
各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.4.8 12
情報交換・支援困難事例の検討・区内の社会
資源活用についての検討

第２回 H21.6.10 10
情報交換・事例検討

第３回 H21.8.12 12
情報交換・事例検討

第４回 H21.10.14 7
情報交換・委託相談支援事業者の自己評価
プレゼン

第５回 H21.12.9 10
情報交換・事例検討

第６回 H22.2.10 予定
今年度総括・次年度方針について

第１回 H21.4.21 11
今年度の進め方について・事例報告・情報交
換

第２回 H21.6.16 12
企業アンケートの実施について・事例報告

第３回 H21.8.18 12
事業所連絡会の報告・情報交換

第４回 H21.10.20 11
委託相談支援事業者の自己評価プレゼン・情
報交換

第５回 H21.12.16 12
障害者支援ネットワーク形成に向けた取り組
みについて・第２回事業所連絡会の報告

第６回 H22.2.16 予定
今年度のふりかえりと次年度の課題について

第１回 H21.5.15 20
今年度の取り組みについて

第２回 H21,7,4 20
提言・要望について、区内作業所見学

第３回 開催中止 ー
区内作業所見学会

第４回 H21.11.6 20
委託相談支援事業者の自己評価について

第５回 未定
今年度総括、次年度の取り組みについて
区内作業所見学会

第１回 H21.7.15 12
今後の進め方について、区における障害福祉
サービスの実施状況、情報交換

第２回 H21.9.29 14
相談コーナーの試行について
情報交換

第３回 H21.11.30 15
委託相談支援事業者の自己評価について
相談コーナーの検証

第４回 H22.3.1 予定
・協議会開催前に「生活相談」を実施（13～15時）
・事例検討（予定）

区内事業所意見交換会（2
回目）
地域における障害者支援
ネットワーク形成のための
勉強会・講演会

社会資源把握

福島区

(20年2月設置）

障害者地域支援センターいきいき
ウィズ・ユー（福島第二育成園）
区身体障害者団体協議会
身体障害者相談員
すずらんの園
デーセンターモモの家
ワークはづき
つくし作業所
知的障害者相談員
区社協
地域生活支援センターふらっとめいじ

此花区

(20年3月設置）

障害者自立生活支援センタースクラム
港育成園ほっとスペースぽると
地域生活支援センターふらっとめいじ
此花区内障害者自立支援サービス事業者代表
大阪市立此花作業指導所
此花第二太平学園
地域活動支援センター　はばたく
障害者共働学舎　働楽
精神障害者小規模作業所　グリーンハウス
此花区身体障害者連合会
身体障害者相談員
知的障害者相談員
区社協
西部地域就業支援センター

障害者支援センターいきいき
中津更生園
こころの相談室リーフ
区社協
身体障害者相談員
大阪市障害者就業・生活支援センター

北区

(20年4月設置）

都島区

(20年4月設置）

自立生活支援センターあるる
地域生活支援センターたんぽぽ
障害児者生活支援センターひまわり
身体障害者相談員
知的障害者相談員
大阪市就業・生活支援センター
区社協

未定 社会資源の少ない此花区において、在住の
障害者に有益・効果的な社会資源の提供方
法を探る

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会
・企業アンケート

隔月開催 協議会のPR
区内社会資源・相談支援事業所のPR

支援困難事例の検討
区内の社会資源活用についての検討

企業アンケート実施の前段階として、通所系
の作業所や授産施設などの意見交換会を
実施し、ニーズ調査と課題整理を行う（旭区
との合同開催も検討中）
事業所連絡会の複数回（年3回程度）開催を
目指す
地域における障害者支援ネットワークの形
成のため、勉強会や講演会を開催し、障害
者に対する理解を深める

隔月開催

隔月開催

障害者の就業支援に向け
た取り組み
地域課題の検討
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開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.5.26 13
平成21年度運営方針について

第２回 H21.7.28 19
施設・事業所等の障害福祉社会資源情報の共有化
と広報についての問題点および対策の検討

第３回 H21.9.29 15
事例検討会（２ケース）　①精神障害者の福祉サービスへの連携および家族
へのケアについて　②身体障害者のサービス利用の狭間にあるケースにつ
いて

第４回 H21.11.24 12
委託相談支援事業所の自己評価について

第５回 H22.1.26 予定

第６回 H22.3.23 予定
平成21年度のまとめ

第１回 H21.10.14 10
今年度の進め方について、情報交換

第２回 H21.11.20 11
委託相談支援事業者の自己評価プレゼン、事
例検討、情報交換

第３回
事例検討、情報交換

第１回 H21.6.17 11
年間実施計画（案）について、情報交換等

第２回 H21,9,16 11
今後の活動計画について（研修会、相談会開
催）事例紹介、情報交換

第３回 H21,12,2 11
委託相談支援事業者自己評価の報告、研修会開
催について、相談会開催について、情報交換

第４回 H22,3,17 予定
平成21年度のまとめ

研修会 H22,1,20 予定
「福祉サービス苦情解決制度」について

第１回 H21.4.22 12
事業所紹介、今年度の進め方について、情報
交換

第２回 H21.6.17 12
事業所紹介、運営強化事業の実施計画について、区社協主催「ふ
れあいきらめきパーティー」への参加について、情報交換

第３回 H21.8.26 11
事業所紹介、運営強化事業の実施計画について
区社協主催「ふれあいきらめきパーティー」への参加について、区における障
害福祉サービスの状況について、情報交換

第４回 H21.10.21 10
委託相談支援事業者自己評価の報告、運営強化事業の実施計
画について、区社協主催「ふれあいきらめきパーティー」への参加
について、情報交換

講演会 H21.11.20 -
運営強化事業として、区社会福祉協議会と共催で
アクションプランも含めた実行委員会として開催

第５回 H22.2.17 予定
運営強化事業について
平成２１年度のまとめ、情報交換

港区

(20年3月設置）

港区障害者施設連絡会
ほっとスペースぽると
自立生活夢宙センター
西部地域就労支援センター
地域生活支援センターふらっとめいじ
大阪市育成会地域生活支援センター
あいらぶ工房
区身体障害者団体協議会
港手をつなぐ親の会
港さざなみ家族会
アイシティルーム
区社協

大正区

(20年7月設置）

障害者自立生活センタースクラム
いわきネット・住之江木の実園
いわきネット・敷津浦学園
西部地域就業支援センター
区身体障害者団体協議会
区手をつなぐ親の会
大正わかば家族会
ふくろうの杜
北村園
区社協

中央区

(19年11月設置）

障害者支援センターいきいき
中津更生園
ひこうせん
こはる苑
なにわの宮
まんぼう
昴
大阪市障害者就業・生活支援センター
大阪ろうあ会館
区社協
身体障害者相談員
知的障害者相談員

西区

(19年10月設置）

区身体障害者団体協議会
大阪市知的障害者育成会
精神障害者地域生活支援センターふらっとめい
じ
自立支援センターＯＳＡＫＡぽらんぽらん
ウイズ・ユー（福島第二育成園）
Café MILLO
区社協

隔月開催 区内社会資源の再構築
連絡情報網の設置
支援困難事例の検討

【活性化の取り組み】
・社会資源マップ

４ヶ月に１回 ケース検討の充実

３ヶ月に１回 ・事例検討（事例紹介）
・情報交換
・委託相談支援事業者自己評価の報告
・研修会開催
・「ふれあい福祉のひろば」（区社協主催行
事）に参加し相談会開催

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会

隔月開催 地域自立支援協議会を区民に知ってもらう
ために講演会を実施
区社協主催の「ふれあいきらめきパー
ティー」に区自立支援協議会として参加する
（H21.11.28）
支援困難事例の検討

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会
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開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.5.21 19
新規参入事業所の案内、実務者会議の天王寺区要望報
告、平成20年度の天王寺区障害者の状況

第２回 H21.7.15 19
事例検討

第３回 H21.9.15 15
委託相談事業所自己評価シートについて、地域支
援調整チーム代表者会議について、情報交換

第４回 H21.11.18 20
委託相談支援事業者自己評価の報告、事業
所案内について、事例検討、情報交換

第５回

第６回

第１回 H21.5.27 13
事例検討、障害福祉サービスの利用者負担軽減措置の拡充につ
いて、浪速区地域支援調整チームからの要望について、情報交
換

第２回 H21.7.22 14
「地域活動支援センター」について、「就労準備性チェックシート」
について、自立支援医療費の支給認定の一部改正について、情
報交換

第３回 H21.11.25 14
委託相談支援事業者の運営評価について、「災害時用援
護者支援対策事業」について、情報交換

第４回 H22.1.27 予定
情報交換、なにわ工房より議題提出予定

第５回

第６回

第１回 H21.4.28 22
こども部会と生活・就労部会立ち上げの検討
居宅介護事業所部会の立ち上げに向けたアンケート調査について
検討

第２回 H21.6.23 23

こども部会と生活・就労部会の開催
居宅介護事業者へのアンケート集約及び居宅介護
事業者部会の設立について

第３回 H21.8.25 24
こども部会と生活・就労部会の開催
居宅介護事業者部会（8月18日開催）の報告

第４回 H21.10.27 20
こども部会と生活就労部会の開催
委託相談支援事業者の自己評価について

第５回 H21.12.22
１４
１７

こども部会　就学前の障害児の抱える課題
生活・就労部会　これまでの振り返り

第６回 H22.2.22 予定
こども部会と生活・就労部会のみ開催予定

第７回 H22.3.23 予定

第１回 H21.5.14 14
今年度会議方針、部会の立ち上げについて、
事例研究方針

第２回 H21.7.2 13
各部会からの報告事項、協議会の位置づけ
確認、事例研究

第３回 H21.9.10 13
各部会報告事項、委託相談支援事業者運営
評価関係、事例研究

第４回 H21.11.12 15
委託相談支援事業者の運営評価、事務連絡

第５回 H22.1.14 予定
研修会の開催（障害者福祉サービスについ
て）

第６回 H22.2.18 予定
各部会報告、事例研究

第７回 H22.3.11 予定
今年度のまとめ、情報ファイルの作成

淀川区

（20年3月設置）

地域生活支援センター　えんじょい
ネクスト
地域生活支援センター　風の輪
こころの相談室リーフ
”ＣＯＣＯＬＯ”相談支援センター
新阿武山クリニック
田中クリニック
モト心療内科クリニック
天羽医院
淀川地域就業支援センター
身体障害者相談員
区社協
知的障害者相談員

天王寺区

(19年6月設置）

自立支援センターＯＳＡＫＡぽらんぽらん
中津更生園
ゆめくらぶ
区社協
大阪市立中央授産場
身体障害者相談員
障害者支援センターいきいき
ウィズ・ユー（福島第二育成園）
大手前整肢学園
高津学園知恩寮
四天王寺たまつくり苑
ワークス匠
地域生活支援センターハーモニー
知的障害者相談員
大阪府家内労働センター
障害者就業・生活支援センター

浪速区

（20年7月設置）

自立支援センターＯＳＡＫＡぽらんぽらん
ウィズ・ユー（福島第二育成園）
浪速障害者会館
なにわ工房
ピースクラブ
中部地域就業・生活支援センター
クボタワークス株式会社
区社協
ふくじゅう
ヒューマインド
難波特別支援学校

西淀川区

（19年12月設置）

自立生活センターＦｌａｔ・きた
地域生活支援センター　えんじょい
地域生活支援センター　風の輪
ネクスト
こころの相談室リーフ
”ＣＯＣＯＬＯ”相談支援センター
区社協
淀川地域就業支援センター
風の子そだち園
姫島こども園
地域活動支援センター　松福会
西淀川区福祉作業センター　ポプラ
たんぽぽ福祉作業所
無何有
西淀川区福祉作業所いきいき
つくし共同作業所
あゆみ作業所
西淀川ワークきさらぎ
西淀川特別支援学校

隔月開催 障害者の自立支援のために委託相談支援
事業所の設置を要望する

【活性化の取り組み】
・社会資源マップ

隔月開催 支援困難事例の検討
協議会メンバーそれぞれの機関の役割を知
り、連携を深める

隔月開催 専門部会の立ち上げ（生活・就労部会、こど
も部会）
指定福祉サービス事業所に対する調査
指定福祉サービス事業所部会の立ち上げ

自立支援協議会の前
月に運営協議会実施
5/29、7/28、9/29、
11/24

隔月開催 社会資源の共有のため情報収集並びに情
報ファイル作成
精神保健福祉部会の立ち上げ
研修会の開催
身体及び知的障害者部会の発足準備会

部会の設置について検討
(課題別・障害別等）

研修会の開催
情報ファイルの作成
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開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.5.22 13
今年度の進め方について、情報交換
事業所連絡会の開催について課題検討

第２回 H21.7.17 10
事業所交流会について、情報交換、各部会報
告事例検討

第３回 H21.9.25 10
事業所交流会について報告、各部会報告事
例検討、情報交換、

第４回 H21.11.20 10
委託相談支援事業所の自己評価の仕方、情報交
換、交流会事後アンケート報告、各部会報告

第５回 H22.1.15 予定
第2回事業所交流会について、各部会報告、
新年度活動方針（案）、情報交換

第６回 3月 予定
協議会事業の反省会及び要望等の検討

第１回 H21.5.22 10

・平成２１年度自立支援協議会委員紹介
・平成２０年度開催状況報告
・２１年度開催計画について

第２回 H21.6.26 11

・講演会の開催について
・災害時における要援護者への支援について
・東成区障害者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）の運営
について、開催計画・内容等について
・情報交換

第３回 H21.7.24 10

・大阪市地域自立支援協議会の開催内容について
報告
・東成区障害者福祉啓発事業（講演会）の開催準備
報告について
・東成区障害者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）の活動
について
・災害時における要援護者への支援について
・情報交換

第４回 H21.8.28 11

・東成区障害者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）の運営
について
・災害時における要援護者への支援について
・事例検討及び今後の検討課題について
・情報交換

第５回 H21.9.25 11

・講演会「災害時における要援護者への支援・城東
区における自立支援協議会での活動について」
・１０月１１月１２月開催予定の講演会、学習会につ
いて及び東成区障害者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）
の開催について
・情報交換

第６回 H21.10.23 11

・委託相談支援事業者自己評価シートの検証
・災害時におけるよう援護者への支援にかかる会議
開催について（東成ing及び地域福祉アクションプラ
ン推進事業と同期）。
・地域防災向上懇談会への自立支援協議会メン
バーの参加について

第７回 H21.10.31 9

・地域福祉アクションプラン推進事業（災害時要援
護者の支援について）の全体会議出席。
・「地域福祉と災害時の要援護者支援」講演及びグ
ループワーク

第８回 H21.11.27 10

・地域福祉アクションプラン推進事業（災害時要援
護者の支援について）、第１回ワークショップ。グ
ループワークを中心に。
・当事者へのアンケート実施（事業者を通じて）。

第９回 H21.12.25 11

・地域福祉アクションプラン推進事業（災害時要援
護者の支援について）、第２回ワークショップ。グ
ループワークを中心に。

第10回

（次頁に続く） 第11回

東淀川区

（20年3月設置）

区身体障害者団体協議会
身体障害者相談員
区手をつなぐ親の会
知的障害者相談員
地域生活支援センター　えんじょい
地域生活支援センター　風の輪
こころの相談室リーフ
自立生活センターＦｌａｔ・きた
ネクスト
東淀川ふれあい市民の会
淀川地域就労支援センター
区社協
三菱電機製作所
障害児施設代表（未定）

区身体障害者福祉会
大阪精神障害者連絡会
自立生活センターおおさかひがし
東成育成園
精神障害者地域生活支援センターすいすい
区社協
大阪市就業・生活支援センター（中央センター）

協
議
会

東成区

（19年12月設置）

隔月開催 区内の社会資源の発掘
事業所連絡会の開催（居宅サービス事業
所）
支援困難事例の検討
各部会の独立運営
事業所の相談会及び講演会
事業所連絡会の開催(施設等事業所）

ケース会議は随時開
催

毎月開催 社会福祉資源マップの効果検討、充実
事業所連絡会の自主運営に向けた支援
学習会・研修会の開催
事例検討
地域福祉計画との連携（災害要援護者への
対応についての議論等）

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会
・区内事業者等の情
報冊子作成、ホーム
ページの運営

H22.1.22に第３回ワーク
ショップ開催し、3月9日
ワークショップの検討結果
の総括として報告会開催
予定。
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各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

（前頁の続き） 第１回 H21.10.30 22

・地域福祉アクションプラン推進事業（災害時要援
護者の支援について）の全体会議出席。
・「地域福祉と災害時の要援護者支援」講演及びグ
ループワーク

第２回 H21.11.15 14
・学習会（相談支援事業所「すいすい」と協働）
東成区障害者啓発事業「きらっと　東成！！」

第３回 H21.11.27 23

・地域福祉アクションプラン推進事業（災害時要援
護者の支援について）、第２回ワークショップ。グ
ループワークを中心に。
・当事者へのアンケート実施。

第４回 H21.12.17 8

・学習会（NPO法人東成精神障害者を支える会主
催）
精神障害者啓発事業「こころの病の支援方法を学
ぶ　～メンタルヘルスケア～」

第５回 H21.12.25 15

・地域福祉アクションプラン推進事業（災害時要援
護者の支援について）、第３回ワークショップ。グ
ループワークを中心に。

第１回 H21.4.28 19
設置要綱改正・今年度の開催計画

第２回 H21.7.22 16
事例検討

第３回 H21,10,23 15
相談支援事業者による運営状況の自己評価

第４回 H21.12.17 18
勉強会「発達障害児への理解と支援」

第５回
次年度の開催内容についての協議等

生野区

（20年5月設置）

区身体障害者団体協議会
自立支援センターエポック
ピーターパン
地域活動支援センター画布
南部就業・支援センター
区社協
区聴言障害者協会
区視覚障害者協会
知的障害者相談員
生野特別支援学校
地域ネットワーク推進員

事
業
所
連
絡
会

区内障害福祉サービス事業所

東成区

（19年12月設置）

３～４ヶ月に１
度開催

H22.1.22に第３回ワーク
ショップ開催し、3月9日
ワークショップの検討結果
の総括として報告会開催
予定。

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会

昨年度の協議会において、各障害担当（身
体・知的・精神）の横のつながりをもっとつけ
るため、また、さまざまな障害と向き合う必
要があるという意見等が出されたことを受け
て、年間計画について研修を組み入れるこ
とを検討していくものとする。なお、研修会に
は講師の依頼も考えている。
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各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.5.14 10
今年度の取り組みについて

第２回 H21.7.22 10
日中通所系事業所連絡会の開催について

第３回 H21.9.15 11
日中通所系事業所連絡会の開催について
協議会運営強化事業について

第４回 H21.11.25 13
委託相談支援事業者の運営評価について
協議会運営強化事業について

第５回 H22.1.27 予定

第１回 H21.5.14 30
ヘルパー派遣事業所における課題について
（グループ形式により自由討議）

第２回 H21.9.15 20
日中通所系事業所連絡会として開催
事業所紹介・課題についての自由討議

第１回 H21.4.9 6
今年度の体制と取り組みについて

第２回 H21.5.21 10

今年度の目標・会の体制について
次回運営会議の持ち方、進め方
各部会からの活動内容の提案

第３回 H21.6.18 11

特別支援教育補助員のその後の動きについて
各部会からの報告
自立支援協議会との共催企画について

第４回 H21.7.16 10

各部会からの報告
当事者部会の開催に向けての検討
ピアフェスタの開催について

第５回 H21.8.20 10

各部会からの報告
相談支援充実強化事業の検討
ピアフェスタの開催について

第６回 H21.9.24 12

各部会からの報告
講演会（被災地の現場から）の開催について
相談支援体制の構築に向けた方向性の提案

第７回 H21.10.22 12

各部会からの報告
相談支援充実強化事業計画案について
防災訓練について
神奈川県秦野市自立支援協議会への視察について

第８回 H21.11.19 8
各部会からの報告
総合相談会実施打ち合わせ

第９回 H21.12.22 8
各部会からの報告
福祉避難所調査にかかわるイベントについて

第10回 H22.1.21 予定

第11回 H22.2.18 予定

（次頁へ続く） 第12回 H22.3.18 予定

【活性化の取り組み】
・社会資源マップ

事
務
局
会
議

すみれ共同作業所
そうそうの杜
おおさかひがし
ほっとステーション
のんきもの
そよ風
アド企画・まちづくりネットワーク
フォーワーク

第３木曜日

旭区

（20年7月設置）

協議会の参画機関に加えて、区内障害福祉
サービス事業所
区内日中通所系事業所

障害福祉サービス事業所連絡会の活性化
障害者の就業支援の推進
事例検討、情報交換
研修会・講演会等の実施

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会

協
議
会

隔月開催自立生活支援センターあるる
地域生活支援センターたんぽぽ
生江障害者会館
北部地域就業支援センター
区身体障害者団体協議会
区社協
居宅介護支援センターてのはな
あさひ相談支援センター
思斉特別支援学校
光陽特別支援学校

事
業
所
連
絡
会

障害者支援に関する研修
会

城東区

（20年4月設置）

協議会に事務局を置き、事務局員は構成団
体より選出し、各部会長を中心に自主的に
進める
平成24年に向けて区レベルでの相談支援体
制と機能づくり
地域での個人・団体・機関によるネットワー
クづくり
誰もが参加できる協議会づくり
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各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

（前頁の続き） 第１回 H21.4.15 18
平成21年度城東区自立支援協議会の体制に
ついて、情報交換

第２回 H21.5.27 23
事務局の設置について、今年度の目標確認、
事務局会議報告、情報交換
各部会での取り組み

第３回 H21.6.24 21

事務局会議報告、情報交換
各部会での取り組み
ミニ総合相談会実施への検討

第４回 H21.7.22 19

事務局会議報告、情報交換
各部会での取り組み
福祉避難所計画策定調査事業の進捗状況
平成21年度障害児・者相談会実施要領について

第５回 H21.8.26 25

事務局会議報告、情報交換
各部会での取り組み
今年度ピアフェスタ(案)の検討

第６回 H21.9.30 20

事務局会議報告、情報交換
各部会での取り組み
チャリティーコンサートについて
城東小学校からの施設体験のお願いについて

第７回 H21.10.28 22

事務局会議報告、情報交換
各部会での取り組み
避難所訓練について(案)

第８回 H21.11.25 20
事務局会議報告、情報交換
各部会での取り組み

第９回 H22.1.27 予定

第１０回 H22.2.24 予定

第１１回 H22.3.24 予定

第１回 H21.7.11 6
開催日の検討（事業所の定例行事など）
周知のやり方、繋がりを作っていく

第２回 H21.9.12 6
呼びかけ文の作成について
例会で何をするか希望を調査

第３回 H21.11.14 6
今後、ふれあいを大事にした手法を考えていく

第４回 H22.1.9 予定

第５回 H22.3.13 予定

第１回 H21.11.20 15
委託相談支援事業者の自己評価プレゼン及
び運営評価

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

運
営
会
議
・
地
域
活
動
部
会
・
相
談
支
援
部
会

ワークショップ９９
おおさかひがし
そよ風
すみれ共同作業所
そうそうの杜
愛さんさん
らしんばん
東成育成園
つるみ更生指導所
ほっとステーション
すみれ愛育館
ココペリ１２１
わかまつ園
フォーワーク
きしゃぽっぽ
しどろもどろ
区身体障害者福祉会（肢体・聴覚・視覚）
知的障害者育成会
家族会
まちづくりネットワーク
光陽特別支援学校
北部就労支援センター
区社協
民生委員
医師会
医療ソーシャルワーカー
地域支援調整チーム（高齢・子育て部会）
おもちゃ図書館
学識経験者

第４水曜日 平成24年に向けて区レベルでの相談支援体
制と機能づくり
地域での個人・団体・機関によるネットワー
クづくり
誰もが参加できる協議会づくり

・福祉避難所調査
・ミニ障害児・者相談会

当
事
者
部
会
準
備
会

おおさかひがし
のんきもの
ワークショップ９９

隔月開催

鶴見区

（20年7月設置）

区身体障害者福祉協会
育成会支部
日本ライトハウス
つるみ更生指導所
つるみの郷
障害者支援センターつるみ
鶴見希望の会
大阪みどり作業所
ソレーユさらら作業所
鶴見区地域振興会
区社協

隔月開催 区内社会資源の発掘
社会資源マップ作成
支援困難事例の検討

【活性化の取り組み】
・社会資源マップ

当事者部会開催に向け、
交流会から準備を進める

城東区

（20年4月設置）

当事者部会開催に向け、交流会などから開
始し準備を進める
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各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 21.5.26 11
今年度の進め方について、アンケート調査表
の内容について、情報交換

第２回 21.7.24 9
実務者会議報告、アンケート調査の実施に向
けて、事例検討

第３回 21.9.30 7
アンケート調査の結果について

第４回 21.11.27 9
委託相談支援事業者の自己評価プレゼン及び
運営評価

第５回 1月
事業所連絡会設立に向けて、社会資源リスト
作成に向けて

第６回 3月
情報交換

第１回 H21.5.14 17
今年度の進め方及び今年度の取組課題につ
いて、情報交換

第２回 H21.7.9 18

相談ネットの仕組みづくりについて
区民啓発事業について
ホームページについて

第３回 H21.9.10 16

相談ネットの今後の進め方について
区民啓発事業（縁日）の準備について
ホームページ作成について
精神保健福祉ネットワーク部会の開催について

第４回 H21.11.12 15

地域の事情について
総合相談ネットワークのケース検討会議の報告
講演会の開催について
精神保健福祉ネットワーク部会（講演会）について
住之江縁日の日程について
委託相談支援事業者の自己評価シートについて

第５回
委託相談支援事業者の自己評価プレゼン、事
例検討

第６回
ケース検討、情報交換

第１回 H21.5.14 24
今年度の進め方について、情報交換

第２回 H21.7.9 22
情報交換

第３回 H21.7.31 27
障害関係事業者連絡会　研修
精神障害者の支援について　～事例を通じて～

第４回 H21.9.10 17

情報交換
住之江区社会資源について
区啓発事業（縁日）の準備について

第５回 H21.11.12 21

情報交換
住之江区社会資源について
住之江縁日の日程について

第６回

事
業
所
連
絡
会

住之江区

（20年5月設置）

阿倍野区

（20年5月設置）

自立生活センターまいど
わかば
アテナ平和「アクセス」
四天王寺さんめい苑
区社協
阿倍野区作業所連絡会
身体障害者相談員
中部地域就業支援センター

協
議
会

隔月開催

事例検討は
随時開催予
定

事業所連絡会の立ち上げ
準備

【活性化の取り組み】
・社会資源マップ
・地域における相談
会・講演会
・事業所アンケート

H21年度より南部地
域就業支援センター
から中部地域就業支
援センターに名称変
更

【活性化の取り組み】
・地域における講演
会
・先進的に取り組んで
いる協議会の方を迎
えての研修会の開催

支援困難事例のケー
ス検討会議　9/4・
10/19・11/5・12/28

支援困難事例の検討（予定）
相談会・研修会・学習会の開催（予定）
区民啓発事業（予定）

研修会開催（予定）

隔月開催

居宅介護事業所
相談支援事業所（指定・委託）
生活介護事業所
地域活動支援センター
作業所
南西部地域就業支援センター
住之江特別支援学校

隔月開催

民生委員
ネットワーク推進員
身体障害者相談員
知的障害者相談員
自立生活夢宙センター
大阪市立敷津浦学園
こころの相談ネット　ふうが
住之江木の実園
ヘルプセンターと・らいず
ケアプランセンター夢計画
デーセンターいるか
南西部地域就業支援センター
住之江特別支援養護学校
北粉浜小学校
新北島中学校
区社協
大阪保健医療大学
南大阪病院

総合相談ネットワーク（仮）
の立上げ（予定）
ホームページの立ち上げ・
運営(予定）

区内の社会資源の把握のためのアンケート
調査の実施
事業所連絡会設立に向けての協議
講演会等の検討
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各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.6.24 24
２０年度活動報告、２１年度活動方針、
障害者部会としての要望確認

第２回 H21.11.9 24
21年度の前半の活動報告と相談会の実施報
告、自己評価について提案論議

第１回 H21.4.21 15
ケース検討
情報交換

第２回 H21.5.26 16
ケース検討
情報交換

第３回 H21.6.5 14
ケース検討
情報交換

第４回 H21.7.3 15
ケース検討
情報交換

第５回 H21.8.7 21
ケース検討
情報交換

第６回 H21.9.4 16
ケース検討
情報交換

第７回 H21.10.2 17
ケース検討
情報交換

第８回 H21.11.6 16
ケース検討
情報交換　相談会ケース報告

第９回 H21.12.4 15
ケース検討
情報交換　相談会ケース報告

第10回 H22.1.8 15
ケース検討
情報交換　相談会ケース報告

第11回 H22.2.5

第12回 H22.3.5

第１回 H21.5.26 11
ケース検討
情報交換

第２回 H21.7.28 13
ケース検討
情報交換

第３回 H21.9.15 12
ケース検討
情報交換

第４回 H21.11.24 11
 ケース検討情報交換

第５回 H21.1.25

第６回

第1回 H21.5.18 48
講演
自立支援法変更内容と更新事務について

第２回 H21.11.9 38
介護保険と　自立支援でのヘルパーサービス
の違いなどについて意見交換会

全
体
会

事
務
局
会
議
/
事
例
検
討
会
議

精
神
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
会
議

事
業
所
連
絡
会

区内障害福祉サービス事業所

大阪府障害者自立センター
浅香障害者会館
住吉総合福祉センター
区身体障害者団体協議会
野菊の会
学識経験者
区社協
南西部就労支援センター
自立生活センターまいど
こころの相談ネットふうが
わかば
よさみ野福祉会
リカバリーハウスいちご長居
あいえる協会
はぁとらんど浅香

隔月開催

年２～３回開
催

障害者や家族、事業所、関係者を対象とし
た相談会を開催。
11月から第4水曜日を基本に、月1回定例
開催。
11月25日(相談4件)、12月22日（相談3件)、
出張相談1件。
11月から相談会の後に事務局会議を開催
し、その議題のひとつとして相談内容を検
討することにしている。必要なものについて
は、事例検討会の事例として検討。
1月27日･　2月24日･　3月24日開催予定

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会
・ホームページの作
成

別途必要に応じて個
別ケア会議を開催

情報交換等

事務局会議
及び事例検討
会議を概ね月
1回開催

住吉区

（20年4月設置）

事例検討会、情報交換

未定

浅香障害者会館
野菊の会作業所・コロたまクラブ
区社協
こころの相談ネットふうが
たばたクリニック・府立こころの健康総合セン
ター
リカバリーハウスいちご長居
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各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.5.29 14
今年度の運営について、各種報告、情報交換

第２回 H21.9.3 16
今年度の取り組みについて、区内障害関連事
業所等のメーリングリスト作成について

第３回 H21.11.19 17
各種報告、区内事業所へのアンケート実施、
委託相談支援事業者評価シートの報告

第４回 H22.1or2 予定

第５回

第６回

第１回 H21.5.19 9
今後の地域自立支援協議会のあり方について

第２回 H21.7.22 11
本会議の議題事前調整、ケース検討

第３回 H21.9.29 8
区民フェスティバルの準備、区内障害者団体
メーリングリストについて

第４回 H21.12.10 6
区内事業所へのアンケート実施について

第１回 H21.5.29 16
困難事例の個別支援会議

第２回 H21.6.9 6
困難事例の個別支援会議

第３回 H21.7.9 20
困難事例の個別支援会議

第４回 H21.9.3 17
困難事例の個別支援会議

第５回 H21.12.10 9
困難事例の個別支援会議

第１回 H21.4.24 17
平野区地域支援調整チーム代表者会議の報告、自立支
援協議会平成21年度の取り組みについて

第２回 H21.6.26 14
日中活動系事業所アンケートの更新につい
て、事例検討、事業所交流会について

第３回 H21.8.28 18
事業所アンケート・事業所交流会について、事
例検討

第４回 H21.11.13 17
委託相談支援事業者自己評価の発表
事業所アンケート集約結果、事業所交流会について

第５回

第６回

事業所アンケート実施によ
る各事業所の特徴をまと
めた冊子の作成

個
別
支
援
会
議

平野区

（20年2月設置）

区社協
南部就労支援センター
自立生活支援センターピア大阪
自立生活支援センターナビ
大阪市更生療育センター
地域生活支援センターハーモニー
地域活動支援センターもくれん

本
会
議

事
務
局
会
議

東住吉区

（20年3月設置）

事業所アンケートの更新
事業所との懇談会

ケース会議は随時開
催

隔月開催

・昨年度実施した区内サービス事業所アン
ケートの詳細、状況などの充実を図る（利用
者配布用の区内社会資源パンレットの作
成）
・地域自立支援協議会や委託相談支援事業
を広く認識してもらうために、区民フェスティ
バル（10/18）において、広報活動を実施検
討→新型インフルエンザ流行のため中止
・支援困難事例の検討
・区内障害関連事業所等のメーリングリスト
を作成し、情報の共有を図る
・区役所職員向けに障害者福祉に関する研
修会を実施予定

事例検討
昨年度実施した日中活動系事業所の情報
更新を行うが、より有効な情報を得るため、
事業所との懇談（研修）会の開催を検討
個別ケース会議は随時開催

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会
・社会資源マップ

本会議の前に事務局
会議を開催し、本会
議の議題等を決定す
る

未定自立生活センターナビ
地域生活支援センターもくれん
大阪市更生療育センター
地域生活センターハーモニー
自立生活支援センターピア大阪
区社協
市中央児童相談所
心身障害者リハビリテーションセンター
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各区地域自立支援協議会開催状況（平成21年12月末日現在） 資料5-3

開催日 参加人数 主な議題 参画機関
現在の開催

頻度
今年度取組内容

今後取組みが検討・予定
されている事項

備考

第１回 H21.5.26 21
２１年度活動計画
２０年度部会を通じて明らかとなった課題検討

第２回

第３回

第１回 H21.4.28 12
ケース経過報告
20年度部会を通じて明らかとなった課題検討

第２回 H21.5.26 14
２１年度活動計画
２０年度部会を通じて明らかとなった課題検討

第３回 H21.7.28 11
事例検討（重度知的障害の長男がいる母子二
人世帯への支援について）

第４回 H21.10.27 10
事例検討「発達障害が疑われる重度知的障害者の支援につい
て」と事例経過報告、西成区と障害者の発行について

第５回 H21.11.24 11
事例経過報告
委託相談支援事業者運営評価

第６回

第７回

第８回

第１回 H21.4.22 20
２０年度部会の課題検討
２１年度部会の方針検討

第２回 H21.5.27 12
ケース検討（アルコール依存症者への支援内容の確認と
今後の方針と検討）・高齢と認知経過報告

第３回 H21.7.22 15
事例検討（アルコール依存症者に対する地域
の取り組み方について）

第４回 H21.10.28 16
事例検討「就労継続支援について」と事例経過報
告、西成区と障害者の発行について

第５回 H21.11.25 15
委託相談支援事業者運営評価

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第１回 H21.6.24 27
事例検討（精神障害者のある身体障害者への
関わりについて）

第２回 H21.8.26 29
研修会（介護保険制度・障害者自立支援法の
給付について）

第１回 H21.7.24 10
今後の運営について

第２回

第３回

第４回

精
神
障
害
者
部
会

甲子寮
ヒューマンライツ福祉協会
西成人権協会
阿倍野公共職業安定所
西成さつき会作業所
アザリア
釜ヶ崎ストロームの家
喜望の家
家族会
自立支援センター西成
ふれあいの里
大阪市障害者就業・生活支援センター
中部地域就労支援センター西成分室
たぞえ診療所
小杉クリニック
阿倍野小杉クリニック
市立更生相談所
地域福祉アクションプラン推進委員会
区社協
釜ヶ崎支援機構

毎月開催 事例検討
社会資源把握
相談会開催
研修会開催
地域福祉アクションプランとの連携と参画
委託相談支援事業者自己評価報告
区内（部会以外）の事例検討集計方法検討

身
体
・
知
的
障
害
者
専
門
部
会

全
体
会

【活性化の取り組み】
・地域における相談
会・講演会

西成区

（20年3月設置）

教
育
部
会

長橋小学校
松之宮小学校
鶴見橋中学校
玉出中学校
ヒューマンライツ福祉協会
西成人権協会
中央児童相談所
松通東保育所
大阪市教育振興公社
教育委員会事務局

随時開催 事例検討
社会資源把握
相談会開催
研修会開催
区内（部会以外）の事例検討集計方法検討

第一博愛
第二博愛
今宮寮
ヒューマンライツ福祉協会
西成人権文化センター・西成人権協会
白寿苑
身体障害者福祉ホームあいえる
区身体障害者団体協議会
知的障害者相談員
ＷＩＮＧ－路をはこぶ
地域福祉アクションプラン推進委員会
区社協
釜ヶ崎支援機構

毎月開催 事例検討
社会資源把握
相談会開催
研修会開催
地域福祉アクションプランとの連携と参画
委託相談支援事業者自己評価報告
区内（部会以外）の事例検討集計方法検討

年1回開催障害福祉の関係機関の代表者等
（各部会の機関含む）

身
体
・
知
的
・
精
神
障
害

者
専
門
部
会
合
同
開
催

身体・知的・精神障害者参画機関 随時開催
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