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緑区自立支援連絡協議会

活動計画

活動計画の柱

1．障害がある人もない人も、誰もが住みやすく、お互いに支えあえる街づくりに取り組
みます
① 第９回「障害のある人もない人も共につくる緑区民のつどい」を開催します。今年は、
障害のある人もない人も、また子どもから高齢者まで、普段障害のある方と関わるこ
とがない方とも、スポーツを通して交流出来る企画に取り組みます。そして、誰もが
社会の構成員として大切にされる地域づくりを目指します。
② 地域で開催される防災訓練とも連動し、
「障害のある人」の視点から、防災について検
討し、取り組みます。
2．地域の支援力アップの為に、様々な「つながり」を大切にした、「ネットワークづく
り」に取り組みます。
① 部会活動を中心に、事業所同士の交流や、部会の枠を超えた横のつながり作りを目指
します。
② 当事者参加、構成員のネットワークづくりを引き続き進め、当事者や家族、また事業
所も孤立する事がないような取り組みを勧めます。
③ 障害分野以外の関係団体との連携や情報共有、ネットワークづくりに取り組みます。
④ 障害のある方を中心においた支援や意思決定支援について、全体研修会をはじめ、部
会の枠を超えた研修会を開催し、支援力アップを目指します。
３．緑区の地域課題を全体で共有し、具体化に向けて取り組みます。
① 緑区の人口は、市内最多で 24 万人を超えており、子どもの人口が多いという状況に
あります。そのような特徴を踏まえ、障害のある方の地域課題の整理を行っていきま
す。
② 障害のある方の高齢化や重度化、親御さんの高齢化、また緊急時に対しても、障害の
ある方の地域生活を、地域における複数の機関が機能を分担して支えていく事が出来
るような取り組みをすすめます。

① 日中・居住部会
2019 年度活動計画案
今年度、部会の名称を「日中・居住部会」と改め、居住の場を再度位置づけました。それぞれの事業ごとでの課題もあ
りますが、部会では共通するテーマでの学びを通して、種別の事業所の連携をさらに深め、地域の課題を明らかにし、資
源の開発につなげていきます。
今年度は、共通するテーマとして「虐待・権利擁護」を、また、地域での暮らしや、その支援の在り方が多様になってき
ている事から、本人がどこに住みたいのか、どの様に暮らしていきたいのか、その「意思決定」を大切にする支援は、
等々という点から、暮らしについて深めていく事が出来ればと考えています。また、前半の定例会を通して、さらに事業所
の希望を聞き取りながら、後半の活動を考えていきたいと思います。

１．定例会について
（１） ８月２８日 第１回定例会 虐待・権利擁護について
昨年 1 月に起こった、北区の事例を通して グループワークを行います。
（２） １１月２７日 第２回定例会 テーマ 「暮らし」
方法① 講師による講演と ワークショップ
方法② 事例発表を受けての ワークショップ
地域でグループホームを運営している所からの実践報告
20 人定員の GH 4.5 人の GH 障がいの重い方の GH サテライト
在宅での家族との暮らし 一人暮らし 等々の事例から
（３） １月８日 第３回 定例会 参加者の希望をふまえたテーマで
市制出前トーク など
２．その他
（１） 各部会等への部員派遣
防災部会 パステル小濱さん
第 9 回つどい実行委員会 ニコニコハウスの松浦さん
（２） 自主製品販売活動の促進
区役所で取り組まれている自主製品販売を、新しく開所した事業所や新規に自主製品に取り組み始めた事業所に
広げていきます。
（３） 緑区自立支援連絡協議会ホームページの更新
「事業所紹介」の新規事業所の掲載と更新をすすめます。

② 居宅部会

2019 年度

活動計画（案）

緑区の居宅での支援についての現状と交流
◇ヘルパー事業所の現状や悩みなどを交流できる場
第 1 回目 6 月 14 日（月）14：00～16：00 maple house わかた
◇市政出前トークの依頼
特定事業者加算についての学習会
◇日中・居住部会との合同研修会の企画

③ 児童部会
1、
児童部会予定日（内容は未確定）
日にち
場所
4 月 19 日（金）
徳重支所第１、２会議室
5 月 17 日（金）
徳重支所第１、２会議室
6 月 28 日（金）
緑区社会福祉協議会
9 月 20 日（金）
徳重支所第１、２会議室
10 月 18 日（金）
徳重支所第１、２会議室
11 月 15 日（金）
徳重支所第１、２会議室
12 月 13 日（金）
緑区役所 ２階講堂
1 月 17 日（金）
徳重支所第１、２会議室
3 月 20 日（金）
徳重支所第１、２会議室

内容
事業所紹介、交流
みどりっこひろば会議①
虐待研修会
支援の困りごとワークショップ
地域課題整理 事業所交流
みどりっこひろば会議②
みどりっこひろば
AED 講習（予）
1 年間のまとめ

２、内容
・6/28 虐待についての知識を深めるため、名古屋市障害者虐待センターより講師招いての研修会
・9/20 ワークショップで各事業所で起きている支援の困りごとを話し合い交流する。
・10/18 緑区の地域課題の整理を行う。
・AED 講習
３、みどりこひろばの開催
・12/13 10：00～12：00

緑区役所 ２階講堂

④ 精神部会
2019 年度

i.
ii.
iii.
iv.
v.

精神部会

活動計画

定例会
年 6 回予定
講演会「居心地のいい人と場所につながる～こころの病で悩んでいるあなたへ～」
日時：2019 年 11 月 2 日（土）13：30～ 場所：ユメリア徳重４階体育室
勉強会
年 2 回予定
事務局会議：2 ヶ月に 1 回を予定
講演会実行委員：月 1 回を予定

⑤ 相談部会
2019 年度緑区自立支援連絡協議会相談部会定例会
日程(各 10：00～
11：50)

内容

場所

４月１５日（月）

通常部会(自己紹介、近況報告、201９年度活
動計画等)

徳重支所第 1・2 会議室

５月２０日（月）

通常部会

保健センター集会室

６月１７日（月）

事例検討会

区役所第 2 会議室

７月２２日（月）

通常部会

保健センター集会室

８月１９日（月）

報酬改定

徳重支所第 1・2 会議室

９月１７日（火）

事例検討会

区役所第 2 会議室

１０月２１日（月） 通常部会

区役所第 2 会議室

１１月１８日（月） (学習会)

保健センター集会室

１２月１６日（月） (事例検討会)

区役所第 2 会議室

１月２０日（月）

(通常部会)

徳重支所第 1・2 会議室

２月１７日（月）

学習会：スーパーバイザーを依頼

区役所第 2 会議室

３月１６日（月）

(通常部会)

保健センター集会室

＊事例検討会・学習会を行っていく。
＊スーパーバイザーをお呼びして学習会を行っていく。

⑥ 防災部会
①

防災部会の設置について：
行政等が取り組んでいるシステムとも協力しつつ、「障害のある人」に焦点を当てた取り組みをしていく

②

活動目的：
個人の意識を高めること、事業所の意識を高め日ごろからの備えを行うこと

③

年間活動予定：
毎月開催 ただし、2～3 年で一区切りの計画とする
1. 区内の避難訓練への参加（昨年に引き続き）
参加のみならず、総務課へのフィードバック・協議会へのフィードバックを行う
2. 個人個人で備えるべき １）家具転倒防止 ２）食料の備蓄 を進めていく
3.の際、同時に物品の展示、パンフレット配布など啓発を行う
3. 防災に関するアイデア出し合い、ひとつひとつ実現し啓発 ※避難訓練の日程から予定としては秋以降
【現在出ているアイデア】：
減災館の見学
避難所運営ゲーム（HUG）を行う
事業継続計画（BCP）について学ぶ機会
町歩き（ハザードマップを確認して歩く）
事業所で家具転倒防止ボラに入ってもらうところを見学（動画撮影・上映）
非常食の試食会
CPR（心肺蘇生法講習）

④

構成員メンバー：
＊協議会会長 ＊各部会代表 ＊みどり防災ボラネットワーク
総務課防災担当 ＊基幹センター

⑦ 障がいの重い人の支援を考える会
2019 年度の計画
・会としての拠点事業面的整備について
・医療的ケアについて
・楽しい企画にもとりくむ
・合同の新規職員研修に取り組みたい

＊社協

＊福祉課

＊当事者・家族(梶田)

＊

