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は じ め に 

－みんなが暮らしやすい狛江市を目指して－ 

 

狛江市地域自立支援協議会 

会長 赤塚光子 

 

狛江市地域自立支援協議会は平成 22 年度に設置され、同年７月に第１回全体会が開催されました。３年

間と定めた、第１期狛江市地域自立支援協議会のスタートです。この冊子は、この３年間のさまざまな取り

組みをまとめた報告書です。 

そもそも地域自立支援協議会は、平成 18 年に施行された障害者自立支援法のもとで設置されることとな

ったものです。この法のもとで、相談支援事業が地域生活支援事業における市町村の必須事業となったのと

同時です。 

当初、地域自立支援協議会は障害者自立支援法において明確な法的根拠を得てはいませんでした。平成

18 年、厚生労働省は告示という形で「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生

活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基

本的な指針」を示しました。この中で、「相談支援事業」については「地域において自立した日常生活又は

社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を

支える相談支援体制の構築が不可欠である」とし、「地域の実情に応じ、適切な相談支援が実施できる体制

の整備を図るとともに、相談支援事業を適切かつ効果的に実施するため、事業者、雇用、教育、医療等の関

連する分野の関係者からなる地域自立支援協議会を設けるとともに、その在り方を明確に示すことが必要」

であり、「その際、地域自立支援協議会は、関係者が抱える個々のケースに基づき、地域の課題について情

報を共有しながら具体的に協議する場であることに留意する必要がある」としています。 

 

ご存じのように、平成 15 年度の支援費制度の開始から、障害福祉の領域に福祉サービスを自分で選んで

利用する「利用制度」が始まりました。この制度の開始にあたっては、分かりやすい「情報の提供」や「相

談支援の充実」が市町村の責務として強調されました。利用制度というのは、自分の生活に必要な福祉サー

ビスを「選んで」利用する制度のことですから、利用者が選べる体制を用意することは絶対に必要なことだ

からです。３年後に施行された障害者自立支援法で、これまでの福祉サービスの事業体系や提供の仕組みな

どが大きく変更されました。しかし、「利用制度」であることに変わりはありません。福祉サービス利用の

マネジメントが自分では難しいときには、相談者の希望をしっかりと受けとめ、それが実現するように一緒

に取り組む相談支援事業者の存在が不可欠です。そうしたことから、相談支援事業が市町村の必須事業とさ

れたのです。相談者の希望が実現するように、一緒に解決の道を考え、探し、つくっていくのが相談支援事

業者の役割です。けれど、その相談者が望んでいることの実現が難しいことも多々あります。それが、その

相談者だけの難しさにとどまるものではなく、狛江市で暮らす人たち全体に係る難しさであるならば、当事

者も関係者もこれを地域の課題として共有しながら、解決に向けた取り組みを行うことが必要です。ここに

地域自立支援協議会が設置された理由があり、地域自立支援協議会の意義・役割があるのです。「基本的な

指針」は、そういっているのです。 
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その後、平成 22 年に障害者自立支援法（等）が改正されました。昨年４月に施行されましたが、この改

正において相談支援体制の充実が図られると同時に、地域自立支援協議会は、法的な根拠を持つことになり

ました。「（自立支援協議会の設置）第 89 条の２ 地方公共団体は、……自立支援協議会を置くことがで

きる。」 

さらに、今年４月に施行された障害者総合支援法においては、その表現が次のように変わっています。「

（協議会の設置）第 89 条の３ 地方公共団体は、……協議会を置くように努めなければならない。」（注:

障害者総合支援法から「協議会」という用語を使用。）   

そして、同法の第 88 条では、「市町村は市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。」と定めてもいます。 

平成 24 年度から 26 年度の３年間の第三期障害福祉計画策定時にも、厚生労働省からこの役割が求められま

した。狛江市地域自立支援協議会は、平成 23 年 11 月に「狛江市第三期障害福祉計画の策定に関する重点事

項について〈意見具申〉」を、市長にあてて提出したところです。協議会の役割が、法律に書き込まれたの

です。協議会の位置づけは、ますます大きくなっています。 

 

さて、狛江市地域自立支援協議会の３年間の取り組みの詳細は、この報告書をご覧いただくことにして、

障害福祉をめぐるこの間の動きなどにも触れておきたいと思います。 

平成 21 年 12 月に、内閣府は閣議決定により障がい者制度改革推進本部を設置し、翌年１月から障がい者

制度改革推進会議における議論が開始されました。そして、障がい者制度改革推進会議のもとにおかれた総

合福祉部会のまとめを受けて、平成 22 年６月に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」

を閣議決定しています。 

閣議決定されたように、障害者基本法は平成 23 年７月に改正されました。廃止されるはずだった障害者

自立支援法はその改正法である障害者総合支援法として平成 24 年６月に制定されました。障害者差別解消

法が、今国会に提出されています。 

また、障害者虐待防止法が、平成 23 年６月に制定されています。 

この背景には、平成 18 年に国連総会が採択した障害者権利条約の批准をめざす国内法の整備という課題

があります。条約の前文をみると、「すべての人権及び基本的自由が普遍的であり、不可分のものであり、

相互に依存し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者がすべての人権及び基本的自由を差別なしに完

全に享有することを保障することが必要であることを再認し……」とあります。当たり前といえば当たり前

のこと。けれど、これをしっかりと認識する必要があることが現実なのです。 

 

「障害のある人たちが暮らしやすい狛江市であるように。」これは、これまでも強く望まれてきたことで

すが、極めて現実的な今の課題なのです。第１期の狛江市地域自立支援協議会は、間違いなく、ここを目指

してさまざまな取り組みをしてきました。これからの狛江市地域自立支援協議会の土台づくりの３年間であ

ったといえるかもしれません。 

第２期の狛江市地域自立支援協議会が、時代の要請に応えた、さらに進化した協議会でありますように。

大いに期待するところです。 

 

 

平成 25 年６月吉日
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第 1期狛江市地域自立支援協議会の成果と課題 

 

狛江市地域自立支援協議会 

幹事長 東貴宏 

（地域生活支援センターリヒト） 

 

 平成 22 年７月にスタートした第１期狛江市地域自立支援協議会（以後「第１期協議会」と略記）は、市内在

住の障がいのあるご本人やご家族、そして事業者、行政など、多くの方たちの参加と協力によって活発に活動し、

一定程度の成果を挙げることができました。そして、多くの課題も見えてきました。 

 本稿は、３年余にわたる様々な人たちの活躍が生んだ成果と課題を確認することを目的としています。また、

次期の地域自立支援協議会がスタートする際の出発点となることを意図しています。 

 

■平成 21 年度 

 第１期協議会は、１年間弱の実施検討期間を経て正式にスタートしました。平成 21 年９月６日に開催された

狛江市市民福祉推進委員会障がい作業部会（当時）に、市内で相談支援事業を行っている事業所が招かれる形で

初の会議が行われました。当時の障がい作業部会の委員と、市内にある相談支援に携わる事業所つまり、狛江

市障害者自立生活支援センターサポートと地域生活支援センターリヒトが招かれ、自立支援協議会の設立につい

て協力を依頼されたのです。第１期協議会の事務局にサポートとリヒトが名前を連ねているのは、この理由によ

ります。以後、福祉サービス支援室とサポート、リヒトが定期的に集まり、準備会を行い、狛江市地域自立支援

協議会の骨格を検討したのです。 

 

■平成 22 年度 

 平成 22 年７月までの間で、多摩総合精神保健福祉センター広報支援課長（当時）の向山晴子さんをお招きし

て勉強会を行ったり、後に、狛江市地域自立支援協議会の会長となる赤塚光子さんをお招きして、具体的な組織

立てを考えるなどの準備を重ね、平成 22 年７月 14 日に第１回狛江市地域自立支援協議会全体会（本会）を行い、

正式に第１期協議会が始まりました。 

 事務局は同時に、「狛江市自立支援協議会マニュアル」を作成し協議会に関して普及啓発をはかるほか、次年

度に行う研修等の企画を行いながら、市内の事業所の個別支援会議などに出向き、地域課題のとりまとめ等にも

着手し始めました。 

 

■平成 23 年度 

 平成23年度は、市内の法人・事業所が実施している“事業”に着目し、市内の事業所が実施している事業をご

報告いただく「事業例報告会」を研修の柱として毎月実施しました。また、相談支援の重要性を広く知っていた

だくために、「狛江市の相談支援の今」というシンポジウムを開催しました。コメンテーターとしてご参加頂い

た、自立生活センター日野の事務局長秋山浩子さんの、ご自身のお話等は、多くの人の記憶に残っていることと

思います。 

 また、この年が第三期障害福祉計画の策定年でもあったことから、地域自立支援協議会では、４つの専門部会

を設立し意見具申の作成に着手しました。 
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 狛江市地域自立支援協議会の専門部会は同年７月に活動を開始し、意見具申を協議会全体会の場で承認を得る

という都合上、10月までの３ヶ月弱という短期間で部会内の意見を取りまとめなければなりませんでした。多く

の方の努力により、11月に矢野市長（当時）あてに「狛江市第三期障害福祉計画の策定に関する重点事項につい

て」として、意見具申をすることができました（↪P57を参照）。この意見具申は、ご本人や事業者が協力して作

成した「狛江市における障害福祉の課題」を可視化したものであり、たいへん意義のあるものです。そして、多

くの課題はまだ積み残されたままになっています。 

 

■平成 24 年度 

 第１期協議会の 終年度となる平成24年度は、多くの活動が事務局の手を離れ活発に行われた年でした。 

 専門部会は、ペガサス（当事者部会）が『コミュニケーションルーム』という自分たちにとって必要な空間の

運営をはじめるなど、新しく新鮮な活動を様々に行っています。 

 また、子ども部会・相談支援部会は、それぞれ障がいのある子どもと家族の課題に取り組み、成果物としてと

りまとめを行いました。また、企画・研修部会は『こまこまマップ』を作成したり、部会メンバーが中心となっ

た研修を６回実施しました。あきる野市のサポートセンターあすく施設長の藤間英之さんを講師に迎え、はじめ

ての参加型研修を行うことも出来ました。 

 加えて、平成24年度には『狛江市障害福祉サービス等事業所連絡会』が組織され、正式に発足しました。第１

期協議会はその設立を応援し、事務局からスタッフを派遣するなど設立を後押ししてきました。設立後は居宅介

護・子ども支援・通所・相談支援の４つの部会がそれぞれの活動をしています。今後どのような活動をして行く

のか楽しみです。 

 

■これからの狛江市地域自立支援協議会 

 第１期協議会は、本報告書をもって終了となりますが、今後、狛江市地域自立支援協議会が行うべきことは、

まだたくさんあります。この後の地域自立支援協議会が行うべき事を、課題として３点指摘して稿を閉じます。 

 

 第一に、相談支援を軸とした「障がいのある本人中心の支援」を行えるようサポートして行くことです。 

 第１期協議会は、市内で行われている「支援」を振り返り、そこで浮き彫りになった課題を共有して行く出発

点となりました。このような取り組みが狛江市ではじまったという点で意義のあるものであると考えます。 

 自立支援協議会は、ご本人・支援者両方の経験や支援の実際を共有する場です。狛江市で暮らされている障が

いのある方たちへの「支援」を共有することを通じて、狛江市の地域課題や、必要とされる支援のかたちが、支

援にかかわらない人の目に見えるようになります。それが相談支援の中立性や透明性につながります。「障がい

のある本人中心の支援」を実現するためには、支援者が一方的に決めつけるようなものではなく、ご本人が希望

する事柄をどのように実現できるのかにあるのです。 

 狛江市地域自立支援協議会が狛江市に住むすべての障がいのある方の生活に寄与するものになっていくには、

もう少し時間がかかるかもしれません。たとえば「企画・研修部会」による『暮らしの応援報告会』のような、

支援をする側とされる側との支援を語り共有するという地道な作業を積み上げることで、「障がいのある本人中

心の支援」が実現でき、本人以外の多くの人にも理解される協議会になっていくと信じています。 

 

 第二に、市内の事業所のネットワークをよりいっそう強めて行く必要があります。まずは『狛江市障害福祉サ

ービス等事業所連絡会』と狛江市地域自立支援協議会が協力して、狛江市内の様々な課題に取り組んで行けるよ

う協力して行く事が大切です。
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自立支援協議会は行政・事業者・家族・ご本人・市民など様々な人が様々な立場からつながる場だからです。

協力だけではなく時には批判されることもあるでしょう。どのような議論も協議会という場で透明性をもって話

し合いが出来ることが重要です。このような場を維持・継続させて行く必要があります。 

 

 後にこれが も大切なことなのですが、障がいのあるご本人の声を聴くことが出来る協議会であり続けるこ

とです。 

 狛江市地域自立支援協議会は、程度の差はありますがこれまでの活動のなかで障がいのあるご本人の声に耳を

傾けることにエネルギーを費やしてきました。狛江という小さな市だからこそ、丁寧にご本人からの声を聴くこ

とができ、障がいのあるご本人の方たちにも、信頼される協議会になっていくことができるのだと思います。ど

のような手段であっても、これまで同様、障がいのあるご本人からの声を協議会に活かして行く工夫を今後も継

続して行く必要があります。 

 

 ここに記した成果と課題を引き継ぎつつ、第２期狛江市地域自立支援協議会が新たな事柄にチャレンジし、狛

江市全体に寄与するものになるよう期待しています。
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第１期 狛江市地域自立支援協議会全体会委員名簿 

◎は会長、○は副会長 

No 選出区分 所属 氏名 

１ 学識経験者 立教大学元教授 赤塚 光子（◎） 

２ 障害福祉サービス事業者 社会福祉法人光友会 秋田 忠彦（○） 

３ 障害福祉サービス事業者 NPO 法人ライフケアさんさん 大西 誠子 

４ 障害福祉サービス事業者 社会福祉法人足立邦栄会 こまえ工房 徳武 孝 

５ 相談支援事業者 
NPO 法人 NPO 狛江さつき会 

地域生活支援センターリヒト 
東 貴宏 

６ 保健・医療関係者 ファミリークリニックはら 原 章彦 

７ 保健・医療関係者 多摩府中保健所 
原 綾子 

秦 郁江  （平成 25 年４月～） 

８ 教育・療育関係者 東京都立府中けやきの森学園 
福田 晃  （～平成 24 年３月） 

神立 佳明（平成 24 年４月～） 

９ 
障がい者・ 

障がい者団体関係者 
当事者 米澤 薫 

10 
障がい者・ 

障がい者団体関係者 
当事者 田辺 和子（～平成 24 年 10 月） 

11 就労支援関係者 ハローワーク府中 

清水 眞由美（～平成 24 年３月） 

蜂須 米雄  （～平成 25 年３月） 

諸隈 一成  （平成 25 年４月～） 

12 公共的な団体の関係者 社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会 小楠 寿和 

13 公共的な団体の関係者 一般財団法人 狛江市商工会 渡邊 敏政 

14 公共的な団体の関係者 民生・児童委員 障がい部会 若松 博子 

15 市職員 福祉保健部長 

大久保 幸藏（～平成 23 年３月） 

小林 万佐也（平成 23 年４月～） 

平林 浩一  （平成 24 年 10 月～）

16 その他 社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会 武藤 慎哉 

17 その他 NPO 法人ハッピーライフフォーエバー 代表 津田 正枝 
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１ 設立まで 

○ 狛江市地域自立支援協議会準備委員会の設立 

   

狛江市地域自立支援協議会が正式に発足するにあたり、どのような会議体にするかについて、平成 21 年７

月から準備委員会を設けて検討を重ねてきました。 

１年間ほどの検討の末、平成 22 年７月に狛江市地域自立支援協議会が発足しました。 

 

２ 狛江市地域自立支援協議会の全体図と役割 

  

設立当時は、狛江市地域自立支援協議会全体のイメージは次のような構成としてスタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 狛江市地域自立支援協議会の全体図とその役割 
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図２ 狛江市地域自立支援協議会組織図（平成 24 年４月時点） 
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３ 会議の開催 

 狛江市地域自立支援協議会で行った会議は、全体会、定例会、専門部会、事務局会議と４つの会議体があ

りました。 

 

全体会では、当事者の希望する生活を実現するために、当事者と関係機関が集まって行う「個別ケア会議」

から抽出された狛江市の課題について、関係機関が定期的に集まり、情報の共有を行い、協議を行いました。 

 毎年３回開催し、行政報告、各専門部会等からの報告を行い、それらの内容について協議が必要なものに

ついては、各専門的な見識から意見をいただきました。 

 

定例会では、個別ケア会議を通じて把握することのできた「地域の課題」や「地域の情報」を改めて集約

し、その解決策などについて、協議を行いました。 

毎年３～４回開催し、ここで協議した内容で解決できない課題であった場合は、全体会の議題となるよう

に整理を行いました。 

 

専門部会では、地域の課題の中でも特に個別、重点的に取組む必要のある課題の検討を行う場所として、

その課題に関係する機関が集まり、協議を行いました。 

部会の種別により異なりますが、月１回程度の活動を行いました。 

 

事務局会議では、狛江市地域自立支援協議会の運営について、協議を行いました。 

毎月１回開催され、全体会や定例会の議題を整理したり、会議資料の作成や調整を行いました。 

 

年度 会議名 日にち 議題 

22 
第１回 

全体会 
７月 14 日(水)

・委員紹介、会長等の選出について 

・地域自立支援協議会の運営について 

・勉強会「地域自立支援協議会について」 

22 
第１回 

定例会 
11 月８日(月)

・市内各事業所の事例検討会の実施について 

・狛江市地域自立支援協議会の設置とマニュアルの作成について 

22 
第２回 

定例会 
２月８日(火) 

・市内事業者の個別支援会議における事例報告、課題について 

・平成 22 年度勉強会実施報告と平成 23 年度勉強会の予定について 

・狛江市地域自立支援協議会に係るマニュアル（案）について 

23 
第１回 

全体会 
５月 23 日(月)

・平成 22 年度活動報告及び平成 23 年度活動予定について 

・改正障害者自立支援法等について 

・狛江市地域自立支援協議会運営マニュアル（案）について 

23 
第１回 

定例会 
７月 21 日(木)

・平成 22 年度活動報告について 

・専門部会の設置と平成 23 年度の活動予定について 

・地域自立支援協議会と障害福祉計画について 

23 
第２回 

定例会 
９月 29 日(木)

・専門部会内規（案）について 

・各専門部会の進捗状況について 

・障害福祉関係各種計画の進捗状況について 
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年度 会議名 日にち 議題 

23 
第２回 

全体会 
10 月 19 日(水)

・障害者自立支援法関係に関する国及び都の動向等について 

・第１回全体会後の自立支援協議会の活動報告 

・専門部会内規（案）について 

・第３期障害福祉計画に向けた意見具申について 

23 
第３回 

定例会 
11 月 24 日(木)

・自立支援協議会活動報告 

・改正障害者自立支援法関係について 

・第３期障害福祉計画に向けた意見具申の経過報告について 

23 
第４回 

定例会 
１月 19 日(木)

・自立支援協議会活動報告 

・改正障害者自立支援法に係る相談支援体制整備スケジュール（案）について 

・第３期障害福祉計画策定のスケジュールについて 

23 
第３回 

全体会 
２月 23 日(木)

・第３期障害者計画・障害福祉計画（素案）について 

・改正障害者自立支援法について 

・自立支援協議会活動報告 

24 
第１回 

定例会 
５月 24 日(木)

・平成 23 年度各専門部会活動報告について 

・狛江市地域自立支援協議会マニュアルの改訂（案）について 

・狛江市事業所連絡協議会（仮称）進捗状況について 

24 
第１回 

全体会 
６月 14 日(木)

・平成 23 年度の活動報告及び平成 24 年度の活動予定について 

・狛江市地域自立支援協議会マニュアルの改訂（案）について 

・障害福祉関係の国の動向等について 

24 
第２回 

定例会 
９月 27 日(木)

・第１回全体会以降の活動報告 

・障害者計画に関する市の動きについて 

・狛江市事業所連絡協議会（仮称）進捗状況について 

24 
第２回 

全体会 
10 月 25 日(木)

・第１回全体会以降の活動報告（定例会・事務局会議・各専門部会） 

・あいとぴあ緊急一時サービス体制の変更について 

・障害者虐待防止法関係について 

24 
第３回 

全体会 
２月 28 日(木)

・平成 24 年度活動報告 

・障害者計画に基づく新規事業の進捗状況報告 

・平成 25 年度に施行される障害福祉関係法について 

25 
第１回 

定例会 
５月 21 日（木） 

・第３回全体会以降の活動報告（定例会・事務局会議・各専門部会） 

・第１期狛江市地域自立支援協議晃活動報告書について 

・障害者計画に基づく新規事業の進捗状況について 

・第２期狛江市地域自立支援協議会の体制（案）について 

25 
第１回 

全体会 
６月 25 日（火） 

・第１期狛江市地域自立支援協議晃活動報告書について 

・障害者計画に基づく各プロジェクトチームの進捗状況について 

・障害者計画に基づく新規事業の進捗状況について 

・障害福祉計画に基づく平成 24 年度計画値数値達成状況等について 

・第２期狛江市地域自立支援協議会の体制（案）について 
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～狛江市地域自立支援協議会に参加して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

ファミリークリニックはら 原 章彦～ 

 

 ⾃⽴⽀援協議会の全体会委員として、医療関係者の代表として参加させていただきました。 

発⾜当初は、各専⾨部会に参加していないため、各部会の報告を聞くのみで、発⾔することは何もなく、あまり

存在価値がないなと感じておりました。けれど、出席していたおかげで、各部会がどんなことをしているのか、理

解できました。 

会も回数を重ね熟していき、狛江市が障がい者にとって、住みやすい社会にするための新規事業の説明を受けた

時は、とても素晴らしい事業であると感⼼しました。ただ市の報告は、事務的な結果報告ばかりで、「なぜそのよ

うになったのか、また問題点は何で、この会議で何を話し合いたいのかが明確ではありませんでした。いくつかは

市役所からの視点のみで、障がい者コミュニティーや医療サイドからの視点からは、わかりにくく、いくつか無理

があると考えられるものもありました。医療サイドからの感想としては、市が計画している事業は、この会議を利

⽤して、障がい者の意⾒を直接集めたり、医療関係の計画は医師会サイドに問題点を投げかけ、会議を利⽤して内

容を煮詰めていければ、より利⽤者サイドに⽴った素晴らしい事業になると感じました。 

ただ私は、外科医であり、普段なかなか障がい者の⽅々と接する機会はありません。今後は、このような⽅々と

接する機会の多い医療機関の⽅（病院勤務の⽅も含めて）が委員になると、もう少し具体的に問題点の考察や、解

決策が⾒つけやすいのではないかと感じました。今後も、この会で、さらに活発な意⾒交換ができ、発展していけ

ば、狛江市はより福祉に強く、良い街作りができると期待しております。 

特定非営利活動法人ハッピーライフフォーエバー はっぴぃハウス 津田 正枝 

 

 私は、全体会委員、相談⽀援部会、⼦ども部会、ペガサス（当事者部会）のメンバーとして参加しました。 

⼦ども部会では、障がいのある⼦どもの親御さんから話をお聞きし、誰も何も教えてくれない。成⻑に合わせて

相談を継続して出来る⼈がいない等の状況や、緊急時の預け先がない、卒業後に市内での受け⼊れ先が無い等、と

ても不安が多い中で頑張っていることがより顕著に分かりました。これらを相談⽀援事業所が受け⽌めるのは⾄難

ですが、希望と共にしっかり動けるご本⼈が信頼出来る⼈を増す何か策が必要だと思いました。 

 ペガサスでは市内では無かった、障がいを分けず⾃分たちで話し合い活動をしていました。歩道の段差を無くし

たいと取り組む会、勉強やお楽しみ会等を計画しました。それぞれの⼿帳や結婚の話等⾊々な声が出ました。当事

者として意⾒が⾔え、市⺠として受け⽌めてる仕組みが欲しいです。また、⽀援者として同席、やって欲しいと⾔

われた事だけをすると云うルールからはみ出しご本⼈の意思、気持ちを確認したり、⾔葉やルビ打ち等わかりやす

い判断の為の「⽀援」を学ぶ場となりました。今期すべての部会に参加して頂いた⾚塚会⻑と皆さん、⼀緒に活動

出来た事を感謝します。 
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４ 講演・研修・事業例報告会等 

 狛江市地域自立支援協議会では、設立と同時に地域で障がい者（児）が生活をするにあたって、地域にど

のような課題があるのか、どのようなことに留意していかなければならないのか等、さまざまな研修や講演

会、勉強会などを行い、地域の関係機関のネットワーク構築や職員、一般市民の方にも知ってもらう活動を

行いました。 

 また、平成 23 年度に実施した勉強会から、地域の事業所がどのようなことを行っているのか、どのよう

な事業所なのか、ということの相互理解を深めるために、平成 24 年度には市内の事業者を対象に各事業者

の事業や取組みを紹介してもらう「事業例報告会」を行いました。 

 

【勉強会】 

 狛江市地域自立支援協議会が発足した後、どのようなことをする会議体なのか、役割はどのようなことか、

個別支援会議とはどのようなことなのか等をきちんと知るため、延べ４回に渡り、勉強会を開催しました。 

 

第１回 狛江市地域自立支援協議会勉強会 

  日にち ： 平成 22 年７月 14 日（水） 

  場 所 ： エコルマホール６階 多目的展示室 

  テーマ ： 地域自立支援協議会とは 

  講 師 ： 赤塚 光子 先生 

  参加者 ： 65 名 

 

第２回 狛江市地域自立支援協議会勉強会 

  日にち ： 平成 22 年 10 月７日（木） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： ケースカンファレンスの必要性 

  講 師 ： 向山 晴子 先生 

  参加者 ： 46 名 

 

第３回 狛江市地域自立支援協議会勉強会（次年度の事業例報告会に繋がるものとなりました。） 

  日にち ： 平成 23 年１月 24 日（月） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： ひかり作業所の事業について 

         ～地域生活支援・就労支援・利用者及び家族の高齢化に伴う支援の取り組みについて～ 

  講 師 ： 社会福祉法人光友会 ひかり作業所 

  参加者 ： 28 名 

 

第４回 狛江市地域自立支援協議会勉強会（東日本大震災の影響により中止となりました。） 

  日にち ： 平成 23 年３月 25 日（金） 

  場 所 ： 狛江市役所小田急高架下分室 103・104 会議室 

  テーマ ： 相談することは自分をみつめること 

         ～相談ができるようになるまで～ 

  講 師 ： 黒川 常治 氏（地域生活支援センターリヒト非常勤職員 当事者相談員）
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【事業例報告会】 

 平成 23 年１月 24 日に開催した勉強会から、日常業務を通じて各団体や事業所等の職員は、お互いの事業内容

を知る機会が少ない現状が浮かび上がりました。 

 そこで、障害福祉関係事業所等が自らの事業内容を報告し、知ってもらう機会を設けて、市内関係機関のネッ

トワーク化を進めるために毎月開催しました。 

 

第２回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会（ひかり作業所による勉強会を第１回としています。） 

  日にち ： 平成 23 年５月 31 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 特定非営利活動法人 NPO 狛江さつき会の事業内容について 

 

第３回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 23 年６月 14 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 一般社団法人サポート狛江 

        特定非営利活動法人ゆめぽっとの事業内容について 

 

第４回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 23 年７月 12 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 社会福祉法人 足立邦栄会の事業内容について 

 

第５回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 23 年９月 13 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： ふれあいサロン”夢（むー）”運営委員会 

        サポートセンターりんくの事業内容について 

 

第６回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 23 年 10 月 20 日（木） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 狛江市社会福祉協議会の事業内容について 

 

第７回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 23 年 11 月８日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 特定非営利活動法人あすなろ 

        特定非営利活動法人バリアフリーセンター 福祉ネット「ナナの家」の事業内容について
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第８回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 23 年 12 月 13 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 特定非営利活動法人ハッピーライフフォーエバー 

        特定非営利活動法人えるぶの事業内容について 

 

第９回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 24 年１月 10 日（火） 

  場 所 ： 狛江市役所小田急高架下分室 103・104 会議室 

  テーマ ： 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 

        脳損傷・高次脳機能障害サークルエコーの事業内容について 

 

第 10 回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 24 年２月 14 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 特定非営利活動法人医療福祉人材支援事業団 こまえケアサービス 

        株式会社エムエスシー ふれあいケアサービス 

        特定非営利活動法人ハンディキャブこまえの事業内容について 

 

第 11 回狛江市地域自立支援協議会事業例報告会 

  日にち ： 平成 24 年３月 13 日（火） 

  場 所 ： 狛江市役所小田急高架下分室 103・104 会議室 

  テーマ ： 有限会社ケアサポートモア 

         特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい 狛江たすけあいワーカーズなかよし 

        社会福祉法人正吉福祉会 ホームヘルパーステーションこまえ正吉苑の事業内容について 

 

【暮らしの応援報告会】（平成 24 年度実施） 

 平成 23 年度から実施をした事業例報告会を基調として、今までの事業者を対象とした報告会から、当事者を

中心とした事業所の関わりについて、企画・研修部会のメンバーが中心となり、実例報告会を企画、実施しまし

た。 

 

第１回狛江市地域自立支援協議会暮らしの応援報告会 

  日にち ： 平成 24 年 11 月 13 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 障がいのある人と障がいのない人とが共に生きる地域づくり 

        ～フォーマルとインフォーマルの支援の中で～ 

  報告者 ： 当事者、NPO 法人ねじり草職員、NPO 法人えるぶ職員 

 

第２回狛江市地域自立支援協議会暮らしの応援報告会 

  日にち ： 平成 25 年２月 12 日（火） 

  場 所 ： あいとぴあセンター 研修室 A・B 

  報告者 ： 当事者、社会福祉法人光友会職員
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第３回狛江市地域自立支援協議会暮らしの応援報告会 

  日にち ： 平成 25 年３月 12 日（火） 

  場 所 ： 狛江市役所小田急高架下分室 103・104 会議室 

  テーマ ： 暮らしの仲間応援会 ～仲間へのメッセージ～ 

  報告者 ： 当事者、NPO 法人 NPO 狛江さつき会職員 

 

【地域での取組み報告会】（平成 24 年度実施） 

 平成 24 年度に実施した暮らしの応援報告会と同様に、前年度事業例報告会を基調として、事業所が障害福祉

の分野のみならず、地域とどのような関わり方をした事業の展開、活動を広げているかを知るために、企画・研

修部会のメンバーが中心となり、実例報告会を企画、実施しました。 

 

第１回狛江市地域自立支援協議会地域での取組み報告会 

  日にち ： 平成 24 年９月 27 日（木） 

  場 所 ： 狛江市役所小田急高架下分室 103・104 会議室 

  テーマ ： ＜障団連 防災ネット＞の８年間の歩みと提案 ～明日かも知れない…に備えて～ 

  報告者 ： 狛江市障害者団体連絡協議会 防災ネット会事務局 笠松 敦子さん 

 

第２回狛江市地域自立支援協議会地域での取組み報告会 

  日にち ： 平成 25 年２月 12 日（火） 

  場 所 ： 市役所４階 特別会議室 

  テーマ ： 地域との関わりで得たもの、見えてきたもの 

  報告者 ： 社会福祉法人光友会 ひかり作業所 橋爪 克幸さん 

 

【シンポジウム】（平成 23、24 年度実施） 

 平成 24 年度から開始されるつなぎ法の改正により、相談支援事業の充実が図られることとなりました。

このことを受けて、今後どのように変わっていくのか、狛江市ではどのようになるのか、といった行政報告

を行うと同時に、地域の相談支援体制はどのようなことを行っているのか、相談支援を行っている事業所に

実践例を報告してもらいました。 

そして、地域で 24 時間ケアを受けながら生活をするということはどういうことなのか、実際に支援を受

けながら生活をしている当事者の方をお招きしてのシンポジウムを開催しました。 

 

平成 23 年度 狛江市地域自立支援協議会 主催シンポジウム 

『狛江市の相談支援のいま』 ～事例を通して考える～ 

 日にち ： 平成 24 年３月 13 日（水） 

 場 所 ： あいとぴあセンター４階 講座室 

 内 容 ： 第一部 改正障害者自立支援法について 

        第二部 狛江市内相談支援機関からの実践報告 

        第三部 「狛江市の相談支援のいま」を考える 

 講 師 ： 秋山 浩子さん（自立生活センター日野 事務局長）
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（平成 24 年度実施） 

 平成 24 年５月に調布市障害者地域自立支援協議会の呼びかけにより、５市（狛江市、府中市、小金井市、武

蔵野市、三鷹市）の地域自立支援協議会が共催で、４月からはじまった相談支援についての講演会が開催され

ました。 

 講演には、厚生労働省の相談支援専門官を講師としてお呼びして、障がい者（児）が地域で生活をするため

の相談支援の役割や課題を国の政策と今後の見通しを含めて講演をしていただきました。 

 また、このことがきっかけとなり、６市で情報交換を都内で初めて行うなど、各市の連携が生まれました。 

 

平成 24 年度 調布市障害者地域自立支援協議会主催 講演会 

（共催：狛江市地域自立支援協議会、府中市障害者等地域自立支援協議会 

     小金井市地域自立支援協議会、武蔵野市地域自立支援協議会、 

三鷹市障がい者地域自立支援協議会） 

『地域生活を支える相談支援の役割と課題展望』 

 日にち ： 平成 24 年５月 19 日（土） 

 場 所 ： 国立大学法人 電気通信大学 

 内 容 ： 地域での重層的な相談支援体制の構築 

        サービス等利用計画の作成のポイント 

 講 師 ： 遅塚 昭彦さん 

（厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 

 相談支援専門官） 

 

 

【研修】（平成 24 年度実施） 

計画相談支援、地域相談支援がはじまって、半年が経過しましたが、相談支援専門員とはどのようなことに

留意して、本人のサービス等利用計画を作成する必要があるのでしょうか。そして、どのように実践されてい

るのでしょうか。事業者はどのように本人に寄り添った支援をしていけばよいのでしょうか。 

そんな疑問から、実際に多くの相談を受け、活動されている講師をお招きして、相談支援とは何か、実際に

サービス等利用計画を作成してみよう、という研修を開催しました。 

 

平成 24 年度 狛江市地域自立支援協議会 企画・研修部会 企画研修 

『相談支援専門員のアセスメント』 ～個別ケア会議でアセスメントを共有する～ 

                   日にち ： 平成 24 年 12 月８日（日） 

                   場 所 ： あいとぴあセンター４階 講座室 

                   内 容 ： 第一部 講義「あきる野市における相談支援の実際」 

                          第二部 演習「相談支援専門員のアセスメント」 

                                     講 師 ： 藤間 英之さん 

（あきる野市障がい者就労・生活支援センターあすく 施設長
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【その他参加した会議】 

 ○ 第５ブロック自立支援協議会交流会 

    平成 24 年５月に実施した多摩地域の第５ブロックで行った講演会を契機に、各市の自立支援協議会の取り組

んできた内容、抱えている問題点などを共有することを目的に、意見交換会を行いました。 

    都内でこのようなブロックで集まる意見交換会は初めてであったことから、東京都自立支援協議会事務局の

方も傍聴として参加し、各自治体の取組みを情報共有をすることはこれからも必要である旨が話されました。 

    次年度以降も交流会を実施することが本交流会で承認され、平成 25 年度の幹事は狛江市が行うことになっ

ています。 

 

  日 に ち ： 平成 24 年 11 月８日（木） 

  場 所 ： 調布市総合福祉センター ４階 視聴覚室 

  参加団体 ： 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市の自立支援協議会 

  内 容 ： 各市の自立支援協議会の取組みと質疑応答 

  

 ● 各市からの意見（抜粋） 

  ① 調布市で作成した「生活あんしん引継ノート」について、作成過程と今後どのようにしていくか教えてほしい。 

    →これは、調布市こども発達センターが作成した「I－ファイル」を基にして、「調布市心身障害児・者親の会」

が成人版として作成したものです。 

      現在は、記載方法なども含めて学習会を重ねており、活用についての評価はこれから行います。 

 

  ② 調布市のワーキンググループは、当事者の参画はどのようになっているか教えてほしい。 

    →心身障害児・者親の会、視覚障害、身体障害、聴覚障害、精神障害者の家族会、障害者と家族の生活と

権利を守る都民連絡会の６団体が参加しています。 

 

  ③ 武蔵野市では、自立支援協議会の広報周知をどのようにしているか教えてほしい。 

    →当事者部会は登録制を採用しており、市報などの広報誌で周知を図っています。また、一般の方も参加で

きるように、権利擁護の問題を取り上げた研修を行っています。 

     地域住民にも加わってもらうため、「はぁとふる実習」というものを実施し、地域にその活動が浸透するように、

社会福祉協議会に地域団体のメンバーとして加入してもらい、地域の商店街店舗や事業者に加わってもら

っています。 

 

  ④ 狛江市での当事者部会における知的障がいの方に対するサポート体制や取組みを教えてほしい。 

    →本人たちは、自由に集まって話をしたり、自分たちが知らない障害福祉のこと（サービス制度や市の行って

いること、自分の障がい以外の障がいのこと等）について知りたい、という要望があり、そのことを支援するた

めの支援者が４名います。支援者は、自ら勝手に動くということはせず、当事者から頼まれた場合に、その頼

まれたことを行う、ということを徹底しています。 

     また、コミュニケーションブースを設けていきたいという希望があり、公的なスペースの活用を勧め、自分たち

で考えながら、活動を広げています。 
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５ 専門部会 

専門部会は、地域で抱える課題を分野ごとに捉えて、地域の障がい者（児）が抱えるニーズを把握するために、平

成 23 年７月 21 日に発足しました。 

 狛江市では、 相談支援事業所をはじめとした市内にある相談機関や相談体制についての課題を考えていくこと、

障がい児を取り巻く家族支援も含めた課題を考えていくこと、そして、当事者を中心として自らのことを考えていくこ

と、そして協議会全体として取り組む研修や地域のネットワーク構築のための取組みを企画すること、の４つの分野

に分けて、様々な話し合いを行いました。 

それぞれの取組み内容は次ページ以降をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 狛江市地域自立支援協議会 専門部会全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～専門部会に参加して～ 狛江市社会福祉協議会 小楠 寿和 

 

私は、全体会委員、定例会副幹事⻑、専⾨部会（企画・研修部会及び⼦ども部会）の部会⻑と、⾮常に多く協議会

に関わらせていただきました。 

特に、２つの専⾨部会の部会⻑をお引き受けした時は、知識と経験の少ない⾃分に部会⻑という責務が果たせるの

だろうか、部会員の皆さんに参加して良かったと感じてもらうことができるだろうかと不安な気持ちでいっぱいでし

た。 

幸いなことに部会員の皆様のやる気と積極的な参加に⽀えられて、なんとか部会⻑の任期を終えようとしています。

地域⾃⽴⽀援協議会には、膨⼤な時間を費やしましたが、それ以上の成果があったと思います。多くの関係者の皆

さまから⽣の声を聞くことができたこと、それを地域の課題として共有できたこと、このことを次期の地域⾃⽴⽀援

協議会に引き継ぎ、更に発展させていきたいと思います。 
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 ５－１ 企画・研修部会 

１．企画・研修部会の所掌事務 

  企画・研修部会では、主に狛江市地域自立支援協議会内で行う研修についての企画を行いました。 

 

２．メンバー 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 区分 所属 氏名 

１ 部会長 
狛江市社会福祉協議会 

 
小楠 寿和 

２ 副部会長 
社会福祉法人光友会 

ひかり作業所 
杉﨑 千詠子 

３ メンバー 
NPO 法人 NPO 狛江さつき会 

地域生活支援センターリヒト 
東 貴宏 

４ メンバー 
社会福祉法人足立邦栄会 

生活介護事業所ポンテ 
大仁田 妙子 

５ メンバー 
狛江市社会福祉協議会 

障害者就労支援センターサポート 
大澤 弘子 

６ メンバー 
NPO 法人 NPO 狛江さつき会 

グループホーム朋 
長門 武 

７ メンバー 
狛江市福祉保健部 

福祉サービス支援室 
九鬼 統一郎 

８ オブザーバー 
狛江市地域自立支援協議会 

会長 
赤塚 光子 

９ 特別委員 
知識・経験者 

 
笠松 敦子 
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３．部会の活動/検討内容 

 

年度 回数 開催日 活動/検討内容 

23 第１回 ７月 21 日(木) 
・部会長の選出方法について 

・部会の方針について 

第２回 ８月 22 日(木) 

・部会長、副部会長の選出について 

・今後の部会の開催予定について 

・実施する研修の内容、形態の検討について 

第３回 ９月 26 日(木) 

・部会が実施する研修の概要について 

・社会資源マップの作成について 

・第２回定例会の内容報告について 

第４回 10 月６日(木) 
・次年度の研修内容の検討について 

・社会資源マップの作成の検討について 

第５回 10 月 27 日(木) 

・第２回全体会の報告案件について 

・第６回事業例報告会について 

・社会資源マップの調査票、掲載団体について 

第６回 11 月 25 日(木) 
・第３回定例会の内容報告について 

・社会資源マップ構成、レイアウトの検討について 

第７回 12 月 26 日(木) 
・次年度の活動計画について 

・社会資源マップの構成と掲載団体について 

第８回 １月 25 日(木) 
・次年度の活動計画の検討について 

・社会資源マップのレイアウト案、構成と掲載団体について 

第９回 ２月６日(木) ・次年度の部会の活動内容、具体的な研修についての検討 

第 10 回 ３月 23 日(木) 
・第３回全体会の内容報告 

・社会資源マップの名称とフォームの検討、今後の予定について 

24 第１回 ５月９日(木) 
・社会資源マップの依頼書の調整報告と構成について 

・各報告会の報告団体の検討と日程について 

第２回 ６月７日(木) 

・社会資源マップ進捗状況の進め方と今後の予定、役割分担について 

・第１回暮らしの応援報告会の調整状況の報告 

・地域での取り組み報告会の報告者調整状況と役割分担について 

・「よりよい支え方研修会（仮称）」の進め方について 

第３回 ７月 20 日(木) 

・社会資源マップ進捗状況の報告と今後の予定について 

・第２回暮らしの応援報告会の企画書及び周知ちらしの検討について 

・第１回地域での取り組み報告会の調整状況について 

第４回 ９月 24 日(木) 

・社会資源マップ進捗状況の報告について 

・第２回暮らしの応援報告会の報告者の調整状況について 

・第１回地域での取り組み報告会の 終調整報告 

・今年度実施する研修会、講演会について 
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４．活動を通した成果品について 

  （１）こまこまマップ（社会資源マップ）の作成と発行（200 部） 

     狛江市内の障がいのある方が利用している障害福祉サービス事業所を中心に、地域で 

生活していくにあたり必要な医療機関なども含めて、相談支援専門員や事業所の職員が、 

当事者から相談を受けた際に活用できる社会資源マップを作成し、発行しました。 

 

  （２）知的障がい者社会資源マップの作成と発行（200 部） 

    こまこまマップの作成を行う過程で、障がいのある方への社会資源の情報 

提供の必要性があり、特に知的障がいの方に対する市内の情報を伝えるもの 

がないことが課題に挙がりました。そこで、相談支援機関、通所施設を中心と 

した知的障がい者向け社会資源マップを作成し、発行しました。 

 

（３）各種報告会・研修会の企画と実施 

   前述の報告会や研修会を、部会員が中心となり企画・実施しました。 

 

５．次期に向けた課題について 

各種報告会や研修を通して、狛江市の当事者の相談は、本人が通所している事業所の職員も多く担っていること

が分かりました。施設内の支援のみならず、本人の生活全般の相談支援を実践している状況が明らかになりました。 

     しかし、通所事業所の職員は個別支援計画を作成するため、当事者と多くの時間をかけて話し合っていますが、

本人の将来の生活、想いなどは、余り話し合いがなされていない、話し合うことが難しい状況であることも分かりました。 

     今後、市内の相談支援をより活性化、充実させていくには、既存の相談支援事業所が担うことはもちろんですが、こ

の研修会や報告会から明らかになったインフォーマルな相談支援を行う事業所との連携体制を作る必要があるほか、

相談支援に関わる研修体制や実施方法をより深めて、検討していくことが必要とされています。 

     そして、この障害ケアマネジメントが支援者と障がい当事者の互いの夢の実現につながるものとしていきます。

年度 回数 開催日 活動/検討内容 

24 
第５回 10 月 23 日(火) 

・社会資源マップ進捗状況の確認と役割分担について 

・第２回暮らしの応援報告会の調整状況について 

・第２回地域での取り組み報告会の調整状況について 

・相談支援専門員のアセスメント研修講師の事前打ち合わせについて 

第６回 11 月 20 日(火) 

・社会資源マップ進捗状況の確認 

・第２回暮らしの応援報告会の実施報告と課題について 

・第２回地域での取り組み報告会の役割分担と調整状況について 

・相談支援専門員のアセスメント研修の調整状況について 

第７回 12 月 12 日(水) ・社会資源マップの作成作業 

第８回 ２月 19 日(火) ・社会資源マップの校正作業 

25 第１回 ４月 23 日(火) 
・社会資源マップの配布方法について 

・第１期活動の振り返りと第２期に向けた課題について 
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～企画・研修部会に参加して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠松 敦子（特別委員） 

 

私は、企画・研修部会で取り組んだ「こまこまマップ」の作成の特別メンバーとして参加をしました。このマップの

作成を通して、市内外の状況を知ることができ、こまめに利⽤ができる⽀援先がまだ不⾜している印象を受けました。

同時に、どのようなサービスがあるのか、といった当事者に対する情報提供も不⼗分であることも感じました。この

作成したマップが少しでも当事者に対して、情報提供ができる役に⽴つものになると良いと思います。。 

 また、「地域での取組み報告会」では報告者として、障害者団体連絡協議会防災ネットの地域における活動を報告し

ました。その中でも、災害時要援護者の対策は、地域の障がい者に対する理解の促進や、当事者と⽀援団体や事業所

の連携が必要不可⽋となります。 

 今後、協議会を通して、取り組んでもらいたい課題と思います。 

社会福祉法人足立邦栄会 狛江活動センター ポンテ 大仁田 妙子 

 

今回私は、企画・研修部会のメンバーとして参加しました。「こまこまマップ作成」「暮らしの応援報告会」「研修

会」などを⾏い、そこでは多くの学びがあり、活動のヒントを頂きました。時には激励も頂き、本当にありがとうご

ざいました。 

この中で、私は特に「障がい者が地域で⽣活すること」に着⽬した、利⽤者と⽀援者が１：１の対話を重ね、本⼈

と⼀緒になって⽣活を考え、⼯夫していくという「暮らしの応援報告会」が印象に残っています。 

まさに「涙あり、笑いあり」の報告会でしたが、障がいの種別を超えて⽀援に共通していることは「その⼈に必要

な⽀援を考える」ということを改めて学びました。 

今後も狛江という地域の中で、刺激し合う良い⼈間関係づくりをして、「こころの豊かさを実感できる狛江」にな

るようにしていくために、⾃⽴⽀援協議会と関わっていきたいと思っています。 

社会福祉法人光友会 ひかり作業所 杉﨑 千詠子 

 

私は、企画・研修部会に副部会⻑として参加し、主に研修の企画と運営、社会資源マップの作成に関わりました。

当初は私で務まるかどうか不安な部分もありましたが、会⻑をはじめとした皆さんのフォローのおかげで第１期を無

事終えることができました。 

毎回の議題を話し合う中で、狛江市の当事者のニーズや福祉の実情について情報交換ができたことは、⾃分にとっ

てよい経験となり、充実した時間を過ごすことができました。 

また、今回企画した研修では、報告者としての参加もしました。報告の準備を進める中で、これまで⾃分が⾏って

きた⽀援を振り返り、客観的に⾒つめ直すことができたことはとても⼤きな経験となりました。 

 物事が発展していくには、⼩さな働きかけの積み重ねが⼤事だと思います。この協議会を継続していくことで、狛

江の福祉が発展していくことを願っています。 
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５－２ 相談支援部会 

１．相談支援部会の目的 

  狛江市での相談支援の体制を明確にし、狛江市の相談支援の役割を明らかにし、多くの方に理解してもらうよ

うに可視化することを行いました。 

「相談支援」という切り口から、狛江市の相談支援の現状について調査・意見交換を重ねることで、狛江市にお

ける相談支援の課題について共有してきました。 

 

２．メンバー 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番 号 区 分 所      属 氏  名 

１ 部会長 
NPO 法人 NPO 狛江さつき会 

地域生活支援センターリヒト 
東 貴宏 

２ 副部会長 
NPO 法人バリアフリーセンター・福祉ネット 

「ナナの家」 
森田 康子 

３ メンバー 
社会福祉法人光友会 

理事 
秋田 忠彦 

４ メンバー 
NPO 法人あすなろ 

ライフケアさんさん 代表 
大西 誠子 

５ メンバー 
狛江市障害者相談員 

身体障害者相談員 
小川 礼子 

６ メンバー 
NPO 法人ハッピーライフフォーエ—バー 

はっぴぃハウス 代表 
津田 正枝 

７ メンバー 
狛江市社会福祉協議会 

サポート 
武藤 慎哉 

８ メンバー 
狛江市手をつなぐ親の会 

会長 
森井 道子 

９ メンバー 
狛江市福祉保健部 

福祉サービス支援室 
九鬼 統一郎 

10 オブザーバー 
狛江市地域自立支援協議会 

会長 
赤塚 光子 
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３．部会の活動/検討内容 

 

年度 回数 開催日 活動/検討内容 

23 第１回 ７月 21 日(木) ・顔合わせと部会の方針等について 

第２回 ８月 26 日(金) ・第３期障害福祉計画に対する意見具申について 

第３回 ９月 12 日(月) ・第３期障害福祉計画に対する意見具申について（前回の続き） 

第４回 10 月３日(月) ・第３期障害福祉計画に対する意見具申について（部会内まとめ） 

第５回 11 月７日(月) ・今後の部会の検討事項の抽出と優先順位の確認 

第６回 12 月５日(月) ・緊急時における相談支援体制と短期入所の連携について 

第７回 １月 23 日(月) ・「緊急性」の種別と短期入所の現状についての情報共有 

第８回 ２月 14 日(火) 
・事業者の連携とネットワークの必要性について 

・次年度の取組む課題の確認 

24 第１回 ４月 23 日(月) 
・相談支援シンポジウムの振り返り 

・今年度に取り組む課題の確認とスケジュールについて 

第２回 ５月 29 日(火) ・当事者の意見を聴く拡大相談支援部会に向けた調整について 

第３回 ６月 28 日(木) ・拡大相談支援部会の実施（１回目） 

第４回 ９月７日(金) ・第１回拡大相談支援部会の振り返りと２回目に向けた調整について

第５回 ９月 12 日(水) ・拡大相談支援部会の実施（２回目） 

第６回 10 月 24 日(水) ・拡大相談支援部会から見えたものと今年度事業の到達点の確認 

第７回 11 月 21 日(水) ・課題から見えた部会の成果物作成について（１回目） 

第８回 12 月 14 日(金) ・課題から見えた部会の成果物作成について（２回目） 

第９回 １月 17 日(木) ・狛江市の相談支援体制の現在と今後の課題について（１回目） 
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年度 回数 開催日 活動/検討内容 

24 第 10 回 ２月 18 日(月) ・狛江市の相談支援体制の現在と今後の課題について（２回目） 

第 11 回 ３月８日(金) ・今年度事業の振り返りと総括について 

25 第１回 ５月 14 日(火) ・第１期活動報告書に掲載する部会の内容について（１回目） 

第２回 ６月 18 日(火) 
・第１期活動報告書に掲載する部会の内容について（２回目） 

・第１期委員任期 終の全体会について 
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３．活動内容とそこから見えたもの 

 

 相談支援部会では、“相談支援”という切り口から、狛江市の相談支援体制の現状について調査や意見交換を行

いました。 

 平成 23 年度は第３期障害福祉計画策定に伴い狛江市に意見具申を提出するため、市内における相談支援体制

の現状について取りまとめると同時に、メンバーの情報共有を図りました。そこでは、市内の相談支援体制、特に相

談窓口の問題、日常的な支援体制を明確化する「障害者ケアマネジメント」の意義について確認されました。 

 この体制が整うことにより、初めて緊急時の支援体制についても議論をすることができるため、体制の整備が急務

であることが確認されました。 

 また、緊急時の支援体制については、現状の狛江市には緊急時に利用することができる短期入所を含めた支援

体制が不足していること等が今後の課題であることが確認されました。 

 また、平成 24 年度は、障がいのある子どもとその家族の相談支援体制に焦点をあて、家族を対象とした支援の可

能性について意見交換会を拡大相談支援部会として実施しました。 

 この拡大相談支援部会でいただいた意見をもとに、市内に居住する障がい児とその家族にとって、必要である社

会資源を一覧として取りまとめたものを本部会の成果物として作成しました（次ページ以降参照）。 

 本活動を通して、狛江市に必要な相談支援体制については、次のようにまとめました。 

 

（１）明確な相談窓口の設置 

    狛江市では、日常的に支援を受ける相談支援体制が十分に整っていないため、明確な相談窓口を設置して

いく必要があります。 

    障がいのある方やその家族が困ったときに、「いつ」、「どこに」、「どんなことを」相談すればよいか分かるように

可視化していく必要があります。本部会では、現在の相談窓口の全体像を年齢別にまとめましたが、より一層の

充実を図っていく必要があります。 

 

（２）障がい者ケアマネジメントの充実 

    障がいのある方やその家族は、一貫した支援、たらい回しにならない支援が必要です。そのためには、計画相

談支援をより充実させ、本人を中心とした障がい者ケアマネジメントがより一層充実しなくてはなりません。 

    本人を中心とした支援計画を作成し、それを軸に多くの関係者が協力していくことで、障がい者ケアマネジメ

ントが充実し、さまざまなライフステージに応じた連携が円滑に図ることができるようになります。 

    本部会では、障がい者ケアマネジメントに関する各種の研修を実施しました。 

 

（３）緊急時の支援体制の充実 

    障がい者ケアマネジメントを充実していくことと同時に、緊急時に対応することができる支援体制づくりも重要

です。 

    本部会で、緊急時における支援体制の議論を進めていく中で、短期入所施設の床数が少ない現状が挙げら

れました。そのような場合に、一時的に本人が普段の生活を離れて生活をすることができる短期入所施設の拡

充が図られることが、本人やその家族がより一層安心して地域で生活することができるようになることから、推進

していく必要があると考えています。
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～相談支援部会に参加して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狛江市手をつなぐ親の会 会長 森井 道子 

 

 私は協議会に相談⽀援部会にメンバーとして、それ以外は傍聴者として参加しました。 

 第１期が荒地を耕すがごとき作業であったことをまずもって委員の皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 本協議会での取組みで、初めて市内事業所の各事業内容を「発表」してもらい、市内の事業所間の学びの場、

当事者や関係者への情報提供の場となる⾮常に良い機会でしたし、更にこれが連携にまで発展したことは素晴ら

しい取組みであったと思います。 

 当事者・家族側から⾔えばこの情報こそ知るべき情報ではないかとおもいました。 

 また、メンバーとして参加した相談⽀援部会では、「どこに相談したら良いか分からない」ことを当事者家族か

ら聞き取り、その現状を整理できたことが良かったことだと思います。 

 更に協議会を通してさまざまな事業所や地域で暮らす障がい者、家族の「困り感」を直接伺い、知ることがで

きたことは⼤変貴重な経験となりました。 

傍聴をする際には、重度の障がいの⼦どもがいる家庭が参加をすることは、とても難しかったですが、それでも

参加をすることができたのは、⾚塚会⻑の「配慮のある中で経験を重ねることが⼤切です」という後押しがあっ

たからであり、娘にとっては新しいドアを開いたことになったと思います。 

 次期は、より当事者を中⼼とした「本⼈が地域で暮らすために必要なこと」を協議会の課題として取り上げて、

より良いものになっていくことを期待します。

NPO 法人バリアフリーセンター・福祉ネット「ナナの家」 森田 康子 

 

知識や経験が浅いながらも相談⽀援部会に参加させていただき、ありがとうございました。市内のさまざまな関係

機関の⽅が集まる部会は学ぶことが多く、福祉関係者としての⾃覚を持って真摯な姿勢で向かい合おうと毎回⾝の引

き締まる思いでした。 

部会では⽉１回の頻度で地域の課題の抽出と整理を⾏い、障害福祉計画の意⾒具申のこと等を話し合いました。障

がい児(者)の親御さんから直接話を伺ったことは特に⼼に残っています。多くの⽅が、相談先がわからないと困って、

⾃分で開拓し、サービスもコーディネートされています。今は作業所に通われる⽅の親御さんが、⾃分たちの時代と

悩みは変わっていないとおっしゃったことも重く受け⽌めました。 

多くの課題がありますが、少しずつでも解決に向かい、障がいのある⽅やそのご家族が狛江市で幸せに暮らしてい

けるよう⼼から願い、応援しております。そのためにも、協議会が発展し活性化することを期待しております。 
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５－３ 子ども部会 

１．子ども部会の所掌事務 

  子ども部会では、障がいのある児童とその家族の支援について、様々な地域の課題を検討しました。 

 

２．メンバー 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 区分 所属 氏名 

１ 部会長 
サポート狛江 

狛江市社会福祉協議会 

中川 信子（～平成 24 年３月） 

小楠 寿和（平成 24 年４月～） 

２ 副部会長 
狛江市社会福祉協議会 

狛江市（健康推進課） 

小楠 寿和（～平成 24 年 3 月） 

根岸 美弥子（平成 24 年４月～）

３ メンバー NPO 法人ゆめぽっと 鈴木 結美子 

４ メンバー NPO 法人ハッピーライフフォーエバー 津田 正枝 

５ メンバー 社会福祉法人雲柱社 日下 美恵子 

６ メンバー 
狛江市社会福祉協議会 

あいとぴあ子ども発達教室“ぱる” 
門田 昭子 

７ メンバー 
NPO 法人バリアフリーセンター・福祉ネット 

「ナナの家」 
皆河 える子 

８ メンバー 当事者（保護者） 根城 智子 

９ メンバー 当事者（保護者） 福田 彰子 

１０ メンバー 民生・児童委員 若松 博子 

１１ メンバー 
東京都立府中朝日特別支援学校 

（現：東京都立府中けやきの森学園） 

福田 晃  （～平成 24 年３月） 

神立 佳明（平成 24 年４月～） 
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３．部会の活動/検討内容 

  

年度 回数 開催日 活動内容 

23 第１回 ７月 21 日(木) 
・顔合わせ及び部会長の選出 

・部会で取り組むべき内容 

第２回 ８月 24 日(水) 
・第３期障害福祉計画の意見具申に向けた現状の課題整理 

・主管課長会議における「障害児支援の強化」の行政報告 

第３回 ９月９日(金) ・子どもを取り巻く現状の課題とその整理（１回目） 

第４回 ９月 16 日(金) ・障がいのある子どもを持つ保護者との意見交換会の実施 

第５回 ９月 26 日(月) 
・意見交換会の報告 

・現状の課題とその整理（２回目） 

第６回 10 月３日(月) 
・現状の課題とその整理（３回目） 

・第３期障害福祉計画に対する意見具申について（部会内まとめ） 

第７回 ３月 23 日(金) ・部会運営について 

24 第１回 ６月 11 日(月) 
・部会長、副部会長の選出について 

・部会の目的と運営方法について 

第２回 ７月 10 日(火) ・グループインタビュー（１回目）実施の概要とその手法について 

第３回 ９月 27 日(木) 
・グループインタビュー（１回目）の実施 

参加団体：福祉ネット「ナナの家」、はっぴぃハウス 

第４回 10 月９日(火) 
・グループインタビュー（１回目）の報告 

・グループインタビュー（２回目）の実施打ち合わせ 

第５回 11 月 27 日(火) 
・グループインタビュー（２回目）の実施 

参加団体：ぱる親の会 

第６回 11 月 28 日(水) 
・グループインタビュー（２回目）の報告 

・グループインタビュー（３、４回目）の実施打ち合わせ 

第７回 ２月 14 日(木) 
・グループインタビュー（３回目）の実施 

参加団体：調布特別支援学校、府中けやきの森学園 

25 
第１回 ４月 23 日(火) 

・グループインタビュー（３回目）の報告 

・グループインタビュー（１～３回目）のまとめ（１回目） 

・第２期協議会の引継ぎについて 

第２回 ５月 13 日(月) ・グループインタビュー（１～３回目）のまとめ（２回目） 

※・グループインタビュー（４回目）は予定が折り合わなかったため、中止とさせていただきました。
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４．主な活動内容 

  ● 障がい児の保護者に対するグループインタビュー 

    ＜概要＞ 

      子ども部会が発足した当初、障がい児の保護者に対して、第３期障害福祉計画に対する意見具申を行うための

意見交換会を実施しました。 

      しかし、子どもたちの「育ち」と「子育て全般」を考えるには、より多くの意見を聴き、個々の課題からニーズを明ら

かにする必要があったため、平成 24 年度に障がい児の保護者に対してグループインタビューを実施しました。 

      インタビューは、市内の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所を利用している児童、市内の固定

級、通級に通っている児童、通学している特別支援学校児童の保護者に対して、計３回実施しました。 

 

    ＜グループインタビューから見えたもの＞ 

     全３回のグループインタビューの内容を整理し、子育てを行っている保護者の置かれている状況を重要なカテゴ 

リーごとに並び変えた、課題に対する意見を以下にまとめました。 

 

     子育て中の母親が置かれている現状 

    （１）支援が必要な子どものこと以外に直面する家族全体の問題 

・同居している祖父母などがいる場合に、その介護を行っている場合があり、そのサービスの調整等も同時に 

行わなければならない状況にあります。 

       ・兄弟児がいる場合に、支援が必要な子どもに対して時間をかけることが多くなってしまい、兄弟児にかける時間

が殆どありません。 

       ・母親自身の年齢に伴う体力の低下、父親や祖父母などの子どもやサービスに対する理解不足から、母親が孤

立化し、精神的に追い詰められてしまう状況となり、家族を含めた将来に対する不安があります。 

 

    （２）相談先がない 

・上記（１）のように不安を抱えていながら、誰とも相談をすることができない状態が慢性化しており、より一層母親 

 の気力を減退させています。 

       ・公的な相談機関が知られておらず、どのような時に、どこに相談をしたらよいか分からない状況になっています。

同じサービス提供事業所を利用している母親や、同じ学校の同級生、上の学年の母親に相談をすることが多く、

さらに家族全体の問題について相談をする機関がありません。 

       ・就学をした後は、教育分野と福祉分野で相談先が分かれてしまうことにより、互いの情報交換も十分ではありま

せん。 

⇒ １か所の相談窓口で対応し、介護保険制度のケアマネジャーのような相談員がいるとよい。 

 

    （３）利用したいサービスの不足 

       ・市内のショートステイが利用できず、もし自分に何かあった時はどうしよう、という不安が募り、最終的には自分

が頑張るしかない、という諦めに繋がる原因となっています。 

       ・教育機関や就労施設の送迎サービスがないことから、母親が恒常的に担っており、将来の見通しを持つことが

できないため、母親の精神面の大きな負担となっています。 

       ・医療的ケアが必要な場合は、家族以外の支援を見込むことがさらに困難になることから、現実的に利用できる

サービスがない状況となっています。
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 以上の課題点から、このことに対する対策を次のように整理しました。 

     （１）子どもの成長によって途切れることのない一貫した相談窓口の開設、その周知を行うこと 

     （２）家族全体の問題に対して相談、支援を行う機関を設けること 

     （３）子育て中の母親同士の繋がりと家族間（父親や兄弟児）の繋がりを強めていく取組を行うこと 

     （４）フォーマル、インフォーマルを問わずニーズに合わせたサービスの提供を行うと同時に、既存のサービスだけで

は恒常的なサービスの不足を解消することが困難な場合には、地域全体の課題として関係者の間で共有し、

その課題解決に向けて検討すること
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～子ども部会に参加して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田 彰子 

 

「⾃⽴⽀援協議会!?」正直、難しい専⾨⽤語が並ぶ資料に馴染めませんでした。けれど、障がいを持つ⼦どもたち

の親として、私たち親⼦にとって、狛江がより暮らしやすく、安⼼して⽣活できるまちになるよう、微⼒でもお役に

⽴てるならばという思いで参加しました。 

⼦ども部会で⾏ったグループインタビューに、当事者の⼀⼈として参加しました。困っていること・⼼配なこと…

仲間同⼠で吐き出すことはあっても、それを公的機関に吸い上げていただく機会はなかなか無く、貴重な場だったと

思っています。 

インタビューで語られたことは、たわいのない愚痴のようでも、すべてが⼤変切実な問題です。 

私同様、厳しい現状を変えることに繋がるならば…と協⼒していただいた皆さんの声を無駄にしないよう、インタ

ビュー内容を次期協議会に引き継いで、活かしてもらいたいと願います。 

 東京都立府中けやきの森学園 知的障害教育（B）部門  

 進路指導専任 神立 佳明 

 

私は、前任の福⽥晃委員の引き継ぎで、平成 24 年度から全体会委員、⼦ども部会に参加しています。まだ、⾃分⾃⾝

の役割がよくつかめていない状況ではありますが、⼦ども部会で今年２⽉に実施した、本校の保護者や調布特別⽀援学校

の保護者の⽅に参加していただいた、グループインタビューでは、司会・進⾏を努めさせていただきました。狛江市にお

ける福祉の現状や保護者の⽅のご苦労を伺い知ることができ、とても貴重な時間となりました。私は、学校で進路指導を

担当しておりますが、今後の⽣徒たち・保護者の⽅たちへの指導・⽀援に活かしていきたいと思いました。 

狛江市の福祉の状況も分かってきたこともあり、今後も協議会の委員として、狛江市の福祉の発展に微⼒ 

ながらも協⼒していきたいと思います。今後もよろしくお願いいたします。 
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 NPO 法人バリアフリーセンター・福祉ネット 「ナナの家」 皆河 える子 

 

私は協議会専⾨部会の⼦ども部会メンバーとして参加しました。 

平成 21 年７⽉、「狛江市地域⾃⽴⽀援協議会」の全体会がエコルマホール７階で開かれた時は、会場は熱気に包まれ、

これから狛江の新しい福祉の街づくりが始まるのだと、わくわくしたのを今でも思い出します。 

私は今まで福祉制度について、ほとんど知らずに過ごしてきましたが、⾚塚先⽣が会⻑に就任されてからは、様々な関

連情報が関係者に届くようになり、私も福祉制度について学ぶことができたことは⼤変貴重であったと思います。 

３年にわたる第１期地域⾃⽴⽀援協議会の委員任期が終了しますが、新たな⼀歩を踏み出すことができたと感じていま

す。これからも障害者権利条約批准を胸に、協議会に携わりながら”暮らしやすい狛江”を実現することができるよう、学

んでいきたいと思います。 

民生児童委員 若松 博子 

 

昨今は⾊んなところから情報を得ることができますが、実情を把握するためには直接家族や事業者に話を聞く、或いは

⾒学や視察等を⾏い、⽇常⽣活の苦労を知ることの必要性を実感しています。 

 私は⼦ども部会に参加しましたが、そこで障がい児の保護者と接し、就学のことが⼤きな課題で、利⽤しているサービ

スは市外事業所を多く利⽤しているという実情を知りました。そして、将来の⼦どもたちのために⼀⽣懸命活動している

姿に親の⼒の強さを⾒た気がしました。 

 確かに、財政⾯、その他の問題もありますが、共⽣社会を実現するために、学校等の⾨⼾をもっと開き、職業訓練や居

住⽀援も含めた地域サービスの場を広げ、当事者・地域・⾏政が協⼒し合い、障がいのある⽅が狛江で豊かに暮らせるこ

とを⽬指して進んでいくために、協議会が活性化すると良いと思います。 

 今期の協議会が踏み出した⼀歩はまだ⼩さいけれど、確実に進んでいると思います。次の⼀歩がもう少し⼤きくなるよ

うに、皆で今の課題を確認し、共有し、⾜りないものをどのようにしたら良いか知恵を出し合い、マンパワーで実現する

ことができたら良いと思います。 



 

38 
 

５－４ ペガサス（当事者部会） 

１．ペガサス（当事者部会）の所掌事務 

  ペガサス（当事者部会）では、障がいのある方が中心となり、狛江市における課題点、勉強をしたいこと、催事

などについて主体的に取組みました。 

 

２．メンバー（全体会及び役員会のメンバー） 

 

 

 

 

 

                           他１名 

 

３．ペガサス（当事者部会）の組織図 

  ペガサスは、現在課題ごとに３つに分かれて活動をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ ペガサス（当事者部会）の組織図 

 

ア ミ ー ゴ ネ ッ ト ： 障がいのことなど、自分たちに関係することの勉強会を開いています。 

チ ー ム ホ イ ー ル ： バリアフリーについて調査しています 

楽しいことを考える ： さまざまなイベントを企画し、実施しています。 

 

 

 

 

 

番号 区分 所属 氏名 

１ 部会長 当事者 足利 孝宏 

２ 部会長 当事者 米澤 薫 

３ メンバー 当事者 松本 裕子 

４ メンバー 当事者 古谷 直人 

５ メンバー 当事者 牧 奈苗 

６ メンバー 当事者 澤 佳保里 

７ メンバー 当事者 山口 勝弘 
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４．主な活動内容 

 ペガサスは発足当初は当事者部会と称し、全体会（現在のペガサス会議）において自らの課題を話し合う場として

の機能を想定していましたが、自らがやりたいこと、課題に対して主体的に取り組むようにするため、３つのチームに

分かれ、それぞれ名称についても考え、現在の「ペガサス」が誕生しました。 

 ３つのチームが活動を主体的に行うようになるにつれて、ペガサス全体をまとめていくために、全体会を報告の場と

して位置づけ、各チームの活動状況を把握できるようにしました。 

 また、全体会が始まる前に、会長と副会長の話し合いの場である役員会（現在のペガサス役員会）を設け、ペガサ

ス会議の議題の整理や準備、議事進行の方法などを確認しました。 

 当事者同士の輪が広がる中で“気軽に話ができる場所を作りたい”という思いを形にした 

「コミュニケーションルーム」も企画から実現につなげました。そして、平成 24 年 12 月３日から 

７日まで開催された狛江市障がい者週間作品展示会でも、より多くの方にペガサスの活動を 

知ってもらうため、有志一同でペガサスの展示品作製し、市役所２階ロビーに出品しました。 

 

【ペガサス会議（全体会）とペガサス役員会（役員会）】 

○ペガサス会議 

 

年度 回数 開催日 活動内容 

23 第１回 ７月 21 日(木) 
・当事者部会（仮称）参加者の対象と構成メンバーについて 

・部会で取り組む内容について 

第２回 ８月 26 日(金) 

・狛江市地域自立支援協議会、当事者部会（仮称）に関する説明 

・当事者部会（仮称）のルールについて 

・狛江市に住んで感じていることについて 

第３回 ９月 22 日(木) 

・メンバーの顔合わせと役員の選出について 

・当事者部会（仮称）の名称について 

・当事者部会（仮称）で取り組む内容について 

第４回 10 月７日(金) 
・新規メンバーの顔合わせ 

・ペガサスメンバー申込書（案）について（２回目） 

第５回 11 月 11 日(金) 

・ペガサスメンバー申込書（案）について（３回目） 

・全体会に対する議案について 

・クリスマス会の準備等について 

第６回 12 月９日(金) 

・クリスマス会の実施 

参加者 11 名（身：３名 知：５名 精：３名） 

支援者 ７名（ヘルパー・ボランティア等） 

第７回 １月 13 日(金) 

・メンバー任命書の交付について 

・クリスマス会の報告について 

・ペガサス会議の運営方法について（１回目） 

・ペガサスの年間計画について（１回目） 

第８回 ２月 16 日(木) 

・ペガサス会議の運営方法について（２回目） 

・ペガサス年間計画について（２回目） 

・ペガサスの目標について 
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年度 回数 開催日 活動内容 

24 第１回 ５月 16 日(水) 
・４月実施のお花見会報告、感想、反省について 

・３チームからの活動報告と今後の予定について 

第２回 ７月 10 日(火) 
・３チームからの活動報告について 

・コミュニケーションルーム創設の提案について 

第３回 ９月 11 日(火) 

・３チームからの活動報告について 

・コミュニケーションルームの準備について 

・新年会開催の担当者と準備について 

・障がい者週間展示会の参加の確認について 

第４回 11 月 20 日(火) 

・３チームからの活動報告について 

・障がい者週間展示会の準備について 

・ペガサスの今後の活動予定について（１回目） 

第５回 ２月 12 日(火) 
・３チームからの活動報告について 

・ペガサスの今後の活動予定について（２回目） 

25 第１回 ４月 16 日(火) 平成 25 年度の活動予定の検討など 

 

○ペガサス役員会 

 

年度 回数 開催日 活動内容 

24 第１回 ５月 16 日(水) ・ペガサス会議の打ち合わせについて 

第２回 ６月 26 日(火) ・ペガサス会議の打ち合わせについて 

第３回 ７月 10 日(火) ・ペガサス会議の打ち合わせについて 

第４回 ８月 24 日(金) ・ペガサス会議の打ち合わせについて 

第５回 11 月 20 日(火) ・ペガサス会議の打ち合わせについて 

第６回 ２月 12 日(火) ・ペガサス会議の打ち合わせについて 

第７回 ３月５日(火) ・ペガサス会議の打ち合わせについて 

25 第１回 ５月 10 日(金) 
・ペガサス会議の打ち合わせについて 

・ペガサス選挙の詳細について 

第２回 ６月７日(金) ・ペガサス選挙の詳細について 
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【アミーゴネット】 

 アミーゴネットは、自分たちの障がいのことについて、知らないこと、知っていないことがあるため、勉強をすることを

目的に創設されました。障がい種別や手帳をはじめとして、生活全般の幅広い内容について勉強会を実施しまし

た。 

 

年度 回数 開催日 活動内容 

24 第１回 ５月 23 日(水) 勉強会の打ち合わせ 

第２回 ６月６日(水) 
「障がい者として生きていくということは、どういうことか？」 

講師：北原 悦治さん 

第３回 ６月 20 日(水) 
「障害者手帳とは何か、どんなものがあるか？」 

講師：北原 悦治さん 

第４回 ７月 11 日(水) 
「障害者手帳があると受けられるサービスは何か？どんなものがあるか？」 

講師：狛江市福祉サービス支援室 小原 正枝さん・中村 容明さん 

第５回 ９月４日(火) 勉強会の打ち合わせ 

第６回 ９月 20 日(木) 勉強会の打ち合わせ 

第７回 10 月９日(火) 
「障害者手帳の利用の仕方」 

講師：狛江市障害者地域自立生活支援センターサポート 大澤 弘子さん 

第８回 10 月 18 日(木) 勉強会の打ち合わせ 

第９回 11 月 13 日(火) 
「個別支援計画について」 

講師：社会福祉法人足立邦栄会 徳武 孝さん 

第 10 回 12 月 11 日(火) 
「結婚・恋愛について」 

講師：松本 裕子さん（当事者） 

 

【チーム・ホイール】 

チーム・ホイールは、色々な場面におけるバリアフリーについての調査を行うことを目的に創設されました。 

今期は主に、道路や建物などのバリアフリーについて「まちづくり」の観点を中心とした活動を行いました。 

 

年度 回数 開催日 活動内容 

２３ 第１回 ３月９日(金) 
・顔合わせと今後の活動内容について 

・車いす体験会の準備と内容について 

２４ 第１回 ４月 13 日(金) 
・車いす体験会の実施（１回目） 

 経路：あいとぴあ⇔狛江駅 

第２回 ５月９日(水) ・車いす体験会の感想・反省（１回目） 
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年度 回数 開催日 活動内容 

２４ 第３回 ５月 11 日(金) ・車いす体験会の感想・反省（２回目） 

第４回 ６月 15 日(金) ・チーム・ホイールの短期目標と今年度の計画について 

第５回 ７月 20 日(金) 
・チーム・ホイールで活動したいことについて 

・私の考える「みちづくり」について 

第６回 ８月６日(月) 
・狛江市の「みち」を変えていくためにはどうしたら良いか について 

・今後の予定の見直しについて 

第７回 ９月 18 日(火) 
・町田市視察のための準備について 

 （バリアフリーブロックを敷いた歩道を視察にいく） 

第８回 10 月 15 日(月) ・町田市視察の実施 

第９回 11 月 19 日(月) ・「障がい者週間展示会」の準備について 

第 10 回 12 月 14 日(金) ・町田市視察の感想・反省 

第 11 回 １月 22 日(火) 
・バリアフリーブロックのソフト面の検討について 

・行政担当者との話し合いについて（狛江市・板橋区） 

第 12 回 ２月 22 日(金) 
・狛江市のみちづくりについての意見交換会の実施 

 （視覚障がい者・バリアフリーブロック製造業者） 

第 13 回 ３月 15 日(金) ・２月の意見交換会の振り返りについて 

２５ 第１回 ４月 12 日(金) ・チーム・ホイールの目的の再確認と今年度の活動について 

第２回 ５月 17 日(金) 
・車椅子体験会（２回目） 

 経路：あいとぴあ⇔松原⇔狛江駅 

第３回 ６月 18 日(火) ・第１期の活動の振り返りについて 
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【楽しいことを考える】 

 楽しいことを考えるは、自分たちでイベントの企画、実施をしていくことを目的として創設されました。お花見会や新

年会といったイベントの企画を行い、多くの方に参加をしてもらい、当事者同士の輪も広がりました。 

 

年度 回数 開催日 活動内容 

23 第１回 ３月１日(木) ・お花見会の準備について 

24 第１回 ４月６日(金) ・お花見会の準備について 

第２回 ４月７日(土) 
・お花見会の実施 

 参加者 19 名（身：７名 知：10 名 精：２名） 支援者 ８名（ヘルパー・ボランティア等） 

第３回 ４月 26 日(木) ・お花見会の感想、反省について 

第４回 12 月 18 日(火) ・新年会の準備について 

第５回 １月 25 日(金) ・新年会の準備について 

第６回 １月 26 日(土) 
・新年会の実施 

 参加者 18 名（身：４名 知：12 名 精：２名） 支援者 ６名（ヘルパー・ボランティア等） 

 

 ３チームの活動とは別に、当事者が気軽に集まり、談話やゲームなどをしてコミュニケーションを図る場として企画・

立案したコミュニケーションルームを設置しました。第１期では、平成 24 年 10 月６日（参加者：７名）、平成 25 年２月２

日（参加者：６名）、平成 25 年３月２日（参加者：３名）の計２回開催しました。 

 第１期では試験的な導入、実施を第１期では行いましたが、今後も継続して集まりたい、という要望が多く、今後も

定期的に開催していくこととしています。 
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５．第２期の活動予定について 

 ペガサスの第１期は非常に多くの会議があったため、次期以降は活動の計画を立てることとし、その計画に沿って

進めていくこととしました。 

 

平成 25 年度（第２期以降）の主な活動予定 

開催月 内容 

７月 ・ペガサスメンバーの次期会長、副会長の選出（ペガサス選挙） 

・アミーゴネットの開催 「結婚等について」 

・コミュニケーションルームの実施 

８月 ・ペガサス役員会の実施 

・「ボランティアのつどい」の参加についての確認（１回目） 

９月 ・「狛江市障がい者週間展示会」の参加についての確認（１回目） 

・「ボランティアのつどい」の内容確認（２回目） 

・11 月開催予定のペガサス会議の準備 

１０月 ・「ボランティアのつどい」の内容確認（３回目） 

・ペガサス役員会（11 月開催予定のペガサス会議の次第の作成について） 

１１月 ・ペガサス会議の実施 

・チームホイールの開催 「狛江市のトイレのバリアフリーについて」 

・９月の検討を踏まえた「狛江市障がい者週間展示会」の準備（２回目） 

１２月 ・「狛江市障がい者週間展示会」の参加 

・ペガサス役員会（お花見会の準備について） 

１月 ・ペガサス役員会の実施 

２月 ・ペガサス役員会の実施 

３月 ・ペガサス役員会の実施 

（※ 現時点での予定のため、今後変更等が生じる場合があります。） 
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～ペガサス（当事者部会）に参加して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者（知的障がい者）/ペガサス部会長 足利 孝宏 

 

私は、ペガサス（当事者部会）の部会⻑として⾃⽴⽀援協議会に参加しました。 

ペガサスがはじまって、２年が経ち、これまで⾊んなことに取り組みました。 

当事者の⽬線から、全体会や定例会の資料にルビを振ってもらい、少しでも読みやすく、⾒やすくしてもらうようにしま

した。 

これからも、ペガサスが良いものになるように、頑張っていきたいと思っています。 

狛江市社会福祉協議会サポート/ペガサス部会長 米澤 薫 

 

私は当事者として、全体会委員、専⾨部会ペガサス（当事者部会）の部会⻑として⾃⽴⽀援協議会に関わりました。 

ペガサスの発⾜当初は、当事者の姿が余り⾒えない狛江市では⼈が集まらないのでは、という不安でいっぱいでしたが、

今では多くの当事者が⾃ら率先して、意欲的に取り組むペガサスになっています。 

ペガサスでは、障がい者同⼠の相互理解も進み、今までできなかったこと、知らなかったことを学ぶことができたと思

います。そして当事者のエンパワメントを引き出し、新たなリーダーも台頭してきたことは、とても嬉しいことでした。

今後も障がい者が地域で⽣活していくために、どのようなことが必要なのか、当事者ならではの⽬線から、協議会に関

わって発信していきたいと思っています。 

狛江市社会福祉協議会 武藤 慎哉 

 

 私は地域⾃⽴⽀援協議会に事務局メンバー、ペガサス（当事者部会）の障がい当事者の⽀援者として関わりました。 

ペガサスはこれまで話し合う場がなかった当事者が、⾃らのことを意⾒したり、発⾔をする場となりました。その中で

は「結婚・恋愛についての勉強会」や「狛江市内の道路をバリアフリーにする活動・調査」「お花⾒やクリスマス会などの

イベント」など多くの取り組みが⾏われました。また、ペガサスの役員を選挙で決めようと役員選挙も⾏う予定です。 

地域⾃⽴⽀援協議会は⽀援者でなく当事者のためにあるものであり、私⾃⾝、ペガサスに関わる中で多くのことを学ば

せて頂きました。 

今後も狛江市地域⾃⽴⽀援協議会において当事者の⽅々がより活躍されることを期待します。 
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 平成２３年度から狛江市では、本協議会の会議録（全体会と定例会）の作成を市内の就労支援事業所に委託をし

ています。そこで会議録の作成に携わっている当事者の方に、お話しを伺いました。 

～会議録作成に携わって～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労支援事業所メイ 倉光 紘太郎 

 

私は、このテープ起こしを通して⾃⽴⽀援協議会と関わりました。会議の内容を⽿で聞いているだけで、内容はよく分

かりません。 

 初めてやったこの仕事が⼤変なことは分かっていたけれど、当初は思ったほどできず、本当に⼤変でした。特に電⾞の

⾳であったり、話している⼈の声が⼩さい、はっきり聞こえないなどがあり、⾊々と苦労しました。 

 けれど、仕事として経験した⽅が良いと思い、特に賃⾦のことも考えず取組みました。今では、⼊⼒スピードもあがり、

パソコンのスキル向上に役⽴ったと思っています。 

 今は録⾳⽅法を⾒直してくれたこともあって、これまでいくつも仕上げることができましたが、会議の時間が⻑く、更

に締切期限が短いので、とても⼤変な思いをしたこともあるので、期限がもう少し⻑くなるといいな、と思っています。

今度は、実際にペガサス（当事者部会）に⾏き、当事者の「⽣」の声を⾃分の⽿で聞いて、その経験を今後のより⼤き

な仕事に⽣かせるようにしていきたいと思います。 

就労支援事業所メイ O．M 

 

 テープ起こしを担当していた O．M です。 

 当初テープ起こしを始めた頃より、録⾳はかなり聴き取りやすくなりましたが、⼈によって話すスピードや、声の⼤き

さが違うので、とても苦労しました。時折誰かが発⾔をしているときに、話してしまう⽅がいるので、それがなくなると

良いと思います。 

 そして、障がいのある⽅のための会議なのに、資料に難しい単語が多く、資料にはルビを振っただけで説明もなく、会

議では分かるのかな、という印象を受けました。説明があると良いと思います。 

 やり始めた当初は時間の⻑さに驚きましたが、今は気にならなくなりました。今後も期限内に終わらせること、間違い

を少なくして⾏きたいと思います。 
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狛江市地域自立支援協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（平成17年法律第123号。以下「法」とい

う。）に基づき，障がい者及び障がい児の地域における基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわ

しい生活を支援するため，相談支援事業を適切に実施し，地域の関係機関のネットワークの構築を図ると

ともに，地域の課題を整理し，解決に向け，その方策を協議する場として，狛江市地域自立支援協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議を行う。 

(１) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 

(２) 地域の社会資源の開発及び活用に関すること。 

(３) 困難事例の支援のあり方に対する協議及び調整に関すること。 

(４) 障がい者及びその家族等が地域社会において基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし

い生活を営むにあたっての課題とその解決策に関すること。 

(５) その他市長が必要と認めること。 

（委員） 

第３条 協議会は，次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命した者（以下「委員」という。）をもって組

織し，委員は20名以内とする。 

(１) 法第29条第１項に定める障害福祉サービス事業者 

(２) 法第51条の14第１項に定める指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第１項第１号に定める指

定特定相談支援事業者 

(３) 保健・医療関係者 

(４) 教育・療育関係者 

(５) 学識経験者 

(６) 障がい者・障がい者団体関係者 

(７) 就労支援関係者 

(８) 公共的な団体の関係者 

(９) 狛江市福祉基本条例（平成６年条例第13号）第26条に定める市民福祉推進委員会の委員 

(10) 市職員 

(11) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は，３年以内とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選によって定める。 

３ 会長は協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 
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（全体会） 

第５条 会長は，全委員の情報の共有化を図るとともに，第２条に規定する所掌事項について協議及び報告

を行うため，必要に応じて全体会を開催することができる。 

２ 全体会は，委員の過半数の出席をもって成立し，議決については出席委員の過半数で決し，可否同数の

ときは会長の決するところによる。 

（定例会） 

第６条 第２条に規定する所掌事項について協議するため，会長は定例的に定例会を開催することができる。 

２ 定例会は，協議会の委員のうち，会長が指名する委員をもって構成し，幹事長及び副幹事長を置き，会

長がこれを指名する。 

（専門部会） 

第７条 会長は，第２条に規定する所掌事項について必要な資料の収集，研究及び検討を行うため，必要に

応じて協議会に専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会の構成及び運営に関し，必要な事項は，協議会の協議により別に定める。 

（意見の聴取） 

第８条 全体会，定例会及び専門部会は，必要に応じて協議会委員以外の者の出席を求め，意見を聞き，又

は説明を求めることができる。 

（会議の公開） 

第９条 協議会の会議は，原則公開とする。ただし，個人情報等に関する事項を協議するときは，会議の全

部又は一部を公開しないことができる。 

（個人情報の保護） 

第10条 協議会の委員及び協議会への出席者は，個人情報の保護に関する法律（平成15年法律57号）及び狛

江市個人情報保護条例（平成13年条例第１号）の各規定を厳守するほか，協議会で取り扱った個人情報等

秘密を漏らしてはならない。この場合において，その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第11条 協議会の庶務は，福祉サービス支援室において処理する。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，協議会の協議により別に定める。 

付 則 

この要綱は，平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成24年３月28日要綱第28号） 

この要綱は，平成24年４月１日から施行する。 

付 則（平成25年４月11日要綱第70号） 

この要綱は，公布の日から施行し，平成25年４月１日から適用する。
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狛江市地域自立支援協議専門部会内規 
 

平成 23 年 10 月 19 日 

自 立 支 援 協 議 会 決 定 

 

（目的） 

第１条 この内規は，狛江市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）の下に設置する専門部会（以下「部

会」という。）について，必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 部会は，障がい者（児）の生活に関わる各分野において地域で抱える事項について課題を整理し，協議

会に報告する。 

（組織） 

第３条 部会のメンバーは，協議会委員及び協議会が必要と認める関係者及び一般公募者で構成する。 

２ メンバーは協議会会長が任命するものとする。 

３ 協議会会長は，各部会に所属するものとし，適宜参加するものとする。 

４ メンバーの任期は，原則として３年以内とし，再任を妨げない。ただし，期間を定めて設置される部会メン

バーについては，その部会の期間内とする。 

５ 各部会において定数は10名程度とする。 

６ 部会に部会長１名，副部会長１名以上を置くものとし，部会長，副部会長はメンバーの互選によるものとす

る。 

７ メンバーは，推薦又は公募によるものとし，１人１部会とする。また，原則として１団体からは１名の選出

とする。ただし，協議会委員についてはこの限りではない。 

８ 部会長は，部会を代表し，会務を総理する。 

９ 副部会長は部会長を補佐し，部会長に事故のあるとき又は，部会長が欠けたときには，その職務を代理する。 

（会長） 

第４条 部会は，部会長が招集し，会議の議長となる。 

２ 部会は，メンバーの過半数の出席により，開催することができる。 

３ 部会は，関係者の出席を求め，その説明又は意見を聴くことができる。 

４ 会議は原則公開とするが，個人情報等に関する事項を審議する場合は，会議の全部又は一部を公開しないこ

とができる。 

（組織と会議についての適用除外） 

第５条 当事者を中心として構成される部会においては，第３条第５項及び６項，第４条第４項の規定につ 

 いては，この限りではない。 

（庶務） 

第６条 部会の庶務は，福祉保健部福祉サービス支援室において処理する。 

（委任） 

第７条 この内規に定めるもののほか，部会の運営にあたり必要な事項は，協議会が別に定める。 

付 則 

この内規は，協議会決定の日から施行し，平成23年７月21日から適用するものとする。



資料３ 

51 
 

狛江市地域自立支援協議会について 
〔狛江市地域自立支援協議会運営マニュアル〕 

 

作成：2011（平成 23）年３月 28 日 

改訂：2012（平成 24）年６月 14 日 

 

【役 割】 

  狛江市地域自立支援協議会では、障がい者が狛江でいきいきと安心･安全に生活できるよう、必要な情報の

提供や交換を行ないます。主に、相談支援事業や、地域の関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議、

障がい者等に関する施策の推進等について話し合いを行います。 

  特に、狛江市地域自立支援協議会は相談支援体制の中核として重要な役割を果たすことが期待されています。

狛江市地域自立支援協議会を中心として、ライフサイクルを通じた障害福祉サービスの利用援助や当事者によ

る相互支援、権利擁護のために必要な援助等を提供する体制の充実のために、障がい者の地域生活を支えるネ

ットワークを構築できるよう活動して行きます。 

  このような事業を推進するため、市内の障がい者、障がい者団体、関係者、事業者、保健・医療関係者、雇

用関係機関、学識経験者等からなる「狛江市地域自立支援協議会」を設置します。 

 

【運営の視点】 

 １ 共通の目的を持つ 

   障害者自立支援法が目指す「障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」について、全員が大きな 

共通認識を常に持ちながら進めていきます。 

 ２ 情報の共有 

   地域の実態や課題等の情報を集約し、全員が共有します。地域の実態や課題等を把握するためにも、「個 

別ケア会議」を地域自立支援協議会の原点として位置づけます。 

 ３ 具体的に協働する 

   地域で実際に起こっている地域の課題を持ち寄り、全員が自らの課題として受け止め、共に解決しよう、 

自分は何ができるのか、現在より一歩でも前進しようというスタンスで協働していきます。共通の目的に向 

け具体的に協働していきます。 

 ４ 本人を中心とした支援のネットワークを構築する 

   障がい当事者が抱える様々なニーズに対応していくため、保健、医療、福祉、教育、就労等の多角的な視 

点による多様な支援を一体的かつ継続的に行います。
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【機 能】 

（自立支援協議会の運営マニュアルの作成・普及事業企画編集委員会編・著「自立支援協議会の運営マニュアル」2008年3月10日

より） 

情報機能 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信 

調整機能 
地域の関係機関によるネットワーク構築 

困難事例への対応のあり方に対する協働、調整 

開発機能 地域の社会資源の開発、改善 

教育機能 構成員の資質向上の場として活用 

権利擁護機能 権利擁護に関する取り組みの展開 

評価機能 

相談支援事業者の運営評価 

サービス利用計画作成費対象者等の評価 

相談支援機能強化事業及び都相談支援体制整備事業の活用 

【狛江市地域自立支援協議会の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 狛江市地域自立支援協議会全体図（平成 25 年４月現在） 

 

【狛江市地域自立支援協議会の「事務局」の役割】 

狛江市地域自立支援協議会の事務局は、相談支援を主たる事業としている事業所及び福祉サービス支援室です。

狛江市内の障がい者の相談に関してまず 初にコンタクトをとりうる立場であり、狛江市内の実情を現実に即し

た形で課題化していきます。事務局が中心となって市内の関係機関等が綿密に連携し、狛江という地域のニーズ

や課題を明確にしながら解決に向けて取り組んでいきます。 

＜事務局の構成員＞ 

１）狛江市福祉サービス支援室 

２）狛江市特定相談支援事業所サポート 

３）地域生活支援センターリヒト 

４）相談支援センターみずき
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【各会議について】 

■１ 個別ケア会議 ⇒ 個別ケア会議は協議会の命綱 

（１）個別ケア会議とは 

①狛江市内にお住まいのＡさんの支援について協議する場です。 

②市内の相談支援事業所の相談支援専門員が会議を招集します。 

③その時点におけるＡさんのニーズに対応した関係者が参集することになります。 

④本人が必ず参加して、家族や関係者と一緒に、Ａさんのニーズを満たすための話し合いをします。 

（２）構成員 

Ａさんのニーズに対応した関係者から構成 

Ａさん 

関係者・・・・・・・・・・・・  Ａさんの家族、Ａさんの通所先の職員など 

相談支援事業者（相談支援専門員） 地域生活支援センターリヒトなど 

  行政・・・・・・・・・・・・・  福祉サービス支援室など 

その他・・・・・・・・・・・・  居宅介護事業所などの支援機関など 

 （３）個別ケア会議のポイント 

①Ａさんの相談に必要な関係者が参加していますか 

→開始から終了まで相談支援専門員が責任を持ちます 

②本人のニーズに添った支援になっていますか 

③短期目標と中長期目標を整理していますか 

→すぐにできる支援と時間を要する支援を分けて議論します 

④すぐにできる支援について、具体的な役割分担はできていますか 

⑤現状ではできないことを地域の課題とすることを確認・共有できていますか 

 （４）相談支援専門員の役割 

・本人の相談内容をしっかりと受けとめます 

・関係者や関係機関との連絡調整を行い、会議を開催します 

・司会進行及び取りまとめを行います 

・地域における個別ケア会議の課題を集約します 

・定例会へつなげるために報告書などを作成します 

 

■２ 事務局会議 ⇒ 地域のニーズや課題などの集約 ･ 事務局は協議会のエンジン 

（１）事務局会議とは 

狛江市地域自立支援協議会の運営に関して協議する場として、全体会の協議事項や会議資料等の調整を

するとともに、全体会の運営の方向性や地域づくりにかかわる解決策を協議する場でもあります。 

狛江市内で開催されている個別ケア会議を通じて、個別のニーズや課題等の集約を行い、定例会へつな

げます。また、課題を解決する方策を検討し提案します。 

 

（２）事務局会議のポイント 

【全体会、定例会を開催するにあたって】（福祉サービス支援室が主体） 

①全体会・定例会の運営スケジュール等の作成・管理 

②全体会・定例会の協議事項の調整や会議資料等の作成 

③原則として月１回開催
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（３）構成員 

  ・狛江市福祉サービス支援室 

・狛江市特定相談支援事業所サポート 

・地域生活支援センターリヒト 

・相談支援センターみずき 

・必要に応じて協議会委員の参加を求める 

 

（４）役割 

【全体会・定例会を開催するにあたって】 

・協議事項の調整や会議資料等の作成を行います 

・全体会・定例会の開催日程や構成員の調整を行います 

・地域自立支援協議会が発展していくための、具体的なアイデアを提案し、検討します 

 

■３ 定例会 ⇒ 地域のニーズや課題などの抽出･具体的に協議 

 （１）定例会とは 

     事務局が運営した個別ケア会議を通じて把握できた地域の「情報」や「課題」を改めて集約し、整理・

分析のうえ議論を深めます。協議事項や会議資料等の作成を分担する場であり、協議会（全体会）への

議題となるような整理をします。 

 （２）定例会のポイント 

  【定例会を開催するにあたって】 

①定期的に開催するとともに必要に応じて臨時開催 

②地域の情報や課題を集約し、整理・分析 

  →個別ケア会議や相談支援事業者の活動を通じて把握した、地域からの情報や課題、行政から

の情報を扱う 

 （３）構成員 

  狛江市地域自立支援協議会設置要綱第６条第２項に掲げる者 

（定例会は，協議会の委員のうち，会長が指名する委員をもって構成し，幹事長，副幹事長を置き，会長がこれを指名す

る。） 

 （４）事務局の役割 

  【定例会を開催するにあたって】 

・定例会の開催日程の調整を行います 

・協議事項の調整や会議資料等の作成及び資料等の送付を行います 

■４ 専門部会 ⇒ 地域の具体的な課題について議論を深め、解決策等を見出す 

（１）専門部会とは 

     課題別の専門部会を地域の実情や緊急性に応じて設置します。必要に応じて、専門部会の追加や統

廃合、構成員の入れ替えも可能とします。課題に応じて、定期的、あるいは集中的に開催します。 

平成 24 年度、狛江市地域自立支援協議会専門部会には、企画・研修部会、ペガサス（当事者部会）・

相談支援部会・子ども部会の 4つの部会があります。
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（２）専門部会のポイント 

①狛江市の実情に応じて課題別に構成します 

      → 初から形にこだわるのではなく、必要に応じて専門部会を追加、分化、統合していきます。 

②狛江市に住む当事者や狛江市の障害福祉の実情を良く知る人等、適切なメンバーの参加を求めてい 

きます。 

→必要に応じてメンバー追加や入れ替えも随時行います。 

③社会資源の改善・開発に取り組みます 

→個別ケア会議からの検討課題について、課題解決に向けた調査やプロジェクトを組んで社会資源

の改善・開発といった解決策等を見出します。 

④専門部会の進捗状況は、定例会ならびに全体会にて報告します 

      →定期的に活動を報告し、定例会・全体会参加者からの意見を活動の参考として取り入れます。 

（３）構成員 

課題ごとに適切なメンバーで構成します 

     メンバーは 10 名程度を限度とします 

     専門部会のメンバーの互選により部会長・副部会長を各 1名選任します 

     ただしペガサス（当事者部会）はその限りではありません 

 

（４）部会長・副部会長の役割 

・部会長は専門部会の代表として、会の進行及び取りまとめを行います 

・部会長は専門部会の活動を定例会・全体会で報告します 

・副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在の際はその役割を代行します 

・部会長は専門部会の代表として、定例会ならびに全体会に参加し、会の進捗状況を報告します 

 

■５ 自立支援協議会（全体会） ⇒ 地域の情報を共有し、具体的に議論 

（１）全体会とは 

     全体会は、狛江市の課題について、狛江市の関係者が定期的に集まって情報共有・協議する場です。 

 

  （２）全体会のポイント 

     地域の情報共有が 大の目的であり、内容は相談支援事業者等の定例会参加者からの活動報告が主に 

    なります。 

     活動報告の中には、サービス事業者等の工夫等についても報告され、そうした工夫やアイデアを参 

    加者全員で知ることで、職人芸的に行われてきた個々の工夫も共有できます。 

     また、行政や参加者からの情報提供や専門部会で全体に諮ることが必要と判断した事項について協 

    議します。 

     複層的な課題がある場合などは、全体会・定例会において協議することも想定されますが、様々な関  

    係者が参加する場であるため、責任ある協議の場となり得るのか、個人情報の管理の面からも注意する 

    必要があります。
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  （３）構成員 

      狛江市地域自立支援協議会設置要綱第 3条 

（第３条 協議会は，次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命した者（以下「委員」という。）をもって組織し，

委員は 20 名以内とする。(１) 法第 29 条第１項に定める障害福祉サービス事業者(２) 法第 32 条第１項に定め

る相談支援事業者(３) 保健・医療関係者(４) 教育・療育関係者 

(５) 学識経験者(６) 障がい者・障がい者団体関係者(７) 就労支援関係者(８) 公共的な団体の関係者(９) 

狛江市福祉基本条例（平成６年条例第 13 号）第 15 条に定める市民福祉推進委員会の委員(10) 市職員(11) そ

の他市長が必要と認める者） 

       

  （４）事務局の役割 

     ・主体となり運営します 

     ・司会進行及び取りまとめ（議事録の作成など）を行います。 
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平成23年11月１日 

 

 

狛江市長 矢野 裕 様 

 

 

狛江市地域自立支援協議会  

 会長 赤塚光子  

 

 

狛江市第三期障害福祉計画の策定に関する重点事項について 

＜意見具申＞ 

 

 

表記について、狛江市地域自立支援協議会においてとりまとめ、10 月19 日の狛江市地域自立支援協議会全体

会において承認されました。 

ここに、狛江市地域自立支援協議会の意見として具申致しますので、狛江市第三期障害福祉計画へ反映してい

ただくようお願い致します。 

 

＜意見具申要旨＞ 

1. 相談支援体制の現状認識と課題 

 
狛江市には、障害福祉に特化した「総合相談窓口」がなく、日常的な相談を担う相談支援事業所の数も少ない。

今後、障害福祉領域での相談支援は、ケアマネジメントの手法を十分に活かしながら実施されていく必要があり、

そのためには、狛江市が必要であると想定する相談支援体制像を明らかにすること、現状の相談支援事業所等の

評価を行なうことが必要である。また、夜間や年末年始などの相談支援体制が充実していない時期の相談支援体

制の整備とともに、緊急時に障がい者をうけとめる、短期入所事業所や緊急一時保護の設置・連携を推し進める

必要がある。 

 

2. 地域生活支援体制の課題 

 
狛江市には、障がいのある子どもが十分な療育をうける体制が整っておらず、早急な整備が必要である。また、

年齢・障がいの種別・社会的な背景に応じた、きめ細かい福祉サービスが提供される必要がある。 

福祉サービスの支給決定量が少ないために、家族やきょうだいの生活が犠牲になる事があってはならない。 

障がい児・者ともに、年齢や社会的な背景に応じた居場所や社会参加の場等が準備される必要がある。また、

特別なケアや医療的サービスを受ける必要がある人たちにも、支援の手が届くように配慮しなければならない。 

 

3. 研修の課題 
 

障害福祉領域で働く従事者を育成する研修の体系が作られ、全市的に行なわれる必要がある。そのうえで、障

がいのある人たちの支援が本人の意思を第一にしながら支援が行なわれるようにしていく必要がある。そのため

に、「ケアマネジメント」の手法を十分に理解し、実際に推し進めていけるような人材を育成する研修を行なう

必要がある。また、個人情報に配慮した形で、障害福祉領域の実践や、障がい当事者がサービスを受けた際に感

じた経験を、共有していく機会をつくっていく必要がある。 

 

4. 当事者の経験を狛江市の障害福祉の実践や施策に反映する工夫について 

 
障がい当事者が、集まり・話し合い・考えたことを、市の施策に反映できるように 大限の努力を行なうべき

である。
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1. 相談支援体制の現状認識と課題 

 
（1）“ 障がい” に特化した“ 総合相談窓口” が必要である 

 
狛江市内には、福祉サービス支援室、健康支援課、子育て支援課、サポート、リヒト、子ども家庭支援センタ

ー、教育相談室など、複数の相談窓口がある。しかし、それぞれの機関が得意とする分野・領域は異なり、「障

害福祉（の仕組みや制度）」に対して理解の浅い来談者に対して、大きな負担を強いている。 

 

（2）相談支援事業所が絶対的に不足している 
 

狛江市内には相談支援事業所が不足しており、相談受付窓口の開所時間も制限されている。（表1：狛江市に

おける障がい者に対する相談支援体制参照） 

 →相談支援事業所の指定を受けている事業所は市内に1 カ所 

 

 

表１：狛江市における障がい者に対する相談支援体制 
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（3）ケアマネジメントを中核とした相談支援の実施体制の早急な整備が必要である 

 

 狛江市内ではケアマネジメントを推し進める事業体も限られている。それゆえ、日常的な相談支援体制が十分

に構築されておらず、緊急時の対応に苦慮する原因となっている。（図１：狛江市における障がい者相談窓口開

所状況参照） 

 →現在の相談支援体制はケアマネジメントを十分に行なえる体制ではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：狛江市における障がい者相談窓口開所状況 

 

（4）狛江市が想定する相談支援体制を明らかにすべきである 

 
狛江市の考える相談支援体制が不明確であり、将来像を考える材料がない。現在、総合相談窓口が無いことや、

現状の狛江市・サポート・リヒトが担っている相談支援の評価、また、子ども分野における相談支援体制も踏ま

え、狛江市に必要な相談支援体制像を明確に示して欲しい。 

→基幹型相談支援センター等も含め、どのような支援体制が望ましいのか不明瞭 

 

（5）夜間や年末年始の相談支援体制が無く、早急な整備が必要である 

 
現在、狛江市内には24 時間365 日対応できる相談支援体制はない。緊急時の相談支援体制を確立する事は喫

緊の課題である。 

→狛江市の宿直室を通じて、職員の一部が対応する体制では不十分である。 

 

（6）短期入所や緊急一時保護との連携を前提とした緊急時の相談支援体制が必要である 

 
緊急時の相談支援体制は、短期入所や緊急一時保護施設との連携を前提に構築すべきである。市内に短期入所

４床（2 事業所）では少なすぎる。 

→障がいをもつ本人の地域生活が家族等によって支えられている場合、家族等の事故や入院等による突発的な

状況の変化によって、本人の生活が成り立たなくなることが容易に予想できる。現状は、このような緊急時に

本人を受け止める福祉サービスの体制が整っていない。
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2. 地域生活支援体制の課題 

 
(1) 障がいのある子どもが療育を受けられる体制の構築が急務である。 

 
現状、就学前の障がいのある子どもが、十分な療育を受けられる体制が整っていない。早急な整備が必要であ

る。 

 

(2) 学齢期の障がいのある子どものための、放課後活動の場と長期休暇中の居場所を整備する必要がある 

 
就学中の障がい児が放課後、地域で活動をするための支援体制が十分ではない。また、学齢期の障がい児が休

日や長期の休暇の際、居場所として利用できる場が非常に限られており、早急な整備が必要である。 

 

(3) 障害福祉サービスを初めとした、障がい児とその家族への日常生活の支援体制を整備する必要がある 

 
障がい児に対する障害福祉サービス支給決定量は十分ではない。“ 障がい” の違いや、一人ひとりの生活( 暮

らし) に合わせるかたちで、多様な形態のケアやサービスの提供がなされるべきである。家族の中に障がいのあ

る子どもが居ることで、他のきょうだいたちの生活が犠牲なることがあってはならない。 

 

(4) 障がいに応じた支援体制とともに、“年齢”や“社会的な背景” に応じた支援体制も考えられるべき

である。また、年齢や障がいの程度に応じたきめ細かい社会参加の機会が保証されるように配慮すべきで

ある 

 
例えば、思春期には居場所や仲間作りの取り組みが必要であり、すでに就労している人達には、土曜や休日に

余暇を楽しむ機会が求められる。 

障がい児・障がい者を対象とした、障害福祉サービス事業所でも、障がいのある方たちや、その家族の多様な

背景に応じた地域生活支援ができるよう、いっそうの努力が求められている。 

 

(5) 特別なケアや医療サービスの提供体制のいっそうの充実が必要である 
 

 例えば、狛江市では、重度の身体障がい児等への医療的ケアの提供体制が十分ではない。医療機関や、訪問看

護ステーションなど、保健医療サービスと障害福祉領域との連携をこれまで以上に充実させて行く必要がある。 

 

3. 研修の課題 

 
(1) 市内の障害福祉サービス事業所で働く従事者に対する人材育成を充実して行く必要がある 

 
狛江市という地域で働く職員が、それぞれの法人・事業所だけではなく、障害福祉領域で働く他の職員たち

と交流し、支援者としての能力を向上させて行く機会がもたれるべきである。 

 

(2) ケアマネジメントを中核とした支援体制が可能となる従事者研修が必要である 

 
障がい福祉サービス事業所の従事者が、それぞれの事業所で障がい当事者を交えた会議（個別ケア会議）が

あたり前のように実施できるようになることが望ましい。そのためには、どのような事業所であっても、ケア

マネジメントを理解した上での支援が必要となる。 

以上のような背景で、ケアマネジメントを中核とした、支援が可能となるような研修の企画・実施が望まれ

ており、ケアマネジメントを取り扱う研修の実施が望まれている。また、ケアマネジメント研修は、単なる知

識の習得を目的とした座学形式のものではなく、ワークショップや演習などを入れる参加型が望ましい。



 

61 
 

 

(3) 支援の実際( 支援を受けたご本人の経験) を共有する研修が必要である 

 
支援をした事業者・支援を受けたご本人が、それぞれの経験を共有し、個別支援がどのように行なわれたか

を共有する機会が必要である。 

障がいをもつご本人や家族、そして関係者が、実際に経験された事を話していただく場を設ける。その際、

成功例だけではなく失敗例も含め共有し、その後の支援( 支援を受けるご本人のこれから) に活かせるものに

していく配慮が必要である。 

 

(4) 事業者・ご本人両方に役立つ “ 社会資源マップ” の作成が急務である 

 
現在、狛江市内の社会資源を網羅し、市民に案内している冊子等はない。今後、事業者・ご本人の両方に対

して役に立つ “ 社会資源マップ（仮称）” を早急に作成する必要がある。 

“ 社会資源マップ（仮称）” は、まずは相談支援のために必要な資料として作成し、これに加え、関係者

向け・障がいのあるご本人向け・簡易版などに順次取り組んでいく必要がある。 

 

4. 当事者の経験を狛江市の障害福祉の実践や施策に反映する工夫について 

 
狛江市地域自立支援協議会専門部会において、当事者部会が発足した。これまで、市民福祉推進委員会では

当事者の委員が参画し、当事者の意見を施策に反映する努力が行なわれてきたが、今後は、これまで以上に、

当事者の声を障害福祉の実践や施策に反映する配慮がなされていくべきである。特に、相談支援や障害福祉サ

ービスを利用した当事者の意見を、率直に地域自立支援協議会や市民福祉推進委員会に取り入れ、改善してい

く姿勢を持つべきであると考える。



 

 

○編集後記 

 平成22年７月の狛江市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）発足以降、障害福祉施策は非常に

めまぐるしく変遷してきました。 

 そのような変遷の中において、協議会に関する事項については、障害者自立支援法の中に明文化され、厚

生労働省から通知が発出されるなどにより、位置づけが大きく変わりました。これらは、協議会に対する役

割の重大さ、重要性を示しているといえると思います。 

 

その中で、“地域で障がい者が安心して暮らすための地域の課題”は非常に大切な懸案事項であり、その

支援はどのようなことがあるのだろうと模索しながらの第１期であったと感じています。 

 

平成18年度に障害者自立支援法が施行されてから６年が経過し、つなぎ法を経て、平成26年度から本格施

行される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）となりました。  

また、この間にも、平成23年６月に障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障

害者虐待防止法）、同年７月には障害者基本法の改正、平成24年６月には国等による障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進に関する法律（障害者優先調達推進法）、障害者雇用促進法の改正などもなされ、当

市でもこのことに伴う例規の改正が多く行われました。 

 

しかし、法制度が整いつつある中でも、当事者の生活、抱える課題が消えることはありません。むしろ、

その課題が「カタチ」として顕在化してきたように感じています。それらの顕在化した課題を、「狛江市」

という地域で抱える問題として捉え、関係者で情報共有をしていく場として協議会は機能してきました。 

今後も当事者の生活、抱える課題を地域で共有し、課題解決の方策を導く場として、協議会の役割はます

ます重要になるため、その体制を構築していく必要があると感じています。 

 

社会資源は乏しくとも、この狛江だからこそできること、できていることは目を向ければとても多くある

と思います。そこを的確に把握し、利活用することにより、住み慣れた地域で、障がいがあってもなくても

暮らしていけるそんな「まちづくり」を進めていくことができるようにしていく必要があります。 

協議会はそのような「まちづくり」をするために、本人の意見を行政施策に反映させていく場であり、当

事者の声を地域の中の課題として吸い上げていく役割を果たしていく一助を担えるようなものとして地域

の障がい者（児）、障害福祉に携わる事業者、行政がきちんと連携して、今後の体制を構築していければ、

と思います。 

 

後に、本編を作成するにあたり、赤塚会長をはじめとして、事務局会議メンバー、各専門部会のメンバ

ー、各委員の方にご協力していただき、ありがとうございました。 

本報告書が今後の狛江市の財産となることを願うと共に、今後の発展に役立てていきたいと思っています。 

 

 

 

編集 狛江市福祉保健部 福祉サービス支援室 

障がい者支援担当 九鬼 統一郎 
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（平成 22 年７月から平成 25 年６月まで） 

 

平成 25 年９月 

 

狛江市地域自立支援協議会発行 


