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【資料№５】 

 

平成２３年度伊賀市障がい者地域自立支援協議会開催状況 

 

平成２４年１月３１日現在 

 

【地域自立支援協議会】 

■第１回  開催日：平成２３年６月２日（木） 午後１時～  

出席者：委員１５名、相談支援センター４名、事務局６名 

  《主な協議内容》 

１．定例会議及び専門部会からの報告 

 ・各専門部会から平成２３年度の事業計画について報告 

 ・三重県精神障がい者地域移行支援事業を来年度以降も伊賀市・名張市それぞれで行う

ことについてを協議 

２．「伊賀市障がい者福祉計画」の事業評価シートについて 

 ・各課で行なった事業の自己評価について説明 

３．第２次「伊賀市障がい者福祉計画」の策定について 

 ・今年度策定する「伊賀市障がい者福祉計画」の計画概要、策定体制及びスケジュールに

ついて説明 

 

【定例会議】 

■第１回  開催日：平成２３年５月３１日（火） 午前１０時～  出席者１３名 

≪主な協議内容≫ 

   １．各専門部会からの報告及び意見交換 

    ・各専門部会から平成２３年度の事業計画及び継続協議事項について報告 

    ・精神保健部会より三重県精神障がい者地域移行支援事業についての検討事項提出 

２．「伊賀市障がい者福祉計画」の事業評価シートについて 

・各課で行なった事業の自己評価について協議 

   ３．障がい者意識調査（アンケート）の集計結果について 

    ・３月に行なったアンケートの集計結果について説明 

４．第２次「伊賀市障がい者福祉計画」の策定について 

・今年度策定する「伊賀市障がい者福祉計画」の計画概要、策定体制及びスケジュールに

ついて説明 

 

■第２回  開催日：平成２３年７月１３日（水） 午後２時～  出席者１６名 

≪主な協議内容≫ 

   １．第３期「伊賀市障がい福祉計画」の策定について 

    ・県の説明会資料をもとに、計画の基本理念や数値目標について説明 

   ２．伊賀圏域の分析シートについて、 
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    ・７月１１日の県の研修会で作成した伊賀圏域の課題分析シートについて協議 

 

■第３回  開催日：平成２３年１０月５日（水） 午後１時３０分～  出席者１４名 

≪主な協議内容≫ 

   １．第３期「伊賀市障がい福祉計画」の数値目標について 

    ・第１期･第２期の実績、現在の状況並びに国の基本方針等を参考に各サービスの目標数 

値についての検討 

   ２．地域生活移行に向けた検討シートについて 

    ・伊賀市における地域生活移行事業についての現状や課題について協議 

 

■第４回  開催日：平成２４年１月１０日（火） 午後１時３０分～  出席者１４名 

≪主な協議内容≫ 

   １．各専門部会からの報告 

    ・各専門部会から平成２３年度の活動内容について報告 

   ２．第３期障がい福祉計画最終案の報告について 

    ・県へ報告する第３期障がい福祉計画の目標値最終案について協議 

   ３．平成２４年度からの定例会議について 

    ・平成２４年度からの定例会議の開催方法について協議 

 

【専門部会】 

◎精神保健部会 

■第１回部会 開催日：平成２３年４月１３日（水） 参加者：１４名 

≪主な協議内容≫ 

  １．自己紹介 

   ・新年度メンバーが変更したため各自自己紹介を行なった。 

  ２．地域移行支援事業報告について 

   ・２２年度の報告及び新規及び継続ケースについて報告 

  ３．今年度の年間事業計画について 

   ・今年度の事業計画について協議 

  ４．ピアサポーター養成講座について 

   ・社協より今年度行なうピアサポーター養成事業について説明 

５．各事業所からの報告 

   

■第２回部会 開催日：平成２３年５月１８日（水） 参加者：１０名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行支援事業報告について 

   ・新規及び継続ケースについて報告 

  ２．ピアサポーター養成講座について 

   ・社協より養成講座の概要について説明 
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  ３．自立支援協議会への報告事項等について 

   ・２３年度第１回の自立支援協議会へ報告する事項について協議 

  ４．各事業所からの報告 

 

■第３回部会  開催日：平成２３年６月２２日（水） 参加者：９名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行支援事業報告について 

   ・新規及び継続ケースについて報告 

２．啓発事業の検討について 

 ・今年度行なう啓発事業の内容について協議 

３．自立支援協議会の議事報告 

 ・２３年度第１回の自立支援協議会の協議事項について報告 

  ４．各事業所からの報告 

 

■第４回部会 開催日：平成２３年７月２６日（火） 参加者：８名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行支援事業報告について 

   ・継続分 ４件報告 

  ２．にぎわいフェスタ出店について 

   ・年末の交流会のために、にぎわいフェスタでバザーを行なう。 

  ３．ピアサポーター養成講座について 

   ・講座の５回中３回が終了。研修後の取組みについて検討を行う。 

４．各事業所からの報告 

   

■第５回部会 開催日：平成２３年８月１８日（木） 参加者：１０名 

≪主な協議内容≫ 

  １．精神障がい者等家族支援事業研修会について 

  ２．ケース検討について 

  ３．にぎわいフェスタ出店について 

  ４．地域移行支援事業報告について 

  ５．各事業所からの報告 

 

■第６回部会 開催日：平成２３年９月１４日（水） 参加者：１０名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行事業報告について 

  ２．交流会実行委員会について 

  ３．障がい者福祉計画中間案について 

   ・地域移行についての意見交換 

  ４．ケース検討について 
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  ５．各事業所からの報告 

 

■第７回部会 開催日：平成２３年１０月２０日（木） 参加者：１０名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行支援事業報告について 

  ２．交流会について 

  ３．バザー（けんずいまつり）について 

  ４．今後の啓発事業について  

  ５．各事業所からの報告 

 

■第８回部会 開催日：平成２３年１１月２８日（水） 参加者：１１名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行事業報告について 

  ２．交流会について 

  ３．ピアサポーター事業について 

  ４．障害者週間の啓発について 

  ５．各事業所からの報告 

 

■第９回部会 開催日：平成２３年１２月２６日（月） 参加者：１１名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行事業報告について 

  ２．交流会報告について 

  ３．鈴鹿圏域自立支援協議会の取組みについて 

   ・障害者相談支援センターあいの南川センター長との意見交換 

  ４．啓発事業について 

  ５．各事業所からの報告 

 

■第１０回部会 開催日：平成２４年１月１８日（水） 参加者：１１名 

≪主な協議内容≫ 

  １．地域移行事業報告について 

  ２．啓発事業について 

   ・当事者発表会及び市職員研修会について 

  ３．自立支援協議会への報告、提案事項について 

  ４．各事業所からの報告 

 

◎就労部会 

■第１回部会  開催日：平成２３年４月２７日（水） 参加者：１２名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．新事業所紹介 
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   ・今年度から参加した３事業所（ぱとな・かもんかもん・きずな）の紹介 

  ２．各事業所からの困難ケースの報告 

   ・各事業所から困難ケースや困っていることなどの報告 

  ３．今年度の就労部会の進め方について 

   ・今年度から就労部会を「相談支援部会」と「事業所部会」に分けて行なう。 

 

■第２回部会（相談支援部会）  開催日：平成２３年５月２７日（金） 参加者：１０名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．新規参加機関の紹介 

   ・今回からハローワーク、商工会議所、商工会の担当者が参加 

  ２．相談支援部会の進め方について 

   ・企業への啓発方法について検討 

  ３．平成２３年度第１回自立支援協議会への報告事項について 

   ・２３年度第１回の自立支援協議会へ報告する事項について協議 

 

■第３回部会（事業所部会）  開催日：平成２３年６月２３日（木） 参加者：１１名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．就労移行サポートリストについて 

   ・今年度からの新規参加事業所に対して就労移行サポートリストの運用について説明 

  ２．相談支援部会での協議事項について 

   ・相談支援部会で協議した事項について報告 

  ３．今後の事業所部会での協議事項 

・今後は利用者の一般就労に向けてのしくみづくりや工賃アップのための新規事業の開拓に

ついて行なっていく。 

・次回からは共通の報告様式を作成し各事業所から報告を行う。 

 

■第４回部会（相談支援部会） 開催日：平成２３年７月２５日（月） 参加者：１０名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．障がい者雇用先進企業の紹介について 

   ・先進企業を会議所・商工会の広報で紹介する。 

・企業の担当者に施設を見学してもらい障がい者への理解を深めてもらう。 

  ２．事業所部会での協議事項について 

   ・各事業所から毎回事業報告を提出する。 

  ３．その他 

   ・事業所のスキルアップ研修をどうするか。 

   ・農業分野への就労も検討が必要である。 

 

■第５回部会（事業所部会）  開催日：平成２３年８月２５日（木） 参加者：１４名 

 ≪主な協議内容≫ 
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  １．事業報告書の様式について 

   ・各事業所から毎回報告してもらう事業報告の書式について検討 

  ２．相談支援部会での協議事項について 

   ・相談支援部会での協議事項について報告 

  ３．各事業所からの報告事項 

   ・各事業所からの業務報告 

  ４．その他 

   ・特別支援学校卒業生の就労継続支援 B 型事業所利用の経過措置の終了について 

 

■第６回部会（相談支援部会） 開催日：平成２３年９月２８日（水） 参加者：８名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．事業所部会での協議事項について 

  ２．企業の事業所見学会について 

   ・来年２月頃に企業の人事担当者に市内の就労系事業所を見学してもらう。 

 

■第７回部会（事業所部会）  開催日：平成２３年１０月２６日（木） 参加者：１１名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．９月の相談支援部会での協議事項について 

  ２．支援計画及びモニタリングについて 

   ・資料提供のあった２つの事業所から支援計画書作成及びモニタリング方法についての説明 

をしてもらい、その後各事業所間で意見交換を行った。 

  ３．各事業所からの報告事項 

   ・各事業所からの業務報告 

 

■第８回部会（相談支援部会） 開催日：平成２３年１１月８日（火） 参加者：１０名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．事業所部会での協議事項について 

  ２．企業の事業所見学会について 

   ・平成２４年２月１０日（金）に開催。見学先は維雅幸育会「ふっくりあ」 

  ３．その他 

 

■第９回部会（事業所部会）  開催日：平成２３年１２月１５日（木） 参加者：１５名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．新事業所紹介 

   ・就労継続支援Ｂ型事業所 夢活菜（伊賀市法花） 

２．１１月の相談支援部会での協議事項について 

３．各事業所からの報告事項 

   ・各事業所からの業務報告 

   ４．一般就労可能者の支援について 



 7

■第１０回部会（相談支援部会） 開催日：平成２４年１月２６日（木） 参加者：８名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．事業所部会での協議事項について 

  ２．障害福祉サービス事業所見学会について 

   ・参加企業について 

   ・当日のタイムスケジュール及び役割分担について 

   ・当日の配布資料等について 

  ３．平成２４年度からの就労相談支援事業について 

 

◎療育部会 

■第１回部会  開催日：平成２３年４月２６日（火） 参加者：７名 

≪主な協議内容≫ 

１．サポートファイルのモニターアンケートについて 

 ・アンケートの内容について協議 

２．平成２３年度療育部会事業計画について 

 ・今年度の協議事項について検討 

 

■第２回部会  開催日：平成２３年５月２５日（水） 参加者：７名 

≪主な協議内容≫ 

 １．サポートファイルのモニターアンケートの実施方法について 

 ・アンケートの実施方法について協議 

２．平成２３年度第１回自立支援協議会への報告事項について 

   ・２３年度第１回の自立支援協議会へ報告する事項について協議 

３．療育相談マップについて 

   ・保護者が相談のきっかけになるようなツールの作成について協議 

 

■第３回部会  開催日：平成２３年６月２７日（月） 参加者：９名 

≪主な協議内容≫ 

 １．平成２３年度第１回自立支援協議会の協議内容報告 

  ・平成２３年度第１回の自立支援協議会の協議内容について報告 

   ２．（仮称）療育相談マップについて 

    ・現在配布されている啓発チラシをもとに協議 

   ３．その他 

    ・今回より各参加者から所属機関の事業内容についての報告を行う。 

 

■第４回部会  開催日：平成２３年７月２９日（金） 参加者：９名 

≪主な協議内容≫ 

１．サポートファイルのモニターアンケートの結果について 

 ・アンケート結果についての報告 
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２．サポートファイルの修正について 

 ・アンケートをもとに最終修正を行なう。 

３．各機関からの報告 

 

■第５回部会  開催日：平成２３年８月３１日（水） 参加者：７名 

≪主な協議内容≫ 

 １．サポートファイルの内容の最終確認について 

 ・前回協議して修正した内容の確認 

２．サポートファイルの運用及び周知方法について 

    ・今後の運用及び周知方法について協議 

３．各機関からの報告 

    

■第６回部会  開催日：平成２３年１０月４日（水） 参加者：７名 

≪主な協議内容≫ 

１．伊賀市の健診の流れについて 

２．「第２次伊賀市障がい者福祉計画中間案」について 

３．各機関からの報告 

 

■第７回部会  開催日：平成２３年１２月６日（水） 参加者：８名 

≪主な協議内容≫ 

 １．平成２４年度からの障がい児支援について 

２．今後の療育部会について 

    ・今後、部会として取組む課題及び協議事項の検討 

３．各機関からの報告 

 

■第８回部会  開催日：平成２４年１月２７日（金） 参加者：６名 

≪主な協議内容≫ 

 １．今後の療育部会での協議事項について 

２．各機関からの報告 

 

◎相談部会 

■第１回部会  開催日：平成２３年５月２６日（木） 参加者：９名 

≪主な協議内容≫ 

  １．自己紹介 

   ・今回より民生委員の代表者が参加 

  ２．今年度の相談部会について 

   ・今年度の事業の進め方について協議 

  ３．相談受付票について 

   ・各相談機関共通の相談受付票の作成について検討 
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■第２回部会  開催日：平成２３年７月７日（木） 参加者：１０名 

≪主な協議内容≫ 

  １．相談受付票について 

   ・協議の結果、共通の受付票は作成しないこととなった。 

   ・次につなぐ体制が取れていれば共通の相談票は不要ではないか。 

  ２．困難ケースなど 

   ・各自の困難ケースについて報告 

 

■第３回部会  開催日：平成２３年８月３１日（水） 参加者：８名 

≪主な協議内容≫ 

  １．障害者虐待防止法について 

   ・２３年６月に成立した障害者虐待防止法について説明 

  ２．障がい者福祉計画について 

   ・第２次計画に向けての課題等について説明 

  ３．困難ケースなど 

 

■第４回部会  開催日：平成２３年１０月１２日（水） 参加者：９名 

≪主な協議内容≫ 

  １．障がい者福祉計画中間案について 

  ２．障がい者の相談支援体系について 

   ・平成２４年度からの相談支援体系について説明 

  ３．困難ケースなど 

 

■第５回部会  開催日：平成２３年１１月３０日（水） 参加者：８名 

≪主な協議内容≫ 

  １．障がい者福祉計画について 

  ２．他の専門部会の状況について 

   ・他の専門部会での協議内容等について報告 

  ３．意見交換 

   ・個人情報の取扱いについて 

   ・相談部会のあり方について 

 

■第６回部会  開催日：平成２４年１月２５日（水） 参加者：６名 

≪主な協議内容≫ 

  １．障がい者福祉計画について 

  ２．精神保健部会からの問題について 

  ３．意見交換 

   ・精神保健部会との合同開催について 

   ・半田市視察報告について    


