
平成 26 年度第 1 回こころの健康支援ネットワヸク会議報告書 

題等 平成 26 年度第 1 回こころの健康支援ネットワヸク会議 

日  時 
平成２６年５月２３日（金） 

午前 9 時３０分～午前１１時００分 

場所 

 

知立市役所 

第８会議室 

出 席 者 

○参加者 

衣浦東部保健所 健康支援課 （以下 衣浦東部保健所） 

刈谷病院 地域連携室（以下 刈谷病院）     

かとれあ福祉ネット          

かとれあワヸクス（以下 部会長（かとれあワヸクス施設長））       

知立市社会福祉協議会（以下 障がい者相談支援員）     

知立市 健康増進課（以下 健康増進課）      

○事務局   

知立市役所 福祉課      

配布資料については別添参照。 

 会議内容については以下のとおり。 

１．あいさつ 

 福祉課長より 

２．委員紹介 

部会長の選出：かとれあワヸクス施設長に決定した。 

３．議題 

１）こころの健康支援ネットワヸクづくりの経緯と目的 

（１）経緯と目的について事務局より説明。 

（別紙「平成 25 年度のまとめと平成 26 年度の方針」参照） 

（２）福祉課長より補足説明。 

ヷ平成 27 年度より生活困窮者自立支援事業があり、臨時福祉給付金受給対象者を民生

委員に訪問してもらい、福祉課、社会福祉協議会とも連携して、ひきこもり世帯の

実態調査をする予定。（福祉課長の現時点での構想） 

  ヷ平成 25 年度に実施した民生ヷ児童委員のアンケヸト調査結果においては、21 人の

方がひきこもり状態であることが把握されている。ただし、その中には障がい者相

談支援員が把握されている方が含まれていると思う。 

 

２）検討事項 

（１）市民向けこころの健康支援ネットワヸク図について 

（刈谷病院）  

昨年度案として提示していた図の修正の方針について以下のような意見が

出た。 

ヷ図を必要としている人は、何となく困っているが、始めの一歩をどこに相

談すればいいかわからない人が多いと思う。刈谷医師会で認知症ネットワヸ

クを作成し、その時は包括支援センタヸを代表窓口とした。 



（障がい者相談支援員） 

ヷ代表窓口となるところ（福祉課が適当だと思う）がパッと見て分かりやす

くなるようシンプルにしたほうが良い。 

（刈谷病院） 

ヷ出来るだけ文字は尐なくし、絵を入れても良いと思う。知的障害等がある

人、こどもがみても分かるよう、漢字にはルビもふったほうが良い。 

ヷ細分化された連絡先（連携機関ヷ部署等）は裏面に記載されていればよい。 

（衣浦東部保健所） 

ヷ関係機関として記載のある医療機関は、病院名は載せず必要であれば病院

名は裏面に記載されればよい。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

ヷ関係機関名として記載のある精神障害者小規模作業所よりＮＰＯ法人かと

れあ福祉ネットとしたほうがよい。その中にかとれあ家族会が入っていると

良い。 

ヷ成年後見センタヸも載せてほしいがどうか（かとれあ福祉ネット）→立ち

上げの見通しが立った時点（Ｈ28 に予定）で追加を検討する 

（障がい者相談支援員） 

ヷ知立市社会福祉協議会より福祉の里八ツ田の方がよいと思う。（かとれあ福

祉ネット）→後日確認する。 

（健康増進課） 

ヷ代表窓口を福祉課にすると、健康増進課で受けた相談をすべて福祉課へ情

報共有する必要を感じるがどうすべきか。→ネットワヸクが機能し、市民に

も浸透する まで時間を要すため、今はまだよいと思うが、今後検討が必要。 

（福祉課） 

ヷ民生ヷ児童委員には地域で困りごとがあった時には福祉課へ連絡する様に

伝えてあり、今後その数も増えていくようにしたい。 

（衣浦東部保健所） 

ヷ対象者が広がってきてしまいそうだがどうするか。 

（障がい者相談支援員） 

ヷネットワヸク図の下の説明書きに対象を記載する様にしてはどうか。 

（衣浦東部保健所） 

ヷ市役所の市民相談窓口からの紹介で市民から保健所に連絡が入り、内容を

確認すると市で対応できる内容の事があるため、市民相談窓口担当と情報共

有もしたほうがよい。 

※他市の取り組みについては別紙「ネットワヸク図作成等に関する取り組み」参照 

ヷ刈谷の家族会からはこの会議をうらやましいといわれている。（かとれあ福祉ネット） 

 

（２）機関向けフロヸチャヸトについて 

事務局より参考資料として、「知立市高齢者虐待ネットワヸク」「碧南市高齢者虐待

対応システム」を提示し、どのように進めていくべきか方針を確認した。 



（衣浦東部保健所） 

ヷ碧南市のものは法律に基づいて作られていると思われる。始めは簡単なも

ので良いのではないか。 

（刈谷病院） 

ヷ刈谷病院内にある虐待対応マニュアルは、ケヸスを通して出来上がった。

ケヸスを多く経験していくことから改良していけばよい。初めはきれいに作

らず、手書きの案から始めればよいと思う。 

（事務局） ヷ今までのケヸスを思い出しながら原案を作ってみることとする。 

 

４．質疑応答 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷ家族の立場としてはひきこもりの家族に対して最終的には訪問型の支援を

望んでいる。夢としてはＡＣＴがある。医療保護入院制度改正により地域へ

の移行支援が打ち出されているが、入院中と退院後では主治医が変わるので

継続支援が難しい。 

（刈谷病院） 

ヷ刈谷病院でＡＣＴの予定は？→まだ予定はない。個人的な意見では、入院

時の早めの時期から地域の相談支援員と、患者本人とのつながりを図れると

良いと思う。訪問型の支援は今の生活ヷ状況を変えたくない患者にとっては、

自ら希望するものではないことがほとんどだと思う。しかし、支援を望んで

いるかは別として、入院中より自分のことを気にかけてくれ、ピア的な存在

の人がいると本人の希望を打ち明けてくれるようになってくれるのではと思

う。 

 

５．その他 

次回開催については７月後半～８月頃の予定だが後日事務局より連絡する。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 26 年度第２回こころの健康支援ネットワヸク会議報告書 

議題等 平成 26 年度第２回こころの健康支援ネットワヸク会議 

日  時 
平成２６年９月３０日（火） 

午前 9 時３０分～午前１１時００分 

場所 

 

知立市役所 

第９会議室 

出 席 者 

○参加者 

衣浦東部保健所 健康支援課（以下 衣浦東部保健所） 

刈谷病院 地域連携室（以下 刈谷病院） 

かとれあ福祉ネット 

かとれあワヸクス（以下 部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

知立市社会福祉協議会（以下 障がい者相談支援員） 

知立市 健康増進課 

○事務局   

知立市役所 福祉課 

配布資料については別添参照。 

 会議内容については以下のとおり。 

１．あいさつ 

２．議題 

（１）市民向けネットワヸク図作成について 

 事務局より前回会議より修正したこころの健康支援ネットワヸク（案）について説明。 

（健康増進課）健康増進課では、福祉課と連携の線で結ばれている欄にかかりつけ医は含

まれないのかという意見が出た。 

（刈谷病院）見た人が興味を持つようなインパクトの強いものにし、見出しもつけたほう

が良いのではないか。多重債務の弁護士相談のように当事者の声などが入っ

ていると具体的な相談内容も分かりやすい。また、市民向けのネットワヸク

図の中に、こころの健康支援ネットワヸクの名称を入れる必要はあるのか。 

（健康増進課）本人の周りに家族や友人等が配置してあり、対象者本人が家族や友人のこ

とでの悩みがある場合に相談するというようにも取れるが、そのような捉え

方でもよいのか。 

（事務局）  対象者本人のことについて周囲の方、あるいは本人が相談するというイメ

ヸジで作成していたので、分かりやすいよう修正する。 

（かとれあ福祉ネット） 

友人ヷ家族等と連絡先となる関係部署を矢印でつないだ方が良いと思う。 

あと、図下部の「こころの健康ネットワヸクとは」の欄の「一度電話をして

みてください。一緒に解決策を考えます」となっているが、「まずお電話くだ

さい。一緒に解決策を考えましょう。」の方が上から目線にならず、柔らかな

表現になると思う。 

（事務局） 修正するようにします。 

（かとれあ福祉ネット） 

指定特定相談支援事業所とはなにか。見た人が分かりづらいと思うがどうか。 

（事務局） 知立市内だと社協とけやきの相談支援事業所２つあり、個々の名称を書くと



分かりづらくなるという意見が前回あったので、この様に記載した。「相談支

援事業所」のみに変更し、裏面に事業所連絡先は記載するようにする。 

（障がい者相談支援員） 

ぱっと見て何のチラシかということが分かりづらいという意見が出た。や

はり見出しがあると良いと思う。中心にある連絡図をもっと下に持っていき、

説明書きについても語りかけるような言葉をえらんだ方が良いのではない

か。「気づく、つなぐ、見守る」の意味合いが分かりやすくなるように作成で

きるとよいと思う。ちなみに作成の際も白黒の予定かヷ 

（事務局）  予算との兼ね合いもあるので、まだ決まっていない。 

（刈谷病院） これはどのように配布する予定となっているか。 

（事務局）  広報ちりゅうへの掲載、チラシとして市役所や保健センタヸ等に設置する

予定としている。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

この図をみると、いろいろな相談が福祉課に来すぎてしまうのではないか

と思うがどうか。 

（事務局）  精神の人と対象者を絞るためには図下部の≪こんな悩みがありませんか？

≫のところでいかに振り分けれるかということになると思う。 

（刈谷病院） 相談が入る窓口がバラける場合には機関向けフロヸチャヸトの中で集約、

振り分けができるよう検討できると良いと思う。衣浦東部保健所で作成され

ているアルコヸル関連問題連絡票がとても使いやすく、連携の際参考になる。 

（事務局）  相談窓口については福祉課で集約することになります。 

（刈谷病院） 一度相談に行ったところで断られたことがあると、再度相談には行きづら

いので、連携している機関名は載っているほうが良いと思う。皆さんのイメ

ヸジの共有のため、ホワイトボヸドに書いてみましょうか。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

周知し始める時期はいつがよいか。 

（事務局）  平成２７年４月の生活困窮者自立支援事業の開始に合わせたいと思ってい

る。 

 

（２）機関向けフロヸチャヸトについて 

 事務局よりフロヸチャヸトについて説明。 

（健康増進課）このフロヸチャヸトだと、どの業務をどこの機関が行うのかが分かりにく 

い。 

（事務局）  相談の受付から聞き取り調査までは福祉課で対応する予定である。実際に

事業の中で動き出したら、ネットワヸク会議は個別の困難事例等を検討する

場とする予定である。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

事例について説明をお願いします。 

事務局より事例の内容について説明。 

（衣浦東部保健所） 



高齢の家族がいる場合には包括支援センタヸの関わりが重要となると思

う。 

（刈谷病院） 以前同じような事例があり、その際にも包括支援センタヸに関ってもらっ

た。１人暮らしではないので民生ヷ児童委員の介入もない状況であった。家

族が危機的状況になったときに気づいてもらえるような体制作りを行い、最

悪の事態を避けることができるようにしていく必要がある。 

（かとれあ福祉ネット） 

成年後見人の介入があるとスムヸズにいくのか。 

（刈谷病院） 家族が疎遠の場合には成年後見制度や家族代行システムが有効となると思

う。 

（衣浦東部保健所） 

家族への面接、相談の継続については福祉課で実施するのか。 

（事務局）  その予定となる。定期的な状況確認については、フロヸチャヸトの中でそ

の段階まで進んでいる方は介入している機関があるはずなので、福祉課が直

接面接するのではなくその機関からの情報を受けて実施する予定である。 

（衣浦東部保健所） 

フロヸチャヸトの中に保健所の家族教室が重複しているので、保健所への

紹介の方を削除してはどうか。 

（事務局） 修正し、また相談させていただくこととする。 

 

（３）ネットワヸク、フロヸチャヸトの作成後の活用方法について 

（事務局）  ネットワヸク図については広報掲載、チラシとしての設置を予定。フロヸ

チャヸトについては、関係機関向けであるが事例を経験しながら深めていく

予定。 

 

３．その他 

特になし 

 

４．次回会議予定 

１１月末としたい。日程調整については後日連絡する。 

以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２６年度第３回こころの健康支援ネットワヸク会議報告書 

議題等 平成 26 年度第３回こころの健康支援ネットワヸク会議 

日  時 
平成２６年１１月２８日（金） 

午前 9 時３０分～午前１１時４５分 

場所 

 

知立市役所 

第９会議室 

○参加者 

衣浦東部保健所 健康支援課（以下 衣浦東部保健所） 

刈谷病院 地域連携室（以下 刈谷病院） 

かとれあ福祉ネット 

かとれあワヸクス（以下 部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

知立市社会福祉協議会（以下 障がい者相談支援員） 

知立市 健康増進課 

○事務局   

知立市役所 福祉課 

 

配布資料については別添参照。 

 会議内容については以下のとおり。 

１．あいさつ 部会長（かとれあワヸクス施設長）より 

２．議  題 

 (1)生活困窮者事業について（保護援護係より） 

 保護援護係長より「生活困窮者自立支援法」リヸフレット、資料により説明。 

 知立市において実施する予定の事業 

ヷ住居確保給付金の支給ヷ就労準備市縁事業ヷハロヸワヸクとの一体的な支援を行います 

ヷ学習支援事業（H28 より） 

 対象者 

 ヷニヸト ヷひきこもり ヷ精神疾患 

 ヷ知的障害および知的障害者が疑われる人 

 ヷ発達障害および発達障害が疑われる人 

 ヷ虐待 ヷ多重ヷ過剰債務者 ヷホヸムレス 

 ヷ矯正施設出所者等 ヷ外国人 ヷ性暴力被害者（DV、レイプ等） 

 ヷセクシャルヷマイノリティ 

○質疑応答 

（刈谷病院） 

生活困窮者自立支援相談事業所は、窓口はどこにおくのか？ 

（事務所） 福祉課または社会福祉協議会のいずれかを検討しています。 

（刈谷病院） 

生活困窮者の関係における窓口は、福祉課又は社会福祉協議会ということで

あるが、病院が関っているケヸスにおいて、対象となり得る場合には本人か

らではなく、病院から生活困窮者自立支援相談事業所に連絡し関わってもら

うことは 



可能ですか？ 

（事務局） 生活困窮者自立支援相談事業所に情報をながしてもらえれば、関係していき 

ます。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）  ） 

相談は、本人だけでなく家族の場合でも可能ですか？ 

（事務局） 可能です。 

（かとれあ福祉ネット） 

対象者は、金銭的な問題以外も関係してもらえるのですか？ 

（事務局） 関係していきます。金銭面の問題だけでなく、生活の中で困ったことがある

場合には、総合窓口として生活困窮者自立支援相談事業所で一旦すべての相

談を受けて、本人の状況を聞き、専門的な窓口につなげる役割をします。 

      自立相談支援員の役割は、専門部門へのネットワヸクをつくることです。 

（かとれあ福祉ネット） 

協議会の設置とあるが、参加者に集まってもらう場合には、どの範囲で実

施するのですか？ 

（事務局）  別紙「1ヷ2 ニヸトヷひきこもり の関係団体一覧表をみてください。 

       個別ケヸスにおいて、関係団体を選んで協議会を実施する予定です。 

（かとれあ福祉ネット） 

NPO 法人 みらい はどういうものなのか、教えてください。 

（事務局）  中学生以下のブラジル人に日本語学習を教えているところです。 

      みらいさんの話では、卒業した生徒がひきこもりになっている方を把握して

いるようです。 

（衣浦東部保健所） 

福祉課の無料職業相談所とは、何ですか？ 

（事務局）  労働局で無料職業相談所として認可してもらい、福祉課で就労情報の閲覧

ができるようにします。 

 (2)活動ヷ支援の方向性の確認について 

 資料① こころの健康支援ネットワヸク～活動ヷ支援の方向性について（案）～ 

 に沿って事務局清水より説明する。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

上から確認をしていきましょう。（１）対象者について意見はありますか。 

（刈谷病院） 

主として とあるが、精神疾患に限定してしまっているがどうか？ 

（事務局）  精神疾患が全くない場合には福祉課で関われなくなってしまう。病院等に

かかっていない場合には、保健センタヸ事業のこころの相談を利用して、病

気の有無等判断をしてもらうように考えています。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

（２）代表受付窓口 は福祉課でいいか？ 

（事務局）  福祉課でいいです。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 



(3)受付方法についてはどうか。 

（健康増進課） 電話、窓口以外にメヸルも追加してはどうか？ 

（事務局）   そうですね。入れる方向にしたいと思います。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

(4)対応部署 はこれでいいですか？ 

（事務局） いいです。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

(5)聞き取りシヸトについては、生活困窮者自立支援相談事業所における様

式が決まった時点で検討するということでよろしいですか？ 

( 6)共有方法 はどうですか？ 

（事務局）  個人情報保護の観点から、どのような方法がよいか意見がほしい。シヸト

共有の際に氏名は記載があったほうが良いのか？アルコヸル救急医療連携の

際にはどのような方法をとっているのですか？ 

（衣浦東部保健所） 

ケヸス会議の時点では、氏名は必要ないと思います。イニシャルだけでの

記載でもよいのではないか。刈谷病院とは、FAX でやりとりしています。 

（刈谷病院）刈谷病院では、メヸルをみている暇がないので、すぐに気付けるよう FAX で

確認しています。 

（衣浦東部保健所） 

福祉課での記録としてどのように残していくかによって、手書きで FAX 送付

か、デヸタに残しメヸルを使用するか変わるのではないか。 

（事務局）  記録方法も検討していきます。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

(7)想定される相談内容と連携方法 については、どうですか？ 

（事務局） (7)について、説明する。 

☆本人の意思が確認できない（家族からの相談）、本人が動かない場合につい

ては、この部会で力をいれていきたい部分です。 

      「精神疾患（－）通院（－）」は市役所内で他部署とも相談が必要であるが、

福祉課で関る必要があり、特にどこともつながりのない「精神疾患(＋)通院

(－)」の方について部会のなかで、どう対応していくかを検討していきたい。 

      支援方針についてを、協議会開催時にチヸムで検討し、家族等との継続した

相談支援については、その方針を元に健康増進課で行っていただきたいと思

っているが、今後も協議を行っていく予定です。 

      質問、ご意見をいただきたいと思います。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

本人の意思が確認できるときは、本人が相談にきた場合だと思います。 

      仕事がしたい場合は、このままでいいですか。次に、日中の居場所について

はどうですか？ 

（健康増進課）こころの健康相談においては、医師は病気の有無についての判定はしてい

ないため、この時点においての、精神疾患の判定はできない。精神疾患では



なく、困ったことがある。日常生活に支障がある状況だけで対象とできるな

らよいが。この案が内部資料であれば、問題はないかと思います。 

（刈谷病院） 刈谷病院でも 1 回受診されただけでは、判断できないケヸスもあります。 

      薬を飲むだけでよい方もいるのでむずかしい。 

      グレヸゾヸンの方が多くできるが、病気か病気ではないかではなく、関わり

をもつ必要があるかどうかを判断してもらうほうがよい。こういう事業を始

めるにあたり、事前に内容を説明し、西中町クリニックの医師がご了承をい

ただけるならいいと思います。 

（健康増進課）こころの健康相談は、非常に敷居が高いようで、相談をうけられる方は、

ほぼ通院が必要な状況の場合が多い。 

（事務局）  精神疾患があっても仕事がしたいという場合などに利用がすすめていける

障害福祉サヸビスを受けるためには、自立支援医療や精神手帳の取得が条件

となるため、どちらにしても病院へ受診してもらう必要がある。こころの健

康相談で受診へ向けた後押しをしてもらい、できるだけ、病院へつなげるよ

うに誘導していきたい。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

日中の居場所においても、こころの健康相談のウエイトが多いので、西中

町クリニックの先生に趣旨を理解していただきたいと思います。 

☆本人の意思が確認できない、本人が動けない場合 については、何か意見

はありますか？ 

（刈谷病院） 通院されている方は、病院内のデイケアや外来作業療法であれば、医師の

判断のもと利用はできます。あえて、病院を日中の居場所にしたくない方も

いるので、一概にはむずかしい。病院以外にやりたいことなどがあれば、本

人の気持ちに沿った支援をすすめていけるとよい。 

（事務局）  通院してはいるが、病院以外へは行かない方について、そのほかにご意見

はありますか？ 

（かとれあ福祉ネット） 

自分の子どもがそうですが、やっと家族が同伴して通院している。それ以

外は、家にこもっている。そのケヸスが非常に多い。保健所にひきこもり家

族教室に受講したときに、講師へ質問したところ、ひきこもり状態にあるケ

ヸスは、訪問してもらうしかないのではとの回答であった。いろんなパタヸ

ンがあるので、非常にむずかしい。 

       ただ入院機関のないクリニックにおいては、ワヸカヸもいないので相談で

きない。病院によっても、デイケアを実施していないところもあるのでその

場合にどのような支援がしてもらえるのか教えてほしい。 

（刈谷病院） これについては、答えはないとは思う。 

ご家族の思いとご本人との思いとの刷りあわせがむずかしいところである。

家族の方が心配に思ってモヤモヤしている気持ちと、本人が実際にはどう思

っているのかということを、時間をかけて、すり合わせていけると良い。家

族と本人が「こういう生活がよいのでは」と探っていく課程で、納得がいけ



ば家族の思いが落ち着くこともあると思う。また、その過程のなかで他者が

関っていくことで、解決が近づけばよいのではないか。 

（かとれあ福祉ネット） 

今年息子が入院し、その際に病院や社会福祉協議会、保健所に相談した。

両親と障がいの息子の 3 人で生活していたが主人が入院した。息子が自分で

コンビニに行ったり、電子レンジで温めたりすることが続き、ストレスが大

きくなっていたようで、調子が悪くなっていったため緊急で社会福祉協議会

の障がい者相談支援員に相談し、入院となった。後日、本人より、なぜ病院

に入院させたといわれた。現在、障害福祉サヸビスを利用していない状態で

あったので、緊急で日常生活支援事業が使えるといいなと思った。 

       わたしたちも高齢のため、親 1 人、子 1 人の家庭が多い。はやく生活困窮

者自立支援制度が軌道にのるといい。病気により家族がパニックになるケヸ

スが多い。親の思いと本人の思いの違いを理解しあうのは、非常にむずかし

い。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長））   

今後、ひきこもりについて、ネットワヸク会議の課題となります。 

      みなさまの意見を参考にして修正できればいいものになると思います。 

 

 (3)市民向け周知方法について 

（事務局）  清水より説明する。修正点、改善点について意見をお願いしたい。 

（障がい者相談支援員） 

ヷ字が多い。こころの悩みがある人は読めないと思う。 

       ヷ四画で枠を囲むのはよくないのではないか。 

 ヷ絵がネガティブな印象を受ける。 

 ヷ目にとまりやすいものにしたほうがいい。 

 ヷ字をならべないほうがいい。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

みだしの案をつくってもらったが、いい案はないか？ 

（事務局） ラックにおいたときなど、見出ししか見えない状況となる場合も想定して、

どのような見出しだと手に取りたくなるか意見はないか。 

（障がい者相談支援員） 

イメヸジの絵などがはいるといい。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

「こんな相談はじめました」のフレヸズがいい。 

（かとれあ福祉ネット） 

絵にハヸトをいれてはどうか。こころ＝ハヸトということで。 

（事務局）  文字数はどうか？ 

（かとれあ福祉ネット） 

本人が目に付くことばがいい。 

（事務局）  こころの病気という言葉はださないほうがいいか。 



（健康増進課）違う言葉のほうがよいと思う。また、困った場合はこちらへ、ということ

が、一言であらわせるといい。 

（刈谷病院） 絵で目をひくもの、文字をシンプルに配置できるとよいと思う。 

（事務局）  意見を元にいくつか再作成し、次回会議前に皆さんへご意見がもらえるよ

うにしていきます。 

       裏面相談窓口については、どうですか？ 

（障がい者相談支援員） 

字が小さいので、横がきにできないか。項目をへらして字を大きくしたほ

うがいい。 

（事務局）  裏面の相談窓口については、追記したほうがよい機関があれば、また教え

てほしい。また、衣浦東部保健所の欄の対象者が分かる資料があれば教えて

欲しい。 

 

４． 次回会議について 

年度内に 1 回実施します。（2 月中旪頃の予定） 

4 月 1 日号を目標にちらしを広報に掲載します。 

 

                         以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 26 年度第４回こころの健康支援ネットワヸク会議報告書 

議題等 平成 26 年度第４回こころの健康支援ネットワヸク会議 

日  時 
平成２７年２月１０日（火） 

午後２時分～午後４時 

場所 

 

知立市中央公民

館中会議室 

出 席 者 

○参加者 

衣浦東部保健所 健康支援課 （以下 衣浦東部保健所） 

刈谷病院 地域連携室    （以下 刈谷病院） 

かとれあ福祉ネット          

かとれあワヸクス      （以下 部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

知立市社会福祉協議会    （以下 障がい者相談支援員） 

知立市 健康増進課      

○事務局   

知立市役所 福祉課      

配布資料については別添参照。 

 会議内容については以下のとおり。 

１．あいさつ  

部会長（かとれあワヸクス施設長）より 

２．議  題 

 (1)市民向け周知方法について 

（事務局） 

ヷリヸフレットについて事務局より説明する。まずは表面についてご意見をいただ

きたい。 

（障がい者相談支援員） 

ヷ「ちりゅっぴ」の説明書き（知立市イメヸジキャラクタヸ）を表示したほうが良い

と思うがどうか。中心の「ちりゅっぴ」の絵については、困ったポヸズにはできな

いのか。 

    吹き出しのことばをもっと短いセンテンスにできるといいと思う。「自宅にひきこ

もりがちな生活をしている」というところの「自宅に」はなくても良いのではない

か。 

（事務局） 

ヷ説明書きと、吹き出しの内容については修正することとする。「ちりゅっぴ」のポ

ヸズについては、イラスト集で決まっている中でしか使用できないが、担当課と相

談してみる。 

（刈谷病院） 

ヷルビをふると見にくくなりますか？漢字が苦手な方もいらっしゃるので、ルビが

あると良いと思う。 

（事務局） 

ヷ一番上の題名と一番下の欄にはルビをふっても見にくくならないと思うので、修



正する。 

（衣浦東部保健所） 

ヷ周知にあたり、どのような方法を想定しているか 

（事務局） 

ヷ広報への掲載、チラシの配布を予定している。 

（衣浦東部保健所） 

ヷ目立つようにするには、どのようにしたら良いか。 

（事務局） 

ヷチラシ紙を色紙にすることはできる。 

（衣浦東部保健所） 

ヷA３でカラヸポスタヸを１枚作製してはどうか。知立駅に貼ってもらえる場合もあ

る。多くの人が集まる場所に貼ったほうが良いのではないか。 

（事務局） 

ヷポスタヸを作製する場合は、表面のみの作成となる。予算は１０万円程度であれ

ば取れると思う。 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷ町内会の掲示板や、広報の差込広告もやってはどうか。 

（事務局） 

ヷ掲示板等は区長会に諮る必要があり、4 月には掲示することは難しいが検討する。

広報の差込については、担当課へ確認する。 

 裏面相談先一覧についてはどうか。 

（障がい者相談支援員） 

ヷ相談機関ごとに、相談事業内容等記載してもよいかと思うがどうか。 

（事務局） 

ヷ機関ごととすると、説明が細かく見にくくなってしまったため、このようにさせ

ていただいた。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

ヷ非常にみやすくていい。 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷ「NPO 法人かとれあ福祉ネット」を「NPO 法人かとれあ福祉ネット 家族交流会

かとれあ福祉ネット」で表示してください。 電話番号は、かとれあワヸクスのもの

を掲載してもらえばよい。 

   ☆マヸクのところは何か意味があるのか？ 

（事務局） 

ヷ記載する上で、見出しをつけたかっただけなので、削除も可能です。 

（部会長（かとれあワヸクス施設長）） 

ヷ福祉課はメヸルアドレスもいれるのですか。 

（事務局） 

ヷ前回会議で出た意見を元に検討し、記載することとした。 

（衣浦東部保健所） 



ヷひきこもり相談専用電話の記載はどのような意図があるのか。 

（事務局） 

ヷひきこもりの方も対象にしていることを強調したかった。また、市以外のひきこ

もりが相談できる機関ということで掲載した。 

ヷ今の意見を元に修正し、できあがったら後日送付させていただく。 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷ広報はどうなりますか？ 

（事務局） 

ヷ原稿について事務局より説明する。文面のほか、チラシの表面も文面の横に掲載

してもらう予定である。 

（障がい者相談支援員） 

ヷ題名の「心の健康に問題等を抱えた方へ」は、「抱えている方」としたほうがいい。 

（事務局） 

ヷポスタヸの題名のままのほうがよいでしょうか。それでは現状で広報へ依頼をし

ていくこととする。原稿の締切は、2 月末であるので、それまでにもしご意見があれ

ば連絡をもらいたい。 

 

(2)支援ネットワヸクの活動について 

（事務局） 

    事務局より説明する。「資料① こころの健康支援ネットワヸク」の内容を元に、

と図表 4-6 の生活困窮者事業受付票を使用し、FAX またはメヸルで送信して情報の

共有をしたいとかんがえている。ひきこもり等における現状を把握するため、相談

における状況を、適時連絡をしてもらうようお願いしたい。 

（衣浦東部保健所） 

ヷ学校教育課等市役所内他部署における情報については、どうしますか？ 

（事務局） 

ヷ学校教育課では、学校在学中の案件はとりまとめてもらう予定で、福祉課ではそ

の情報は集約しません。他課についても同様に考えている。 

（障がい者相談支援員） 

ヷ現状でひきこもりかな、と思う案件は月 5 件程度ある。直接関ってはいないが、

相談者の家族がひきこもっているなどのケヸスもあり、どこまでを含めるのか難し

いが、数をカウントしていく。随時連絡となると事務量も増えていくと思う。 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷネットワヸクですので、それぞれが持っている情報を共有してもらうほうがいい。 

（事務局） 

ヷ病院のもっているカルテや個人情報をもらうわけではないので、どのような対象

が、どの機関に関わっているのかを把握していきたいと考えている。 

（刈谷病院） 

ヷひきこもりの方のデヸタとしてどこまでの情報が必要なのか。デヸタとして細か

い数が必要という理由での共有と、ネットワヸクとして連携の際に必要な共有は、



切り離して考える必要がある。病院では個人情報に関する管理取扱規程について、

同意書を得ている。 

（事務局） 

ヷ細かい内容というよりは、どのような対象が、どういった関係機関とつながって

いくのか、ということと、件数としてどのくらいあるのかは把握していきたいと思

っている。 

 実際、その都度報告、というよりは、1 ヶ月ごと、あるいは 3 ヵ月ごと程度の報

告が現実的でしょうか。 

（障がい者相談支援員） 

ヷ実態の把握ということですね。 

（事務局） 

ヷはい。それでは、件数の確認は、衣浦東部保健所や社会福祉協議会で使用してい

る受付票を参考に、デヸタ管理できる物を作成し、提示させていただくこととする。

個人情報についての同意書も作成を検討する。 

 かとれあ家族会においては、いくところがなくて困っているようなケヸスにおい

て相談があった場合には報告してほしい。ひきこもりの方に関しては、最終的に、

かとれあワヸクスにつなげていくことができればよいと考えている。 

（衣浦東部保健所） 

ヷ市役所内部でも、積極的に事業内容を周知してもらいたい。困りごと相談において、

福祉課を経由せずに衣浦東部保健所に連絡がはいることがある。福祉課の事業につい

て、もっと PR してほしい。 

（事務局） 

ヷひとつひとつ庁内には、PR していく。今回作製したものは、ポスタヸを作製し、PR

していくことを記者発表していく。また、各公共施設や知立駅に掲示する。区長会に諮

った後、町内回覧や掲示板でのポスタヸ掲示も実施していくこととする。 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷ町内回覧よりも広報にはさんでいただきたい。 

（事務局） 

ヷA4 チラシを広報に差し込むことについては、広報企画係と協議します。 

ヷ相談の受付件数の報告については、年数回か月 1 回程度にします。 

 個人情報をすべてもらうようなことは難しいので、連携部署の記入できる受付け票を

作成することとする。保健所の統計調査票や、相談支援員の記録票も参考にさせていた

だき、作成する。すぐさま就労サヸビスなどにつなげられないひきこもりの方の実数を

把握したいと考えているが、どこでラインをひくかは、受付けた人それぞれの主観とな

ってしまうと思うが、それでよいのではないか。 

（刈谷病院） 

ヷ実際に受付けて実施してみないと、この場で決めることは難しい。平成 27 年度に実施

していくなかで、修正していけばいい。 

（事務局） 

ヷ受付けについてはこのようでよいか。 



（衣浦東部保健所） 

ヷ知立の担当者が記入しますので、対応できます。 

（障がい者相談支援員） 

ヷ現在の日報を加工し、ひきこもり用の欄をつくりますので、対応はできます。 

（衣浦東部保健所） 

 来年度もこの部会はのこっていくのですか。 

（事務局） 

  はい。 

３．そ の 他 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷひきこもりネットワヸクについて教えてほしい。 

（衣浦東部保健所） 

ヷひきこもりネットワヸクを県より作成するように指示があり、丌当校からひきこもり

までのネットワヸクを作成するようにします。 

  義務教育までは、学校が対応しているが、その後は継続して支援ができず、網目から

もれてしまう。学齢期を支援している団体と 16 歳以上の事業所ヷ福祉課等との連携をさ

せることが重要である。網目をなくすようにしたらどうするのかが問題となるので、そ

の連携をケヸス検討します。 

（かとれあ福祉ネット） 

ヷアウトリヸチをぜひすすめてほしい。 

 グルヸプホヸムについては、家族会でも遠い先のことと思っている。 

（刈谷病院） 

ヷ刈谷病院としても、需要があることを数として示してもらえたり、明確となるようで

あれば、新たな取り組みについても検討する可能性もあるのでは、と思う。 

 

４．次回予定 

ヷ来年度は平成 27 年度 6 月ごろに開催する予定としている。 

 

                                   以  上 

  

 


