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平成２９年度の豊橋市障害者自立支援協議会の取り組みについて 

 

１．はじめに 

 豊橋市障害者自立支援協議会は、平成１８年に設置され１２年目を迎えました。豊橋市障害者自立

支援協議会では、豊橋市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、実情に応じた体制整備について協議する全体会、協議会の全体

の進捗管理及び部会の連絡調整により、課題の整理や協議事項の調整等を担う運営会議、専門的事項

について協議する専門部会、より詳細な部分の協議を進める検討会、事業所間の情報共有や職員のス

キルアップ、ネットワークの構築等を目的とした連絡会を開催してきました。全体会や各専門部会、

検討会等の活動概要及び今後の課題等について次のとおりまとめ、平２９年度の年間報告とします。 

 

 

平成２９年度 豊橋市障害者自立支援協議会の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体会 

運営会議 

相談支援事業所連絡会 

共同生活援助事業所連絡会 

生活介護事業所連絡会 

居宅介護事業所連絡会 

連絡会 

大
規
模
災
害
に
対
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
部
会 

医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
部
会 

就
職
支
援
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
連
絡
会 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
連
絡
会 

療
育
関
係
者
等
連
携
会
議 

高齢障害者支援

専門部会 

相談支援 

専門部会 

就労支援 

専門部会 

こども 

専門部会 

地
域
移
行
促
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議 



2 

 

２．全体会について 

 全体会は豊橋市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、実情に応じた体制整備について協議する場として設置することから、

福祉、保健、医療、教育、雇用等の地域の関係機関を構成機関とし、ネットワークの構築を進めて参

りました。今年度は多くの委員の入れ替わりや新たに参画した委員で、新たなメンバーでそれぞれの

立場からご意見を頂きました。今年度開催された全３回の全体会では、以下のような内容で協議が行

われました。 

 

 

＜活動概要＞ 

 

第１回：平成２９年６月２３日（金） 

１３：３０～１５：３０ 

主な議題 ①会長の選出及び副会長の任命 

     ②平成２９年度の自立支援協議会の体制について 

     ③平成２９年度の各専門部会の活動状況報告と協議事項について 

     ④豊橋市障害福祉計画等の策定について 

 

第２回：平成２９年９月２７日（水） 

 １３：３０～１５：３５ 

主な議題 ①各専門部会の活動状況報告及び協議事項について 

     ②障害福祉計画等の素案について 

 

第３回：平成３０年２月１５日（木） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①各専門部会の活動状況報告及び協議事項について 

     ②障害福祉計画等について 

     ③平成３０年度の体制及び各専門部会協議事項について 

 

委員名簿 

 所   属 職   名 氏   名 

１ 椙山女学園大学 准教授 手嶋 雅史 

２ たまも荘障害者生活支援センター 施設長 森 正比古 

３ あかね荘障害者生活支援センター 施設長 藤田 聰一郎 

４ 生活支援センター さざなみ 理事長 杉本 寛 

５ 岩崎学園 理事長   松下 直弘 

６ 高次脳機能障害相談支援センター 管理者 池田 まさみ 

７ 豊橋市福祉事業会 園長 ◎後藤 正教 

８ 豊橋市社会福祉協議会 事務局長   松井 晴男 

９ 豊橋公共職業安定所 所長 横井 和夫 

 

全体会の様子 
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１０ 豊橋市民生委員児童委員協議会 副会長 掛布 喜代子 

１１ 豊橋障害者（児）団体連合協議会 会長 ○山下 徹 

１２ 豊橋障害者就業・生活支援センター センター長 安藤 淳二 

１３ 豊橋市医師会 副会長 江崎 雅彰 

１４ 豊橋特別支援学校 教頭 山本 敏子 

１５ 豊川特別支援学校 教頭 内藤 進 

１６ くすのき特別支援学校 教頭 山川 恭子 

１７ 豊橋聾学校 教頭 加藤 勝啓 

１８ 
東三河南部障害保健福祉圏域     

地域アドバイザー 
地域アドバイザー 江川 和郎 

１９ とよはし総合相談支援センター 統括相談員 鈴木 陽一郎 

２０ 豊橋市教育委員会 教育政策課 課長 山本 誠二 

２１ 豊橋市 健康部 保健所 健康増進課 課長 牧野 忍 

２２ 豊橋市 健康部 こども発達センター 事務長 田中 伸治 

２３ 豊橋市 こども未来部 保育課 課長 奥平 将 

２４ 豊橋市 福祉部 長寿介護課 課長 大川 照人 

２５ 豊橋市 福祉部 障害福祉課 課長 大野 忠司 

◎会長 ○副会長 

 

３．運営会議 

 運営会議では、協議会の全体の進捗管理及び部会の連絡調整により、課題の整理や協議事項の調整

等を担うことから、地域にどのような課題があり、課題解決のためにはどのように協議会で検討して

いくかなどの協議・確認等を行いました。各月１回（毎月第３木曜日）開催しています。 

 平成２７年から、優先的に解決すべき地域課題について明らかにし、関係機関での情報共有を図る

ため、困難事例を挙げて分析を行うよう見直しを図り、平成２９年度も継続して実施しました。 

 

＜活動概要＞ 

第１回：平成２９年４月２０日（木） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各機関の２９年度の体制について 

     ②平成２９年度自立支援協議会の運営方法について 

③障害福祉計画等の策定スケジュールについて 

④個別支援会議 

 

第２回：平成２９年５月２５日（木） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各専門部会・連絡会等の開催報告・開催予定について 

②相談支援体制について 

③個別支援会議 

 

 



4 

 

第３回：平成２９年６月１５日（木） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各専門部会の開催報告 

     ②事業所フェアについて 

③全体会の開催について 

④個別支援会議 

 

第４回：平成２９年７月２７日（木） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①全体会及び各連絡会等の報告 

②事業所フェアについて 

③個別支援会議 

 

第５回：平成２９年８月２４日（木） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①各専門部会・連絡会の開催報告・開催予定について 

②全体会について 

③事業所フェアについて 

④平成３０年度予算編成について 

⑤個別支援会議 

 

第６回：平成２９年９月２１日（木） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①全体会について 

②各専門部会の開催報告 

③個別支援会議 

 

第７回：平成２９年１０月２１日（木） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①全体会等の開催報告 

     ②障害者週間イベントの進捗状況について 

     ③特別支援学校卒業予定者の進路状況について 

     ④個別支援会議 

 

第８回：平成２９年１１月２２日（水） １３：３０～１５：２０ 

主な議題 ①連絡会等の開催報告・開催予定について 

     ②地域生活支援拠点の評価について 

     ③個別支援会議 

 

第９回：平成２９年１２月２１日（木） １３：３０～１４：５０ 

主な議題 ①連絡会等の開催報告・開催予定について 

②地域生活支援拠点の評価について 

③平成３０年度の協議事項について 

④個別支援会議 
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第１０回：平成３０年１月１８日（木） １３：３０～１４：５０ 

主な議題 ①各専門部会・連絡会等の開催報告・開催予定について 

②全体会について 

③平成３０年度自立支援協議会の体制について 

④個別支援会議 

 

第１１回：平成３０年２月９日（金） １５：１５～１６：３５ 

主な議題 ①各専門部会・連絡会等の開催報告・開催予定について 

     ②全体会について 

     ③平成３０年度自立支援協議会の体制について 

     ④個別支援会議 

 

第１２回：平成３０年３月１５日（木） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①全体会の開催報告 

②平成３０年度の各専門部会の取り組みについて 

③平成３０年度自立支援協議会の体制について 

④個別支援会議 

 

◇障害福祉サービス事業所フェア 

特別支援学校を卒業後などの利用を検討するにあたり、「自分で選び、自分で決める福祉サービス」

をテーマに、事業所の特徴やサービスの種類等を知ってもらう機会として「障害福祉サービス事業所

フェア」を開催しました。併せて、障害福祉サービスに関わるミニ講座も開催しました。 

  

                                

 

 

 

運営会議構成メンバー 

 所   属 

１ たまも荘障害者生活支援センター 

２ あかね荘障害者生活支援センター 

３ 生活支援センター さざなみ 

４ 発達・就労相談支援センターＦＬＡＴ 

５ 高次脳機能障害支援センター 

６ 相談支援センター木もれ陽 

７ 豊橋障害者就業・生活支援センター 

８ 豊橋市 健康部 こども発達センター 

９ とよはし総合相談支援センター 

１０ 豊橋市 福祉部 障害福祉課 

実施日：平成２９年８月１１日（金）１２：００～１６：００ 

場 所：ほいっぷ講堂、ロビー他 

参加事業所：４４事業所（内リーフレットのみ設置 ４事業所） 

来場者数：おおよそ２００名 

事業所フェアの様子 
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４．専門部会 

 専門部会は、共有化された地域の課題に対して専門的な協議を行う場として、社会資源の開発ある

いは改善を図るにあたっての検討を行いました。豊橋市障害者自立支援協議会では、生活支援に関す

る課題を「相談支援専門部会」にて、就労に関する課題を「就労支援専門部会」にて、こどもの支援

に関する課題を「こども専門部会」にて、高齢障害者の支援に関する課題を「高齢障害者支援専門部

会」にて検討を進めました。なお、さらに詳細に内容を検討する場合は、各専門部会の下部組織とし

て検討会を設置しているため、本項では各専門部会及び検討会等の概要についてまとめます。 

 

＜活動概要＞ 

（１）相談支援専門部会（年３回実施） 

 

参加機関：豊橋障害者（児）団体連合協議会、さくらピア相談室、たまも荘障害者生活支援センタ

ー、あかね荘障害者生活支援センター、生活支援センターさざなみ、発達・就労相談支援

センターＦＬＡＴ、高次脳機能障害相談支援センター、相談支援センター木もれ陽、豊橋

市社会福祉協議会、指定相談支援事業所代表、生活介護事業所代表、居宅介護事業所代表、

グループホーム代表、豊橋市教育委員会学校教育課、とよはし総合相談支援センター、豊

橋市福祉部障害福祉課 

 

第１回：平成２９年５月３０日（火） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①部会長の選出 

②平成２９年度の検討課題及び到達目標について 

  ③平成２９年度の部会及び検討会の体制とスケジュールについて 

  ④障害福祉計画策定メンバーの選出について 

 

第２回：平成２９年８月２９日（火） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①平成２９年度の検討課題及び到達目標の取組状況 

      ②全体会への協議事項について 

      ③障害福祉計画について 

 

 第３回：平成３０年２月９日（金） １３：３０～１５：００ 

 主な議題 ①平成２９年度の検討課題及び到達目標の取組状況 

      ②平成３０年度の体制及び協議事項について 

      ③全体会への協議事項について 

      ④障害福祉計画（最終案）について 

       

総括：◇平成２８年度４月より、豊橋市では、地域生活支援拠点を面的整備型で設置をしました。

平成２９年度の相談支援専門部会では、この地域生活支援拠点の評価を実施し、平成３０

年度の障害者自立支援協議会にて協議を行い、拠点改善のベースにすることとしました。

平成２９年度は行動障害者に対する支援が出来るサービス提供事業所を増加させるため、
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豊橋市内での行動援護従事者養成研修を実施し、２０名が受講をしました。また、地域移

行の促進のため、精神科病院スタッフへの勉強会を実施しました。 

 

（ⅰ）医療的ケアに関するワーキング部会 

参加機関：豊橋市障害者児団体連合協議会、たまも荘障害者生活支援センター、相談支援センター

木もれ陽、豊橋あゆみ学園、ケアホームふたば、生活塾「春日」、豊橋市医師会訪問看護ス

テーション、豊橋医療センター、豊橋市健康部こども発達センター、豊橋特別支援学校、

とよはし総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 

 

主な議題 医療的ケアガイドブックの発行について 

     平成３０年度障害者総合支援法の一部改正について 

     豊橋市障害者福祉基本計画及び第１期豊橋市障害児福祉実施計画における医療的ケア児

等に関する記載について 

     医療的ケアが必要な方の日中活動について 

 

総括：◇医療的ケアガイドブックの発行が例年１２月頃になってしまうため、今年度は改訂せず平

成３０年度上半期に発行。 

法改正に伴う関係部分、喀痰吸引研修補助金の状況と今後の申請等の進め方、策定した計

画の医療的ケア児等に関する記載内容の説明をしました。 

医療的ケアが必要な方の現状と課題について議論しました。 

 

      

 

（２）就労支援専門部会（年３回実施） 

参加機関：豊橋公共職業安定所、愛知障害者職業センター（豊橋支所）、豊橋特別支援学校、豊川特

別支援学校、豊川特別支援学校本宮校舎、くすのき特別支援学校、豊橋聾学校、豊橋障害

者児団体連合協議会、東三河南部圏域アドバイザー、豊橋障害者就業・生活支援センター、

就労系事業所代表、高次脳機能障害相談支援センター、あかね荘障害者生活支援センター、

とよはし総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 等 
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第１回：平成２９年６月６日（火） １４：００～１５：００ 

主な議題 ①平成２９年度の就労支援専門部会活動について 

      ②平成２８年度の就労系サービス事業所からの一般就職者数報告 

 

第２回：平成２９年９月１３日（水） １４：００～１５：００ 

主な議題 ①第四期障害者計画における目標値と現状についての考察 

②特別支援学校生徒の就労移行支援事業所でのアセスメント実施状況 

③職場体験実習に関する現状報告 

④障害福祉サービス事業所フェア開催報告 

 

第３回：平成３０年２月７日（水） １３：００～１５：００ 

主な議題 ①平成２９年度の就労支援専門部会活動報告 

      ②平成３０年度に向けての課題、要望等について 

 

（ⅰ）就職支援スキルアップ連絡会（年７回：見学会２回、勉強会５回実施） 

総括：◇愛知障害者職業センターによる就労支援のノウハウを学ぶための研修や、ハローワークの

利用の仕方、施設外就労と施設外支援の違いについての勉強会など、事業所の就労支援スキ

ル向上のための各種勉強会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇就労経験のない人が就労継続支援Ｂ型事業所を利用するにあたっての「アセスメント研修（事

前と事後の２回実施）」や、就労移行支援事業の利用者を拡大の取り組みとして、就労移行支援

事業所を知ってもらうためのプレゼンテーション会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２９年１０月３１日（火）開催 

場所：愛知障害者職業センター豊橋支所 

内容：愛知障害者職業センターによる就労支援に関する研

修会 ※センターで実際に行う職業評価についても体験 

 

 

 

「就労移行支援事業所によるプレゼンテーション会」 

実施日：平成３０年２月３日（土）１３：３０～１６：００ 

場 所：ほいっぷ 講堂 

参 加：市内就労支援事業所１２カ所 

来場者：２００名以上 
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  ◇障害福祉サービス事業所の見学に加え、平成２９年度取り組みとして、企業の見学会を実施し

ました。企業の求める人材や、障害者雇用の現場を知り、障害福祉サービス事業所の支援スキ

ル向上を目指しています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３）こども専門部会（年３回実施） 

参加機関：豊橋障害者児団体連合協議会、発達・就労相談支援センターＦＬＡＴ、相談支援センタ

ー木もれ陽、たまも荘障害者生活支援センター、岩崎学園、豊橋あゆみ学園、高山学園、

豊橋市こども発達センター、豊橋特別支援学校、豊川特別支援学校、くすのき特別支援学

校、豊橋聾学校、東三河児童・障害者相談センター、豊橋市健康部こども保健課、豊橋市

教育委員会教育政策課、豊橋市教育委員会学校教育課、豊橋市こども未来部こども若者相

談支援センター、豊橋市こども未来部こども未来館、豊橋市こども未来部保育課、とよは

し総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 

    ※豊橋市特別支援連携協議会と同時開催 

 

第１回：平成２９年５月２４日（水） ９：３０～１０：３０ 

主な議題 ①平成２９年度のこども専門部会の活動について 

     ②放課後等デイサービス事業所連絡会議について 

     ③療育関係者連絡会議について 

④第４期障害者自立支援事業計画の進捗状況 

      ⑤第１期障害児福祉計画について 

 

第２回：平成２９年９月１５日（金） １４：００～１５：００ 

主な議題 ①放課後等デイサービス事業所連絡会議について 

      ②豊橋市の早期療育に関する検討について 

      ③第４期障害者自立支援事業計画の進捗状況 

      ④第１期障害児福祉計画の進捗状況 

      ⑤その他 

 

障害福祉サービス事業所見学会 

実施日：平成２９年１１月２８日（火）１０：３５～１５：００ 

場 所：中部メディカルサポート、KURA  

 

企業見学会 

実施日：平成３０年１月１２日（金）１２：３０～１５：３０ 

    平成３０年１月１５日（月）１２：３０～１５：３０ 

場 所：株式会社マルキン  

 

参加事業所：１１事業所、特別支援学校 
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第３回：平成３０年２月２日（金） １４：００～１５：００ 

主な議題 ①放課後等デイサービス事業所連絡会議について 

      ②療育関係者連絡会議について 

      ③平成３０年度のこども専門部会の体制について 

      ④第４期障害者自立支援事業計画の見込みについて 

      ⑤第１期障害児福祉計画について 

      ⑥その他 

 

総括：◇平成２９年度のこども専門部会においては、平成２８年度に行った放課後等デイサービス

ガイドラインの自己評価を基に、各事業所のマニュアルを見直すためのグループワークや実

践報告を行いました。また放課後等デイサービス事業所が増加している背景も踏まえ、昨年

度同様に利用者の受け入れ状況や、職員の研修受講体制など、事業所の実態を把握するため

のアンケート、事業所向けに放課後等デイサービスガイドラインの自己評価を行うことに加

え、学校との連携体制についてのアンケートを行い、放課後等デイサービス事業所と学校と

の情報共有の方法について検討しました。また、第４期障害者自立支援事業計画と第１期障

害児福祉計画の進捗状況を部会において確認し、市内の障害児通所支援の現状の把握に努め

たほか、放課後等デイサービス事業所（一部）に訪問し、事業所に対する助言・指導を実施

しました。 

                   （ⅰ-２）放課後等デイサービス事例検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）放課後等デイサービス事業所連絡会（年３回実施） 

参加機関：市内放課後等デイサービス事業所、発達・就労相談支援センターＦＬＡＴ、相談支援セ

ンター木もれ陽、たまも荘障害者生活支援センター、豊橋市こども発達センター、とよは

し総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 

総括：◇情報共有の機会を図るとともに、グループワークや専門職種からの講座を行うことで、事

業所職員のスキルアップにもつなげることができました。 

 

 

 

 

 

実施日 事例検討会開催事業所 

５月１７日 ラ・バルカ チャイルドステーション 

６月１６日 楡の木 

７月１１日 こどもデイサービス しょこら 

９月２０日 放課後等デイサービス 自悠時間 

１０月１９日 こどもサポート教室「きらり」新豊橋校 

１１月１５日 放課後等デイサービス 悠友 

１２月８日 のんびりはうす 

１月１６日 チャイルドハート 東海豊橋 
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（ⅱ）療育関係者連絡会議（年３回実施） 

参加機関：発達・就労相談支援センターＦＬＡＴ、相談支援センター木もれ陽、いわさき・こども

デイサービス、豊橋あゆみ学園、豊橋くすのき学園、高山学園、豊橋市こども発達センタ

ー、東三河児童・障害者相談センター、豊橋市こども未来部こども保健課、豊橋市健康部

健康政策課、豊橋市こども未来部保育課、とよはし総合相談支援センター、豊橋市福祉部

障害福祉課 

主な議題 療育機関及び保育園の障害児枠が不足している現状や課題について 

総括：◇各療育機関の利用状況等を把握することで、療育が必要な方に支援を受けやすくするとと

もに、関係機関が集まって課題を共有・検討し、解決を目指しています。 

 

（４）高齢障害者支援専門部会（年２回実施） 

参加機関：たまも荘障害者生活支援センター、高次脳機能障害相談支援センター、生活支援センタ

ーさざなみ、相談支援センター木もれ陽、地域包括支援センター、豊橋障害者児団体連合

協議会、居宅介護支援事業所、豊橋市福祉部長寿介護課、とよはし総合相談支援センター、

豊橋市福祉部障害福祉課 

 

第１回：平成２９年６月７日（水） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①介護保険移行における案内について 

      ②その他 

 

第２回：平成３０年１月３０日（火） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①介護保険移行における案内について 

      ②その他 

        

総括：◇高齢障害者の支援を取り巻く課題について検討を進め、６５歳を迎える障害福祉サービス

利用者に対して、介護保険への移行案内を送り介護保険へスムーズにサービス利用できるよ

う図りました。 

また、部会で一定の議論が行えたため、平成２９年度をもって高齢障害者支援専門部会を終

了させ、相談支援専門部会傘下の連絡会にて障害福祉サービスと介護保険との連携の場を協

議することとしました。 
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５．事業所連絡会 

事業所連絡会については、事業所間における情報共有を図るとともに、サービス種別ごとの課題に

ついての検討や職員や事業所のスキルアップの機会となるよう設置しています。今年度は共通の内容

として平成３０年度法改正、障害福祉計画等の概要などについて、情報共有をしました。 

各障害福祉サービス提供事業所の種別に関わらず共通のテーマに取組むことにより、事業所間の情

報共有の平準化が出来ました。 

また、今年度より相談支援専門員同士の交流を図るため、 

ランチ会を開催し、有意義な情報交換が出来ました。 

 

 

 

 

（１）相談支援事業所連絡会（年２回実施） 

参加機関：市内相談支援事業所、とよはし総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 

主な実施内容 ①計画相談、障害福祉サービスに関する伝達事項について 

        ②６５歳以上になる障害者への対応について 

        ③平成３０年度法改正について 

        ④障害福祉計画等の概要について 

実施日 第１回：平成２９年８月４日（金） １３：３０～１５：３０ 

第２回：連絡会  平成２９年１２月２０日（水） １０：００～１１：１５ 

    ランチ会 平成２９年１２月２０日（水） １２：００～１３：００ 

 

（２）生活介護事業連絡会（年２回実施） 

参加機関：市内生活介護事業所、とよはし総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 

主な実施内容 ①各種事務連絡などの情報提供 

        ②６５歳以上になる障害者への対応について 

        ③テーマ別グループワークの実施 

        ④平成３０年度法改正について 

        ⑤障害福祉計画等の概要について 

実施日 第１回：平成２９年８月１日（火） １０：３０～１２：００ 

     第２回：平成３０年１月２３日（水） １３：３０～１５：００ 

 

（３）居宅介護事業所連絡会（年２回実施） 

参加機関：市内居宅介護事業所、とよはし総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 

主な実施内容 ①各種事務連絡などの情報提供 

        ②６５歳以上になる障害者への対応について 

        ③テーマ別グループワークの実施 

        ④平成３０年度法改正について 

        ⑤障害福祉計画等の概要について 

 
ランチ会の様子 
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実施日 第１回：平成２９年７月３１日（月） １３：３０～１５：００ 

     第２回：平成３０年１月３０日（火） １３：３０～１４：５０ 

 

（４）共同生活援助事業所連絡会（年２回実施） 

参加機関：市内共同生活援助事業所、とよはし総合相談支援センター、豊橋市福祉部障害福祉課 

主な実施内容 ①各種事務連絡などの情報提供 

        ②６５歳以上になる障害者への対応について 

        ③テーマ別グループワークの実施 

        ④平成３０年度法改正について 

        ⑤障害福祉計画等の概要について 

実施日 第１回：平成２９年８月９日（水） １０：００～１１：４０ 

     第２回：平成３０年１月２４日（水） １０：００～１１：３０ 

 

６．障害者週間イベントについて 

 障害者週間イベントは、障害への理解を深める啓発活動として毎年障害者週間に合わせて実施して 

いますが、平成２９年度は障害者週間アート作品展示会を実施しました。放浪の画家(山下清さん)の

作品展示や、１２月９日(土)は豊橋南ライオンズクラブ主催のイベントも同時開催され障害者施設の

品々の展示・販売等が行われ、多くの方のご協力を得て 

イベントを成功させることができました。 

                        

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者週間イベント 

「障害者週間アート作品展」 

 

日時：平成２９年１２月２日（土）～１２

月１０日(日)水曜除く 

   ９：００～１７：００ 

場所：こども未来館ここにこ 企画展示室 
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７．平成３０年度の協議会の取り組みについて 
 

平成２９年度の自立支援協議会では、障害福祉計画等の策定や前計画の評価を行い、併せて、各専

門部会においてあげた協議事項について、ＰＤＣＡサイクルを重点的に行い、平成３０年度の前年度

から引き続き取組むべき協議事項と新たな協議事項について下記のとおりまとめました。 

 

平成３０年度の豊橋市障害者自立支援協議会での協議事項 

所管（部会名） 議題・課題 

相談支援専門部会 

１．地域生活支援拠点の評価について 

２．強度行動障害者に対する支援体制の整備 

３．大規模災害時の支援体制に関する検討 

４．相談支援体制（計画相談）についての検討 

５．地域移行に関する情報共有と状況確認 

６．医療的ケアが必要な障害児者への対応について【新規】 

就労支援専門部会 

１．就労移行支援の積極的利用と就職率向上の支援 

２．事業者・当事者の就労支援スキル・知識の向上及び事業の 

適正運営 

３．アセスメントの手法・質の平準化 

４．企業向けの障害福祉サービス周知・啓発 

５．就労定着支援事業所のスキルアップ【新規】 

こども専門部会 

１．放デイ運用見直しによる体制の推移 

２．事業所と学校・保育園等との連携（ガイドラインの遵守） 

３．豊橋市の早期療育に関する検討について 

各部会の共通事項 
第４期障害福祉計画の評価、第５期障害者福祉実施計画及び第１

期障害児福祉実施計画の進捗状況（ＰＤＣＡ） 

  


