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八戸市協議会について 

 

１ 協議会の概要 

 

「協議会」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下

「障害者総合支援法」という。）第 89 条の３の規定により、地方公共団体に対し、設置

が努力義務とされている法定機関である。 

 

＜障害者総合支援法第 89条の３＞ 

第１項 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図る

ため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、

教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（次項において「関係機関

等」という。）により構成される協議会を置くように努めなければならない。 

第２項 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障

害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化

を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 

 

協議会は、関係機関が集まり、障害者等に関する情報を交換し、地域の障害者等の支

援体制を充実・強化していくための役割を担っており、情報機能（地域の現状や課題の

情報共有等）、調整機能（地域の関係機関によるネットワーク構築等）、教育機能（構成

員の資質向上の場として活用）等の機能を有するとされている。 

協議会の設置については、地域の実情に応じて、直営又は民間団体への運営の委託な

ど効果的な方法により設置することができることとされ、また、専門部会の設置を検討

することとされている。 

当市では、平成 19年度に協議会を設置し、現在の体制は、下図のとおり「障がい者福

祉専門分科会」を最上位に位置付け、その下に専門部会として３つの会議を位置付ける

ピラミッド型となっている。（平成 25 年度第１回健康福祉審議会障がい福祉部会におい

て了承済み） 

 

 

   健康福祉審議会 

障がい者福祉専門分科会 

   

     

 

   

     

 

   

障がい者就労支援団体 

ネットワーク会議 

 障がい者相談支援 

事業者連絡会議 

 発達障害者支援事業 

ケース会議 

        

 

資料２ 
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２ 協議会の開催状況（平成 27年度実績） 

 

 ⑴ 健康福祉審議会障がい福祉部会 

（平成 29年１月１日の中核市への移行に伴い、健康福祉審議会「障がい者福祉専門 

分科会」に改称） 

 

  ① 会議の目的 

障がい者福祉施策に関する専門の事項の調査審議を行うことを目的とする。 

 

  ② 会議の構成 

委員 

（10名） 

学識経験者 

・八戸学院短期大学 

・八戸学院大学 

・三八地区特別支援連携協議会 

保健医療関係者 ・八戸市医師会 

福祉関係者 

・八戸市社会福祉協議会 

・青森県精神保健福祉協会 

・八戸市身体障害者団体連合会 

・八戸市手をつなぐ育成会 

・八戸市自閉症児（者）親の会 

公募に応じた者 ・公募 

事務局：障がい福祉課 

 

  ③ 会議の開催状況 

 日時・場所 内容 

第１回 
８／20（木）15時 

庁内会議室 

・副部会長の選任について 

・障がい福祉課所管事業の概要について 

・第３期障害福祉計画の実績報告について 

・中核市移行に伴う所管事務について 

第２回 
２／12（金）15時 

庁内会議室 

・中核市移行に伴う所管事務について 

・障害者差別解消法の施行について 

・八戸市障害者計画について 
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⑵ 障がい者就労支援団体ネットワーク化会議 

（平成 28年度から「障がい者就労支援団体ネットワーク会議」に改称） 

 

① 会議の目的 

 

障がい者就労支援団体 

ネットワーク化事業 

・障がい者の就労支援を促 

進するため、就労支援関 

係団体の連携による支援 

体制の強化を図ることを 

目的とする。 

・委託により実施（委託先: 

八戸市社会福祉協議会） 

    

  障がい者就労支援団体

ネットワーク化会議 

就労支援関係団体

間の情報共有等   

    

    

  障がい者の就労 

に関する研修会 
市民等を対象 

  

    

 

② 会議の構成 

 

就労支援関係団体 

（44団体・事業所） 

八戸公共職業安定所 

特別支援学校 

・八戸盲学校 

・八戸聾学校 

・八戸第一養護学校 

・八戸第二養護学校 

職親会 
・八戸職親会 

・八戸地域障害者職親会 

障がい者支援団体 ・八戸市障がい児･者支援連絡協議会 

障害者就業･生活 

支援センター 

・障害者就業･生活支援センターみなと 

就労支援サービス 

事業所 

・就労移行支援事業所 

・就労継続支援Ａ型事業所 

・就労継続支援Ｂ型事業所 

市 
・雇用支援対策課 

・障がい福祉課 

    事務局：八戸市社会福祉協議会及び障がい福祉課 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

③ 会議の開催状況 

 日時・場所 内容 

第１回 
５／21（木）14時 

八戸市総合福祉会館 

・平成 26 年度事業報告及び平成 27 年度事業計画

について 

・八戸圏域定住自立圏連携事業について 

第２回 
７／９（木）14時 

八戸市総合福祉会館 

・障がい者の雇用状況について 

（八戸公共職業安定所） 

・就労支援サービス事業所の取組事例の発表 

・八戸市障害者就労施設等からの物品等の調達方

針について（障がい福祉課） 

・各ワーキンググループの協議 

ＷＧ１：法定雇用率が未達成の企業の理解 

促進 

ＷＧ２：利用者支援のための就労支援サー 

ビス事業所の共通ツール 

ＷＧ３：利用者（生徒）の就労アセスメン 

トの実施体制 

第３回 
９／10（木）14時 

八戸市総合福祉会館 

・就労支援サービス事業所の取組事例の発表 

・特別支援学校における就労支援の発表 

（八戸第二養護学校） 

・各ワーキンググループの協議 

第４回 
10／８（木）14時 

八戸市総合福祉会館 

・就労支援サービス事業所の取組事例の発表 

・特別支援学校における就労支援の発表 

（八戸第一養護学校） 

・障がい者の就労に関する研修会について 

・各ワーキンググループの協議 

第５回 
２／18（木）14時 

八戸市総合福祉会館 

・障がい者の就労に関する研修会の報告について 

・各ワーキンググループの協議（まとめ及び発表） 

 

（参考）障がい者の就労に関する研修会 

日 時 11／29（日）13時 30分～15時 30分 

場 所 八戸市総合福祉会館 ２階 多目的ホール 

参加者 88人 

内 容 

①障がい者雇用事例ＤＶＤ鑑賞 

「理解する心、支えあう職場～精神障害者雇用への道～」 

②シンポジウム 

「雇用を成功させるためのヒント パートⅢ 

～本人・企業・支援事業所の立場から～」 

コーディネーター：県立保健大学 教授 大山 博史 氏 

シンポジスト：本人１名・企業１社・支援事業所２事業所 
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 ⑶ 障がい者相談支援事業者連絡会議 

 

① 会議の目的 

障がい者の相談支援についての情報共有やネットワーク構築、相談支援技術の 

向上等を目的とする。（直営により実施） 

 

② 会議の構成 

相談支援 

事業所 

(32事業所) 

特定相談支援 

事業所 

障害福祉サービス、地域相談支援を利用する人にサ

ービス等利用計画の作成・モニタリングを行う。 

障害児相談 

支援事業所 

障害児通所支援を利用する障害児の障害児支援利

用計画の作成・モニタリングを行う。 

地域移行支援 

事業所 

施設や精神科病院に入所(院)している人に住宅の

確保など地域生活に移行するための相談等を行う。 

地域定着支援 

事業所 

地域生活に移行した人、単身で生活している人に、

連絡体制を確保し必要に応じた相談を行う。 

委託相談支援 

事業所 

障害者総合支援法に基づき市が実施する相談支援

事業の委託事業所 

（障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供

や、賃貸住宅への入居支援、権利擁護のための必要

な援助等を行う。） 

    事務局：委託相談支援事業所及び障がい福祉課 

 

③ 会議の開催状況 

 日時・場所 内容 

第１回 
６／22（月）15時 

庁内会議室 

・「ロービジョン相談支援センター等について」

（県立盲学校ロービジョン相談支援センタ

ー・八戸盲学校） 

・講義「計画相談の基礎の復習」 

（講師：特定非営利活動法人夢） 

第２回 
10／５（月）14時 

八戸市総合福祉会館 

・「八戸市生活自立相談支援センターについて」 

（生活福祉課・八戸市生活自立相談支援セン

ター） 

・「八戸市生活保護受給者就労意欲喚起等支援

業務について」 

（生活福祉課・あなたの仕事応援センター） 

・グループワーク「生活保護を受給している障

がい者の就労支援について」 

（６ページへ続く） 
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 日時・場所 内容 

第３回 
12／21（月）14時 

八戸市総合福祉会館 

・講義「触法障害者への支援体制と相談支援事

業所との連携について」 

（講師：県地域生活定着支援センター） 

・グループワーク「触法障害者への支援につい

て」 

第４回 
１／26（火）14時 

八戸市総合福祉会館 

・グループワーク「サービス提供事業所との連

携について考える」 

 

 

⑷ 発達障害者支援事業ケース会議 

 

① 会議の目的 

 

発達障害者支援事業 

・医療・保健・教育・福祉 

の関係者の連携により、 

専門的な支援を必要とす 

る発達障害者を支援する 

ことを目的とする。 

・委託により実施（委託先: 

特定非営利活動法人夢） 

    

  発達障害者支援事業 

ケース会議 

関係者によるケー

ス検討等   

    

    

  発達障害に関する 

相談窓口の設置 
市民を対象 

  

    

 

② 会議の構成 

 

委員 

（16名） 

医療 ・医師（小児科医） 

保健 ・健康増進課 

教育 

・根岸小学校（特別支援学級） 

・第三中学校（特別支援学級） 

・八戸第二養護学校 

・八戸学院短期大学（幼児保育学科） 

・八戸工業大学（臨床心理士） 

・こども支援センター 

福祉 

・障害者支援施設（妙光園） 

・特定（障害児）相談支援事業所（妙光園相談支援センタ

ー、ホープフルのぎく園、ポンテ） 

・障がい福祉課 

    事務局：特定非営利活動法人夢及び障がい福祉課 
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③ 会議の開催状況 

 日時・場所 内容 

第１回 
１／21（木）15時 

小中野公民館 

・こども支援センターの紹介 

・障害学生支援についての活動報告 

（八戸工業大学） 

・ケースの報告検討（相談支援の現状と課題） 

第２回 
２／25（木）15時 

八戸市総合福祉会館 

・ケースの報告検討 

（家族全体も含めた相談ケース） 

第３回 
３／17（木）15時 

八戸市総合福祉会館 

・ケースの報告検討 

（高校卒業後の進路について） 

 

（参考）発達障害に関する相談窓口の設置 

実施期間 平成 27年 11月～平成 28年３月（計 20日） 

設置場所 こども支援センター内 

配置職員 
相談支援専門員１名 

（妙光園相談支援センター、ホープフルのぎく園、ポンテ） 

相談者数 24名 

主な相談内容 
・進路について 

・障害福祉サービスの利用について 

 


