
平 成 3 0 年 度 今 治 市 地 域 自 立 支 援 協 議 会

各 部 会 か ら の 報 告 に つ い て

１ 相 談 支 援 部 会

２ 就 労 支 援 部 会

３ 発 達 支 援 部 会



①平成３０年　４月１３日（金） ⑦平成３０年１０月１２日（金）

②平成３０年　５月１１日（金）

③平成３０年　６月　８日（金）

④平成３０年　７月１３日（金）

⑤平成３０年　８月１０日（金）

⑥平成３０年　９月１４日（金）

○今治市基幹相談支援センター

○今治市障害者生活支援センター

○今治市発達支援センター

○障害者就業・生活支援センターあみ

○今治市障害者地域活動支援センターときめき

○指定相談支援事業所今ねっと

○今治市障がい福祉課

◆部会員紹介・自己紹介      ◆今年度の取り組みについて

◆各事業所からの連絡・報告（毎月）

◆ひきこもりの方への社会資源の情報提供（毎月　あれば）

５月 ◆事例検討：今治市障害者地域活動支援センターときめき

６月 ◆事例検討：指定相談支援事業所今ねっと

７月 ◆事例検討：障害者就業・生活支援センターあみ

８月 ◆事例検討：今治市発達支援センター

９月 ◆事例検討：基幹相談支援センター

１０月 ◆事例検討：指定相談支援事業所今ねっと

11月

１２月 ◆事例検討：今治市障害者支援センター

１月 ◆事例検討：障害者就業・生活支援センターあみ

２月 ◆地域課題へのアイデア出し①

３月 ◆地域課題へのアイデア出し②

・医療、学校、地域との連携　・　障がい、病気への理解の周知

・大人の発達障がいの方自身の障がい受容や社会性等のスキルアップの場がない

・ひきこもりの方への社会資源の不足

・発達障がい、ひきこもりの方の自助グループの不足

・受援力が弱い方への支援の不足

・高齢者関係との連携

平成３０年度　相談支援部会

相談支援部会では、事例検討を行い、個人の課題分析と通して、そこから普遍的な地域課題の抽出を行った。
また、ひきこもりの方への社会資源の情報を共有した。

⑧平成３０年１１月　９日（金）

⑨平成３０年１２月１４日（金）

⑩平成３１年　１月１１日（金）

⑪平成３１年　２月　８日（金）

⑫平成３１年　３月　８日（金）

◆事例検討：今治市障害者地域活動支援センターときめき
　多機能型事業所パドル　正岡氏と共に事例検討

開催回数

４月

抽出された
地域課題

メンバー

主な内容



2018年度 今治市自立支援協議会 就労支援部会 実績報告書

◎ 参加メンバー

・今治公共職業安定所 ・今治高等技術専門校 ・今治市障がい福祉課 ・今治商工会議所

・今治特別支援学校 ・今治市基幹相談支援センター ・アイリール ・エコステーション 未来

・サスケ設計工房今治 ・サポートかけはし ・ステップ ・ネオリサイクル ・ローリング

・今治ワークス ・クリエイト２１ ・すくらむハート ・パドル ・障害者就業・生活支援センター あみ

月 日 参加者 内容 備考欄

4月 18日
（水）

23名

1. 各機関の近況報告・昨年度の事業所課題等
2. 自己紹介（新メンバー含む）
3. 平成 31年度の部会活動について
4. その他

5月 16日
（水）

20名

1. 各機関の近況報告・昨年度の事業所課題等
2. 就職準備フェアについて
3. グループワーク（合理的配慮について）
4. その他

6月 20日
（水）

29名 第 1回 あみ連絡会議

7月 18日
（水）

13名

1. 就労系事業所での実習について（労働基準監督署）
2. 各機関の近況報告・昨年度の事業所課題等
3. 事務局報告（ＷＧを通した活動）
4. その他
5. ＷＧ活動

8月 22日
（水）

19名

1. ＷＧ活動報告（就職準備、地域連携、地域課題）
2. 就職準備フェアについて（計画説明）
3. その他
4. ＷＧ活動

9月 14日
（金）

78名

就職準備フェア

・障がい者雇用と合理的配慮（講演）

・障害者職業センターについて（講演）

・模擬面接 ・事業所紹介コーナー

・相談コーナー

参加登録者 約 70
名

面談参加企業 6社
セミナー講師 2名

9月 19日
（水）

14名

1. 各関係機関より
2. ＷＧ活動報告（就職準備、地域連携、地域課題）
3. 就職準備フェアの反省
4. ＷＧ活動

11月 21日
（水）

16名

1．各関係機関より
2．ＷＧ活動報告
3. ＷＧ活動
4．その他

1月 16日
（水）

14名

1. 各関係機関より
2. ＷＧ活動報告（就職準備、地域連携、地域課題）
3. 今後の部会活動について
4. その他

2月 20日
（水）

27名 第 2回 あみ連絡会議

3月 13日
（水）

開催予定



①平成３０年　６月　７日（木）

②平成３０年　８月　２日（木）

③平成３０年　１０月　４日（木）

④平成３０年　１２月　６日（木）

⑤平成３１年　２月　７日（木）

○今治市基幹相談支援センター

○今治市障害者生活支援センター

○指定相談支援事業所　今ねっと

○今治特別支援学校

○児童発達支援センター　ひよこ園

○今治市子育て応援ステーションばんび

○今治自閉症協会

○今治保健所

○今治市中央保健センター

○今治市保育幼稚園課

○今治市子育て支援課

○今治市小・中学校

○今治市教育委員会　学校教育課

○今治市発達支援センター

◆部会員紹介・自己紹介      

◆各事業所・学校等の取り組みや計画している研修会等の情報交換

8月

１０月

１２月

2月

その他

平成30年度　発達支援部会　

○ゆいまーる

テーマ
○発達障害のある方が暮らしやすい環境づくり

◆幼児期：支援できるサービスや不足している所を整理し、環境整備に
ついて話し合う。
各機関等で活用している支援グッズ等の紹介等

◆学齢期：支援できるサービスや不足している所を整理し、環境整備に
ついて話し合う。
各機関等で活用している支援グッズ等の紹介等

◆成人期：支援できるサービスや不足している所を整理し、環境整備に
つい　て話し合う。
各機関等で活用している支援グッズ等の紹介等

◆話し合った内容で、地域の課題について検討する。
　次年度の計画（案）作成

困難事例についての事例検討会

◎開催回数

部会で取り
組むこと

・各部会員でできる周知、啓発活動について具体的な内容を報告する。
・本人や家族が発達障害の特性を理解するための支援
・地域の中で、発達障害の理解者を増やすための取組みや、地域で暮
らしやすくするためのサービスについて考える。

６月

◎メンバー

◎主な内容
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