
大和市障害者自立支援協議会 第 2 回 定例会議事録 

場 所： 自立支援センター  

日 時： 平成 28 年 11 月 17 日(木） 14:00 ～ 15:30 

出席者： 下記参照 

 

○日 時：平成２８年１１月１７日（火）１４：００～１６：００ 

○場 所：保健福祉センター 検診室 

○出席者：定例会委員（敬称略、定例会組織図順） 

山田兼右（児童部会代表、松ぼっくり）、吉野敏博（精神部会代表、ホープ大和） 

     丸山直美（自立支援支援部会代表、大和肢体不自由児・者父母の会） 

     山岸安志（福田作業所）、近藤誠（ワークステーション・菜の花）、大内ひとみ（ワーカーズ想）、 

     鳥原信一（大和市身体障害者福祉協会）、春日恵美子（大和市手をつなぐ育成会）、 

     久保田安子（（特非）大和さくら会）、新比叡明（大和病院）、 

蓮沼啓介（大和病院・総合支援課）、佐藤通孝（自立支援センター）、 

林伸樹（サポートセンター花音）、小山郁夫（大和市社会福祉協議会）、 

小山恵子（厚木保健福祉事務所大和センター保健予防課）、 

下野裕健（大和市健康福祉部障がい福祉課） 

     事務局 

     和賀礼奈、宮城利仁（自立支援センター）、菅野祥生、福田優生（サポートセンター花音）、 

     佐上寛之、東條小雪、横山正子、西田知史（相談支援センター松風園）、 

饗庭繁和（福田の里相談支援）、 

井関高弘、首藤修、水野義之（大和市健康福祉部障がい福祉課） 

笹岡整、椎名文彦（大和市こども部すくすく子育て課） 

     オブザーバー 

     塩田友紀（相談センターゆいまーる）、薄葉寿恵（クロスオーバー大和） 

     欠席者 

馬場智志（大和市教育委員会教育部指導室）、目黒裕（相談支援センター松風園）、 

関水貴浩（福田の里相談支援）、原三江（県立瀬谷養護学校、連携支援グループ） 

 

議題： 

１．相談新事業報告 

 ①相談支援事業実績報告（平成２８年４月～平成２８年９月） 

 ・資料：相談支援事業 実績報告（自立支援センター宮城より報告） 

 



 ②個別ケース活動報告（個別ケースから見えてくる地域課題について） 

 ・資料：「知ってほしいな あったらいいな」 （相談支援センター松風園 横山より報告） 

 ・なんでもそうだんに関わる相談支援事業所が月に 1 回、日々の業務での課題整理や感じている事を

共有している。話をしていく中で、地域で暮らしていく上で課題となるような行動があり、地域の人

との関係の取り方が難しい方がいらっしゃるという事例がいくつか挙がってきてきた。逆に、地域の

方に受け入れられている良い事例もあった。障がいのある人も同じ地域に住んでいるというところを

知ってもらえるとよいのでは、という意味で発表させてもらった。 

・児童、精神部会の啓発活動により地域生活を支えていくサポーターが増えてきているのではと思って

いる。 

【各委員から】 

・ＮＰＯ法人やまねっとでは知的障がいの作業所が中心となっているが、津久井やまゆり園のことがあ

って、自分たちが地域に発信してこなかったことを反省している。今後、法人としても障がいのある

人達だけではなく、社会的な弱者の人達のことも発信出来れば、伝えていくことが出来ればいいと思

っている。（委員） 

・津久井やまゆりのことがあってから、まだこの事を話せない人もいる。自分の身を守れない障がいの

ある人を守っていくのがこのような地域の場だと思う。（委員） 

・顔が見える事をもっともっと続けていく事が必要。 

・小学校 4 年生に対して福祉総合学習がある。そこに出掛けていき、視覚障がい者の出来る事、出来

ない事について話してくる。その後、学校の近くを通ると子どもが道案内してくる。でも、親が近く

にいると「道案内しなくていいよ。」という。親の、市民の教育が必要。（委員） 

・情報発信、情報共有というところで当事者の方の発信が一番伝わりやすい。（委員） 

・子どもの教育の場に親も来てもらうと良いのでは。親に対する教育も必要と感じる。自然な形で親に

も教育する場があれば。（委員） 

・事業所として、福祉の人材確保の必要性を感じている。若いうちから福祉に関心を持ってもらおうと、

神奈川県に要望を出した。高校生を対象に教育委員会が介護分野の啓発本を出してくれているが、障

がいの部分がない。ＷＳ菜の花の近くの高校の人が老人ホームのお祭り等にボランティアに来てくれ

る。対応してくれる先生がいるうちに未来の人材と繋がっていければと思う（委員） 

・大変な子どもを抱えている人がいて、色んな所に行っているが繋がらない。聞いている人も苦しい。

精神的に厳しい状況になっている人がいる。そんな親の人達を救えるような取り組みがでいないだろ

うか。相談に行ける人は良いけれど、相談に行けない人も多くいるのではないだろうか。（委員） 

・相談支援事業所としても相談に来られない方に繋がっていければと思っているが、なかなか難しいの

が現状。しかし、今のお話のように知っている方から紹介してもらい、ご本人のご希望があればご自

宅に訪問して相談をお受けする事が出来る。相談を待っているだけでなく、自分たちから出向き、働

きかけていく事も必要だと思っている。（事務局） 

・精神障がい者、自立という所がむずかしい。生活をどのようにしていけば、という所であるが、精神



障がい者は精神状態・病状の安定があります。その後、生活改善、就労という形になっていく。対人

関係が苦手な部分。親としてどのような関わり、社会資源を利用して生活を改善していけばいいかと

考えているが、まずは日常生活を安定して送る事が大切。自信を持って生きている環境を整えたい。

社会との繋がりにおいて、安定した生活をして、なおかつ自立を促していく事が難しい。親自身もマ

ンネリ化している、高望みもできない、でも活動しなければいけないという点でなかなか難しい。服

薬を続けながら安定した生活を送る事自体が難しい。親が高齢化している中で、大変さを感じている。

親亡き後、その後本人がどのように生きていくのか、家族にどこまで頼れるのか毎日悩んでいる。対

人関係が難しければ家族関係を整え、定例会等行いか関わっているが、家族の大変さは否めない。子

どもを捨てるわけにはいかないし、共に生きていかなければならない。まずご近所の方から仲良くし

ようと思っている。関わり方をしっかりしていく必要がある。家族会も親が高齢化していて大変だが

頑張っていきたい。（委員） 

・高齢者に向けてだと、認知症について厚生労働省で計画を立てて、認知症サポーター研修等行い、大

手のスーパーの方、大手の銀行の方が勉強を重ね、地域を支えていくことがシステムとして成り立っ

ている。先日、同行援護、知的障がい者のガイドヘルパーの研修を行った。研修の内容として視覚障

がい者の買い物の支援があり、地域の小さなお店が協力してくれた。いつも視覚障がいの方が買い物

にきていてどのように声をかけたらいいのか分からなかったのでこのような機会を待っていたと話

があった。このような機会を待っている人が他にもいるのかもしれない。（委員） 

・視覚障がい者は会話が出来るようなお店を見つけた方がいい。そこにいる間は視覚障がいであること

を忘れられるような状況になればいい。地元のお店を見つけて、仲良くなることが必要。そういう意

味では、視覚障がいの人も出かけていって、これは可能、これは難しいと見せる事が大切。（委員） 

・ 小さな地域の中では交流が出来ている人もいる。そのようなつながりがたくさんできて大きな繋がり

になっていくといい。（委員） 

・それぞれ市町村の中でやって頂いていると思うが、差別解消法の取り組みは市民に向けては行われて

いない。海老名市は広報のパンフレットを配布。座間市はサポートブックを配布している。まだ市町

村それぞれこれからかな、という印象を持っている。 

・事例発表がとてもよかった。相談や啓発はすぐに結果が出るものではなく、長期的な視点、じっくり

変わっていくという事がある。なんでも相談が始まってすぐの自立支援協議会はもっと小さかった。

今回の事例発表のプレゼンテーションはとても良かったので、もっと広めていくと良いと思う。障が

い理解は「その人を理解する」ことなので、事業所や地域の取り組みで広がっていけば良い。障がい

者週間の時にプレゼンテーションを流しても良いのではないか。協議会としては長期的な視点で「知

ってもらう」ということをシステム的に行えると良いと思う。 

・このプレゼンテーションを見ていて、どんな形でも地域の人が知ってくれているのだと思った。地域

の人も声をかけたいけれどどうしたらいいのか分からない人も多くいるのだと思う。理解を深めてい

くというよりは、知ってもらうということが大切。普及啓発を絶え間なくやっていく必要がある。当

事者の言葉が一番納得できる。理解が深まるところだと思う。（委員） 



・地域の中で理解者を深めていくという部分で、当事者の方の言葉が説得力が違う。丁寧にいろんなこ

とを考えていく必要もあるが、協議会の部分でもそうだし、いろんな活動の中で当事者の人達の声を

ダイレクトにつなげていく事が出来れば良いと思う。精神・知的の人達が発信していくためにはある

程度のサポートが必要。自分たちの事を自分たちの言葉で伝えられるよう、自立支援協議会でもサポ

ートしていく事が出来ると良いと思われる。近隣の自立支援協議会の当事者の方の出席状況はどう

か。（委員） 

・当事者はどこの協議会にも入っている。綾瀬は精神のピアサポーター、比較的参加している。知的障

がいの方、どう参加して頂いて意見を吸い上げる形を作れるか、という事について協議会で話し合っ

て作っていかなければならないという話になっている。（オブザーバー） 

・協議会としての情報発信が大切なのかな、という風に感じている。社協としては自立支援センターに

も参加してもらいコミュニティソーシャルワークの実践の中で、高齢者だけでなく、介護も含めた中

で地域資源、課題の分析をしているところ。その中で障がい者の方の地域の中での存在を知ってもら

うことが大切。社会的な分析をして、捉えていくことが必要。今年度の実践の結果を踏まえ、今後、

取り組んでいく事があれば報告させて頂く。 

・住み慣れた大和市でいつまでも安心して暮らす事が出来ればという点が一番大切。その為に必要な事

を発信していきたい。その際には当事者の人達声を伝えていきたい。具体的に出来る事が事務局で話

し合っていきたい。（事務局） 

 

２．専門部会活動報告（減災対策部会からの活動報告、報告者：（社福）やまねっと・山岸氏） 

・当事者団体の取り組みところで、安否確認を検討とあるが、安否確認は何をするのか。 

→身体障がい者福祉協会の中で座長をやっている。4 障がいが入っている。会長から「あなたは大丈

夫ですか。」等電話で安否確認する。聴覚障がい者の方に対する連絡がまだ不十分なので検討する必

要がある。 

・災害が起きた場合、状況が全く分からない事が困る。身障協会なら身障協会が集約した方がいいとい

うことで行うことになっている。 

・安否確認することで防災の意識が出来たことが大きな意味だと思っている 

【補足】 

・市内の指定避難施設運営委員会は市内の各小学校にできる。運営は自治会。最初は市の方、主に自治

防災会が中心となって行う。その方たちに要配慮者について知ってもらうことが大切。現在、構成メ

ンバーの中に福祉関係者をいれる事とはなっていない。地域の人と顔が見える形になるといい。 

 

○児童部会より（部会長：松ぼっくり・山田氏） 

・部会報告にある大和市内の小中学校と連携した件数の集計の成果と「かけはしねっと」を開催したこ

とについて説明。 

・今まで児童部会では教育分野との連携ということで大和市の特別支援教育会の研修等に児童部会のメ



ンバーも出向いて行って交流・連携を図るなど、学校と福祉をつなぐため、様々な活動・情報提供を

してきた。平成 25 年度から継続してきた中で、件数としてどれだけ成果が出ているのかを表したも

のが資料となっている。 

・最後の「かけはしねっと」は今年の 8 月 24 日に実施したもの。今年は 2 回目の「かけはしねっと」

となった。福祉の事業所が集まって、そこに先生に来て頂いてそれぞれの取り組みについて理解を求

めいていくという形になっており、その報告となっている。 

 

３．医療と福祉の連携研究チーム進捗状況報告（ホープ大和・吉野委員） 

・資料をもとに報告。報告内容については、資料参照。 

・全ての人達に情報を伝えていくためにはどのような取り組みをしていけばよいのか検討している。 

・こども医療は 18 歳までなので、それ以降紹介してもらえる場所がない。こども医療がみてくれたら

いいのだが、地域に帰ってくる必要があるので、地域のお医者さんに掛かりながらという形で準備を

していく必要があると考えている。 

・地域の中の医療機関を利用するのは障がいの有無に関わらない流れになっている。直近の会議では障

がいのある人が成人病予防、癌予防等の検診を受けにくく、自覚症状が出てきてからでは手遅れとい

う事がある。病気にならないと医療機関と繋がりもないので、地域の中で検診等受けることでそれの

データが蓄積されてかかりつけのような役割を果たせるのではという話も出ていた。 

・知的障がいの方などレントゲン車の中でじっと待っていることが苦手だったり等あるので配慮できる

ことを考えていければという話も出ている。 

・現在は次年度以降本格的に活動していくために課題をあげているような状況。最後の定例会では次 

年度の予定等お話しできると思う。 

 

４．県央地域自立支援協議会からの情報提供（ゆいまーる・塩田氏） 

・県央を中心に圏域の自立支援協議会の事務局と人材育成等、横のつながりを持てるような連絡会を作

っていくような事業を行っている。 

・9 月 1 日に県の自立支援協議会の 1 回目の集まりがあった。計画相談の状況や相談員の状況、基幹

相談支援センターの設置状況等についてや当事者の協議会への参加についての調査の報告検討を行

っている。 

・県央圏域の自立支援協議会では 7 月に第 1 回目を開催。その中では困難事例を共有し（行動障がい、

医療的ケアの必要な方がなかなかサービス利用に繋がらない）、その課題をどうやって上にあげてい

くかを考え取り組もうという形で行っている。 

・神奈川県は 5 圏域に分かれていて、県央は相談支援センターゆいまーるが受託。その 5 圏域が集ま

って会議をする事が年 6 回ある。今年度はその会議の中でも困難事例や医療的ケアが必要な人達の

事について上にあげていけるような取り組みをしようということで、今回事例集を作成して取り組ん

でいる。 



・研修会に関しては、チラシにも入れさせて頂いたが、差別解消法について当事者の目線で理解を深め

られるような企画を立てている。来月 12 月 21 日（水）海老名市文化会館にて 13 時より予定して

いる。大胡田誠弁護士をお呼びしてお話しして頂く。視覚障がいの弁護士の方で色々な所でお話され、

本も出されている。ぜひ、多くの方に参加して頂きたいと思っている。 

・人材育成のためにグループスーパービジョンの研修を行っている。12 月に 4 回目を行う。 

・相談支援連絡会では発達障がいについての研修を行った。 

 

５．県央障がい者保健福祉圏域発達障害支援体制整備事業について（クロスオーバー大和・薄葉氏） 

・他の圏域はナビゲーションセンターも兼ねて受けている所が多く、日中支援中心で活動している当所

としては難しい所もあったため、前半は各地域の会議に参加させてもらう事を通し、顔を知ってもら

う事から始めた。 

・厚木市：毎月相談支援センターの連絡会に参加し、ケース検討にも参加。 

・綾瀬市：自立支援協議会のオブザーバーとして参加。11 月には県央障害保健福祉圏域自立支援協議

会支援困難事例地域ケア会議に参加。 

・海老名市：自立支援協議会のコアメンバー参加。その他に相談支援事業所連絡会にも参加。 

・座間市：自立支援協議会の会長と相談しながら事業所との連携の取り方について検討している。 

・大和市：自立支援協議会のオブザーバーとして参加。 

・愛川町：障害者協議会の児童サポートチームに神奈川エースの担当者と共にオブザーバーとして参加。 

・一人でやっているので動ききれない所がある。その他に発達障がい者地域支援マネージャーの連絡会

が毎月。県の障作連の研修会の研修講師として伺ったり、神奈川県障がい保健福祉圏域事業調整会議

というナビゲーションセンターの会議に参加している。発達障害者支援法が改正され、県で連絡会を

作っていく事が義務付けられており、神奈川県発達障がいサポート推進ネットワークがその会議とし

て役割を担うことになったため、各領域（医療・教育・福祉・就労等）の方々が年に 2 回一堂に会

して会議をすることになっている。これまではオブザーバーとしての参加だったが、今後はコアメン

バーとして参加予定。 

・圏央圏域の発達障がい支援体制整備事業地域連絡会が先程話にでたゆいまーると共催でさせて頂いた

発達障がいの研修と事例検討をした。基本的に連絡会なので研修のみでなく、今後の進め方を検討し

ていく必要があるが、今の段階ではそれぞれの事業所との繋がりが見えない為、このような形をとっ

ている。 

・神奈川県発達障がい者支援センターで支援技術研修を行っている。その一方で発達障害者地域支援マ

ネージャーを兼ねている研修を年 10 回行っている。残すところ 1 回だが、全ての研修に出る事が必

要とされている。 

・国立リハビリテーションセンターの発達障害者地域支援マネージャー研修は基礎・応用とあり各 3

日ずつ行われる。前半はアセスメントが中心、後半は今日の話にあった減災と触法に関すること。シ

ステムに関することの 2 つにコースが分かれている。 



・システムに関するコースの話の中で衝撃的だったのが、2000 人が出生すると 10％が発達障がいの

診断を受けるという状況になってきているとのこと。2000 人のお子さんが生まれれば 200 人の発達

障がいのお子さんが生まれる、それが毎年更新されていくという現状を踏まえ、どうシステム化して

いくのか、という点がマネージャー間ではテーマになっている。 

・触法と減災に関する研修を受けたが、触法に関しては Panda-J の代表をされている堀江先生が講師

だったが、今回講師をされていた先生すべてが Panda-J の関係者だったという事から、発達障がい

と触法の関わりというところが凄くクローズアップされているのだと感じた。弁護士さんは 1 時間

の接見だが施設関係者は 15 分しか接見できない、そのような状況の中でコミュニケーションが難し

い人の意思確認を切に求められているような状況がある。それはまずはマネージャーからというとこ

ろもあるが、相談支援を中心とする色々な福祉関係の方々にそういった動きを担ってほしいという流

れになる中で、発達障がい者に対する支援をどうしていくかと検討している相談支援事業所の現状と

が、大きな乖離がある事を感じている。今後、その距離を埋めていく事が課題ではないかと思ってい

る。 

・今後の予定だが、会議に参加しているとなかなか「発達」の文字が出てこない現状。県の障がい福祉

課にも相談させてもらい、顔の繋がりも出来てきたので、相談支援事業所の中で特に発達障がいの方

への支援している事業所を地域巡回という形で来月以降巡回する動き方に変えていく予定。 

・まずは海老名市からスタートし、年度内に県央地域の相談支援事業所を 2 カ所ずつ回って県央全体

の発達障がいの方々の支援の状況についても把握していくことを考えている。圏域ではないが、平塚

市の就労支援部会の研修の講師をしたり、厚木市の障がい者相談支援事業所への研修講師をしたり研

修講師が多い。その形に加え、今までと同様に地域自立支援協議会、相談支援事業所の連絡会に参加

しながら、来年度の動き方について見定めていくような動きして行ければいいと思っている。 

 

・圏央圏域自立支援協議会は神奈川県が設置する自立支援協議会で、クロスオーバーというのは県央圏

域の自立支援協議会から一部事業の委託を受けて動かれているという関係性なのか。 

→平成 26 年より各都道府県にマネージャーを配置する事になっている。なかなか取り組むことが難

しかったが、今年度神奈川県でその取り組みをしようと 3 名の民間マネージャーが県から委託を受

けている。その一つが県央障がい福祉圏域のマネージャーであり、県央圏域の自立支援協議会から

委託されているわけではない。県の事業として受託をしている状況。 

 

・クロスオーバー大和が 11 月 2 日に移転した。大和駅から歩いて 6 分程度の場所。大和警察の交差点

の近く。2・3 階が住居 1 階が店舗という場所の 2 店舗を借りてようやく動き始めた。それにあたり

住所電話番号、ＨＰアドレスもすべて変わっている。現在のものはいずれ繋がらなくなる。新しいパ

ンフレットが出来れば配布する予定。 

 

 



６．その他 

・事務連絡 

・最近、合理的配慮のページを見た。ＰＤＦではルビ付き、ルビなし、テキスト形式のものが載ってい

た。そのような配慮をしてもらうと視覚障がい者だけでなく、知的障がい者も合理的配慮を受けられ

ると感じた。そのような情報発信の仕方をしてもらいたい。 

・こども部と共催。11 月 26 日（土）13:30～こども発達支援シンポジウム 

 

※次回の定例会 

平成 29 年 3 月 16 日（木）14:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


