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資料１ 

第 1 号議案 

 

令和３年度東区障害者自立支援連絡協議会事業報告（案） 

 

１．自立支援連絡協議会全体会 

開催日及び場所 内        容 

5 月 21 日(金) 

総会(書面決議) 

 

 

 

6 月 4 日(金) 

講演会(動画配信) 

・令和２年度東区障害者自立支援連絡協議会事業報告（案）につ

いて 

・令和２年度決算報告（案）について 

・令和３年度東区障害者自立支援連絡協議会事業計画（案）につ

いて 

・令和３年度予算書（案）について 

 

・テーマ 

「意思決定支援ってなに？権利擁護と関係あるの？」 

 講師 又村あおい氏 

 

２．運営会議の開催 

開催日及び場所 内        容 

4 月 30 日(金) 

Zoom 会議 

・総会について 

・講演会について 

・地域生活拠点事業について 

・その他 

8 月 17 日(火) 

Zoom 会議 

・部会報告           

・広報委員会報告 

・福祉製品販売について 

・地域生活拠点事業について 

・今後の協議会活動について 

・その他 

12 月 10 日(金) 

高岳げんき館１F 研修室 

・部会活動から 

・各活動から 

・ブロック会議から 

・今後の協議会活動について 

・その他 
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2 月 1 日(火) 

Zoom 会議 

・公募の結果から今後の対応について 

・ホームページのアンケート結果から今後の対応について 

・今年度の予算の使い方 

・来年度の予算の配分の仕方 

・今年度の運営委員からの提案書について 

・その他 

 

3 月 7 日(金) 

Zoom 会議 

 

・今年度の振り返り 

・来年度の活動計画（ラフプラン） 

・ブロック会議から 

・今後の予定 

 

３．防災部会の開催 

開催日及び場所 内        容 

4 月 27 日（火） 

山吹ワーキング明倫 

１F 

・福祉避難スペースの見学（筒井小学校）について 

・今年度の福祉避難所に対する取り組みについて 

・その他 

5 月 25 日(火) 

Zoom 会議 

・福祉避難スペースの見学（筒井小学校）について 

・その他  

6 月 24 日（木） 

筒井小学校 
 

・筒井小学校福祉避難スペース見学会 

6 月 28 日（月） 

山吹ワーキング明倫 

１F 

・福祉避難スペースの見学（筒井小学校）について 

・その他 

7 月 27 日（火） 

山吹ワーキング明倫 

１F 

・福祉避難スペースについて 

・福祉避難所について 

・その他 

8 月 25 日（水） 

山吹ワーキング明倫 

１F 

・福祉避難所について 

・その他 

9 月 22 日（水） 

Zoom 会議 

・福祉避難所について 

・その他 

10 月 22 日（金） 

東区社会福祉協議会 

１F 

・令和３年度下半期の防災部会活動について 

・その他 

11 月 26 日（金） 

山吹ワーキング３F 

・令和３年度下半期の防災部会活動について 

・その他 
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４．居宅介護部会の開催 

開催日及び場所 内        容 

 開催なし 

 

５．相談支援部会の開催 

開催日及び場所 内        容 

4 月 30 日（金） 

Zoom 会議 
・令和３年度報酬改定講習会 

5 月 19 日（水） 

Zoom 会議 

・新規事業所紹介 

・情報交換会 

・その他 

6 月 9 日（水） 

Zoom 会議 

・勉強会 教えてシリーズ第３弾：難病編 

・その他 

 

7 月 21 日（水） 

Zoom 会議 

・新規事業所紹介 就労継続支援 B 型事業所「りらいず」さ

んより 

・６月分難病勉強会の振り返り 

・各事業所の情報交換 

・その他 

8 月 18 日（水） 

Zoom 会議 

・地域生活支援拠点事業について 

・その他 

9 月 8 日（水） 

Zoom 会議 

・勉強会 教えてシリーズ第４弾：高次脳機能障害編 

・その他 

 

10 月 13 日（水） 

Zoom 会議 

・新規事業所紹介 

・９月分高次脳機能障害勉強会の振り返り 

・11 月開催「障害児についての勉強会」について 

・その他 

12 月 24 日（金） 

東区役所３F 第４会

議室 

・令和３年度防災研修会について 

・令和３年度振り返りについて 

・令和４年度事業計画について 

1 月 28 日（金） 

Zoom 会議 

・令和４年度事業計画について 

・令和３年度防災研修会について 

・その他 

2 月 24 日（木） ・MID-FM ラジオ出演 

2 月 25 日（金） 

ウィルあいち３ F  

会議室６ 

・令和３年度防災研修会 
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11 月 10 日（水） 

Zoom 会議 

・障害児についての勉強会 

・その他 
 

12 月 8 日（水） 

Zoom 会議 

・新規事業所紹介 

・11 月分障害児についての勉強会の振り返り 

・その他 
 

1 月 12 日（水） 

Zoom 会議 

・令和３年度相談支援部会振り返り 

・その他 

2 月 9 日（水） 

Zoom 会議 

・名古屋市自立連絡協議会に提出する課題出し 

・次年度の相談支援部会活動内容案 

・次年度の部会長・副部会長選任について 

3 月 9 日（水） 

Zoom 会議 

・令和４年度相談支援部会活動計画の確認 

・各事業所の情報交換会 

・その他 

 

６．児童部会の開催 

開催日及び場所 内        容 

5 月 20 日(木) 

Zoom 会議 

・第１回児童部会挨拶、令和３年度部会メンバー紹介 

・年間計画、活動、今後のスケジュール 

・その他（連絡事項） 

7 月 15 日(木) 

ウィルあいち３F  

第４会議室 

・ペアレント・プログラム反省会・交流会 

・りんくす名古屋松浦様から全体を通しての感想・意見 

・今後に向けての意見交換 

・その他（連絡事項） 

11 月 10 日(水) 

Zoom 会議 

・障害児相談についての勉強会 

11 月 18 日(木) 

東保健センター２F 第

８会議室 

・11 月 10 日の障害児の勉強会について 

・ペアレント・プログラム研修事業化にあたってのアスペ・エルデ

の会への問い合わせ 

・問い合わせに対するアスペ・エルデの会の回答 

・今後のペアレント・プログラム研修事業化の方向性検討 

・その他連絡事項 

3 月 2 日(水) 

Zoom 会議 

・今年度の振り返り 

・来年度の年間計画及び取り組み 

・来年度予算案 

・その他 
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７．就労部会の開催 

開催日及び場所 内        容 

5 月 27 日(木) 

Zoom 会議 

・自己紹介 

・令和３年度就労部会年間計画確認 

・就労部会アンケート結果・感想 

・各事業所の情報共有 

・その他 

6 月 30 日（水） 

Zoom 会議 

・新規事業所紹介 

・情報共有（コロナ感染症対策等） 

・次回の部会について 

9 月 28 日(火) 

Zoom 会議 

・自己紹介（就労・相談両方） 

・相談員の役割とは？ 

・就労系の説明 

・質疑応答 

・次回の部会について 

10 月 26 日(火) 

Zoom 会議 

・ひまわりサロンについての説明 

・各事業所の意見を聴く 

・開催の有無について決定 

・次回の部会に向けて 

11 月 26 日（金） 

Zoom 会議  

・新規事業所紹介 

・自己紹介・事業所 PR 

・就労部会の説明・今年度の部会の流れについての説明 

・相談支援部会との交流でやりたいことを聴く 

・お知らせ・連絡事項 

1 月 12 日(水) 

Zoom 会議  

・新規事業所 

・相談支援部会との交流・連携について 

・今年度の振り返り・次年度の活動について 

・事務連絡 

・お知らせコーナー  

2 月 15 日（火） 

Zoom 会議 

・令和４年度の事業計画案について 

・次年度からの部会長・副部会長の選任について 

・お知らせコーナー 
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８．みんなで語ろう！わがまち東区（東区障害者自立支援連絡協議会 情報交換会）の開

催 

開催日及び場所 内        容 

 開催なし 

  

９．障害者週間における啓発活動の実施 

実施日 場 所 参加者及び内容 

12 月 1 日 

（水） 

生涯学習センタ

ー 

・福祉製品の巾着袋に日中活動事業所の製品を入れ

て、区役所職員が地域住民に配布した。             

12 月 3 日

（金） 

東区役所 

 
 

・福祉製品の巾着袋に日中活動事業所の製品を入れ

て、区役所職員と基幹職員で地域住民に配布した。             

12 月 6 日

（月） 
東区役所 

・福祉製品の巾着袋に日中活動事業所の製品を入れ

て、区役所職員と基幹職員で地域住民に配布した。 

12 月７日

（火） 
東区役所 

・福祉製品の巾着袋に日中活動事業所の製品を入れ

て、区役所職員と基幹職員で地域住民に配布した。 

12 月 8 日 

（水） 

東区役所 

愛知商業高校 

・福祉製品の巾着袋に日中活動事業所の製品を入れ

て、区役所職員と基幹職員で地域住民に配布した。 

 

１０．「東区障害者自立支援連絡協議会だより」の発行、ホームページの更新 

実施月 広 報 主な内容 

 

「東区障害者自立支

援連絡協議会だよ

り」発行 

なし  

 ホームページ 随時更新 
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第 2 号議案 資料 2 

令和３年度 東区障害者自立支援連絡協議会 決算報告（案） 

                         自 令和３年４月 １日 

至 令和４年３月３１日 

収入                                       

単位：円 

科目 予算額 決算額 増減 摘要 

運営費 308,000 308,000 0 名古屋市より 

合計 308,000 308,000 0  

 

支出                                       

単位：円 

科目 予算額 決算額 残金 摘要 

部会活動費 88,000 61,672 26,328 ・児童部会 28,698 円 

（会場費 7,100 円、お茶代 1,598 円、ペ

アプロ研修代 20,000 円） 

・防災部会 32,974 円 

(会場費 8,500 円、講師代 22,274 円、手

土産代 2,200 円) 

研修費 67,000 68,466 ▲1,466 総会講演会 

(会場代 6,900 円、手土産代 2,200 円、 

講師代 58,737 円 お茶代 129 円 

資料送付代 500 円) 

情報交換会費 10,000 0 10,000  

印刷製本費 5,000 0  5,000  

通信費 7,600  7,735  ▲135 ・郵送代(総会資料)3,435 円 

・切手代 4,300 円 

（120 円×35 枚、10 円×10 枚） 

広報費 125,400 125,400 0 ホームページ代 

消耗品費 5,000 44,872 ▲39,872 ・ボッチャ用具 38,610 円 

（ボッチャボールセット（審判具付） 

32,780 円、審判具セット 5,830 円） 

・コピー用紙 A4（5,000 枚）6,262 円 

（3,131 円×２箱） 

合計 308,000 308,145 ▲145       
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                                  資料 3-1 

 第 3 号議案  

令和 4 年度 東区障害者自立支援連絡協議会事業計画(案) 

 

１．基本理念 

子どもから高齢者まで障がいのある人もない人も、誰もが生涯にわたり生きがいを持

っていきいきと安心してくらすことができるまち作りを目指し、基本理念を次のよう

にあげます。 

 

「障がいのある人もない人も安心して暮らせるまち東区」 

 

 

２．令和 4 年度の活動目標 

・顔の見える協議会活動～ネットワーク構築や困難事例検討等の調整機能～ 

 

３．会議及び専門部会・委員会等 

基本理念の達成に向けて、今年度、以下の取り組みを行い、共生社会の実現を推進して

いく。 

(１) 東区障害者自立支援連絡協議会全体会(総会を含む年 1 回以上) 

(２) 運営会議 

(３) 防災部会 

(４) 相談支援部会 

(５) 児童部会 

(６) 就労部会 

(７) 居宅介護事業所連絡会 

(８) みんなで語ろう！わがまち東区(情報交換会)の開催(年２回) 

(９) 広報委員会 

(１０)福祉製品販売 WG 

(１１)障害を知る DAY 実行委員会 

 

活動方法として集合型だけでなく、Zoom での会議開催や slack の活用など ICT 化を図

る。 
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(２)～(５)の専門部会には、部会長を置くものとする。 

部会名 氏名 所属 

防災部会 加 藤 尚 子 東区手をつなぐ育成会 

相談支援部会 加 藤 美 由 紀 笑い太鼓名古屋 

児童部会 古 田 希 芳 ぬくもり大曽根 

就労部会 野 中 俊 輔 トライアングル 

 

４．当事者参画について 

当事者の方から各部会に参画してもらい、地域を共に作り上げていく環境を整える。 

(実際の参加等については各部会に一任する) 

 

５．啓発活動について 

(１) 障害者週間における PR 活動 

(２) 東区障害者自立支援連絡協議会ホームページの活用 

(３) その他 
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令和4年4月１日　現在

種　別　等 所　属　等 〒 住　　　所 電話番号 FAX番号

1 東区役所　福祉課 461-0003 東区筒井一丁目7番74号 934-1181 936-4303

2 東保健センター　保健予防課 461-0003 東区筒井一丁目7番74号 934-1215 937-5145

3 福祉団体 東区社会福祉協議会 461-0001 東区泉2-28-5 932-8204 932-9311

4 福祉団体 東区いきいき支援センター 461-0001 東区泉2-28-5 932-8236 932-9311

5 当事者団体 東ひまわり会 非公開 非公開

6 当事者団体 東区手をつなぐ育成会 461-0022 東区東大曽根町35-1　シティライフ徳川園302号 935-0867 935-0867

7 当事者団体 東区身体障害者福祉協会 461-0004 東区葵1-2-32　市営あおい荘801号 932-0330

8 教育関係 なごや子ども応援委員会　千種・東ブロック 464-0083 千種区北千種１－７－１振甫中学校内 722-5268 722-5268

9 ボランティア団体 名古屋ひがし防災ボランティアネットワーク 461-0027 東区芳野3-2-26　ヴィークタワー東白壁1902号 935-9015 935-9015

10 訪問看護 中・東訪問看護ステーション 460-0013 中区上前津二丁目12番23号 323-8391 339-1200

11 訪問看護 訪問看護ステーション・リハビリテーションしあわせ 462-0854 北区若葉通一丁目13番 910-0615 910-0616

12 訪問看護 キョーワ訪問看護リハビリステーション　寄り添い屋 461-0001 東区泉2-26-1　ホウコクビル4Ｆ 325-6123 325-6124

13 訪問看護 ケアーズふくろう訪問看護サービス 464-0087 千種区清明山一丁目2番6号 725-3211 725-3213

14 訪問看護 訪問看護ステーション憩 461-0037 東区百人町58番3 508-6001 508-6003

15 訪問看護 ほまれ訪問看護 461-0011 東区白壁二丁目１－２０コンセール白壁6階 700-3677 700-3372

16 訪問看護 エレ訪問看護リハビリステーション 461-0022 東区東大曽根町２３番１５号PULCHRA　OZONE６０４ 919-1450 919-1451

17 地域活動支援 サポートセンター　笑い太鼓 461ｰ0022 東区東大曽根町25－2 981-3033 981-3033

18 地域活動支援 くつろぎ処 461ｰ0024 東区山口町3-17　プレズ名古屋徳川2Ｃ 325-6217 325-6203

19 地域活動支援 地域活動支援センター　コロポックル 461-0045 東区砂田橋三丁目２番１１２号棟１０２号室、１０３号室 080-1557-9588 725-8153

725-8152

20 自立訓練（生活訓練）い～ま就労・自立訓練センターC.O.College 461-0001 東区泉2-28-24　東和高岳ビル304号 935-3824 937-1256

21 自立訓練（生活訓練）あいち保健管理センター 461-0005 東区東桜二丁目14番7号　CBT名古屋ビルB１F－２F 938-6212 938-6217

22 就労移行・定着 ノックス葵 461-0004 東区葵三丁目12番7号　ＡＭＳ葵3ビル2階ＣＤ 930-5216 930-5217

23 就労移行・就労Ｂ型 サンワーク 461-0024 東区山口町1-22 930-8877 937-0888

24 就労移行・定着 キャンパスたかおか 461-0005 東区東桜二丁目9番34号　成田ビル高岳2階 932-1728 932-1729

25 就労移行 ディーキャリア千種オフィス 461-0004 東区葵三丁目12番6号 937-7200 937-7201

26 就労移行・就労Ｂ型 りらいず 461-0015 東区東片端町23番地サンコービル3階 957-3177 957-3178

27 就労Ｂ型 トライアングル 461ｰ0040 東区矢田1-9-29　栄ビル501号 712-1277 737-5160

28 就労Ｂ型 就労継続支援Ｂ型事業所むすび 461-0022 東区東大曽根町21-9　柏英ビル1階 938-3626 938-3627

29 就労Ｂ型 ギフトプレイス 461-0001 東区泉3-28-3　APエステートビル2階 050-3695-2700

30 就労Ｂ型 就労継続支援Ｂ型　アイビス砂田橋 461-0043 東区大幸三丁目13番24号青電社大幸ビル1階、2階 725-8505 725-8506

31 就労Ａ型 エスリンク 461-0027 東区芳野一丁目6番29号　アーバン芳野2階 931-2113 934-7449

32 就労Ａ型 マスケン 461-0040 東区矢田1-9-29  栄ビル2Ｄ 768-7782 768-7783

33 就労Ａ型 ほまれの家 461-0045 東区砂田橋5丁目２－１０ロアーるビル１F 719-0222 719-0223

34 就労Ａ型 すまいる 461-0002 東区代官町１９番６号山本ビル 935-0236 935-1750

35 共同生活援助 共同生活体（ワークショップすずらん） 462-0825 北区大曽根四丁目7-28 908-1990 915-9694

36 共同生活援助 スターライト 461-0038 東区新出来2-1-13　ＭＯＮＯＬＩＴＨ205号 932-1214 908-8835

37 共同生活援助 やまぶきホーム 461-0032 東区出来町三丁目19番26号 799-3992 799-3996

38 共同生活援助 地域生活支援しっぽの家 461-0001 東区泉二丁目20番26号ＡＡビル３階２階 937-8367 852-5830

39 共同生活援助 とくがわグループホーム（サポートセンターbeing若水） 464-0071 千種区若水３－２１－２２ 721-1300 721-1505

40 居宅介護 あい介護センター 461-0012 東区相生町4 936-0596 936-0597

41 居宅介護 介護サービスさくら砂田橋事業所 461-0045 東区砂田橋1-1 725-3105 725-3106

42 居宅介護 居宅介護事業所はるか 461-0043 東区大幸二丁目2番13号　大曽根東マンション201号 722-1391 722-1391

43 居宅介護 東区介護保険事業所 461-0001 東区泉2-28-5 686-2525 932-9311

44 居宅介護 有限会社リリーフケアサービス 461-0005 東区東桜1-5-12　ホワイトヒルズ東桜908号 962-3170 962-3125

45 居宅介護 ニチイケアセンター芳野 461-0022 東区東大曽根町１－４　ヤマモトビル1階 930-1135 930-1136

46 居宅介護 ヘルパーステーションこしん 461-0049 東区古出来1-2-10 722-5190 722-5190

東区障害者自立支援連絡協議会構成団体名簿

行政

福祉団体等

当事者団体

ボランティア団体

訪問看護事業所

教育関係

地域活動支援事業所

障害福祉サービス　訓練等給付事業所

障害福祉サービス　介護給付事業所
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47 居宅介護 ファミーユヘルパーサービス徳川町（元あけぼの） 461-0024 東区山口町11－13　サンニシキ2Ａ（2Ｄ） 508-4180 508-4181

48 居宅介護 サラダ・ケア 464-0087 千種区清明山一丁目1番9号 715-3082 715-3083

49 居宅介護 花花介護センター 462-0844 北区清水二丁目１０－２１ 265-8786 265-8789

50 居宅介護 ヘルパーステーションやまぶき 461-0032 東区出来町三丁目19番26号 799-3992 799-3996

51 居宅介護 パワー訪問介護 464-0083 千種区北千種１－１－６北千種キッズ２階 737-3332 737-3335

52 居宅介護 ヘルパーベースきずな 461-0021 東区大曽根二丁目6番3号 508-9351 908-8988

53 居宅介護 ケアーズふくろう訪問介護サービス 464-0087 千種区清明山一丁目2番6号 725-3212 725-3213

54 居宅介護 ケアコール在宅センター訪問サービス 461-0024 東区山口町2-18　ナーシングホームOASIS１階 508-7455 931-7457

55 居宅介護 介護センター　ガスライト 461-0011 東区白壁二丁目25番20号　コーポ明和2-Ａ号 228-7907 228-7908

56 居宅介護 ケアステーション光 461-0001 東区泉2-8-2　ＡＬＡ泉ビル2階南 930-5098 930-5099

57 居宅介護 もあはーと訪問ライフケア 461-0012 東区相生町９３番地ハイツ相５０２号室 979-0181 979-0888

58 居宅介護 めぐらす訪問介護葵 461-0004 東区葵３－１４－３ 508-8069 307-3376

59 居宅介護 介護ステーション猫の魔法 461-0040 東区矢田二丁目４番３７号２階 726-5846 726-5847

60 居宅介護 さちのはな 461-0012 東区相生町８０番地足立ビル２０１ 979-5701 979-5702

61 居宅介護 ヘルパーステーションフロンティアの介護 461-0001 東区泉１－１９－８フロンティアビル４F 953-9800 953-7767

62 居宅介護 ヘルパーステーションアサガオ 461-0005 東区東桜２－３－７東カン名古屋キャステール７０７号 755-9353 718-8580

63 居宅介護 ケアリッツ大曽根 461-0022 東区東大曽根町２９－１１共栄ビル４D 325-2822 325-2823

64 居宅介護 移動支援ツナサポ 461-0004 東区葵１－２５－１ニッシンビル７０６号 938-3575 938-3576

65 短期入所 ショートステイやまぶき 461-0032 東区出来町三丁目19番26号 799-3995 799-3996

66 短期入所・生活介護 矢田作業所 461-0043 東区大幸1-4－9 722-1992 722-1990

67 短期入所・生活介護 おおぞら作業所 461-0044 東区矢田東3-32 722-1331 722-1339

68 生活介護 もくれん作業所 461-0043 東区大幸一丁目4番6号 711-1301 711-1302

69 生活介護 山吹ワーキングセンター 461-0011 東区白壁1-41 961-5677 961-5560

70 生活介護 山吹ワーキングセンター明倫 461-0032 東区出来町三丁目19番26号 799-3991 799-3996

71 生活介護 生涯活動センターわっぱーれやまぐち 461-0024 東区山口町14－11 325-5200 325-5230

72 生活介護 サラダハウスプラス 461-0037 東区百人町26番地　スクエア百人町1Ｆ 936-3337 936-3338

73 生活介護 くうちゃんの生活介護 461-0003 東区筒井一丁目8-20ブライムスイート建中寺1階 982-8230 982-8231

74 基準該当生活介護 通所介護よしの 461-0027 東区芳野三丁目2番22号　日商岩井赤塚ハイツ1階 931-2510 931-2520

75 共生型生活介護 矢田マザー園デイサービスセンター 461-0040 東区矢田四丁目8番2号 725-7880 725-7881

76
児童発達支援・
放課後等デイサービス

ぬくもり大曽根 461-0021 東区大曽根二丁目6番3号 508-9351 908-8988

77
児童発達支援・
放課後等デイサービス

児童デイサービスネバーランドイースト 461-0032 東区出来町2-2-20 932-8164 932-8160

78
児童発達支援・
放課後等デイサービス

児童デイサービスコロポックル 461-0045 東区砂田橋3-2　大幸東団地112棟101号、102号 725-8152 725-8153

79
児童発達支援・
放課後等デイサービス

子ども発達サポート　ケルス砂田橋 461-0045 東区砂田橋一丁目1番 725-7280 725-7281

80 放課後等デイサービス ネバーランドnext 461-0040 東区矢田三丁目8番34号　金井ビル1階 799-8887 799-8886

81 放課後等デイサービス 児童デイサービスネバーランドメイト 464-0087 千種区清明山1丁目１番９号 726-3317 726-3318

82
児童発達支援・
放課後等デイサービス

スポーツキッズエルコ東校（旧S.I.C　KIDS東校） 461-0015 東区東片端町23東片端サンコービル1階 325-7515 325-7516

83 放課後等デイサービス 重症心身障がい児デイサービスくうちゃんのおへや 461-0003 東区筒井一丁目8-20ブライムスイート建中寺1階 982-8235 982-8236

84 放課後等デイサービス はぐぽん　class千種駅前 461-0004 東区葵３－２５－１５シティファミール千種ミズホビル１F 937-2338 937-2338

85
放課後デイサービス・
保育所等訪問支援

ドリームズ・２１st徳川校 461-0025 東区徳川一丁目１４－１徳川ビル５階 930-6765 930-6766

86 児童発達支援 ひまわりＡＢＡ教室（発達療育レンテ名古屋） 461-0001 東区泉一丁目10番25号シェモア泉7Ａ 212-8513 212-8514

87 児童発達支援 フォレストキッズ千種教室 461-0004 東区葵三丁目4番4号サミクラウス車道7階 908-4717 908-4727

88 相談支援 北部地域療育センター 451-0083 西区新福寺町２－６－５ 522-5277 522-5279

89 相談支援 高次脳機能障害相談支援センター　笑い太鼓名古屋 461-0022 東区東大曽根町25－2 508-8745 981-3033

90 相談支援 サポートルーム結い 461-0038 東区新出来2-1-13　ＭＯＮＯＬＩＴＨ201号 930-5010 930-5011

91 相談支援 相談支援事業所あずま 461-0044 東区矢田東三丁目8番地ラ・フォーレ矢田No.1 1階西号室 721-5655 721-5655

92 相談支援 障がい者相談支援センターやまぶき 461-0032 東区出来町三丁目19番26号 938-3986 799-3996

93 相談支援 相談支援事業所コア 461-0003 東区筒井三丁目13番6号 935-3188 935-9242

94 相談支援 ヴィジョン 461-0005 東区東桜二丁目9番34号成田ビル高岳2階 908-1765 908-1766

95 相談支援 アイビス名古屋相談支援センター 461-0001 東区泉二丁目27番14号東海関電ビル3階 211-9861 526-1591

96 相談支援 相談支援事業所せんなり 453-0818 中村区千成通二丁目14番地　ロイヤルマンション横井402号 526-1011 526-1012

97 地域生活拠点事業所 町北ホームゆうやけ 463-0074 守山区町北１５番１０号 715-5533 715-5534

相談支援 東区障害者基幹相談支援センター（本部） 461-0003 東区筒井三丁目1番14号 932-7584 932-7585

相談支援 東区障害者基幹相談支援センター（サテライト） 461-0024 東区山口町3-17　プレズ名古屋徳川1Ａ 325-6193 325-6203

障害児通所支援事業所

相談支援事業所

98
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東区障害者自立支援連絡協議会 関係図(案) 

 
市 自立支援連絡会 

３回／年 

市全体のレベルでの課題検討・解決模索の場。 

市行政、基幹代表。 

北ブロック連絡会 

１回／２ヶ月 

各ブロックレベルでの課題検討・解決模索の場。 

北区、守山区、西区、東区各基幹。 

全体会 

総会をはじめ年１回以上 

協議事項の報告、承認、情報共有の場。 

および課題解決に向けた取り組みを具体化する場。 

運営会議 

１回／３ヶ月 

協議の場＋決定の場。 

区役所福祉課、保健センター、社協、運営委員、

監査役、各部会長、基幹。 

事務局会議 

１回／１ヶ月 

素案の作成、課題検討、 

および運営に関する事項の

事前検討の場。 

 

区役所係長、保健センター

相談員、基幹。 

  居宅介護事業所連絡会   

年数回 

事業所間の連携の場 

研修等を通じた支援の質の向上の

取組みも併せて行う。 

 

 個別支援会議   個別支援会議   個別支援会議   個別支援会議 

サービス利用者について、支援の方向性や支援者各自の役割確認、情報の共有を図る場。 

地域の課題を拾う場でもある。 

情報交換会 

年２回程度 

テーマ別に情報の交流や課題

検討を行う場。 

  広報委員会 

月１回 

協議会活動についての広

報活動全般 

福祉製品の販売 WG 

東区障害者自立支援連絡協議会 

組織図 

 防災部会   相談支援部会 

 児童部会    就労部会 

１回／１～３ヶ月 

課題抽出、課題解決の場。 

研修等を通じた支援の質の向上の

取組みも併せて行う。 

障害を知る DAY 実行委員会 

 



14 

 

 

資料 3-2 

令和 4 年度 全体会実施計画(案) 

 

１．目的：協議会活動の報告、承認、情報共有の場 

    協議会構成団体の研修の場 

 

２．日時：令和 4 年 6 月 10 日(金)13:30～16:30 

  開催方法：ハイブリッド開催（オンライン+東区役所講堂） 

 

３．内容： 

第 1 部  総会 13:30～14:30 (対象：協議会構成団体) 

１．令和 3 年度事業報告(案) 

２．令和３年度決算報告(案) 

３．令和４年度事業計画(案) 

４．令和 4 年度予算(案) 

５．その他 

第 2 部  講演会 14:40～16:10（対象：協議会構成団体） 

・演題：「障害者虐待について ―支援の現場からー」(仮題) 

・講師：阪田征彦氏 

(社会福祉法人無門福祉会 障がい者支援施設むもん 施設長) 

 

 

４．今年度は全体会を年 1 回予定しているが、今後は年度当初の事業計画と年度末の活動

報告の年２回開催を検討していきたい。 

 理由 

 ・事業計画と活動報告を一度に行うのは時間的に厳しい。 

 ・部会等の各活動の報告を行うことは１年間の活動の目標にもなり、協議会活動の啓発や

活性化が図れる。 

 ・１年間の取り組みから地域課題が明らかになり、翌年度の活動方針に繋がる。 
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                                   資料 3-3 

令和４年度 防災部会事業計画（案） 

 

１．基本方針 

（１）東区にお住まいの障がいのある方たちにとって、安心安全な防災体制の検証と

災害時に必要なネットワークの構築を行なう。 

 

 ２．開催頻度 

  （１）毎月 

 

３．今年度の重点目標 

 （１）福祉避難所の開設訓練の検討 

 （２）福祉避難スペース設営訓練での取り組み等をとおして、円滑な運営体制の構築 

 （３）事業所の防災担当者等に向けた防災に関する勉強会の支援 

 

４．活動内容 

（１）安否確認訓練の実施 

・年２回の実施（9 月、3 月） 

  （２）研修会の実施 

・防災意識を高めるための研修会の実施（2 月） 

（３）総合防災訓練への参加（9 月） 

 ・総合防災訓練の会場になる学校の見学（5～6 月） 

・福祉避難スペース設営訓練の実施 

・当事者の参加 

（４）啓発活動 

・災害時ヘルプカード・パンフレットの継続配布 

  （５）その他 

 

５．予算 

・防災研修会予算  40,000 円 

（会場費（14,000 円）、雑費（6,000 円）、講師代（20,000 円）） 
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安否確認訓練 研修会
福祉避難スペース

開設訓練

4

5

6

　

（内容検討・準備）

7 　　（役割など順次決定） 　　

8

9 総合防災訓練参加

10

　（ふり返り）

11
広報なごや東区版

（障害者福祉特集）

12

1 （広報なごや掲載）

2

3

　（ふり返り）

その他

令和4年度　防災部会スケジュール（案）

月

主な事業

その他事業

●福祉避難所の開設訓練の実施

●事業所向け防災に関する勉強会の支援（各部会の開催に合わせて実施）

●災害時ヘルプカード・防災パンフレットの配布（通年）

訓練実施

訓練実施

研修会の広報・チ
ラシ送付など

令和5年度
取組みの決定

研修会の実施

研修会の内容の
確定

9／４(日)
総合防災訓練（明倫小）
福祉避難     開設訓練

研修会の内容
（日程・場所）

等の検討

福祉避難スペースの
見学（明倫小）

5月～６月

訓練の周知

連絡協議会総会

訓練の周知



17 

 

 

 資料 3-4 

令和４年度 相談支援部会事業計画（案） 

1. 基本方針 

・「東区の相談支援体制の質の向上」の取り組みを継続。 

・「課題集約」から「課題解決」に向けた取り組みの開始。 

・他分野との積極的な交流を通じたネットワ－ク作り。 

2. 開催頻度・日時 

・相談支援部会の開催（1 回/月） 

・原則 毎月第 2 水曜日 10：00～11：30 

3. 活動内容 

・外部講師を招いての勉強会 

・事例検討会 

・居宅介護事業所連絡会・就労部会との交流会 

・東区いきいき支援センタ－との交流 

・地域資源の収集 

・相談員間の情報共有・意見交換 

・地域生活拠点の活動報告 

4. 年間予定表 

月 テ－マ 

4 月 13 日 顔合わせ・各事業所の情報交換 

5 月 27 日 就労部会との交流会 

6 月 8 日 ヘルパ－事業所の実態について 

7 月 6 日 勉強会：意思決定支援 講師：小島一郎氏 

8 月 3 日 事例検討会 講師：小島一郎氏 

9 月 14 日 予備日 

10 月 12 日 東区いきいき支援センタ－との交流 

11 月 9 日 困難ケースを集めての検討会 

12 月 14 日 名古屋市自立支援連絡協議会に提出する課題出し 

1 月 11 日 令和 4 年度相談支援部会振り返り 

2 月 8 日 令和 5 年度相談支援部会運営計画 

3 月 8 日 茶話会 

 

5. 予算 

・34.000 円/年（講師代 20.000 円 会場代 14.000 円） 
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  資料 3-5 

令和４年度 児童部会事業計画（案） 

 

１．基本方針 

・東区内の障害児童通所支援事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）の周知、及

び事業所間の交流・連携を図る。 

・情報交換会で出された課題の検討・解決及び、研修などを経て質の向上を図る。 

・メンバーに相談支援事業所、学校関係者、地域有識者等を加えて積極的な意見交換・情

報共有を行っていく。 

 

２．開催頻度及び運営内容 

・児童部会の開催（原則隔月の第３火曜日 10：30～12：00 を予定） 

・児童部会開催月の第２火曜日で、部長・副部長・基幹参加による打ち合わせ会を行う。 

 

３．活動内容 

・メンバー間の情報共有・意見交換。 

・通所支援事業の課題の検討、解決及び研修会の開催。 

・他分野及び地域との交流。 

・ペアレントプログラム（6 回）及びアドバンスドワークショップ研修合わせて 7 回開

催 

 

４．年間スケジュール（予定） 

開催日               テーマ 

４月１９日 初回  ペアレントプログラムの開催計画 

６月２１日 第２回 就労部会と協賛で事業所紹介及び実習希望者アンケート 

９月２０日 第３回 第 2 回ペアプロ開催・終了後事業所現況報告 

１１月１５日 第４回 第 6 回ペアプロ開催・反省会及び各事業所現況報告 

１月２４日 第５回 ペアプロを終えて意見交換及び今後の研修計画案 

 ２月２８日 第６回 令和４年度のふりかえり及び次年度計画の検討 

※会場は原則区役所の会議室としますが，コロナの感染状況次第でリモート・社協及び

ウイルあいち等の会議室の借用使用する場合があります。 

※第３回と第４回は，ペアプロの第２回と第６回の研修日とし，終了後各事業所から現

況報告のみの部会を開きます。 
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５．ペアレントプログラム開催スケジュール 

開催日               テーマ 

９月 ６日 第１回 現状把握票を書く 

９月２０日 第２回 行動で書く 

１０月 ４日 第３回 同じカテゴリーを見つける 

１０月１８日 第４回 ギリギリセーフを見つける 

１１月 １日 第５回 ギリギリセーフを極める 

１１月１５日 第６回 ペアプロで見つけた事を確認する。 

１２月２５日 第７回 アドバンスドワークショップ(支援者６名参加予定) 

※ 

 

６．予算 

・ペアレントプログラム研修教材費用  5,000 円 

・ペアレントプログラム(アドバンスドワークショップ)研修費用 30,000 円（5,000 円

×6 名） 

・会場費用（会議室)  10,000 円 (5,000 円×2 回) 

合計 45,000 円を予定しています。 
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               資料 3-6 

令和４年度 就労部会事業計画（案） 

１．基本方針 

・東区の就労系事業所同士の交流や、地域での連携体制の構築を目指す。 

・支援員や事業所が学ぶ機会を持ち、地域課題の解決に向けて取り組む。 

・障がいのある方が働きやすい地域づくりと、社会参加の促進。 

２．開催頻度 

・２か月に１回程度 

３．活動内容 

・ひまわりサロン 

・相談支援部会との交流 

・事業所見学会 

・障害児の支援者（学校の先生等）との連携・情報共有 

・児童部会との連携・交流 

４．年間予定表 

ひまわりサロンを開催する場合 

5 月（2 回） ① 年間計画の確定、情報共有 ②相談支援部会との連携 

6 月 児童部会との連携 

8 月 障害児支援機関との交流 

９月 上半期の振り返り・下半期の取り組みについて 

10 月 ひまわりサロンに向けての企画、 

12 月 ひまわりサロンの最終確認 

1 月～2 月 ひまわりサロン開催 

3 月 振り返り、次年度の計画について 

 

ひまわりサロンが開催できない場合 

5 月（2 回） ① 年間計画の確定、情報共有 ②相談支援部会との連携 

6 月 児童部会との連携 

8 月 障害児支援機関との交流 

9 月 上半期の振り返り・下半期の取り組みについて 

10 月 情報共有、事業所見学会の企画 

12 月 事業所見学会 

2 月 振り返り、次年度の計画について 

 

５．予算 

・ひまわりサロンを開催してもしなくても、会場代として 10,000 円 
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               資料 3-7 

令和 4 年度 居宅介護事業所連絡会事業計画（案） 

  

１ 活動計画 

（１） 研修の案内及び参加 

（例） 同 協議会の相談支援部会のメンバー（相談支援事業所の相談支援員）と 

交流・情報交換を実施。（時期未定） 

（内容例） 

・相談支援員の業務等の理解（ケアマネージャー業務との違い）、 

・精神障害のある方への接し方やサービス提供のポイント 

・訪問介護（居宅介護）事業所の状況、など 

（２） 情報共有・情報交換の場の開催。（年度中に 2 回程度） 

 

２ 予 算 

０円  

 

３ その他 

（１） 部会長は置かず、連絡会代表者（2 名）※を置く。 

※ 東区介護保険事業所   友松 操 

介護サービスさくら砂田橋事業所  

山本 久美子 

（２） 代表者は運営会議には参加しない。 
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 資料 3-8 

令和 4 年度 情報交換会事業計画（案） 

「みんなで語ろう！わがまち東区」 

 

１． 基本方針 

・情報交換会には、障害者福祉をめぐる今日的課題をテーマとしてとりあげる 

・情報交換会で出された課題の検討・解決を通じて、地域福祉の質の向上を図る。 

・協議会に関連する団体や個人に、情報交換会への参加を幅広くよびかけ、地域資源との

連携を強める。 

 

 

２． 開催頻度 

・年 2 回（９月・1 月）開催 

・時間、場所は未定 

 

 

３． 活動内容 

 ・グループワーク  テーマ：協議会活動について 

            講師：王子田 剛氏 

 

４． 予算 

事務消耗品費として 5,000 円 

 

 

５． その他 

ボッチャの交流会は「障害を知る DAY」で実施する。 
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                                  資料 3-9 

令和 4 年度 広報委員会事業計画（案） 

 

１ 基本方針 

 障害をお持ちの当事者やご家族・支援者・関係者・地域住民等に対し、東区障害者自立

支援連絡協議会とその活動内容を、「参加と見える化」をテーマにより双方向を意識した

情報発信を展開していく。 

 

２ 活動内容 

（１）広報委員会の開催       毎月 1 回 

（２）ホームページのリニューアル  令和４年１２月をめどに 

（３）ホームページの更新、取材、記事掲載     年 3 回 

（４）SNS を活用したよりリアルタイムな情報発信  随時 

（５）協議会たよりの発行      年 2 回 

 

３ 予 算 

金１２５，４００円 

（内訳）現行ホームページの管理費として 

※前述の活動内容のとおり、令和４年度１２月をめどにホームページのリニューアルを

行う予定。リニューアルの程度、制作依頼先の見直しなどの状況によって、ホームペ

ージにかかる経費の変動する可能性はあるが、当初予算として前年度と同額を計上す

るもの。 
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令和 4 年度の重点項目 

 

１ フェイスブック（以下、FB）の開始と協議会構成員の皆様への協力お願い 

（１） 協議会 FB 運用の目的  

従来の、協議会だよりとホームぺージ（以下、HP）に加えて、協議会の FB を 

立ち上げ、よりタイムリーな情報発信をすることで、協議会活動をより身近に興味を

持ってもらうツールとして活用する。 

（２）掲載内容（予定） 

・イベントや研修等の案内と開催報告 

・各部会の紹介と開催の状況 

・その他、協議会活動に関連するトピック、など 

（３）スケジュール 

  5/24 運営会議 内容説明、記事協力依頼、FB 運用承認 

  6/10 総会   承認→以後、発信開始 

（４）FB の周知とご協力のお願い 

  ・協議会構成員の皆様には随時 FB の閲覧をお願いします。 

・各部会の皆様には、随時、取材や記事執筆でご協力をお願いします。 

 

２ HP のリニューアル 

・令和 4 年 12 月を目標に協議会 HP をリニューアル予定 

・FB 運用と併せ、それぞれの掲載内容を整理分担、それぞれの長所・特長の確認と 

活用方法の確認などを進めながらリニューアルする。 
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資料 3-10   

令和 4 年度 福祉製品販売 WG 事業計画（案） 

１． これまでの経緯  

令和 2 年度   区役所での福祉製品販売が、新型コロナウィルス感染症対策の 

ため、販売中止となる。   

                 ↓ 

愛知商業高校とタイアップして、ボランティア部門の生徒が中心 

となり文化祭での受注販売を実施。（総売り上げ約３０万円） 

またボランティア部門の生徒が、福祉施設 PR するポスターを 

作成し、学校、区役所、車道駅に掲示して PR を実施。 

令和 3 年度   愛知商業高校文化祭にて、施設の利用者とともに製品販売を実 

施することを予定➡コロナで文化祭自体が中止となる。 

                 ↓ 

障害者週間に合わせ、学校の昼休みにボランティア部が中心と 

なり製品販売を実施。 

また全年度同様福祉施設を PR するポスターを制作し、生涯学 

習センターも含め４か所で掲示して PR を実施。 

 

２．効果について 

   〇身近で障害のある方との接点が少ない生徒にとっては、ポスター制作のた 

    めに福祉施設について調べることで、障害について学ぶことができた。 

   〇コロナ禍で製品を販売できる場面（祭りなど）が減った中で、一定の売り 

    上げが確保でき、工賃として還元できた。 

   〇生徒が作成したポスターを様々な場所に掲示することで、区民の目にとま 

り、福祉製品のＰＲにつながった。 

   〇生涯学習センターでの掲示が選挙の投票日と重なったため、多くの区民の 

目に留まり、ＰＲ効果が特に高かった。 

   〇ボランティア部生徒も、登下校時に車道駅にポスターが掲出されているの 

を、他の生徒や先生に見てもらうことでやりがいを感じた。 

 

３．令和４年度の取り組み   

愛知商業高校以外の高校の文化祭でも同様の取り組みができないかを検討す 

る WG を発足したい。 

    高校文化祭で取組みを検討する理由 

➡東区は市内で２番目に高校の多い区である特性を利用 

➡「障害のある人もない人も共に生きる」を考えてもらう良いき 

っかけになる 

        ➡学校祭での販売は関係者以外が入りやすい 
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      資料 3-11 

令和 4 年度 「障害を知る DAY」の開催計画案 

１．日時  令和４年１２月６日（火） １３時～１６時３０分 

場所  東区役所 講堂 

 

２．主催  東区役所 

共催  東区障害者自立支援連絡協議会 

テーマ 「障害のある人もない人も安心して暮らせるまち東区」 

 

３．目的  知的・身体・精神などの障害について、見て、知って、体験してもらう 

ワンデイイベントを開催し、広く区民の皆様に障害に対する理解を深めて 

もらう。 

それにより、障害を持った方が、地域でも理解を得て、より暮らしやす 

くなる東区を目指す。 

 

４．内容  障害をテーマにした映画上映 

      寸劇（知的障害のある方への対応の仕方） 

      体験コーナー ・視覚障害 

             ・車いす 

             ・知的障害 

             ・ボッチャ 

                など 

    講堂内での福祉製品販売 

福祉施設についての紹介パネルや福祉製品カタログ、各種チラシ、福祉 

制度案内パンフレットなどの設置 
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資料４ 

第 4 号議案                                 

令和４年度 東区障害者自立支援連絡協議会予算書（案） 

収入                                 単位：円 

科目 予算額 摘要 

運営費 308,000 名古屋市より 

合計 308,000  

 

支出 

科目 予算額 摘要 

部会活動費 134,000 

・防災部会 40,000 円 

（会場代 14,000 円、講師代（交通費含む）20,000 円、雑費 6,000

円） 

 

・相談支援部会 34,000 円 

（講師代（交通費含む）20,000 円、会場代 14,000 円） 

 

・児童部会 45,000 円 

（ペアレントプログラム教材費 5,000 円、ペアレントプログラ

ム研修費 30,000、会場費 5,000 円×2 回） 

 

・就労部会 10,000 円 

（会場費 10,000 円） 

研修費 45,000 
全体会講演会 

（講師代 30,000 円、交通費 5,000 円、雑費 10,000 円） 

情報交換会費 5,000 雑費等 5,000 円 

通信費 1,400 チラシ等郵送料 

広報費 125,400 ホームページ管理費 

消耗品費 2,200 コピー用紙等 

合計 308,000  
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