
平成２８年度 飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク  

第１回全体会議次第 

 

日 時 平成２８年１２月８日（木） 

午後３時～ 

場 所 飯塚市役所４階 研修室 

 

１ 開会 

（１）福祉部長あいさつ 

（２）委員紹介 

（３）事務局職員紹介 

 

 

２ 会長、副会長の選出 

 

 

３ 事務局からの連絡 

 

 

４ 協議 

（１）ネットワークの説明 

 

（２）今後の進め方 

 

（３）専門部会の設置 

 

５ その他 

（１） 飯塚圏域障がい者基幹相談支援センターの設置について 

（２） 神奈川県障害者自立支援協議会からのメッセージ 

（３） 今後のスケジュールについて 

 

 

６ 閉会 



飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク委員名簿

【平成２８年４月１日現在・順不同】

No. 委員氏名 圏域内の推薦機関・団体名 所属・役職名

1 許斐　孝史 福祉サービス事業者 社会福祉法人　佐与福祉会　
児童発達支援センターこどもの森
多機能型児童発達支援事業所　森の子
管理者

2 廣瀬　竜也 福祉サービス事業者 ベストサポート株式会社 障がい福祉サービス部門　統括責任者

3 臼井　宏史 福祉サービス事業者 NPO　boisoon（ボイソン）
障害者相談支援センター　ボイソン
センター長

4 丸野　陽一 医療関係者 飯塚医師会 丸野クリニック

5 松本　篤志 教育関係者 福岡県立直方特別支援学校 進路指導部　進路指導主事

6 金子　良子 雇用（就労）関係者 飯塚公共職業安定所 専門援助第２部門　就職促進指導官

7 藤原　美代 関係行政機関 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 健康増進課精神保健係　係長

8 藤嶋　勇治 （委託）相談支援事業所 NPO法人　嘉飯山ネットBASARA
障がい者生活支援センター
相談支援専門員（事務局長）

9 貝嶋　榮一 障がい者及びその家族 身体 飯塚市身体障害者福祉協会 会長

10 横山　利恵子 障がい者及びその家族 知的 嘉麻市手をつなぐ育成会 会長

11 辻田　雄一 障がい者及びその家族 精神
嘉飯山地区精神障害者家族会
いずみ会

会長

12 山梨　宗治 障がい者及びその家族 精神 ピア・ライフ・ネット 代表

13 森部　良 飯塚市 社会・障がい者福祉課　課長

14 坂本　髙行 嘉麻市 社会福祉課　課長

15 江藤　栄次 桂川町 健康福祉課　課長

選出分野

圏域自治体

圏域自治体

圏域自治体



飯塚圏域障がい者地域自立支援
ネットワーク（自立支援協議会）について

～これまでの経緯と今後の体制について～

平成２８年１２月８日全体会議資料

資料２



これまでの実績について①

○平成21年度 地域自立支援協議会として発足

（飯塚市・嘉麻市・桂川町の共同設置）

相談支援事業を始めとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、

中核的な役割を果たす定期的な協議の場として設置

圏域における障がい者福祉に関する課題等について具体的な協議を行うことで、

圏域の障がい者福祉に関する問題の解決やネットワークの構築のための中心的

役割を担う協議会を目指した。
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これまでの実績について②

○全体会議

・平成２３～２５年度に計３回開催

・運営会議、個別調整会議、相談支援事業、虐待防止センター等の活動内容を報告

○運営会議（毎月１回開催）

・２市１町担当者及び障がい者生活支援センターの相談支援専門員が出席

・地域課題の共有並びに制度改正に対応した支援の在り方の検討や意見交換会等の企
画・運営を実施

○個別調整会議（随時開催）

・個別ケースに応じて個人の課題解決のために開催（随時、複数回）

・関係者が情報の共有及び交換を行うことで、問題解決のために必要な議論を行う。
2



これまでの実績について③
○専門部会について

就労部会

・平成２３年度 就労部会発足 （課題解決型）

・構成メンバー： 就労移行支援事業所、就業・生活支援センター、ハローワーク飯塚、相談支援センター、行政

・設置目的： 障がいを持つ方の就労支援において、実習の受け入れ等様々な課題に対し、飯塚圏域として

どのように取り組めばよいかを検討し解決する。

・月１回定例会を実施、圏域内のライオンズクラブ（９支部）の各定例会において障がい者の就労支援の説明や

実習受け入れの協力依頼等を実施。アンケート調査も実施し、データについては今後の就労支援に活用。

（障がい者を対象に清掃業者による公開講座を開催したり、トライアル雇用に結びついたケースもあったりした。）

・平成２４年度解散したのち、「飯塚圏域就労支援ネットワーク会議」として毎月１回定例会を実施中。
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○意見交換会

・障がい福祉サービス事業所のサービス管理責任者等やソーシャルワーカー、相談支援事業所を対象

・平成２１～２７年度に計４回開催

・支援者側の円滑な連携体制づくりを実施



今回の再編の理由

【従来】 障がい者福祉に携わる圏域内のあらゆる関係者（行政、サービス事業者、

医療・教育・雇用その他の関係機関、障がい当事者など）による横の繋がりを重視

広く一般市民を対象にした全体会議
（全体会の構成員を固定せず）

各分野の関係者による具体的な取り組みの内容や方向性について
意見交換の機会等を設けるまでには至らなかった。

専門部会の活動など地域課題の改善に向けた
取り組みを実現することが困難となった。
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再編後の体制について

○役割

・関係者が課題を共有し、支援体制の整備について
協議する場

・ 協議会を構成する委員が相互に連携し、それぞれ
の専門性を活かしながら、地域の実情に応じた提案
をする場

・一方的に報告する場ではなく、すべての関係機関が
協働して地域の課題解決に向けて取り組む場

○構成員

相談支援・障がい福祉サービス・医療・教育・雇用・
障がい当事者及びその家族の各分野から選出して構
成される合議体を編成

No. 選出分野 圏域内の推薦機関・団体名

1福祉サービス事業者 社会福祉法人 佐与福祉会

2福祉サービス事業者 ベストサポート株式会社

3福祉サービス事業者 NPO boisoon（ボイソン）

4医療関係者 飯塚医師会

5教育関係者 福岡県立直方特別支援学校

6雇用（就労）関係者 飯塚公共職業安定所

7関係行政機関 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

8（委託）相談支援事業所 NPO法人嘉飯山ネット ＢＡＳＡＲＡ

9障がい者及びその家族 身体 飯塚市身体障害者福祉協会

10障がい者及びその家族 知的 嘉麻市手をつなぐ育成会

11障がい者及びその家族 精神 嘉飯山地区精神障害者家族会 いずみ会

12障がい者及びその家族 精神 ピア・ライフ・ネット

13圏域自治体 飯塚市

14圏域自治体 嘉麻市

15圏域自治体 桂川町
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地域自立支援協議会の機能

（日本障害者リハビリテーション協会による自立支援協議会の運営マニュアルより）

情報機能

調整機能

開発機能

教育機能

権利擁護機能

評価機能

・困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信

・地域の関係機関によるネットワーク構築
・困難事例への対応の在り方に対する協議、調整

・地域の社会資源の開発、改善

・構成員の資質向上の場として活用

・権利擁護に関する取組を展開する

・中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価
・サービス利用計画作成費対象者、重度包括支援事業等の評価
・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用
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資料３    飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク規約 

 (協議会の設置) 

第 1 条 飯塚市、嘉麻市及び桂川町(以下「構成市町」という。)は、関係機関、

関係団体並びに障がい者等及びその家族並びに障がい者等の福祉、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(以下「関係機関等」と

いう。)が相互の連絡を図ることにより、地域における障がい者等への支援体

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ため、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(平成 17 年法律第 123 号)第

89 条の 3 第 1 項に規定により、協議会を置く。 

(協議会の名称) 

第 2 条 前条の協議会は、飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク(以下「ネ

ットワーク」という。)と称する。 

 (ネットワークの運営) 

第 3 条 ネットワークは、構成市町が共同で運営するものとする。 

(協議事項) 

第 4 条 ネットワークは、次に掲げる事項について協議又は調整を行う。 

(1) 障がい福祉サービスの利用に係る相談支援事業の中立及び公平性の確保

に関すること。 

(2) 障がい福祉サービス等に対する困難事例の対応のあり方に関すること。 

(3) 地域の関係機関による連絡体制の構築に関すること。 

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

(5) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、障がい者福祉に関しネットワークが必要と認

める事項 

(ネットワークの委員) 

第 5 条 ネットワークは、委員 20 人以内をもって組織する。 

2 委員は、構成市町の協議により、次に掲げる者のうちから選任する。  

(1) 相談支援事業者 

(2) 障がい福祉サービス事業者 

(3) 保健・医療関係者 

(4) 教育・雇用関係者 

(5) 障がい者団体関係者 



(6) 関係市町の障がい福祉担当課職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、構成市町の長が必要と認める者 

(役員及び任期) 

第 6 条 ネットワークに会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、ネットワークを代表し、会務を総括する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

4 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

(ネットワークの構成) 

第 7 条 ネットワークは，次に掲げる組織をもって構成する。 

(1) 全体会議 

(2) 運営会議 

(3) 個別支援会議 

 (4) 専門部会 

(全体会議) 

第 8 条 全体会議は、運営会議又は専門部会からの報告等を受け、地域課題、施

策提案等について総括的な協議を行う。 

 (全体会議の開催) 

第 9 条 全体会議は、ネットワークの委員全員をもって構成する。  

2 全体会議は、ネットワークの会長が招集し、その議長となる。  

3 全体会議は、原則年 1 回開催する。 

4 全体会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

5 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

 (全体会議の報告) 

第 10 条 構成市町の障がい福祉担当課は、全体会議で協議された内容を、構成市

町が設置する障がい者施策推進協議会に報告するものとする。 

(運営会議) 

第 11 条 運営会議は、次に掲げる事項に関し、協議又は調整を行う。 

 (1) 個別支援会議の結果報告 

 (2) 専門部会における協議事項 

 (3) ネットワークの運営に関すること 



 (運営会議の構成) 

第 12 条 運営会議は、構成市町の障がい福祉担当課及び構成市町が委託する相談

支援事業者で構成する。 

(運営会議の関係者の出席) 

第 13 条 運営会議は、問題ケース等の解決にあたり、次に掲げる者の出席を求め

ることができる。 

(1) 障がい者団体又は支援団体の関係者 

(2) 障がい福祉サービス事業者の関係者 

(3) 保健、医療等の関係機関の関係者 

(4) 就労支援、雇用施策等の関係機関の関係者 

(5) 権利擁護に係る関係者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営会議が必要と認める者 

 (運営会議の報告) 

第 14 条 運営会議は、協議経過及び結果を全体会議に報告するものとする。 

(個別支援会議) 

第 15 条 個別支援会議は、各市町に居住する障がい者、障がい児又は障がい者若

しくは障がい児の介護を行う者に係る個別ケースの問題の協議又は調整を行う。 

 (個別支援会議の構成) 

第 16 条 個別支援会議は、各市町の障がい福祉担当課及び各市町が委託する相談

支援事業者で構成する。 

 (個別支援会議の関係者の出席) 

第 17 条 個別支援会議は、必要に応じて次に掲げる者の出席を求めることができ

る。 

(1) 障がい福祉サービス等事業者の関係者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、必要と認める者 

 (個別支援会議の報告) 

第 18 条 個別支援会議は、協議経過及び結果を運営会議に報告するものとする。

なお、個別支援会議において解決困難な事例に関し、運営会議で協議する必要

があるときは、運営会議の開催を要請することができる。 

(専門部会) 

第 19 条 ネットワークの会長は、運営会議の協議において明らかになった障がい

者施策の地域における課題について、専門的に調査又は研究を行う必要がある



場合に、分野別に検討を行う専門部会を設置するものとする。 

 (専門部会の協議事項) 

第 20 条 専門部会の協議事項は、運営会議において調整する。 

(専門部会の構成) 

第 21 条 専門部会の委員は、ネットワークの会長が指名するものとする。  

2 各専門部会に部会長を置き、委員の互選により定める。  

3 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。 

4 部会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。 

(専門部会の報告) 

第 22 条 専門部会は、協議経過及び結果を全体会議に報告するものとする。  

(守秘義務) 

第 23 条 ネットワークの事務に従事する者は、各会議において個人が特定でき

ないよう配慮するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

(庶務) 

第 24 条 ネットワークの庶務は、構成市町の障がい福祉担当課と構成市町が委

託する相談支援事業者で構成する事務局において行う。 

(補則) 

第 25 条 この規約に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項

は、全体会議で定める。 

附 則 

この規約は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成 28 年 6 月 1 日から施行する。 



○全体会議の内容報告 ○各自治体への施策提言

報告、提案　等 報告、提案　等

運営会議への提案
ニーズ、課題、困難ケース等
各個別支援会議の報告

解決

解決困難な事例

解決

解決 解決 解決

解決

※飯塚圏域障がい者自立支援ネットワークに関するお問い合わせ、地域生活におけるお困り事相談などは２市１町障がい福祉担当課、もしくは障がい者生活支援センターにてお受けします

資料４

課題振り分け・

提案

飯塚市障がい者施策推進協議会 嘉麻市障害者施策推進協議会 桂川町障害者施策推進協議会

飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク

全 体 会 議 ●原則年１回開催

◇構成員：ネットワーク委員全員

○専門部会からの報告 ○運営会議からの報告 ○地域課題、施策提案等の総括的協議

運営会議 ●定例・必要時に随時開催

◇構成員：２市１町障がい福祉担当課、障がい者生活支援センター

○個別支援会議の報告 ○困難ケースの協議、調整

○地域課題の集約、整理、分析 ○専門部会設置の検討

（意見交換会等）

専門部会
◇構成員：ネットワーク会長が指名

個別支援会議 (飯塚市)(嘉麻市)(桂川町)

◇運営主体 障がい者生活支援センター

◇会議主体 ２市１町障がい福祉担当課

○個別ケース問題の協議・調整 ●必要時に随時開催

◎課題解決型

具体的な課題解決の

ために一時的に編成

される部会

●必要時に随時開催

◎ネットワーク型

地域の底上げや繋がり、

共通する普遍的課題を

共有し解決する部会

●定例開催

協議事項

調整

ケース会議 当事者 当事者家族 関係機関



○全体会議の内容報告 ○各自治体への施策提言

居住に
関する課題

圏域内の不動産関係者（個
人経営）の協力により、居住
サポート事業の活用で空き
物件の提供をしてもらえるよ
うになった

報告

解決

保証協会の申し込みに連帯保証人
が必要で、申し込みすらできない

課題振り分け・

提案

飯塚市障がい者施策推進協議会 嘉麻市障害者施策推進協議会 桂川町障害者施策推進協議会

飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク

全 体 会 議 ●原則年１回開催

◇構成員：ネットワーク委員全員

○専門部会からの報告 ○運営会議からの報告 ○地域課題、施策提案等の総括的協議

運営会議 ●定例・必要時に随時開催

◇構成員：２市１町障がい福祉担当課、障がい者生活支援センター

個別支援会議からの報告受理

（保証人不要の物件が不足/障がい者に対する理解が不十分等）

他の障がい者生活支援センターからも同様の報告あり

専門部会
◇構成員：ネットワーク会長が指名

個別支援会議
◇本人/生活保護課/障がい福祉担当/障がい者生活支援センター

・住まいがなく、施設やGHでの生活が困難（対人トラブル等々）

・保証人になる人が不在

・公営住宅の入居が困難

◎課題解決型

居住部会
◇不動産関係者/障がい

福祉担当者/支援センター

◎ネットワーク型

地域の底上げや繋がり、

共通する普遍的課題を

共有し解決する部会

●定例開催

協議事項

調整

ケース会議 当事者 当事者家族 関係機関



○全体会議の内容報告 ○各自治体への施策提言

報告、提案　等

強度行動
障害に関する
支援課題

協議会主体で、強度行動障
害における研修を企画し、圏
域内の事業所を対象に実施
することで、少しずつ受け入
れる事業所が増えてきた

報告

解決

施設の中で、強度行動障害の方に
対して、適切な関わり方がわからな
い　学ぶ機会がない

課題振り分

け・提案

飯塚市障がい者施策推進協議会 嘉麻市障害者施策推進協議会 桂川町障害者施策推進協議会

飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク

全 体 会 議 ●原則年１回開催

◇構成員：ネットワーク委員全員

○専門部会からの報告 ○運営会議からの報告 ○地域課題、施策提案等の総括的協議

運営会議 ●定例・必要時に随時開催

◇構成員：２市１町障がい福祉担当課、障がい者生活支援センター

個別支援会議からの報告受理

（強度行動障害に対応できる事業所が少ない）

現在対応している事業所も、適切な関わり方について知識が不十分
学ぶ機会がない（県の研修が少ない、遠い、忙しくて行けない）

専門部会
◇構成員：ネットワーク会長が指名

個別支援会議
◇家族/行政/指定相談支援事業所/障がい者生活支援センター

・拘り行為や突発的な行動の制止が難しく在宅生活の継続が困難

・短期入所も含めて、受け入れてくれる施設がない（強度行動障害に

理解のある施設が少ない）

◎課題解決型

具体的な課題解決の

ために一時的に編成

される部会

●必要時に随時開催

◎ネットワーク型

地域の底上げや繋がり、

共通する普遍的課題を

共有し解決する部会

●定例開催

協議事項

調整

ケース会議 当事者 当事者家族 関係機関



サービス管理責任者等意見交換会についての報告 資料５

１．開催目的

　　　

４．総括

事業ごとに分かれて行ったグループワークでは、それぞれ事業所で抱えている課題について話題とし、その解決策に
ついて活発な意見が交わされた。どのご意見も一事業所で抱えるにとどまった課題ではなく、多くの事業所が感じ、ま
た現状では解決困難な地域課題を含んでいるという認識を共有できた。今後は地域自立支援ネットワークにて出され
た意見を更に掘り下げ、課題解決に向けて取り組んでいく。

⑥地域移行・地域定着における課題
　　→　グループホームの機能の理解不足
　　→　日中活動の選択肢の担保

⑥長期入院・長期入所の方が地域で普通
に暮らすことができるよう、医療と福祉の
関係機関とが連携した取り組みを行って
いく。

②医療的ケア・医療と福祉の連携における課題
　　→　医療的ケアの必要な障がい児・者の在宅支援が困難
　　　　（特に短期入所や施設入所先の不足）

③行動障がいのある方の支援についての課題
　　→　対応できる事業所（施設・ヘルパー）が限られている
　　→　障がい特性を学ぶ場がない

④サービス等利用計画の導入に関しての課題
　　→　サービス等利用計画と個別支援計画の間で整合性が保たれ
　　　　ていない
　　→　計画作成の依頼が集中し業務過多で、対象者の相談に対応
　　　　することができない

⑤就労に関する課題
　　→　就労支援の流れが停滞しがち
　　→　助成金等の給付目的について理解不足

３．意見交換内容および今後の取り組み

２．参加者

共同生活援助事業所（１１名）、生活訓練事業所（２名）、就労移行支援事業所（２名）、就労継続支援Ａ型事業所（３
名）、就労継続支援Ｂ型事業所（８名）、生活介護事業所（１６名）、児童の支援に関する事業所（６名）、相談支援事業
所（７名）の計５５名が参加。

平成２８年３月１０日、飯塚圏域の様々な障がい福祉サービス事業者が集まり顔の見える関係の中、地域の課題につ
いて話題にし共有する事を目的とし、「サービス管理責任者等意見交換会」を開催。

意見交換内容 今後の取り組み

①権利擁護・虐待関連における課題
　　→　障がいのある方の自己決定や自己選択の機会が少ない
　　→　権利侵害や虐待にあたる行為についての知識が乏しい

⑦H２９年度以降に、児童支援に携わる関
係機関の間で、課題の共有を目的とした
意見交換会を開催を検討していく。

①「虐待対応検討会」にて対応マニュアル
の作成や支援体制づくりを行っている。、
地域に対しては29年度から啓発活動とし
て研修会を行っていく予定。

⑤これまで実施してきた「就労ネットワー
ク」の部会化に向け準備中。就労に関する
課題は就労支援部会の中で検討してい
く。

②H２８年度中に、当事者・家族、関係する
機関・職種を対象にアンケート調査及び意
見交換会を開催予定。実態把握後に必要
に応じて専門部会の発足を検討する。

③H２９年度以降に、行動障害について学
べる研修会を開催予定。

④これまで実施してきた「相談支援事業所
連絡会」の部会化に向け準備中。サービ
ス等利用計画に関する課題は相談支援部
会の中で検討していく。

⑦障がい児支援における課題
　　→　関係機関（教育・医療・福祉等）の連携が乏しく、成長に
　　　　応じたチーム支援が実現していない
    → 放課後の事業所利用の際に、事業所の送迎と、学校の送迎バス
　　　　との調整が難しい。



資料６ 意見交換会企画案 

～医療的ケアの必要な方の暮らしを考える会～ 

 

はじめに 

昨今の医療技術の進歩と共に一定の医療的ケアを日常的に行えば地域生活を送ることができる方が増

えていることと、病院では急性期を脱して状態の安定した方の長期入院が困難となっている事等から、

医療的ケアを行いながら地域生活を送っている方が多くおられます。そのため退院後に地域生活を送る

には、医療的ケアの行える人・場所が不可欠です。 

しかしながら、医療的ケアの必要な方の生活や社会参加を支え実現するための支援や社会資源は非常

に少なく、ご本人の望む生活が阻まれる事や、家族負担の増大などが見受けられます。このことにより、

主介護者である家族が日常的にレスパイトを行う事も困難な状況から、介護疲れによって不適切な介護

に繋がり、しいては虐待行為に及んでしまう事も否めない環境に置かれていると思われます。 

病院の機能整備が進む中、地域支援の整備が進まなければ当事者や家族は行き場を失う事になりかね

ません。このような課題に対し、解決に向けた整備が急がれます。 

課題・実施目的 

 このような医療的ケアの課題は障がい児・者共に抱えており、「痰吸引をしてもらえる通所先が無い」

「夜間家族が看られない時の預け先が無い」「病院のレスパイト入院は急に困った時にいつでも利用でき

るわけではない」などの声も聞こえてきます。医療的ケアの必要な方と、そのご家族が安心して地域生活

を送るにはどんなサービス（社会資源）があると良いのか、またなぜ実現できない現状があるのかを調

べ、整備に取り組む必要があると思われます。 

まずは地域の声を聴き実態の把握が必要と考え、意見を聴く方法としてはアンケート調査を行い、その

結果を踏まえた上で、さらなる実態の把握と他職種の取り組みや地域の実情を互いに理解する場として

意見交換会の開催を進めたいと思います。 

目標 

・医療的ケアを必要とする方や、そのご家族、支援機関等が地域生活を送り支えていく中で、どの様な事

に困っているのかを知る。 

・各支援機関の役割を再認識し、実現できている事と難しい事の整理の中で、特に実現が難しい事に対す

る理由を明らかにする。 

・地域の実情を関係機関の方々で共有し、顔の見える関係の中で、これらの地域課題を共有し協働してい

く意識を高め、在宅医療・ケア体制の充実を目指す。 

アンケート対象者 

当事者およびそのご家族、病院職員（主に連携室）、訪問看護師、保健師、福祉サービス事業所（生活

介護・短期入所・施設入所支援・児童発達支援・放課後等デイサービス）、相談支援事業所 



意見交換会対象者 

アンケート対象者の中から、アンケート回答結果をもとに意見交換会の構成を決める。 

進め方 

１．飯塚圏域の障がい児者とそのご家族、医療サービス・福祉サービス事業所で、医療的ケアを含んだ支

援に携わっている方にアンケートにて支援の実態調査を行い、その結果から地域課題を整理する。 

※障がい児者とそのご家族への調査は、訪問看護師、相談支援専門員らから調査を依頼し、福祉サ 

ービスを利用していない医療サービスのみの利用者についての実態調査もあわせて行う。 

２．アンケート結果により抽出した課題をテーマとし、意見交換会を開催する。地域ではどのようなサポ

ート体制があるのかを互いに知って頂き、またどの様な事が実現せず当事者が困っているのか地域

の実態を情報共有する。その上で、どの様な支援が必要かを議論して頂く。 

３．アンケートおよび意見交換会の結果をもとに、必要に応じて課題を解決するための部会の設置を行

う。（構成員などの詳細は、課題の内容によって検討する）。 

スケジュール 

① 全体会議にて企画の提案 12月 

② 実態調査（アンケート）を実施する：12月郵送 

③ アンケート回収および集約：1月 

④ アンケート回答結果をもとに意見交換会の構成を決め、事業所などに案内送付：２月 

⑤ 意見交換会を開催する：3月 

⑥ 意見交換会で出てきた意見をもとに整備内容を整理する：4月 

⑦ 必要に応じて研修会実施や部会発足の取り組み：5月～ 

 

 

 

参考：他圏域では自立支援協議会にて専門部会を発足し、医療的ケアの課題について以下のような取り

組みを行っています。 

 直方市：「医療的ケア支援事業」を市が行い、自宅以外の外出場所への訪問看護師の派遣が実現 

 福岡市：①病院の空きベッドを利用し、医療型短期入所サービスが行える場所を確保 

     ②福祉型短期入所事業所が医療連携体制加算をつけて訪問看護の支援を取り入れる方法での

体制づくり。 

福岡県：介護保険分野の介護老人保健施設を基準該当施設とし、医療的ケアの必要な方の受け入れを促

進。 

 



資料７  

 

飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワークにおける専門部会の設置について（提案） 

 

部会名 相談支援部会（ネットワーク型） 

目的 飯塚圏域における相談支援体制において、障がい児者の自立や権利擁護を重

視した一般相談・計画相談が実現するよう、相談支援専門員のスキルアップ

やネットワーク構築を目的に設置するものとする。 

構成員領域 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員／行政職員／委託障がい者支援

センター職員 

取組内容 ＊事例検討などを通じたプランニングについてのスキルアップ 

＊社会資源の情報共有や活用方法についての紹介 

＊制度やサービスについての理解を深める 

＊相談支援に必要な知識についての勉強会開催（障がい特性や専門機関の役

割について等） 

＊相談支援専門員の孤立を防ぎ、相談の場をもつ 

＊相談支援に役立つ研修会等の情報提供   

＊（地域課題が抽出された場合は）課題解決型部会の発足    等 

設置期間 設置期間に定め無し 

開催頻度 １回／月（第３金曜日 午後） 

平成 28 年度：

年間スケジュー

ル（案） 

４月 意見交換会（今年度取り組みたい内容など） 

５月 事例検討 

６月 

 

就労移行支援の暫定支給についての説明（行政職員より説明） 

勉強会（就業･生活支援センターの役割について紹介） 

７月 ２市１町行政担当者との意見交換会 

８月 事例検討 

「ネットワークふくおか」からの報告 

９月 意見交換会（部会化の提案・行政職員との意見交換など） 

10月 意見交換会（支援方法などの相談会） 

11月 勉強会（精神科病院の役割・精神疾患の理解等） 

12月 （予定）事例検討 

１月 （予定）意見交換会 

２月 （予定）勉強会 

３月 （予定）次年度の年間計画決め 

 

 



資料８  

「就労支援部会」設置に向けての動き 

 

１） 就労支援ネットワークについて 

① 就労専門部会解散後の取り組み 

＊障がい者就労支援に関するセミナーの実施（就業・生活支援センターと共同企画） 

＊飯塚圏域 暫定支給に伴うアセスメント様式の作成 

＊飯塚圏域内の就労移行事業所 相互見学 

＊勉強会の実施（助成金等） 

＊意見交換・情報共有 

 

② 参画機関 

＊ハローワーク飯塚 

＊就業・生活支援センター（ＢＡＳＡＲＡ/県央/じゃんぷ） 

→飯塚圏域にお住いの方が登録しているため、３ヶ所が参画 

＊直方特別支援学校（高等部進路担当） 

＊就労移行支援事業所 

＊就労継続支援Ａ型/Ｂ型事業所（状況による） 

＊委託相談支援事業所 

 

③ 開催頻度 

＊１回/月 （第４火曜日/月 １０：００～１２：００） 

 

２） 就労支援部会設置に向けての動き 

① 就労支援ネットワークへの説明 

・平成２８年９月・１０月・１１月の定例会にて、行政より説明 

・今までも、行政と協働体制で実践したいという姿勢ではあったが（ネットワークの場に出てきて、

課題等を共有したいという姿勢ではあったが）、なかなか難しかった経験があり、就労支援部会

（ネットワーク型）になるという事について不安を感じるという声もある 

・現在の就労支援ネットワークは任意での集まりでもあることから、出席する事業所も同じ顔ぶれ

になってきている事も課題のひとつであり、今後の継続についても検討する必要があるという意

見もある中で、ネットワーク型での設置に向けて、「専門部会」の在り方についての共有や、メリッ

トデメリットも含めた中で、よりよい形を行政と共に作り上げていきたいとの意見があがっている 

・圏域全体の就労支援については、就労移行だけでなく、就労継続支援Ａ型・Ｂ型における課題も

あることから、現在のネットワーク会議をそのまま部会化すべきかどうかという意見もある 

 

② 設置に向けての動き 

・定例会に行政も参画しながら、今後のスケジュールも含めて共に検討していく予定である 

 

 



障がい者相談支援事業にかかる
今後の取組について（案）

～基幹相談支援センターの設置～

平成２８年１２月８日全体会議資料 資料９



障がい者相談支援事業の方向性

相
互
に
連
携

さん・あび
ＢＡＳＡＲＡ

かさまつ
たいよう

フォスク
兼・相談支援機能強化事業所

相談支援事業（委託）

飯塚市・嘉麻市・桂川町

基幹相談支援センター
（兼・虐待防止センター）

※従来の５センターの相談支援専門員から構成

相談支援機能強化事業所
【フォスク】※専門職対応

連携

相談支援事業（委託）

飯塚市・嘉麻市・桂川町

従来の5つの障がい者生活支援センターの機能を集約
し「障がい者基幹相談支援センター」として事業を行
う方向で検討しています。

障がい者支援センター

１



相
互
に
連
携

飯塚圏域の相談支援事業の現状

５法人に委託

障がい者生活支援センター（飯塚市・嘉麻市・桂川町で共同委託）
※障害者総合支援法第77条第1項第3号に規定されている地域生活支援事業

さん・あび
平成17年度～ ＢＡＳＡＲＡ

平成18年度～

かさまつ
平成18年度～ たいよう

平成20年度～

フォスク 平成23年度～

兼・相談支援機能強化事業所※

※相談支援機能強化事業所
主に発達障がい児を対象とした療育面における圏域の相談支援機能を強化するため、児
童の評価や訓練プログラム等に関する専門職員を配置する形で事業を実施

障がいに関する様々な相談
・病気の不安
・お金の心配
・家族や友人との人間関係や仕事の心配
・福祉サービス利用の問い合わせ
・関係機関の紹介や連絡調整
・当事者や家族に対する生活面での支援
など

２



飯塚圏域の相談支援環境の変化①

「指定特定相談支援事業所」数の推移

H24 H25 H26 H27

飯塚市 ５ ６ １１ １４

嘉麻市 ３ ５ ５ ９

桂川町 ０ ０ １ １

相談支援事業所の増加により利用者が相
談できる等の社会資源が圏域に整ってきた。

平成２４年度障害者自立支援法改正により、
障がい者（児）の自立した生活を支え、障がい者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用
に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、「障害福祉サービス等の利用計画」を
すべての障がい福祉サービス利用者に対し作成することになった。

「サービス等利用計画」を作成する「指定特定相談支援
事業所」が圏域の法人事業所で開設された。

圏域の
事業所数
２４

一方で、

計画相談支援の質の確保が必要
⇒研修会、事例検討の企画運営による相談支援事業者の人材育成をサポート

○計画相談支援の重要性

３



飯塚圏域の相談支援環境の変化②

平成26年度改正精神保健福祉法が施行されるなど、精神科病院における長期入院
者の退院を促進する仕組みづくり等が関係機関において進められる。

それに対応した専門的な相談支援の重要性が増してきた。

○地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の重要性

精神障がい者の地域生活への移行促進が必要

⇒障がい者支援施設や精神科病院等への普及啓発
⇒地域生活を支えるための体制整備の調整

４



飯塚圏域の相談支援環境の変化③

平成24年10月障害者虐待防止法の施行後、虐待に関する問い合わせや相談・通報

等について、障がい者虐待防止センターの役割を持つ職員の虐待相談対応への時間
が増加している。

○障がい者虐待事案の対応の重要性

① 高度な相談支援や協議・調整が必要
② 一般的な相談と多問題事例に対する業務体制の見直しが必要

⇒専門的な支援を要する困難ケースへの対応窓口の充実
⇒圏域の相談支援事業者等との連携

５



基幹相談支援センターの役割①

（１）業務内容

地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援
事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

※総合支援法77条1項3号4号、地域生活支援事業実施要綱より抜粋

①総合的・専門的な相談支援の実施

障がいの種別や各種ニーズに対応する

・総合的な相談支援の実施
・専門的な相談支援の実施

②地域の相談支援体制の強化の取組

・相談支援事業者への専門的指導、助言
・相談支援事業者への人材育成
・相談機関との連携強化の取組

③地域移行・地域定着の促進の取組

・入所施設や精神科病院への働きかけ
・地域の体制整備に係る調整

④権利擁護・虐待の防止

・成年後見制度利用支援事業
・虐待防止（兼・虐待防止センター）

設置根拠：総合支援法77条及び77条2

平成24年度改
正法により
制度化

相談支援体制
の強化

６



基幹相談支援センターの役割②

（２）人員体制

地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要とな
る人員（相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等）を配置する。

※地域生活支援事業実施要綱より

平成28年度
県内の基幹相談支援センターの設置状況

【県内１３カ所に設置】
福岡市、北九州市、久留米市（4ヵ所）、
直鞍地区、大川市、行橋市、小郡市、
八女地区、新宮町、宗像市

最近では、
平成28年5月 直鞍地区２市２町が体制を

見直し、センター設置
平成28年7月 久留米市が基幹センターを

設置

県内でも相談支援の
充実・強化のため
設置が進んでいる。

７



指定特定相談
支援事業所

指定特定相談
支援事業所指定特定相談

支援事業所

飯塚圏域における
基幹相談支援センター体制図（案）

基幹相談支援センター
（兼・虐待防止センター）

※従来の５センターの相談支援専門員から構成

相談支援機能強化事業所
【フォスク】※専門職対応

地域の障がい者・障が
い児及びその家族など

連携

指
導
・助
言

相
談
を
受
け
た

一
般
的
事
案
の
引
継

相
談

支
援

障害者総合支援法第77条1項43号4号第3
項に規定する「地域生活支援事業としての
相談支援」（主として専門性の高いケースや
困難ケースへの対応）

※相談者（利用者）の料金負担は無し

支援

障害者総合支援法第5条第16項に
規定する個別給付のサービスとして
の相談支援

※相談者（利用者）の料金負担は
無し

相談

自立支援協議会（飯塚圏
域障がい者地域自立支援
ネットワーク）で設置予定
の相談支援専門部会の活
動を通じて連携

連
携

＊ワンストップ相談窓口
＊相談支援事業所等の中核的
役割

８



メッセージ 

共生社会の実現に向けた自立支援協議会の役割：津久井やまゆり園の事件を受けて 

 

2016 年 9 月 1 日 

神奈川県障害者自立支援協議会 

会長 鈴木 敏彦 (和泉短期大学) 

 

津久井やまゆり園の事件（以下、事件と記します。）においてお亡くなりなられた方々、ご遺

族の皆さまに衷心より哀悼の意を表します。また、事件により傷を負われた利用者の方々、

ご家族の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。さらに、困難な状況のなかで懸命に利用

者支援に当たっておられる社会福祉法人かながわ共同会の職員の皆さまに深く敬意を表しま

す。 

＊ 

 わが国では、国連障害者権利条約の理念を実現すべく、「全ての国民が、障害の有無にかか

わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの

理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」（障害者基本法第 1 条）ことを目指してい

ます。また、本年 4 月には「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現に資すること」を目的とする障害者差別解消法が施行されました。 

＊ 

 神奈川県においても、「かながわ障害者計画」（平成 26～30 年度）では、「障害の有無に関わ

らず、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる『ともに生きる社会かながわ』の実現」

を基本方針に掲げています。また県内では、障害当事者による「あおぞら宣言（知的障害者

施設利用者宣言）」が公にされるなど、さまざまな場において障害者の人権擁護に真摯に向き

合ってきました。このような取組みの一端を担うべく、神奈川県障害者自立支援協議会は、

障害者総合支援法及び神奈川県障害者自立支援協議会設置要綱に基づき設置され、「かながわ

の障害者が、地域において自立した日常生活や社会生活を営み、安心して豊かに暮らすこと

ができるよう、質の高い相談支援体制の整備等を促進する」ことを目的として活動してまい

りました。 

＊ 

 報道によると、事件の容疑者は障害者の存在を否定する許しがたい発言を行っていること

が明らかにされています。かつて国連は、「ある社会が、その構成員のいくらかの人々を閉め

出すような場合、それは弱くもろい社会である」（1979 年、国連「国際障害者年行動計画」より）

とのメッセージを発しましたが、いま、まさにこの言葉の意味が問われています。事件は、

共生社会を目指し歩んできた世界の、またわが国の多くの人々に、大きな衝撃を与えるもの

です。同時に、大変残念ながら、これまでの共生社会への取組みが、いまだ道半ばにあるこ

とを、私たちの社会に突きつけることとなりました。 

＊ 

神奈川県障害者自立支援協議会は、障害者を排除する考え方を強く否定し、障害者一人ひ

とりが地域においてその人らしい自立した生活を送ることができるよう、今後も多様な支援

の実現に向けて取り組む必要があります。また、県内の障害保健福祉圏域自立支援協議会及

び市町村協議会、さらには全国の都道府県及び市町村の協議会に、共生社会の実現に向けた

歩みを一歩たりとも緩めることなく、さらなる進展を目指すための連携と協働を呼びかけま

す。 


