
第１号議案 令和 2 年度事業報告並びに活動計算書について 
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特定非営利活動法人 静岡市障害者協会 

令和３年度事業報告書 
 
Ⅰ 法人運営 

 １ 総会の開催状況 

開催日/場所 種類 審議内容 出席状況 議決状況 

5月2７日 

静岡市中央

福祉ｾﾝﾀ  ー

大会議室 

通常総会 第１号議案 令和２年度事業報告並びに活動計

算書について 

第２号議案 令和３年度事業計画並びに活動予

算について 

第3号議案 定款の変更について 

第４号議案 銀行からの借入枠（５００ 万円）

の設定継続について 

３４／４５ 

(団体・個人） 

全議案を

承認 

１０月７日 

静岡市中央

福祉ｾﾝﾀ  ー

３２会議室 

臨時総会 第１号議案 役員（理事）の選任について ３９／４５ 

(団体・個人） 

議案を 

承認 

※今年度の総会は新型コロナウイルス感染予防のため、書面での表決をあわせて実施した。 
参考：正会員数：４４ 内訳）団体正会員：２７ 個人正会員：１７ （退会１） 

 

 ２ 理事会の開催状況 

回数 開催日 審議内容 出席状況 議決状況 

１ 

(55) 

5月13日 審議事項 

第１号議案 通常総会に付議する事項について 

第２号議案 静岡市障害者相談支援推進センター運営 

規定の改定について 

報告事項 

① 障害者災害時体制強化事業について 

 ② 委託事業関係（主に研修事業）について 

③ 新型コロナワクチンについて 

７／11 

出席監事 

なし 

全議案を

承認 

２ 

(56) 

9月９日 審議事項 

第１号議案 臨時総会に付議する事項について 

 

11／11 

出席監事

なし 

議案を 

承認 

３ 

(57) 

11 月 18 日 審議事項 

第１号議案 差別解消法に関する事業への取り組み

方針について 

第２号議案 コロナワクチン接種における合理的配 

慮の提供の要請等の対応について 

第３号議案 来年度の自主事業の再編について 

第4号議案 寄附金キャンペーンの実施について 

第５号議案 自立生活援助事業の申請について 

報告事項 

① 前期の事業報告と予算執行の状況について 

② 委託事業について 

③ 事務局運営について 

６／11 

出席監事

なし 

全議案を

承認 
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４ 

(58) 

3月１８日 審議事項 

第１号議案 令和４年度の業務委託契約について 

第２号議案 令和４年度の自主事業の見直しについて  

第３号議案 令和４年度の事業計画(骨子案)について 

第４号議案 諸規定の改定について 

報告事項 

① 委託事業について 

② コロナ感染とワクチンをめぐる報告 

③ 任期満了に伴う、役員の改正について 

④ 静岡市職員の人事異動について 

７／11 

出席監事

なし 

全議案を

承認 

 
会場 静岡市番町市民活動センター（第1 回）、静岡市中央福祉センター（第2～4回） 
参考 理事定数 ６名以上１５名以内・・現状１１名（会長１名､副会長４名､常務理事１名を含 

    む） 
   監事定数 ２名以上     ・・現状 ２名 
 

３ わかば会（正副会長連絡調整会議）の開催状況 

① 出 席 者 会長、副会長（４名）、事務局長、事務部長兼事務主幹 

② 開 催 日 ７月１日、１１月４日（２回開催） 

③ 協議事項  理事会に付議すべき事項、契約、物品の購入の報告、職員人事、事業の進捗状況、 

  報告、委託事業の状況、障害者施策の動向等 

 

 
Ⅱ 協会自主事業 

事 業 名 目  的 内   容 

１ 会員団体

の連携お

よび拡大

事業 

協会事業の安定した

運営を図るため、障が

い者団体等に入会を

勧め、自主財源を確保

する。 

１．会員の拡大 

  正会員の加入はなかった（年度末で２７団体・1７個人）。 

協力会員については２２件4４,000円の加入があった。 

 

２．自主財源等の確保充実 

（１）寄付金 

今年度は「コロナウイルスへの対応」「災害（熱海市土砂災害）」

への対応を前面に出した、寄付キャンペーンを実施した（１２

月）。その結果、年間を通して、現金 96 件 1,256,100 円

をいただいた。件数は前年度を上回った。 

 

３．協会の情報発信 

（１）ホームページの運営 

  協会を広く紹介することと会員発の情報提供を目的にホーム

ページを開設し、広報している。 

また、随時ブログを更新し、定期的な情報提供に努めた。 

（２）ホームページの全面更新の実施 

  ・ホームページ全体のリニューアル計画を決定し、内容を検討

し、業者に発注、構築作業を実施した。次年度から公開し、

運用を行う。 

２ 会員団体

への活動

支援事業 

研修等の事業を通し

て、会員団体の活動の

充実に貢献する。 

１．独自研修事業「障害者プランの勉強会」（第3水曜日：全８回） 

  障がい者施策や障がい者を取り巻く事柄について研修、議論

する場を設けた。今年度は「共生のまちづくり計画」がメイン。 

原則、毎月第三水曜、会場は静岡市中央福祉センター。 
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２．防災関係事業 

今年度は新規事業として、日本財団の助成を受け、災害発生

時に備えた避難行動計画づくりのモデル事業を実施した。 

また、今年度も、「西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委

員会」に参加し、地域防災訓練に障がい当事者が参加するた

めの取り組みを行ったほか、関係機関と連携して障がい者の

防災対策に取り組んだ。 

（１）防災委員会（原則第1火曜日：全９回） 

  構成：理事所属団体より選出された委員７名、学籍経験者も出

席（行政職員も毎回出席） 

開催は以下のとおり。（会場は原則中央福祉センター） 

 

 

 

 

 

 
 

第１回 

４/２１ 

・「共生のまちづくり計画(令和 3～5 年度)」を切るⅡ  

・グループワーク 

  説明：牧野善浴        参加者１０名 

第２回 

５/1９ 

・新型コロナワクチン接種の合理的配慮について 

説明：牧野善浴        

                参加者１2名 

第３回 

6/１6 

・新型コロナワクチン接種の合理的配慮について 

・「共生のまちづくり計画(令和 3～5 年度)」を切るⅢ  

・グループワーク 

説明：牧野善浴        参加者１０名 

第４回 

７/２１ 

・「共生のまちづくり計画(令和 3～5 年度)」を切るⅣ  

・グループワーク 

説明：牧野善浴        参加者１０名 

第5回 諸般の事情により中止 

第6回 新型コロナ緊急事態宣言延長に伴い中止 

第７回 

10/20 

・ワクチン接種と合理的配慮～共生のまちづくり

計画「５安心・安全」 

・グループワーク 

  説明：牧野善浴        参加者１０名 

第８回 

11/17 

・手厚い支援が必要な方の地域移行及び地域生活

の充実について 

・質疑応答・意見交換 

説明：堀越英宏       参加者１５名 

第９回 

12/15 

・「共生のまちづくり計画(令和 3～5 年度)」を切るⅤ  

・グループワーク 

説明：牧野善浴        参加者１０名 

第１０回 

１/１９ 

・「共生のまちづくり計画(令和 3～5 年度)」を切るⅤ  

・グループワーク 

説明：牧野善浴        参加者１０名 

第１１回 新型コロナまん延防止等重点措置の発出に伴い中止 

第１２回 新型コロナまん延防止等重点措置の延長に伴い中止 

第１回  ４/６ 第２回  ５/１１ 

第３回  ６/１ 第４回   ６/６ 

第５回  ８/３ 第６回  中止 

第７回 1０/６ 第８回  １１/2 

第９回 1２/７ 第１０回 １/１１ 

第１１回  中止 第１２回  中止 
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（２）災害発生時に備えた避難行動計画づくりのモデル事業 

（日本財団助成事業） 

①大分県別府市におけるインクルーシブ防災を学ぶ研修会 

日時：8月6日（金）14～１７時 

会場：グランシップ 会議室910（駿河区東静岡） 

内容：障がい者の避難行動計画作成について、先進地（大 

分県別府市）の事例を学び、本市における避難行動 

計画づくりを進めるためのヒントを見つける 

参加者：80名（リモート参加を含む） 

   ②先進地視察の実施と「避難行動計画作成ガイドブック」 

 の作成は令和4年度に延期する 

③日本財団の助成事業説明会（オンライン：4/5）及び打合

せ（4/16）に出席 

（３）西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会の事業に協力 

①実行委員会に出席（全７回：5/21､6/25､7/16､10/ 

22､11/26､12/3） 

医師による「感染対策」研修会（オンライン：9/24） 

②「西豊田インクルーシブ防災活動：実践訓練」に協力 

主催：西豊田地区地域支えあい実行委員会 

日時：１２月１１日（土）１3～16時 

会場：静岡市立豊田中学校 体育館 

参加者： １０5名（職員４名参加） 

内容：感染症対応をメインとした訓練（事前受付と誘導、

ソーシャルディスタンスを保った配置等） 

③事業報告書及び感染症に対応する避難所開設訓練スター

トガイドの編集協力 

（４）静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図 

   上訓練（主催：県ボランティア協会）に協力（松山） 

   ①訓練（12/17～18） 

②ワーキンググループの諸会議に出席 

ワーキンググループ企画チーム会議（4/20･26､6/30､ 

8/13･16､9/14･17､10/18､11/9､1/13） 

打合せ12/1、準備12/16、振り返り2/7 

（５）その他 

①災害被災地での支援（松山） 

・牧之原市の突風被害（5/7･11-12･14-15･24-25､6/ 

7･14） 

   ・熱海市の土砂災害（7/3･6-7･9-12･15-26･28-31､ 

8/1-2･4-5･7-12･17-22･25-26･28-31､9/1- 

12･15-16･18-20･23-26･30､10/1-3･6-7･9･ 

15-16､11/11-14･18､12/3-4･10･25-26､1/ 

16､2/6･20､3/6･20） 

   ・熱海市社協と被災者支援について打合せ（10/4､2/21） 

   ・県災害ボランティア本部（熱海市）の反省会（12/27） 

   ②防災関係の講座の講師・訓練への協力（松山） 

   ・静岡市静岡手をつなぐ育成会の学級部会合（4/16） 

  ・県社協の防災研修（本番6/17､打合せ6/3） 

  ・鹿児島県指宿市での防災の研修会（6/12） 
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・県立裾野高校の防災研修会（6/18） 

  ・駿河区防災講習会打合せに出席（6/28） 

  ・静岡市静岡手をつなぐ育成会の防災研修（7/6） 

 ・清水区辻６区の防災訓練について打合せ（8/3） 

  ・清水区清水地区連合自治会と防災訓練について打合せ （8/16） 

  ・避難所訓練（浜松市防災学習センター主催）について打合せ（10/8） 

  ・葵区民生委員・児童委員協議会の副会長会の研修会（10/18） 

  ・由比生涯学習交流館主催の防災研修会（11/11） 

・南熱海地区地域ケア会議及び熱海市生活支援体制整備事 

業（11/26） 

  ・西伊豆町避難所研修（本番12/8-9、打合せ6/18､7/ 

30、実行委員会9/15､10/21､1/27） 

   ・静岡社会健康医学大学院大学の講座（ﾃｰﾏ：災害ボランティア） （2/4） 

   ・静岡市清水手をつなぐ育成会の防災研修会(テーマ：ハザ 

ードマップ）（2/17） 

③市社協関係会議への出席（松山） 

・災害ボランティアコーディネーター担当者打合せ 

（4/26） 

・災害ボランティアコーディネーター協議会に出席（本番 

5/18､6/15、事前打合せ5/6､6/4､8/13） 

・静岡市災害ボランティアセンター連絡協議会（10/28､ 

11/25） 

・防災シンポジウムの打合せ（11/24） 

・市社協災害ボランティアセンター訓練（本番3/5、打合 

 せ12/23､2/9） 

・駿河区地域福祉推進センターと打合せ（テーマ：災害ボ 

ランティアセンターについて：1/17） 

・葵区地域福祉推進センターと打合せ（テーマ：災害ボラ 

ンティアについて）（3/30） 

④静岡県ボランティア協会関係会議（松山） 

・県災害ボランティアネットワーク委員会（11/18､2/14 

3/14） 

   ⑤災害ボランティア関係会議（行政・ＮＰＯ）への出席 

   ・全国災害ボランティア支援団体ネットワークの諸会議 

（総会6/21、運営委員会5/19､6/23、全国ﾌｫｰﾗﾑ5/ 

26-27、打合せ6/29､12/13･15･21･23､1/26､2/ 

2･4･9･10･14･16：松山） 

   ・震災がつなぐ全国ネットワーク総会（6/20：松山） 

   ・県個別避難計画作成事業報告会（ｵﾝﾗｲﾝ：2/21：松山） 

   ⑥防災関係の講座等の受講 

   ・熊本豪雨のふりかえり（全国災害ボランティア支援団体ネ

ットワーク主催）（オンライン：4/30：松山） 

   ・オンライン研修「福祉と防災の最前線」（6/13：牧野） 

   ・よんなな防災会の研修会（6/22災害時の受援､23個別 

避難計画：松山） 

   ・オンライン研修「福祉防災コミュニティ」（6/26：牧野） 

   ・防災と福祉の連携促進シンポジウム～地域で取り組む高 

    齢者・障害者の避難支援～（2/18：松山） 
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   ・スフィア基準（災害時等の支援活動に関する国際基準）研 

修会（オンライン：2/28､3/7･17：松山） 

⑦その他 

   ・災害ボランティアについて、静岡青年会議所との打合せ 

（1/13：松山） 
 

３．移動支援・バリアフリー委員会（原則第4木曜日：全１０回） 

移動支援事業を利用者にとって使いやすいものにするための

場であり、各分野と定期的な意見交換を図る。今年度は公共交通

のバリアフリー化のほか、差別解消のための事例の研究などに

取り組んだ。 

・構成：理事所属団体等より選出された委員１５名 

・開催日及び主な内容は以下の通り。 
 

第１回 

４/27 

・共生のまちづくり計画の中の「移動支援・バリア 

フリー」関係の内容確認 

・公立小中学校のバリアフリー化とインクルーシブ 

教育の動き 

・差別解消地域支援協議会の動き 

第２回 

5/20 

・移動支援事業の改定(4/1-)の概要と課題について 

・公共交通機関のバリアフリーについて 

・共生のまちづくり計画の中の「移動支援・バリア 

フリー」関係の内容確認 

・公立小中学校のバリアフリー化とインクルーシブ 

教育の動き 

・差別解消地域支援協議会の動き 

第３回 

6/24 

・コロナワクチン接種の最新情勢 

・移動支援事業の改定(4/1-)の概要と課題について 

・公共交通機関のバリアフリーについて 

・共生のまちづくり計画の中の「移動支援・バリア 

フリー」関係の内容確認 

第４回 

7/29 

・障害者へのコロナワクチン接種の最新情勢 

・公共交通機関のバリアフリーについて 

・共生のまちづくり計画の中の「移動支援・バリア 

フリー」関係の事業 

・差別解消法の改正の概要（牧野） 

第５回 ・新型コロナ感染の緊急事態宣言の発出に伴い中止 

第６回 ・新型コロナ感染の緊急事態宣言の延長に伴い中止 

第７回 

10/28 

・障害者へのコロナワクチン接種のアンケートについて 

・差別解消関係の動き 

・交通機関のバリアフリーとDPIの動きについて 

第８回 

11/22 

・差別解消関係「権利擁護」 

・社会参加関係「QOLの向上」 

・バリアフリー化「公共交通機関のバリアフリー化」 

第９回 

12/23 

・差別解消関係「権利擁護」 

・バリアフリー化「公共交通機関のバリアフリー化」 

第10回 ・新型コロナまん延防止等重点措置の発出が要請されたことに伴い中止  

第１1回 ・新型コロナまん延防止等重点措置の延長に伴い中止 

第1２回 

３/24 

・差別解消関係「権利擁護」 

・社会参加関係「QOLの向上」 

・「西豊田の防災訓練の紹介動画」の視聴 
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３ 障がい者

福祉及び

啓発事業 

障がい者福祉につい

て市民に啓発し、理解

を広める。 

１．各種団体と連携し、啓発的な事業に協力する。 

（１）会員への広報啓発、相互協力 

①災害時要配慮者の避難支援計画について、情報提供と計画参 

加への呼びかけを行った 

  ②コロナワクチンの集団接種について、会場の複数設置や予約

代行等の情報提供を行った（後述） 
 

２．静岡市主催の事業への協力 

（１）心のバリアフリーイベント関連 

・実行委員会に出席（5/10､1/17） 

・障害者週間のパネル展示に参加（12/3～9：葵区役所） 

・心のバリアフリーイベント映画会に参加（12/5：会長） 

・障がいのある人が作った商品パッケージデザインコンテス 

ト表彰式・お披露目会に参加（3/4） 

４ スポーツ

及び文化

活動への

促進事業 

障がい者スポーツや

文化活動を通して障

がい者の社会参加を

促進する。 

 

１．障害者スポーツ大会などへの支援と助言 

全国障害者スポーツ大会の市選手団長に大塚康夫氏（静岡市清

水社会福祉事業団理事長）を推薦した 
 

２．文化活動への支援と助言 

（１）第３６回障害者による書道・写真全国コンテスト（戸山サン 

ライズ主催）応募の取りまとめ 

応募：書道の部７点（２団体・２個人）  

成績：金賞（写真の部）   1点 

銅賞（書道の部）   1点 

入賞（携帯フォトの部）1点 

（２）シニアクラブ静岡市葵・駿河区合同作品展（11/18-20） 

の出展とりまとめ 

 出展：３団体、２５点 

５ 新型コロ

ナウイル

ス感染の

予防 

  【臨時】 

新型コロナウイルス

の感染の予防を行う 

１．ワクチン接種での合理的配慮の提供について 

 行政（静岡市ワクチン接種本部など）にワクチン接種における障

がい者への合理的配慮の提供について働きかけを行った。（主な時

系列のできごと） 

①５月：〇ワクチン接種の順位や接種会場での合理的配慮に 

     ついて、市のワクチン接種推進本部と市議会厚生 

委員会に提出した（5/21） 

②６月：〇5/21に提出した障害者への早期の接種と合理的 

配慮を求めた要望書について状況の把握と意見交 

換等を行った（6/16開催の障害者プランの勉強 

会他） 

      〇提出した要望書に関して障害者支援推進課と意見 

交換を行った（牧野） 

③７月：〇障がい者のワクチン接種について、ワクチン接種 

推進本部の幹部職員らと面談（7/16） 

〇障害者の利用に配慮した集団接種会場の複数化 

 について会長、副会長が電話で協議（7/16） 

〇障害福祉企画課と障害者支援推進課とワクチン接 

種の事前申請の手続きとワクチン集団接種会場で 

の会員団体の協力について打合せ（7/29） 

  ④８月：〇ワクチン接種推進本部から障害者専用集団接種会 
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場の配置図（城東と清水区役所）の確認を求めら 

れ対応。バリアフリー化と人的対応等について提 

言（8/6） 

〇「お手伝いシフト表」（会員団体の役員等の派遣日 

程 全12日×２会場）のシフト表を提出（8/10） 

〇8/16から第3クールが始まり、「基礎疾患」と 

「障害福祉サービス受給者証」がある人の優先接 

種が始まる。 

〇障害者の集団接種会場での障害者団体役員らの派 

遣者による協力が始まる（8/18～９/23の毎週 

水・木曜） 

〇集団接種１日目。城東福祉エリア、清水区役所で 

の派遣者の様子と基礎疾患のある人も使える清水 

マリンターミナルを会長が視察（8/18） 

〇第３クールの課題と第４クールに向けた提案をワ 

クチン接種推進本部に提出（8/28） 

○その後、障害者の対象者が障害者手帳所持者に拡 

大したが、その旨の広報啓発を市に申し入れるも 

ホームページでの案内しかなく、周知届かず。 

⑤９月：〇静岡新聞の取材を受ける（障害者に対し啓発し、 

対象者の拡大を広く早く周知することが目的） 

（9/6） 

〇前日の夕刊の記事に行政よりクレームあるも、事 

情を説明（担当者､局長ら）（9/8） 

〇障害者に対する啓発のチラシを急遽作成し、関係 

各位に確認依頼〔協会名〕（9/9） 

〇再度、静岡新聞の取材を受ける（手帳所持者へも 

拡大した旨知らせるチラシの啓発）（9/9） 

〇朝刊記事やチラシメール配信の効果で、電話の照 

会等が３０件あった（9/10） 

〇ワクチン接種本部に協会名で要望書提出「障害者の 

接種を取り残さない配慮を」（9/21） 

協会の提出した要望書の案件は以下の通り 

・障害者のワクチン接種会場での合理的配慮を要 

望したことは、ほぼ実現した。 

       ・新しい制度を作ったり、しくみを変えたりする場 

合の広報啓発は、実質的には期間が１週間で方法 

もホームページのみという結果だったが障害者 

には通常１か月以上必要で、分かり易い紙ベース 

でのチラシなど手段も工夫すべきである。 

〇障害者団体としての会場お手伝い終わる（9/23） 

  ⑥2月：○行政からお手伝いの経費を受け取り、団体を通し 

て協力者に配付（2/14完了） 
 

２．協会事務局関係 

（１）関係する会議への出席 

①コロナ情報共有ミーティングに出席（10/7：会長） 

（２）役職員のＰＣＲ検査・ワクチン接種状況 

①ＰＣＲ検査キットを用いて抗体検査を実施し、結果全員が
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「低リスク」と判定（4/21） 

②市中での感染が広がってきたため、ＰＣＲ検査を実施し、全

員の陰性が確認された。（1/21､1/24） 

③関係機関で陽性者が発生し、一部濃厚接触が疑われたケー

スがあったが、当該職員は速やかにＰＣＲ検査を実施し、陰

性が確認された。（1/27､2/28､3/1） 

④役職員の１、２回目のワクチンについては１０月までに全

員が接種した。3回目は3/31現在、７名中６名の接種が

終了した。残り１名は4/5に接種予定 

６ その他の

事業 

会議、委員会等への参

加及び連絡調整等の

事務、業務 

１．公的な会議、委員会への参加等 

（１）静岡市関係（詳細は「Ⅳ 静岡市障害者相談支援推進業務」

を参照） 

①障害者施策推進協議会に出席（専門職アドバイザー安藤千

晶氏が委員） 

②障害者自立支援協議会に出席（副会長が委員、会長・事務局

長は事務局） 

③障害支援区分（非定型）審査会に出席（事務局長が委員） 

④特別支援教育連携協議会に出席（会長が委員） 

（２）静岡市社会福祉協議会関係 

①理事会に理事として出席（6/15：会長） 

②評議員会に評議員として出席（3/30：会長） 

③静岡市社会福祉大会に運営委員として出席（本番11/1７、

運営委員会9/13、打合せ10/5：会長） 

④地域福祉計画策定委員会に出席（委員会6/3、個別支援部

会6/14､1/24、作業部会12/17､1/17：常務理事） 

（３）障がい者団体の会議等への出席 

①静岡市静岡手をつなぐ育成会の諸会議に出席（監査4/19 

評議員会4/24：会長） 

②（社福）静岡市手をつなぐ育成の会の理事会に出席（6/7､ 

11/11､2/10､3/10：会長） 

  ③（社福）ハルモニアの諸会議に出席（監査5/18､10/13、

評議員選解任委員会6/4、評議員会･理事会、理事会5/29､

6/19､2/26、苦情解決委員会9/21､3/15：常務理事） 

④（社福）ラルシュかなの家の理事会に出席（6/5､26：常務 

理事） 

  ⑤（一社）静岡県社会福祉士会の総会に出席（5/22：会長） 

  ⑥（Ｎ）ひまわり事業団の諸会議に出席（事前準備・監査立合

5/17、理事会 5/19、監事指導立合 8/2、理事会打合せ

8/23､11/18：会長） 

  ⑦（Ｎ）サンフォレストの理事会等に出席（監査5/19､理事 

会12/4､3/20：常務理事） 

  ⑧（Ｎ）障害者生活支援センターおのころ島の監事監査に出席 

（5/27：会長） 

  ⑨（Ｎ）ぴゅあの理事会等に出席（理事会5/26､6/4、総会 

6/12：常務理事） 

⑩静岡北特別支援学校の運営協議会に出席（4/21､6/24､11 

/4：常務理事） 

  ⑪静岡市桜の園指定管理評価委員会に委員として出席（6/3､ 
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11/30：常務理事） 

  ⑫葵区駿河区放課後等デイサービス連絡会に出席（1/13：常 

務理事） 

（４）その他 

①静岡市中央福祉センター利用団体連絡会に出席（4/28､8/ 

25､12/16） 

  ②静岡市清水市民活動センター利用団体連絡会議に出席（2/26） 

  ③県立清水西高校の生徒によるＳＤＧｓインタビューを受け 

る（8/2） 
 
 
Ⅲ 静岡市障害者相談支援推進業務（静岡市委託事業） 

事 業 名 目  的 内 容 

１ 静岡市障

害者相談

支援推進

事業の整

備、企画、

推進 

障害者相談支援推進

事業として、基幹相談

支援センター事業と

障害者相談支援推進

事業を運営するため

の体制を整備し、事業

を企画、推進する。 

１．本事業の運営の体制整備、企画、推進 

（１）業務の体制整備 

  ①開所日：２４２日（土、日、祭日、年末年始を除く） 

  ②開所時間：原則９時～１７時 

  ③人員：8名（うち、管理者１名、相談支援専門員５人、社会

福祉士3 名、精神保健福祉士1 名、介護福祉

士1名、社会福祉主事任用資格4人：重複あり） 

（２）基幹相談支援センター関係の企画・推進 

  ①総合的・専門的な相談支援の実施 

   ・総合的・専門的な相談支援 

   ・困難事例への対応 

   ・個別支援計画の作成支援等 

   ・個別支援会議の実施 

②地域の相談支援体制の強化の取組 

   ・地域の相談機関への助言・指導 

   ・地域の相談支援事業者の人材育成支援 

   ・全体会議の運営 

   ・区の調整会議の運営支援 

   ・自立支援協議会の運営への協力 

   ・地域の相談機関との連携強化 

  ③地域移行・地域定着の促進の取組 

   ・施設等関係機関とのネットワーク作り 

  ④権利擁護・虐待の防止 

   ・成年後見制度利用の支援 

（３）障害者相談支援推進事業の企画、推進 

  ①障害者１１０番事業 

  ・三障がいごとに選任された障害者相談員が、事務所にて相談

対応を担当 

  ②身体障害者補助犬相談事業 

  ・静岡県補助犬支援センターに事業助成して実施 

  ・月次報告を受理（延べ140人から287件の相談、うち1

件は困難事例（視覚障がい者の歩行妨害について）） 

  ③地域生活及び社会参加等推進事業 

  ・心のバリアフリーイベントの企画への協力 
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２．障がい福祉に関わる関係機関の連携強化と支援体制の整備促進 

（１）心のバリアフリーイベント【再掲】 

・実行委員会に出席（5/10､1/17） 

・障害者週間のパネル展示に参加（12/3～9・葵区役所） 

・心のバリアフリーイベント映画会に参加（12/5：会長） 

・障がいのある人が作った商品パッケージデザインコンテス 

 ト表彰式・お披露目会に参加（3/4） 

（２）行政関係（静岡市）の会議への出席 

＜障害福祉企画課関係＞ 

①障害者施策推進協議会に出席（7/16、11/2､2/24 出席： 

専門職アドバイザー、傍聴：会長､職員） 

②静岡市医療的ケア児等支援協議会（要綱設置）に出席（協議 

会6/3､9/2､11/4､2/3、コロナ情報共有ミーティング【再 

掲】10/7：会長） 

④通学における移動支援個別検討会議に出席（5/31､3/22 

：会長） 

  ⑤入所児童地域移行等支援会議に出席（10/4：常務理事） 

⑥非定型審査会に出席（4/21､5/19､6/23､7/21､8/24､ 

9/22､10/21､12/22､1/25､2/15､3/23：常務理事） 

  ⑦日中支援型グループホームの評価委員会検討会に出席（2/ 

17：常務理事） 

 ＜精神保健福祉課関係＞ 

精神障がい者の地域生活についての連絡調整会議（代表者会 

議）に出席（11/29：会長） 

＜福祉総務課関係＞ 

成年後見制度利用促進協議会に出席（3/23：会長） 

 ＜教育委員会関係・その他＞ 

①特別支援連携会議（市教委主催）に出席（連携会議7/7､ 

書面にて連携会議2/2、自立支援部会：7/19､11/5：会長） 

②静岡市歯と口腔の健康づくり推進会議（健康づくり推進課 

主催）に出席（6/11､1/25：会長） 

  ③清水在宅医療・介護・福祉連絡会（清水区高齢介護課主催）

に出席（9/15､2/9：常務理事） 

（３）機関等の会議への出席 

 ＜市社会福祉協議会関係＞ 

①静岡市生活困窮者自立相談支援事業調整会議に出席 

（4/21､5/19､6/23､7/21､8/24､9/22､10/21､12 

/22､1/25､2/15､3/23：常務理事､職員） 

②医療・福祉・司法なんでもかんでも相談会（静岡市清水医師会主催） 

に出席（5/8､9/11､11/13､1/22､3/12：常務理事） 

  ③成年後見人利用検討委員会に出席（10/6：職員） 

 ＜司法関係＞ 

①静岡保護観察所主催出所者社会復帰連絡協議会（オンライ 

ン）に出席（1/28：会長） 

②県弁護士会と福祉関係者の連携会議に出席（3/6：会長 

 事務局長､職員） 

 ＜その他＞ 

①清水区グループホーム連絡会に出席（9/15､3/17：常務理 
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事､職員） 

②清水区地域包括支援センターと障害者相談支援センターの 

 話し合いに出席（3/29：常務理事） 

（４）差別解消への取り組み 

＜静岡県障害者差別解消窓口（静岡県社会福祉士会が受託）への 

協力＞（担当は会長） 

①障害者差別解消相談窓口に相談担当として出席 

（4/6･13･20､5/12･18､6/1･15､7/6･20､8/3･17･ 

27･31､9/7･17･21､10/5･19､11/2･16､12/6･ 

21､1/11･18､2/1･8･15､3/1･15･30：個別対応を 

含む、打合せ4/8） 

②地域共生協議会に講師として出席（5/22） 

③事例検討会に出席（10/20､12/22､3/2） 

（５）その他 

①新型コロナウイルス感染予防対応プロジェクトチームにつ 

いて障害福祉企画課と打合せ（再掲・6/2） 

②障害福祉企画課と計画相談と災害時の対応について協議 

（10/28） 

  ③計画相談と災害時支援のプロジェクトについて、県立短大江

原准教授との打合せに出席（12/18） 

２ 基幹相談

支援セン

ター事業 

総合的・専門的な相談

支援、相談機関職員の

育成、困難事例への対

応、相談支援事業者に

対する支援･助言を行

なう。 

自立支援協議会に協

力して課題の解決や

福祉の向上に努める。 

１．総合的・専門的な相談支援の実施 

（１）総合的・専門的な相談支援事業 

①常設窓口（月～金曜日 午前９時～午後５時） 

②相談件数 計756件 

（市内728､市外18､不定2､不明8） 

延べ人員 441人（うち実人員236人） 

③障がい種別 身体21 件（肢体8､内部1､聴覚4､視覚3､

重複：肢体･視覚 1､重複：内部･視覚 2､不明

2）、知的 181 件、精神 365 件、発達 48

件、高次脳1 件、難病1件、重複117 件、そ

の他7件、不明15件 

（２）困難事例への対応 

  ①対応件数 ２６８件 

  ②主なケース 

a.知的障がい者への支援 

知的障がいのある方の金銭管理、通院同行支援 

知的障がいのある方のへの転居、こども園の手続支援 

b.触法障がい者への支援 

    窃盗で逮捕された知的障がい者の再犯防止計画の作成 

   ｃ精神障がい者への支援 

    母親と本人（知的）への支援（不安解消、助言など） 

 ③ケース会議への参加及び助言・支援 

 ・個別支援会議開催   ５回 

・個別支援会議参加 １２３回 

 

２．地域の相談支援体制の強化の取組 

（１）地域の相談機関への助言・指導 １５２回 

①相談支援センターの相談支援の質の向上の検討 
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  ・困難ケースへの同行、ケース会議への同席 

②まいむ・まいむ、基幹ワンストップ相談の実施 

 

（２）地域の相談支援事業者の人材育成支援 ３８回 

①「多職種との事例検討による目標指向型アプローチの視点に 

立った複合課題のアセスメントと家族支援研修」の開催 

（地域支援ネットワーク「まいむ・まいむ」と共催） 

全４回開催（7/5､11/15､1/7､3/4） 

※内容は「５．地域生活支援ネットワーク相談支援コーデ 

ィネーター配置業務」の項を参照 

 ③事業所などの職員を対象にした講演会の講師 ２１回 

  ※回数には打合せ等を含む。日時・内容は後述 

④当協会の相談担当職員のスキルアップを目指した講演会等 

 の受講 ３１回 

  ⑤その他 研修会の打合せへの出席 ４回 

（３）行政との会議・打合せ 

  ①強度行動障害の支援について障害福祉企画課と打合せ 

（8/24：常務理事） 

  ②市差別解消相談窓口事業の打合せに出席（10/15､2/9： 

会長､常務理事） 

  ③重層的相談体制について福祉総務課のヒアリングを受ける 

（11/25：会長､常務理事） 

（３）全体会議の運営 

自立支援協議会の実働部隊として各区で開かれる相談支援セ

ンターを中心とした連絡調整会議として、クループワーク等

を通して困難事例・課題などを検討した。 

①第３５回（令和３年度第１回）全体連絡調整会議 

 日時 ６月２２日（火）13：30～1５：３0 

会場 アイセル21 研修室 

議題 ・第1回静岡市障害者自立支援協議会に向けた地域 

課題等について 

・参加機関団体からの連絡事項 

      ※自立支援協議会相談支援部会と同日開催 

②第３６回（令和３年度第２回）全体連絡調整会議 

 日時 １２月２１日（火）13：30～1５：３０ 

会場 静岡市中央福祉センター 大会議室 

議題 ・第４回静岡市障害者自立支援協議会に向けた地域 

課題について 

・グループワーク 

・参加機関・団体から情報提供 

      ※自立支援協議会相談支援部会と同日開催 

（４）行政区の連絡調整会議の運営支援 

各相談支援事業者の困難事例、課題について検討した。各区の

自立支援協議会として就労継続支援の更新審査を実施。 

①各区連絡調整会議事務局会議への出席 

   ・議題：就労継続支援更新審査 

     困難事例への支援策検討等 

     問題解決策の検討 
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・開催日時及び会場 

〔葵 区〕  （城東福祉エリア､こころの健康センター） 

第１回4/ 9、第２回 5/14、第３回 6/11、 

第４回 7/ 9、第５回 8/13、第６回 9/10、 

第７回10/ 8、第８回11/12、第９回12/10、 

第10回1/14、第11回2/ 4、第12回3/11 

※1/14は諸般の事情で欠席 

〔駿河区〕 （駿河区役所､駿河消防署） 

第１回 4/ 6、第２回 5/18、第３回 6/ 8、 

第４回 7/20、第５回 8/10、第６回 9/21、 

第７回10/ 5、第８回11/ 9、第９回12/14、 

第10回1/11、第11回2/ 8、第12回3/ 8 

〔清水区〕 （清水区役所） 

第１回 4/14、第２回 5/12、第３回6/ 8、 

第４回 7/14、第５回 8/11、第６回 9/ 8、 

第７回10/13, 第８回11/10、第９回12/ 8、 

第10回1/12、第11回2/ 9、第12回3/ 9 

※3/9はオンライン 

②連絡調整会議への出席 

   ・議題：事例報告と意見交換 等 

   ・開催日時及び会場 

〔葵 区〕4/9､5/14､6/11､7/9､8/13､9/10､10/8､ 

11/12､12/10､1/14､2/4､3/11 

会場：城東福祉エリア､こころの健康センター 

〔駿河区〕4/6､5/18､6/8､7/20､8/10､9/21､10/5､ 

11/9､12/14､1/11､2/8､3/8 

 会場：駿河区役所、駿河消防署 

〔清水区〕4/14､5/12､6/10､7/8､8/14､9/11､10/13 

11/17､12/8､1/12､2/9､3/9 

会場：清水区役所 

（５）地域の相談機関との連携強化 

 ①静岡労働局（ハローワーク静岡）との連携 

・就労ワンストップ相談窓口の対応 

    葵 区 10/21：１件、12/1６：２件、 2/17：１件 

  年間計 ４件 

②研修等への講師としての参加・協力 

＜障害福祉企画課関係＞ 

・児童相談所の新任職員研修（児相と相談支援事業所との連 

携：4/8：常務理事） 

  ＜教育関係＞ 

   ・大里中学校に通う生徒の親の放課後デイサービス等につ 

いての説明会（1/20：瀧口） 

   ・静岡市静岡手をつなぐ育成会学級部の勉強会（ﾃｰﾏ:卒業後 

の進路）（２/8：常務理事：職員） 

  ＜災害・防災関係＞（職員）【再掲】 

   ・静岡市静岡手をつなぐ育成会の学級部会合（4/16） 

  ・県社協の防災研修（本番6/17､打合せ6/3） 

  ・鹿児島県指宿市での防災の研修会（6/12） 
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・県立裾野高校の防災研修会（6/18） 

  ・静岡市静岡手をつなぐ育成会の防災研修（7/6） 

  ・葵区民生委員・児童委員協議会の副会長会の研修会（10/18） 

  ・由比生涯学習交流館主催の防災研修会（11/11） 

・南熱海地区地域ケア会議及び熱海市生活支援体制整備事 

業（11/26） 

  ・西伊豆町避難所研修（本番12/8-9、打合せ6/18､7/ 

30、実行委員会9/15､10/21､1/27） 

   ・静岡社会健康医学大学院大学の講座（ﾃｰﾏ：災害ボランティア） （2/4） 

   ・静岡市清水手をつなぐ育成会の防災研修会(テーマ：ハザ 

ードマップ）（2/17） 

  〇事業所･団体等からの依頼による講師 

  ＜ﾃｰﾏ：相談支援機関の連携（地域包括支援センター）＞ 

   ・安西番町包括事例検討会（5/25：職員） 

  ＜ﾃｰﾏ：司法と福祉＞ 

・弁護士会Ｚｏｏｍ研修に事例提供者として出席（7/8： 

会長､常務理事） 

   ・県弁護士会刑事司法と福祉の連携のための委員会、刑事弁 

    護センター合同研修で触法障害者等の社会復帰支援の事 

例を報告（3/12：会長） 

＜ﾃｰﾏ：福祉施策・制度＞ 

・静岡県立大学グローバル地域センター公開セミナー 

「アジアの福祉現場における『中間的領域／組織』の探求」 

にコメンテーターとして出席（7/31：常務理事） 

・葵区民生委員・児童委員協議会の高齢者部会の研修会（テ 

ーマ：8050問題）（10/28：会長） 

・富士山サミット（県立大学短期大学部主催、テーマ：相模 

原殺傷事件を追う）（12/19：基調報告のシンポジスト： 

常務理事） 

  ＜ﾃｰﾏ：その他＞ 

・医療的ケア児コーディネーター養成研修（県主催、つば 

 さ静岡運営）の運営支援者（2/17：会長） 

④研修等の受講・講演会の出席・参加 

＜相談支援関係＞ 

  ・相談支援従事者初任者研修を受講（研修会7/29･30､ 

11/11､12/13･14、実習8/20：職員） 

・医療的ケア児コーディネーター養成研修を受講（8/26- 

31､9/1-22､10/11･18：職員） 

   ・放課後デイ地域連携研修会に出席（12/16：常務理事） 

  ・視覚障害者移動支援従事者資質向上研修会〔東京〕を受講 

（12/22-24：職員） 

   ・成年後見制度研修（市社協主催）を受講（11/16：職員） 

   ・TEACCH研修（発達障がいに関する研修：ｵﾝﾗｲﾝ）を受 

講（2/13：常務理事） 

   ・居住支援法人セミナー「居住支援法人ってなんだろう？」 

（ｵﾝﾗｲﾝ）に出席（2/22：常務理事） 

   ・一般社団法人静岡市ケアマネット協会の勉強会（ﾃｰﾏ：ケ 

アマネジャーとの連携）に出席（2/24､3/24：職員） 
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   ・精神障害者地域移行定着推進研修（静岡県主催：オンライ 

ン）に出席（3/1：職員） 

   ・勉強会「IIHOE川北さんと考えるコロナ禍の静岡のチャレ 

ンジ」（(N)ESUNE主催）に出席（3/6：常務理事） 

  ＜防災関係＞【再掲】 

   ・熊本豪雨のふりかえり（全国災害ボランティア支援団体ネ

ットワーク主催）（オンライン：4/30：松山） 

   ・オンライン研修「福祉と防災の最前線」（6/13：牧野） 

   ・よんなな防災会の研修会（6/22災害時の受援､23個別 

避難計画：松山） 

   ・オンライン研修「福祉防災コミュニティ」（6/26：牧野） 

   ・防災と福祉の連携促進シンポジウム～地域で取り組む高 

    齢者・障害者の避難支援～（2/18：松山） 

   ・スフィア基準（災害時等の支援活動に関する国際基準）研 

修会（オンライン：2/28､3/7･17：松山） 

  ＜事務局関係＞ 

・福祉サービスに関する法人税課税問題の報告会（ＮＰＯ会 

計税務専門家ネットワーク主催：ｵﾝﾗｲﾝ）に出席（4/2： 

職員） 

   ・ＮＰＯ会計オンライン・セミナー（ＮＰＯ会計基準協議会 

主催）を受講（4/15：職員） 

   ・Ｗｉｔｈコロナ時代の社会参加と雇用継続のための学習 

会・活動相談会（ボランタリーネイバーズ主催：ｵﾝﾗｲﾝ） 

に出席（4/15：職員） 

   ・年度末対策オンラインセミナー（岡山ＮＰＯセンター主催 

：ｵﾝﾗｲﾝ）を受講（4/20：職員） 

   ・ＮＰＯ法人のためのおさえておきたい労務のルール（清水 

市民活動センター主催）を受講（5/17：職員） 

   ・ＮＰＯの監事のためのMeetup Vol.01（非営利組織評価 

センター主催:：ｵﾝﾗｲﾝ）に出席（5/24：職員） 

   ・グッドガバナンス認証団体交流会に出席（5/26：職員） 

   ・ＮＰＯ事務支援ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ総会に出席（6/25：職員） 

   ・社会保険委員講座（静岡年金事務所主催：ｵﾝﾗｲﾝ）に出席 

（10/22：職員） 

   ・ＮＰＯ職員ＩＣＴ人材育成講座（ふじのくにＮＰＯセンタ 

ー主催）に出席（11/12：職員） 

   ・ねんきんネット講習会（静岡年金事務所主催）に出席 

（11/29：職員） 

   ・年金委員事務講習会に出席（12/14：職員） 

   ・中間支援スタッフ研修～NPO法人の労務～（ｵﾝﾗｲﾝ）に出 

席（1/27：職員） 

   ・定年退職予定者説明会（静岡年金事務所主催：ｵﾝﾗｲﾝ）に 

出席（3/2：職員） 

   ・サイバー攻撃の実態と改正個人情報保護法講座（ｵﾝﾗｲﾝ） 

に出席（3/17：職員） 
 

３．障害者自立支援協議会の運営への協力 

（１）市主催の障害者自立支援協議会に役員が委員として出席し、

障がい当事者の立場から意見を具申した。また、職員が事務
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局として運営に協力した。 

①第３３回（令和３年度第１回）協議会 

日時 ７月１３日（火） 1４：00～1６：00 

会場 市役所本館３階 第1委員会室 

議題 ・専門部会の活動報告及び令和３年度活動案について 

・各区の地域課題及び令和３年度活動案について 

・静岡市型「日中サービス支援型指定共同生活援助事業」について  

・相談支援事業評価について 

・報告事項 

②第３４回（令和３年度第２回）協議会 

日時 １月２４日（月）14：０0～16：00 

会場 駿河区役所３階 大会議室 

議題 ・専門部会の活動報告及び令和４年度活動案について 

   ・各区の地域課題・令和４年度活動案について 

   ・報告事項 

  ③事前打合せに出席（4/28､6/10､12/16） 

（２）協議会内の部会・プロジェクトチーム（ＰＴ）に参加 

①地域生活支援部会（部会6/28､12/3、引継ぎ5/10、 

事前打合せ6/7、正副部会長の打合せ2/17） 

②就労支援部会（部会6/15､12/15） 

③権利擁護・虐待防止部会（部会 6/16､12/13、虐待防

止マニュアル勉強会11/26、事前打合せ11/12） 

④相談支援部会（部会6/22､9/14､12/21、プロジェク

トチーム(高齢介護連携)10/18、ワーキングチーム会議

（防災）8/23､10/18、マニュアルの調整3/16、事前

打合せ7/21､12/6） 

⑤地域移行支援部会（部会6/30､12/13、駿河区地域包 

括支援センターとの合同勉強会1/17） 

⑥地域移行支援部会ワーキンググループ会議に出席 

（4/22､5/20､7/15､8/19､10/21､2/17､3/17） 

⑦子ども部会（部会12/6､3/15、プロジェクトチーム会 

議2/15） 

（３）災害時の障がいのある方への支援等に関するプロジェクト 

   （地域生活支援部会のプロジェクト、協力：相談支援部会） 

①プロジェクトチーム会議の実施 

   委員：12名（医師、学識経験者、各部会委員、家族会、

事業所、行政職員） 

開催日：4/27､5/25､6/16､7/27､8/24､9/28､10 

/26､11/30､12/21､1/25､2/22､3/22 

その他：・障害福祉企画課と打合せ（4/6･21､5/21､ 

6/21） 

        ・静岡育成会にてプロジェクトについて説明 

（6/3：松山） 

   ②災害時要援護者個別避難計画の作成 

   ・障害福祉企画課と打合せ（8/16） 

   ・説明会の開催（9/17､21） 

   ③アドバイザー派遣 

   ・アドバイザー打合せに出席（9/13､2/9） 
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   ・個別避難計画アドバイザーとして派遣される（12/1わだ

つみ､12/2 百花園宮前ロッヂ､1/18 はーとぱる､1/20

そら､1/26よろづ屋､1/27アグネス静岡､2/3支援セン

ター城東） 

   ・福祉避難所アドバイザーとして派遣される（2/18静大附

属特別支援学校､2/28 百花園（ｵﾝﾗｲﾝ）、3/18 百花園宮

前ロッヂ、3/25わらしな学園） 

・一般避難所アドバイザーとして派遣される（清水区辻地区

11/5） 
 

４．地域移行・地域定着の促進の取組 

（１）触法障害者の再犯防止政策の作成、情状証人、弁護士との連

携（接見の同行）、地域定着支援（金銭管理等） 

対象者９名：255回 

（２）トラブルシューター（ＴＳ）ネットワーク活動への協力 

関係会議、打合せへの参加（4/17･22､5/6･17･25･29､ 

6/5･29､7/10､8/27･28､9/23､10/28､11/11､ 

12/1･24､1/10･24､2/24：会長，常務理事） 

（３）関係する機関の会議等への出席【再掲】 

・地域移行支援部会ワーキンググループ会議に出席（4/22 

5/20､7/15､8/19､10/21､2/17､3/17） 

・県弁護士会と福祉関係者の連携会議に出席（3/6：会長 

事務局長､職員） 
 

５．権利擁護・虐待の防止 

 ※詳細は「４ 障害者虐待防止センター事業」参照 

３ 障害者相

談支援推

進事業 

基幹相談支援センタ

ー以外の相談支援に

ついて、全体的、網羅

的に対応し、相談員を

配置して総合的な相

談支援にあたる。 

１．障害者１１０番事業 

（１）相談業務 

①開設時間（月～金曜日 午前９時～午後５時） 

②障がい別相談と担当団体（午前10時～午後4時） 

    火曜 知的 育成会（静岡・清水）、重心守る会 

    水曜 身体 肢体（清水）、内部、視覚 

    木曜 精神 心明会、しいの木 

③障がい別相談員 延べ162名（２４２日間） 

（２）相談の概要 

①相談件数 計320件（市内303、市外8、不明9） 

      延べ人員 183人（うち実人員105人） 

②障がい種別 身体10件（肢体2､内部1､､視覚6､不明1）､ 

知的42件､精神176件､発達8件､重複81 

件､不明3件 

（３）１１０番相談員活動強化事業 

障害者１１０番相談員研修会（静岡市身体障害者・知的障害 

者相談員研修会と同時開催） 

日程：７月３０日（金） １３：３０～１５：３０ 

会場：静岡市地域福祉共生センターみなくる 

   内容：①行政説明（市障害福祉企画課） 

②知的障害の理解ＤＶＤ視聴「こんなことあるよ 

ね!?」しずおか♡おでんジャー 

       ③講演「医療・福祉・司法なんでもかんでも相談会 
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の開催の意義と地域連携」 

        講師 安藤千晶氏(静岡市清水医師会 在宅医療 

介護相談室長･社会福祉士) 

参加者：障害者相談員 ３４名（身体１３名、知的2１名 

うちオンライン５名） 
 

２．地域生活及び社会参加推進事業【再掲】 

（１）障がい者等の芸術・文化活動およびスポーツの推進 

  ①第３６回障害者による書道・写真全国コンテスト応募取りま

とめ 

②シニアクラブ静岡市葵・駿河区合同作品展の出展とりまとめ 

（２）障がいについての理解促進､普及啓発活動の推進 

心のバリアフリーイベント関連 

・実行委員会に出席（5/10､1/17） 

・障害者週間のパネル展示に参加（12/3～9：葵区役所） 

・心のバリアフリーイベント映画会に参加（12/5：会長） 

・障がいのある人が作った商品パッケージデザインコンテス 

ト表彰式・お披露目会に参加（3/4） 
 

３．障害者相談員活動強化業務 

（１）障害者相談員研修会の実施 

 （障害者１１０番相談員研修会と同時開催） 

日程：７月３０日（金） １３：３０～１５：３０ 

会場：静岡市地域福祉共生センターみなくる 

   内容：①行政説明（市障害福祉企画課） 

②知的障害の理解ＤＶＤ視聴「こんなことあるよ 

ね!?」しずおか♡おでんジャー 

       ③講演「医療・福祉・司法なんでもかんでも相談会 

の開催の意義と地域連携」 

        講師 安藤千晶氏(静岡市清水医師会 在宅医療 

介護相談室長･社会福祉士) 

参加者：障害者相談員 ３４名（身体１３名、知的2１名 

うちオンライン５名） 

（２）活動に関する報告書等の内容確認の実施 

（３）相談員への支援 

知的障害者相談員(重心)のｽｷﾙｱｯﾌﾟと情報交換のための連絡 

会の開催（5/18､6/29､9/28､11/2･30､3/29） 

４ 障害者虐

待防止セ

ンター事

業 

障害者虐待の通報を

受理し、関係機関と連

携し、障害者及び擁護

者に対する相談・指

導・助言を行なう。当

事者の視点で本人の

人権を守り、権利を擁

護する。 

 

１．障害者虐待防止センターの設置・運営 

（１）開設時間（２４時間 ３６５日） 

平日（月～金）９時～１７時  職員が対応 

上記以外    携帯電話に転送、職員が対応 

（２）対応件数 計48件 延べ人員 43人（実人員34人） 
 

２．虐待関連の会議（コア会議、対応会議、終結会議）に出席 

（１）虐待対応コアメンバー会議に出席（18回） 

（２）虐待対応会議・終結会議への出席（6回） 
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３．虐待防止の啓発  

（１）自立支援協議会権利擁護・虐待防止部会の開催【再掲】 

（部会6/16､12/13、虐待防止マニュアル勉強会11/26 

事前打合せ11/12） 

（２）講演会の講師（常務理事） 

・社会福祉法人玉柏会の虐待防止研修会（10/12､11/9､1/ 

17､3/7：法人の虐待防止委員会アドバイザー） 

・社会福祉法人ピロスの虐待防止研修会（10/14） 

・社会福祉法人恵心会の虐待防止研修会（11/9） 

・静岡市社会福祉協議会の研修会（テーマ：高齢者虐待と障 

 害者虐待）（11/1２） 

  ・ヘルパーステーションしずおかの研修会（テーマ：8050問 

題と障害者虐待）（12/17） 

  ・株式会社みおつくしの虐待防止研修会（12/28､3/14：会 

社の虐待防止委員会アドバイザー） 

（３）研修の受講 

・静岡県障害者虐待防止・権利擁護研修を受講（1/11-21､ 

2/1･4：常務理事､職員） 

５．地域生活支

援ネット

ワーク相

談支援コ

ーディネ

ーター配

置業務 

 

障害児者の生活を地

域全体で支えるサー

ビス提供体制を構築

する、地域生活支援ネ

ットワーク「まいむ・

まいむ」の機能のう

ち、相談支援を調整す

るコーディネーター

を配置する。 

 

１．地域生活支援ネットワーク相談支援コーディネーターの配置 

（１）配置時間：平日（月～金）10時0０分～１６時00分 

（２）人  員：コーディネーター2名（うち、1名は兼務） 

（３）配置場所：地域生活支援ネットワーク「まいむ・まいむ」 

        （葵区一番町５０番地 静岡市番町市民活動センター） 

（４）その他：・障害福祉企画課との打合せ（4/13､5/17､6/ 

14､7/19､8/16､9/27､10/19､11/8､12/ 

17､2/2､3/9） 

・相談支援従事者現任研修を受講（11/2､ 

研修会、8/20実習：職員） 
 

２．事業の概要 

（１）｢相談｣機能調整コーディネート業務 

(1)-1地域生活課題の集約と社会資源の整備のための連携調整 １２７件 

①静岡市障害者自立支援協議会との連携 

 自立支援協議会や連絡調整会議に参加し、連携を図る。 

〔葵 区〕4/9､5/14､6/11､7/9､8/13､9/10,10/8 

11/12､12/10､1/14､2/4､3/11 

※1/14は諸般の事情で欠席 

〔駿河区〕4/6､5/18､6/8､7/20､8/10､9/21､10/8 

11/9､12/14､1/11､2/8､3/8 

※5/18は諸般の事情で欠席 

〔清水区〕4/14､5/12､6/8､7/14､8/11､9/8､10/13 

11/10･17､12/8､1/12､2/9､3/9 

※連絡調整事務局会議を含む 

 〔全市調整会議〕6/22､12/21 

 〔自立支援協議会〕7/13､1/24 

 〔各部会への参加〕 

・地域生活支援部会（打合せ6/7） 

・子ども部会（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ会議）への参加（2/15） 
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・自立支援協議会運営会議（6/10） 

②委託相談支援事業所等で長期化する課題の調整 

・連絡調整事務局会議において、関係機関と意見交換 

・触法障がい者の支援 

③相談支援部会等との連携 

  ・相談支援部会（ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟを含む）への参加（部会6/22 

9/14､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ(高齢介護連携)10/18､引継ぎ5/10） 

  ・自立支援協議会や連絡調整会議に出席し、意見交換 

(1)-2地域に根差した相談支援調整 10件 

①静岡市東部地域（旧由比町・蒲原町）における｢高齢・障が 

い・児童包括型｣相談支援体制の構築 

静岡市東部地域（由比・蒲原）障がい者無料相談会 

日時：第１回 5/22、第２回 7/27、第3回 9/28､ 

   第4回 11/23、第5回 1/25、第6回 3/22 

会場：蒲原生涯学習交流館､えまるじょん（カフェ） 

 (1)-3計画相談支援事業所等との連携調整 524件 

・まいむ・まいむ、基幹ワンストップ相談の実施 

・計画相談支援事業所等で長期化又は対応が困難な課題の調

整及び運営上の課題の調整 

（２）｢専門性｣機能調整コーディネート業務 

 (2)-1専門性の高い相談支援人材の育成（多職種連携・家族丸ごと支援等）   18件 

  ①相談支援専門員アセスメント研修の開催 

   ・第１回（通算１２回目） 

日程：７月5日（月）１３：１５～１７：15 

    会場：県男女共同参画センターあざれあ 研修室 

内容：1)ミニ講座 「発表事例に応じた目標指向型アプロ 

ーチの視点について」 

講師 増田樹郎 先生（静岡福祉大学 

副学長・教授・愛知教育大学 名誉 

教授、以下、肩書省略） 

2)事例紹介 「知的障がいのあるシングルマザーの 

支援」～離婚調停、居住の場の確保、 

子育て支援と 本人の意思決定～ 

発表者 鈴木香奈氏（ひまわり事業団 介助派 

遣サービスひだまり） 

3)グループワーク 

    参加者：４６名（うち、リモート参加８名） 

・第２回（通算１３回目） 

日程：１１月１５日（月）１３：１５～１７：００ 

会場：アイセル２１ 研修室 

内容：1)ミニ講座 「発表事例に応じた目標指向型アプロ 

ーチの視点について」 

         講師 増田樹郎 先生 

       2)事例紹介 高齢者と同居する母子世帯の支援（不 

登校・ひきこもり、年少児等への複合 

した課題の対応） 

         発表者 平井祐子氏（静岡市社会福祉協議会、 

清水区地域福祉推進センター地域福 
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祉コーディネーター） 

3)グループワーク 

  参加者：３８名（うち、リモート参加２名） 

・第３回（通算１３回目） 

日程：１月７日（金）１３：１５～１７：００ 

会場：アイセル２１ 研修室 

内容：1)ミニ講座 「発表事例に応じた目標指向型アプロ 

ーチの視点について」 

         講師 増田樹郎 先生 

       2)事例紹介 若年性認知症を併発した知的障がい 

のある方の支援～強い周辺症状の対 

応と家族支援～ 

         発表者 堀内成美氏（静岡手をつなぐ育成の会  

相談支援事業所ﾁｬｲﾑ 相談支援専門員） 

3)グループワーク 

    参加者：３８名（うち、リモート参加８名） 

   ・第４回（通算１５回目） 

日程：３月４日（金）１３：１５～１７：００ 

会場：静岡市中央福祉センター 大会議室 

内容：1)ミニ講座 「発表事例に応じた目標指向型アプロ 

ーチの視点について」 

         講師 増田樹郎 先生 

       2)事例紹介 三世代同居家族（高齢・精神障がい・ 

発達障害(疑い)）における多様なニー 

ズに対応する支援 

         発表者 興津奈緒美氏（静岡市社会福祉協議 

会、暮らし・しごと相談支援センター 

相談支援員） 

        3)グループワーク 

  参加者：３２名（うち、リモート参加８名） 

②事前打ち合わせ（6/30､11/8） 

③その他 

 第３回目は９／３に開催予定であったが、新型コロナウイル 

ス蔓延緊急事態宣言の発出されたことに伴い中止した。 

予定していた内容については、１１／１５開催分で採りあげ 

た。 

(2)-2専門性の高い人材育成（更生支援） 1件 

①「生き直す決意を支える」触法障がい者の支援 

生き直す決意のある人を支援する人材研修会（静岡県社 

会福祉協議会ふれあい基金助成事業）の開催 

   日時：２月１２日（土） １０：００～１６：００ 

   会場：グランシップ 会議室９１０及びオンライン 

内容：第１部 シンポジウム 

       テーマ：静岡県の各地域における触法障害者の支 

           援の経過～原点を確認し、更なる連携を組 

み立てよう～ 

       シンポジスト NPO明日の空 代表 飯田智子氏 

              元一般社団法人 大悲の樹  森川 誠氏 
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静岡 TS 代表世話人  高木誠一氏 

       ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー 「社会福祉法人しが夢翔会 相談セン 

ターみゅう」所長・「しがＡＳＢサポ 

ートネット」代表  越野 緑氏 

      第２部 講義 暮らしのルールブックの使い方のトリセツ  

           講師 社会福祉法人南高愛隣会 法人法務・相談室  

南口芙美氏 

   参加者：４０名（オンライン） 

②地域の実情・背景に則した研修 

   トラブルシューター（ＴＳ）ネットワーク関係会議、打合せ

への参加 

(2)-3専門性の高い相談支援人材の育成（強度行動障害者支援者研修）  4件 

  ①令和３年度強度行動障害支援者フォローアップ研修の開催 

   日時：令和４年２月１９日（土） １０：００～１６：００ 

   会場：静岡市中央福祉センター 大会議室及びオンライン 

   内容：（１）発表 静岡市強度行動障がい者支援施設等サポ 

ート事業実施施設の事例 

事例提供（宍原荘・わらしな学園・くま五 

郎・ラポールみなみ） 

（２）講義 強度行動障害のある方の支援の実際と手順 

参加者：６０名（オンライン） 

  ②その他 

   フォローアップ研修打合せ（10/20､12月（ｵﾝﾗｲﾝ）） 

 (2)-4地域で不足している福祉人材の育成（移動支援従事者研修）  43件 

①移動支援従事者養成研修の開催 

・講座 

日程：１１月２０日（土）～21日（日） 

会場：静岡市南部生涯学習センター（20日） 

静岡市地域福祉共生センターみなくる（21日） 

内容：・講義１ 障害者の心理 

  講師：静岡市清水育成会キャラバン隊 

・講義２ ホームヘルプの基礎知識 

  講師：井出容敬氏（社会福祉士） 

・講義３ 移動支援に関する基礎知識 

  講師：望月晃次氏（（Ｎ）まあぶる 副理事長） 

・講義４ 研修修了者ヘルパーの体験談 

  講師：堀越宏美氏（社会福祉士） 

・講義５ 障害福祉に関する制度及びサービス 

  講師：木下寿恵氏（静岡福祉大学） 

・講義6 障害疾病等の理解 知的・発達・精神 

  講師：遠藤智一氏（計画相談「すずらん」管理者） 

     瀧口直美（当協会職員） 

・講義７ 移動支援に関する基礎知識 

  講師：移動支援事業所職員 

・講義8 静岡市におけるガイドヘルパー制度 

  講師：堀越英宏（当協会常務理事） 

・演習 

日程：１２月４日（土）・１８日（日） 
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会場：静岡市中央福祉センター 

内容：・移動支援の振り返り講義 

講師：望月晃次氏（（N）まあぶる 副理事長） 

・グループワーク 

 修了者：32名 

②その他 

 当初、第1回研修は9月に予定していたが、新型コロナウ 

イルス蔓延緊急事態宣言の発出されたことに伴い延期した。 

その後、2月に第2回研修を予定したものの新型コロナウ 

イルス蔓延防止措置が発出されていたため、中止した。 

（３）ネットワーク会議等の開催、事業者・関係者との連絡調整業務等  

 (3)-1ネットワーク会議の開催 9件 

 ①地域生活支援ネットワーク『まいむ・まいむ』ネットワーク会

議の開催 

  ・第1回ネットワーク会議 

日時：10月26日（火）13：30～17：00 

   会場：アイセル21 

内容：1)サービス調整コーディネーター・相談調整コーディ 

ネーターからの報告 

2)グループワーク 

  ﾃｰﾏ：強度行動障害等の手厚い支援が必要な方  々

の地域生活の充実について 

   参加：47名（うち、オンライン14名） 

  ・第２回ネットワーク会議 

日時：3月23日（火）13：30～16：30 

   会場：静岡市中央福祉センター 

内容：1)サービス調整コーディネーター・相談調整コーディ 

ネーターからの報告 

2)グループワーク 

 ﾃｰﾏ：相談支援と緊急対応（災害・コロナ禍など） 

   参加：３４名（うち、オンライン10名） 

(3)-2地域生活支援部会の開催 2件 

  地域生活支援部会の開催 

・第１回地域生活支援部会 

   日時：６月２８日（月）９：３0～12：00 

   会場：静岡市番町市民活動センター 

   内容：部会長の選任と副部会長の指名 

･令和３年度の地域生活支援部会の活動計画について 

･日中サービス支援型共同生活援助の評価軸（仮称）について  

･報告事項 

･「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」の評価  

・第２回地域生活支援部会 

   日時：１２月３日（金）９：３0～12：30 

   会場：静岡市番町市民活動センター 

   内容：･「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」の評価等について  

･日中サービス支援型共同生活援助事業所評価委員 

 会（仮称）の設置について 

報告事項 
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・地域生活支援部会 正副部会長会議 

   日時：２月１７日（木）13：３0～17：00 

 

(3)-3重層的相談支援体制整備に向けた取り組み 23件 

  ①重層的相談支援体制の充実に向けた多職種連携 

・事業所･関係団体の訪問・情報共有 

  ・高齢介護事業所との情報共有・利用者との交流 

   デイサービスウィズ（葵区）を訪問 

(3)-4業種別連絡会への参加・障害児・障害者福祉サービス事業 

所との情報共有 141件 

①業種別連絡協議会への参加 

a 清水区放課後等デイサービス連絡協議会（4/23､5/14 

6/18､11/19） 

b 清水区グループホーム連絡会（6/8､9/15､3/17） 

c 葵区・駿河区放課後等デイサービス連絡協議会 （6/10､1/13） 

e 保育所等訪問支援連絡会（6/15） 

f 就労移行支援事業所連絡会（連絡会9/14､打合せ8/ 

16､9/1） 

g 清水在宅医療・介護・福祉連絡会に出席（9/15、2/9） 

・地元の社会福祉施設を訪問し、意見交換・施設見学 

②「ふくろう便」 

学校と放課後等デイサービスが必要な情報を交換し、教育

と福祉が一貫した支援を行う「ふくろう便」の立ち上げ（モ

デル事業）にあたり、事業所への説明などを行った。 

(3)-5教育機関との連携 42件 

・特別支援連携会議教育支援部会に出席（8/25､11/22） 

・放ディと支援級の連携についての打合せ（9/22） 

・静岡市特別支援教育支援センター幼児言語教室担当者との情報交換  

・支援学校における放課後等デイサービスの送迎状況の把握 

・ケース会議の参加 

・「ふくろう便」（(3)-4｡参照）について学校への説明を行う 

(3)-6地域との連携 43件 

①市民団体・地域との情報共有・行事への出席 

・心で見る彫刻展（県補助犬支援センター主催）を見学 

（11/1） 

・国際女性デー協賛イベント「ホワイトリボン ラン」（ジョイ 

セフ主催）に参加（3/6） 

  ・キャンドルナイト（しずおかおちゃっこの会主催）に参加 

（3/11） 

  ・落合英男の知的障害者のアート療育展を見学（3/15） 

  ②関連機関団体との連携 

・医療・福祉・司法なんでもかんでも相談会の参画（5/8､9/ 

11､11/13､1/22､3/12） 

６ 生活保護

精神障害

者退院支

援業務 

 

生活保護法に規定す

る被保護者のうち、精

神科病院に入院して

いる精神障害者に関

する地域移行、社会参

１．事業内容の周知と連携 

連携会議に出席し、３区の専任相談員からの活動状況報告を

受け、精神障害者の地域移行の課題等の把握に努める 

（１）関係者会議 

  日程 ８月２３日（水）15：30～17：00 
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加を促進する   議題 ・退院支援プログラムの目的、概要について 

・これまでの事業経過、内容について 

・令和３年度の方針について 

・意見交換 

（２）自立支援協議会の地域移行支援部会に出席（6/30：会長） 

（３）地域移行支援部会のワーキンググループ会議に出席（再掲） 

（12/13：会長） 

（４）個別支援会議・面談に出席（10/21､11/8･10､12/7･17 

20､1/7･14･28､2/14､3/6･17･29：職員） 

内容：・事業対象者について（概要・検討・課題整理） 

   ・各機関の役割について 

   ・関係者の顔合わせ 

   ・本人との面会 

   ・社会資源の見学 

   ・地域移行先の選定とイメージづくり 

 

２．事業対象者への支援の検討 

①各区からの退院支援対象者の状況を確認する 

・葵 区：候補者 ４名 

・駿河区：候補者 ５名 

・清水区：候補者11名 

②各区1名ずつ対象者を絞り、事業対象者としてリストの 

提出を受ける（9月） 

対象者名簿を受け事業を開始する為、実働は10月から 

 

３．直接支援 

コロナ感染拡大予防のため、面会の来訪者を制限しており、緊 

急事態宣言（8/20～9/12）及びまん延防止等重点措置（1/ 

27～3/21）が発出された時期は直接的な支援はできなかっ

た。 

期間以外では、対象者と関係者が必要最低限な外出支援は実施 

でき、地域移行への意欲喚起につなげることができた。 

 

 

 


