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議題（３）碧南市地域自立支援協議会各作業部会の実績報告及び今年度の取組について 

 

１ 事業所部会 

(1) 構成メンバー 

  障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター、相談支援事業所及び障害者就労

相談所 

(2) 平成２９年度目標及び結果 

ア 目標  

  地域生活支援拠点ワーキンググループにて、地域生活支援拠点に求められる機能

について検討 

イ 結果 

  地域生活支援拠点ワーキンググループを５月１８日（木）、７月１９日（水）、９

月２０日（水）、１１月１５日（水）、１月２４日（水）に開催し、緊急時の受入れ・

対応（短期入所の利便性・対応力向上）について検討。時間外対応を想定し、各事

業所の連絡先一覧、緊急時対応のフローチャート、連絡受付ヒアリング・連携シー

トを作成。短期入所の利便性向上のため、様々な施策（定員超過時の対応、日中活

動事業所での対応等）を検討 

(3) 平成３０年度検討事項 

ア 課題 

  障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支

えるサービス提供体制を構築するため、地域生活支援拠点の検討が必要 

イ 目標 

  地域生活支援拠点ワーキンググループにて、課題別に検討を実施 

ウ 取組内容 

(ｱ) 体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等）を重点項目として、奇数月

を目標に地域生活支援拠点ワーキンググループを開催。また、専門性（人材確保・

養成、連携等）に関し、効果的な職員研修等を検討 

(ｲ) ５月１６日（水）に第１回目を開催。人などのソフト、建物などのハードの両

方の整備が必要との認識 

(ｳ) グループホームの整備に関して、事業所のニーズ調査とマッチングができる仕
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組みづくり 

(ｴ) 平成２９年度に挙げられた日中活動事業所での宿泊対応に関して、各種制度や

要件などの確認と整理 

(ｵ) 専門的人材の確保・養成のため、各事業所の人材育成に関する体制や課題、研

修ニーズの確認と効果的な研修について検討 

２ 権利擁護部会 

(1) 構成メンバー 

  障害当事者団体代表、民生委員、警察署、ハローワーク、保健所、特別支援学校、

精神科病院、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、障害者就労相談所及び市（高

齢介護課、健康課及びこども課） 

(2) 平成２９年度目標及び結果 

ア 目標 

(ｱ) 虐待防止法及び障害者差別解消法について、継続的な周知及び理解の促進 

(ｲ) 事業所の虐待防止体制の整備、第三者評価の検証 

(ｳ) 成年後見支援センターとの連携 

イ 結果 

(ｱ) ５月２６日（金）に第１回権利擁護部会を開催。平成２８年度の虐待件数、碧

南市における障害者差別解消法対応状況について、碧南市成年後見センターの活

動状況を報告し、継続して虐待防止の取り組みを行うとともに、成年後見センタ

ーと連携していくことを確認 

(ｲ) ２月５日（月）に、地域自立支援協議会研修会として、講演会を実施。講師に

ＮＰＯ法人チャレンジド 理事長 辻 直哉氏をお招きし、「障害者虐待防止法と

障害者差別解消法について理解する～ノーマライゼーションのまち碧南をめざし

て～」と題してご講演をしていただいた。参加者は碧南市内の障害福祉サービス

事業所の従事者等で５５名の参加があった。 

(3) 平成３０年度検討事項 

ア 課題 

(ｱ) 市民への継続的な普及啓発の検討 

(ｲ) 事業所の虐待防止体制のレベルアップ 

イ 目標 
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(ｱ) 障害者虐待防止法及び障害者差別解消法について、継続的な周知及び理解の促

進 

(ｲ) 事業所の虐待防止体制の整備、第三者評価の検証 

(ｳ) 成年後見支援センターとの連携 

ウ 取組内容 

(ｱ) ５月２３日（水）に権利擁護部会を開催。平成２９年度の虐待件数等を報告し、

継続して虐待防止の取り組みを行うとともに、成年後見センターと連携して勉強

会を開催していくことを確認。 

(ｲ) 昨年度開催した講演会の内容を踏まえ、各事業所に巡回相談にお伺いし、事業

所の虐待対防止に向けた取り組み状況を確認するとともに、障害者の権利擁護に

向けた取り組みの推進を図る。 

(ｳ) 事業所部会と連携し、事業所における虐待防止チェックリストを用いた点検の

実施や、職員向け研修の開催等 

(ｴ) 成年後見支援センター等と連携し、成年後見制度の周知や障害者の権利擁護に

関する周知活動の実施 

３ 就労支援部会 

(1) 構成メンバー 

  障害当事者団体代表、ハローワーク、地域活動支援センター、特別支援学校、保護

者、商工会議所、農業委員会、支援企業、障害者就業・生活支援センター、障害福祉

サービス事業所、相談支援事業所及び市（学校教育課及び商工課） 

(2) 平成２９年度目標及び結果 

ア 目標 

(ｱ) 企業とのタイアップ方法の検討(セミナー等の開催) 

(ｲ) 実習先を開拓し、実習職種を拡大 

イ 結果 

(ｱ) １１月２１日（火）に就労支援部会員向けに知的障害者の方を多数雇用してい

る(株)ＴＩＹの見学会を実施。１２月５日（火）に企業向けに精神障害の方を積

極的、先進的に雇用している岡崎製材(株)、(株)プロジェクトファイブの見学会

を実施し、２社３名の企業担当者が参加 

(ｲ) 職場実習の拡大に向け、就労支援部会にて就労移行支援事業所から施設外就労
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をしたケースの情報共有を継続。また、Ｂ型事業所が現場実習に取り組むことが

難しいが、事業所内作業の拡大や施設外就労へ取り組む方向 

(3) 平成３０年度検討事項 

ア 課題 

(ｱ) 地元企業を中心に障害者雇用の理解促進を図る必要がある 

(ｲ) Ｂ型事業所での作業の拡大や施設外就労など工賃向上につながる取組が必要 

イ 目標 

(ｱ) 企業等とのタイアップ方法の検討（セミナーや企業見学会等の開催） 

(ｲ) 就労系事業所の専門性の向上や工賃向上などに活かせる取組の検討 

ウ 取組内容 

(ｱ) ６月１日（金）に就労支援部会を開催。企業見学会の開催に向けた検討を進め、

７月４日（水）に開催予定のコアメンバー会議で具体的に検討 

(ｲ) 就労支援部会内で各就労系事業所の作業や施設外就労への取組について情報共

有。今後も就労支援部会、コアメンバー会議にて情報共有や取組について検討 

４ こども部会 

(1) 構成メンバー 

  保護者、ほっとまんまピアサポーター、児童相談センター、特別支援学校、児童通

所サービス事業所、子育て支援センター、相談支援事業所、障害者就労相談所及び市

（こども課、学校教育課及び健康課） 

(2) 平成２９年度目標及び結果 

ア 目標 

(ｱ) ライフステージをつなぐ一貫した支援、連携の確立 

(ｲ) ほっとまんまによるピアサポートの実施や各支援機関と連携した対応の検討 

(ｳ) サポートブック普及啓発活動の実施 

イ 結果 

(ｱ) ６月１０日（土）に障害児を育てている保護者支援として、茶話会を開催。参

加者１７名、ほっとまんまピアサポーター４名が協力 

(ｲ) ６月２０日（火）にへきなん福祉センターあいくるで保護者２名に、１月１１

日（木）、１月１２日（金）ににじの学園で通園児保護者１７名にプチサポートブ

ック説明・作成支援を実施 
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(ｳ) ７月２４日（月）に第１回を開催。各支援機関との連携について、相談支援事

業所がライフステージを越えて「縦の連携」を通す軸となること、相談支援事業

所のケアマネジメントの結果、必要なサービスにつなぐ大切さを確認。 

(ｴ) ９月に３日間、１月に５日間、にじの学園にて通園時保護者３９名を対象にほ

っとまんまピアサポーターの出張相談を実施 

(ｵ) １０月１９日（木）に第２回を開催。情報共有について、支援者と保護者にも

情報が届くことを目的に事業所情報を集めた「きっずサービスガイド」を検討。

また、学校と放課後等デイサービスとの連携について「仕組みづくり」の必要性

を確認 

(ｶ) ２月２１日（水）に第３回を開催。「きっずサービスガイド」の作成と、支援者

が保護者に配布する時に相談窓口に必ずつなぐことを確認。学校と放課後等デイ

サービスとの連携について、保護者同意の下で情報共有を行うことを確認。また、

医療的ケアが必要な児童の現状を共有 

(3) 平成３０年度検討事項 

ア 課題 

(ｱ) 保護者や各支援機関との連携、情報共有の充実 

(ｲ) 障害児等を育てている保護者支援の充実 

(ｳ) サポートブック普及のため継続的な啓発活動が必要 

イ 目標 

(ｱ) ライフステージをつなぐ一貫した支援、連携の確立 

(ｲ) 保護者支援のため、ほっとまんまによるピアサポートの実施や茶話会を開催 

(ｳ) サポートブック普及啓発活動の継続 

ウ 取組内容 

(ｱ) 一貫した支援のため、各支援機関との連携や支援課題を検討 

(ｲ) 障害児を育てている保護者支援のため、新たに少人数で気軽に話せる茶話会を

開催し、ほっとまんま相談コーナーとして、引き続きあおぞらひろばで月一回開

催。また、にじの学園と連携し、ピアサポーターによる出張相談を実施 

(ｳ) にじの学園と連携し、就園・就学前児童の保護者にぷちサポートブック説明会

を実施 
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５ 障害者災害時支援部会 

(1) 構成メンバー 

  民生委員、障害当事者団体代表、特別支援学校、福祉避難所指定障害福祉サービス

事業所及び市（高齢介護課及び防災課） 

(2) 平成２９年度目標及び結果 

ア 目標 

(ｱ) 総合防災訓練で精神障害者を中心とした具体的な避難訓練の実施 

(ｲ) 避難行動要支援者名簿、個別支援計画について検討 

イ 結果 

(ｱ) ６月１６日（金）に第１回の部会を開催。主に精神障害者の方を対象とした避

難訓練を碧南市総合防災訓練で実施することを説明。また、避難行動要支援者制

度について説明 

(ｲ) ８月２７日（日）に開催された総合防災訓練において、精神障害者と車いす利

用の身体障害者を主対象に避難訓練を実施。一般避難所から福祉避難所（中央中

からふれあい作業所）への移動訓練も実施。福祉課 2 名、高齢介護課 1 名、防災

課 1 名の協力を得て実施。あおみ J センター関係 14 名、身障協会 6 名が参加 

(ｳ) １１月１０日（金）に第２回の部会を開催。避難訓練の振り返り、個別支計画

の在り方について検討 

(ｴ) 愛知県立安城特別支援学校ＰＴＡ地区別懇談会「みどり会」の企画する防災に

関する勉強会等に協力 

(3) 平成３０年度検討事項 

ア 課題 

(ｱ) 地域での避難行動要支援者の支援、発災後の個別支援について、具体的な検討

の継続 

(ｲ) 自閉症等発達障害、知的障害、精神障害者等について、個別の障害や困難さに

よる避難行動、避難生活の問題点の検証 

(ｳ) 避難所運営者をはじめとする行政職員や自主防災会、地域住民に、障害者の存

在や基本的な対応方法等の周知 

イ 目標 

(ｱ) 総合防災訓練で１８歳未満の障害児（手帳を所持しない発達障害児を含む）を
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中心とした避難訓練の実施 

(ｲ) 避難行動要支援者名簿、個別支援計画について検討 

ウ 取組内容 

  ６月１３日（水）に障害者災害時支援部会を開催。８月２６日（日）に開催され

る総合防災訓練で、１８歳未満の障害児を中心とした避難訓練を実施するほか、一

般避難所から福祉避難所への避難訓練を実施する予定 

６ 地域生活支援部会 

(1) 構成メンバー 

  当事者、保護者、地域活動支援センター、精神科病院、障害者就業・生活支援セン

ター、保健所、障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所 

(2) 平成２９年度目標及び結果 

ア 目標 

(ｱ) 地域移行支援、地域定着支援の実施 

(ｲ) 支援の充実や社会資源不足等に関する検討 

(ｳ) あおみＪセンターと連携し、へきなん福祉センターあいくるにて家族懇談会を

実施 

イ 結果 

(ｱ) 個別ケースに応じた地域移行支援、地域定着支援の実施 

(ｲ) ５月１８日（木）、７月１９日（水）、９月２０日（水）、１１月１５日（水）、

１月２４日（水）に事業所部会の地域生活支援拠点ワーキンググループと一体的

に検討 

(ｳ) 奇数月の第３木曜日の午後１時３０分から３時３０分まで、あおみＪセンター

主催の家族懇談会を福祉センターあいくるにて開催。近隣の精神科病院やクリニ

ックにチラシを送付 

(ｴ) ころころ運営委員会の開催 

ａ 精神に障害のある方等の居場所「ころころ」を毎週木曜日１０～１５時に開 

ｂ 偶数月最終木曜日に運営委員会を開催し、プログラムを検討 

ｃ 福祉課窓口で自立支援医療の更新手続きの際に、案内チラシを配布。ホーム

ページに掲載、近隣精神科病院・クリニックにチラシ・ポスターを送付 

ｄ ボランティアに対する研修、意見交換会を定期的（７月、１月）に開催 
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(3) 平成３０年度検討事項 

ア 課題 

(ｱ) 地域移行支援、地域定着支援体制の充実 

(ｲ) 親亡き後の生活や地域移行支援の受け皿となるグループホーム等の社会資源

不足 

(ｳ) 個別ケースに応じた精神障害者の地域移行支援、地域定着支援の実施 

イ 目標 

(ｱ) 障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するため、引き続

き地域生活支援拠点ワーキンググループと一体的に検討 

(ｲ) 個別ケースに応じた精神障害者の地域移行支援、地域定着支援の実施 

(ｳ) あおみＪセンターと連携し、へきなん福祉センターあいくるで家族懇談会の

実施 

ウ 取組内容 

(ｱ) 支援の充実のため、事業所部会の地域生活支援拠点ワーキンググループと一

体的に検討 

(ｲ) 個別ケースに応じた地域移行支援、地域定着支援の実施 

(ｳ) あおみＪセンターと連携した家族懇談会の充実 

(ｴ) ころころ運営委員会の開催 

ａ 「ころころ」の運営、居場所、プログラム内容について協議 

ｂ ボランティアの人数と質の確保、研修の実施 


