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平成２４年度伊賀市障がい者地域自立支援協議会開催状況 

（２５．３．１１現在） 

【自立支援協議会】 

■第１回  開催日：平成２４年８月３日（金） 午後２時～  出席者２４名 

≪主な協議内容≫ 

   １．第２次伊賀市障がい者福祉計画の平成２４年度計画について 

    ・第２次伊賀市障がい者福祉計画に基づく各課の平成２４年度事業についての説明 

   ２．定例会議及び各専門部会からの報告 

    ・各専門部会からの事業報告 

   ３．伊賀市障がい者虐待防止体制の構築について 

    ・１０月１日からの市の障がい者虐待防止体制について説明 

 

【定例会議】 

■第１回  開催日：平成２４年５月７日（月） 午後１時３０分～  出席者１５名 

≪主な協議内容≫ 

   １．平成２４年度からの自立支援協議会の運営について 

    ・各専門部会、定例会議の運営について協議 

   ２．平成２３年度事業報告 

    ・各専門部会からの事業報告 

 

■第２回  開催日：平成２４年７月２６日（木） 午後１時３０分～  出席者１６名 

≪主な協議内容≫ 

   １．自立支援協議会に提出する各専門部会の事業計画及び課題について 

    ・各専門部会から自立支援協議会へ提出する事業計画と課題についての説明 

   ２．障がい者虐待防止センターについて 

    ・１０月１日からの市の障がい者虐待防止体制についての説明 

 

■第３回  開催日：平成２４年９月２８日（木） 午前１０時～  出席者１３名 

≪主な協議内容≫ 

   １．自立支援協議会での協議事項の報告 

    ・８月３日に開催した自立支援協議会での協議事項についての報告 

   ２．各部会での協議事項について 

   ３．障がい者虐待防止対応について 

    

■第４回  開催日：平成２５年１月３１日（木） 午後２時～  出席者１３名 

≪主な協議内容≫ 

   １．各部会からの報告 

   ２．自立支援協議会への提出事項 

     ・３月１９日の自立支援協議会への各部会からの提出事項の確認 
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【専門部会】 

◎精神保健部会 

■第１回部会 開催日：平成２４年４月２５日（水） 参加者：１２名 

≪主な協議内容≫ 

  １．今年度の部会の進め方について 

   ・地域移行が今年度より３障がいを対象とした個別給付となったので、今後はこの部会では精

神障がいの啓発事業を中心に行うこととした。 

  ２．部会参加メンバーについて 

   ・当事者の参加について検討、次回の部会に参加してもらう。 

  ３．各事業所からの報告 

 

■第２回部会 開催日：平成２４年５月３０日（水） 参加者：１５名 

≪主な協議内容≫ 

  １．今年度の事業計画について 

   ・今回部会に参加してもらった当事者の意見を参考に事業を計画する。 

  ２．地域移行ワーキング（個別ケースの検討）について  

   ・今後の地域移行はどの部会で検討するか。 

  ３．各事業所からの報告 

 

■第３回部会 開催日：平成２４年６月１２日（水） 参加者：１２名 

≪主な協議内容≫ 

  １．部会の進め方について 

   ・今後の当事者の参加について 

  ２．民生委員との交流事業について  

   ・民生委員と当事者との交流会を開催する。 

  ３．各事業所からの報告 

 

■第４回部会 開催日：平成２４年７月２５日（水） 参加者：１６名 

≪主な協議内容≫ 

  １．民生員との交流事業について 

   ・当事者の人にも参加してもらい民生委員との交流会の内容等についての協議 

  ２．自立支援協議会本会議への提案（協議）事項について 

   ・部会から提出する課題等についての協議 

  ３．各事業所からの報告 

 

■第５回部会 開催日：平成２４年８月２１日（水） 参加者：１５名 

≪主な協議内容≫ 

  １．民生委員との交流事業について 

   ・当事者の人にも参加してもらい民生委員との交流会の内容等についての協議 
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  ２．けんずいまつりの出展について  

   ・精神障がいについての啓発と交流会資金調達のためバザーを行うための協議 

  ３．市職員研修の実施について 

   ・市職員を対象にした障がいについての連続講座（身体･精神･知的）の内容について協議 

  ４．各事業所からの報告 

 

■第６回部会 開催日：平成２４年９月２１日（金） 参加者：１３名 

≪主な協議内容≫ 

  １．民生員との交流事業について 

    ・１１月８日に開催する当事者と民生委員との交流会の内容について説明 

  ２．クリスマス会実行委員会について 

    ・１２月６日開催に向けて実行委員会を開催 

  ３．けんずいまつりの出展について 

    ・交流会開催のためと精神障がいの啓発を兼ねてバザーを出展 

  ４．地域移行事業所体験見学会について 

    ・９月２６日に開催した体験見学会の報告 

  ５．各事業所からの報告 

 

■第７回部会 開催日：平成２４年１０月３１日（水） 参加者：１３名 

≪主な協議内容≫ 

  １．民生員との交流事業について 

    ・１１月８日に開催する当事者と民生委員との交流会の最終確認 

  ２．今後の取り組みについて 

    ・地域の理解を深めるための取り組みについて当事者も交えて協議 

  ３．各事業所からの報告 

 

■第８回部会 開催日：平成２４年１１月８日（木） 参加者：９１名 

≪主な協議内容≫ 

  １．当事者と民生委員との交流会 

   ・阿山ふるさとの森にて開催 

   

■第９回部会 開催日：平成２４年１２月６日（木） 参加者：１３１名 

≪主な協議内容≫ 

  １．クリスマス交流会 

   ・市内の障害福祉サービス事業所利用者と上野病院入院患者が参加 

   

■第１０回部会 開催日：平成２５年１月２３日（水） 参加者：１２名 

≪主な協議内容≫ 

１． 交流会の決算報告について 
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・１１月３日の民生委員との交流会及び１２月６日のクリスマス会の決算報告 

２． 地域フォーラムについて 

・３月８日開催の地域フォーラムのテーマや進め方について協議 

３． サポートリスト作成について 

・「わたしの相談窓口一覧」の作成について協議 

  ４．各事業所からの報告 

 

■第１１回部会 開催日：平成２５年２月１４日（水） 参加者：１２名 

≪主な協議内容≫ 

１． 地域フォーラムについて 

・３月８日開催の地域フォーラムのタイムスケジュールや役割分担について協議 

２．サポートリスト作成について 

・「わたしの相談窓口一覧」の校正 

  ３．総合支援法について 

  ４．各事業所からの報告 

 

■第１２回部会 開催日：平成２５年３月１２日（火） 開催予定 

 

◎就労部会 

■第１回部会（事業所部会） 開催日：平成２４年４月２６日（木） 参加者：１６名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．新規事業所の紹介  

   ・就労継続支援 B型事業所 「ハッピーファーム MKT」 

  ２．３月の相談支援部会での協議事項について 

  ３．障がい者就業・生活支援事業について 

   ・ジョブサポートセンター・ハオより「障がい者就業・生活支援事業」について説明 

  ４．計画相談支援について 

   ・４月からの計画相談支援について説明 

  ５．各事業所からの報告 

 

■第２回部会（相談支援部会） 開催日：平成２４年５月２９日（木） 参加者：９名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．４月の事業所部会での協議事項について 

  ２．部会長及び副部会長の選出について 

  ３．平成２４年度の部会での検討事項について 

   ・企業への啓発 

   ・６５歳以上の就労継続支援 B型事業所の利用について 

  ４．各事業所からの報告 
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■第３回部会（事業所部会） 開催日：平成２４年６月２１日（木） 参加者：１７名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．部会長及び副部会長の選出について 

  ２．５月の相談支援部会での協議事項について 

  ３．各事業所からの提出課題について 

  ４．各事業所からの活動報告 

 

■第４回部会（相談支援部会） 開催日：平成２４年７月２３日（木） 参加者：１２名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．６月の事業所部会での協議事項について 

   ・会議録に基づき事業所部会の協議内容について説明 

  ２．伊賀圏域就労部会合同企業訪問について 

   ・圏域就労部会で計画している企業訪問についての報告 

  ３．平成２４年度の企業啓発事業について 

   ・企業への啓発事業の内容について検討 

  ４．自立支援協議会への提出案件について 

   ・部会から提出する課題等について協議 

  ５．各関係機関からの報告 

 

■第５回部会（事業所部会） 開催日：平成２４年８月２７日（月） 参加者：１６名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．新規参加事業所の紹介  

   ・就労継続支援 B 型事業所 「あらくさ」、地域活動支援センター「ＮＰＯ法人えん」（１０月１日

からＢ型移行予定） 

  ２．７月の相談支援部会での協議事項について 

   ・会議録に基づき相談支援部会の協議内容について説明 

  ３．伊賀圏域自立支援協議会就労部会及び伊賀市自立支援協議会の報告について 

・圏域就労部会で計画している企業訪問についての報告と８月３日に開催した伊賀市自立支

援協議会についての報告 

  ４．事業所交流会について 

   ・リクレーション等の余暇事業については部会では開催せず情報提供のみとする。 

  ５．各事業所からの報告 

 

■第６回部会（相談支援部会） 開催日：平成２４年９月２４日（月） 参加者：１１名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．８月の事業所部会での協議事項について 

   ・会議録に基づき事業所部会の協議内容について説明 

  ２．自立支援協議会協議事項の報告について 

    ・８月３日に開催した自立支援協議会での協議事項についての報告 
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  ３．企業啓発研修会について 

   ・前回の部会で協議した研修会を伊賀圏域で開催することになった報告 

  ４．人権啓発企業訪問の資料について 

   ・１１月の人権月間に合わせて行う人権啓発企業訪問の障がい者雇用に関する資料の確認 

  ５．各関係機関からの報告 

 

■第７回部会（事業所部会） 開催日：平成２４年１０月３０日（火） 参加者：１４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 

   ・会議録に基づき相談支援部会の協議内容について説明 

  ２．伊賀圏域自立支援協議会就労部会の報告について 

・圏域就労部会で計画している企業訪問についての報告 

３．指定特定相談支援事業者と事業者の関係について 

   ・２４年度から開始された計画相談支援についての説明 

  ４．各事業所からの報告 

 

■第８回部会（相談支援部会） 開催日：平成２４年１１月２８日（水） 参加者：１１名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．１０月の事業所部会での協議事項について 

   ・会議録に基づき事業所部会の協議内容について説明 

  ２．伊賀圏域自立支援協議会就労部会の報告について 

   ・企業訪問についての報告 

  ３．企業啓発研修会について 

  ４．各関係機関からの報告 

 

■第９回部会（事業所部会） 開催日：平成２４年１２月１８日（火） 参加者：１４名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．１１月の相談支援部会での協議事項について 

   ・会議録に基づき相談支援部会の協議内容について説明 

  ２．伊賀圏域自立支援協議会就労部会の報告について 

・企業訪問の結果報告 

３．事業所見学会について 

   ・企業関係者の事業所見学会の開催について協議 

  ４．各事業所からの報告 

 

■第１０回部会（相談支援部会） 開催日：平成２５年１月２８日（月） 参加者：７名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．１２月の事業所部会での協議事項について 

   ・会議録に基づき事業所部会の協議内容について説明 
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  ２．伊賀圏域自立支援協議会主催「障がい者雇用に関する研修会」について 

   ・研修会の内容に浮いて報告 

３．事業所見学会について 

   ・企業関係者の事業所見学会の開催について協議 

４．「Ａ型事業所のフローチャート」について 

 ・ハローワークからの紹介によるＡ型事業所利用までのフローチャートの説明 

５．自立支援協議会への提出課題について 

 ・３月１９日の自立支援協議会への提出課題についての協議 

  ６．各関係機関からの報告 

 

■第１１回部会（事業所部会） 開催日：平成２５年２月２６日（火） 参加者：６０名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．障がい者雇用に関する研修会 

   ・伊賀圏域自立支援協議会主催の研修会 

   

■第１２回部会（相談支援部会） 開催日：平成２５年３月２５日（月） 開催予定 

 

◎療育部会 

■第１回部会 開催日：平成２４年７月１７日（木） 参加者：１０名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．部会長及び副部会長の選出について 

  ２．自立支援協議会への課題の提出について 

   ・部会から提出する課題等について協議 

  ３．今後の療育部会について 

   ・今年度の部会の進め方と事業計画についての協議 

  ４．各機関からの活動報告 

 

■第２回部会 開催日：平成２４年９月１９日（水） 参加者：６名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．自立支援協議会協議の報告 

    ・８月３日に開催した自立支援協議会での協議事項についての報告 

  ２．さぽーとファイルについて 

   ・今後の運用や周知方法について 

  ３．各機関からの活動報告 

 

■第３回部会 開催日：平成２４年１１月２７日（水） 参加者：８名 

 ≪主な協議内容≫ 

１． 児童発達支援センター「どれみ」見学 

・実際の療育現場を見学 
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■第４回部会 開催日：平成２５年２月１５日（水） 参加者：９名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．さぽーとファイルの状況について 

    ・１月から運用開始したさぽーとファイルの配布状況の報告 

  ２．自立支援協議会への要望について 

   ・３月１９日の自立支援協議会への提出課題についての協議 

  ３．各機関からの活動報告 

  ４．かしのみ園保護者等との懇談会について 

   ・３月２１日に保護者との懇談会を開催する。 

 

■第５回部会 開催日：平成２５年３月２１日（木） 開催予定（保護者との懇談会） 

 

◎相談部会 

■第１回部会 開催日：平成２４年９月１１日（火） 参加者：９名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．メンバー自己紹介 

  ２．部会の目的について 

    ・特定相談事業所間のネットワークづくりや相談支援専門員のレベルアップ等 

  ３．特定相談事業所の動きについて 

    ・計画相談支援の流れと伊賀市の支給決定のルールについて説明 

 

■第２回部会 開催日：平成２４年１０月１９日（金） 参加者：８名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．障害福祉サービス支給量の考え方について 

    ・各サービスの支給量についての説明 

  ２．特定相談事業所より 

    ・計画相談支援についての質疑応答や意見交換 

 

■第３回部会 開催日：平成２４年１１月２８日（水） 参加者：６名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．計画案を見ながらの意見交換会 

    ・作成方法等について意見交換 

  ２．特定相談事業所より 

    ・計画相談支援についての質疑応答や意見交換 

 

■第４回部会 開催日：平成２４年１２月２０日（木） 参加者：７名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．伊賀市支給決定案様式について 

    ・伊賀市独自の様式についての説明 
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  ２．特定相談事業所より 

    ・計画相談支援についての質疑応答や意見交換 

 

■第５回部会 開催日：平成２５年１月２４日（木） 参加者：７名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．特定相談事業所より 

    ・計画相談支援についての質疑応答や意見交換 

 

■第６回部会 開催日：平成２５年２月２２日（金） 参加者：７名 

 ≪主な協議内容≫ 

  １．特定相談事業所より 

    ・計画相談支援についての質疑応答や意見交換 

 

■第７回部会 開催日：平成２５年３月１９日（火） 開催予定 

  

 


