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（１）各会議報告 （別紙１）  

① 障害福祉関係者会議  

実施日 人数 協議内容 

Ｈ27.9.15 14人 

ア、第 1回西脇市障害者地域支援協議会の内容報告 

協議会に提出した課題について、他市町の情報なども参考

に、ひとつずつ検討していくことになる。 

イ、各事業所の近況報告 

・秋は運動会やバザーなどのイベントが多い。 

・ＧＨの見学、居場所（喫茶）を開設、「手話学習」な 

 どの取組み。 

・来年 4月にＢ型事業所を開設予定。 

ウ、その他 

・「サポートファイル」への意見として、利用しやすいもの

で、就労アセスメントも入れたものにしてほしい。 

・就労について検討する部会を設けてはどうか。 

・保護者が生活介護によいイメージを持っておらず、就労を

求めている。正しい理解をするための活動が必要。 

Ｈ27.10.28 14人 

ア、各事業所の近況報告 

  イベント等の終了した報告など。 

イ、健康管理に関する取組みについて 

 ・月 1回、体重測定、血圧測定、検温などを実施。 

・調理実習を含めて食育教室の実施。 

・町ぐるみ健診を利用者全員で利用している。 

・以前は県の事業で実施されていた歯科検診及び歯科指導は

効果があった。 

・事業所では、本人だけでなく保護者への健康指導の必要性

を感じている。行政から保護者への健康教育をすすめてほ

しい。 

 ・町ぐるみ健診の担当者に障害について理解をしてほしい。 

 ・歯科受診をしたくても、対応してもらえる歯科医が少な

い。 

ウ、週末・夕方に利用できる事業について 

 ・土日は、家で 1日寝て過ごしている人が多い。 

 ・地域活動支援センターで日中一時支援として土日の開設も

考えるが、スタッフの確保が難しい。 

 ・ボランティアグループが休日にイベントをすることがあ

る。 
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実施日 人数 協議内容 

Ｈ28.1.19 18人 

ア、各事業所の近況報告 

  Ｈ27年 11月から開設したＢ型事業所が加わり、それぞれ

の事業状況を報告 

イ、「サポートファイル」の進捗状況を説明、様式についての

意見を聞く。 

 

② 事業所連絡会 

  事業所から事例を提供してもらい、支援内容についての意見交換を行ってい

る。 

 

③ 身体障害のある人のつどい 

  身体障害者手帳のある方４名が参加。 

実施日 内   容 

7月 28日 日常のことについての意見交換 

・同じ身体障害でも、視力･聴覚･肢体･内部障害など様々で同じ手帳を

持っていても理解ができていない。 

・障害者の中には地域に馴染めない人や要求を言えない人がある。 

・隣保の役員を外してもらったが、そのことに批判的な人もある。 

・中途障害者は、障害を受け入れられず、閉じこもっている人がある。 

・都会では、交通機関が整っているが、市内では移動に困る。 

・障害があることでいじめられてきた。 

・福祉教育を受けている小学生は声をかけてくれる。 

・小さいときから同じ教室で生活することで、障害に対して自然に配慮

できるようになる。 

9月 15日 防災についての意見交換（防災安全課職員も参加） 

・防災訓練をする地域としていないところがある。 

・民生委員が年に 1～2回家に来て、状況を聞いてくれる。 

・近隣の人が、家の中のことを知ってくれているので心強い。 

・ちょっとしたことに対応してくれるボランティアがあれば助かる。 

・有償ボランティアやボランティア点数などがある方が利用しやすい 

・普段から災害時何処に行けばいいか、自分にあった避難方法を考えて

おくことが大切。 

・防災訓練に参加することが大切。 
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④ サポートファイル検討会議（さぽーとノート検討会） 

実施日 内   容 

Ｈ27.6.29 「さぽーとノート」は保護者記入方式で、活用できていない。（保護者

により記入の差が大きく、連携するツールとしての活用は難しい） 

また、学校・行政・事業所の連携ができていない。 

他市町の「サポートファイル」は連携に効果的であることから、先進

地の状況について聴くことになる。 

Ｈ27.7.29 「サポートファイル」を活用している加東市に内容の説明をうける。 

Ｈ27.8.31 「サポートファイル」をツールとして連携することを目的に、様式を

検討する。（ライフステージごとに様式を分担して作成） 

Ｈ27.9.28 作成した様式を検討 

Ｈ27.10.26 作成した様式を検討 

Ｈ27.11.20 作成した様式を検討  

Ｈ27.12.21 作成した様式を検討・手引きの検討 

Ｈ28.1.25 作成した様式を検討・手引きの検討 

Ｈ28.2.22 様式の最終修正、連携方法の検討 

Ｈ28.3.24 様式の最終確認、連携方法の検討、手引きの修正予定 

＊この検討会とは別に、学校長会議、特別支援学級担当者会議及びコーディネータ

ー会議、障害福祉関係者会議で意見を集約している。 

＊様式、手引きの最終確認後、できるところからファイルの作成を開始する予定 

 連携については、今後も会議を継続し検討する予定。 

 

サポートファイル検討会議構成員 

分 野 所属名 

保護者 
西脇市手をつなぐ育成会 

ましゅぽかーＷｅｓｔ 

保育所等 保育園長会（Ｈ28.3～） 

学校関係 
特別支援学級担当者 

北はりま特別支援学校 

関係機関 

クローバー加西ブランチ（Ｈ27.11～） 

相談支援事業所ういーぶねっと 

相談支援事業所ぱれっと 

行政 

健康課 

こども福祉課 

学校教育課 2名（学校担当・幼稚園等担当） 

社会福祉課 
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（２）手話言語に関する部会報告  

 

部会等の開催状況 （別紙２） 

実施日 会議名 内  容 

Ｈ27.11.19 第 1回 

手話言語に

関する部会 

・市内の手話言語条例に関するこれまでの経緯や市

の福祉の概要、全国的な手話言語条例の制定状況

などの説明。 

・条例制定の必要性や内容について検討。 

Ｈ27.12.15 当事者等へ

の説明会 

・第 1回の部会の内容の説明と、当事者が困ってい

る状況を聞く。 

Ｈ28.2.4 第 2回 

手話言語に

関する部会 

・説明会での当事者の意見を説明し、手話言語条例

の素案を提出。 

・条例を、コミュニケーション全体の内容か、手話

だけに特化したものかの意見交換後、手話に特化

した条例を作成することが決議。 

・条例素案については、再度各委員の意見を 3月末

までに提出していただき、次回の会議で検討する

予定。 

Ｈ28.3.22 当事者等へ

の説明会 

第 2回の部会内容を説明予定 

 

手話言語に関する部会構成員 

分  野 所   属   名 

学識経験者 
国立大学法人兵庫教育大学大学院特別支援教育専攻・教

授 

聴覚障害者団体 
公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会事務局長 

西脇市聴覚障害者協会 2名 

地域福祉関係 

西脇市手話サークル（登録通訳者） 

西脇市登録要約筆記者  

西脇市社会福祉協議会事務局長 

西脇市民生児童委員 

オブザーバー 
学校教育課長 

障害者相談支援事業所 

事務局 福祉部長、社会福祉課、設置通訳者 
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（３）その他 

 ① 市内の事業所の状況（別紙３） 

  今年度 就労移行支援、就労継続支援Ｂ型、障害児通所施設が開設され、平成

28年 4月には、さらに就労継続支援Ｂ型事業所が開設予定。 

  障害者施設  

  相談支援事業所（計画相談事業）  ４事業所 

  生活介護事業所          １事業所 

  就労移行支援事業所        １事業所 

  就労継続支援Ａ型事業所      １事業所 

  就労継続支援Ｂ型事業所      ６事業所 

（Ｈ28年 4月１事業所追加予定 7事業所となる予定） 

  地域活動支援センター       ２事業所 

  小規模作業所           １事業所 

  自立生活訓練ホーム        １事業所 

 

   障害児通所施設  

   放課後デイサービス事業所    １事業所 

   障害児学童保育事業（市委託事業）１事業所                                        

   日中一時支援（重度障害児）   １事業所                                                                       

    

   訪問系  

    居宅介護事業所        ２事業所 

    精神訪問看護         １事業所 

                                     

 ② 相談支援事業の実績 

 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 

身体 486 26 502 35 599 57 

知的 469 37 830 66 1,231 118 

精神 1,876 108 1,577 105 2,675 130 

発達 20 3 54 5 79 11 

高次脳 1 1 2 1 0 0 

難病 0 0 0 0 16 3 

その他 67 10 131 20 105 19 

合計 2,919 185 3,096 227 4,705 338 
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  ＊相談支援事業所委託及び市窓口対応件数の合計 

  ＊相談事業件数が、年々増加をしている。実人数の増加に伴い、一人当たり 

の支援回数が減少している。 

 

（４）平成 28年度の主な取組み 

 

  ＊サポートファイル検討会議の継続。 

  ＊手話言語に関する部会の継続。 

  ＊平成 29年度障害者基本計画及び第 5期障害福祉計画の策定に向けての準備。

（アンケート内容の検討） 


