
 

世田谷区自立支援協議会とは、

  障害のある人のくらしについて、共通認識を 
持てるよう地域の実態や課題の情報を集約し、 

課題解決に向けて協議を行います。また、地域の 

課題解決に向けた地域づくりを行います。 

 
平成２６年度世田谷区自立支援協議会シンポジウム 

 『障害者が世田谷で自分らしく暮らす』 
 ～みんなにわかる障害者権利条約と私たちの暮らし～ 

  ＜平成２７年1月16日（金）１０時～１２時５０分 玉川区民会館ホールにて＞ 

 第１部は、藤井克徳氏（日本障害フォーラム幹事会議長）にお話しをしていただきました。 

 ・「障害者権利条約は、障害のある人を支援するための世界の共通ルールです。世田谷で暮

らしてよかったと心底思えるためには、今の幸せというよりも、将来の不安、これから先々

の不安をなくしていくこと、そして自身を取り巻く環境をどう変えていくかが大切です。」 

 ・「また、障害者権利条約のすばらしいところは、作る過程に障害当事者を加えて議論をし

てきたところです。『私たち抜きに私たちのことを決めないで』障害問題を語るときに、障害

のある人を抜いて決めては、本物は生まれません。」 

 などのお話しとともに、映像や音楽そして詩の朗読を交えながら「権利条約」についてわ

かりやすく説明していただきました。 

 第２部は、障害のある当事者３名とご家族に参加いただき、現在の自分が何をしているの

か、そして５年後の自分がどうなっているかをお話していただきました。 

 当事者やご家族のお話は、将来に向かって自分の希望を実現したいというとても心を打つ

内容で、大変好評でした。 

 このシンポジウムには、約２３０人の方にご来場いただきました。                     
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【平成２６年度第２回自立支援協議会報告】 

・平成２７年１月３０日（金）１９時～２１時 総合福祉センターにて第２回世田谷区自立支援

協議会を開催しました。 

 「せたがやノーマライゼーションプラン及び第４期世田谷区障害福祉計画について」、「地域

包括ケアの地区展開」、「サービス等利用計画作成の今後の進め方」などの説明がありました。 

 せたがやノーマライゼーションプラン及び第４期世田谷区障害福祉計画には、自立支援協議

会へ提出した意見も反映されました。 

 今後とも自立支援協議会では、皆さんから寄せられた声などを発信するとともに、より良い

暮らしのできる地域になるように話し合いをしていきたいと考えています。 

 

【平成27年度活動予定】 

・平成２７年度世田谷区自立支援協議会を7月と平成２８年１月の２回開催する予定です。 

・平成２７年度世田谷区自立支援協議会シンポジウムは、１２月１８日（金）10時～ 烏山 

区民会館ホールにて行う予定です。 

 

 

             
  

 

 
 

相談支援 

（総合支所・保健福祉課障害支援・相談支援事業所） 

                
地域で解決策を考える          相談員による直接支援 
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北沢エリア自立支援協議会 
北沢エリア自立支援協議会では、平成

２６年度は「相談支援と自立支援協議

会」というテーマで部会を開催し、そこ

でのアンケートをもとに「障害者の高齢

化」「家族支援」「障害児支援」の３つの

テーマを決め、そのテーマごとに課題や

それに向けた解決方法を話しあってい

きました。３月にはまとめとして「地域

づくり～高めよう！地域のコーディネ

ート力～」をテーマにパネルディスカッ

ションを行いました。各テーマで出てき

た課題は様々でしたが、共通して、福祉

関係の事業所のみでない地域でのネッ

トワークづくりをしていく必要がある

という事が共通の認識として出てきま

した。平成27年度は、地域包括システ

ムの地区展開も視野にいれ、新たにあん

しんすこやかセンターや社会福祉協議

会の方も運営委員に加わり「地域づく

り」をテーマに、高齢、医療、教育など

様々な分野の方々にご参加頂き、地域の

課題の解決に向けた取り組みができれ

ばと考えております。6月にはその導入

として「北沢地域をどう見るのか」とい

うテーマでグループワーク開催します。 

 

【事務局】北沢総合支所保健福祉課 

障害支援 

 TEL 3323－1734 

 Fax 3323－9925 

 

 

玉川エリア自立支援協議会 

平成26年度は、関わっていた

だく方の幅を拡げようと民生委

員をはじめ地域の方々、医療関係

者、あんしんすこやかセンターと

の連携を深めました。また、事例

検討や勉強会を行い、障害がある

方の意思決定支援について学び

を深め、実践の場に活かしていけ

るよう意見交換を行いました。 

 平成２７年度はさらに活動を

発展させて、年３回の研修会を行

い、地域での課題抽出ができるよ

うに研修内容の充実を図り、振返

りをしていく予定です。今年度も

地域の幅広い福祉に携わる方に

参加して頂けるよう、連携を深め

ていきます。試行錯誤になると思

いますが、障害のある方の地域で

の自立生活を支えていきたいと

いう熱い思いをもった委員が活

発に意見交換を行い、皆さんにと

って「あってよかった」と思って

頂ける協議会を目指します。 

 

【事務局】玉川総合支所保健福課

障害支援 

   TEL 3702－2092 

    Fax 5707－2661 

砧エリア自立支援協議会 
 平成２６年度は「相談支援を学
ぶ、深める～計画相談を通じて

つながりを考えよう～」とし、

医療的ケアの必要な事例をもと

にグループワークを行い、障害

者（児）の方・家族の方・各事

業所のつながり、また福祉サー

ビスへのつながり等、様々なつ

ながりの中で、その人の望む生

活の実現に向けた支援を考え、

皆で自分達の地域での課題の抽

出に向けた情報交換をしまし

た。平成２７年度は高齢化をテ

ーマとして、「みんなもいつかは

高齢者～それぞれが安心した老

後を迎えるために～」と題し、

事例検討から、その人らしく安

心して暮らせる地域つくりや、

支え合うつながりを広げなが

ら、より生きたネットワークつ

くりを目指したいと思います。

第１回砧エリア自立支援協議会

は平成２７年１０月９日（金）、

砧総合支所で開催予定です。 
 

【事務局】砧総合支所保健福祉課
障害支援 

   TEL 3482－8198 

 Fax 3482－1796 

 各エリア自立支援協議会と各専門部会の活動状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世田谷エリア自立支援協議会 

平成２６年度の取組み 

【第１回企画】テーマ：こんなとき何

ができる？～世田谷地域で私たちに

できることを一緒に考えてみません

か。～ 

【内容】知的障害の基礎知識、テーマ

に沿ったグループワーク 

【考察】さまざまな職種や民生委員の

参加により、実際の地域での困りごと

や、地域で暮らしている方の思いを共

有することが出来ました。 

【第２回企画】テーマ：こんなときど

こに相談すればいいの？～障害にか

かわる「困ったこと」どこに相談すれ

ば良いのか一緒に考えてみませんか。 

【内容】精神障害者の基礎知識、テー

マに沿ったグループワーク 

【考察】２回の企画を通して、障害の

ある方や家族の高齢化、住まい、障害

の理解、困りごとの重なる家族への関

わりなど、地域の課題を抽出すること

が出来ました。 

平成２７年度の方針 

障害のある方が、世田谷地域で長くく

らしていくため、①地域の中のつなが

りを作ります。②障害のある方の暮ら

しについて考えます。 

【事務局】世田谷総合支所保健福祉課

障害支援 

TEL 5435－2865 

Fax 5432－3049 

地域移行部会  
地域移行部会は、精神科病院に入院している方への地域移行に向けた支援のあり方や課題につ

いて検討することを目的とする専門部会です。部会には病院職員や相談支援事業者、障害福祉サ

ービス事業者（居宅、通所施設等）、地域包括支援センター、区や都の保健福祉関係担当職員が

参加しています。 

地域移行部会では、部会を毎年４回開催し、地域移行に係る制度や仕組みの情報共有、当事者

の方から地域への退院についての話を聞くことや事例共有などを行っています。参加者が意見交

換を行うグループワークをプログラムに入れて、課題抽出のほか、関係機関の方々の顔の見える

関係をつくっていくことも重要なことと考えています。これまでの部会の様子については、区の

ホームページに掲載している「地域移行通信」をご覧ください。 

【事務局】 世田谷保健所健康推進課こころと体の健康担当  

     TEL 5432－2947 Fax 5432－3022 

虐待防止・権利擁護部会 

権利条約の批准や障害者虐待防止法施行など法整備が進む中、障害のある人を取り巻く環境は

変わりつつあります。しかし、まだまだ課題や問題があるのも事実です。 

 制度を作るのは人であり、それを活用するのも人です。地域で安心して自分らしく生活してい

くことが保障されるためにも、障害のある人の権利擁護にはしっかりと取り組んで行かなくては

なりません。当部会は次の３つを柱として活動していく予定です。 

（１）「虐待防止」虐待を防ぐための活用を主な目途に、モデル事例集等の作成を目指します。 

（２）「権利擁護」障害を理由に人権が侵されないための活動を検討し、実践していきます。 

（３）「意思決定支援」障害者の意思自己決定について検討していきます。 

  身近で、そして大きなことがらでもある「権利擁護」について、皆さんとともに考えていき

たいと思います。 

 【事務局】 世田谷区障害施策推進課事業担当 TEL 5432－2413 Fax 5432－3021 

烏山エリア自立支援協議会 
平成2７年度のテーマは、「地
域で住まう（住居を中心に）」(仮
題)年３回（9月、11月、 2月）
開催予定です。皆さまの参加をお
待ちしています 
平成２６年度開催した３回連
続「知的障がい者の単身生活」の
結果をもとに、「地域」「住まい」
をキーワードに、＜障がい＞のあ
る当事者とご家族の生活を掘り
下げます。 
 烏山エリアが、障がいの種別・
程度を問わず、いつまでも安心し
て暮らしていける地域、幼いころ
から共に育つ地域になるため、必
要な手立てを探ります！ 
エリア自立支援協議会運営会議
メンバー 
・うるおいの里 
・なごみ福祉会ここから  
・相談支援センターちぐさ 
・相談室にじのこ 
・Team shen m.a   
・グループホームここから 
・さくらハウス 
・昭和大附属烏山病院 
・烏山福祉作業所 
・給田福祉園 
・ニチイケアセンター烏山       
・地域社会福祉協議会事務所 
・地域障害者相談支援センター  
 
【事務局】烏山総合支所保健福祉課障害支援 
TEL 3326-6115 
Fax 3326-6154 

 


