
平成26年度平成26年度

播磨町地域自立支援協議会

第2回推進会議

平成27年2月27日9時30分～ 播磨町役場ABC会議室





平成26年度
播磨町地域自立支援協議会播磨町地域自立支援協議会

取り組み取り組み





そだつ部会そだつ部会
・はまなすはまなす
・ぷちはまなす
・手をつなぐ育成会
・加古川健康福祉事務所加古川健康福祉事務所
・東はりま特別支援学校
・播磨町社会福祉協議会
・子育て支援センター
・播磨町教育委員会
・播磨町役場 すこやか環境グループ
・播磨町役場 福祉グループ
・ＮＰＯ法人 播磨発達サポートネット ＳＯＷＥＲ
・ＮＰＯ法人 アエソン



自己紹介ファイル「かけはし」自己紹介ファイル かけはし」

書き方教室の継続と充実

○「書き方教室・交流会」の実施
・6月17日と2月18日に書き方教室を6月17日と2月18日に書き方教室を
開催しました。

・2月18日には、交流会も開催し
保護者同士の交流を深めました。

○「かけはし」改編について検討○「かけはし」改編について検討
・学齢期前の健康診断などの問診
票を確認し、かけはしの内容の票を確認し、かけはしの内容の
検討をしました。



平成26年6月17日
第1回「かけはし」書き方教室

平成27年2月18日
第2回「かけはし」書き方教室第1回 かけはし」書き方教室 第2回 かけはし」書き方教室



「支援をつなぐ」取り組み

○「安心して就学を迎えるために」

援 」

教育委員会から保育園・幼稚園・小学校・中学校の
家庭に配布。

○就学サポート委員会（教育委員会）との連携
特別支援教育のコーディネーターの先生方と、子育て・福祉特別支援教育のコ ディネ タ の先生方と、子育て 福祉

関係者とで、それぞれの役割について確認



平成26年10月15日
なぜ？どうして？困り事にお答えします！



余暇活動の支援余暇活動の支援

○地域の中で 安全に活動できるよう○地域の中で、安全に活動できるよう
に子どもたち自身に力をつける機会の
検討検討

・「のびのびはりま」の交通ルール講
習会 参加予定 たが 残念ながら習会に参加予定でしたが、残念ながら
中止となりました。



くらす部会くらす部会す部会
・身体障害の当事者
・はまなすはまなす
・手をつなぐ育成会
・なんでも相談

ハピネスさつまネ さ ま
障害者支援センターてらだ
あかりの家

・身体障害者相談員
・精神障害者相談員
・知的障害者相談員
・東はりま特別支援学校
・播磨町社会福祉協議会
・播磨町教育委員会
・播磨町役場 福祉グループ

法人・ＮＰＯ法人 アエソン



相談支援の体制づくり

就学前のお子さんの保護者の方へ配布



共同生活のあり方

○グループホーム等、共同生活のあり方について協議○グル プホ ム等、共同生活のあり方について協議
・6月25日と7月9日に、わかば学園のグループホームを
見学しました。

○「お泊り会」実施に向けた協議
6月21日に播磨町デイサ ビスセンタ 見学会を開催・6月21日に播磨町デイサービスセンター見学会を開催
しました。

・お泊り会を3回の実施しました。お泊り会を3回の実施しました。
①8月1～2日（高校生男性・成人男性）
②10月17～18日（成人男性）
③10月31～11月1日（成人女性）



災害時の地域連携と避難システム作り

○災害に備えて私ができることについて協議

・災害時における福祉避難所及び避難所についての
勉強会として、7月7日に危機グループの方に「福祉
避難所マニュアルについて」お話をしていただきました。

蓮池小学校区避難所マニ アル検証に向けた訓練に・蓮池小学校区避難所マニュアル検証に向けた訓練に
参加し、福祉避難所の訓練を行いました。

・ヘルプカードを作成し、災害時等に使用できるように
検討しました。



成 年平成27年2月22日
蓮池小学校区避難所運営訓練



ヘルプカードについてヘルプカ ドについて



はたらく部会はたらく部会
・身体障害の当事者
・障害者の家族
・はまなす
・手をつなぐ育成会
・加古川公共職業安定所
・播磨町商工会
・東はりま特別支援学校
ゆうあ 園・ゆうあい園
・播磨町役場 福祉グループ
・ユーアイネットすぎな
心のワ クセンタ・心のワークセンター

・ＮＰＯ法人 アエソン



障がいのある人の「はたらく」を考える

○はたらくマップの情報更新

○「はたらく」に行きつくためのわかりやすい
フロ チャ ト（流れ）づくりとフローチャート（流れ）づくりと
関係機関の連携について協議
・6月10日に加古川障害者就業・生活支援6月10日に加古川障害者就業 生活支援
センターで、フローチャート作成の
ための研修会を開催しました。

○ 一般企業で就労されている方のはたらく現場見学会
・9月25日に住友精化・9月25日に住友精化

公共職業安定所等の関係機関と会社の連携、配慮等



はたらくマップの情報更新と
自立支援協議会のホームページでの掲載自立支援協議会のホ ムペ ジでの掲載



はたらくを支えるための環境づくり

・当事者委員を募集し、
企画・運営を行ないました。
①7月5日

次回お茶会の企画

 

 

 

播磨町地域自立支援協議会では、障がい者のある人が働くことを話し合う「はたらく部

会」を設置しています。この部会では、働く人が集まっていろいろな話合いをするお茶会

を開いたり、近隣の事業所がわかる「はたらくマップ」を作成しています。 

「はたらく部会」では当事者の視点で、話し合いやお茶会の企画に参加してくれる方を

募集します。 

・次回お茶会の企画
②9月20日
・お茶会の反省会

☆求めている人材☆ 

    平成２６年４月１日現在１８歳以上の障がいのある方 

（手帳の有無は問いません） 

    はたらく意欲があり、積極的に活動できる方 

☆参加する内容☆ 

    ２ヶ月に１回程度の会議 及び 年２回程度のお茶会 

    ※会議は参加者の方に合わせて調整します 

    ※お茶会は、企画・運営・準備・片付けをします 

☆申込み方法☆ お茶会の反省会
③11月30日
・次回お茶会の企画

④

    電話または FAX で播磨町地域自立支援協議会へお申込みください 

☆申込み締切☆ 

    平成２６年 ６月 ６日（金） 

☆申込み先及び問い合わせ先☆ 

   播磨町地域自立支援協議会  担当：山口 

   〒675-0148 播磨町北古田 1-17-17 地域連携交流施設 

   電話/FAX:079-437-3456 (火曜～金曜 9：00～15：00)      

 

 
                       「はたらくみんなのお茶会」運営委員申込書 

④2月8日
・お茶会の反省会

 

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
生年

月日

昭和   

平成  年 月 日
年齢

才
名前  

住所 
〒 

電話番号 (   )   － 

所属  

やりたい

FAX 079-437-3456 

事 

申込み締切 平成 26年 6月 6日 



平成26年8月3日
第1回はたらくみんなのお茶

平成27年1月25日
第2回はたらくみんなのお茶会第1回はたらくみんなのお茶

会
第2回はたらくみんなのお茶会



全体会全体会



平成26年度 第1回全体研修会



平成26年度 第２回全体研修会



権利擁護の動向

成年後 度 虐待防 等 啓

権利擁護の動向

○成年後見制度と虐待防止月間等についての周知・啓発

○「播磨町権利擁護まちづくり委員会」との連携・研修会の開催等



平成27年度
播磨町地域自立支援協議会播磨町地域自立支援協議会

協議課題協議課題



テーマ

そ
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○「かけはし書き方教室」の継続と充実
だ
つ
部
会

○「支援をつなぐ」取り組み

○余暇活動の支援

く
ら
す

○相談支援体制つくり

○共同生活のあり方す
部
会

○共同生活のあり方

○災害時の地域連携と避難システム作り

は
た
ら
く

会
○障がいのある人の「はたらく」を支える

○「はたらく」ための環境作りく
部○「はたらく」ための環境作り

全
体
会

○共通理解をすすめるための取り組み

27



第4期播磨町第 期播磨町
障害福祉計画について



計 位置づ計画の位置づけ

障害者計画 障害福祉計画

根拠
障害者基本法 障害者総合支援法

法令
障害者基本法 障害者総合支援法

・障がい者福祉に関する基本的
な計画（障害者基本法第１１条）

各年度における障害福祉サービスごと
に必要な見込量を算出した計画

性格
な計画（障害者基本法第１１条） に必要な見込量を算出した計画

位置
づけ

播磨町総合計画の部門計画 障害者計画のうち、障害福祉サービス
等の実施計画



各計 位置づ
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

各計画の位置づけ
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

播磨町障害者計画（H18～H23年度） 播磨町障害者計画（H24～H29年度）

第１期播磨町障害福祉計画
（H18～２０年度）

第2期播磨町障害福祉計画第2期播磨町障害福祉計画
（H21～２3年度）

第3期播磨町障害福祉計画

見直し

直
第3期播磨町障害福祉計画

（H24～２6年度）

第４期播磨町
障害福祉計画

見直し

見
直 障害福祉計画

（H2７～２９年度）

直
し



計画の策定について

播磨町地域自立支援協議会

ワークショップ

（全２回：当事者１０月

播磨町施策推進協議会

（公募委員含む）
一般住民からの意見募集

支援者 １１月）

当事者・当事者団体

計画案協議

（全２回：１２月・２月）

町ホームページにおける
パブリックコメント募集

支援者



ワークショップの開催

○10月10日
当事者、ご家族や支援者など
多くの方が参加されました多くの方が参加されました。

○11月12日○11月12日
支援者を対象とした、ワーク
ショップも開催しました。



今後の計画の進捗管理今後の計画の進捗管理

•播磨町障害者施策推
進協議会

•播磨町地域自立支援
協議会

グ プ

•施策反映

•庁内関係グループ

見直
計画
策定

見直
策定

推進評価

•庁内関係各グループ
や関係機関との連携

•播磨町障害者施策推
進協議会

•播磨町地域自立支援
協議会協議会

•庁内関係グループ


