
 

平成３０年度 第１回周南市地域自立支援協議会 

 

日時 平成３０年７月２６日（木）１５時～ 

場所 周南市文化会館 地下練習室１ 

 

１ 福祉医療部部長あいさつ 

 

２ 委員及び事務局の自己紹介 

 

３ 議 事 

(1) 相談支援会議・専門部会の本年度の事業計画について 

・相談支援会議  〔小笠原議長〕 

 

 

・地域生活部会  〔服部部会長〕 

 

 

・就労部会    〔住出部会長〕 

 

 

・教育部会    〔手島部会長〕 

 

 

 

(2) 第３期周南市障害者計画の進捗状況について 

 

 

 

 

(3) 第４期周南市障害福祉計画の進捗状況について 

 

 

 

 



 

(4) 医療的ケア児に対する支援について 

 

 

 

 

(5) 地域生活支援拠点等の整備について 

 

 

 

 

(6) 重度訪問介護の支給決定について 

 

 

 

 

 

４ その他 

 



任期：平成29.6.1～平成32.5.31

氏　名
市要綱第３条

等の区分

1
周南市身体障害者団体連合会
会長

徳毛　裕之 障害者団体

2
周南市手をつなぐ育成会
会長

澤重　敏郎 障害者団体

3
周南さわやか家族会
会長

田中　紘子 障害者団体

4
徳山医師会
副会長

津永　長門 医療団体

5
山口県社会福祉士会
下松市・光市・周南市ブロック

岡崎　裕美 福祉団体

6
周南市障害者施設共同受注センター協議会
会長

通山　賢一 福祉団体

7
周南市障害者福祉ネットワーク協議会
会長

河崎　　進 福祉団体

8
民生委員児童委員協議会
理事

藤井　俊秀 福祉団体

9
周南市社会福祉協議会
本部業務課（ボランティア担当)

栗本　真志 ボランティア団体

10
徳山公共職業安定所
次長

南　　政彦 行政機関

11
徳山総合支援学校
校長

浦町　　浩 学識経験者

12
周南総合支援学校
校長

村岡　秀明 学識経験者

13
徳山大学　福祉情報学部
教授

井上　　浩 学識経験者

14 公募委員 信吉　重治 公募委員

15 公募委員 井上　敏弘 公募委員

16 公募委員 板村　七重 公募委員
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周南市地域自立支援協議会の概要    

(1) 経緯  障害者総合支援法第８９条の３に基づき、平成１９年５月に設置 

(2) 目的  ・地域の障害福祉に関するシステムづくりについての協議 

・障害福祉の計画の策定及び進行管理について、広く市民の意見を反映する 

(3) 構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

周  南  市 

Ａ周南市地域自立支援協議会 定例協議会 

Ｄ専門部会 

a 地域生活 

b 就 労 c 教 育 

 

Ｃ相談支援会議 

周南市地域自立支援協議会 

Ｂ運 営 会 議 

施策の提案 

地域課題の解決策

を提案 

地域課題を抽出 
地域課題の検

討結果を報告 

計画案等の提示 

１周南市障害者差別解消支援地域協議会 

※地域生活部会に調査依頼し、報告・提言を受ける 

地域課題の 

検討を依頼 
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(4) 地域自立支援協議会を構成する会議の機能 

 

会議の名称 機  能 人員構成等 

Ａ定例協議会 ・各機関の代表者レベルの協議 

・地域の現状や課題について地域の関

係者（代表者レベル）が情報共有・

協議 

・施策提言の場 

◇１６名 

障害者団体、医師会、福祉団体、総合支援学校、

ハローワーク、など 

１周南市障害者

差別解消支援地

域協議会 

○障害者差別解消に係る、以下の事項 

・相談事例等の情報共有 

・差別解消の取組みの共有・分析 

・関係機関間の連絡調整等 

・差別解消に係る周知・啓発に関する

指導・助言 

◇Ａ定例協議会委員に同じ 

 

Ｂ運営会議 ・協議会全体の方向性、日程等の協議 

・定例協議会の準備会議 

・地域課題の専門部会への振り分け 

・専門部会で検討された地域課題の解

決策を、定例協議会に提案 

・障害者の福祉を考える集いの企画協

議等 

◇４名 

各専門部会部会長 ３名 

相談支援会議議長 １名 

Ｃ相談支援会議 ・ケアマネジメントのスキルアップに

関する協議、活動 

・個別支援会議の開催による困難事例

等の検討 

・障害者からの各種相談を受ける立場

から、地域課題の抽出、整理 

◇１５名程度 

指定特定相談支援事業所 

障害者就業・生活支援センターワークス周南 

Ｄ専門部会 a 地域生活部会 

・障害者が地域社会で生活することに

ついて、関係者（実務者）を中心と

した情報共有、課題協議、活動 

◇１０名程度 

指定特定相談支援事業所、病院、障害福祉サービ

ス事業所、ボランティア団体代表者、（社）山口

県宅地建物取引業協会周南支部など 

ｂ 就労部会 
・障害者の就労という側面から、関係

者（実務者）を中心とした情報共有、

課題協議、活動 

◇１０名程度 

障害者就業・生活支援センターワークス周南、防

長交通株式会社、総合支援学校、病院、要約筆記

者団体、保護者団体など 

ｃ 教育部会 

・教育という側面から関係者（実務者）

を中心とした情報共有、課題協議、

活動 

・発達障害に関する支援の取り組みの

情報共有、課題協議、活動 

◇１０名程度 

教育委員会、総合支援学校、幼稚園関係者、保育

園関係者、療育・発達支援機関、指定特定相談支

援事業所、保護者など 
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相談支援会議相談支援会議相談支援会議相談支援会議 氏名 勤務先等

1 議長 小笠原　明美 総合相談支援センター　ぱれっと

2 手島　みゆき 総合相談支援センター　ぱれっと

3 岩田　教子 総合相談支援センター　ぱれっと

4 羽部　真彦 地域生活支援センター　ウィング

5 岡村　浩二 相談支援センター　しょうせい苑

6 中谷　千晶 相談支援センター　しょうせい苑

7 西岡　繁樹 障害者就業・生活支援センター　ワークス周南

8 末田　真由美 相談支援センター　拓未

9 境　重彦 相談支援センター　かのがくえん

10 潮田　やよい 相談支援センター　かのがくえん

11 渡辺　恵 相談支援センター　つくし園

12 磯地　美香 相談支援センター　ビサイド

13 小島　千津子 相談支援センター　ビサイド

14 藤井　直子 きかん車

地域生活部会地域生活部会地域生活部会地域生活部会 氏名 勤務先等

1 部会長 服部　恭弥 デイサービスセンターけあぽーと

2 副部会長 磯地　美香 相談支援センター　ビサイド 兼相談支援会議

3 木本　安一 木本商事株式会社

4 池田　光子 NPO法人徳山ポレポレくらぶ

5 貞久　俊子

6 道元　博美 周南あけぼの園

7 上田　静香 徳山静養院

8 日下　優子 公募委員

9 田中　秀尚 公募委員

就労部会就労部会就労部会就労部会 氏名 勤務先等

1 部会長 住出　政虎 就労移行支援事業所　夢ワークあけぼの 

2 副部会長 佐々木　健一 徳山公共職業安定所 

3 中本　勝吉 障害者就業・生活支援センター　ワークス周南

4 西岡　洋 防長交通株式会社

5 北野　克志
障害者施設共同受注センター協議会事務局
（就労継続支援事業所　セルプ周陽）

6 万徳　洋平 山口県立徳山総合支援学校

7 行田　眞季 山口県立周南総合支援学校

8 藤井　靖太 山口県立田布施総合支援学校

9 中村　知子 手をつなぐ育成会

10 松村　泰子 手をつなぐ育成会、知的障害者相談員

11 高井　宏子 徳山静養院

12 八木　真澄 就労継続支援施設　第一よろこび

13 山﨑　尚隆 就労継続支援（Ｂ型）事業所　白鳩学園育成館

教育部会教育部会教育部会教育部会 氏名 勤務先等

1 部会長 手島　みゆき 総合相談支援センター　ぱれっと 兼相談支援会議

2 副部会長 山田　恵子 山口県立徳山総合支援学校

3 八木　伸江 周南市教育委員会学校教育課

4 森下　美穂 周南市幼児ことばの教室　徳山教室

5 川崎　玲子 保育幼稚園課

6 吉永　裕子 山口県立周南総合支援学校

7 山下　さち子 鼓ヶ浦つばさ園

8 末廣　祥子 共に生きる会

9 河村　奈菜 保護者

◆　延員45名　　　〔　実員43名　〕

平成３０年度　周南市地域自立支援協議会　相談支援会議・各専門部会　委員名簿

-4-


