
 

和泉短期大学児童福祉学科教授 鈴木 敏彦 

この度、世田谷区自立支援協議会の会長職を拝命いたしました鈴木敏彦と申します。私は、和泉短期大学児童福

祉学科にて社会福祉教育に携わるかたわら、横浜市内で主に障がい児・者支援を行う事業所を運営する社会福祉法

人の経営に携わっております。また、障がい者の権利擁護を専門の研究分野とし、世田谷区障害者虐待防止連絡会

委員や神奈川県障害者自立支援協議会権利擁護部会副部会長等も務めさせて頂いております。 

世田谷区自立支援協議会では、これまでの協議会の活動を継承しつつ、「協議から実践へ」つなげられる会の運営

を心掛けたいと思います。「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会」（障害者基本法第１条）が、世田谷の地で実現されるようさらなる取組みを図ってまいりたいと考えま

す。よろしくお願い申し上げます。 
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「世田谷区自立支援協議会」は、”障害があってもなくても

誰もが自分らしく安心して暮らせる地域”の実現を目指す 

ネットワークです。  
 
 
 

 世田谷区自立支援協議会にぜひご参加ください 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区自立支援協議会は障害者が地域の中で暮らしていけるように、各エリア協議会から現場の意

見や課題を吸い上げ、みんなで『こういうことができる』『こういう風にしていこう！』という仕組みで

す。 

 

 

 

世田谷エリア自立支援協議会 

北沢エリア自立支援協議会 

玉川エリア自立支援協議会 

砧エリア自立支援協議会 

烏山エリア自立支援協議会 

地域移行部会 

課題を抽

出し、整

理する 

自
立
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援
協
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会 
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会長就任のご挨拶 

副会長就任のご挨拶 

 各エリアの自立支援協議会や部会

は地域での障害者の生活の支援に携

わっている方々が、幅広く参加して

います。参加ご希望の方は各事務局

までご連絡ください。 

特定非営利活動法人自立の家 代表理事 小佐野 彰 

 今期から世田谷区自立支援協議会の副会長を務めさせていただきます小佐野 彰と申します。私が運営している特

定非営利活動法人自立の家は、居宅介護事業所や指定特定相談支援事業所等の運営を通し、障害のある人の地域生

活を応援している小さな法人です。日々重い障害のある人と向き合いながら悪戦苦闘をしています。 

 さて、今期の世田谷区自立支援協議会では、会長を始めとする運営委員の方々や事務局の皆様に支えていただき

ながら、身体や知的、精神等の障害特性を尊重しつつそれのみに目を奪われることなく、障害のある人が共通に抱

えている孤独感から来る様々な問題について寄り添える取り組みを考えて行きたいと思います。また、新たな社会

資源を生み出す実効性を持つ場にしていきたいと思いますので、皆様どうかよろしくお願いいたします。 



 

 平成 25 年度 第１回世田谷区自立支援協議会を開催しました！ 
平成２5 年７月１2 日(金)平成２5 年度第１回世田谷区自立支援協議会を   

開催しました。委員委嘱、会長選任、副会長指名、各エリア・部会からの 

活動報告を行い、委員の皆様と意見交換を行いました。  

 

 委員の方からのご意見 
 

相談支援の課題 福祉ｻｰﾋﾞｽの課題  GH・CH の課題 
＊事業所の新規参入がなかなか進

まない。 

＊報酬単価が大変低く、安定した

事業の運営がむずかしい。 

＊障害についての相談先がはっき

りしない。 

＊保護者に相談支援の事が浸透し

ていない。 

 ＊障害を理解してヘルプして下

さるヘルパーさんが少ない。 

＊休日に障害者が一人で過ごさ

ざるをえない状況の際、支援がな

かなか届いていないなぁと実感

する。 

＊重複する障害だとか、発達障害

の問題だとか、複合的に絡んでい

る障害の方が増え、支援が難し

く、該当するサービスも少ない。

＊法の谷間に落ちてしまう方が

増えている。 

＊世田谷区の障害福祉計画の中

でグループホーム・ケアホーム

を増やす見込み量をたてている

がいっこうに増えていくものが

見えていない。これについて何

が原因なんだろう、どこに手を

打たなくてはいけないだろう、

というような具体的なものを皆

さんと一緒になって検討をして

いけたらなぁと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

医療の課題  
＊調剤薬局に見える方より「ここ

だけにしてねっ！という話が結構

ある。」お医者さんにどうやってフ

ィードバックしていったらいいの

か考えたい。 

 

 

教育の課題  

 ＊特別支援学校の生徒数の増、

また障害程度の多様化や重複障

害も増。教職員の専門性の向上

等必要。 

＊医療的ケアを必要とする児童

への対応が課題。 

 障害理解の課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催：第 2 回自立支援協議会  

              平成 26 年 2 月 14 日（金）19 時～21 時 総合福祉センター 研修室  

 

 
 

自立支援協議会のホームページ：http://www.city.setagaya.tokyo.jp/
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＊民生委員は高齢者の名簿は持

っているが、障害者の方の名簿と

いうのは持っていなくって、声を

上げて下さる方だけの把握しか

出来ていない状況。 

個人情報の課題 ＊司法の部分での障害を持たれ

た方に対する理解がもう少し進

むともうちょっと地域の目も暖

かくなるように思う。 

所得補償の課題 
人材育成の課題 

＊制度的な年金というものも

あるが作業所の賃金も所得補

償ということで見直しをする

とだいぶ違っていくのかなと

いう風にも考えている。 

虐待の課題 ＊相談支援事業を行う中で、支援

者には相談支援の高いスキルを

身につけていただきたいと願っ

ている。 

＊現在虐待に合っている方に対

する支援体制はスタートしてき

たが、過去に虐待を受けた方への

支援はまだない。 

1 つでも具体的な解決ができるように 

この自立支援協議会を通じての実現を目指します 

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/


 
砧エリア自立支援協議会 

 今年度、新しいメンバーを交え、じっくり話し合いが始ま

りました。各地域に地域障害者相談支援センターが設置さ

れ、保健福祉課や相談支援事業者等と、連携を取り合い相

談支援を進めていく必要がある中、相談支援の充実（知る）

をテーマに、会議を進めてまいります。 

 第１回 25 年 10 月 4 日（金）17：30～19：30 

テーマ 相談支援って？（運営メンバーがロールプレイを

実演します） 

 第２回 26 年 2 月 28 日（金）17：30～19：30 

 砧エリア自立支援協議会事務局 

砧総合支所保健福祉課障害支援担当 新井・前田 

 電話番号：03-3482-8198 

FAX 番号：03-3482-1796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世田谷エリア自立支援協議会 

 世田谷エリアでは、第 1 回エリア協議会（5／2７）「こ

れって虐待かも？！」を開催しました。虐待防止法をテー

マに設け、事例検討を通して障害のある方への虐待につい

て学びを深めると同時に、普段なかなか関わりが持てない

他事業所の方と交流をする機会ともなりました。当日は、

世田谷エリアの障害福祉関係事業所（通所、居宅系）あん

しんすこやかセンターなど多くの方に参加をしていただ

きました。他事業所の方とのグループワークを通し、普段

施設内では得られない情報、考えなどを共有する機会とな

りました。 

 次回予定：平成２５年１０月８日（火曜日） 

午後６時３０分～８時３０分 

テーマ「相談支援事業ってなに？ 

～計画作成からサービスまでの流れ～」 

会場 世田谷区役所第３庁舎 ３階 ブライトホール 

 世田谷エリア自立支援協議会事務局 ： 

世田谷総合支所保健福祉課障害支援担当 濱田・岡田・早川

 電話番号：03-5432-2865 

 FAX 番号：03-5432-3049 

北沢エリア自立支援協議会 

 25 年度、北沢エリア自立支援協議会は、『相談支援の充

実―出会い、つながり、支えあい―事例から考える』をテ

ーマに、それぞれの日常業務をバックアップするネットワ

ークづくりを進めています。６月 14 日の協議会では、指

定特定相談支援事業所の方々から、実際に行なっている相

談支援事業についてお話しいただき、支援の事例を紹介し

ました。運営委員会でも随時事例検討を実施しており、８

月 27 日には、エリア内の指定特定事業所、北沢地域障害

者相談支援センターに拡大した事例検討会を行ないまし

た。北沢では若い、または経験年数の浅い支援者も、ベテ

ランも、当事者も「出席して良かった！」と思えるような

会の運営を目指して参ります。多くの方のご参加をお待ち

しております。 

 北沢エリア自立支援協議会事務局 

北沢総合支所保健福祉課障害支援担当 吉田 

 電話番号：03-3323-1734 

 FAX 番号：03-3323-9925 

玉川エリア自立支援協議会 

 ５月１７日に「相談支援とサービス等利用計画について」

の研修会を開き、７月１２日には「成年後見制度の概要、

成年後見人の役割について」の研修会を開きました。質問

も多数でて、有意義な研修会になりました。 

 今後の活動については,赤塚光子先生（元立教大学コミュ

ニティ福祉学部教授）から「意思決定の支援を考える」と

いうテーマで事例を交えながら研修会を開く予定です。 

 ①平成２５年１１月１日（金）18 時～２０時 

②平成２５年１２月６日（金）18 時～２０時 

③平成２６年１月３１日（金）18 時～２０時 

玉川区民会館第１・２集会室（玉川総合支所４階） 

 玉川エリア自立支援協議会事務局 

玉川総合支所保健福祉課障害支援担当 加納 

 電話番号：03-3702-2092 

 FAX 番号：03-5707-2661 

地域移行部会 

 平成２５年度第１回の地域移行部会を６月１９日に開催

しました。区内外から３８名の方に参加していただきまし

た。この部会は、毎回テーマを設け、障害者が安心して地

域で住み続けるための基盤整備について検討しています。 

 世田谷区では、今年度から地域障害者相談支援センターを

５か所設置し、新たな相談体制がスタートしています。今

回の部会では、「今年度の地域移行の体制」をテーマとし、

地域移行に携わる方々に地域移行の制度や流れについて

情報提供をしていただき、その後参加者同士で積極的、活

発な意見交換を行いました。地域障害者相談支援センター

の活用を含めて、今後の地域移行、地域定着における問題

や課題について、全体で共有しました。 

 地域移行部会事務局： 

世田谷保健所 健康推進課 こころと体の健康担当 窪田 

 電話番号：03-5432-2947 

 FAX 番号：03-5432-3022 

烏山エリア自立支援協議会 

  このたび烏山エリア自立支援協議会の会長を仰せつかり

ました福田良一と申します。現在は障害の重い方々が日中

通われる給田福祉園に勤務しております。烏山地区は昭和

大学烏山病院があるためか、精神の方々が多く住んでいる

地区であり、相談件数も精神の方々が増えているようで

す。 

 自分の住み慣れた環境で生活が充実できるような地区

になることを願っています。区民の皆さまの笑顔が多くみ

られるような環境を皆さまと共に構築できるよう努力し

てまいります。 

 10 月８日（火）19：00 より、烏山区民センターにて、

エリア自立支援協議会を開催します。電話相談の事例をと

おし、対人援助のあり方や、関係機関の連携、地域の課題

など、自由に意見交換する予定です。 

 地域の中で、気ままに立ち寄れる居場所の情報を集めてい

ます。喫茶店でも、公共施設でも、こんなところで、くつ

ろいでいるよという情報があればお知らせください。 

 烏山エリア自立支援協議会事務局： 

烏山総合支所保健福祉課障害支援担当 石井・神田・鈴木

 電話番号：03-3326-6115 

 FAX 番号：03-3326-6154 


