定業務等を外部業者に委託して行う。 

② 受水槽の清掃と飲料水の水質検査、「自立訓練・生活介護事業」用の介護浴槽及び特

殊機械浴槽のレジオネラ検査を年１回実施する。 

③ 施設設備の保守点検を専門知識や専門資格・技術を持つ外部業者へ業務委託し、安

心で安全な保守管理を行う。 

④ センター内各所（入口（自動ドア風除室）及びトイレや館内など）に感染症予防の

ための手指消毒薬を常備する。 

⑤ 館内各所へ手洗・うがい等の励行を促すためのチラシの掲示と、利用者への声掛け

を行い、感染症予防等の衛生管理の徹底を図る。 
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１０. 訪問サービス事業の実施 

 

１）実施施設 

 

 

２）基本方針 

要介護状態又は要支援状態にある高齢者が居宅において日常生活を営むことができる

よう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄

及び食事等の介助、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時の介助、生活等に関する相談

及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切に実施する。 

 

 

３）重点事項 

平成２７年度に引き続き、介護福祉士の雇用や職員研修及び職員会議並びに健康診

断の実施等、特定事業所加算を受けるための体制を継続するとともに、職員の賃金改

善を図るため、安全で健康的な職場環境の確立など、介護職員処遇改善加算を受ける

ための体制を維持する。 

 

 

４）事業内容 

（１）人員体制 

訪問介護事業をはじめとした訪問サービス事業を実施するための人員を配置する。 

 

配置人員 
 人数 

正職員 常勤嘱託職員 非常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 

（法人本部・事務局 

係長兼務） 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

   

２．訪問支援員 
 

２名 

8:30～17:00 

10:30～19:00  

(週 38.75時間) 

１名 

 (週 30時間) 

 

３．訪問介護員  
  ２９名 

(週 29 時間以内) 

 

 

（２）利用日 

実施日    年中無休     ８：００～２１：００（応相談） 

事務所の受付 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００ 

（１２月２９日～１月３日、国民の祝日を除く） 

 

事 業 所 名 住   所 

五橋あい・はーと 宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－２ 
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（３）内容 

  ○ サービス ：訪問介護事業、介護予防訪問介護事業 

  ○ 対象者  ：要介護及び要支援状態にある高齢者 

 ① 訪問介護計画、介護予防訪問介護計画の作成 

② 身体介護 

食事の介助、排泄の介助、衣類着脱の介助、入浴の介助、身体の清拭・洗髪、通

院等の介助、その他必要な身体の介助 

③ 生活援助 

調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係

機関との連絡、その他必要な家事 

④ 前各号に掲げる便宜に付帯する便宜 

    ②及び③に付帯するその他必要な介助、家事、相談、助言 

 

５）利用料金 

利用料金は、厚生労働大臣が定める報酬単位に基づいて算定し、総費用額の１割の

額を利用者に請求する（ただし、受給者証に記載されている利用者負担上限月額を超

えないよう減額する）。また、総費用額の９割は利用者に代わって代理受領を行う。 

 

６）サービス提供計画 

訪問介護事業 月５時間 
 

介護予防訪問介護事業 月 １ 件 

 

７）苦情解決 

提供するサービスに係わる利用者等からの苦情に適切に対応し、利用者の権利を擁護す

るとともに、利用者等が福祉サービスを適切に利用することができるように支援するため

に、苦情解決責任者・苦情受付担当者・及び第三者委員を設置して対応している。また、

解決が困難な場合は運営適正化委員会に申し出ることができる旨を周知している。 

 

８）定期健康診断 

利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

９）職員研修 

 従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。 

① 採用時研修 年１回（採用後６ヶ月以内） 

② 継続研修  年１回 

 

10）職員相互交流研修について 

組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所属

部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要であ

ることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

11）合同防災訓練について 

３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、電話及び FAX 並びにＥメールにて、

法人本部・事務局に対して被災状況の報告を行う訓練を実施する。 



55 

 

 

12）訪問支援員及び訪問介護員会議 

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は従業者の

技術指導を目的とした会議を月１回開催するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

１１．事務局事業の実施 

 

１）基本方針 

障害者が、地域の一員として生きがいを持ちながら生活できるよう、障害者の社会参

加を推進するための事業を実施する。特に、「当事者組織」、「ボランティア組織」、「事業

体組織」、「地域住民との連携」を、当協会を支える 4つの柱として事業を展開する。 

 

２）重点項目 

（１）第１６回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）オープン競技への参加協力 

平成２８年１０月２２日（土）～同２３日（日）に岩手県で開催される第１６回全

国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）オープン競技のゲートボール競技及び卓

球バレー競技に仙台市チームを派遣する。なお、ゲートボール競技については、出場

チームの予選会を兼ねて仙障協親善ゲートボール大会を開催し、会員等相互の親睦と

交流を図る。 

（２）第５８回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会及び第４８回政令指定都市身

体障害者スポーツ大会（ボウリング大会）の開催準備 

   平成２９年９月２日（土）～同３日（日）に第５８回政令指定都市身体障害者福祉

団体連絡協議会及び第４８回政令指定都市身体障害者スポーツ大会（ボウリング大会）

を当協会が主管となって開催するにあたり、その準備を行う。また、これに先だって

平成２９年２月２４日（金）に、ホテルメルパルク仙台で政令指定都市身体障害者福

祉団体連絡協議会団体長等会議を開催する。 

（３）「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすい

まちをつくる条例」の周知等 

平成２８年４月に施行される「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人

もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」について、会員や職員などを対象に

理解啓発を促進するための勉強会等を実施するとともに、障害者相談員等と連携して

障害理解啓発の活動に取り組む。 

（４）会員を対象とした事業の実施 

   会員相互の親睦交流及び会員の増員等を図るため、「平成２９年新年のつどい」を

引き続き実施するとともに、加入団体の活動に助成金を交付して、組織活動を推進す

るほか、女性会員の活動を促進する取り組みなどを行う。 

 

３）人員体制 

障害者社会参加推進事業をはじめとした事務局事業に係る企画を推進し、障害者福祉

の推進に資するための人員を配置する。 

 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．事務局長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  

２．事務局次長 
 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 
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３．係長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  

４．主任 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  

５．主事 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

  

６．事務員 
 

２名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

２名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

４）仙台市障害者社会参加推進事業 

コミュニケーション、文化・芸術活動等の自己表現、社会参加を通じて、障害者の生

活の質的向上を図りながら、障害者の社会参加を推進するための事業を効率的かつ効果

的に実施する。また、障害者総合支援法において障害者の範囲に加えられた難病等に対

応した事業を実施する。 

 （１）障害者社会参加推進事業（身体・３障害） 

１ 点字・声の広報等発行事業 

（１）情報提供 点字・声の広報等により、障害者が地域生活をする上で必

要度の高い情報などを定期的に提供する。 

○ 朗読ＣＤ・テープ「さんぽ径」の発行 年１２回 

○ 点字冊子「点字通信」の発行     年１２回 

（２）点訳・朗読

サービス 

文字による情報収集が困難な障害者のために、点訳・音訳

等の方法により、社会生活上必要な情報を提供することで視

覚障害者の情報を支援する。 

○ 回 数  随時（延べ５０名） 

（３）ふれあいガ

イド音訳、点

訳版作成 

 仙台市が作成した「せんだいふれあいガイド」を点訳、音

訳することで、視覚障害者が利用できる各種制度のあらまし

や相談機関、施設などについての新しい情報を提供する。 

○ 音訳版  ３００本 

○ 点訳版  １００部 

２ 生活訓練等事業 

（１）視覚障害の

ある方の社会

生活教室 

視覚障害者が日常生活や社会生活上必要とされる知識の習

得を行うことにより、その感覚又日常生活能力の向上を図る。 

○ 回 数   年８回 

○ 対 象   各２０名 

（２）中途失聴・

難聴の方の生

活訓練 

 中途失聴者等が日常生活で必要なコミュニケーションに関

すること（手話、口話、読話等）や情報収集、福祉機器・

社会資源の活用方法、社会生活・職業生活に関すること、

家庭生活に関することなどについての習得を行うことによ

り、その感覚又は日常生活能力の改善を図る。 

○ 回 数   年６回 
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○ 対 象   各２５名 

（３）聴覚障害の

ある方の社会

生活教室 

 聴覚障害者が日常生活を送る上で役立つ知識の習得や感覚

機能維持、向上を図ることで、生活全体の向上を図る。 

○ 回 数   年８回 

○ 対 象   各５０名 

（４）障害のある

方の健康指導

教室 

 運動や栄養など様々な視点からの教室を実施することによ

り、健康に対する達成感、生きがい、生活満足感などの健康

感の効用を図るとともに、健康に取り組むための動機づけを

行う。 

○ 回 数   年１６回 

○ 対 象   各１５名 

３ 奉仕員養成研修事業 

（１）点訳奉仕員

養成講座開催 

 視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する方に、点字の校正

や製本方法、パソコン点訳など点訳に必要な指導を行うこと

により、点訳奉仕員を養成する。 

○ 回 数   年１２回（基礎） 

○ 対 象    １０名 

（２）朗読奉仕員

養成講座開催 

視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する方に、音声表現の

基礎や録音の方法など音訳に必要な指導を行うことにより、

朗読奉仕員を養成する。 

○ 回 数   年２５回（入門） 

○ 対 象   １０名 

（３）手話奉仕員

養成講座開催 

聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する方に、手話の基礎

知識、手話の方法及び実技など手話に必要な指導を行うこと

により、手話奉仕員を養成する。 

○ 回 数   入門…年３０回、基礎…年２４回 

○ 対 象   入門…２０名、基礎…２０名 

（４）手話通訳者

養成講座開催 

手話奉仕員のうち、希望する者に対して手話通訳者養成課

程受講者選考試験を行い、より実践に即した実技、講義を実

施して、手話通訳者を養成する。 

○ 回 数  年９０時間 

（基礎３５時間、応用３５時間、実践２０時間） 

○ 対 象   ２０名 

（５）手話通訳者

養成講座受講

者・修了者登

録試験 

仙台市手話奉仕員を対象に試験を行い、手話を駆使して特

定の聴覚障害者と日常会話が可能な方を、手話通訳者養成講

座の受講者に選考する。また、手話通訳者養成講座修了者を

対象に試験を行い、日常場面及び聴覚障害者の理解力に応じ

た手話通訳が可能な方を仙台市手話通訳者として登録する。 

○ 回 数   年２回   

○ 対 象   ２０名 

（６）手話奉仕員、

手話通訳者現

任研修 

登録手話奉仕員等として活動している方に、より高度な手

話技術、通訳能力を指導することにより、資質の向上を図る。 

○ 手話奉仕員 年５回 ８０名 

○ 手話通訳者 年５回 ５０名  

（７）点字指導 点訳、要約筆記、手話奉仕員の養成・指導に当たっている
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者・要約筆記

指導者講習会

派遣、手話奉

仕員養成講師

研修会派遣 

現任の指導員または今後の指導者となる方を派遣することに

より、指導員の資質の向上と全国との共通化を図る。 

○ 回 数  年１回（大阪市２泊３日） 

○ 派遣人数 １名 

（８）要約筆記奉

仕員現任研修 

登録要約筆記奉仕員等として活動している方に、より高度

な要約筆記技術、通訳能力を指導することにより、資質の向

上を図る。 

○ 回 数  年２回 

○ 対 象  ６０名 

４ 手話奉仕員等派遣事業 

（１）要約筆記奉

仕員派遣 

難聴者、中途失聴者等のコミュニケーションの円滑化のた

め、要約筆記奉仕員の派遣を行う。 

○ 回  数  随時 

○ 派遣人数  年延べ１２４名 

（２）手話奉仕

員・手話通訳

者派遣 

聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化のため、手話

奉仕員・手話通訳者の派遣を行う。 

○ 回  数  随時 

○ 派遣人数  手話奉仕員   年延べ１，１３５名 

手話通訳者   年延べ５０名 

（３）手話奉仕

員・手話通訳

者等広域派遣 

聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化のため、市外

への奉仕員等の派遣依頼に対して、利用地の市町村登録奉仕

員等をコーディネートする。 

○ 回  数  随時 

○ 派遣人数  利用地奉仕員等 年延べ２０名 

５ レクリェーション教室（身体）開催事業 

（１）レクリェー

シ ョ ン 教 室

（ 身 体 障 害

者）開催 

 レクリェーション活動を通じて、身体障害者の体力増強、

相互交流、余暇等に資するためのレクリェーション教室を開

催する。 

○ 俳句教室 

・時期 平成２８年９月下旬 

・場所 山形県東根市 

・対象 仙台市に居住する身体障害者等   ６０名 

○ 仙台市内散策教室 

・時期 平成２９年１月中旬 

・場所 仙台市内近隣 

・対象 仙台市に居住する身体障害者等 １５名 

（２）家族ぐるみ

運動会 

 運動を通じた相互の親睦、交流と健康の増進を図るための

身体障害者家族ぐるみ運動会を開催する。なお、企画および

運営は、当事者団体やボランティア団体等による実行委員会

で行う。 

○ 日にち 平成２８年８月２８日（日） 

○ 場 所 宮城野体育館 メインアリーナ 

○ 対 象 仙台市内に居住する身体障害者とその家族等 

 ３６０名程度 
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○ 競技種目の実施 

○ 送迎バスの運行 

○ 販売会の開催 

 （２）芸術・文化（３障害） 

１ 心の輪を広げる障害者理解促進 

（１）「心の輪を

広げる体験作

文・障害者週

間 の ポ ス タ

ー」コンクー

ル 

障害のある人とない人との相互理解の促進を図るため、「心

の輪を広げる体験作文」および「障害者週間のポスター」を

広く一般市民から募集し、優秀作品の表彰等を行う。 

○「心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスター」コン

クールの開催 

・仙台市「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポス

ター」の募集・審査・表彰 

・全国コンテストへの推薦 

○ 夏休み小中学生ポスター教室の開催 

２ 社会参加推進事業（３障害） 

（１）障害者レク

リ ェ ー シ ョ

（３障害）教

室 

 障害者が、レクリェーション活動を通じて、仲間づくり・

生きがいづくりを行うため、身体・知的・精神障害者等を対

象とした写真教室およびスケッチ散策教室を開催する。 

○ 障害者レクリェーション教室 

・回 数  年１回 

・教 室  写真教室コース、スケッチ散策教室 

・実施日  平成２８年６月１日（水） 

○ 障害のある方のアート教室 

・回 数  年２回 

・教 室  絵を楽しむ教室 書道教室 各１回 

・実施日  平成２８年７月、１１月 

（２）紙上交流誌

発行事業 

障害者の文化・芸術活動を振興するため、障害者の紙上で

の作品展を開催するとともに、イベント活動を紹介し、障害

者の主体的な活動・交流を支援する。 

○ 発行回数  年１回 

○ 発行部数  墨字版４，０００部 

   テープ版７０本 ＣＤ版１０枚 

点字版５０部 

○ 編集委員会 全１回   

（３）仙台市障害

者 に よ る 書

道・写真・絵

画コンテスト

の開催 

障害者の文化活動・芸術活動を振興するとともに、市民へ

の障害および障害者の理解を促進するため、障害者による書

道・写真・絵画コンテストを開催する。 

○ 仙台市障害者による書道・写真・絵画コンテストの募集 

・審査・表彰 

○ ウエルフェアアート展２０１６の開催 

○ 障害者による書道・写真全国コンテストの実施にかかる 

協力 

３ 障害者週間事業 

（１）福祉まつり

「ウエルフェ

 障害者の作品展や音楽会など文化・芸術活動の発表の場を

設け、障害者の創作意欲を助長するための環境の整備や必要
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ア２０１６」

（屋外）開催

事業 

な支援を行う。また、市民への障害に対する理解を促進する

ため、障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に来場できる催

しを開催する。 

なお、具体的な実施内容についての企画・立案等を行うた

め、身体関係の福祉団体、仙団協、仙精連、仙台市障害者ス

ポーツ協会、難病団体等の関係者で構成する福祉まつり「ウ

エルフェア２０１６」実行委員会を設置する。 

○ 日にち 平成２８年１０月２日（日） 

○ 場 所 勾当台公園、一番町四丁目買物公園 

（２）福祉まつり

「ウエルフェ

ア２０１６」

（屋内）の開

催 

 １２月３日から９日までの障害者週間を広く社会に周知

し、「共生社会」を実現するため、障害者週間記念式典を開

催する。 

○ 日にち 平成２８年１２月４日（日） 

○ 場 所 仙台市福祉プラザ 

（３）障害者災害対策推進事業 

１ 障害者災害対策推進事業 

（１）専門ボラン

ティア研修会

開催 

災害時における身体障害者の特別なニーズに対応するた

め、専門ボランティア（点訳・朗読・手話・要約筆記奉仕員、

ガイドヘルパー、運転ボランティア）の活動に必要な知識の

習得を内容とした研修を行う。 

○ 年２回 

（２）専門ボラン

テ ィ ア の 登

録・更新 

 災害発生時における身体障害者の特別なニーズに対応でき

る人的資源の確保に努めるため、専門ボランティアの登録・

更新を随時行う。 

（３）活動マニュ

アルの更新 

 専門ボランティアの平時の活動を災害時でも生かせる体制

づくりをすすめるため、専門ボランティア活動マニュアルの

更新を行う。 

（４）仙台市総合

防災訓練への

参加 

 仙台市が実施する仙台市総合防災訓練へ専門ボランティア

と障害当事者が参加し、災害時における身体障害者への支援

のための訓練を行う。 

 

（４）呼吸器教室・呼吸リハビリテーション支援者研修会事業 

    呼吸器疾患のある当事者等に対して呼吸器健康教室を実施することにより、疾患

管理能力を向上させ、生きがいや楽しみを持った地域生活の獲得を目指す。また、

ケアマネージャーや看護師等に対して、呼吸器疾患当事者の支援の参考となる情報

を提供し、支援力の向上を目指す。 

① 呼吸器健康教室の開催        年１０回（春開催５回 秋開催５回） 

② 呼吸リハビリテーション支援者研修会の開催 年１回 

  

 ４）仙台市身体障害者スポーツ振興事業 

障害者が競技を通じてスポーツの楽しさを体験するとともに、市民の障害者福祉に対

する理解と認識を深め、障害者スポーツの振興と推進を図るための事業を実施する。 

（１）全国障害者

スポーツ大会

仙台市選手団

岩手県で開催される第１６回全国障害者スポーツ大会に仙

台市選手団（身体障害者関係）を派遣する。 

○ 期間 平成２８年１０月２０日(木）～同２５日（火） 
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（身体障害者

関係）派遣事

業 

５泊６日 

○ 場所 岩手県 

○ 対象 選手団７１名予定 

 

 

５）仙台市ガイドヘルパー派遣事業 

重度の脳性まひ等による全身性障害者の外出を支援するため、ガイドヘルパーを派遣

して付き添いを行い、全身性障害者の生活範囲の拡大と社会参加を推進する。 

① 利用対象者     上下肢または体幹の障害程度が１級または２級の方 

② 派遣時間      午前９時から午後８時まで 

 

６）仙台市全身性障害者等指名制介護助成事業 

脳性麻痺等による重度の全身性障害者を対象に、自ら指名した介護人の介護を受けた

場合に要する費用に助成を行う。 

 ① 利用対象者     両上下肢または体幹の障害程度が１級の方 

 ② 利用時間      月６０時間 

 

７）仙台市障害者相談員事業 

障害者福祉の増進に熱意と識見を持っている方を障害者相談員として仙台市へ推薦す

るとともに、障害者相談員活動の推進のための事業を実施する。 

 ① 障害者相談員数          ３５名 

② 仙台市障害者相談員研修会の開催  年４回 

③ 東北・北海道ブロック身体障害者研修会への参加 

平成２８年１１月１７日（木）～１８日（金） 

④ サロン活動等の実施        年３回 

 

８）リフト付自動車運行事業 

一般の交通手段を利用することが困難な車いす使用の身体障害者の外出と社会参加を

推進するため、リフト付自動車を運行して送迎を行う。 

また、運転ボランティア会議等の開催により、体制の強化を図るとともに、運転ボラ

ンティアに対する実費弁償額の見直しを行う。 

 ① 車両台数             ２台 

 ② 運行管理責任者設置        １名 

 ③ 運転ボランティア会議の開催    ３回 

 ④ 利用時間             午前９時から午後８時まで 

⑤ 登録の有効期間          平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

９）仙台市障害者親善国際交流事業 

① 台湾台南市訪問 

仙台市内に居住する障害者が国際社会の一員として、アジア太平洋地域の障害者と

の友好促進を図るため、友好関係を締結している台南市体育総会身心障害運動委員会

を訪問して、現地の福祉の実情を知り、現地の障害者施策および福祉のまちづくりの

視察研修を行う。 

・ 滞在期間   平成２８年５月１日（日）～同５日（木） ４泊５日 

・ 訪問都市      台南市（台湾） 
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・ 訪問人数   障害者本人および福祉関係者等１０人予定 

② 韓国光州広域市招待 

アジア太平洋地域の障害者との友好促進を図るため、仙台市と国際姉妹都市提携を

結んでいる光州広域市（韓国）から障害者本人および福祉関係者等を招待し、市内の

障害者との交流を通じて、障害者の国際親善を深めるとともに、光州広域市及び仙台

市における障害者福祉の推進に貢献する。 

・ 滞在期間   平成２８年８月予定 

・ 招待都市      光州広域市（韓国） 

 

10）障害者の自立と社会参加を促進するための福祉対策事業 

１ 障害者ボウリ

ング大会の開催 

身体障害者の生活の質（QOL）の向上を図るため、誰でも参

加できる余暇活動と自由時間の場を提供する一助として、身

体障害者ボウリング大会を実施する。 

○ 日にち 平成２８年６月１１日（土） 

○ 場 所 タイトーステーションボウルグルーバース 

２ 仙台市障害者

福祉大会の開催 

 障害者自らが諸問題への関心を深め、障害者の自立と社会

参加を促進するため、障害者福祉大会を開催する。 

○ 日にち 平成２８年７月１４日（木） 

○ 場 所 仙台市福祉プラザ 

○ 内 容 会長感謝状の贈呈、シンポジウムほか 

３ 会員を対象と

する事業の実施 

 会員相互の親睦交流及び会員の増員等を図るため、新年の

つどい等を開催する。 

○ 日にち 平成２９年２月１２日（日） 

○ 場 所 ホテルメルパルク仙台 

○ 内 容 抽選会、カラオケほか 

４ 障害者相談員

連絡協議会の運

営 

 障害者相談員相互の連携および技術交流を図ることで、障

害者相談員の円滑な活動を推進するため、障害者相談員連絡

協議会を運営する。 

５ バリアフリー

及びユニバーサ

ルデザインに関

する調査、研究 

 バス・地下鉄のバリアフリー及びユニバーサルデザインの

推進等に寄与するための意見交換会等を実施する。 

６ 加入団体に対

する育成費の助

成 

 組織活動及び事業の推進、スポーツ振興及び文化活動等の

促進に資するため、加入団体に対して育成費及び活動費の助

成を行う。 

７ 会報「仙障だよ

り」及びホームペ

ージ等による広

報活動の実施 

① 仙障だよりの発行 

  障害者の自立生活支援と社会参加に役立つ各種情報の紹

介等を行うとともに、新企画の導入などを積極的にすすめ

て更なる内容の充実化を図る。 

・発行回数  ４回（４月、７月、１０月、１月） 

・発行種別  墨字版、点字版、音訳版 

② ホームページの開設 

  特定非営利活動法人せんだいアビリティネットワークの

更新作業及び運営管理を委託して、誰もが使いやすいホー

ムページの開設につとめる。 
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・更新回数 月２回程度  

・アドレス http://www.shinsyou-sendai.or.jp 

８ 災害発生に備

えた防災対策等

の調査、研究等の

実施 

東日本大震災の経験を踏まえ、災害発生に備えた防災対策

や災害時における被災障害者支援について調査研究等を行

う。 

９ 障害理解の普

及・啓発活動の実

施 

 建物等のバリアフリーの推進にとどまらず、心のバリアフ

リーを推進するための取り組みや「障害を理由とする差別の

解消を推進するための条例」の理解を深めるための講習会等

の実施など、障害理解の普及・啓発活動を実施する。 

10 障害者のスポ

ーツ振興及び文

化活動の支援 

 仙台市内に居住する概ね１０名以上の障害者で組織する団

体等が、障害者スポーツ及び文化活動に関わる東北規模以上

の大会等を開催する場合や、東北規模以上の大会等に参加す

る場合、また加入団体が実施する親睦、視察、学習活動など、

その活動に要する経費の一部を助成する。 

11 ジパング  ジパング倶楽部特別会員（身体障害者）の受付業務を行う。 

○ 年会費   １，３５０円 

○ 再発行手数料  ６２０円 

12 仙障協親善ゲ

ートボール大会

の開催 

会員およびその関係者等がゲートボール競技を通じて、相

互の親睦と交流を図ることを目的として、仙障協親善ゲート

ボール大会を実施する。 

○ 日にち 平成２８年４月９日（土） 

○ 場 所 シェルコム仙台 

 

11）都道府県及び政令指定都市等の障害者団体等との連携のための関連事業 

１ 日本身体障害

者福祉大会の参

加 

 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会等が主催する、第

６１回日本身体障害者福祉大会（京都大会）へ参加する。 

 ・政策協議    平成２８年５月１１日（水） 

 ・全国福祉大会  平成２８年５月１２日（木） 

２ 日本身体障害

者団体連合会各

種研修・会議の参

加 

 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会関連の各種研修や

会議に参加する。 

３ 東北・北海道ブ

ロック身体障害

者団体連絡会の

参加 

 東北・北海道ブロック身体障害者団体連絡会が主催する団

体長等会議に参加する。 

○ 期 間 平成２８年６月２３日（木）～同２４日（金） 

４ 政令指定都市

身体障害者福祉

団体連絡協議会

への参加 

１）公益財団法人神戸市身体障害者福祉協会の主管で開催さ

れる第５７回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会へ

参加する。 平成２８年９月３日（土）～同４日（日） 

○ 団体長部会 ２名   ・肢体部会  １名 

○ 視覚部会  １名   ・聴覚部会  １名 

○ 難聴部会  １名   ・内部部会  １名 

２）平成２９年９月２日（土）～同３日（日）に第５８回政

令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会及び第４８回政令
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指定都市身体障害者スポーツ大会（ボウリング大会）を当協

会が主管となって開催するにあたり、その準備を行う。また、

これに先だって政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会

団体長等会議を仙台市において開催する。 

○ 日にち 平成２９年２月２４日（金） 

○ 場 所 ホテルメルパルク仙台 

５ 政令指定都市

身体障害者親善

スポーツ大会へ

の参加 

第４７回政令指定都市身体障害者スポーツ大会（ボウリン

グ大会）が開催されるにあたり、仙台市チームを派遣する。 

○ 派遣人数 １５名 

○ 開催地  神戸市 

６ 仙台市社会福

祉大会の共催 

 第５１回仙台市社会福祉大会に共催団体として参加し、表

彰状並びに感謝状の贈呈等を行う。 

７ 障害者福祉団

体の総会、研修会

等への参加 

 障害者福祉団体等の総会、研修会等に可能な限り役職員が

出席し、障害者福祉や地域活動の推進のための関係構築を図

る。 

８ 第１６回全国

障害者スポーツ

大会（希望郷いわ

て大会）オープン

競技への参加協

力 

第１６回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）オ

ープン競技に仙台市チームを派遣する。 

○ 期間 平成２８年１０月２２日（土）～同２３日（日） 

○ ゲートボール 岩手県紫波町 

○ 卓球バレー  岩手県盛岡市 

 

 

12）同行援護従業者養成研修事業 

  同行援護事業の従業者の確保及びサービスの質の向上のため、同行援護従業者養成研

修を実施し、受講者に視覚障害者（児）の障害及び疾病の理解や場面別における同行援

護の知識及び技術の習得を図る。 

（１）同行援護従業者養成研修一般課程 

① 対象者   居宅介護事業のうち、同行援護に従事する者又はその予定者 

（２０名予定） 

② 研修時間  ２０時間 

（２）同行援護従業者養成研修応用課程 

① 対象者   同行援護従業者養成研修一般課程修了者（１０名予定） 

② 研修時間  １２時間 

 

13）インターンシップの受入 

次代を担う大学生の職業選択に協力し、職業意識の醸成と職業観の向上に貢献するた

め、インターンシップ生を受け入れる。 

        

14）苦情等への対応について 

事務局事業に対する障害者等からの苦情や要望等に対して、迅速かつ適切に対応する

ための苦情解決体制を構築する。 

① 苦情解決責任者の設置 

 ② 苦情受付担当者の設置 

③ 苦情解決第三者委員の設置及び第三者委員会の開催 
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15）定期健康診断について 

利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年 1 回）を行う。 

 

16）職員相互交流研修について 

組織体制の強化確立を目指して職員一人ひとりの資質と能力を高めるためには、所属

部署の業務に限らず、他部署の業務に関する基礎知識を習得することも極めて重要であ

ることから、職員を対象に他部署との相互交流研修を実施する。 

 

17）合同防災訓練について 

３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、仙台市から貸与されている防災行政

用無線を運用し、震災等により一般公衆通信網が途絶した状況を想定して、障害者福祉

センターと福祉避難所開設時の情報伝達に係る通信訓練を行う。 

また、停電を想定し、仙台市から貸与されている発電機の使用訓練を併せて行う。 

なお、「五橋あい・はーと」及び「せんしょう庵」並びに仙台市障害者就労支援セン

ターにおいては、防災行政用無線及び発電機が設置されていないため、電話及び FAX 並

びにＥメールにて、法人本部・事務局に対して被災状況の報告を行う訓練を実施する。 

    

18）収益事業 

仙台市内の公共施設に自動販売機等を設置する。なお、設置に際しては、事務員を配

置して身体障害者福祉法第２２条に基づき障害者雇用を推進する。 
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１２.仙台市障害者就労支援センターの運営 

 

１）事業所概要 

事 業 所 名 住   所 

仙台市障害者就労支援センター 宮城県仙台市泉区泉中央２－１－１ 

泉区役所東庁舎５階 

実施日 窓口/月曜日～金曜日       ８：３０～１７：００ 

    電話/月曜日～金曜日       ８：３０～１９：３０ 

       土曜日・日曜日・祝日 ８：３０～１７：００ 

      （１２月２９日～１月３日を除く） 

 

２）基本方針 

（１）当センターを中核とする総合的な就労支援体制の充実を図るため、労働関係機関や

就労支援機関、障害者相談支援事業所、発達障害や難病、精神障害等の各障害に特化

した専門相談機関、医療機関、特別支援学校との協力・連携による事業を推進する。 

（２）障害者の職業生活と地域での日常生活を一体的に捉え、職域・職場を拡大し職場定

着を支援するとともに、障害者相談支援事業所や企業等と連携して包括的に支援を行

う。 

（３）就労移行支援事業所等との連携を強化し、仙台市障害者保健福祉計画及び仙台市障

害福祉計画に掲げられている福祉施設から一般就労への移行に関する数値目標の達

成に努める。 

（４）障害者の雇用の促進等に関する法律の改正を受けて就労の場における差別禁止及び

合理的配慮の提供について、企業等の理解啓発を図ります。 

（５）障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、障害者雇用納付金制度の対象が

拡大されることも踏まえ、企業等に対する支援の充実に努める。 

 

３）重点事項 

（１）本人の働く力の強化 

   就労移行支援事業所等における就労準備支援、職場定着支援等の支援力の強化・向

上を図り、利用者の働く力を高めることに繋げる。 

（２）企業の支援力の強化 

   企業の障害者雇用の経験を考慮し、採用にあたっての業務切り出しや採用マッチン

グ、キャリアアップなど雇用管理面の助言等を行うとともに、企業見学会や実習、雇

用後の定期的な企業訪問等を提案しながら企業理解促進のためのジョブコーチを派遣

し、企業の支援力の強化に努める。 

（３）ネットワーク構築による支援力の強化 

   新規就労支援および職場定着支援において、関係機関同士の繋がりを強化し、ネッ

トワークの構築と支援ノウハウを共有することで、支援者の力の向上に努める。また、

情報の集約・発信することに努める。 

（４）就労の場における差別禁止の理解・啓発 

平成２８年４月からの施行される障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正

する法律および「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に

暮らしやすいまちをつくる条例」を受けて、就労の場における差別禁止および合理的

配慮、相談体制の整備について、企業および関係機関への理解、啓発を図る。 

（５）仙台市知的障害者非常勤嘱託職員に対するジョブコーチへのバックアップ 
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  仙台市知的障害者非常勤嘱託職員が市役所で補助的な業務に従事し、社会人として

必要なマナーやスキルを身につけ、一般企業等への就労促進を図るための支援をする

ジョブコーチに対して、バックアップ体制を維持・強化する。 

 

４）人員体制 

障害者就労支援事業に関わる相談や企業開拓等の支援員として十分な資質を備えた人

員を配置する。 

配置人員 
人数 

正職員 常勤嘱託職員 臨時雇用職員 

１．所長 
 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

２．次長 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

 

 

３．支援員 

２名 

8:30～17:00 

9:10～17:40 

11:00～19:30 

8:30～17:15 

(週 38.75時間) 

５名 

8:30～17:00 

9:10～17:40 

11:00～19:30 

8:30～17:15 

(週 38.75時間) 

 

４．事務員 
 

１名 

8:30～17:00 

(週 38.75時間) 

１名 

10:00～16:00 

毎週金曜日 

(週 5時間) 

 

５）事業内容 

項 目 実施概要 

障害者の就労に

関する総合相談 

就労を希望する利用者や現在就労中の利用者、またその保護

者や関係者、企業の方などからの障害者の就労に関する相談支

援を実施する。 

（１）相談方法 

窓口来所、電話、FAX、Eメールのほか、ニーズに合わせて、

就労先や各区障害者福祉センター、福祉サービス事業所等へ支

援員が出向いて相談に応じる。 

土・日・祝日の移動相談については、事前予約により対応す

る。 

（２）聴覚障害者に対する手話通訳支援（毎週金曜日） 

（３）アウトリーチによる相談支援 

（４）生活支援機関等との連携による援助 

（５）就労継続のための余暇活動の援助 
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障害のある方へ

の支援 
（１） 一人ひとりのニーズに即した相談支援 

（２）各種実習・訓練の実施 

障害者の就労促進を目的とした企業実習及び仙台市障害者

就労体験実習を実施する他、各関係機関との連携のもと障害者

の状況・課題・ニーズに応じた支援を行う。 

（３）就職活動サポート講座の開催 

就労を希望する障害者の職業準備性を高めるため、面接の受

け方、履歴書の書き方、ふれあいワークフェア対策、企業見学

等、利用者のニーズに合わせて就職活動サポート講座を開催す

る。 

（４）仙台市知的障害者非常勤嘱託職員に対する相談支援の実

施 

（５）多様な働き方に対する支援 

企業への支援 

 

（１）障害者の職域・職場の拡大およびマッチングを図るため

の支援 

（仮称）企業理解促進のためのジョブコーチ派遣事業と連動

し、障害者雇用の経験が無いまたは少ない企業に対して、企業

見学会や実習等段階を踏まえた雇用計画の提案を積極的に行

うとともに、障害特性の理解や雇用ノウハウの習得のため、雇

用促進セミナーや企業交流会等への参加も呼び掛ける等多方

面から働きかけを実施する。また、職場への定期訪問を実施す

ることで、就労定着のための課題整理とともに、新たな職域開

発や更なる雇用の促進にも繋げられるように取り組む。 

（２）障害者を雇用中の企業及び企業団体等との連携による雇

用先開拓および支援 

企業担当者を対象として、就労支援センターが企画する企業

交流会への参加を通して、企業間のネットワークづくりにも貢

献し、企業規模、および業種や職種等による共通課題の解決や、

中長期的な視点に立った雇用管理のあり方等について理解を

深められるよう取り組む。 

なお、仙台市内の企業関係団体等にも働きかけ、連携して障

害者雇用促進を進めることで効果的かつ効率的に企業への理

解の浸透を図る。 

職場定着・就労

継続のための支

援 

（１）障害のある方への支援 

（２）就労継続に向けた支援 

障害者雇用先の企業への定期的な訪問等を実施することに

より、就労後に生じた環境変化や就労者の職業生活における課

題や職場での不適応の予兆等の早期の察知、およびその改善や

調整等を行う。なおケースに応じて、関係機関との連携を図り

企業と就労者を支援する。 
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また、職場定着支援において、雇用先企業への定期訪問によ

る支援の他、一定期間集中的な支援の必要性がある場合には迅

速に対応し、課題の解決のため状況に応じて関係機関と連携し

た支援をコーディネートする等企業と就労者をバックアップ

する。 

センターを中核

とした総合的な

就労支援体制の

充実 

１）各機関のネットワークによる総合的な支援 

就労支援システムの中核的機能として、労働関係機関、各障害に

特化した専門相談機関、特別支援学校等の教育機関、相談支援事業

所等の福祉機関等、各機関とのネットワークにより連携して効果的

に支援を行う。 

（１）労働関係機関や専門相談機関との協力・連携 

（２）障害者相談支援事業所等との協力・連携 

（３）企業との協力・連携 

２）就労移行支援事業所等へのバックアップ 

就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所等にお

いて障害者の就労支援に関わる支援者の支援スキル向上に対

するバックアップを強化するため「連絡会議」をベースにして、

情報交換会や援助技術のスキルアップ研修を開催し、就労移行

支援事業所等における人材育成を行う。 

（１）就労移行支援事業所等への援助 

（２）就労移行支援事業等との連携による支援 

（３）関係機関同士の連携強化、課題を共有し解決に向けた協

議を行う場の機能 

課題の整理分析

及び理解啓発等 

１）運営会議の実施による課題の整理、事業評価等の実施 

（１）運営会議の開催 

センターが実施する連絡会議や各事業における成果や目標に対す

る進捗の確認、および課題整理と解決策の検討、事業改善のための

方策等について意見交換し、当センターの役割が効果的に推進でき

るよう障害者就労支援に関する運営会議を開催する。 

（２）スーパーバイズの実施による支援力の向上 

（３）事業評価および業務改善 

（４）苦情解決体制の整備 

利用者からの苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応するた

め、苦情解決体制を構築する。 

２）業務運営や施策提言等への反映 

３）障害者雇用に対する理解促進に向けた取り組み 

（１）ホームページや機関誌等媒体による啓発 

障害者雇用を実践している企業や作業内容、製品の紹介、或

いは働く障害者の声などをホームページや機関誌などに掲載

するなど積極的に情報を発信し、障害者雇用に対する企業や市

民の理解促進を図る。 

（２）就労支援サポーターによる啓発 

市民（学生を含む）の方々に広く参加を呼び掛け、「はたらく障害
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のある方のつどい」や「就職面接会参加者向け対策講座」等の補助

活動を通して、障害者の就労についての理解啓発を促進する。 

（３）地域との連携・協力 

（４）就労の場における差別禁止および合理的配慮について、企業

および関係機関への理解、啓発 

４）障害者就労支援に関する市の事業との協力連携 

人材確保及び

育成等につい

て 

新規採用職員をはじめ職員に対して、障害者就労支援に必要

な基礎知識を身に付けるための研修計画に基づき研修を実施

するほか、OJT（On-the-Job Training）により、所長や次長お

よびチームリーダーが日常の支援業務や所内会議、その他の実

務の中で後進の支援員を指導し、職務に必要な知識、技術、態

度等の習得を図る。 

（１）内部研修 

業務で必要とされる接遇などに関する基本的な事項および障害

特性に応じた就労支援のあり方等、救急法等テーマを決めて外部講

師等による研修を実施。 

（２）外部研修 

職員の経験や役割に応じて他支援機関（県・市社会福祉協議

会、全国障害者総合福祉センター、高齢・障害者・求職者雇用

支援機構等）や経営者団体（仙台市産業振興事業団、仙台市商

工会議所等）が主催する支援スキル向上のための研修会等へ参

加するほか、先進的な取り組みを実施している機関等への視察

を実施。 

（３）伝達研修 

研修で学んだ知識や技術等について、伝達研修を実施して職

員全体の知識・技術とサービスの質の向上に努める。 

（４）法人研修 

勤続３年未満職員研修、職員相互交流研修などに参加し、職員の

資質の向上に努める。 

（５）職員会議の開催 

職員会議を定期的（週1回）に開催し、事業運営にかかる調

整や最新の関連情報等の共有に努める。 

（６）支援会議の開催 

 支援会議を定期的(週1回程度)に開催し、本人または企業に

対する支援の目標や連携体制、方向性について確認する。また、

困難ケースに対する事例検討を行う等して適切な支援の確保

と職務に必要な知識や技能等の習得に努める。 

管理運営 １）事故防止、防犯、防災対策について 

（１）事故防止、防犯、防災に対する対策 

（２）事故、災害、緊急時の対応策 

３月１１日を当協会の合同防災訓練の日と定め、電話及び FAX 並
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６）定期健康診断について 

 利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びにＥメールにて、法人本部・事務局に対して被災状況の報告を行

う訓練を実施する。 

（３）個人情報の保護及び情報セキュリティ 

（４）障害者虐待防止に関する対策 

２）施設の維持管理について 

（１）施設全般の維持管理 

（２）環境に対する配慮 

（３）経費削減の取り組み 



73 

 

１３．知的障害者非常勤嘱託職員に対するジョブコーチ支援業務 

 

１）基本方針 

仙台市知的障害者非常勤嘱託職員が行う業務の分析・設計・検討等を行うためにジョ

ブコーチ支援を行う。 

 

２）人員配置 

  ジョブコーチ   正職員    １名 ８：３０～１７：１５（週３８．７５時間） 

  常勤嘱託職員 ２名 ８：３０～１７：１５（週３８．７５時間） 

 

３）業務内容 

（１）職員に対する業務支援 

（２）職員の人間関係、労働習慣の習得などの援助 

（３）職員の業務モデル作成及び附帯する事務（業務の募集・創出等） 

（４）職員の一般就労に向けた支援 

（５）職員の支援に関する報告書作成 

（６）仙台市の行う障害者就労支援事業に関する協力 

（７）その他仙台市が必要と認める業務 

 

４）実施場所  

（１）仙台市健康福祉局健康福祉部障害企画課 

（２）仙台市農業委員会事務局事務課 

（３）仙台市障害者総合支援センター 

 

５）定期健康診断について 

利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 
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１４．ジョブコーチによる障害者雇用促進事業 

 

１）基本方針 

市内就労移行支援事業所と連携の下、企業内における障害者担当業務の切り出し提案

から採用後の定着支援までを行う。 

 

２）人員配置 

  常勤嘱託職員 １名 ８：３０～１７：００（週３８．７５時間） 

 

３）業務内容 

（１）企業内における障害者担当業務の切り出しの提案 

（２）採用後の定着支援 

（３）支援に係るツール、報告書の作成 

（４）仙台市の行う障害者就労支援事業に関する協力 

（５）その他仙台市が必要と認める業務 

 

４）実施場所  

仙台市障害者就労支援センター 

 

５）定期健康診断について 

利用者が安心して利用できるように、職員に対して定期健康診断（年１回）を行う。 

 

 


