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進するために様々な施策を定め

18

ています。協議会もそのうちの

一つです。

香取市では平成 年 月に県

内の市町村に先駆けて設置され

化に向けた協議

②身近な地域における相談支援
体制の整備

③地域における官民協働の施策
の提案等

茂

ここに掲げた内容について協

部長 高木

会長
ました。

香取市健康福祉部

4

回定例会

課長 石原徳子

議するために、年に

香取健康福祉センター
地域保健福祉課

4

20

を開催しています。

茂

平成 年度から協議会の活動

事務
高橋
局長

が市民の皆様により身近なもの

課長 川島輝示

①就労支援部会②地域生活支援

行政

所長 小笹純男

部会③療育支援部会④広報部会

社会福祉
香取市社会福祉協議会
協議会

正

を設置し、活動を開始しました。

香取市教育部学校教育課

校長 遠藤

今後とも協議会に対し、ご理

香取特別支援学校
教育・雇用
関係機関 佐原公共職業安定所

解賜りますようお願い申し上げ

院長 本多俊伯

ます。

保健・医
本多病院
療関係者

「協議会の活動は」

東総障害者就業・生 センター
辻内理章
長
相談支援 活支援センター
事業者 地域生活支援センター
施設長 藤井信也
サザンカの里

市の設置要綱では「障害者の

理事長 江口一郎

このたび、香取市地域自立支

風の郷
「厚生園」

援協議会（以下、協議会と略す） 生活を支えるために、相談支援

施設長 大川敏夫

事業をはじめとする地域の障害

自然

が、「 誰 も が 安 心 し て 生 き 生 き

明

福祉に関するシステム作りに関

施設長 増田

だより
暮らせるまちづくり」に向かっ

施設長 中塚博勝

し、中核的な役割を果たす定期

障害福祉
大利根旭出福祉園
サービス
事業者 希望之家

髙木美枝子

次に協議会の内容や活動につい

副施
設長

佐原聖家族園

と定めています。

代表者 竹蓋伸六

てご紹介いたします。

香取市自閉症協会

「協議会の役割は」

代表者 室岡正司

①市の障害福祉計画策定・具体

香取市視覚障害者福
祉協会

て動き始めました。あらためて

障害者関 精神障害者家族会かとり会 会長 出口昌功
係団体 香取郡市ろうあ協会 代表者 佐藤 建
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的な協議の場として、香取市地

香取市手をつなぐ親の会 代表者 鶴岡大丈

市民の皆様に協議会の活動につ

会長 吉原文雄

域 自 立 支 援 協 議 会 を 設 置 す る 」 となるように、 つの専門部会

氏名

いて、ご紹介をいたします。

香取市身体障害者福祉会

役職

これは平成 年に施行された

名

障害者自立支援法によって各市

体

町村に設置するよう定められた

団

ものです。

区分

この法律では、障害者が地域

平成22年2月1日現在

で自立した生活を送ることを推

香取市地域自立支援協議会委員名簿

fax 0478-55-1885

「香取市地域自立支援協議会の
活動にご理解を」

平成22年3月15日発行
［事務局］香取市役所障害福祉課
〒287-8501 香取市佐原ロ2127

香取市地域自立支援協議会
香取市の障害福祉システムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場

定例会

専門部会

年4回開催

○事務局：香取市障害福祉課、香取障害者支援センター
○構成員：委員20名、任期3年（委嘱状交付）
・地域の現状課題等について地域の関係者（代表者レベル）
が集まり情報共有、協議を行う。
・各障害者計画の策定（策定委員兼任）。

毎月開催

○事務局：香取障害者支援センター
○構成員：5〜15名
・各テーマに沿って地域の関係者
（実
務者レベル）が集まり情報共有、
協議、システムづくりを行う。

個別ケース

地域生活支援部会
地域からの
・ニーズ
・課題
・個別ケース

事務局会議

随時開催

療育支援部会
ニーズ、課題
広報部会

個別支援会議

就労支援部会

地域からの
・ニーズ
・課題
・個別ケース

香取市

地域自立支援

協 議 会

だより

平成22年3月
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専門部部会長あい

さつ

地域生活支援部会

就労支援部会

誰ひとり
みすてない

香取市が考える
多様な働き方

地域生活支援部会長
佐原聖家族園

就労支援部会長
東総障害者就業・生活支援センター

副施設長

髙木 美枝子

センター長

「地域生活支援部会」は、各相談支援機関にて対応している相談
事例を通して、地域の課題を掘り起こし、そして整理した上で必
要なサービス調整、既存のサービスの改善や新たな社会資源
（サー
ビス）の開発等に向けた働きかけなどを行っていく部会です。部会
で抽出された課題等を本体である香取市地域自立支援協議会に挙
げ、市の課題として取り組み、解決に向けて協議・検討します。
解決困難な事例については、関係する機関の方々に参加をお願い
して個別支援会議を開催し、ネットワークの力で解決への糸口を
探していきます。更に個別支援会議を通して地域のニーズや状況
を把握して、支援ネットワークの構築や地域の課題の抽出を行っ
ていきたいと考えています。どこまでの事ができるかまだわかり
ませんが、精一杯、香取市の地域福祉のために委員一同力を合わ
せて頑張る意気込みを持っています。福祉のことで困ったとお悩
みの方、お近くの相談支援機関または、香取市において相談を受
け付けております。香取市としての相談受付票を作成いたしまし
た。一人で悩まず私たちの力をご活用下さい。
協議会が有効活用されるためには、地域の皆様方のご理解とご
協力が不可欠です。よろしくお願いいたします。

辻内 理章

「就労支援部会」は、ハローワーク佐原を中心に4箇所の福祉事
業所と行政機関と企業1社による構成となっており、計12名で障
害のある方の働く環境や福祉的就労について議論する場として、
月に1回部会を実施しております。
平成20年11月13日に第1回を迎え、現在11回まで行ってい
ます。そのうち1回は実際に障害のある方が雇用されている企業、
株式会社和郷園さんへ見学に行きました。和郷園さんでは、ハウ
ス栽培の仕事と温泉場
（かりんの湯）での仕事を障害のある方たち
が、実際に働かれているところを見学いたしました。
香取市内に住み地域で生活をされている障害のある方はたくさ
んいらっしゃいますが、一般就職を希望されている方、または就
職をされている方というのはおそらく一割も満たない現状です。
人によっては人の力、支えを利用していかなければ生活ができ
ない方もいらっしゃいます。この部会の存在意義として、①地域
の資源を活用して障害のある方が、地域で働くことのできる環境
を創出していくこと②福祉事業所における地域資源との連携を構
築していくことが求められてくると思われます。また、困難なケー
スについてもこの会において、その困っている方に対しそれぞれ
の立場から考えられることを提案し、1人でも多くの障害を持た
れた方が、安心して生活できる環境を整えていけるようにしてい
くことが、この香取
市における協議会の
専門部会の役割だと
思っています。
今後もこの会は継
続されていきますが、
より多くの企業の皆
様の参加をお待ちし
ております。

グループホーム利用者交流会

日常生活自立支援事業

（地域福祉権利擁護事業）

かとり広域後見支援センター

（香取市社会福祉協議会内）

お問い合わせ

高齢者や障害者が在宅で日常生活を送るうえで、毎日のお金の管理や証
書など大切な書類の管理が心配な方が地域で安心して生活できるように支
援する制度です。

利用できるサービス

TEL 54-4405

FAX 54-4797

利用の流れ
①相談
困っていることがあれば、気軽に相談してください。
②訪問
社協の専門員がお宅を訪問し、困っていること
などをお聞きします。
③支援計画作成・契約
ご本人の希望を確認しながら、専門員が支援計
画を作ります。その計画でよければ、
契約します。

●福祉サービス利用援助
福祉サービスを安心して
利用できるようにお手伝
いします。

●財産管理サービス
お金の管理が心配な方の
お金の出し入れをお手伝
いします。

●財産保全サービス
大切な書類や印鑑をお預
かりします。

④支援の開始
支援計画に基づいて生活支援員が定期的に訪問
し、必要に応じた福祉サービス利用援助や、預
貯金の出し入れ、支払代行をします。
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香取市

平成22年3月

地域自立支援

協 議 会

だより

広報部会

療育支援部会

障害のある人にも
ない人にも情報を

ライフステージに応じた
支援に向けて

広報部会長
香取市社会福祉協議会

療育支援部会長
千葉県立香取特別支援学校

主事

柳田 勝彦

特別支援教育コーディネーター

香取市地域自立支援協議会が設置され4年が経ちますが、残念な
がら関係者以外市民の皆様には認知されていないのが実情です。こ
の協議会には様々な関係機関や団体の代表が集まり、市の施策への
提言や、障害者が安心して地域で暮らしやすい仕組みづくりを行っ
ています。しかし、どんな良い仕組みが出来ても市民の皆様が知ら
なければその仕組みを使うことはできません。そのためには協議会
を知っていただき、必要とする方に必要な情報提供を行うことを目
的に、
「広報部会」
は設置されました。
部会の目的の第一として、協議会を市民の皆様、各関係団体に
広く知ってもらい、活用していただくような働きかけです。第二
に障害をお持ちの方へ相談機関等の情報提供を行います。第三に
障害を持ったときに相談機関などの必要な情報を得られるように
することです。
その第一弾として広報紙「香取市地域自立支援協議会だより」創
刊号を発行いたしました。4面には香取市内・市外の障害者関係
の相談機関が掲載されていますので、必要な時に情報を得られる
ように保存していただければと思います。
今後も協議会の定例会・各部会の報告や、障害のある方にもな
い方にも必要な情報を提供できるよう、今後とも
「香取市地域自立
支援協議会だより」
をよろしくお願いいたします。

高尾 早苗

「療育支援部会」は、平成21年8月に発足した部会です。他の部
会に比べ日が浅い部会です。初めて部会が行われた昨年の夏の日、
温暖化傾向のためか突然集中豪雨に見舞われて、びっしょりになっ
て話し合いに駆けつけた印象が今も記憶に残っています。構成メ
ンバーは15名、
「 保健・医療・教育・就労・福祉」の専門分野に携
わる方々が集まりました。今まで、つながりがあった方々もいれば、
つながりが浅かった方もいました。様々な方が同じテーブルを囲
んで話し合いの機会を持てたことは、この地域の中で最大の宝物
になったと思います。
支援を必要としている方の出生からライフステージに応じて、
ニーズを把握しながら現状と課題を明らかにすることが、この部
会の目的です。支援を必要としている方や、その家族、またその方々
を支える支援者が、共に学び合いながら、互いに「今何が必要なの
か、今後どのような支援が必要なのか」を模索していくことが、こ
の地域の障害福祉の向上を図る大きな鍵になると思われます。
この部会は、今まで7回話し合いを行いましたが、まだ課題が
山積みです。様々な方の思いや認識の違いがあるのも実状です。
委員同志が知恵を出し合いながら、この部会が、
「必殺仕掛け人」に
なって
「地域のエンジン」として誰もが健やかに成長できる環境を
整え、福祉サービスの拡大に寄与できればと思っています。
まず第一歩として、
障害のある方の
「成長
の記録」や
「適切な支
援」を共有するため、
ライフステージに応
じた個別の活用ファ
イ ル を 作 成 し、4月
から試行できるよう
準備を進めている段
階です。

ご存知ですか？障害のある方のための各種マーク
障害者のための国際シンボルマーク
障害のある方が容
易 に 利 用 で きる 建 築
物、施設であることを
表す世界共通のシンボ
ルマークです。このマー
クはすべての障害者を
対象としています。

ほじょ犬マーク
補 助 犬（ 盲 導 犬、 介
助 犬、 聴 導 犬 ）同 伴 を
啓発するためのマーク
です。公共の施設や交
通機関、一般的な施設
に補助犬を同伴できる
ようになりました。

障害者マーク

肢体不自由の方が条
件付き免許で普通自動
車を運転する時に表示
するマー クです。 自 動
車の運転者は、マーク
を表示した車に対して、
無理な幅寄せや割り込
みをしてはいけません。

オストメイトマーク
人工肛門・人工膀胱
を使用している方のた
めの設備があることを
表しています。オストメ
イト対 応 のトイレ の 入
口、案内誘導プレート
に表示されています。

耳マーク

ハートプラス
マーク

耳が不自由なことを
表すマー クです。この
マークを表示している
方 を見 か け た 場 合 は、
「 手 招きして 呼 ぶ 」
「大
きな声ではっきり話す」
「筆談をする」など、ご
協力をお願いします。
身 体 の 内 部（ 心 臓、
腎 臓、 呼 吸 器 など）に
障害があることを表す
マークです。内部障害
の方は、外見からは分
かりにくいため、さまざ
まな誤解を受けること
がありますのでご配慮
をお願いします。

香取市

地域自立支援

だより
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主な障害者相談機関
主な分野

名

称

所在地

電話・FAX

障害者福祉全般

香取市役所障害福祉課

香取市佐原ロ2127

TEL 0478-50-1252

FAX 0478-55-1885

障害者・障害児相談支援

香取障害者支援センター

香取市北2-12-19

TEL 0478-52-9920

FAX 0478-79-9199

香取市社会福祉協議会

香取市佐原ロ2116-1

TEL 0478-54-4410

FAX 0478-54-4797

中核地域生活支援センター香取ネットワーク 香取市北1-11-8

TEL 0478-50-2800

FAX 0478-50-2881

精神障害者相談支援

香取健康福祉センター

香取市佐原ロ2127

TEL 0478-52-9161

FAX 0478-54-5407

障害児相談支援

コスモスの花

香取市仁良1194-7

TEL 0478-70-7373

FAX 0478-70-7372

障害者差別に関する相談支援 香取健康福祉センター（広域専門指導員） 香取市佐原ロ2127

TEL 0478-52-3613

FAX 0478-54-5407

福祉全般の相談支援
市 内

就業相談支援

ハローワーク佐原

香取市北1-3-2

TEL 0478-55-1132

FAX 0478-55-1262

グループホームに関する
相談支援

香取グループホーム支援センター

香取市北2-12-19

TEL 0478-52-9920

FAX 0478-79-9199

後見支援
（権利擁護）

かとり広域後見支援センター

香取市佐原ロ2116-1

TEL 0478-54-4405

FAX 0478-54-4797

千葉市緑区誉田町1-45-2

TEL 043-291-6872

FAX 043-291-8488

TEL 043-245-1571

FAX 043-245-1578

身体障害者・知的障害者相
千葉県中央障害者相談センター
談支援

千葉市中央区千葉港4-3
（千葉県社会福祉センター内）

千葉県身体障害者社会参加推進センター

視覚障害者相談支援

視覚障害者総合支援センターちば

四街道市四街道1-9-3

TEL 043-424-2501

FAX 043-424-2486

聴覚障害者相談支援

千葉聴覚障害者センター

千葉市中央区新明町204-12

TEL 043-308-6372

FAX 043-308-5562

精神障害者相談支援

地域生活支援センター
サザンカの里

成田市南敷461-5

TEL 0476-73-4695

FAX 0476-73-3765

児童全般相談支援

銚子児童相談所

銚子市台町2183

TEL 0479-23-0076

FAX 0479-23-0039

障害児相談支援

香取海匝地域療育システムづくり検討会 旭市野中3831

TEL 0479-60-0602

FAX 0479-60-0662

発達障害者相談支援

千葉県発達障害者支援センター CAS（キャス） 千葉市中央区亥鼻2-9-3

TEL 043-227-8557

FAX 043-227-8559

東総障害者就業・生活支援センター

旭市野中3825（知的障害者授
TEL 0479-60-0211
産施設「みんなの家」内）

FAX 0479-60-0212

千葉障害者職業センター

千葉市美浜区幸町1-1-3

TEL 043-204-2080

FAX 043-204-2083

東総権利擁護ネットワーク

銚子市野尻町273-3

TEL 090-7288-9270 FAX 0479-33-3929

市

身体障害者相談支援

外

就業相談支援
後見支援
（権利擁護）

市内障害者支援施設
支援分野

名

称

佐原聖家族園
知的障害者入所更生施設
（短期入所・日中一時支援事業） 大利根旭出福祉園

所在地

電話・FAX

香取市返田323-1

TEL 0478-50-7117

FAX 0478-50-7118

香取市岡飯田792-1

TEL 0478-83-1220

FAX 0478-83-1123

自然

香取市仁良1026-1

TEL 0478-70-7771

FAX 0478-70-7707

児童デイサービス

コスモスの花

香取市仁良1194-7

TEL 0478-70-7373

FAX 0478-70-7372

救護施設

風の郷「厚生園」

香取市八本555-27

TEL 0478-82-5134

FAX 0478-82-5135

あけぼの園・第2あけぼの園

香取市岩ケ崎台12-7・岩ケ崎台12-12 TEL 0478-54-4320

FAX 0478-54-4320

おみがわ

香取市南原地新田459

TEL 0478-83-8005

FAX 0478-83-8005

希望之家

香取市佐原イ2173

TEL 0478-52-5208

FAX 0478-52-5208

知的障害者通所更生施設
（日中一時支援事業）

地域活動支援センター

じ ねん

51 佐原駅周辺の主な相談機関

十間川
香取健康福祉センター

デニーズ
●

356

● 佐原郵便局

ハローワーク佐原

● 香取警察署

●

洋服の青山

● パールショップ

ともえ

香取障害者
支援センター
佐原北口 ●
ホール

● 北総県民センター香取事務所

（千葉県香取合同庁舎）

佐原駅北
●
駐車場

佐原駅

●

佐原中央公民館

→小見川・銚子

香取ネットワーク

香取市役所

←神崎・柏

セブンイレブン ●

356

●

佐原中学校

香取市社会福祉協議会

佐原年金事務所 ●

