
西南エリア連絡会 第２回 全体会 次第 

 令和２年１２月１日（火）１５：００～１６：４５ 

西区役所３階大会議室及び Zoom による Web 会議  

次 第 

１ センター長あいさつ 

２ 構成員自己紹介                10 分 

３ 浜松市自立支援協議会 体制報告        10 分 

（資料あり） 

４ 浜松市自立支援協議会 活動報告        10 分 

５ 西・南エリア連絡会 活動報告         20 分 

   （資料あり） 

６ 質疑応答                   20 分 

７ 意見交換                   20 分 

８ 西・南エリア連絡会 キャッチコピー検討    30 分 



No. 所属 氏名 備考

1 四季の郷 袴田章彦 Web

2 三方原病院 小山友理子 Web

3 新津民児協 澤根緑 Web

4 相談まど 鈴木宏幸 Web

5 手をつなぐ育成会 松井章子 Web

6 あさぎり 仲安寛元 Web

7 浜松自立支援センター 水島秀俊 会場

8 SSW 長坂聖子 会場

9 基幹相談支援センター 永田貴裕 Web

10 西区社会福祉課 内藤淳 会場

11 南区社会福祉課 安間俊弘 会場

10 西・南障がい者相談支援センター 古澤則仁 会場

11 西・南障がい者相談支援センター 森田能行 会場

12 西・南障がい者相談支援センター 長谷瞳 会場

13 西・南障がい者相談支援センター 後藤翔一朗 会場

14 西・南障がい者相談支援センター 山本恭子 会場

15 西・南障がい者相談支援センター 横田佑輔 会場

第2回全体会　参加者名簿

くるみ袴田さん、可美社協鵜飼さんは欠席。

【Web】　　　　【会場】　　　　【合計】　



西南エリア連絡会活動実績

西南エリア連絡会について、課題整理

部会名 開催時期 内容
4月16日
6月10日

今年度の活動について
今年度のスケジュール再設定と課題整理

こども部会（西エリア）

10月5日

9月18日
11月27日

8月18日
9月15日

7月29日
8月27日
10月8日
11月11日

こども部会（南エリア）

相談支援部会

9月29日
10月30日

7月21日

10月26日
11月17日

今年度の取り組みについて
センターの体制説明と今後の取り組みについて

部会の活動について・各事業所の現況報告
委託センターと計画相談事業所の連携について

課題整理と研修について
課題整理における各機関の役割分担と研修について

今年度の活動について
事業所見学について
冊子作成について
冊子作成について

研修
研修の振り返りと課題整理・インフォーマル資源の発掘・パンフレット作り

センターの体制説明と今後の取り組みについて

地区部会（五島・河輪）

地区部会（可美・新津・白脇）

新型コロナウイルスに伴うケース報告、
コロナ禍での生活で本人や支援者の役割について（グループワーク）

10月28日、29日

今年度の取り組みについて11月30日

事例検討部会

地区部会（飯田芳川）

今年度の取り組みについて
センターの体制説明と今後の取り組みについて

11月30日
10月7日



コロナにおける各事業所（就労訓練事業所）の対応と対策について意見交換。コロナワーキング

事務局会議

全体会

西南エリア連絡会活動実績

ワーキンググループ

部会名 開催時期 内容

全体会
8月

12月1日
書面決裁、活動計画（案）、体制図（案）、承認
第2回 活動報告等

7月 みをつくし特別支援学校アンケート実施

部会名

部会名 開催時期 内容
毎月開催 地域課題、部会報告、今後の活動について、その他

7月 授産製品カタログ販売
開催時期 内容

その他の活動

8月21日
部会名 開催時期 内容

その他

事務局会議



氏名 備考

学識経験者 聖隷クリストファー大学　社会福祉学部 川向　雅弘

医療 メンタルクリニックダダ 大嶋　正浩

計画相談 相談支援センターだんだん 川嶋　章記

当事者 浜松市手をつなぐ育成会 小出　隆司

社協 浜松市社会福祉協議会　地域支援課 宇佐美　嘉康

教育 浜松市立雄踏小学校 高橋　祥二

入所 社会福祉法人　天竜厚生会 富永　直樹

通所 社会福祉法人　みどりの樹 海野洋一郎

浜松市発達医療総合福祉センター 内藤　由美

浜松市根洗学園 松本　知子

中区社会福祉課　課長 北村　聡

東区社会福祉課　課長 鈴木　誠隆 Zoom参加

西区社会福祉課　課長 大澤　利道

南区社会福祉課　課長 稲葉　友亮 Zoom参加

藤野　正彦

代理：鈴木　勝久

浜北区社会福祉課　課長 伊藤　弘和 Zoom参加

天竜区社会福祉課　課長 芦澤　信之 Zoom参加

教育委員会　指導課　担当課長 石川　博則 Zoom参加

中障がい者相談支援センター　センター長 藤川　晴海

東障がい者相談支援センター　センター長 玉木　祐次郎

西・南障がい者相談支援センター　センター長 後藤　翔一朗

北障がい者相談支援センター　センター長 本宮　早奈映

浜北・天竜障がい者相談支援センター　センター長 今田　将晴

相談支援事業所シグナル　所長 尾関　ゆかり Zoom参加

障がい者基幹相談支援センター　センター長 雨宮　寛

障がい者基幹相談支援センター 岸　直樹

障がい者基幹相談支援センター 永田　貴裕

障がい者基幹相談支援センター 山下　由香

障がい者基幹相談支援センター 松井　亮

障害保健福祉課　課長 久保田　尚宏

障害保健福祉課　担当課長 鈴木　博

障害保健福祉課　課長補佐 夏目　健一

障害保健福祉課　精神保健グループ長 河合　龍紀

障害保健福祉課　医療・就労グループ長 仲井　俊二

障害保健福祉課　指導グループ長 金原　正剛

障害保健福祉課　政策調整グループ長 橋本　啓司

障害保健福祉課　生活支援第１グループ長 矢崎　理加

障害保健福祉課　生活支援第２グループ長 柴田　多美子

障害保健福祉課　生活支援第２グループ 山内　愛美

委員所属先

浜松市

庁内出席者

事務局

令和２年度　浜松市障がい者自立支援協議会　市全体会構成員名簿

北区社会福祉課　課長

2



浜松市障がい者自立支援協議会

目標：「支え合いによって、住み慣れた地域で希望を持って安心して暮らすことができるまち」

＜エリア全体会＞（協議ができる人数）
構成員：計画相談・その他事業所 等
出席者：障害保健福祉課
（オブザーバー：基幹相談）

＜エリア事務局会議＞（月１回）

・委託相談・区社会福祉課

＜当事者と意見交換ができる場＞

・家族・当事者・委託相談・区社会福祉課
※エリア部会やワーキングへの参加でも可

部会

障害者施策推進協議会

障がい者自立支援協議会

市主催の
会議

＜市全体会＞（年２回開催）

構成員：学識経験者・計画相談・社協・専門部会会員・当事者・教育関係・医療関係・事業所（入所、通所）

浜松市発達医療総合福祉センター・浜松市根洗学園

出席者：区社会福祉課・教育委員会

＜当事者部会＞

・当事者・家族

＜専門部会＞

・専門職・委託相談・区社会福祉課

相談支援部会

権利擁護部会

地域生活部会

報告・提言

＜企画会議＞（隔月開催）

構成員：委託相談（各エリア１人）

各区社会福祉課

＜事務局会議＞

・基幹相談・障害保健福祉課＋α

依頼・報告

市全体会

①課題解決に向けた協議

②困難事例の共有

③市への施策、提案

④協議結果の報告

企画会議

①あがってきた課題の整理

②困難事例等情報の整理

③社会資源の改善

④困難事例の協議

⑤各部会の情報共有・発信

⑥エリア活動報告

※企画会議の中に事務局会議を置く。

①企画会議の案件を煮詰める場

専門部会

①課題解決のための調査・研究

②提言書作成

障がい児、障がい者通じて

※課題を元に、テーマ設定

※テーマは企画会議で決定

※メンバーは事務局会議で選出、

企画会議で決定

※スケジュールを組み、進める。

※ワーキンググループ設置可

※エリアの部会と連携

エリア全体会

①地域課題の抽出と解決に向けた協議

②地域ネットワークの構築

③社会資源の改善

④困難事例の共有

当事者部会

①障害者施策等についての意見交換

②専門部会やエリア活動状況の報告

部会

※地域の実情に合わせて設置

※市専門部会との連動

※ネットワーク構築

※困難事例の協議

エリア事務局会議

①連絡会の運営に関すること・

②エリアの課題に関すること

各団体等

主催の会議

※個別支援会議での事例の積み重ねから課題を抽出
※課題は「できること持ち寄りシート」により提案

エリア連絡会 報告・提案

とりまとめ
・基幹相談

・障害保健福祉

報告・提案

事務局：障害保健福祉課・基幹相談・委託相談

事務局：委託相談・区社会福祉課



浜松市障がい者自立支援協議会 第 2回全体会 傍聴会のご案内 

令和 2年 12 月 1日（火） 

日 時 ： 令和 3年 1 月 18 日（月） 10：00～12：00 

場 所 ： 南区役所 3 階 31 会議室 

目 的 ： 市協議会の活動内容をエリア連絡会活動に反映させ、より市との連動を

意識した連絡会活動及びエリアの支援体制の構築につなげる。 

内 容 ： 市協議会全体会 Ｚｏｏｍ使用による傍聴 

      ※会場では事務局スタッフが同席し補足説明をさせて頂きます。 

      ※個別での傍聴も可能です。 

連絡方法 ： 1/8（金）までに FAX もしくはメールにてお願い致します（別表あり）。

ＦＡＸ 053-596-5100 

メール soudan-center@csc-hamamatsu-nm.jp 



（別表） 

1/18 市協議会全体会 傍聴会 参加連絡票 

（FAX 053-596-5100） 

事業所名（                ） 

電話（                ） 

氏 名 会議選択 メールアドレスｏｒＦＡＸ 

 ①会場参加 

②個別参加 

※②の方のみ 

※不参加の方につきましては、ご連絡は不要です。 

※②個別参加を選択された方には、ID、パスワード等をメールでお知らせ

しますので、メールアドレスもしくは FAX をご記入ください。 


