
平成24年度

播磨町地域自立支援協議会

第2回推進会議

とき：平成25年2月21日9時30分～ ところ：播磨町役場BC会議室
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平成24年度
播磨町地域自立支援協議会

協議課題
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そだつ部会
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○普及に向けて、「書き方教室・交流会」の実施
（6・12・2月）についての協議

○相談支援における自己紹介ファイル「かけは
し」の活用についての協議

○教育委員会との連携（「かけはし」普及のため
のお便りの工夫・配布）についての協議

自己紹介ファイル「かけはし」の普及と
相談支援
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○支援者向け研修会の実施
①「児童福祉法改正とこれからの障害児支援」

姫路市総合福祉通園センター所長 宮田広善氏
( H24年5月17日実施)
②「地域療育システムについて」
播磨地域福祉サービス第3者評価機構 河原正明氏
（H24年8月9日実施）

○支援者チームによる、療育事業や巡回相談につい
ての協議

○教育委員会との連携（「かけはし」普及・就学サポー
ト会議との連携、保育園・幼稚園への巡回訪問等に関
する連携）についての協議

就学サポートの充実

11



小学校・中学校
特別支援学級保護者の方向け

○特別支援学級在籍のお子様に自己紹介
ファイル「かけはし」を持っていただくよう、
お勧めしています。

○学校と保護者が一緒になって「個別の教
育支援計画」を策定する際に、「かけはし」
が役に立ちます。

○中学校卒業後、進学先においてお子様
をより理解してもらうツールになります。

○福祉サービスを使われる際に、お子様を
紹介し、お子様に合った支援をしてもらう手
助けになります。
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小学校・中学校
関係保護者の方向け

○進級指導を受けている担任以外に支援
をしてもらっているなど、発達上の困難さを
感じるお子様に「かけはし」を持っていただ
くようお勧めしています。

○各学校で、お子様に合った支援を考えて
いく際に、「かけはし」はとても役に立ちます。

○進級、進学などで担任や学校が替わった
際に役に立ちます。
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保育園・幼稚園
関係保護者の方向け

○園生活で担任以外の先生に支援しても
らっているお子様や発達上の困難さを感じ
るお子様に、「かけはし」を持っていただくよ
うお勧めしています。

○お子様に合った支援方法を考えていく際
に「かけはし」はとても役に立ちます。

○小学校就学の時に、各学校においてお
子様をより理解してもらうツールとなってい
ます。
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○中高生本人にとっての「育ち」（本人のエンパワメ
ント：社会性を身につける体験、趣味を見つける、放
課後・余暇の過ごし方）の支援について協議

○障がい児生活訓練事業「のびのびはりま」や障が
い児（者）水泳教室、スペシャルオリンピックス、学校
のクラブ活動等、既存の社会資源の有効活用につ
いて協議

中高生の育ちの支援
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くらす部会
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○障がいがあっても、地域で当たり前に、
＜そだつ・くらす・はたらく＞ことができる

相談支援のしくみづくりについての協議

○関係機関や事業所間の連携の在り方とネット
ワーク構築に向けた協議

○成年後見制度必須事業化、障害者虐待防止法
24年10月施行に向けた啓発と周知について協議

権利擁護と相談支援の
体制づくり
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○グループホーム、ケアホーム等、共同生活のあり
方について協議

○グループホーム、ケアホームの手引書作成にむ
けた協議

○播磨町内での「お泊り会」実施にむけた協議
（H24年11月16日～17日実施）
播磨町デイサービスセンター

共同生活のあり方
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○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、行政、民生委員、自治会等
関係機関との連携についての協議

○防災に関する展示についての協議
①7月15日「ふれあいフェスタ」で「防災展」実施
②「播磨町総合防災訓練」H24年10月28日実施
に際してのアンケートの実施

災害に備えて私ができること
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播磨町総合防災訓練実施に関するアンケート 
                            播磨町危機管理グループ 
                          播磨町福祉グループ 

                             播磨町地域自立支援協議会 
    
播磨町では、10 月 28 日（日）午前 9 時より、南部コミセン区域及び大中遺跡公園にて、総
合防災訓練を実施する予定です。 
地域自立支援協議会では、前年度より引き続き「災害に備えてわたしができること」について

取り組んでおります。この度の総合防災訓練に際し、障がいのある方の避難や誘導等のあり方に

ついて今後の参考にしたいと考え、アンケートの実施をすることになりました。今後の取り組み

に反映させていきたいと考えておりますので、ご協力を宜しくお願い致します。 
以下のアンケートにお答えください。 

 
１、障がいのある方についてお尋ねします。 

性  別 男  ・  女 

年  齢       歳（所属            あればご記入ください）

障害種別  知的 ・ 精神 ・ 身体（ 聴覚 ・ 視覚 ・内部疾患 ） 

 
２、記入の方法についてお尋ねします。 
   
   ご本人が記入した ・  親が記入した ・ ご本人に聞き取りながら記入した 
 
３、今回の総合防災訓練実施について、ご存知でしたか。 
    

知っていた ・  知らなかった  
 
４、訓練開始の放送は、聞こえましたか。 
 
   聞こえた  ・  聞こえなかった   
 
５、訓練の放送や、ヘリコプター飛来の音についてどのように感じられましたか。 
   
    

 
 
 
 

６、「災害時要援護者」について知っていますか 
 
   知っている ・ 知らない      
 

登録している ・ 登録していない   
            それはなぜですか 
                        □ 対象ではないと思う    □ わからない 
            □ その他 
 
 
 
７、障がいのある方を対象にした避難訓練があれば、参加しますか。 

 
   参加する （ 一人で参加する ・ 家族や支援者と参加する  ） 
 
 参加しない ・ わからない      それはなぜですか 

□ 必要だと思う 
                      □ わからない 
                      □ その他 
 
 
８、災害時に困ると思うことや、してもらいたい支援についてご意見があれば、お書きください

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※ ご協力ありがとうございました 
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はたらく部会
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○「はたらきたい」を支える本人支援のあり方について
協議

○7月13日（金） 「ゆうあい園」にて研修と見学実施
－はたらく人と支える人の話を聞く－

○一般就労している当事者や、就労・支援センターに通
う当事者の話を聞くシンポジウム開催に向けた協議
→H25年1月10日「はたらく人の声を聞く」

～障害者雇用企業編～開催

はたらく人になるための本人支援
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○「はたらく」に行きつくための
本人にとってわかりやすいフローチャート（流れ）
づくりと関係機関の連携についての協議

○精神保健職親会、加古川公共職業安定所との連
携の在り方について協議

はたらくを支えるための相談支援
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○H23年度に続き、事業所訪問調査活動による
「はたらくマップ」づくりと活用についての協議
→25か所の事業所訪問調査の実施

はたらくマップ作りと活用
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はたらくマップ
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はたらくマップの特徴 事業所シートの工夫

マーク表示をすることで、

何について書かれているのか

伝わるように工夫。

マークやシートの見方の説明を

はじめのページに掲載

市町村ごとに色を分け、
最初のマップの色と合わせている
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全体会
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第1回「相談支援の利用の仕方」
講師：濱口直哉氏 6月8日全体研修会

福祉制度改正と支援の動向
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「相談支援の利用の仕方」 
福祉制度やサービスは、大きく様変わりします 

「相談」から「相談支援」へ 

～一人で抱え込まないために…～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 

  

           
         

     

 

 
 
＜お知らせ＞  

○「かけはし書き方教室」：6月 26日（火）10：00～12：00 地域連携交流施設 
             自己紹介ファイル「かけはし」の書き方を学びます 
○研修会：7月 13日（金）10：00～12：00 ゆうあい園 ＜先着 50名＞ 

   ※ゆうあい園利用者と指導員を交えて、「はたらく」についてディスカッションします 
＜募集＞ 
○くらすチーム：グループホーム・ケアホームのことを、勉強しています 
○はたらくチーム：「はたらくマップ」作りのための事業所訪問等の活動をしています  
  ※事務局までご連絡ください 

活動日をご案内します 
 

 

＜お問い合わせ先＞「播磨町地域自立支援協議会」 
〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘１－５－30 播磨町福祉グループ 079-435-2361  FAX 079-435-0831 

                          事務局 TEL/FAX  079-437-3456 

全体会（研修会）へのお誘い 

●日時：６月８日（金）午前 1１：00 ～12：00 
●場所：播磨町役場 3階ＢＣ会議室 
●講師：障害者支援施設  あかりの家 

     東播磨圏域コーディネーター  濱口直哉氏 

参加費無料 播磨町地域自立支援協議会 
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一般企業で就労している障がいのある方から
話を聞き、「はたらく」を考えるシンポジウムの
開催
→H25年1月10日「はたらく人の声を聞く」

～障害者雇用企業編～開催

障がいのある方の「はたらく」を考える
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平成25年度 協議するテーマ

テーマ 活動内容

そ
だ
つ
部
会

○「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・12・2月）についての協議
○教育委員会との連携（「かけはし」普及のためのお便りの工夫・配布）や、関係機関との連携についての協議
○「かけはし」の様式見直しについての協議

○「支援をつなぐ」取り組み
○当事者・保護者向け研修会の実施（福祉制度の改正についての研修会）と啓発活動
○支援者チームでの、療育事業や巡回相談についての協議
○教育委員会との連携（「かけはし」普及のためのお便りの工夫・配布、就学サポート会議への参加、保育園・幼稚園への巡回訪問への参加）についての協議

く
ら
す
部
会

○災害時の地域連携と避難システム作り
○危機管理グループ、民生委員、自治会等と防災に関する連携について協議
○防災について（防災展の開催、「播磨町緊急医療キット」「緊急お助けカード」「災害時要援護者登録」の普及等の取り組み）の啓発に関する協議

○相談支援 ○相談支援事業所間の情報交換や相談システム、ルール、連携の在り方についての協議

○共同生活のあり方
○播磨町内でのお泊り会の実施に向けての協議
○地域での「くらし方」についての協議

は
た
ら
く
部
会

○障がいのある人の「はたらく」を考える ○はたらいている障がいのある人が集まる場の提供

○「はたらく」を支える環境作り
○就労支援についての情報収集と交換の提供
○加古川公共職業安定所との連携（就労支援A型事業所の見学会の開催等）

全
体
会

○権利擁護に関する動向
（成年後見制度利用支援の必須化・虐待防止法施行等についての周知・啓発）

○播磨町権利擁護まちづくり委員会（権利擁護研修シリーズ）との連携

○福祉制度改正に伴う支援の動向 ○研修会の実施（障がいのある人や家族に対しての情報発信と啓発）
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