
播磨町地域自立支援協議会について

令和3年度第2回推進会議
2022年3月23日(水)13：30～15：00
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播磨町地域自立支援協議会とは
「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）第８９条の３の規
定に基づき設置

（協議会の設置）
第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等へ
の支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及
びその家族並びに障害者等の福祉、 医療、教育又は雇用に関連する職
務に従事する者その他の関係者（次項において「関係機関等」とい
う。）により構成される協議会を置くように努めなければな らない。
２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地
域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、
関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の
整備について協議を行うものとする。

－障害者総合支援法から抜粋－
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－協議会の目的－

この協議会は、障害のある人の暮らしに関する個別課
題・地域課題に取り組むことを基本にしています。

この協議会は、本人を含む当事者、地域住民団体、事業
者、雇用、教育、保健医療、福祉等の関係者からなる組
織の中で、相談支援が個々に行き届くように、
人と人をネットワークする役割を果たしていくものです。

この協議会は、障害者計画、障害福祉計画・障害児福祉
計画が実情に合うように協議検討し、組織構成員全てが、
課題解決に向けて、それぞれの立場で何が可能か
役割分担を明確にしていきます。
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令和3年度の活動報告
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まもる部会
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まもる部会

・障害のある人のための『防災手帳』の作成

・防災イベントの開催

・成年後見制度に関する情報提供会
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障害のある人のための『防災手帳』の作成

防災士・当事者・支援者・専門家の
意見をふまえ、部会で協議・検討し作成

持ち運べるA5サイズの１６ページの冊子

当事者にとって
実際に必要な具体的行動がわかるもの

研修や勉強会にも使っていけるもの
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防災イベントの開催
『防災士とおこなう親子防災体験』
兵庫県防災士会東播エリアと共催
会場 県立東はりま特別支援学校体育館

小学6年生までの親子対象の
体験型防災イベント

動画視聴、防災クイズ、防災品展示
毛布担架、簡易トイレ、非常持ち出し品選択と重さ体験

2021年11月23日開催
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防災イベントの開催(2)
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防災クイズ 防災展示防災動画



防災イベントの開催(3)
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簡易トイレ製作 非常持ち出し品の重さ毛布担架



成年後見制度に関する情報提供会

『成年後見制度の相談あれこれ

～障害のある人の家族が知っておきたい
「親なきあと」「親あるあいだ」の準備～』

情報提供者：森保 純子氏

社会福祉士

2021年8月5日開催
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そだつ部会

13



そだつ部会
・『かけはしcafe』開催(自己紹介ファイル『かけはし』の書き方)

・『就学・就園に向けた情報提供会』

・情報提供会 『障がいのある子どもの進路』

・就学サポート会議(教育委員会主催)への参加
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『かけはしcafe』開催(自己紹介ファイル『かけはし』の書き方)

第1回：2021年9月16日開催

第2回：2022年3月10日開催

第3回：2022年3月17日開催
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情報提供者

教育委員会(学校教育グループ)

県立東はりま特別支援学校

2021年8月24日開催

就学・就園に向けた情報提供会
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テーマ：就学と学校卒業後の進学先や

就労、福祉サービスの利用について

講師：兵庫大学・兵庫短期大学

障がい学生支援オフィス 剱物和弘氏

2022年1月31日開催

情報提供会 『障がいのある子どもの進路』
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就学ｻﾎﾟｰﾄ会議(教育委員会主催)への参加

教育分野との連携強化

第１回：2021年9月9日

(オンライン開催、医療的ケアについての研修)

第２回：2022年3月(書面開催)



くらす部会
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くらす部会

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築にむけて

・日中支援型グループホームの評価

・播磨町消費生活協力員・消費生活協力団体養成講座受講
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精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム構築にむけて

くらす部会にてワーキンググループ立ち上げ

2021年7月5日

明石市自立支援協議会『ハートフルあかし』の取組から学ぶ

2021年10月27日

くらす部会にて課題抽出・取組検討
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精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム構築にむけて(２)

研修会『基礎講座 精神疾患に関する理解

～地域で支える心構え～』

講師：東加古川病院

森 隆志院長

2022年3月1日開催

22



日中支援型グループホ－ムの評価

事業所より自立支援協議会への報告を受け評価

対象事業所：ソーシャルインクルーホーム播磨町

報告会及びグループホーム見学会

2021年11月12日実施
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日中支援型グループホ－ムの評価(2)

外観

エレベーター
(男女は別の階)出入口前のスロープ
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日中支援型グループホ－ムの評価(3)

浴室キッチン共用スペース



播磨町消費生活協力員・
消費生活協力団体養成講座

2022年2月21日受講

来年度より当事者の消費被害に関する事例や声を自立支援協
議会で調査・抽出
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はたらく部会
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はたらく部会

障害年金に関する情報提供会

部会内にて課題抽出・企画検討

支援者向け研修会『障がいのある人の就労支援について』
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障害年金に関する情報提供会

情報提供者：宮田 純子氏

社会保険労務士

2021年9月10日開催
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部会内にて課題抽出・企画検討

部会にて就労や事業所に関する課題を抽出し、企画検討

問題意識の共有と、情報提供会の開催へ
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【延期】支援者向け研修会
『障がいのある人の就労支援について』

問題提起
ハローワーク加古川 専門援助部門
加古川はぐるま福祉会
進行 東播磨圏域障害者等
コーディネーター 濵口直哉氏

2022年1月21日開催予定も、
情報提供者周辺で
新型コロナウイルス陽性者が出たため延期
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全体会
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全体研修会
第1回 2021年6月27日・28日 『障害平等研修(DET)』

第2回 2021年9月3日

『障害のある人の避難行動
～いざというときに備えて今できること～』
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第１回全体研修会
『障害平等研修(DET)』
講師：桜美林大学 谷内 孝行准教授

2021年6月27日・28日開催

対象者
27日（日）学生対象
28日（月）学童指導員・障害福祉サービス事業所職員対象
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第2全体研修会
『障害のある人の避難行動
～いざというときに備えて今できること～』

講師：倉敷地域基幹相談支援センター
永田 拓氏

進行：東播磨圏域障害者等コーディネーター
濵口 直哉氏

現地会場とオンラインのハイブリッド形式で開催

2021年9月3日開催
35



情報発信・啓発
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情報発信・啓発

・【啓発】広がれ！こころのバリアフリー

・こころのバリアフリー作品展

・広報はりま 原稿寄稿(あかりの家 坊垣施設長)

・ホームページ・オンライン情報の充実

１、つながるナビ

２、ダウン症に関する啓発

３、２市２町事業所マップ(４Cities Map)の作成・運用開始
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【啓発】広がれ！こころのバリアフリー

広報「はりま」に啓発記事を掲載

学校の各教室やコミセン等の施設に啓発ポスター掲示
QRコードから詳しい解説ページにアクセス可能

これまで
ヘルプマーク・ヘルプカード
耳マーク
世界自閉症啓発デー
障害者週間・国際障害者デー・障害者の日
盲人のための国際シンボルマーク
障害者のための国際シンボルマーク
についての啓発ポスターを作成
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こころのバリアフリー作品展

障害者週間にあわせ
2021年12月3日～12月24日に
播磨町立図書館2階にて開催

ゆうあい園
地域活動支援センターライズアップ＋
県立東はりま特別支援学校から出展

次回 発達障害者月間にあわせ
2022年4月に福祉会館
及び地域連携交流施設で開催予定
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県立東はりま特別支援学校
ゆうあい園、
地域活動支援センターライズアップ＋



広報「はりま」 原稿寄稿

あかりの家 坊垣施設長より

広報『はりま』に

発達障害について寄稿を頂きました
(画像資料集よりお読みください)
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ホームページ・オンライン情報の充実

当事者がより手軽に、よりわかりやすく、必要な情報を得られる
環境整備

過去の研修会などこれまでの活動の可視化

各種関係機関など、様々な情報へとつながっていける形
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つながるナビ
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障害のある人・その家族向けに、幼児期
から学童・生徒期、青年・壮年期、高齢期
のライフステージごとの支援について案内

播磨町のホームページの詳細記載や
関係機関の窓口等につながるよう
QRコードでも案内



ダウン症に関する啓発
3月21日の「世界ダウン症の日」にあわせ、
町内学校や公共施設に日本ダウン症協会
のポスターを配布

播磨町ホームページで

ダウン症に関する記事を掲載

自立支援協議会のホームページにも

リンクを掲載
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２市２町事業所マップ(４Cities Map)の
作成・運用開始

播磨町、稲美町、加古川市、高砂市の2市2町の自立支援協議
会が協働して、圏域の統一事業所マップを作成

2022年1月末 公開開始
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