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1/15までにいただいた質問についての回答 

 

 

質問内容 回答 

緊急受入れの体制について、施設とのマ

ッチングを行う際、クラウド上の情報共有

システムを活用し把握することは可能か。 

 扱う行政情報の内容によっては、情報管理

者の承認を得ることで活用を可能とする場

合があります。なお、個人情報を取扱う場合

は、外部委託審査会の審査を受ける必要があ

りますが、これまでの事例では、クラウド上

の情報共有システムで個人情報を扱うこと

は認められておりません。 

緊急的な相談の後、相談者の希望があれ

ば一般の相談支援事業所のように報酬を得

る内容に切り替えることは可能か。また、

報酬を得ながら規模を拡大し、委託料以外

で給与を支払うことが可能であれば、職員

を増やして、より幅広い活動をしても良い

か。 

これまで支援が届きにくかった方につい

て、サービス等利用計画を作成していただ

き、報酬を請求していただくことを想定して

おります。ただし、一般の相談支援事業所と

は異なり、対象者の状態が落ち着き次第、既

存の相談支援事業所へ移行していただく等、

仕様書（案）６．委託業務の内容（２）ハ.

に基づく業務を行っていただくことを想定

しております。 

幅広く活動すること等の考え方について

は、選定過程において審査させていただきま

す。 

契約期間の３年経過後は、通常の相談支

援事業所として、そのままの事務所や人員

で活動を継続することは可能か。 

次期契約期間に応募されない場合、相談支

援事業所の指定基準を満たしていれば、既存

の体制で、一般の相談支援事業所として事業

を継続していただけます。 

障害者以外の相談（例えば、貧困や不登

校の問題）に関する窓口として、独自の資

金や人員を使い、並行して活動しても良い

か。 

特に制限はありませんが、本委託業務の従

事者については専従となります。 

 

 

対応状況(時間帯・曜日等）について、365

日10時から18時開設と言う理解で良いか。 

お見込みのとおりです。 
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質問内容 回答 

緊急受入れ件数（特に 21時から翌 10 時

までの対応状況）、その方々の対応状態、対

応の実績は如何か。 

 

 （参考資料）地域生活支援拠点モデル事業

緊急用居室利用状況をご参照ください。な

お、21 時から翌 10 時までの間に緊急受入れ

に至る実績はありませんでした（令和２年 11

月末時点）。 

モデル事業におけるネットワーク形成の

実績状況はいかかが。 

モデル事業の開始にあたって、短期入所 

の運営状況を含めた受入れ実態や、緊急時受

入れの条件等について把握することを目的

として 13事業所を訪問しております。また、

個別のケース会議への参加、実践報告の機会

を設定する等、引き続き本事業への理解及び

支援者間の連携の促進を図っております。 

コーディネートにおける継続支援の現状

はいかがか。 

区障害者自立支援協議会等で、モデル 

事業の活動・進捗状況を報告し理解促進を図

るとともに、ケースレビュー等に参加し、緊

急事態が予測される対象者の把握、及び支援

方針の検討等を行っております。 

障害者支援施設の空床を利用して短期入

所事業を行っているが、新たに指定を受け

なくとも業務委託を受けることは可能か。 

 新たに指定を受けていただく必要はあり

ません。ただし、仕様書（案）６．委託業務

の内容（１）に掲載のとおり、常時１人分の

ベッドを緊急用居室として確保していただ

く必要があります。 

短期入所事業、共同生活援助事業、ある

いは、相談支援事業のいずれかで委託を受

けた場合、併設する他事業（障害者支援施

設の空床型で短期入所を実施している場合

の夜勤業務等）との兼務は可能か。 

本委託業務の従事者は専従とし、兼務は不

可としております。ただし、本委託業務以外

の従事者の兼務については、それぞれの事業

の指定基準、契約内容を満たしていれば可能

です。 

併設事業の制限はあるか。  特に制限はありませんが、本委託業務の従

事者につきましては専従となります。 

モデル事業の実施事業者以外にも受託の

可能性はあるか。また、実施事業者に優先

権はあるか。 

審査基準に基づき、資格要件を満たす全て

の応募事業者の中から選定させていただき

ます。 



3 

 

質問内容 回答 

委託経費に家賃は含まれているか。含ま

れる場合には上限はあるか。 

本委託経費に家賃は含まれておりません。 

契約期間は延長が前提か。仮に公募であ

れば、別の事業者が実施するということか。 

次期契約期間については、改めて事業者選

定を実施する予定でおります。 

 

モデル事業で、２～４人の受入れはあっ

たか。また、同時に複数の利用が必要にな

った時、受託先で１人分を確保し、その他

の方を既存短期入所事業所へ依頼すること

もあると思うが、依頼を受けた事業所は給

付費を請求することになるのか。それとも、

給付費とは別に仙台市が独自に支払うよう

な仕組みになっているのか。 

モデル事業では同時に４人を受け入れる

こともありましたが、緊急受入れの全てを必

ずしも自施設で対応するのではなく、既存の

短期入所事業所での受入れを調整する等、ネ

ットワーク形成業務と共に対応していただ

くことを想定しております。なお、既存の短

期入所事業所で受け入れた場合には給付費

を請求していただくこととしており、本市が

独自に支払うような仕組みはありません。 

緊急用居室として２床以上確保できた場

合、評価は高くなるのか。 

緊急用居室確保の確実性を評価させてい

ただきます。 

職員配置で、相談支援専門員１人は専従

となっているが、指定特定相談支援事業所

の指定基準との問題はないか。 

本事業は、専従の相談支援専門員が従事す

ることを想定しておりますので、指定特定相

談支援事業所の指定基準を満たしていれば

問題ありません。また、相談支援専門員とし

てサービス等利用計画を作成してもらうこ

とも想定しております。 

委託相談支援事業所の場合の職員配置は

どうなるか。 

委託相談支援事業所とは別に人員を確保

していただく必要があります。 

18:00以降は電話等での対応となるか。 

 

お見込みのとおりです。携帯電話等で連絡を

受けられるようにしていただき、相談が入っ

た際には対応していただくことを想定して

おります。 

相談支援事業所が本事業を受託する場

合、引き続き計画相談を実施することは可

能か。 

専従で２人以上確保していただければ可

能としております。 
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質問内容 回答 

常時１人分のベッドとは１部屋を確保す

るということか。 

１部屋を確保していただくのが望ましい

ですが、短期入所や共同生活援助等の指定を

受けている場合には、それぞれの指定基準

（１室の定員、１人あたりの床面積等）を満

たしていれば問題ありません。 

コーディネーター２名のうち、同等の相

談業務経験を有する者として想定するの

は、障害分野の相談経験が同等にある方と

いう理解で良いか。また、その経歴等につ

いては、提出書類に明記すればよいか。 

お見込みのとおりです。なお、提案いただ

く際には、本事業の趣旨に合致するような内

容での提出をお願いいたします。 

これまで全く関わりが無く、生活状況（生

活歴、服薬等）も分からないような方を受

入れることもあるのか。 

本委託業務では、左記のような方も対象と

しております。 

緊急受入れの事例は一般の方からの連絡

が殆どか。 

モデル事業開始当初は一般の方から相談

（定期利用を希望される方）を受けることも

ありましたが、現在は関係機関、支援者から

の相談が殆どであります。 

地域生活支援拠点で受け入れた場合、早

期の移行（48時間以内等）を想定している

のか。 

 

その方が慣れ親しんだ地域の受入れ施設

等に、早期に移行できるような対応が望まれ

ます。モデル事業では、地域生活支援拠点で

受け入れた翌日に、地域の受入れ施設へ移行

する等試行的に取り組むこととしましたが、

実施には至りませんでした。 

従事者２人が専従であれば、業務管理者

は兼務でも可能か。 

 

人件費は２人分としておりますが、必ずし

も２人体制という想定ではありませんので、

相談支援事業所としての指定基準を満たし

ていれば問題ありません。 

開設時間は電話対応でも可能か。 

 

緊急用居室を確保する短期入所事業所等

の職員が電話を受け、拠点コーディネーター

に取り次ぐことも想定しておりますが、いず

れか１人が勤務していることが望ましいで

す。 
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質問内容 回答 

現在、相談支援事業と日中活動サービス

を提供しているが、常時１人分のベッドを

確保するということは短期入所等の指定が

必要か。 

緊急用居室の確保という点では、障害福祉

サービス事業所（短期入所、共同生活援助等）

として指定を受けていただくことで、より確

実性が担保されるものと考えます。 

緊急用居室は共同生活援助や介護保険施

設等でもよいか。 

お見込みのとおりです。 

事業計画の提出が求められているが、理

事会での審査の都合上、申請締切まで間に

合わないが応募はできないだろうか。 

 

事業計画案として提出していただければ

応募可能です。 

本来、対象者を事前に登録し、緊急事態

を未然に防止する取組みが求められている

と思うが、同一の方（いわゆるリピーター）

の対応実績は如何か（緊急を減らし、再発

防止を目指すために、どういう取り組みが

行われたのか） 

モデル事業を通じて、複数回緊急受入れに

至ったケースは５件ありました（令和２年 11

月実績まで）。予防的視点でのコーディネー

トについて、各支援機関との共通認識や理解

を深めるため、各区障害者相談支援事業所等

連絡会議のケースレビューや個別のケース

会議等に継続して参加し、対象者の事前把握

や支援方針の検討等を行っております。 

 

緊急受入れに至った全てを地域生活支援 

拠点で受け入れたとのことだが、地域を支

える観点から幅広く連携を取る必要がある

と思うが、他の機関での受け入れがなかっ

たのは、何か理由があるのか（現在、連携

体制はどのように構築されているか。連携

構築はゼロから始める必要があるのか）。 

地域の受入れ施設では、法人内で関わりの

ある方や定期的に利用している方、利用歴が

ある方等については、可能な限り受入れの調

整をしていただいております。しかし、新規

の方については、情報不足や運営体制の事情

等により、緊急での受入れが困難なことが多

いことから、緊急事態発生当日の受入れの殆

どを地域生活支援拠点が担っておりました。

今後、仕様書（案）６．委託業務の内容（３）

にあるように、緊急受入れや予防的関与を切

り口とした的確な支援を学び合う機会とし

て実践報告会を開催する等、広く受入れを実

施できる体制の確立を目指していくことと

しております。 
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質問内容 回答 

人工呼吸器等医療的ケアが必要な方 

や強度の行動障害の方の対応実績は如何

か。 

モデル事業では、施設設備や人員体制上、

専門的な対応が求められる方の受入れが困

難であったため、緊急時には重症心身障害児

者等医療型短期入所コーディネーターや専

門相談機関等と、受入れ先を調整する等によ

り対応しておりました。 

 

登録者の状況（人数・障害等程度・種別

等）は如何か。 

当初は、対象となりそうな方をできるだけ

事前に把握し登録することを想定しており

ましたが、実際には、登録する前に緊急受入

れに至るケースが殆どでした。そのため、令

和２年度からは、予防的なコーディネートが

必要な方の相談を受付けた時点を事前把握

とし、拠点コーディネーターとしての関わり

を開始しております。なお、事前把握数（令

和２年４月～11 月末時点）は 12 人（知的障

害３人、身体障害１人、精神障害４人、発達

障害４人）となっております。 

業務委託予定金額（上限 39,000 千円以

内）には、人件費と緊急用居室等確保業務

に要する費用も含まれているか。 

お見込みのとおりです。 

 


