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令和３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１４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、運営を円滑に

行うための事前調整の場である運営会議、主要な３つの課題に対して協議・検討を行う専門部会、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。令和３年度については、福祉業界の人材問題を協議・検討する人

材育成検討会、ペアレント・トレーニングの実施やペアレントメンターの育成を協議・検討する障害児

の家族・地域支援対応検討会を新たに設置しました。会議については、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、基本的にハイブリッド形式（対面及びＷｅｂ）で行いました。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３年度の年間報告とします。 

 

 

 

令和３年度 豊橋市障害者自立支援協議会の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体会 

個別支援会議 

共同生活援助事業所連絡会 

相談支援事業所連絡会 

こども通所支援事業所連絡会 

生活介護事業所連絡会 

居宅介護事業所連絡会 

入所・短期入所事業所連絡会 
個別課題に対して協議検討を行う場 

ほっとぴあ 

就職支援スキルアップ検討会 

検討内容の報告 

障害児の家族・地域支援対応検討会 

運営会議 

個別課題に関する検討会 

生活支援 

専門部会 

就労支援 

専門部会 

こども支援 

専門部会 

個別課題の 

検討等の依頼 

日中サービス支援型ＧＨ検討会 

大規模災害時の支援体制検討会 

医療的ケアに関する検討会 

事業所連絡会 

主要な３つの課題に専門性に特化し、①相談に係る生活支援、②日中活動に係る就

労支援、③児童サービス全般に係るこども支援に対して協議・検討を行う場。施策

の実施も主体的に行う。 

個別支援会議 

障害者権利擁護ネットワーク会議 

事務局 

・障害福祉

課 

事業所への周知・啓発の場 

専門部会 

関係機関への報告、方向性検討の場 

運営を円滑に行うための事前調整の場 

豊橋市障害者権利擁護ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会要綱を設置根

拠とした権利擁護に関する報告・検討の場 

人材育成検討会 

ニーズの吸い上げ 

ニーズのカテゴライズ・ 

振り分け 

個別支援会議 

地域移行促進ネットワーク検討会 

ほっとぴあ 
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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。      

 

 

 

 

＜活動概要＞ 

 

第１回：令和３年５月２８日（金）１３：３０～１５：００ 

主な議題 ①障害者福祉基本計画の評価、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 

実績報告について 

②令和３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３年度の各専門部会の活動状況報告と協議事項（地域生活支援拠点の評価）について 

 

第２回：令和３年９月２４日（金）１３：３０～１５：００ 

主な議題 ①会議開催状況について           

②令和３年度の各専門部会の活動状況報告について 

③日中サービス支援型ＧＨ検討会の報告と今後の運用方法について 

④新型コロナウイルスワクチンの接種状況について 

⑤障害者虐待防止に係る事業所訪問の実施について 

⑥障害者の権利擁護のための動画上映・ 

⑦障害者週間イベント「とよはし みんなのまちなか絵画展」について 

 

第３回：令和４年２月１８日（金）１３：３０～１５：００ 

主な議題 ①会議開催状況報告 

②令和３年度の各専門部会の活動状況報告、令和４年度協議事項について 

③令和 4年度の協議会組織図、スケジュールについて 

④基幹・委託相談支援体制の見直しの意見について 

⑤日中サービス支援型ＧＨの評価結果について  

 

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 杉浦 伸枝 

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 

 
全体会の様子 
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 所   属 職   名 氏   名 

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 

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 川本 信弘 

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 江﨑 雅彰 

１６ 愛知県立豊橋特別支援学校 教頭 天野 和彦 

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 浅倉 淳志 

２１ 豊橋市 健康部 保健所 健康増進課 課長 加藤 寿子 

２２ 豊橋市 健康部 こども発達センター 事務長 三浦 猛志 

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 伊藤 訓子 

２５ 豊橋市 福祉部 障害福祉課 課長 佐藤 隆 

◎会長 ○副会長 

 

３．運営会議について 

 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。７月と１１月を除く各月１回（基本的に毎月第３水曜日）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３年度も継続して実施しました。 

 

＜活動概要＞ 

第１回：令和３年４月２１日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②令和２年度第１２回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制と担当について 

④ＧＷ期間における緊急対応について 

⑤障害者虐待防止に係る事業所訪問 

⑥相談支援事業所訪問結果報告（抜粋） 

⑦新型コロナウイルス感染症対策の情報共有 

⑧各事業所からのケース報告 
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第２回：令和３年５月１９日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②令和３年度第１回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③障害者虐待防止に係る事業所訪問代替案について 

④各事業所からのケース報告 

⑤その他 障害者週間イベントについて、生活支援専門部会全体会用報告資料 

 

第３回：令和３年６月１６日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②令和３年度第２回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③障害者虐待防止に係る事業所訪問について 

④各事業所からのケース報告 

 

第４回：令和３年８月１８日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②令和３年度第３回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③各専門部会の報告シートについて（全体会用） 

④障害者虐待防止に係る事業所訪問の日程調整について 

⑤セルフプランについて 

⑥事業所フェアについて 

⑦障害者週間イベントの経過報告 

⑧各事業所からのケース報告 

 

第５回：令和３年９月１５日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②令和３年度第４回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③全体会の資料等について 

④インターバル研修について 

⑤障害者虐待防止に係る事業所訪問のスケジュールについて 
⑥障害者の権利擁護のための動画上映 

⑦各事業所からのケース報告 

 

第６回：令和３年１０月２０日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②令和３年度第５回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③障害者虐待防止に係る事業所訪問のスケジュールについて 

④各事業所からのケース報告 

⑤基幹・委託相談体制の見直しについて（基幹・委託のみ参加） 
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第７回：令和３年１２月１５日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②運営会議・全体会の意見を踏まえた対応について 

③年末年始の緊急対応についての確認 

④日中サービス支援型ＧＨの要綱の制定について 

⑤特別支援学校卒業生の進路相談支援状況 

⑥相談支援事業所訪問について 

⑦虐待訪問進捗確認 

⑧基幹相談支援センターの権利擁護研修における取扱いについて 

⑨次年度の自立支援協議会の体制の検討 

⑩各事業所からのケース報告 

⑪基幹・委託相談体制の見直しについて（基幹・委託のみ参加） 

 

第８回：令和４年１月１９日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②第７回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③第３回の全体会に向けた協議  

④各事業所ケース報告 

 

第９回：令和４年２月１６日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②第８回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③第３回の全体会について 

④令和４年度の相談支援体制について 

⑤各事業所ケース報告 

 

第１０回：令和４年３月１６日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①各会議の開催予定・開催報告 

②第９回運営会議の意見を踏まえた対応について 

③第３回の全体会の意見を踏まえた対応について 

④令和４年度豊橋市障害者自立支援協議会協議会組織図 

⑤令和４年度豊橋市障害者自立支援協議年間スケジュール 

⑥令和４年度緊急一時保護当番表 

⑦令和４年度懸案事項 

⑧地域生活支援拠点の令和３年度評価について 

⑨各事業所ケース報告 

⑩権利擁護ネットワーク協議会委員輪番表 
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◇ピックアップ：令和３年度事業所紹介動画フェア 

例年、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」を開催しておりましたが、昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止とし

てしまったため、今年度はその代替として各事業所が紹介動画を作成し、特別支援学校に周知しました。 

   

とよはし総合相談支援センターほっとぴあ（基幹相談支援センター）の紹介動画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 高次脳機能障害相談支援センター 

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 
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４．専門部会について 

 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「生活支援専門部会」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「こども支援専門部会」にて検討を進めました。 

 

＜活動概要＞ 

（１）生活支援専門部会 

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３年５月１０月（月）１０：００～１１：３０ 

主な議題 ①部会長の選出 

②令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制について 

③令和３年度の取組みについて（全体会用報告資料） 

④相談支援事業所訪問結果報告（抜粋） 

 

第２回：令和３年８月４日（水）１０：００～１１：３０ 

主な議題 ①第１回生活支援専門部会の意見を踏まえた対応について 

②令和３年度全体会報告用シート（上半期実績）の協議 

③新型コロナウイルスワクチン接種の状況について 

 

 第３回：令和４年１月２６日（水） １０：００～１１：３０ 

 主な議題 ①令和３年度実績及び次年度目標について（全体会報告用シート） 

②全体会への協議事項 

 

総括：◇令和３年度については、協議内容が多岐に渡ることから「相談支援専門部会」を「生活支援

専門部会」に名称変更しました。大規模災害時の支援体制の構築、相談新体制の充実・強化、

医療的ケアが必要な障害者児への対応、強度行動障害者に対する支援体制の整備、地域移行

に関する情報共有と状況確認、人材育成によるサービスの質の向上、地域生活支援拠点の評

価の７つについて、主に協議を行いました。研修等の実施、関係機関との情報共有、基幹・

委託相談の支援体制の見直し協議、障害者虐待防止の動画作成と周知、やむを得ない措置の

協定締結事業者の拡充等を行うことができました。 
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（２）就労支援専門部会 

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、豊

橋市総務部人事課、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３年５月１８日（火）１３：３０～１５：００ 

主な議題 ①就職支援スキルアップ検討会 

     ②豊橋市障害者自立支援協議会について 

     ③就労系サービス利用におけるアセスメント 

     ④職業センターモデル事例 

     ⑤農福連携について 

     ⑥豊橋市障害者自立支援協議会全体会について 

 

第２回：令和３年８月３日（火）１３：３０～１５：００ 

主な議題 ①就職支援スキルアップ連絡会の報告 

②第６期豊橋市障害者福祉実施計画における目標値と現状 

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 

④B型を考える前のアセスメント 

⑤事業所見学 

⑥今後の予定 

 

第３回：令和４年２月４日（金）１３：３０～１５：００ 

主な議題 ①就職支援スキルアップ検討会の報告 

     ②事業所見学会の報告 

③第６期豊橋市障害者福祉実施計画における目標値について 

④来年度の予定 

⑤学校卒業者の進路選択について 

⑥就労アセスメント用チェックシート＆リストの改版について 

⑦全体会においての報告内容について  

 

総括：◇令和３年度については、就労移行支援・就労継続支援等の適切な利用及び就職者数・就職率

向上のための支援、事業者の就労支援スキル・知識の向上、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の３つについて、主に協議を行いました。ハローワ

ークとの連携については、新型コロナウイルス感染拡大によりイベントが中止になりました

が、就労アセスメント用チェックリストの改版や農福連携のための事業者周知を行うなど事

業者のスキルアップに資する取り組みができました。 
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（３）こども支援専門部会 

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 

 

第１回：令和３年５月１７日（月）１４：００～１５：００ 

主な議題 ①部会長選出 

②第２期豊橋市障害児福祉実施計画について 

③令和２年度こども支援専門部会の活動について 

④令和３年度こども支援専門部会の検討課題及び到達目標について 

⑤令和３年度こども支援専門部会の体制 

⑥児発管実務講座について 

⑦ペアレント・トレーニングの検討について 

 

第２回：令和３年７月２９日（木）１４：００～１５：００ 

主な議題 ①療育関係者連絡会議の報告 

②児発管実務者講座の報告 

③こども通所支援事業所連絡会議の報告 

④障害児の家族・地域支援対応検討会の報告 

⑤障害児の家族・地域支援対応検討会について 

⑥こども支援専門部会の協議事項における対応状況について 

⑦放課後等デイサービス事業所と学校との連携について 

⑧コロナウイルス感染症に係る情報共有 

 

第３回：令和４年２月１４日（月）書面開催 

主な議題 ①こども支援専門部会 関係機関一覧 

②活動方向と評価（全体会報告シート、第２回こども通所支援事業所連絡会議、障害児の

家族・地域支援検討会、専門職種講座、療育関係者連絡会議） 

③令和４年度のこども支援専門部会の体制について 

④第２期障害児福祉実施計画の進捗 

 

総括：◇令和３年度については、ペアレント・トレーニングなどの家族を支える支援体制の構築、障

害児通所支援事業所の支援の質の向上、事業所と関係機関との連携による支援体制の強化の

３つについて、主に協議を行いました。関係する検討会との課題や取組みの共有を行いつつ、

児童通所系事業所や学校との連携強化を図ることができました。 
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５．検討会について 

 個別課題に対して協議・検討する会議体について、令和３年度から検討会と名称を統一しました。ま

た、日中サービス支援型共同生活援助事業所の事業報告・評価の場である「日中サービス支援型ＧＨ検

討会」、事業所の人材育成の課題の協議・検討の場である「人材育成検討会」、ペアレント・トレーニン

グの支援体制の確保やペアレントメンターの育成の協議・検討の場である「障害児の家族・地域支援対

応検討会」を新たに設置しました。計７つの検討会で、個別の課題に対する取り組みを行いました。 

 

＜活動概要＞ 

（１）日中サービス支援型ＧＨ検討会 

参加機関：あいあいホーム等（共同生活援助事業所連絡会長）、豊橋市社会福祉協議会東部障害者相

談支援事業所（相談支援事業所連絡会長）、生活塾「春日」（生活介護事業所連絡会長）、フ

ォレスト介護ステーション（居宅介護事業所連絡会長）、豊橋ちぎり寮（入所・短期入所事

業所連絡会長）、豊橋障害者児団体連合協議会、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、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、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、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３年７月２６日（月）１０：００～１１：３０ 

主な議題 ①新規指定の事業説明（３件） 

 

第２回：令和４年１月２８日（金）１３：３０～１６：００ 

主な議題 ①既存事業所の事業報告・評価（３件） 

 

第３回：令和４年２月２５日（金）１３：３０～１５：００ ※追加開催 

主な議題 ①既存事業所の事業報告・評価（２件） 

 

総括：◇令和３年度については、日中サービス支援型共同生活援助事業所の評価方法について要綱を

定め実施しました。事業所への要望や課題を取りまとめ、サービスの質の向上に資すること

ができました。また、日中サービス支援型共同生活援助事業所に併設される短期入所事業所

について、やむを得ない措置に係る協定締結の協力依頼を併せて行いました。 

 

（２）人材育成検討会 

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 
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第１回：令和３年５月１０日（月）１１：００～１１：３０ 

主な議題 ①第６期豊橋市障害者福祉実施計画及び第２期豊橋市障害児福祉実施計画策定に向けた

アンケート及びヒアリング調査等報告書（抜粋） 

     ②相談支援の人材育成に係る研修について 

     ③人材育成や人材確保のための施策の協議 

 

第２回：令和３年８月４日（水）１１：００～１１：３０ 

主な議題 ①第１回人材育成検討会の意見を踏まえた対応について 

     ②人材育成に係るアンケートについて 

 

第３回：令和４年１月２６日（水）１１：００～１１：３０ 

主な議題 ①人材育成に係るアンケート調査結果報告について 

     ②次年度の取組みの検討 

 

総括：◇令和３年度については、相談支援事業所の人材育成に焦点をあて研修等の充実を図りました。

また、第６期豊橋市障害者福祉実施計画及び第２期豊橋市障害児福祉実施計画策定に向けた

アンケート及びヒアリング調査等報告書を参考として、アンケート項目を検討し、人材育成

に係るアンケート調査結果を取りまとめました。これにより、入職・離職状況の把握、事業

所が求める外部研修のテーマ、講師となり得る人材の把握等を行うことができました。 

 

（３）地域移行促進ネットワーク検討会 

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、豊橋市健康部健康増進課、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：令和３年１２月１日（水）書面開催 

主な議題 ①令和３年度の豊橋市障害者自立支援協議会について 

②地域移行・地域定着支援利用者数の推移について 

③安心生活支援事業（生活体験の場）の実績について 

④日中サービス支援型共同生活援助に係る情報提供について 

⑤第６期豊橋市障害者福祉実施計画の目標値【福祉施設入所者の地域生活への移行・地域

包括ケアシステム（入院中の精神障害者の地域生活への移行）】について 

⑥重層的支援体制整備事業について 

 

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、行政で、地域移行の実績や地域移行先となり得る新規事業所等の情報共有を図

ることができました。また、重層的支援体制整備事業について周知し、関係機関との連携強

化の協力依頼を行いました。 



12 

 

（４）大規模災害時の支援体制検討会 

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、豊橋市社会福祉協議会、豊橋特別

支援学校、豊橋市福祉部福祉政策課、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３年７月６日（火） １０：００～１１：３０ 

主な議題 【震災関係】 

①避難行動要支援者台帳の様式等の見直しについて（福祉政策課） 

②サービス等利用計画への災害時に係る記載について 

③災害時情報共有システムについて 

【感染症関係】 

③新型コロナウイルスワクチンの進捗について 

④業務継続計画（ＢＣＰ）ガイドライン等について 

 

第２回：令和３年１２月２３日（木） １０：００～１１：３０ 

主な議題 【震災・感染共通関係】 

①業務継続計画（ＢＣＰ）策定状況等アンケート結果報告 

②業務継続計画策定促進に向けた施策の協議 

【感染症関係】 

③新型コロナウイルス感染症に係る情報共有について 

 

総括：◇震災・感染症の共通事項について、障害福祉サービス事業所への業務継続計画（ＢＣＰ）策

定状況等アンケートを実施し報告書を取りまとめました。これにより、震災・感染症に対す

るＢＣＰの策定状況や厚生労働省が周知しているガイドラインや研修動画等の周知状況を

把握することができました。 

震災関係について、計画相談支援専門員が作成するサービス等利用計画に追記する災害時に

備えた内容を検討し、豊橋市独自の雛形を作成して相談支援事業所に周知しました。 

感染症関係について、新型コロナウイルス感染症に係る情報共有と意見交換を行いました。 

 

（５）就職支援スキルアップ検討会 

※参加機関：内容がイベント・研修等の実施であり、基本的には日中活動系サービス事業所が参加 

 

第１回：令和３年５月１８日（火） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①今年度の年間活動計画と活動内容の説明 

②Ｂ型アセスメントに関する留意事項について 

 

第２回：令和３年７月６日（火） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①Ｂ型アセスメントに関する変更点について 

②農福連携の取組（令和２年度実績）について（民間企業による説明） 
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第３回：令和３年１２月８日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①愛知障害者職業センターによる就労支援に関する研修 

 

第４回：令和４年２月２日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①愛知障害者職業センター豊橋支所による就労支援モデル事例の発表について 

②新規事業所見学会の実施報告について 

 

第５回：令和４年３月３１日（木） ※Ｗｅｂ上で動画視聴 

主な議題 ①就労移行支援事業所プレゼンテーション動画大会の公開 

 

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、例年行われる就労移行支援事業所プレ

ゼンテーション大会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、動画を新たに作

成し、プレゼンテーション動画大会としてＷｅｂ上で関係機関に公開しました。 

 

（６）医療的ケアに関する検討会 

参加機関：豊橋市障害者児団体連合協議会（豊橋市肢体不自由児（者）父母の会）、授産所ふくふく・

ケアホームふたば、生活塾「春日」、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、豊橋市社会福祉協議会東部障害者相談支援事業所、訪問看護ステーションさわや

か、豊橋特別支援学校、豊橋あゆみ学園、豊橋市民病院 患者総合支援センター、豊橋市教

育委員会学校教育課、豊橋市健康部こども保健課、豊橋市健康部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 

 

第１回：令和３年８月４日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①医療的ケアに関する検討会長の選出 

     ②令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制 

     ③医療的ケアに関する協議の場・事業について 

     ④医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について 

     ⑤医療的ケア児者の実態調査について 

     ⑥医療的ケアが必要な障害児（者）を取り巻く課題について 

 

第２回：令和４年１月１３日（木） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①令和３年度 医療的ケア児（者）実態調査の結果 

     ②医療的ケア児を取り巻く課題について 

 

（６－２）医療的ケアコーディネーター会 

参加機関：ビリーブ相談支援事業所、たまも荘障害者生活支援センター、訪問看護ステーションさわ

やか、相談支援センター木もれ陽、豊橋市社会福祉協議会東部障害者相談支援事業所、あゆ

み学園、豊橋市民病院 患者総合支援センター、豊橋市健康部こども保健課、豊橋市健康部

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 
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第１回：令和３年７月５日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①事例報告 

     ②医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について 

     ③医療的ケア児・者の実態調査の方法について 

     ④医療的ケアコーディネーターの拠点の設置について 

     ⑤医療的ケア児等コーディネーター養成研修参加者 

 

第２回：令和４年１２月２２日（水） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①医療的ケア児等コーディネーター養成研修、フォローアップ研修について 

     ②令和３年度 医療的ケア児（者）の実態調査の結果 

     ③医療的ケア児を取り巻く課題について 

     ④医療的ケアのケース検討のその後の状況について 

 

総括：◇医療的ケアに関する検討会にて医療的ケアに関する全体的な課題の抽出や検討を行うととも

に、医療的ケアコーディネーターが参加する医療的ケアコーディネーター会を別途開催し、

現場の意見をくみ取り、具体的な取り組みの検討を行いました。令和３年度については、医

療機関や訪問看護ステーション等に対して医療的ケア児（者）の実態調査を行い、結果をと

りまとめました。これにより、医療的ケア児（者）の人数や必要な医療的ケアについて把握

できました。その他、医療的ケアコーディネーターの拠点の設置等の具体的な施策の協議を

しました。 

 

（７）障害児の家族・地域支援対応検討会 

参加機関：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、発達・就労相談支援セン

ターＦＬＡＴ、豊橋くすのき学園、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３年６月８日（火） １３：００～１６：００ 

主な議題 ①ペアレント・トレーニングを始めるにあたって 

 

第２回：令和３年６月２４日（木） １３：００～１６：００ 

主な議題 ①他市の状況報告 

     ②豊橋版のペアレント・トレーニングの検討 

 

第３回：令和３年７月２１日（水） １４：００～１６：００ 

主な議題 ①豊橋版のペアレント・トレーニングの検討 

 

第４回：令和３年１２月８日（火） １３：００～１６：００ 

主な議題 ①ペアレント・トレーニングを始めるにあたって 

 

総括：◇次年度から実施予定のペアレント・トレーニングについて、他市の状況を参考にしながら検

討しました。 
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６．連絡会について 

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で共通のテーマに取組むとともに、事業所間での情報共有を行いまし

た。 

 

（１）相談支援事業所連絡会 

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 

 

第１回：令和３年６月１７日（木） １３：００～１５：００ 

主な議題 ①相談支援事業所連絡会長の選出 

②令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制とスケジュール 

③令和２年度地域生活支援拠点の評価及び説明 

④令和２年度相談支援事業所訪問の結果報告 

⑤就労継続支援Ｂ型のアセスメントについて 

⑥一般就労者の日中活動サービス利用について（再周知）  

⑦保育所等訪問について 

⑧つながるシート、同意書等について 

 ⑨日中サービス支援型ＧＨについて 

 ⑩計画相談シートについて 

 ⑪お悩みケース事例検討会の案内 

 ⑫障害者虐待防止に係る事業所訪問について 

 

第２回：令和４年２月２５日（金） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①生活支援専門部会の取組みについて 

②最適なモニタリング期間の精査について 

③特別支援学校卒業生の進路選択（就労移行支援の利用促進）について 

④サービス提供事業所等との情報共有について 

⑤不正請求の防止について 

⑥サービス等利用計画の災害対応事項の記載について 

⑦つながるファイルについて 

⑧短期入所受け入れ条件等アンケート結果一覧 

 

（２）居宅介護事業所連絡会 

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 

 

第１回：令和３年６月２５日（金） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①居宅介護事業所連絡会長の選出 

②令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制とスケジュール 

      ③新型コロナウイルス感染症の疑い等発生した場合 

      ④事前アンケートをもとにした意見交換 
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第２回：令和４年２月１６日（水） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①事業所間の連携の強化について意見交換 

 

（３）生活介護事業連絡会 

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 

 

第１回：令和３年６月２５日（金） １３：３０～１５：３０ 

主な議題 ①連絡会代表者の選出 

②令和３年度の豊橋市障害者自立支援協議会の体制について 

③新型コロナウイルス陽性者が発生した場合の対応について 

④障害者虐待防止の推進について 

 

第２回：令和４年２月１５日（火） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①業務継続計画（ＢＣＰ）の作成について 

②障害者虐待防止の推進について 

 

（４）共同生活援助事業所連絡会 

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 

 

第１回：令和３年６月２２日（火） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①共同生活援助事業所連絡会長の選出 

②令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制とスケジュール 

③新型コロナウイルス感染症への対応 

④ＢＣＰの策定と周知 

⑤利用者の行動制限 

⑥体調不良者発生時の連絡 

⑦自粛期間中等における余暇活動 

⑧やむを得ない措置に係る協定締結のお願い 

 

第２回：令和４年２月１７日（木） １３：３０～１５：００ 

主な議題 ①障害者の虐待防止・権利擁護 

 

（５）入所・短期入所事業所連絡会 

参加機関：市内施設入所支援事業所、市内短期入所事業所、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 

 

第１回：令和３年６月１７日（木） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①入所・短期入所事業所連絡会長の選出 

②令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制とスケジュール 

③新型コロナウイルス感染症のワクチンについて 

④やむを得ない措置に係る協定締結のお願い 
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⑤コロナ禍における各事業所の状況など意見交換 

⑥短期入所の受け入れの現状、条件 

⑦受け入れのための工夫、苦労 

⑧陽性者が出た場合の対応について 

 

第２回：令和４年２月１７日（木） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①新型コロナウイルス感染症への対応 

②障害者虐待防止についての意見交換 

 

（６）通所支援事業所連絡会 

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 

 

第１回：令和３年７月８日（木） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①今年度のこども通所支援事業所連絡会長の選出について 

②令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会の体制について 

③オンライン事業所訪問 

 

第２回：令和４年１月１９日（水） １０：００～１１：３０ 

主な議題 ①オンライン事業所訪問 

 

（６－２）児童発達支援管理責任者実務講座 

   

 

 

 

 

（６－３）専門職種講座 

 

 

 

 

 

 

 

７．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。令和３年度は障害者が作製した絵画の展示を行いました。 

 

 

実施日 内容 

令和３年６月８日（火） 障害児支援を行う上での心構え 

令和３年６月１８日（金） グループワーク 

令和３年７月１５日（木） グループワーク 

実施日 内容 

令和３年９月１５日（水） 臨床心理士による講座 

令和３年１０月６日（水） 作業療法士による講座 

令和３年１１月５日（金） 理学療法士による講座 

令和３年１２月８日（水） 理学療法士による講座 
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障害者週間イベントの絵画展の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．令和４年度の協議会の取り組みについて 
 

令和４年度の自立支援協議会では、専門部会・検討会・連絡会の情報共有や連携を強化して、各課題に

対する取り組み内容の検討を行います。また、重層的支援体制に向けた検討の場である豊橋市相談支援

包括化推進会議、障害者虐待防止や障害者差別解消の推進の検討の場である障害者権利擁護ネットワー

ク会議での有用な情報を自立支援協議会内に共有し、より効果的な取り組みの検討を行います。 

生活支援専門部会については、複数の協議内容に優先順位を付け、重点目標を設定し、集中した協議

を行っていくことで成果を出します。障害児の家族・地域支援対応検討会については、内容検討だけで

なくペアレント・トレーニングを実践的に行うことになるため、「ペアトレ支援体制検討会」に名称変

更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 内容 

令和３年１２月４日（土）～１２月５日（日） こども未来館ココニコ企画展示室での絵画展示 

令和３年１２月９日（木）～１２月２３日（木） 豊橋市役所市民ギャラリーでの絵画展示 

令和４年１月１５日（土）～１月２７日（木） まちなか図書館アートスペースでの絵画展示 
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令和４年度の豊橋市障害者自立支援協議会での協議事項 

専門部会名 議題・課題 

生活支援専門部会 

１．大規模災害時の支援体制の構築【重点目標】 

２．相談支援体制の充実・強化【重点目標】 

３．医療的ケアが必要な障害児者への対応について【重点目標】 

４．強度行動障害者に対する支援体制の整備  

５．地域移行に関する情報共有と状況確認 

６．人材育成によるサービスの質の向上 

７．地域生活支援拠点の評価について 

就労支援専門部会 

１．就労移行支援・就労継続支援等の適切な利用のための支援 

２．事業者の就労支援スキル・知識の向上 

３．障害福祉サービスの周知・啓発及び障害者の就労先拡充の検討 

こども支援専門部会 

１．ペアレント・トレーニングなどの家族を支える支援講座の実施と

支援体制の構築の検討 

２．障害児通所支援事業所の支援の質の向上 

３．事業所と関係機関との連携による支援体制の強化 

  


