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令和元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１２月に設置され１３年が経過しました。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、令和元年度の年間報告とします。 

 

 

令和元年度 豊橋市障害者自立支援協議会の組織図 
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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：令和元年５月２４日（金） 

１３：３０～１５：３０ 

主な議題 ①会長の選出及び副会長の指名について 

     ②令和元年度の自立支援協議会の体制及びスケジュールについて 

     ③令和元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豊橋市障害者福祉基本計画進捗状況について 

      

第２回：令和元年９月２７日（金） 

 １３：３０～１５：３０ 

主な議題 ①令和元年度の各専門部会の活動状況報告について 

②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について 

③新規指定のための日中サービス支援型 GH事業者による事業内容報告について 

 

第３回：令和２年２月２５日（火） 

 １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①令和元年度の各専門部会の活動状況報告と来年度に向けて 

     ②大規模災害時の障害者等支援体制マニュアルについて 

     ③日中サービス支援型ＧＨの新規指定のための事業者による事業内容説明 

 

 

委員名簿 

 所   属 職   名 氏   名 

１ 椙山女学園大学 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   黒栁 晴彦 

３ あかね荘障害者生活支援センター 施設長 今泉 悟 

４ 岩崎学園 理事長   松下 直弘 

５ 豊橋市福祉事業会 園長 後藤 正教 

６ 生活支援センター さざなみ 理事長 ◎杉本 寛 

７ 高次脳機能障害相談支援センター 管理者 金田 輝朋 

８ 豊橋障害者（児）団体連合協議会 会長 山下 徹 

９ 豊橋障害者（児）団体連合協議会 副会長 ○野口 雅由 

 

全体会の様子 
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 所   属 職   名 氏   名 

１０ 

とよはし総合相談支援センター センター長 

江川 和郎 愛知県相談支援体制整備事業 

地域アドバイザー（東三河南部圏域） 
地域アドバイザー 

１１ 豊橋公共職業安定所 所長 鳥井 正行 

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 豊橋市社会福祉協議会 事務局長   福岡 吉彦 

１４ 豊橋市民生委員児童委員協議会 副会長 金子 康子 

１５ 豊橋市医師会 副会長 江崎 雅彰 

１６ 愛知県立豊橋特別支援学校 教頭 杉田 敏範 

１７ 愛知県立豊川特別支援学校 教頭 鈴木 康洋 

１８ 豊橋市立くすのき特別支援学校 教頭 向井 嘉都子 

１９ 愛知県立豊橋聾学校 教頭 渡会 博子 

２０ 豊橋市教育委員会 教育政策課 課長 角野 洋子 

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 中田 浩次 

２４ 豊橋市 福祉部 長寿介護課 課長 川島 加恵 

２５ 豊橋市 福祉部 障害福祉課 課長 生駒 雄二 

◎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、令和元年度も継続して実施しました。 

 

 

＜活動概要＞ 

第１回：平成３１年４月１７日（水） １３：３０～１５：３５ 

主な議題 ①各事業所及び障害福祉課の今年度の体制について 

②平成３１年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制について 

③相談支援事業所の訪問結果について 

④地域生活支援拠点評価について 

⑤ＧＷ期間における緊急対応について 

⑥個別支援会議について 
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第２回：令和元年５月１５日（水） １３：３０～１５：２０ 

主な議題 ①専門部会・連絡会等の開催報告・今後の開催予定 

②全体会について 

③事業所フェアについて 

④各事業所からのケース報告 

 

第３回：令和元年６月１９日（水） １３：３０～１５：２５ 

主な議題 ①各専門部会等の開催報告・今後の開催予定 

②全体会の開催報告について 

③相談支援専門員の受け持ち件数の底上げについて 

④事業所フェアについて 

⑤各事業所からのケース報告 

 

第４回：令和元年７月１７日（水） １３：３０～１５：２５ 

主な議題 ①各連絡会等の開催報告・今後の開催予定 

②事業所フェアについて 

③各事業所からのケース報告 

 

第５回：令和元年８月２１日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各連絡会等の開催報告及び各専門部会開催予定 

②令和２年度予算編成について 

③障害者週間イベントについて 

④個別支援会議 
 

第６回：令和元年９月１８日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①専門部会・連絡会等の開催報告及び開催予定 

②全体会への報告について 

③個別支援会議 

 

第７回：令和元年１０月１５日（火） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①連絡会等の開催報告及び開催予定 

     ②全体会への報告について 

     ③特別支援学校卒業予定生徒の進路状況について 

     ④個別支援会議 

 

第８回：令和元年１１月２０日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①連絡会等の開催報告及び開催予定 

     ②障害者週間イベントについて 

     ③個別支援会議 
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第９回：令和元年１２月１８日（水） １３：３０～１５：１５ 

主な議題 ①専門部会等の開催報告及び開催予定 

②特別支援学校卒業生について 

③相談支援従事者研修の演習講師の推薦について 

④年末年始の緊急対応について（確認） 

⑤個別支援会議 

 

第１０回：令和２年１月１５日（水） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①専門部会等の開催報告及び開催予定 

②全体会の議題について 

③令和２年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制について（確認） 

④令和２年度事業所フェアの開催について 

⑤個別支援会議 

 

第１１回：令和２年２月１９日（水） １３：３０～１５：３０ 

主な議題 ①専門部会等の開催報告及び開催予定 

     ②第３回全体会の報告について 

     ③個別支援会議 

 

第１２回：令和２年３月１８日（水） １３：３０～１４：３０ 

主な議題 ①連絡会等の開催報告 

②令和２年度豊橋市障害者自立支援協議会 全体会の開催日程について 

③令和２年度に向けての書類等作成依頼 

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。 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日：令和元年７月７日（日） 

１３：００～１６：００ 

場 所：ほいっぷ講堂、ロビー他 

参加事業所：４１事業所 

（内リーフレットのみ設置 ６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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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 

 

 

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：令和元年５月１７日（金） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①部会長の選出 

②令和元年度の自立支援協議会の体制とスケジュールについて 

  ③令和元年度の検討課題及び到達目標について 

  

第２回：令和元年８月２８日（水） １３：３０～１５：１５ 

主な議題 ①各事業所連絡会からの開催報告について 

②令和元年度検討課題及び到達目標の取組状況 

③全体会への協議事項 
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 第３回：令和２年１月２９日（水） １０：００～１１：４０ 

 主な議題 ①令和元年度検討課題及び到達目標の取組状況 

      ②令和２年度に向けて（体制や協議事項について） 

      ③全体会への協議事項について 
            

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。 

 

（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 

 

第１回：令和元年７月５日（金） １３：３０～１５：１０ 

主な議題 ①次年度に設置する医療的ケアに関する協議の場の体制について 

  ②医療的ケアが必要な障害者を取り巻く課題について 

  

第２回：令和２年１月２７日（金） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①コーディネーター会の報告について 

      ②地域の課題（本市の医療的ケア児の状況について） 

      ③次年度の体制について 

 

総括：◇市内の医療的が必要となる対象者の個別のリストを作成し、人数の調査やその他サービスの

ニーズを把握をするための資料作成等の材料とし、今後これらのデータを元に現状や議題等

の検討する。 

 

（ⅱ）大規模災害時の支援体制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、あかね荘障害者生活

支援センター、相談支援センター木もれ陽、発達・就労相談支援センターＦＬＡＴ、生活支

援センターさざなみ、高次脳機能障害相談支援センター、とよはし総合相談支援センター、

豊橋市社会福祉協議会、豊橋特別支援学校、豊橋市（福祉政策課、障害福祉課） 

 

第１回：令和元年６月２４日（月） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①過去の検討内容について 

  ②大規模災害発生時の支援体制について 

  ③災害に備えるために必要な制度について 
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第２回：令和元年７月２６日（金） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①各事業所連絡会の確認事項について 

      ②支援体制について 

 

第３回：令和元年９月１３日（金） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①事業所ヒアリングについて 

      ②各事業所連絡会の確認事項について 

      ③支援体制のマニュアルについて 

第４回：令和元年１０月２５日（金） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①支援体制のマニュアルについて 

 

第５回：令和元年１２月２０日（金） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①支援体制のマニュアルについて 

      ②次年度の検討内容について 

 

総括：◇過去からの検討事項の整理を行い、平成３１年度には、大規模災害時における支援体制の拠

点について、検討することとし、障害福祉課、とよはし総合相談支援センター、委託相談支援

事業所の相談支援専門員が災害時に障害者等を支援するためのマニュアルの作成を行った。 

     また、市内のＢＣＰを作成している２事業所に対してヒアリングを行ったほか、相談支援、

居宅介護、生活介護、共同生活援助、通所支援の各事業所連絡会において、災害時の備え等に

関するグループワークを行い、情報共有を図ることができた。 

 

（ⅲ）地域移行促進ネットワーク会議 

参加機関：松崎病院、可知記念病院、岩屋病院、保生会病院、島病院、シーサイド吉前、あかね荘、

珠藻荘、ちぎり寮、自由の杜、あかね荘障害者生活支援センター、たまも荘障害者生活支援

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、高次脳機能障害相談支

援センター、発達・就労相談支援センターＦＬＡＴ、豊橋市障害者児団体連合協議会、中央

地域包括支援センター、とよはし総合相談支援センター、豊橋市（健康増進課、長寿介護課、

障害福祉課） 

 

第１回：令和元年１１月２９日（金） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①平成３０年度精神科病院からＧＨ等への地域移行の実績及び取組みについて 

  ②平成３０年度入所施設からＧＨ等への地域移行の実績及び取組みについて 

  ③地域相談員の実績報告 

  ④生活体験の場の実績報告 

 

総括：◇市内の精神科病院、施設入所支援事業所、委託の相談支援事業所、当事者団体、地域包括支

援センター、行政が集まり、地域移行の実績や取組みなどの情報共有を図ることができた。 
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（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、岡崎盲学校、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（人事課・障害福祉課） 

 

第１回：令和元年５月１０日（金） １４：３０～１６：００ 

主な議題 ①令和元年度の就労支援専門部会活動について 

      ②平成３０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：令和元年９月１０日（火） １３：３０～１５：２０ 

主な議題 ①第５期障害者福祉実施計画における目標値と現状についての考察 

②スキルアップ連絡会開催報告 

③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 

④次年度、特別支援学校生徒のアセスメント申請等の流れについて 

 

第３回：令和２年２月７日（金） １３：３０～１５：２０ 

主な議題 ①令和元年度の就労支援専門部会活動報告 

      ②令和２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５回：見学会２回、勉強会３回実施。新型コロナで１回中止） 

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、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。また、障害福祉サービス事業所の新人職員向け

の研修や職員の育成に関する研修、就労移行支援事業の利用者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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「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：令和２年２月４日（火）１３：３０～１６：００ 

場 所：豊橋市役所 講堂 

参 加：市内就労支援事業所１０カ所 

来場者：２００名以上 
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（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：令和元年５月１４日（火） １４：００～１５：００ 

主な議題 ①令和元年度のこども専門部会の活動について 

      ②令和元年度こども専門部会での協議事項及び到達目標について検討 

      ③第１期豊橋市障害児福祉計画について進捗状況報告 

 

第２回：令和元年９月１１日（水） １４：００～１５：００ 

主な議題 ①こども専門部会等の活動内容について報告 

      ②放課後等デイサービス事業所と学校との連携強化についての報告 

      ③第１期豊橋市障害児福祉計画の進捗状況報告 

      ④こども専門部会の協議事項における対応状況について報告、検討 

 

第３回：令和２年１月２８日（火） １４：００～１５：００ 

主な議題 ①こども専門部会等の活動内容について報告 

      ②第１期豊橋市障害児福祉計画の進捗状況報告 

  ③放課後等デイサービス事業所と学校との連携について 

      ④令和２年度のこども専門部会の協議事項における対応状況 

      ⑤令和２年度のこども専門部会の体制について検討 

 

総括：◇令和元年度のこども専門部会は、放課後等デイサービス事業所連絡会議を行うだけでなく、

児童発達支援事業所連絡会議や通所支援事業所連絡会議を開催し、事業所同士の情報共有を図

りました。 

連絡会議では今後のこども専門部会での研修体制等についてグループワークを行い、研修の

振り返りや来年度開催したい研修内容について検討しました。また通所支援事業所が増加して

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

評価を行いました。 

また、令和３０年度に導入した「つながるシート」により、事業所や学校の意見を伺いなが

ら情報共有を行い。第１期豊橋市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）を訪問し、事

業所に対する助言・指導を実施しました。 
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（ⅰ）放課後等デイサービス事業所連絡会（年２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。 

 

 （ⅰ-２）児童発達支援管理責任者におけるアセスメン講座 

 

 

 

 

 

（ⅰ-３）専門職種別の講座と事例検討会 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）児童発達支援事業所連絡会議（年１回実施） 

 参加機関：市内児童発達支援事業所、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：◇令和元年度施行された児童発達支援等の利用者負担無償化についての周知や状況共有を図る

ことができました。 

 

（ⅲ）通所支援事業所連絡会議（年２回実施） 

 参加機関：市内障害児通所支援事業所、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：◇市内全障害児通所支援事業所での情報共有や今後のこども専門部会等の体制について検討や、

災害時の備え等に関するのグループワークを行い情報共有を図ることが出来ました。 

 

（ⅳ）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 

 

実施日 講師 

９月 ２５日 理学療法士 

１０月１８日 言語聴覚士 

１１月 １日 臨床心理士 

１２月 ６日 作業療法士 

実施日 講座内容 

６月 ５日 岩崎学園理事長 松下氏による特別講座 

６月１８日 
共通事例を用いたアセスメントの作成と

課題の整理 

７月１０日 共通事例を用いた個別支援計画の立案 
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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。 

 

 

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。 

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。令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第２回を開催中止

としました。 

 

（１）相談支援事業所連絡会（例年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 地域生活支援拠点の評価について 

実施日 第１回：令和元年７月３１日（水） １０：００～１１：３０ 

第２回：令和２年３月６日（金）  １０：００～１１：３０ 開催中止 

 

（２）生活介護事業連絡会（例年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 生活介護事業ガイドライン案について 

 実施日 第１回：令和元年８月６日（火） １０：００～１１：３０ 

     第２回：令和２年３月３日（火） １０：００～１１：３０ 開催中止 

 

（３）居宅介護事業所連絡会（例年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サービス提供困難時の対応について 

        ②家事援助１回あたりの提供時間について 

実施日 第１回：令和元年８月６日（火） １３：００～１４：３０ 

     第２回：令和２年３月４日（水） １３：００～１４：３０ 開催中止 

 

（４）共同生活援助事業所連絡会（例年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日中サービス支援型グループホームの情報提供について 

        ②家賃証明書の提出について 

 実施日 第１回：令和元年７月２９日（月） １０：００～１１：３０ 

     第２回：令和２年３月３日（火）  １０：００～１１：３０ 開催中止 
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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、令和元年度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。 

                       

 

 

７．令和２年度の協議会の取り組みについて 
 

令和２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、前年度から引き続き取組むべ

き協議事項や新たな協議事項について次項のとおりまとめました。 

 

 

令和２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．大規模災害時の支援体制の検討 

２．医療的ケアが必要な障害児者への対応について 

３．相談支援体制についての検討 

４．強度行動障害者に対する支援体制の整備  

５．地域生活支援拠点の評価について  

６．地域移行に関する情報共有と状況確認 

７．第６期障害者福祉実施計画の検討（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及び能力に 

応じた適切なサービスへの移行促進 

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．企業等への障害福祉サービス周知・啓発及び障害者の就労 

先拡充の検討 

５．第６期障害者福祉実施計画の検討（新規） 

こども専門部会 

１．ガイドラインの遵守 

２．事業所のスキルアップ 

３．事業所と関係機関との連携強化 

４．第１期障害児福祉実施計画の検討（新規） 

各部会の共通事項 
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） 

  


