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平成 29 年度 国分寺市障害者地域自立支援協議会 年間活動内容 
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開催日 日時 主な内容 

平成 29 年６月

16日（金） 

13時 30分～15時 30分 ＜議題＞ 

１ 今年度の協議会のテーマとスケジュールについて 

２ 各専門部会の今年度の取り組みについて 

３ 協議会ニューズレターの発行について 

４ 国分寺市障害者基幹相談支援センターの事業について 

＜報告事項＞ 

１ 第５期国分寺市障害福祉計画等の策定について 

＜情報提供＞ 

１ 子育て相談室主催 講演会の案内 

平成 29年 10月

30日（月） 

13時 30分～15時 30分 ＜議題＞ 

１ 第５期国分寺市障害者福祉計画等の策定について 

２ 各専門部会の今年度の取り組み状況について 

＜報告事項＞ 

１ 協議会ニューズレターの発行について 

２ 平成 28年度障害者計画・障害福祉計画の実績報告について（施

策推進協議会での評価状況） 

＜情報提供＞ 

１ ヘルプマークの配布について 

２ 11月みんなで知ろう認知症月間について 

３ 国分寺市障害者就労支援センター リーフレットについて 

４ 「国分寺市こどもいじめ虐待防止条例施行３周年講演会、平成 

29年度市民講演会」について 

５ 「平成 29年度市民向け講演会」について 

６ 「第 15回日弁連高齢者・障がい者権利擁護の集い」について 

７ 平成 29年度東京都自立支援協議会セミナーについて 

平成 30 年３月

29日（金） 

13時 30分～15時 30分 ＜議題＞ 

１ 各専門部会の今年度の活動報告と今後の取り組みについて 

２ 次年度の協議会のテーマについて 

＜報告事項＞ 

１ 国分寺市障害者計画（第３次）・第４期国分寺市障害福祉計画の 

進行管理，評価等に関すること（答申）について 

２ 第５期国分寺市障害福祉計画等について 

３ 地域生活支援拠点等の整備及び基幹相談支援センターの機能強 

化について 

４ 協議会ニューズレターの発行について 

＜情報提供＞ 

１ 平成 29年度第２回相談支援スキルアップ研修会の報告につい 

  て 
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平成 29年度 相談支援部会 年間活動報告書 
 

 

◆相談支援をより理解でき、相談やサービス利用について具体的に説明できるツールの作成 

◆様々な社会資源や制度に関する情報提供と共に、上記で作成したツールの活用や周知について 

◆相談支援に係わる事務的業務（書式等含む）の見直し 

 

 

 

活動の状況 

 日にち 内容 備考 

第１回相談支援部会 

第 1回相談事務WG 

第 2回相談事務ＷＧ 

第２回相談支援部会 

第 3回相談事務WG 

第 4回相談事務WG 

第 1回ツールＷＧ 

第 3回相談支援部会 

第 2回ツールＷＧ 

第 5回相談事務ＷＧ 

第 3回ツールＷＧ 

第 4回相談支援部会 

 

4月 27日 

6月 20日 

8月 29日 

9月 22日 

10月 23日 

11月 20日 

12月 12日 

12月 22日 

1月 26日 

2月 6日 

2月 23日 

2月 23日 

★相談支援部会 

相談支援についての「わかりやすく 

繋がりやすい」ツール、相談支援に 

関る事務的業務の効率化についての 

検討及び国分寺独自のサービス等利 

用計画書様式についての協議を行い 

具体的な書式作成、ツール作成につ 

いてはワーキンググループにおいて 

取り組んだ。 

また、市内相談支援事業所における 

有機的な連携（ケース検討・研修・ 

サービス及び地域資源の情報共有） 

を行うために「国分寺市相談支援事 

業所連絡会（仮称）」の設立に向けて 

準備を進める。 

 

 

 

成果・活動から見えてきたことなど 

相談支援の事務的業務効率化及び国分寺独自のサービス等利用計画書様式の検討については、ワーキ

ンググループによる会議を重ねて、現状の課題や現計画書式のわかりにくい部分等の洗い出しを行い、

より当事者にとっても理解しやすく、当事者の希望や思いを反映させやすい「国分寺オリジナル」の

計画書洋式（案）や、インテークを円滑に進めるための「自己紹介シート」（案）を制作した。 

 

福祉サービスの利用を希望する当事者やご家族にとって、相談支援（主に特定相談支援事業・障害児

相談支援事業）の趣旨や役割が十分に浸透しているとは言えず、サービス利用に向けての手続きにつ

いても煩雑さや、「たらいまわし感」を与えてしまっている現状について意見交換や検討を行った。中

でも放課後等デイや児童発達支援事業の利用を希望するご家族は、これまで「福祉サービス」との接

点がない場合が多いため、その方々にとって「よりわかりやすく・繋がりやすい」ツールを制作する

ことを優先とした。 

平成 29年度の主な取組内容 
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相談支援専門員が担当するケース数が増加の一途をたどっており、市内相談支援事業所の多くは新規

相談の受付を制限せざるを得ない状況に追い込まれている。主な要因としては、放課後等デイや就労

移行支援事業の利用者大幅増と、市内相談支援事業所及び相談支援専門員の不足なのだが、現状の制

度や報酬体系下では、市内法人においても相談支援専門員を増員させることが極めて厳しい環境にあ

る。 

    年度ごとの計画相談支援受給者等 

年度 計画相談支援受給者 内市内事所利用者 

平成 27年度末  838名 723名 

平成 28年度末  885名 764名 

平成 29年 12月末 965名 828名 

   

 ※計画相談支援受給者は，総決定者数からセルフプラン及び介護保険ケアプラン該当者を除く 

 

今後も更に増え続けるであろう新規相談支援利用者に対して、現状若しくは現状から微増の相談支援

専門員でどのように支えていくのか、どのようにして「相談支援の質」を高めていくのか、まさに相

反する課題であるが、国分寺市・相談支援事業所をはじめ関係機関が一丸となって取り組みを続けな

ければならない。 

 

 

今後の活動予定 

 日にち 内容 備考 

第 6回相談事務WG 

 

 

平成 30年度 

第 1回相談支援部会 

 

3月 29日 

 

 

4月末頃 

国分寺相談支援マニュアルについて 

国分寺市相談支援事業所連絡会（仮 

称）について 

 

 

その他 

平成 30 年度に向けては、国分寺市相談支援事業所連絡会（仮称）の立ち上げ及び位置づけの確認、

相談支援部会における地域課題抽出と分析・検証を行う。 
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平成 29年度   就労支援部会 年間活動報告書 
 

 

 就労支援に関する地域の課題の掘り起しと各課題解決のために必要な取組について協議 

 事例検討を行い，就労支援関係機関による連携強化のための仕組みづくりについて協議 

 ◆  魅力ある商品開発や品質向上のための具体的な取組（専門家による講習会など）の検討・実施 

 

活動の状況 

 日にち 内容 

第 1回部会 

 

 

セミナー 

 

意見交換会 

 

第２回部会 

 

 

 

 

第３回部会 

 

5月 15日 

 

 

９月８日 

 

10月 10日 

 

10月 17日 

 

 

 

 

1月 31日 

 就労支援関係機関との連携の課題や取組について，工賃向上

に向けた品質の向上等の商品力を高めるための取組について

の協議等 

 「障害者福祉施設の“ものづくり”について考えるセミナー」

実施 

 「地域の就労支援機関と医療機関連携による精神障害者の就

労促進に関する意見交換会」実施 

 経済課「いきいき農園障害者利用ゾーン」の活用について意

見聴収・アンケート実施，次期国分寺市障害福祉計画等の策

定について意見聴収，セミナー等取組の報告，就労移行支援

を利用して就職に至った方の事例紹介を通して支援の仕方・

工夫等について意見交換等 

 工賃向上等のための他地域の障害者就労施設等の見学会な

ど，来年度の部会の取組について協議等 

成果・活動から見えてきたことなど 

 「障害者福祉施設の“ものづくり”について考えるセミナー」を実施し，「包装の仕方・季節感の

先取りなどにより商品の魅力を引き立てるなどの工夫，原価圧縮や価格設定の方法などについて，

多くの「気づき」があった。工賃向上のためには，高工賃を実現している他地域の障害者就労施

設等を視察・見学することにより，さらなる「気づき」の機会としたいとの意見があり，来年度，

他地域の障害者就労施設等を視察・見学予定。見学施設の候補を検討していく中で，自主製品の

製造販売だけではなく，施設外就労等を行っている施設の見学希望あり。 

次年度以降は，「こくベジ」事業とのタイアップ，農福連携，施設外就労をキーワードに，工賃向

上及び働く場の提供・確保に向けた取組をさらに進めていく。 

 「地域の就労支援機関と医療機関連携による精神障害者の就労促進に関する意見交換会」を実施

し，精神障害者の就労支援の取組について紹介し合い，それぞれの機関等の役割，特色，強みな

どの共有，国分寺市における精神障害者の就労支援の現状と課題の確認・意見交換を行った。 

参加者より，医療と福祉の連携など地域連携のあり方について考えるいい機会となった，次年度

以降も意見交換会を実施してほしいとの希望あり。 

次年度以降は，意見交換だけでなく，事例検討も併せて行うことで，具体的な連携のイメージを

共有する。 

平成 29年度の主な取組内容 
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今後の活動予定 

 日にち 内容 備考 

平成 30年度 上半期 

 

 

 

 

下半期 

・高工賃を実現している施設，農福 

連携の視点から農園での施設外就 

労を実施している施設等の見学会 

の実施 

 

・地域の就労支援機関・医療機関等 

による就労支援に関する意見交 

換・事例検討会の実施 

▶「こくベジ」事業とのタ 

 イアップ，農福連携，施 

 設外就労をキーワード 

 に，工賃向上及び働く場 

 の提供・確保に向けた取 

 組をさらに進めていく。 

▶連携事例の共有 

 

その他 

 

 



6 

 

平成 29年度 精神保健福祉部会 年間活動報告書 
 

 

 地域の課題の掘り起しと各課題解決のために必要な取組について協議 

 事例検討を通じて，長期入院者の地域移行・地域定着の条件や支援方法について協議 

 ◆  医療機関や地域の支援者や関係者との連携を進める取組を行う 

 

活動の状況 

 日にち 内容 備考 

第１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 9日（火） ① 基幹相談センター 研修結果報告（テ

ーマ：地域移行） 

② 根岸病院の長期入院患者の状況につ

いて報告 

③ 今年度の取組について 

・事例検討を通じ，長期入院者の地域移

行に何が必要か，どの資源が活用でき

るのか，各機関で何ができるかなどを

共有・協議していく。 

・地域で顔の見える関係作りを継続して

いく。医療機関や病院のワーカー，民

生児童委員，地域の不動産屋から話を

聞く機会をつくる等を検討。 

・都事業（精神科医療地域連携事業等） 

についても情報共有の機会をもつ。 

 

 

第 2回 

 

9月 13日（水） ① 事例検討 2件 

事例を通じて，地域移行への課題と促進す

る要因を抽出した。 

 

※多くの課題をもつ事例

と、地域移行支援の成功

事例。 

※各機関の「(もっと)で

きること」「支援の姿勢」

を鮮明に。 

第 3回 

 

10月 25日（水） ① 事例検討 1件 

事例を通じて，地域移行への課題と促進す

る要因を抽出した。 

② 「地域の就労支援機関と医療機関の

連携による精神障害者の就労促進に

関する意見交換会」報告 

③ 根岸病院の機能強化病棟の状況報告 

（根岸病院より） 

 

→先々の支援に向けた

「備え」を確認。 

 

→次年度の法定雇用率 

算定本格化も睨んで。 

 

→退院状況の煮詰まり具

合をみて「転棟」による集

中対応の構造。 

平成 29年度の主な取組内容 
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④ 次期障害福祉計画等の策定について 

⑤ 情報交換 

 

 

第 4回 1月 24日 

（水） 

① 民生児童委員との話し合い 

② 29年度の取組まとめ（地域移行の課

題と社会資源活用について） 

③ 次年度の取組について 

④ 東京都精神科医療地域連携事業の報

告（たかつきクリニックより） 

 

予定していた地域の不動

産屋との話し合いは次年

度へ繰越し予定。 

 

成果・活動から見えてきたことなど 

 長期精神科病院入院者の地域移行についての課題と促進要因についてまとめた。これらを地域の医

療機関や相談支援実施機関で共有し，今後の活動に生かしていきたい。 

 また，地域の民生児童委員の方々の話を伺い，地域で市民と最前線で関わる方の苦労や感じている

ことなど知ることができた。 

 

今後の活動予定 

 日にち 内容 備考 

30年度 

第 1回部会 

5月頃 ① 地域の不動産屋をお呼びして，地域

の住宅確保についての現状やスム

ーズに進めるためのコツなどを伺

い，意見交換を実施。 

 

② 30年度の部会取組内容について。 

 

 

 

 

 

→「精神障害者にも対応した

地域包括ケアシステム」具現

化についての協議も含む。 

 

その他 

 

 




