伊勢市障害者施策推進協議会

自立支援部会
令和元年度

第 3 回 サービス事業所等連携会議
障がいのある人の想いを実現する世の中にしたい～
伊勢市障害者施策推進協議会 自立支援部会は、「障がいのある人の想いを実現する世の中にしたい」という願いを込め
て、「私たちの未来」を考える場として、さまざまな立場の方々とともに考え、ともに活動を行っております。
今回第 3 回サービス事業所連携会議では、これまでみなさまから頂いた意見をもとに、市内サービス事業所の見学会を
させて頂く事となりました。自分の事業所以外見る機会が少ないというサービス事業所の職員さんや、市内にどんな事業所
があるのか見てみたいご家族や市民の方、あるいは市内のサービス事業所の様子を直接確認したいという行政職員の方々
を対象とさせて頂きます。
各見学先においては、事業所説明を頂いたり、事業所内見学をさせて頂いたり、見学しながら簡単な質疑も頂ける内容と
なっております。 皆さまお気軽にご参加頂きますようお願い致します。

「サービス事業所 見学会」
～見に行ってみよう サービス事業所～

対象者

市内障害福祉サービス等事業所 職員
当事者、ご家族等、障害福祉分野に関係のある市民
障がい児者関係行政職員（伊勢市）

日時
令和２年２月２７日 (木)
日時 ①
①令和２年２月２７日
(木) 児童通所系
児童通所系
集合9:00（ハートプラザ御薗
9:00（市役所） ⇒ 解散１３：００頃（市役所）
集合
玄関ホール） ⇒ 解散１３：００頃（ハートプラザ御薗 玄関ホール）

１．伊勢市おおぞら児童園
伊勢市おおぞら児童園

①
２．絆伊勢教室
絆伊勢教室

（宮後）

（黒瀬町）
（黒瀬町） （児童発達支援・放課後等デイサービス）
（児童発達支援・放課後等デイサービス）
（児童発達支援・放課後等デイサービス）
（宮後）
（児童発達支援・放課後等デイサービス）

②令和２年３月
②令和２年３月 ２日
２日 (月)
(月) 成人通所系
成人通所系
集合9:15（ハートプラザ御薗
9:00（市役所） ⇒ 解散１2:00
頃（市役所）
集合
保健会議室）
⇒ 解散１2:00 頃（ハートプラザ御薗 保健会議室）

１．はじまりの杜 （村松町）
②‐１：はじまりの杜
（村松町）

（生活介護・B
（生活介護・B 型／グループホーム）
型 （一部併設グループホームも））

集合12:50（ハートプラザ御薗
12:50（市役所） ⇒ 解散１5:15
頃（市役所）
集合
保健会議室）
⇒ 解散１5:20 頃（ハートプラザ御薗 保健会議室）
２．ステップワン （一之木）
②‐２：ステップワン
（一之木） （生活介護）
（生活介護（新道の店））

③令和２年３月１１日
③令和２年３月１１日 (水)
(水) 居住施設系
居住施設系
集合9:00（御薗総合支所
9:00（市役所） ⇒ 会議室
解散１2:00
頃（市役所）
集合
2－4）
⇒ 解散 12:00 頃（御薗総合支所 会議室 2－4）

１．GH いせ
③‐1：GH
いせ（村松町）
（村松町）

（グループホーム）
（グループホーム（施設タイプ・アパートタイプ））

集合12:40（御薗総合支所
12:45（市役所） ⇒ 解散１5:15
頃（市役所）
集合
会議室 2－4）
⇒ 解散１5:20 頃（御薗総合支所 会議室 2－4）

２．済美寮 （辻久留町）
③‐２：済美寮
（辻久留町）

（施設入所支援）
（施設入所支援（成人寮））

フクシア 伊勢市

検索

〇主 催
伊勢市障害者施策推進協議会 自立支援部会
〇参加費
無料
〇定 員
各回 ・乗り合わせ（10 人乗り） 8 名 （集合場所から乗り合わせで移動）
〇定 員 合計 各回最大 18 名 （自家用車は 10 人未満でも 4 台になれば受付終了）
・自家用車
4 台 or 10 名 （集合場所から自家用車で移動や現地集合）
・乗り合わせ（10
人乗り） 8 名 （集合場所から乗り合わせで移動）
各回
⇒先着順
【合計 最大 18 名（自家用車は 10 人未満でも 4 台になれば受付終了）】
・自家用車（公用車）等 4 台 or 10 名 （集合場所から自家用車等で移動や現地集合）
先着順 複数回･複数日お申込み頂けますが、その場合希望の優先順位を付けてお申込み下さい。
⇒先着順

フクシアHP→お知らせ→自立支援部会 へ

申込者の状況により受付調整させて頂くことがございます。また、終日参加頂ける方を優先させて頂きます。

〇申込・問合せ 伊勢市障害者総合相談支援センター フクシア （裏面 申込書をご利用ください）
TEL：０５９６‐２１‐３６３３ FAX：０５９６‐２０‐６５３５ MAIL：fuchsia@soudan-ise.jp
申込締切 令和２年２月２０日（木）（先着順）

送信票は不要：この用紙のみ返信頂きますようお願い致します。

令和元年度 第 3 回 サービス事業所等連携会議 「見学会」
【申込書】

代表者氏名 又は事業所名
連絡先電話番号

（

）

参加希望 番号
所属等
氏名

（所属先、あるいはご
家族等 立場をご記
入下さい）

①/ ②-1/②-2/

ご連絡先

③-1/③-2
（複数回申し込みの場合は、
優先順位が分かるように、
ご記入下さい）

定員

乗り合い 希望
or
自家用車等 希望
（他車と同乗等、台数が分
かるようにご記入下さい）

合計 各回最大 18 名 （自家用車は 10 人未満でも 4 台になれば受付終了）
・乗り合わせ（10 人乗り） 8 名 （集合場所から乗り合わせで移動）
各回
・自家用車（公用車）等 4 台 or 10 名 （集合場所から自家用車等で移動や現地集合）

⇒先着順

複数回･複数日お申込み頂けますが、その場合希望の優先順位を付けてお申込み下さい。
申込者の状況により受付調整させて頂くことがございます。また、終日参加頂ける方を優先させて頂きます。

申し込み・問い合せ先 ： 伊勢市障害者総合相談支援センター フクシア
ＦＡＸ:０５９６－２０－６５３５

山本・淀谷

ＴＥＬ：０５９６－２１－３６３３
メール：ｆｕｃｈｓｉａ＠ｓｏｕｄａｎ－ｉｓｅ.ｊｐ
（この書式にある内容を入力送信下さい）

締切 ： 令和２年２月２０日（木） （先着順となります）
※ 既に先着終了の場合は、申し込み時にお伝えさせて頂きます。
※ 申込受付後、詳細な確認や調整等のために、事前にご連絡させて頂く場合がございます。

