
 

 

 

平成２８年度 大和市障害者自立支援協議会 児童部会報告 

 

児童部会 

 

部会員等（敬称略）：ワン・ピースやまと北（滝本）、児童発達支援事業松ぼっくり（山田） 

          はあとふるキッズ（普久原）、児童発達支援センター第 1 松風園（向山） 

瀬谷養護学校連携支援グループ（木村）、三ツ境養護学校連携支援部（椛澤） 

横浜ひなたやま支援学校連携支援グループ（竹永) 

大和市教育委員会指導室（馬場）、青少年相談室（松永） 

サポートセンター花音（福田）、大和市すくすく子育て課（笹岡・椎名） 

自立支援センター（齋藤）、相談支援センター松風園（横山・西田） 

 

1． はじめに（これまでの経過から）  

児童部会の大きな目標は、「福祉・学校・家庭がつながること」であり、これまでも先生への

情報提供や顔の見える関係作り、学校と福祉が連携したケースの実績調査を継続してきた。

また、家庭が福祉や学校とつながるツールとして、大和市教育委員会から配布されている相

談支援ファイル「かけはし」の活用ができないかを検討している。 

 

２．活動内容 

（１）先生への情報提供 

 ○教育相談コーディネーター連絡会 

  平成 27 年度の教育相談コーディネーター連絡会は、第 2 回目の情報提供のみであったが、 

今年度は第 1 回目の情報提供も実施することになった。コーディネーター教諭向けに、通常 

の学級に在籍している児童の相談事例などを紹介した。 

       

  実施日：平成 28 年 5 月 12 日（木） 

  会 場：生涯学習センター 

  対 象：大和市小学校、中学校教育相談コーディネーター（28 名） 

  テーマ：学校と福祉をつなぐ～個別の支援計画（支援シート）と「かけはし」について 

      学校と福祉が実際につながった事例紹介 

  配布資料：パワーポイント資料、かけはし☆まっぷ 2016 



  実施日：平成 29 年 2 月 16 日（木） 

  会 場：シリウス 

  対 象：大和市小学校、中学校教育相談コーディネーター（28 名） 

  テーマ：「学校と福祉をつなぐ～相談支援事業所の活用について～」 

  配布資料：パワーポイント資料、かけはし☆まっぷ 2016、大和市の相談支援事業所 

 

○大和市特別支援教育研修会 

  相談支援ファイル「かけはし」の活用についてと実際に相談支援事業所とつながった事例を 

紹介した。昨年度よりも 50 名くらい参加者が多かった。 

                    

実施日：平成 28 年 7 月 27 日（水）    

会 場：生涯学習センター 

対 象：特別支援教育担当職員（小、中学校）および通級指導担当教員、 

教育相談コーディネーター、特別支援学級担任以外の教員(各学校１名)、 

初任者、5・10・15・25 年経験者研修(選択講座)、希望者 計 250 名 

   テーマ：「学校と福祉をつなぐ」 

    １部：個別の支援計画（支援シート）と「かけはし」について 

    ２部：実際に相談支援事業所とつながった事例紹介 

 配布資料：パワーポイント資料、かけはし☆まっぷ 2016、 

先生方との情報交換会「かけはし☆ねっと 2016」案内資料 

 

 ○大和市小学校教育研究会特別支援教育部会 

   大和市小学校教育研究会の研修企画として「かけはし☆ねっと～こども家庭への支援」と 

いうテーマで講演の依頼を受けた。平成 28 年 8 月 24 日に行われた「先生との情報交換会か 

けはし☆ねっと 2016」に参加された先生から口コミで評判が広がり、出席できなかった先 

生にその取り組み内容を紹介してほしいということだった。当日の様子やアンケート結果な 

どは、各学校に配布していたので、主に、福祉サービスの紹介や相談支援事業所の活用につ 

いて講演した。先生からの質問に答える時間も設け、支援の必要なこどもへの支援について 

一緒に考える機会となった。 

    

実施日：平成 29 年 1 月 18 日（水） 

   会 場：大和市立南林間小学校 

   対 象：大和市小学校特別支援学級教員 97 名 

   テーマ：「かけはし☆ねっと～こども家庭への支援」 

   配布資料：パワーポイント資料、かけはし☆まっぷ 2016、大和市の相談支援事業所 

大和市にある放課後等デイサービスミニパンフレット 



 （２）顔の見える関係作り 

○先生との情報交換会「かけはし☆ねっと 2016」 

    企画立案、意見交換、ご案内の資料作成、会場予約、事業所との連絡調整、参加者名簿 

作成、会場準備等を行う。昨年度よりも参加する放課後等デイサービス事業所が 3 ヶ所 

増えた。事業所の様々な特色を集めた「大和市にある放課後等デイサービス事業所のミ 

ニパンフレット」を作成し、配布した。（別冊参照） 

 

実施日：平成 28 年 8 月 24 日（水）    

会 場：大和市勤労福祉会館 3F ホール 

対 象：学校関係者３１名 (小学校２７名、中学校 1 名、青少年相談室３名) 

    福祉関係者２３名 

（放課後等デイサービス１２事業所、移動支援 2 事業所、相談支援５事業所）  

テーマ：先生と気軽に話し合える関係をつくる 

    ・全体で福祉関係者事業所の紹介 

    ・放課後等デイサービス（療育型）、放課後等デイサービス（生活支援型）、 

移動支援、相談支援事業所の 4 つのブースを作り、グループ毎に決められた

時間(１５分)で各ブースを回る     

・平成 28 年 11 月下旬、当日参加できなかった方のために広報紙を作成、教育 

委員会を通じて各学校や事業所へ配布した。 

 

（３）学校と福祉のつながりについて実績評価 

児童部会参加の事業所が市内の小、中学校と関わったケースについて、その延べ人数を情

報提供前と後で比較するため、児童観察（学校で事業所職員が観察、事業所で学校の先生

が観察）、ケース会議、電話、情報交換などの項目に分け、学校の先生とつながったケー

ス数を集約した。 

 

(学校の先生とつながったケース数の集計表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年８月～平成 26 年１月…14 件    

平成 26 年２月～平成 26 年７月…19 件 

平成 26 年８月～平成 27 年１月…15 件       

平成 27 年２月～平成 27 年７月…31 件            

平成 27 年８月～平成 28 年１月…35 件            

平成 28 年２月～平成 28 年７月…62 件           

平成 28 年８月～平成 29 年１月…74 件 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
件数



 実際に学校と福祉が連携したケース数は、昨年度の２倍に増加している。特に電話での「特

性の理解の対応について」「放課後や休みの過ごし方」「家庭全般について」の相談が増えて

いる。ケース会議も増えてきている。しかし、まだ一部の学校との連携に限られており、大

和市全体の学校の連携には至っていない。 

 

（４）児童部会の大きな目標「福祉・学校・家庭がつながる」ための新たな切り口の検討学校と 

福祉の連携とともに、家庭をエンパワメントする視点を盛り込んだ「かけはし」の活用に 

ついて、大和市教育委員会との検討を実施した。 

 

（５）その他 

（ア）平成 28 年 10 月 26 日（水）、大和市特別支援教育研究会（小学部会）学習会参加 

テーマ「支援を必要とする児童の指導と保護者への望ましい対応について」 

（イ）平成 28 年 11 月 26 日（土）、大和市こども発達支援シンポジウムに参加。 

 

３．まとめ 

 （１）先生への情報提供と顔の見える関係作り 

先生への情報提供は、大和市小学校教育研究会からの依頼など、昨年度よりも２回多 

く実施することができた。また、「先生との情報交換会かけはし☆ねっと 2016」では、 

福祉関係者と先生との顔の見える場を提供することができた。知りたい情報が得られる 

機会となったのだと思われる。また、実績の評価において、連携したケース数が増えて 

きているように、学校と福祉がつながりやすくなってきたと思われる。 

（２）「かけはし」の活用について 

    家庭をエンパワメントする視点を盛り込み、家庭が福祉や学校につながるツールとし 

て「かけはし」の活用についての検討を始めた。家族が気軽に活用できるように「かけ 

はし」の作り方ガイドを作成し、大和市教育委員会へ提案している。（別紙参照） 

 

４．来年度に向けての方向性について 

（１）「先生への情報共有や顔の見える関係作り」の取り組みへ 

    情報提供から情報共有へ、「かけはし☆ねっと」の内容の検討、より確かな関係をつ 

くるための取り組み 

（２）「かけはし」の活用について 

   作り方ガイドの完成 

   「かけはし」の普及についての検討 



 

 

 

平成２８年度 大和市障害者自立支援協議会 精神部会報告 

 

精神部会 

 

構成委員（敬称略）：ホープ大和（吉野）、あゆみの家（小出）、森の家（原)、大和病院（蓮沼）、 

あるむ（藤田）、コンパス（小澤）、フレッシュゾーンボイス（八賀）、 

やまとまと（松浦）、リバーシティ大和（風間）、クレイヨンピピー（山本）、 

ワーカーズ想事業所（後藤）、大和市障害者自立支援センター（宮城）、 

相談支援センター松風園（佐上）、福田の里相談支援（金光）、 

厚木保健福祉事務所大和センター（印部）、障がい福祉課（松永）、 

サポートセンター花音（林、菅野） 

 

１．はじめに 

精神部会では、昨年度までの普及啓発の流れを引き継ぎ、より部会員と地域がつながること

を大切にしながら、今年度も地域へ出向き、精神障がいの方の「地域での暮らし」と「障がい

特性の理解」を 2 本柱として、精神保健福祉の普及啓発活動に取り組んできた。 

また、今年度より当事者会（やまとまと）からも部会に参加いただき、より当事者目線での

取り組みに繋げていけるように努めきた。 

 

２．活動内容  

月 1 回の頻度で部会を開催し、大和市自立支援協議会「精神部会

連絡事業所一覧マップ」の配布による普及啓発活動、出前講座によ

る精神保健福祉の普及啓発活動を中心に継続的に活動をおこなっ

てきた。 

大和市自立支援協議会「精神部会連絡事業所等一覧マップ」につ

いては、相談支援事業所、サービス事業所、当事者会、病院、行政

それぞれの役割をよりわかりやすいかたちに内容を更新し、市内事

業所、講座、キャンペーン等で配布を重ねてきた。 

出前講座については、昨年度まで民生・児童委員を対象とした出

前講座、関係機関での出前講座を開催してきたが、今年度は、出前

講座の一つとして、当事者の目線を加えつつ、精神保健福祉ボラン

ティア講座での講演を行ない、就労継続支援Ｂ型事業所、地域活動

支援センター、病院の各担当が協同で講演を行なうことで、より精

神障がいの方のイメージが伝わりやすい内容となり、ボランティア

育成の一助となったと考える。 ≪出前講座での様子≫ 



地域の精神障がいの方の支援として、一人で家の片づけができない状態になっていた方が、

病院、地域ボランティア、行政等の連携により、部屋の片づけ、障がい福祉サービスの提供、

地域の自治会への加入へと和が広がり、生活の立て直しを進めていくことができた事例もでて

きた。 

このように個々の力では解決が難しい事例であっても、様々な機関や資源の協力と連携によ

り、解決へと導けることができるため、今後も連携の強化と活動の場を広げていく取り組みを

大切にしていきたい。 

 

３．まとめ 

 精神部会では、地域での横の連携、顔の見える関係づくりを意識した「精神保健福祉の普及啓

発活動」を継続してきたことにより、地域の支援力向上へ一定の成果が得られたと考えている。 

上記のことから、精神部会は自立支援協議会の専門部会としての役割を今年度で終了とし、次

年度以降はさらなる課題解決に向け、参加メンバーを一部変更し、精神部会としてではなく、地

域活動支援センターコンパスを中心に「事業所ネットワークの強化」、「地域交流事業の開催」、

「当事者活動の支援の実施」、「オーダーにあわせた出前講座の実施」に向けて、連絡会として

活動していく予定である。 



 

 

平成 28 年度 大和市障害者自立支援協議会 障がい者減災対策部会報告 

 

障がい者減災対策部会 

 

出席者（敬称略）：大和市身体障害者福祉協会（屋敷）、大和市肢体不自由児者父母の会（平岡）、 

大和市腎友会（森）、大和市障がい福祉課（水野）、大和市危機管理課（佐川）、 

大和市健康福祉総務課（村木）、大和保健福祉事務所（石川）、 

やまねっと（山岸）、自立支援センター（佐藤）、アイネットやまと（後藤）、 

大和市手をつなぐ育成会（春日）、ワークステーション・菜の花（近藤）、 

福慶会（関水、饗庭） 

 

1、 はじめに 

今年度は年度当初より、継続して障がい者の減災対策をテーマに取り組んだ。又以下の 3

本の柱を立て毎月開催した。 

① 各事業所が具体的に取り組んでいる減災対策の情報交換 

② 下福田中学校指定避難生活施設運営委員会への参画 

③ 松風園の指定避難所の指定を解き、発災時障害者の避難所として中心的役割を持た

せていく 

・災害対策のサポート事業の実施 

・大和市障害者施設災害対策連絡会の結成 

2、 活動内容 

① 毎回出席機関、事業所、施設、団体等の減災に関する取り組みについて、報告をす

るとともに意見交換を行っている。身体障害者協会の中に災害対策委員会が設置さ

れ、当事者の自主的な検討が行われるようになった。特定指定福祉避難所の運営マ

ニュアルが作成され、避難所となる公民館への説明が行われる等、具体的取り組み

が開始された。 

② 福田の里所在地の下福田中学校指定避難生活施設運営委員会に引き続き参画し、進

捗状況を部会に報告すると共に、市の模範マニュアルに福祉関係者の参加を凡例と

して加えることを要望しているが、各指定避難生活施設運営委員会の判断であると

の事で実現していない。 

③ 大和市障害者福祉計画審議会への緊急提言を行った。また部会の連携を基盤として

標記の目的達成の為「大和市障害者施設災害対策連絡会」が結成された。 

④ 障がい者減災対策部会の名前を冠した事業として、市の総合防災フェスタ会場にて

パネル展示とチラシ配布を行い、障がい者の災害時における対応の重要性について

PR を行った。 



≪総合防災フェスタでの啓発活動≫ 

3、 まとめ 

部会としての対外的な活動は 1 回であるが、毎回の会合を通じて、当事者団体の自助活動

が活発化し、自主的に安否確認が実施された。市内障がい者団体、事業所、行政機関の幅広

いネットワークが構築され、それを基に結成された、大和市障害者施設災害対策連絡会では

組織としての、備蓄品調査や、個々の法人が、非常招集訓練を実施するなど具体的な準備が

進み始めた。その他、行政では、サポート事業の検討、障がい者用ベスト購入の方針を立て、

保健所では、ホームページに人工呼吸器、

在宅酸素、吸引器を使用中の方に対する災

害対策をアップしている。社協は災害時ボ

ランティアの育成、組織化、運営など、個々

の参加団体の、具体的取り組みの幅が広が

っている。次年度は、こうした成果を積み

上げ、より具体的な災害時の対策の定着と

連携が課題となる。 

 



≪あんしんノート勉強会での様子≫ 

 

 

平成２８年度 大和市障害者自立支援協議会 自立生活支援部会報告 

 

自立生活支援部会 

 

構成委員（敬称略）：大和市手をつなぐ育成会（春日、植原）、 

大和市肢体不自由児者父母の会（平岡、伊藤、丸山）、 

大和さくら会（久保田）、福田北地域包括支援センター（中山）、 

サポートセンター・花音（菅野）、相談支援センター松風園（佐上）、 

福田の里相談支援（金光）、大和市障がい福祉課（石井）、 

大和市障害者自立支援センター（佐藤、和賀） 

 

１．はじめに 

平成２５年６月の定例会で承認され、平成２５年７月より活動を開始した。「本人・家族の高齢

化に伴う地域生活上の課題」について検討しており、「住み慣れた地域で生活し続ける」という視

点を大切にしながら検討を進めている。今年度の活動については、「あんしんノート」の普及活動

と障がい者・ご家族の高齢化に対して、障がい者の高齢化に伴う身体機能の維持と家族の介護予

防について、高齢福祉分野との連携強化、地域生活を支えるための制度としての短期入所ニーズ

調査を主な活動内容として、住み慣れた大和市でいつまでも安心して生活していけるための仕組

み作りについて検討、活動を行った。 

 

２．活動内容 

上記委員をコアメンバーとして、これまで行ってきた課題整理や検討に基づき、①あんしんノ

ート（当事者・保護者から支援者への支援引継ぎ書）の普及と活用、②障がい者の高齢化に伴う

身体機能の維持と家族の介護予防について、③高齢福祉分野との連携強化活動、④短期入所に関

するニーズ調査準備を行った。 

あんしんノートの活用については、昨年度に引き続き、ご家族で行われてきた支援や障がいの

ある人の生活に対する支援のための引

継ぎ書である「あんしんノート」の普

及に向けた取り組みとして、家族向け

研修会「あんしんノート勉強会」を２

回実施した。各回の勉強会には、災害

時要配慮者支援制度（協力：市健康福

祉総務課）と口腔衛生（協力：厚木保

健福祉事務所大和センター）に関する

ミニ講座を併せて実施した。 



≪地域包括との懇談会の様子≫ 

ミニ講座の内容については好評であったもの、参加者は固定化傾向にあるため、今後の開催方法

について、家族会への出張講座等、アウトリーチ的な手法での普及活動について検討していくと

ともに、あんしんノートを更に活用、定着させていくために、サービス提供事業所に対する啓発

活動も必要である。 

障がい者の高齢化に伴う身体機能の維持と家族の介護予防についての活動については、桜ヶ丘

中央病院・リハビリテーション科の協力を得て、パイロット事業的な取り組みとしてサービス提

供事業所向け巡回相談を実施した。しかし、福祉とリハビリテーションが協働していくためにそ

れぞれの専門性を活用していく方法や障がい福祉サービス提供事業所でどのようにリハビリテー

ションに関する専門性を活用していくのかの整理が必要であることが明確になったため、次年度

は、事業所への巡回相談を活性化していく基盤作りとして、年間を通してリハビリテーションや

介護予防等についての事業所向け研修会や相談会を実施していく予定である。尚、リハビリテー

ション専門職との協働事業の事務局機能については、医療・福

祉連携部会へと移行する。 

 高齢福祉分野との連携強化については、地域包括支援センタ

ーとの勉強会を実施し、全地域包括支援センターの出席を得た。

勉強会を実施した結果、障がい者や障がい福祉についての更な

る発信や情報共有が必要であることが判明したため、定期的な

勉強会や情報共有の機会を設けていくこととともに、老障世帯

に関する地域包括ケア会議開催の活性化等についても推進し

ていくこととした。 

 最後に、短期入所に関するニーズ調査については、アンケー

ト作りまで完了したため、今年度内にアンケートを実施し、来

年度上期にはニーズ調査結果を取りまとめ、定例会に報告予定

である。 

 

３．まとめ 

 これまでの活動を通して、ご家族の担っている介助・支援に関する情報をご家族以外に広めて

いく活動としてのあんしんノートの普及活動については、一定の効果を得ることができたため、

次年度上期にあんしんノートの普及と普及後の展開についての研修会を実施し、部会の主たるテ

ーマとしての活動に区切りをつける。その他の活動については、上記活動内容に沿って活動を継

続していくとともに、新たなテーマとして、地域で生活していくための理解促進（老障世帯等に

対する地域での見守り体制構築や合理的配慮の推進等）に向けた活動を通して、年齢や障がいに

関係なく地域でいつまでも安心して生活していけるための活動を行っていく。また、主たる取り

組みテーマの変更により、部会名を「地域生活支援部会」に変更することを定例会に提案したい。 


