平成 27 年 10 月 自立支援協議会定例支援会議
日時

平成 27 年 10 月 22 日（木）13:30～15:30

場所

東広島市市民文化センター研修室１・２

参加者

エンジェルアイ、きのこ村、児童デイいずみ 2 人、太陽の町、平成会（こだま）、み

56 人

どりの町、東広島市社会福祉協議会 2 人、しらとり会（まほろば）2 人、広島県同胞援
護財団（西志和農園）、広島県福祉事業団（あけぼの）、広島県リハビリテーション
協会（特定相談支援事業所ときわ）、爽裕会（松賀苑）、きずな、ピアサロンこころ、
東広島市手話サークル連絡会、東広島市心身障害児者父母の会 4 人、東広島ろうあ協
会、ピアカウンセラー（聴覚障害担当）、手話通訳者 2 人、東広島市要約筆記サーク
ル花たば、広島県手話通訳問題研究会中部ブロック、広島県難聴者・中途失聴者団体
連合会東広島支部、広島県立黒瀬特別支援学校、広島県立西条特別支援学校、広島中
央障害者就業・生活支援センター、賀茂精神医療センター、ライフハック、東広島市
手をつなぐ育成会、市民（当事者）1 人、市産業部産業振興課、市福祉部保育課、市福
祉部高齢者支援課（地域包括支援センター）、市福祉部障害福祉課 5 人、市子育て・
障害総合支援センター12 人（順不同）

１.平成 27 年度 8～10 月相談支援会議の報告（報告者：はあとふる CD）
○（1）ヘルパー不足
・ヘルパーに特化した東広島版人材バンク等新しい資源の創設を検討。
・介護保険のみの指定を受けている事業所に障害福祉サービスの指定を取ってもらう働き
かけのプロジェクト会議の立ち上げ。
（2）生活介護
・①生活介護事業所の不足

②生活介護事業所の利用保障

・今後の方向性 ①障害福祉のサービス展開を働きかけていく、事業所ガイドの活用・充
実。 ②情報収集のための支援の整理とこれまでの支援の確認および再検討。
２.自立支援協議会プロジェクト会議、部会等の進捗状況についての報告
○精神保健福祉部会（報告者：はあとふる CD）
「精神に障害がある方が、緊急時に利用する社会資源（ショートステイ等）が不足している
ことについて」の取り組み。
・民生委員との座談会 11 月：西条地域 12 月：黒瀬地域、河内・福富・豊栄地域
○就労部会（報告者：はあとふる CD）
7 月部会報告から抜粋。部会は年 4 回の開催。
・精神障害者の支援について意見交換
・障害者就職応援セミナー案内
・就労継続支援事業の集まり
10 月 6 日開催 工賃向上や支援について意見交換。今後は 2 ヶ月に 1 回の開催予定。
・その他 広島県商工労働局が作成した「障害者の雇用をすすめましょう」紹介
○権利擁護部会（報告者：はあとふる CD）
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・障害者フォーラムの分科会テーマ、内容、講師について協議。
・権利擁護制度のモデルとなる研修会を実施・・・9 月 30 日
「施設外部や他部署の職員と話し合う機会を持つことができて良かった」との感想あり。
権利擁護制度の実現のため制度としての定着をめざす。
・使用者虐待について・・・対応する関係機関との連携の取り方を確認。
・行動制限や財産管理について・・・高齢分野での状況や成年後見の現状について確認。今
後も関係機関で継続協議。
○ヘルパー支援部会（報告者：はあとふる CD）
（8 月）①手話の必要性と現状の勉強会 ②プール支援の課題について・・・アンケート実
施

③ヘルパー不足解消に関して・・・プロジェクト立ち上げ、メンバー選出。

（9 月）①ヘルパースキルアップ研修の内容について協議・・・11 月 13 日（金）開催。
「精
神障害者の支援について」
「障害から介護保険への移行について」
（10 月）健康福祉まつりの参加内容について協議・・・パネル作成、ヘルパーの仕事道具
展示、ラジオ出演による部会の取り組み PR。
○療育部会（報告者：はあとふる CD）
（7 月）4 つの東広島市内の児童発達支援事業所による支援方法や支援内容のプレゼンテー
ション。80 人が参加。
（8 月）
「移行支援会議の充実」について第 3 次東広島市障害者計画につなげるため、関係
機関に働きかけていくことを確認。
（9 月）ライフステージ移行支援体制の具体化について協議。一貫した支援を継続するため
の機関・役割・時期・内容を確認。
○医療連携部会 （報告者：はあとふる CD）
8 月の部会報告。部会は年 4 回の開催。
・在宅移行支援プログラムの検討
東広島医療センターとの連携構築のため、部会への参加依頼
・災害時対応の体制整備について
福祉避難所および災害時の利用までの流れを確認。
「命の宝箱」情報提供
・特別支援学校作成の「教育支援計画」と、
「サービス等利用計画」
「個別支援計画」の連
携強化。
～ 休憩
○聴覚障害者の課題を検討する部会（報告者：東広島ろうあ協会）
・総合防災訓練への参加 8 月 19 日（当事者 6 人、支援者 4 人）
参加した結果、挙がった課題を解決するために、今後部会で協議していく。
・部会構成団体の取り組み
①歯科医師会・・・手話ができるスタッフを採用した歯科医院の報告
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②高屋地区民生委員・児童委員協議会定例会・・・ミニ手話講座（講座開始後 1 年４ヶ月）
③スマイルクラブ（難聴児を持つ親の会）・・・難聴児の放課後・休暇中の行き場づくり
・今後の予定…障害者フォーラム分科会への参加「災害時の危機管理と支援」
○相談支援事業所連絡会（ＮＥＴＺ東広島） （報告者：はあとふる CD）
分野別事例検討報告
（8 月）入所：入所者が地域で生活するためにどのような支援が必要かを協議。
（9 月）地域 精神障害：体調管理のためのクライシスプランを確認・共有。
相談支援専門員初任者研修事前研修：9 月 10 日開催。参加者 18 人。
（10 月）医療連携：NICU から地域移行の事例検討。緊急時の流れ・対応の重要性を確認。
社会資源の確認（病院の地域連携室、地域の地域連携室）
・今後の課題・予定…①緊急時の確認 ②相談支援充実強化研修 ③新規の事業所立ち上げ
等社会資源情報の共有
○障害者施設支援連絡会（ＳＫＨ東広島） （報告者：はあとふる CD）
9 月の部会報告。部会は年 4 回の開催。
・権利擁護の視点での意見交換 ①金銭的虐待が疑われるケース ②行動制限について
・研修会開催 ①新任職員権利擁護研修会 9 月 2 日「意思決定支援」
②中堅職員研修会 11 月 27 日 権利擁護についてのアンケート結果をもとにロールプ
レイおよびグループディスカッション
○第 2 回自立支援協議会って何だろう？ （報告者：はあとふる CD）
・障害当事者・家族・支援者を対象に自立支援協議会の説明会開催 参加者 17 人
日時・場所 8 月 29 日（土）13：30～14：30 東広島市総合福祉センター大ホール
内容 自立支援協議会参加当事者からの体験談、自立支援協議会について意見交換会
・今後の課題・予定… ①自立支援協議会の周知方法としての説明会「自立支援協議会って
何だろう？」は今回をもって終了 ②それぞれの当事者団体同士のつながりや自立支援協
議会とのつながりを段階的に進めることを検討。
○障害福祉サービスから介護保険移行についての Q＆A 集作成プロジェクト
（報告者：はあとふる CD）
・プロジェクト会議開催 7 月 24 日（金）、8 月 21 日（金）、9 月 18 日（金）
・協議内容 ①現状の課題・共有 ②ツール使用対象者の確認 ③ツール内容
・今後の予定…2 月の完成を目指す。
【質疑応答】
Q1（参加者 1）
参加者名簿に対して質問。自分は精神障害の当事者であるが、参加者名簿にはそのように
記載されていない。精神障害者と公表し、明記することは恥ずべきことなのか。
A1（障害福祉課）
このたび、望まれるように記載されていないとのことであるが、今後は参加の連絡の時に
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そのように言っていただければ、望まれているように名簿に記載する。
Q2（参加者 2）
相談支援事業所連絡会の報告において「地域の地域連携室」というのがあった。どういっ
てものがどこにあるのか教えて欲しい。
A2（相談支援事業所連絡会）
「地域の地域連携室」は東広島市においては医師会の地域連携室あざれあのこと。
「病院
の地域連携室」は病院にかかっておられる方とソーシャルワーカーとの関わりになるが、
あざれあの対象は地域住民で、病院との関わりがなくても対象となる。
３．情報交換
○子育て応援研修会 （はあとふる CD）
「発達障害の子育てと親による親支援・ペアレントメンターについて」
○広島県心身障害児者父母の会連合会研修会（東広島市心身障害児者父母の会）
「我が子を犯罪から守るには～障害者が巻き込まれた犯罪の事例から学ぶ～」
○市障害福祉課より
①障害者フォーラム「あいサポートフォーラム東広島」
平成 28 年 1 月 16 日（土）10：00～東広島市市民文化センターアザレアホール
午後は自立支援協議会部会による分科会
チラシはでき次第自立支援協議会において配布予定。
②第 3 次東広島市障害者計画
第 2 次障害者計画は平成 28 年度で終了となる。平成 29 年度からの第 3 次障害者計画の
作成にあたって、課題別部会を設置。自立支援協議会の部会からも参加をいただき、協
議を進めていく予定。自立支援協議会の各部会に協議事項を持ちかえることもあると思
うので、ご協力をお願いしたい。
以上
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