
平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.4.23 11

前年度の報告　今年度の予定
制度改正について
事例報告

第２回 H25.6.18 10
交流会の開催について
事例検討

第３回 H25.8.20 ×
（事業所交流会の開催）

第４回 H25.10.15 11
北区障がい者相談支援センターの運営評価の報告
東部地域就労移行事業所相談会開催について

第５回 H25.12.17 10
「まちとも事業」について
事例報告

第6回 H26.2.18 10
東部地域就労移行事業所相談会について　事例検討

H25.8 20
北区生活介護　就労事業所交流会

H25.9 14
北区ヘルパー事業所交流会

第１回 H25.5.14 15
昨年度の振り返り、今年度の取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要綱改
正について　事例報告　事業所見学会について

第2回 H25.7.16 15
委員の選出について
今年度事業について

第３回 H25.9.17 15
講演会（精神障がい関連）及びサービス事業所連絡会の開催について、区防災訓練へ
の参加（福祉避難所開設）について

第４回 H25.11.12 14

講演会（精神障がい関連）及びサービス事業所連絡会の開催について、区民まつりでの
情報発信、障がい者週間での啓発、障がい者相談支援センターの運営評価について

第5回
（臨時）

H25.12.17 10
来年度事業について（全体会議・専門部会・地域当事者部会）、来年度組織体制につい
て

第６回 H26.1.14 15
講演会（精神障がい関連）開催報告、講演会（防災・要援護者支援）の開催について、来
年度事業・組織体制について

第７回 H26.3.11 13
講演会（防災・要援護者支援）開催報告、来年度事業・組織体制について

第１回 H25.11.22 72
講演会（精神障がい関連）の開催

第２回 H26.3.18 26
研修会（総合支援法の改正点について）の開催

第１回 H25.5.17 17

自己紹介
地域支援調整チームからの要望に対する回答
今年度計画

第2回 H25.7.5 16
ケース検討

第３回 H25.9.6 14

難病事例報告
障がい区分について
特別学級サポート事業について
有償ボランティアについて
区民まつりについて

第４回 H25.11.1 17
障がい者相談支援センターの運営評価実施に伴うプレゼンテーション

第5回 H26.2.7 14

平成25年度のまとめ
平成26年度の活動について
「ちえのわふくしま」について

第１回 H25.5.24 14
防災部会報告、城東区見学報告、計画相談、事例検討

第２回 H25.7.26 11
今後の防災部会、此花区障がい者相談支援センターの体制、相談部会、事例検討

第３回 H25.9.27 8
防災部会報告、26年度予算要求

第４回 H25.11.22 12
此花区障がい者相談支援センターの運営評価、発達障がい者支援の出前研修、講演会
実施

第５回 H26.1.24 13
上映と講演会、運営委員会役員の選出、協議会メンバー増員

臨時 H26.2.17 7
今後の自立支援協議会の運営について

第６回 H26.3.28 12
障害者総合支援法の改正について
障がい者相談支援センター「よつば」からの報告

第1回 H25.5.28 21
年間開催計画検討

第2回 H25.7.23 20
事例検討・施設見学(精神障害者地域生活支援センター)

第3回 H25.9.24 19
研修会　(発達障害について)

第4回 H25.11.26 18
相談支援センター評価

第5回 H26.1.28 18
事例検討・要望取りまとめ

第6回 H26.3.25 19
施設見学　(就労移行支援事業所)・年度取組まとめ

北区

(20年4月設置）

協
議
会

区障がい者相談支援センター
こころの相談所リーフ
区社協
大阪市障がい者就業・生活支援センター
心身障がい者リハビリテーションセンターはーとふるぷらざ
太陽ライフサービス
区保健福祉センター

隔月開催 事業所交流会の開催
・北区生活介護・就労等事業所交流会(H25.8.20)
・北区ヘルパー事業所交流会(H25.9.24)

計画相談支援事業所の増加に向けて、他事業
所へ計画相談事業の周知

事業所交流会

此花区

(20年3月設置）

此花区障がい者相談支援センター　よつば
障害者自立生活支援センター　スクラム
地域生活支援センター　ふらっとめいじ
此花区内障がい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
ぶるうむ此花
はばたく（就労継続支援Ｂ型）
障害者協働学舎　働楽
地域活動支援センター　グリーンハウス
此花区身体障がい者相談員
此花区知的障がい者相談員
此花区社会福祉協議会
西部地域障がい者就業生活支援センター　ぽると

奇数月の第4金曜を基
本とする

来年度予算に向けた取り組み

協議会開始前の相談会（14:00～15:00）を実施

防災部会のあり方
相談部会の設置
運営委員会の検討

５月・７月・９月・１１月・
２月

高齢者・障がい者・児よろず相談会「ちえのわふくし
ま」の開催　月1回第4金曜日

福島区民まつりにおいて「ちえのわふくしま出張相談
会」を開催

中央区

(19年11月設置）

障害者自立支援センターいきいき
ひこうせん
こはる苑
なにわの宮
まんぼう
昴
大阪市障がい者就業生活支援センター
大阪ろうあ会館
あったかい手
精神障害者地域生活支援センターすいすい
区社協
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員

隔月１回 ・事例検討(事例紹介、問題提起）
・研修会「発達障がいについて」
・施設見学
・情報交換

都島区

(20年4月設置）

協
議
会

自立生活センターあるる
つるみ更生指導所（年度途中で退任）
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員
大阪市障がい者就業・生活支援センター
こころさぽーとネットワーク
就労継続支援Ｂ型事業所とどまつ園
生活介護事業所あかまつ園
都島こども園
地域活動支援センターこころの相談室リーフ
コープほんわか便（年度途中で退任）
事業所連絡会議長
区社協

隔月開催 ・障がい者なんでも相談会の毎月開催（継続）
・区民及び関係機関等を対象とした講演会等の開催

・ネットワークの構築について（支援者側の勉強
会、地域団体との連携など）
・防災に関するイベントへの参加　　　・区地域自
立支援協議会の広報・周知について
・各種相談窓口をまとめたパンフレットの作成

事
業
所

連
絡
会

区内障がい福祉サービス事業所 年２回 ・事業所等関係機関を対象とした講演会・勉強会の
開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事業者
間の情報交換・事例報告

各事業所での課題についての検討

福島区

(20年2月設置）

障がい者生活支援センターいきいき
ウィズ・ユー（福島育成園）
地域支援センターふらっとめいじ
区身体障害者団体協議会身体障がい者相談員
西部地域障がい者就業・生活支援センターぽると
すずらんの園
デーセンターモモの家
ワークはづき
福島区手をつなぐ親の会知的障がい者相談員
チャオネット
区社協
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.4.22 11
２５年度の開催計画
情報交換

第２回 H25.6.24 14
研修会の実施について
情報交換

第３回 H25.8.26 11
障がい者相談の日について
情報交換

第４回 H25.11.9 28 研修会「発達障がいとは？理解を深めよう！」

第５回 H25.11.25 10
障がい者相談支援センター自己評価の発表
情報交換

第６回 H26.2.24 13
「障がい者ディーセントワーク面接会」の報告
障がい者相談の日について

第１回 H25.6.25 11
25年度の運営方針及び活動計画について・年間実施計画（案）について・情報交換等

第２回 H25.9.24 8
研修会の実施について・障がい者相談支援センターの自己評価について・情報交換等

第３回 H25.11.26 13

港区障がい者地域自立支援協議会設置要綱の改正について・研修会の具体的な内容
等について・障がい者相談支援センターの自己評価をポルトよりプレゼン・地域調整チー
ム障がい者支援専門部会について・情報交換等

第４回 H26.3.25 11
・研修会アンケート結果　・みなとふれあい福祉のひろば参加報告
・総合支援法の改正内容について　・情報交換等

研修会 H26.1.28 18

・「逃げ遅れる人々」　東日本大震災と障がい者のＤVD　観賞
・東日本大震災の被災地に行き支援を行った大正区社協の吉田氏のお話
・港区役所防災担当より、港区における防災の現状について説明

第1回 H25.4.15 10
平成25年度の年次予定（案）について

第2回 H25.6.17 12
平成25年度大正区地域自立支援協議会の取り組みについて
障がい者の就労の現状について（報告）

第3回 H25.8.19 9
地域活動支援センターの取り組みについて
ケース検討について

第4回 H25.10.21 13 区障がい者相談支援センターの運営評価について

第5回 H25.12.16 11

計画相談支援事業の推進について
自立支援協議会学習会の開催について
大正区における新たな地域支援システムについて（案）

第6回 H26.2.17 13

平成25年度自立支援協議会の開催内容及び相談会の実施について（実績）
障がいのある方の災害対策訓練への参加について
自立支援協議会の委員構成について
高次脳機能障がいについての学習会

研
修
会
及

び
説
明
会

H26.2.19 50

・研修会「精神障がい者の理解と関わりについて」
・説明会「計画相談支援事業について」

第１回 H25.5.17 19

１．天王寺区の障がい者の状況
２．障害者総合支援法について
３．25年度運営方針について
４．情報交換他

第２回 H25.7.17 17

１． 相談会報告
２． 運営方針について協議会
　　協議会設置要綱(運営委員会)の変更について
３． 転居手続き案内について
４． 情報交換等

第３回 H25.9.18 18

１．事例検討
2．運営方針について
3．転居手続き案内について他

第４回 H25.11.20 18
１．難病について研修
２．相談支援センターの評価について

第５回 H26.1.16 14
１．研修会（会場：ゆうあい）
｢障害者総合支援法と我が国の障害者支援施策の展開｣

第６回 H26.3.19 21
１．施設見学会　２．相談会報告
3．平成２５年度の振り返りと平成２６年度に向けた運営について

第１回 H25.6.16 5
１．25年度運営方針について
２．情報交換

第２回 H25.8.21 4
１．25年度協議会の運営について　２．転居手続案内について　３．相談支援センターか
らの情報

第３回 H25.10.17 5

１．25年度協議会の運営について　２. 相談支援センターの評価　３．転居手続案内につ
いて　４．相談支援センターからの情報

第４回 H25.12.18 5
１．25年度及び26年度の運営について　２. 相談会ケース検討　３．情報交換・相談支援
センターからの情報

第５回 H26.2.21 6
１．25年度及び26年度の運営について　２．情報交換・相談支援センターからの情報

第１回 H25.7.17 4 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第２回 H25.10.26 4 総合相談会の開催【会場：天王寺区民センター】

第３回 H25.11.20 4 総合相談会の開催【会場：高津学園 知恩寮】

第４回 H26.3.19 4 総合相談会の開催【会場：市立中央授産場】

区ボッチャ大会

西区

(19年10月設置）

西区障がい者相談支援センター
西区身体障害者団体協議会
大阪市手をつなぐ育成会
地域生活支援センター　ふらっとめいじ
Ｃａｆｅ　ＭＩＬＬＯ
西部地域障がい者就業・生活支援センター　ぽると
西区障がい者・児ネットワーク「そよかぜ」
西区社会福祉協議会

年６回
偶数月

研修会
障がい者相談の日
情報交換

協
議
会

天王寺区障がい者相談支援センター
精神障害者支援の会ヒット あしすと
障がい者就業・生活支援センター
地域活動支援センターアクセス
天王寺区社会福祉協議会
大手前整肢学園
高津学園知恩寮
四天王寺たまつくり苑
大阪府家内労働センター連合授産場
大阪市立中央授産場
ネクストステージエイブル
児童デイ　アップル
児童デイ・居宅介護　subako
身体障がい者相談員（3）
知的障がい者相談員（2）
手話サークル天王寺

奇数月開催 協議会運営の検討（運営委員会の立上げ）
区内の社会資源の広報
施設利用しての協議会開催
支援困難事例の検討
相談会の開催
自立支援協議会委員及び区内事業所を対象にした
研修会開催
転居手続き案内の作成

運
営
委
員
会

天王寺区障がい者相談支援センター
精神障害者支援の会ヒット あしすと
大阪市障がい者就業・生活支援センター
地域活動支援センターアクセス
天王寺区社会福祉協議会

天王寺区障がい者相談支援センター
精神障害者支援の会ヒット あしすと
大阪市障がい者就業・生活支援センター
地域活動支援センターアクセス
天王寺区社会福祉協議会
大阪府家内労働センター 連合授産場
児童デイ アップル
児童デイ・居宅介護 subako

地域調整チーム障がい者支援専門部会の一員
として港区障がい者虐待防止連絡部会と連携
し、障がい者が抱える課題・要望等をまとめ、港
区地域支援調整チームに提言する。

大正区

(20年7月設置）

協
議
会

障がい者相談支援センター・スクラム
西部地域障がい者就業・生活支援センター
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
地域活動支援センター・ふれあいの里
区社会福祉協議会

隔月1回 障害者総合支援法に関する情報の収集と共有化
障がい者の防災と地域づくりに関する取組みの検討
区内事業所を対象とした研修会及び計画相談支援
説明会の開催
高次脳機能障がいについての学習会の開催
事例検討等を通じ、地域連携のあり方を検証
障がい者に関する相談会の開催
地域の課題の整理・協議

天王寺区

(19年6月設置）

相
談
会

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
西部地域障がい者就業・生活支援センターぽると
地域生活支援センターふらっとめいじ
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
港区社会福祉協議会

３ヶ月に1回 ・研修会の開催
・「ふれあい福祉のひろば」（港区社協主催の運営協
力
・事例報告
・情報交換

偶数月開催
25年6月～

協議会運営への積極的な参加に向けて、運営委員
会において企画や会議録等を各委員に役割分担。
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.5.29 14

H２５年度の取り組み決定（居宅介護事業者部会の設置・防災訓練への障がい者の参
加）

第２回 H25.7.24 13

居宅事業者部会の立上げにむけて（進捗状況の報告）　　  　  収容避難所開設訓練へ
の参加方法について討議

第３回 H25.9.25 14

収容避難所開設訓練取り組み結果の報告　　　　　　　　　　　　　発達障がいについて学
習会

第４回 H25.11.20 15
障がい者相談支援センターの運営評価　　　　　　　　　　　　　　収容避難所開設訓練取り
組み結果の報告

第５回 H26.1.22 14
25年度取り組みのまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26年度の取り組みにつ
いて

第1回 H25.5.15 8
・各部会からの報告
・要綱改正について

第2回 H25.7.31 13

・要綱改正について
・今後の取り組み内容について
・権利擁護委員会について

第3回 H25.10.1 12
・各部会からの報告

第4回 H25.12.3 11

・各部会からの報告

第5回 H26.3.5 12
・次年度事業計画について
・その他

運
営
委
員
会
・
全
体
会

全体会 H25.11.18 44

（計画相談事業について）
・相談支援センターの評価について

障がい者相談支援センター　風の輪
地域生活支援センター　えんじょい
ネクスト
“COCOLO”相談支援センター
西淀川区社会福祉協議会
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
風の子そだち園
生活介護事業所　よつば
生活介護事業所　ポプラ
たんぽぽ福祉作業所
桜ほのぼの苑            スマイル西淀
いきいき                     つくし共同作業所
西淀川きさらぎ会       げんきな郷
石井ホームヘルプセンター
児童発達支援センター　姫島こども園
西淀川発達支援センター　たんぽぽ
柏里保育所               福保育所
姫島保育所               出来島保育所
大和田保育所           香簔保育所
佃保育所                   姫里保育所
野里保育所               青空保育園
大和田幼稚園           佃幼稚園
西淀川特別支援学校
思斉特別支援学校
当事者代表（障がい者本人、保護者）
その他、協議会が必要と認めたもの

第1回 H25.4.12 6
今年度の取組みについて

第2回 H25.4.23 18 年間スケジュールの設定等について

第3回 H25.5.28 21
サポートファイルの運用について

第4回 H25.6.25 16

サポートファイルの運用について
就学問題の会議当日進行について
要綱の改正について

第5回 H25.7.8 34

就学問題について
学校選択制について
サポートファイルの紹介

第6回 H25.9.24 13 サポートファイルの周知について

第7回 H25.10.29 15
課題抽出
サポートファイルの周知について

第8回 H25.11.26 32
就学問題について
サポートファイルのアンケート結果

第9回 H25.12.24 12
サポートファイルの周知について
サービス等利用計画について

第10回 H26.1.28 7
イベントについて
来年度の活動について

第11回 H26.2.25 11
サポートファイルの周知について
次年度の事業計画について

第12回 H26.3.25
１３ 次年度の事業計画について

小会議 H25.6.21 4
就学問題について

小会議 H25.11.6 3
就学問題について

運
営
委
員
会

地域生活支援センター　風の輪
地域生活支援事業所　えんじょい
COCOLO相談支援センター
区社協
風の子そだち園
姫島こども園
生活介護事業所　よつば
訪問介護ステーションげんきな郷
西淀川特別支援学校
あい・すまいる淀川
西淀川区身体障害者団体協議会

２月に1回
程度開催

２ヶ月に1回程度開催の運営協議会において各部会
からの報告、運営を検討する。
各専門部会や運営協議会を中心に行い、ある程度裁
量権を与える。

サポートファイルの運用・周知
イベントの開催

浪速区障がい者相談支援センター
デイケアセンター夢の希
なにわ工房
ピースクラブ
クボタワークス株式会社
パーティ・パーティ
中部地域障がい者就業・生活支援センター
難波特別支援学校
浪速区身体障害者福祉協議会
就労創造センターせふぃろと
地域生活支援センターさわさわ
浪速区社会福祉協議会

隔月開催 居宅介護事業所部会を立上げ、事業者から地域の
情報を得たり、区役所から事業所を通じて情報を必
要としている人に情報を伝える取り組みを行う。収容
避難所の開設訓練に障がいのある方たちを参加させ
ることで、地域の人たちとの関わりを密にさせるきっ
かけづくりをしたい。

今年度中に居宅介護事業所部会の立上げを予
定。来年度は活動を軌道にのせることを目標と
する。

浪速区

（20年7月設置）

こ
ど
も
部
会

障がい者支援センター「風の輪」
柏里保育所
福保育所
姫島保育所
出来島保育所
大和田保育所
香蓑保育所
佃保育所
姫里保育所
野里保育所
青空保育園
佃幼稚園
こども相談センター
姫里小学校
姫島小学校
保護者
思斉特別支援学校
西淀川特別支援学校
姫島こども園
たんぽぽ福祉作業所
放課後等デイサービス　やまびこ
放課後等デイサービス　スマイル西淀
区内小中学校

月に1回開催 ・障がい児とその家族を支援するうえで、関係機関が
共有できるサポートファイルの運用

・小学校以降の障がい児の抱える課題の抽出につい
て

・ケース事例検討

・就学への引継ぎに係る会議　年2回実施

・子育て支援に関わる関係機関を対象とした研修の
実施

西淀川区

（19年12月設置）
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.4.30 16
今年度の体制について
今年度の取り組みについて

第2回 H25.5.29 17
要綱改正について
各部会報告及び就労等について

第3回 H25.6.24 14
障がい者の就労について
（講師：梅田公共職業安定所統括職業指導官）

第4回 H25.7.24 17
障がい者の就労について

第5回 H25.9.4 17
精神障がい者に対する包括支援について

第6回 H25.10.8 15
あんしんさぽーと及び成年後見について

第7回 H25.11.20 12
相談支援センターの評価プレゼン報告について
イベントの開催について

第8回 H25.12.19 12

金銭管理の事例検討（１事例）
イベントについて
災害時要援護者名簿に係る報告

第9回 H26.1.29 20
生活自立相談・就労支援窓口開設について
金銭管理の事例検討（１事例）

第10回 H26.2.21
１３

次年度の事業計画について
イベントについて

第11回 H26.3.20 13
イベントについて
障がい支援区分について

居
宅
支
援

事
業
者
部
会

研修会 H25.11.18 44

計画相談事業について 石井ホームヘルプセンター
訪問介護ステーションげんきな郷
各居宅介護事業所

第１回 H25.4.30 9

運営要綱の見直し、参加機関の確認、組織図の見直し、
ブログの活用、メーリングリストの立ち上げ、
サポートファイルの発行、災害マップの作成等、その他

第２回 H25.5.28 12

運営要綱の見直し、ブログのガイドライン、「運営委員」および「オブザーバー」の解釈、
メーリングリストの立ち上げ、部会の見直し、災害援護者支援事業、今年度の研修、福祉
教育、議事録作成の留意点、その他

第３回 H25.6.25 11

ブログの使用および活用、災害時要援護者支援事業への協力、メーリングリストの立ち
上げ、サポートファイルの代替物、福祉教育について、今年度の研修、その他

第４回 H25.7.30 15

ブログの使用および活用、メーリングリストの立ち上げ、災害時要援護者支援事業への
協力、福祉教育について、就労相談会へのジョイントについて

第５回 H25.8.27 12

災害時要援護者支援事業への協力、福祉教育について、メーリングリストの立ち上げ、
ブログの活用、今年度の研修、障がい者のための就職面接会

第６回 H25.9.24 11

災害時要援護者支援事業への協力、障がい者のための就職面接会、研修の企画およ
び運営、委託相談支援事業所への運営評価について、ブログの活用

第７回 H25.10.29 11

研修の企画及び運営、ブログの活用、障がい者のための就職面接会、委託相談支援事
業所への運営評価について、計画相談支援にかかる事務取り扱いの一部変更について
の説明

第８回 H25.11.26 11

来年度の研修の企画及び運営、障がい者のための就職面接会及び就労支援事業合同
説明会、ブログの位置づけについて

第９回 H25.12.24 14

障がい者のための就職面接会及び就労支援事業合同説明会報告、実態調査の企画、
運営要綱の改正、ブログの「位置づけ」について

第１０回 H26.1.28 7
運営要綱の改正、障がい福祉サービス実態調査、来年度の研修、参加機関の管理

第１１回 H26.2.25 10
運営要綱の改正、障がい福祉サービス実態調査、区民センター1階（元喫茶スペース）の
再利用

第１２回 H26.3.25 11
障がい福祉サービス実態調査、区民センター1階（元喫茶スペース）の再利用、来年度の
体制

淀川区

（20年3月設置）

生
活
・
就
労
部
会

地域生活支援センター　風の輪
生活介護事業所　よつば
地域生活支援センター　えんじょい
“COCOLO”相談支援センター
ネクスト
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
風の子そだち園
たんぽぽ福祉作業所
つくし共同作業所
西淀川きさらぎ会
石井ホームヘルプセンター
げんきな郷
桜ほのぼの苑
スマイル西淀
生活介護事業所ポプラ
いきいき
西淀川区社会福祉協議会
西淀川区身体障害者団体協議会

月に1回開催
（昨年度は２月に１回

程度）

障がい者の就労について研修・検討等

・障がい者のための就職面接会及び就労支援事
業合同説明会
・障がい福祉サービス実態調査

“COCOLO”相談支援センター
あい・すまいる淀川
淀川区障がい者相談支援センター えんじょい
ネクスト
Ｌｉｎｋ
ケアホーム　あえる
ＪＳＮ新大阪
知的障がい者相談員
淀川区社会福祉協議会
北摂杉の子会

毎月開催 ・運営要綱の見直し
・ブログの活用
・研修について
・サポートファイルの代替物

西淀川区

（19年12月設置）
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.4.24 13

・今年度の役員体制について
・各部会からの報告
・各プロジェクトからの報告

第２回 H25.5.24 13

・今年度の自立支援協議会について
・各部会からの報告
・各プロジェクトからの報告

第３回 H25.7.26 13

・各部会からの報告
・各プロジェクトからの報告

第４回 H25.9.27 13

・各部会からの報告
・各プロジェクトからの報告

第５回 H25.11.15 13

・各部会からの報告
・各プロジェクトからの報告

第６回 H26.1.24 12

・各部会からの報告
・各プロジェクトからの報告

第7回 H26.3.14 13

・各部会からの報告
・各プロジェクトからの報告
・26年度の体制について

第１回 H25.4.10 18

①事例から課題検討する会を開催する
②イベントを開催する
③当事者からの話を聞く会を開催する

第２回 H25.7.10 19

①自立支援協議会での行政の役割について
②部会名簿の作成について
③サポートファイル作成について

第３回 H25.10.9 18

①運営会議からの報告
②サポートファイルの作成について
③事例検討、課題検討について

第４回 H26.1.8 20
①各機関・事業所からの連絡事項等
②今後の生活部会の運営について

第５回 H26.2.12 20
①平成26年度の部会の組織運営について

第１回 H25.6.18 8

①各事業所からの情報交換について

第２回 H25.7.16 10

①各事業所からの情報交換について

第３回 H25.8.20 16

①各事業所からの情報交換について

第４回 H25.9.17 15

①各事業所からの情報交換について

第５回 H25.10.15 13

①各事業所からの情報交換について

第６回 H25.11.19 16

①各事業所からの情報交換について

第７回 H25.12.17 10

①各事業所からの情報交換について

第８回 H26.1.21 23

①各事業所からの情報交換について
②事例検討について
『本人主体の支援とチームアプローチについて考える』

第９回 H26.2.18 17

①各事業所からの情報交換について
②平成26年度の部会について

第１０回 H26.3.18 16

①各事業所からの情報交換について
②平成26年度の部会について
③発達障がい出前研修（エルム大阪）

第１回 H25.4.12 12

・平成25年度自立支援協議会委員交代及び議長選出について
・東成区地域自立支援協議会設置要綱の改正について
・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing）について報告(総会の開催について）
・相談支援部会からの報告
・今年度の開催計画、日程及び年間スケジュールについて
・障がい者理解促進のためのポスターについて報告
・発達障がいサポート事業について

第２回 H25.5.10 11

・東成区障がい者支援運営委員会（東成ing）について報告(総会についての報告）
・相談支援部会からの報告
・東成区地域自立支援協議会設置要綱の改正について
・平成25年度区民啓発講座の開催について
・平成２５年度第１回「障がいのいろいろ相談会」について
・発達障がいサポート事業について
・就労継続支援Ｂ型の取り扱いについて
・平成２５年度ふれあい広場の参加について

協
議
会

区身体障害者福祉会
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
大阪市障がい者就労・生活支援センター（中央センター）
サポートネットメロディ
大阪手をつなぐ育成会中央センター
区社協

毎月開催 （１）障がい児施策や就学・就労に関する検討
　　　　地域自立支援協議会として、障がい児の現状
を知るための機会を設け、教育関係機関等へのアプ
ローチを試みる。
（２）地域の支援者（民生委員・児童委員および地域
福祉活動サポーター等）との交流
　　　　地域の支援者との対話の機会を設け、障がい
者理解の促進および支援の充実を目指す。
（３）障がい者が暮らしやすい街を目指し、区内の事
業所の情報発信、ネットワーク強化を図る
      ① 区内社会資源の情報発信の方法について。
      ② 「東成区障がい者支援連絡会（東成ING）」と
の協働による事業を開催し、ネットワーク強化を図
る。
（４）区内事業所の質の向上にかかる学習会等の開
催
　　　①当事者の話を聞く機会を設け、障がい者理解
を促し、区内の障がい者福祉の向上について深く検
討してもらう。
　　　②障がい者理解のため、専門家等による講演会
や研修を開催する。
（５）区民に対する障がい者理解のための啓発事業
の開催
　　　①区社協主催「ふれあい広場」への参加（相談
ブースの設置）
　　　②啓発講座の開催
（６）事例検討会の開催検討
　　　　事例の取り扱い等（個人情報をどうするかな
ど）を整理したうえで、「東成区障がい者支援連絡会
（東成ING）」との連携を深め、困難事例に対する検討
を行うよう体制を構築する。
（７）区指定相談支援事業所連絡会との連携による
ネットワーク強化

・広報紙特集記事の掲載
・区民への啓発事業（自立支援協議会の広報活
動の一環として）
・災害時要援護者関係事業への参画
・障がいのある方のための社会資源マップ更新

生
活
部
会

研修会

広報紙特集記事の掲載

居
宅
介
護
事
業
所
部
会

アイ・クレア・クラ
介護ケアセンターコスモ
ケアサービスクオリティ
介護サービスレインボー
まごころケア東淀川
ヘルパーステーション歩下新城
うぃずサポートセンター
わかくさ
ごきげんさん
ヘルパースティションいずみ
訪問介護支援事業所アップル
太陽ライフサービス
ケア21淡路
こころの相談室リーフ
あすわ～く
風の輪
Ｆｉａｔ・きた
ケアサービスココロ
えんじょい
ケアセンター華
訪問介護事業所ちとせ
ミサキケア
ニチイケアセンターとうよど
ええやん昭和介護サービス
ヘルパーステーション菜の花
セイアイ介護サービス
ケア21豊新

毎月第３火曜日開催

東淀川区

（20年3月設置）

運
営
会
議

区身体障害者団体協議会
身体障がい者相談員
区手をつなぐ親の会（育成会）
知的障がい者相談員
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
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
区社会福祉協議会
うぃずサポートセンター
とよさとはうす
あすわーく
 エフォール
あんしんサポート相談員

２カ月に１回（奇数月第
2水曜日に開催）

①　テーマを決めた勉強会
②　総合相談支援事業（総合相談会）

③　民生員・地域ネットワーク委員とのネットワーク作
り・PR事業・アンケートの活用

④　居宅介護サービス事業所連絡会
⑤　事例検討会

⑥　部会別講演会
②③④については、運営担当をグループわけする。

こども部会の他市視察
居宅事業所部会（研修）の実施

区身体障害者団体協議会
身体障がい者相談員
区手をつなぐ親の会（育成会）
知的障がい者相談員
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
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
区社会福祉協議会
うぃずサポートセンター
とよさとはうす
あすわーく
 エフォール

偶数月開催

東成区

（19年12月設置）
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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３回 H25.6.14 10

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing）について報告
・相談支援部会からの報告
・平成25年度区民啓発講座について
・平成25年度第１回「障がいのいろいろ相談会」について報告　相談件数１件(次回は8月
開催)
・高齢者相談会との合同開催について
・ふれあい広場の内容等について
・おまもりネット事業を利用した見守り事業について

第４回 H25.7.12 11

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing）について報告
・相談支援部会からの報告
・協力事業者による高齢者・障がい者等見守り事業について
・民生委員、地域への要援護者情報の提供について
・区民啓発講座の開催について
・ふれあい広場の内容について
・第２回「障がいのいろいろ相談会」について

第５回 H25.8.9 11

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing）について報告
・相談支援部会からの報告
・第２回「障がいのいろいろ相談会」（高齢者相談会合同開催）について
・区民啓発講座の開催について
・ふれあい広場について

第６回 H25.9.13 12

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing）について報告
・相談支援部会からの報告
・区民啓発講座の開催について
・ふれあい広場について
・民生委員、地域への要援護者情報の提供について
・社会資源マップの更新作業について

第７回 H25.10.11 10

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing）について報告
・相談支援部会からの報告
・第３回「障がいのいろいろ相談会」（高齢者相談会合同開催）について
・区民啓発講座の開催について
・ふれあい広場について

第８回 H25.11.8 10

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing）について報告
・相談支援部会からの報告
・区民啓発講座の結果報告について
・ふれあい広場の結果報告について
・今後の障がいのいろいろ相談会の開催形態について

第９回 H25.12.13 10

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing)について報告
・相談支援部会からの報告
・第4回「障がいのいろいろ相談会」(高齢者相談会合同開催）について
・来年度の開催計画について
・特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援Ｂ型の利用の取り扱いについて

第１０回 H26.1.10 9

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing)について報告
・相談支援部会からの報告
・来年度の開催計画について

第１１回 H26.2.14 10

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing)について報告
・相談支援部会からの報告
・障がい者等情報の民生委員への提供について

第１２回 H26.3.14 10

・東成区障がい者支援運営委員会(東成ing)について報告
・相談支援部会からの報告
・社会資源マップ(更新版)の内容確認について
・平成26年度の開催計画について

協
議
会

区身体障害者福祉会
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
大阪市障がい者就労・生活支援センター（中央センター）
サポートネットメロディ
大阪手をつなぐ育成会中央センター
区社協

毎月開催 （１）障がい児施策や就学・就労に関する検討
　　　　地域自立支援協議会として、障がい児の現状
を知るための機会を設け、教育関係機関等へのアプ
ローチを試みる。
（２）地域の支援者（民生委員・児童委員および地域
福祉活動サポーター等）との交流
　　　　地域の支援者との対話の機会を設け、障がい
者理解の促進および支援の充実を目指す。
（３）障がい者が暮らしやすい街を目指し、区内の事
業所の情報発信、ネットワーク強化を図る
      ① 区内社会資源の情報発信の方法について。
      ② 「東成区障がい者支援連絡会（東成ING）」と
の協働による事業を開催し、ネットワーク強化を図
る。
（４）区内事業所の質の向上にかかる学習会等の開
催
　　　①当事者の話を聞く機会を設け、障がい者理解
を促し、区内の障がい者福祉の向上について深く検
討してもらう。
　　　②障がい者理解のため、専門家等による講演会
や研修を開催する。
（５）区民に対する障がい者理解のための啓発事業
の開催
　　　①区社協主催「ふれあい広場」への参加（相談
ブースの設置）
　　　②啓発講座の開催
（６）事例検討会の開催検討
　　　　事例の取り扱い等（個人情報をどうするかな
ど）を整理したうえで、「東成区障がい者支援連絡会
（東成ING）」との連携を深め、困難事例に対する検討
を行うよう体制を構築する。
（７）区指定相談支援事業所連絡会との連携による
ネットワーク強化

・広報紙特集記事の掲載
・区民への啓発事業（自立支援協議会の広報活
動の一環として）
・災害時要援護者関係事業への参画
・障がいのある方のための社会資源マップ更新

研修会

広報紙特集記事の掲載

東成区
（19年12月設置）
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.4.18 12

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について
＊GH/CH所管変更について

第２回 H25.5.23 11

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第３回 H25.6.27 10

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第４回 H25.7.30 9

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第５回 H25.8.27 8

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第６回 H25.9.26 11

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第７回 H25.10.24 10

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について
＊協議会への提案まとめ

第８回 H25.11.28 10

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第９回 H25.12.26 9

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について
＊支援区分の変更点

第１０回 H26.1.23 9

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第１１回 H26.2.27 9

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について

第１２回 H26.3.27 10

＊新規ケースについて
＊地域移行・地域定着について
＊新規事業所等の案内・周知について
＊サービス等利用計画の現状について
＊制度改正について

相
談
支
援
部
会

東成区相談支援センター（東成育成園）
精神障害者地域生活支援センターすいすい
大阪手をつなぐ育成会　中央支援センター
相談支援センター　サラダクラブ
ＮＰＯココペリ１２１
ヘルプセンターチャーム

＊ネットワーク強化
＊制度の勉強会
＊地域移行制度の検証
＊相談支援制度の検証
＊難ケースの事例検討など

毎月開催

東成区
（19年12月設置）
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.6.14 10

「障がいのいろいろ相談」
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
  (相談件数は1件）

第2回 H25.8.9 8

「障がいのいろいろ相談」（高齢者相談会合同開催）
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
  (相談件数は2件）

第3回 H25.10.11 7

「障がいのいろいろ相談」（高齢者相談会合同開催）
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
  (相談件数は２件）

第4回 H25.12.13 7

「障がいのいろいろ相談」（高齢者相談会合同開催）
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
  (相談件数は３件）

第５回 H26.2.14 7

「障がいのいろいろ相談」（高齢者相談会合同開催）
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
  (相談件数は０件）

協
議
会

主
催
学

習
会
及
び

講
演
会

第１回 H25.10.12 26

区民啓発講座「きらっと東成2013　可能性は無限大」
第一部：稲光宏子氏による講演
第二部：廣澤大介氏（知的障がい者）によるミニコンサート

第１回 H25.5.15 17

東成区障害者支援連絡会(東成ing）総会
・東成ingについての説明
・昨年度開催報告
・今年度開催予定について
・参加事業所の紹介および意見交換

第２回 H25.8.21 23

東成区障がい者支援連絡会(東成ing）学習会
・生活保護制度について
・意見交換会

第３回 H25.11.27 16

東成区障がい者支援連絡会(東成ing）事業所見学会
・新深江、神路エリア
・ケアホーム、生活介護事業所

第４回 H26.2.19 20

東成区障がい者支援連絡会(東成ing）学習会
・障がい者虐待について
・意見交換会

第１回 H25.7.16 18
・‘講演’計画相談支援事業について

第２回 H25.9.17 81
・‘講演’障がい者支援サービスについて

第３回 H25.11.19 23

・生野区障がい者相談支援センターの運営評価
・生野区地域福祉ビジョンについて提案

第４回 H26.1.21 97
・‘講演’成年後見制度についての

第５回 H26.3.18 54
・‘講演’発達障がいの理解と支援

第１回 H25.5.15 13

・今年度の取り組みについて(意見交換)
・25年度委員体制について(報告)
・26年度事業の予算要求について

第２回 H25.7.17 14

・各部会の報告
・平成26年度予算要求について
・平成25年度旭区精神保健福祉講演会について
・事業所連絡会（研修会）の実施報告

第３回 H25.9.18 14

・各部会の報告
・平成26年度予算要求について
・平成25年度寝具洗濯乾燥消毒サービス実施について
・共同募金の事務局変更について
・区長懇談会の開催について
・旭区マスコットキャラクターの活用について

第４回 H25.11.20 14

・各部会の報告
・障がい者相談支援センターの評価について
・旭福興市について
・仕事部会（仮称）、当事者部会（仮称）の新設について

第５回 H26.1.15 11

・各部会の報告
・旭福興市について
・区長との懇談会について
・仕事部会（仮称）の設置について

第６回 H26.3.28 10

・各部会の報告
・障がい者就業・生活支援センターの受託法人の変更について
・26年度各種検診（健診）の日程について
・旭福興市の開催報告
・こども部会実施の職場体験アンケート回収結果報告
・児童対象の事業所の指定取り消し処分に伴う事業所説明会について

相
談
会

年5回開催

自立生活支援センターあるる
旭区障がい者相談支援センター
生江障害者会館
北部地域障がい者就業・生活支援センター
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
地域生活サポートネットほうぷ
あゆみ工房
地域活動支援センターこころの相談室リーフ

隔月開催
（奇数月）

・旭福興市の開催
・研修会の開催
・平成26年度予算の要求

協
議
会

事
業
所
連
絡
会

東成区
（19年12月設置）

旭区

（20年7月設置）

生野区

（20年5月設置）

協
議
会

生野区身体障害者団体協議会、障がい者相談支援事業者、障がい
福祉サービス事業者、就業・生活支援センター、生野区社会福祉協
議会、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、生野特別支援学
校、子ども相談センター、自立支援訪問系連絡会、障がい者連絡会、
生野区保健福祉課

５回／年 ・区民及び関係機関等を対象とした講演会の開催
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.5.27 9

・今後の役割分担について
・制度に関する研修会について
・次回検討議題について

第２回 H25.8.19 10
・研修会について
・次回検討議題について

第３回 H25.10.15 14
・新委員の紹介について
・アンケートについて

第４回 H25.12.12 9
・研修会について
・職場体験アンケートについて

第５回 H26.1.14 7
・研修会について
・職場体験アンケートについて

第１回 H25.4.17 8

・今年度の取り組みについて
・なんでも相談会について
・ショートステイ実施事業所への虐待等緊急時の対応依頼について
・事業者向け計画相談支援の説明会について

第２回 H25.6.19 7

・事業所連絡会（研修会）について
・ショートステイ実施事業所への虐待等緊急時の対応依頼について
・計画相談支援について

第３回 H25.8.21 6

・被虐待障がい者等の受入れについて
・なんでも相談会について
・計画相談支援について

第４回 H25.10.16 4

・なんでも相談会について
・計画相談支援について
・困難ケースの検討について

第５回 H25.12.18 7

・なんでも相談会について
・計画相談支援について
・困難ケースの検討について

第６回 H26.2.19 5

・なんでも相談会について
・計画相談支援について
・検診について
・サ高住問題について
・ライフライン事業者等による地域見守りについて
・「大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に
　関する条例」について
・生活困窮者自立支援法について

第１回 H25.6.19 46

・計画相談支援について（説明会開催）
・「総合支援法改正のあらまし」について

第２回 H25.7.2 7
・旭福興市の開催について

第３回 H26.2.16
・ネットワーク構築研修会及び旭福興市の開催

第１回 H25.4.16 2 なんでも相談会の開催

第２回 H25.5.21 2 なんでも相談会の開催

第３回 H25.6.18 2 なんでも相談会の開催

第４回 H25.7.16 2 なんでも相談会の開催

第５回 H25.8.20 2 なんでも相談会の開催

第６回 H25.9.17 2 なんでも相談会の開催

第７回 H25.10.15 2 なんでも相談会の開催

第８回 H25.11.19 2 なんでも相談会の開催

第９回 H25.12.17 1 なんでも相談会の開催

第１０回 H26.1.21 2 なんでも相談会の開催

第１１回 H26.2.18 2 なんでも相談会の開催

第１２回 H26.3.18 2 なんでも相談会の開催

相
談
支
援
部
会

旭区障がい者相談支援センター
あさひ相談支援センター
居宅介護支援センターてのはな
自立生活支援センターあるる
生江障害者会館
あゆみ工房
地域活動支援センターこころの相談室リーフ
オールケア旭

隔月開催
（偶数月）

こ
ど
も
部
会

旭区障がい者相談支援センター
思斉特別支援学校
光陽特別支援学校
地域生活サポートネットほうぷ
今市中学校
太子橋小学校
不登校の親の会「サークル虹」
大阪市こども相談センター
中野こども病院
地域で共に生きる教育と生活をすすめる会
旭区医療的ケアネットワーク　ここる
らっこデイサービスセンター

２、３か月に1回 ・研修会の開催
・職場体験アンケートの実施

旭区
（20年7月設置）

２、３回/年

・被虐待障がい者のための区内短期入所
　施設との連携
・なんでも相談会の広報・周知の強化
・事業所連絡会（研修会）の開催

な
ん
で
も
相
談
会

旭区障がい者相談支援センター
北部地域障がい者就業・生活支援センター
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
あゆみ工房
生江障害者会館

毎月第3火曜日

事
業
所
連
絡
会

区内各事業所
旭区障がい者相談支援センター
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
光陽特別支援学校
あゆみ工房
地域活動支援センターこころの相談室リーフ

9



平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.4.18 14

・組織体制について
・25年度事業計画・予算案
・委員名簿と部会割の確認
・財政状況

第２回 H25.5.16 13

・ＷＡＫＵＷＡＫＵ　ＪＯＴＯについて
・各部会より報告
・福祉医療助成金
・委員名簿と部会割の確認

第３回 H25.6.20 15

・ＷＡＫＵＷＡＫＵ　ＪＯＴＯについて
・各部会より報告
・中堅職員勉強会
・委員名簿と部会割の確認

第４回 H25.7.18 13

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・中堅職員勉強会
・聖賢祭

第５回 H25.8.22 12

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・福祉医療機構助成
・SARUGAKU祭

第６回 H25.9.19 9

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・聖賢地区アクションプラン
・SARUGAKU祭

第７回 H25.10.19 12

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・聖賢地区アクションプラン
・SARUGAKU祭

第８回 H25.11.21 12

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・リスクマネジメント研修
・グーグルアップス説明会

第９回 H25.12.19 13

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・ピアフェスタ
・グーグルアップス説明会

第１０回 H26.1.16 11

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・ピアフェスタ
・次年度事業計画及び予算

第１１回 H26.2.20 11

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・ピアフェスタ
・次年度事業計画及び予算
・財政状況報告について

臨時 H26.3.10 8 ・26年度事業計画及び予算

第１２回 H26.3.20 9

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・ピアフェスタ（事業報告）
・次年度事業計画及び予算

第１回 H25.4.24 37

・各事業所、団体より報告
・各部会より報告
・Ｈ２５年協議会構成団体と役員・委員名簿及び会議日程の確認
・事務局会議より報告
中堅職員研修

第２回 H25.5.22 33

・各事業所、団体より報告
・各部会より報告
・福祉医療機構助成金
・情報共有プラットホームシステム

第３回 H25.6.26 28

・各事業所、団体より報告
・ＷＡＫＵＷＡＫＵ　ＪＯＴＯについて
・25年度総会
・各部会より報告
・福祉医療機構助成金
・情報共有プラットホームシステム

第４回 H25.7.24 41

・WAKUWAKU　JOTOについて
・WAM助成
・各部会報告
・SARUGAKU祭
・聖賢祭
・社会福祉施設連絡会

第５回 H25.8.28 37

・WAKUWAKU　JOTOについて
・WAM助成
・各部会報告
・SARUGAKU祭
・中学校職場体験学習
・社会福祉施設連絡会見学会
・東日本大震災支援募金活動
・介護職員初任者研修
・関目商店街店舗共同出店
・れす救くんの商品化

城東区

（20年4月設置）

事
務
局
会
議

すみれ愛育館
そうそうの杜
フォーワーク
城東区身体障害者福祉会
すみれ共同作業所
のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
ほっとステーション
アド企画まちづくりネットワーク
治栄会
障害者相談支援センターWAKU WAKU
ケア・メンタリング

・毎月第３木曜日１６：
００～１７：３０開催

・街頭募金活動の実施
・社会福祉振興（ＷＡＮ）助成金による事業の実施
・ＮＰＯ法人地域自立支援推進協議会ＪＯＴOホーム
ページの随時更新
・城東区内障がい者福祉サービス事業所実習及び進
路を希望される方への説明会の実施
・第11回ピアフェスタin城東の開催
・防災訓練の実施

・「就労支援部会」及び「居宅介護事業所連絡
会」の準備室の立ち上げ
・情報共有プラットホームシステム開発事業

運
営
会
議

自立生活センターおおさかひがし
そうそうの杜
城東区身体障害者福祉会
知的障害者育成会城東支部
聴言障害者福祉会
視覚障害者福祉会
城東家族会
城東区社会福祉協議会
つるみ更生指導所
すみれ共同作業所
すみれ愛育館
ＮＰＯココペリ１２１
のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
ほっとステーション
ウィング
アド企画まちづくりネットワーク
フォーワーク
大阪市立生野特別支援学校
大阪市立光陽特別支援学校
社会福祉法人なかま福祉会みつき
治栄会
わかまつ園
あかまつ園
㈲あいあいサポートセンター
㈱あかり
北部就労支援センター
ＮＰＯ水耕栽培福祉普及協会あかり
愛ケアネット城東
障害者相談支援センターＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
自立支援塾　チャレンジライフ
ケアサービス　くるん
ケアメンタリング
ヘルプセンターるーと
・エヴァ－グリーン
・アスク京橋オフィス（２月～）
・トウヨウ訪問介護ステーション（３月～・今福東２）

毎月第４水曜日１３：３
０～１４：３０
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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６回 H25.9.25 44

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・聖賢地区アクションプラン
・SARUGAKU祭
・スポーツセンター出前講座
・きらきら星1号店（関目商店街）

第７回 H25.10.23 37

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・聖賢地区アクションプラン
・SARUGAKU祭
・中堅職員研修
・きらきら星1号店（関目商店街）
・蒲生中職場体験学習会

第８回 H25.11.27 53

・WAKUWAKU JOTOについて
・わかくさ実地指導結果
・各部会報告
・リスクマネジメント研修
・グーグルアップス説明会
・ピアフェスタ

第９回 H25.12.25 42

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・リスクマネジメント研修
・グーグルアップス説明会
・ピアフェスタ
・中堅職員勉強会
・鯰江中職場体験学習
・きらきら一号店（関目商店街）共同出店
・障がい者・高齢者虐待連絡会議メンバ―の選任

第10回 H26.1.22 39

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・次年度部会事業計画及び予算
・グーグルアップス説明会
・ピアフェスタ
・介護職員初任者研修
・鯰江中職場体験学習
・きらきら一号店（関目商店街）共同出店

第11回 H26.2.26 43

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・次年度部会事業計画及び予算
・財政状況報告
・ピアフェスタ（次月開催に向けて）
・介護職員初任者研修
・中堅職員勉強会
・きらきら一号店（関目商店街）共同出店
・区内事業所説明会

第12回 H26.3.26 40

・WAKUWAKU JOTOについて
・各部会報告
・次年度部会事業計画及び予算
・ピアフェスタ（事業報告）
・介護職員初任者研修（修了報告）
・居宅介護部会の立ち上げ

第１回 H25.4.24 31

・街頭募金
・WAM助成
・防災
・H25年度体制

第２回 H25.5.22 32

・街頭募金
・WAM助成
・防災計画の検討
　・IDカードについて
・H25年度体制

第３回 H25.6.26 16

・街頭募金
・城北川フェスタ派遣
・防災関連事業・防災計画の検討

第４回 H25.7.24 17

・街頭募金
・ＩＤカードの作成
・防災関連事業・防災計画の検討

第５回 H25.8.28 15

・街頭募金
・れす救くんの商品化
・防災関連事業・防災計画の検討
・アイラブ城北川ブランド化推進委員会

第６回 H25.9.25 16

・街頭募金
・Ｒｅｓｃｕｅの商品化
・防災関連事業・防災計画の検討
・ピアフェスタ実行委員会

第７回 H25.10.23 14

・街頭募金
・Ｒｅｓｃｕｅの商品化進捗状況
・防災関連事業・防災計画の検討
・ピアフェスタ実行委員会

第８回 H25.11.27 18

・街頭募金
・Ｒｅｓｃｕｅの商品化進捗状況
・防災関連事業・防災計画の検討
・ピアフェスタ実行委員会

第９回 H25.12.25 20

・街頭募金
・Ｒｅｓｃｕｅの商品化進捗状況
・次年度ＷＡＭ事業への補助金申請
・ピアフェスタ実行委員会

第１０回 H26.1.22 18

・Ｒｅｓｃｕｅの商品化進捗状況
・次年度事業計画
・次年度ＷＡＭ事業への補助金申請
・ピアフェスタ実行委員会

城東区

（20年4月設置）

地
域
活
動
部
会

そうそうの杜
城東区身体障害者福祉会
知的障害者育成会城東支部
聴言障害者福祉会
視覚障害者福祉会
城東家族会
城東区社会福祉協議会
すみれ共同作業所
すみれ愛育館
ＮＰＯワークショップ９９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほっとステー
ション
アド企画まちづくりネットワーク
大阪市立光陽特別支援学校
わかまつ園

毎月第４水曜日１４：３
０～１７：００

運
営
会
議

自立生活センターおおさかひがし
そうそうの杜
城東区身体障害者福祉会
知的障害者育成会城東支部
聴言障害者福祉会
視覚障害者福祉会
城東家族会
城東区社会福祉協議会
つるみ更生指導所
すみれ共同作業所
すみれ愛育館
ＮＰＯココペリ１２１
のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
ほっとステーション
ウィング
アド企画まちづくりネットワーク
フォーワーク
大阪市立生野特別支援学校
大阪市立光陽特別支援学校
社会福祉法人なかま福祉会みつき
治栄会
わかまつ園
あかまつ園
㈲あいあいサポートセンター
㈱あかり
北部就労支援センター
ＮＰＯ水耕栽培福祉普及協会あかり
愛ケアネット城東
障害者相談支援センターＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
自立支援塾　チャレンジライフ
ケアサービス　くるん
ケアメンタリング
ヘルプセンターるーと
・エヴァ－グリーン
・アスク京橋オフィス（２月～）
・トウヨウ訪問介護ステーション（３月～・今福東２）

毎月第４水曜日１３：３
０～１４：３０
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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１１回 H26.2.26 20

・Ｒｅｓｃｕｅの商品化進捗状況
・次年度事業計画
・次年度ＷＡＭ事業への補助金申請
・ピアフェスタの成功にむけて
・ピアフェスタ実行委員会

第１２回 H26.3.26 18
・ピアフェスタ（事業報告）
・街頭募金活動
・「Ｒｅｓｃｕｅ」の現況

第１回 H25.4.25
・新年度の取り組み

第２回 H25.5.22

・H２５年度体制
・グループスーパービジョン研修報告
・新年度の取り組み確認

第３回 H25.6.26

・いろいろ相談会
・ストレングス研修
・相談支援体制について
・個人情報の取り扱いに関する考え方

第４回 H25.7.22

・いろいろ相談会
・いろいろ相談の在り方について
・個人情報について

第５回 H25.8.28
不明

第６回 H25.9.25 不明

第７回 H25.10.23

・いろいろ相談会
・相談支援事業について
・障がい児相談支援事業

第８回 H25.11.27

・いろいろ相談会
・自己評価シートについて
・ストレングスケアマネジメント

第９回 H25.12.25

・いろいろ相談会
・今後の相談支援体制について（研修受講）
・生活困窮者自立支援法案
・城東区の新たな支援体制

第１０回 H26.1.22
・いろいろ相談会
・今後のいろいろ相談の実施方法について

第１１回 H26.2.26
・いろいろ相談会
・相談支援の充実のために

第１２回

第１回 H25.5.8 6

・WAKUWAKUでの障がい当事者サロン活動
・平成25年度の当事者部会活動について
・講演会に向けての事前勉強会

第２回 H25.6.13 6
・今年度当事者部会活動・開始にあたっての確認事項
・講演会について

第３回 H25.8.21 6
・今年度当事者部会活動・開始にあたっての確認事項
・講演会について

第４回 H25.11.13 25
てんかんについて（講演会）

第５回 H26.1.8 6 ・26年度当事者部会活動について

第６回 H26.3.12 6
・26年度当事者部会活動について
・障がい者の制度その他の勉強会

城東区
（20年4月設置）

自立生活センターおおさかひがし
そうそうの杜
視覚障害者福祉会
城東区社会福祉協議会
つるみ更生指導所
すみれ共同作業所
ＮＰＯココペリ１２１
のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
ほっとステーション
ウィング
フォーワーク
社会福祉法人なかま福祉会みつき
あかまつ園
㈲あいあいサポートセンター
㈱あかり
障害者相談支援センターＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
区役所（保健師）

当
事
者
部
会

自立生活センターおおさかひがし
城東区身体障害者福祉会
のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
アド企画まちづくりネットワーク
社会福祉法人なかま福祉会みつき
てんかん協会

毎月第４水曜日１４：３
０～１７：００

地
域
活
動
部
会

そうそうの杜
城東区身体障害者福祉会
知的障害者育成会城東支部
聴言障害者福祉会
視覚障害者福祉会
城東家族会
城東区社会福祉協議会
すみれ共同作業所
すみれ愛育館
ＮＰＯワークショップ９９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほっとステー
ション
アド企画まちづくりネットワーク
大阪市立光陽特別支援学校
わかまつ園

毎月第４水曜日１４：３
０～１７：００

相
談
支
援
部
会

不定期
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.6.7 17

・新体制の紹介・委員長の互選について
・平成25年度活動方針について
・その他　　鶴見区障がい者支援マップの配布について

第2回 H25.10.23 16
・障がい者相談支援センターの運営評価
・各部会の活動報告
・その他　障がい児・者いろいろ相談会について

第３回 H26.3.25 13

・平成２５年度活動報告
・次年度の活動方針について

第１回 H25.4.10 6
・今年度の会議の開催予定について
・特定相談支援事業所選定会議

第２回 H25.5.8 6
・今後の日程について
・第1回事業所部会について
・特定相談支援事業所選定会議

第３回 H25.6.12 7
・第1回全体会での課題整理
・特定相談支援事業所選定会議

第4回 H25.7.10 7
・自支協担当者連絡会・相談支援センター連絡会の報告
・特定相談支援事業所選定会議

第5回 H25.9.11 7

・就労支援の取り組みについて
・相談会について
・次回の事業所部会について
・特定相談支援事業所選定会議

第6回 H25.10.9 6
・相談会について
・全体会の開催について
・特定相談支援事業所　選定会議

第7回 H25.11.13 5
・相談支援センター連絡会の報告
・特定相談支援事業所　選定会議

第8回 H25.12.6 7 ・障がい児・者いろいろ相談会

第9回 H26.1.8 6 ・今後のスケジュールについて

第１０回 H26.2.12 7
・計画相談支援対象者の拡大について
・特定相談支援事業所　選定会議

第１１回 H26.3.25 11
・計画相談支援対象者の拡大について
・相談支援部会の立ち上げについて
・特定相談支援事業所　選定会議

第１回
運営委員

会
H25.4.19 8 ・今年度のスケジュール・活動内容について

第1回 H25.5.24 32
・学習会「計画相談支援の実務について」
・事例検討会

第2回
運営委員

会
H25.6.27 9 ・今後のスケジュール・活動内容について

講演会 H25.7.11 28
福祉避難所の現状と課題
「避難所における要援護者支援のあり方」
[東日本大震災における福祉避難所」

第３回
運営委員

H25.8.20 7 ・今後のスケジュール・活動内容について

第2回 H25.9.25 24
・障がい者相談支援センターからの報告
・グループワーク「支援者ってどうあるべき？」

鶴見区

（20年7月設置）

・「就労支援部会(仮称）」の設置検討
・地域支援システムの整備要請

全
体
会

事
業
所
部
会

事業所部会
　区内の障がい福祉サービス事業所

運営委員会
　鶴見区障がい者相談支援センター
　障害者支援センターつるみ
　つるみ更生指導所
　相談支援　幸
　日本ライトハウス
　ワークネットつるみ
　児童デイサービス　けいき
　花介護センター
　有限会社　すみれ

運営委員会
　偶数月
部会活動
　奇数月

・相談支援の提供体制の整備
・部会活動の自主運営

事
務
局
会
議

鶴見区障がい者相談支援センター
障害者支援センターつるみ
つるみ更生指導所
相談支援　幸
障がい児者生活支援センター　ひまわり
相談支援センター　咲花
相談支援　うつぎ
相談支援　くりいむ
花相談支援センター

毎月

鶴見区障がい者相談支援センター
障害者支援センターつるみ
つるみ更生指導所
相談支援　幸
日本ライトハウス
ワークネットつるみ
児童デイサービス　けいき
花介護センター
有限会社　すみれ
鶴見区身体障害者福祉協会
大阪市手をつなぐ育成会鶴見区支部
みどり家族会
鶴見区社会福祉協議会
大阪市北部地域障がい者就業・生活支援センター
精神障害者地域生活支援センターすいすい

年2～3回
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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４回
運営委員

会
H25.10.23 11 ・今後のスケジュール・活動内容について

シンポジウ
ム

H25.11.22 18 ｢鶴見区における福祉避難所開設に向けての現状と課題」

第５回
運営委員

会
H25.12.19 11

ケアマネット幹事会と合同会議
・介護保険事業所との連携について意見交換会

第６回
運営委員

H26.3.25 6 ・次年度の活動について

第１回 H25.8.2 11 ・今年度の活動方針・今後の活動について

第2回 H25.10.17 8
・学習会『伝えたい「心がまえ」と「日ごろの備え」』
・意見交換会

第3回 H25.12.17 10
・災害時の行動マニュアルの作成について
・地域の防災訓練への参加について

研修会 H26.2.21 3 ビッグ・アイ主催「災害時に動ける障がい者の防災・避難講座」

第1回 H25.5.27 13

障がい者何でも相談会について、障がい者就業・生活支援センターについて、自立支援
協議会について、その他

第2回 H25.7.29 12

阿倍野区地域福祉支援システムについて、障がい者何でも相談会について、事業所連
絡会について、事例検討、その他

第3回 H25.9.30 12

合同事業所見学会報告、何でも相談会について、事業所連絡会について、事例検討、そ
の他

第4回 H25.10.28 12

区障がい者相談支援センター運営評価、何でも相談会について、日中活動事業所説明
会ワーキンググループについて、事業所連絡会について、その他

第5回 H25.11.25 10

何でも相談会について、事業所連絡会について、事例検討、その他

第6回 H26.1.20 9

何でも相談会について、日中活動系事業所説明会について、事業所連絡会について、
事例検討、その他

第7回 H26.3.24 12

何でも相談会について、日中活動系事業所説明会について、事例検討、平成26年度自
立支援協議会について、その他

第1回 H25.4.22 5 平成25年度　自立支援協議会について、その他

第2回 H25.6.24 6
事業所連絡会について、阿倍野区地域福祉支援システムについて、平成25年度　自立
支援協議会について、その他

第3回 H25.8.26 5
事業所連絡会について、自立支援協議会について、その他

第4回 H25.12.25 5

自立支援協議会について、事業所連絡会について、日中活動系事業所説明会につい
て、その他

第5回 H26.3.5 5

平成26年度自立支援協議会について、日中活動系事業所説明会について、その他

H25.11.27 36

障害者総合支援法における難病などについて

H26.3.5
障がいをお持ちの方の就労支援について

第1回 H25.6.25 30

・地域支援調整チームについて
・協議会設置要綱改正について
・今年度の活動について
・協議会運営について

第2回 H26.3.18 27

・各部会活動報告
・来年度活動方針について

第1回 H25.5.21 32
各事業者情報交換
事業者紹介ビデオ観賞

鶴見区
（20年7月設置）

住之江区

（20年5月設置）

年2～3回 計画相談勉強会

・協議会の本大会は１
年で２～３

回開催し、各部会の充
実を図る。

・各部会をオープン化す
る。

民生委員
ネットワーク推進員
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員
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
みらいず
ぴあどりーむ

各月開催の自立支援協議会の開催月の間の月
に運営会議を開催し、事業所連絡会や協議事項
の具体的な内容を検討し、協議会に提案していく
体制とし、運営会議は、区内の相談支援事業所
（3か所）及び区事務局担当で開催する

運
営
会
議

わかば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アテナ平
和アクセス
自立生活センター・ムーブメント

2か月に1回

阿倍野区

（20年5月設置）

協
議
会

わかば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アテナ平
和「アクセス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四天王寺
さんめい苑
阿倍野区社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿倍野
区作業所連絡会
大阪市身体障がい者相談員
中部地域障がい者就業・生活支援センター
自立生活センター・ムーブメント
特定非営利活動法人ワークステージ
リカバリハウスいちご

2か月に1回 事業所連絡会については年2回の頻度で継続開催を
行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい
者何でも相談会は毎月1日（４・１月を除く）に開催す
る（1日が休日の場合は次の平日に開催）

事
業
所

連
絡
会

区内の障がい福祉サービス事業所 年２回

事
業
所
部
会

事業所部会
　区内の障がい福祉サービス事業所

運営委員会
　鶴見区障がい者相談支援センター
　障害者支援センターつるみ
　つるみ更生指導所
　相談支援　幸
　日本ライトハウス
　ワークネットつるみ
　児童デイサービス　けいき
　花介護センター
　有限会社　すみれ

運営委員会
　偶数月
部会活動
　奇数月

・相談支援の提供体制の整備
・部会活動の自主運営

地
域
生
活
支
援
部
会

鶴見区障がい者相談支援センター
鶴見区社会福祉協議会
身体障がい者相談員・知的障がい者相談員
鶴見区身体障害者福祉協会
大阪市手をつなぐ育成会鶴見区支部
みどり家族会
茨田いるかの会
放出いるかの会
鶴見区ボランティア連絡会

年2～3回 ・災害時における要援護者支援について検討

・「障がい者・高齢者何でも相談」開催
・市民向け「相談支援マニュアル」作成
・ホームページアップの開設
・協議会・事業者連絡会合同研修会の開催

事
業
者
連
絡
会

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

隔月開催 ・協議会・事業者連絡会合同研修会

全
体
会
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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2回 H25.8.20 30
各事業者情報交換
事業者紹介ビデオ観賞

第3回 H25.9.17 24
各事業者情報交換
事業者紹介ビデオ観賞

第4回 H25.11.19 35
各事業者情報交換・グループワーク
事業者紹介ビデオ観賞

第5回 H26.1.21 36
各事業者情報交換・グループワーク
事業者紹介ビデオ観賞

第6回 H26.3.18 36
各事業者情報交換
事業者紹介ビデオ観賞

第1回 H25.4.19 10
事例検討
情報提供

第2回 H25.5.17 11
事例検討
情報提供

第3回 H25.6.21 9
事例検討
情報提供

第4回 H25.7.19 9
事例検討
情報提供

第5回 H25.8.16 8
事例検討
情報提供

第6回 H25.9.20 7
事例検討
情報提供

第7回 H25.10.18 8
事例検討
情報提供

第8回 H25.11.15 9
事例検討
情報提供

第9回 H25.12.20 9
事例検討
情報提供

第10回 H26.1.17 7
事例検討
情報提供

第11回 H26.1.29 30 こころの健康講座

第12回 H26.2.21 11
事例検討
情報提供

第13回 H26.3.20 10
事例検討
情報提供

第1回 H25.5.21 11
事例検討
情報提供

第2回 H25.7.16 9
事例検討
情報提供

第3回 H25.9.17 7
事例検討
情報提供

第4回 H25.11.19 8
事例検討
情報提供

第5回 H26.1.21 7
事例検討
情報提供

第6回 H26.3.18 7
事例検討
情報提供

第1回 H25.4.12 16 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第2回 H25.5.10 17 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第3回 H25.6.14 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第4回 H25.7.12 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第5回 H25.8.9 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第6回 H25.9.13 16 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第7回 H25.10.11 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第8回 H25.11.8 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第9回 H25.12.13 14 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第10回 H26.1.10 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第11回 H26.2.20 14 ケース検討会など

第12回 H26.3.14 16 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

当
事
者
部

会 未開催

居宅介護事業所（当事者） 随時開催

住之江区
（20年5月設置）

区社協
相談支援事業所（指定・委託）
居宅介護事業所
南西部地域就業支援センター
ネットワーク推進員
包括支援センター

毎月開催 ・「障がい者・高齢者何でも相談」開催

子
ど
も
部
会

居宅介護事業所
住之江特別支援学校
加賀屋小学校
新北島中学校
住之江保育園
けあ工房夢いろ
ネットワーク推進員

随時開催 ・研修会開催

精
神
保
健
福
祉
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部
会

自立生活夢宙センター
ハローワールド、と・らいず
こころの相談ネットふうが
ライフケアシヴァ
フレンドリーパル
サポートセンターわかくさ
区社協
田村会クリニック
大阪市障がい者就労・生活支援センター
南西部地域就業支援センター

隔月開催 ・講演会開催

事
業
者
連
絡
会

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

隔月開催 ・協議会・事業者連絡会合同研修会

総
合
相
談
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部
会

15



平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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

生
き
が
い

ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
づ

く
り

第1回 H25.5.18 4000 すみのえハートスタジアム開催

居宅介護事業所
ネットワーク推進員

随時開催

第1回 H25.10.30 7 就労支援の連携ネットワークについて

第2回 H25.12.16 7 それぞれの取組み、今後の取組み・方針について

第3回 H26.2.19 11
取組みの共有、事例検討会

住之江区
（20年5月設置）

就
労
支
援
部
会

大阪市職業指導センター
就業・生活支援センター
ハローワーク
企業2社
特例子会社1社
就労移行支援事業所
ひとり親就業サポーター
生活支援ケースワーカー

随時開催
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.6.19 40 平成24年度の活動報告及び決算報告。平成25年度の活動方針及び予算について

第2回 H25.11.20 45 グループホームの一元化について

第1回 H25.4.24 11 経過と全体会・事業所連絡会(６/1９)の開催について

第2回 H25.5.22 11 経過と全体会・事業所連絡会(６/1９)の開催について

第3回 H25.6.26 10 経過と事業所連絡会(9/１８)の開催について

第4回 H25.7.24 8 経過と総会名簿の整理と基盤整理に向けた課題について

第5回 H25.8.28 11 経過と事業所連絡会(9/１８)の開催について

第6回 H25.9.25 10 経過と全体会・事業所連絡会(11/20)の開催について

第7回 H25.10.23 11 経過と全体会・事業所連絡会(11/20)の開催について

第8回 H25.11.27 10 経過と社会資源マップの作成について

第9回 H25.12.25 10 経過と社会資源マップの作成について

第10回 H26.1.22 9 経過と事業所連絡会(２/１９)の開催について

第11回 H26.2.26 10 　　経過と事業所連絡会(２/１９)の報告、福祉計画について

第12回 H26.3.26 11 　　経過と南海無人化問題について

第1回 H25.4.5 12 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第2回 H25.5.10 13 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第3回 H25.6.7 15 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第4回 H25.7.5 14 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第5回 H25.8.2 14 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第6回 H25.9.6 12 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第7回 H25.10.4 12 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第8回 H25.11.1 17 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第9回 H25.12.6 16 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第10回 H26.1.10 11 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第11回 H26.2.7 16 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第12回 H26.3.7 選挙のため中止

第1回 H25.5.28 17 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第2回 H25.7.23 21 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第3回 H25.9.24 21 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第4回 H25.11.26 17 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第5回 H26.1.28 実施せず

第6回 H26.3.25 13 事例検討、情報交換、相談会ケース報告

第1回 H25.6.19 45 虐待防止法について

第2回 H25.9.18 25 障害者差別解消法について

第3回 H25.11.20 45 グループホーム一元化について

第4回 H26.2.19 30 難病患者さんの支援はどうなっているの？

住吉区

（20年4月設置）

・事例検討
・情報交換
・相談会ケース報告

事
業
所
連
絡
会

　　区内介護事業所

年4回開催

・研修会の開催
・情報交換

全
体
会

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
学識経験者
区社協
自立生活センターまいど
南西部就労支援センター
こころの相談ネットふうが
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

年２回

・研修会の開催
・ホームページの活用
・何でも相談会の開催
・啓発用卓上カレンダーの作成
・計画相談部会の開催

事
務
局
会
議

毎月開催

事
例
検
討
会
議

浅香障害者会館                                                            住吉総
合福祉センター
学識経験者
区社協
自立生活センターまいど
南西部就労支援センター
こころの相談ネットふうが
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

毎月開催

・事例検討
・情報交換
・相談会ケース報告

精
神
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
会
議

浅香障害者会館 　　　　　　府立急性期医療センター
住吉総合福祉センター  　　デューン南大阪
住吉区社会福祉協議会     訪問介護ステーション結
自立生活センターまいど   訪問看護ステーションみのり
南西部就労支援センター 　あい介護サービス
こころの相談ネットふうが
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
住吉野菊の会作業所
コロたま倶楽部
たばたクリニック

隔月開催
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.4.22 17

・平成２４年度事業報告について
・平成２５年度事業計画について
・障がい者虐待報告　他

第２回 H25.11.25 14

・平成２５年度事業報告について
・平成２６年度事業計画について
・東住吉区障がい者相談支援センター自己評価について　他

第１回 H25.4.18 7

・平成２５年度活動予定について
・本会議での報告内容について　他

第２回 H25.5.27 9

・区未来戦略課地域生活支援SWについて
・こども部会について　他

第３回 H25.6.24 10
・訪問系事業所連絡会運営委員会報告
・平成２６年度予算について　他

第４回 H25.7.29 10
・各活動報告
・平成２６年度事業方針について　他

第５回 H25.8.26 10
・各活動報告
・平成２６年度予算について　他

第６回 H25.9.30 9

・各活動報告
・区民フェスティバルでの相談会について　他

第７回 H25.10.28 7
・各活動報告
・平成２６年度事業計画／予算について　他

第８回 H25.11.25 9
・本会議の打合せ
・第２回訪問系事業所連絡会について　他

第９回 H25.12.24 8

・公開セミナーについて
・第２回訪問系事業所連絡会について　他

第１０回 H26.1.27 8

・公開セミナーについて
・第２回訪問系事業所連絡会報告　他

第１１回 H26.2.24 8

・公開セミナーについて
・子ども部会報告　他

第１２回 H26.3.31 8

・公開セミナー報告
・子ども部会報告　他

相
談

支
援
部
会

―

・計画相談依頼先を選べない方のための選定会議　４３回　５４件
・事例検討　４１件

区内児童／計画相談支援事業所
区役所保健福祉課（拡大部会のみ）

基本的に毎週月曜開
催
拡大部会は事務局会
議と同日開催

２５．７．１８相談支援事業開設学習会

準備会 H25.9.9 23

・自立支援協議会について／子ども部会の立ち上げについて
・グループワーク

第１回 H26.2.21 29

・障がい児関係機関活動報告

第１回 H25.6.19
９

事業所

・平成２４年度合同説明会報告
・平成２５年度活動内容検討　他

第２回 H25.8.28
９

事業所

・自立支援協議会について
・研修企画案について
・合同説明会について　他

第３回 H25.11.30
１０

事業所

・合同説明会

第４回 H26.3.4
７

事業所

・施設見学会　他

第１回 H25.7.25
１９

事業所

・研修会
　架空事例でのグループワーク

第２回 H26.1.22
１６

事業所

・障がい福祉サービス勉強会
・グループワーク

第１回 H25.8.29 4
・区役所内での開催　相談０件

第２回 H25.10.20 3
・区民フェスティバルでの開催　　相談２件

東住吉区

（20年3月設置）

訪
問
系

連
絡
会

区内訪問系事業所

障
が
い
福
祉

相
談
会

事務局会議参画機関

子
ど
も
部
会

区内児童通所事業所
区内小中学校
東住吉特別支援学校
区役所保健福祉課

日
中
系
連
絡
会

区内日中活動事業所

本
会
議

自立生活センター・ナビ
今林の里
サポートセンターいちご
地域活動支援センター・もくれん
大阪市こども相談センター
心身障がい者リハビリテーションセンター
東住吉区在宅サービスセンター
南部地域障がい者就業・生活支援センター
東住吉区保健福祉センター保健福祉課

・本会議は年２回開催
・事務局会議はほぼ毎
月開催
・相談支援部会（拡大）
は事務局会議と同日
開催
・子ども部会は年２回
程度開催
・日中活動系事業所連
絡会は年３回程度開
催
・訪問系サービス事業
所連絡会は年２回程
度開催
・障がい福祉相談会は
年３回程度開催

・支援困難ケースの検討
・障がい福祉相談会の開催
・事業所連絡会の開催
・公開セミナー
・子ども部会の立ち上げ

事例検討

事
務
局
会
議

自立生活センター・ナビ
今林の里
サポートセンターいちご
地域活動支援センター・もくれん
南部地域障がい者就業・生活支援センター
東住吉区保健福祉センター保健福祉課

事例検討
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.7.5 10 地域福祉計画について

第2回 H25.10.18 11

今後の活動について
区政会議との関係について

第3回 H25.11.20 9

相談支援センターの運営評価について

第4回 H25.12.25 10 自立支援協議会説明会について

第5回 H26.2.28 10 自立支援協議会説明会について

第6回 H26.3.27 20
自立支援協議会説明会について
今後の運営方法等

H26.3.11 80 自立支援協議会説明会 区内の障がい福祉サービス事業所

全
体
会

第１回 H25.6.12 21

設置要綱改正について
平成２５年度活動計画
平成２４年度活動報告（開催状況、課題・制度的問題まとめ）

障がい福祉の関係機関の代表者等
（各部会の機関含む）

第１回 H25.4.23 30

平成２５年度計画確認
 平成２４年度部会で明らかになった課題・制度的問題
事例検討
「西成区と障がい者」作成について
 「おでかけナビ」作成について

第２回 H25.5.24 18
事例検討

第３回 H25.6.25 25

本会報告
  「おでかけナビ」紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グルー
プ活動

第４回 H25.7.25 25
事例検討

第５回 H25.9.24 20

事例検討

第６回 H25.10.24 24

グループ活動

第７回 H25.11.26 24

障がい者相談支援センター評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西成区障
がい者自立生活支援調整委員会の今後のあり方についてグループワーク

第８回 H25.12.26 17

グループ活動
西成区障がい者自立生活支援調整委員会の今後のあり方についてグループワーク

第９回 H26.1.28 24
事例検討

第１０回 H26.3.25 20

平成25年度まとめ

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

西成区

（20年3月設置）

＊H24年5月から身体・知的障がい者専門部会と合同開催してます。参加人数は２部会
の合計を記載しています。

身
体
・
知
的
障
が
い
者
専
門
部
会

第一博愛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二
博愛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今宮
寮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒューマンライツ
福祉協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西
成人権協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白寿苑
グループホームあいえる
区身体障害者団体協議会
知的障がい者相談員
W・I・N・Gー路をはこぶ
地域福祉アクションプラン推進委員会
釜ヶ崎支援機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西成
障害者会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西成区
サービス事業所連絡会障がい事業分科会
釜ヶ崎ストローム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区
保健福祉センター生活援助
区保健福祉センター地域保健活動
区保健福祉センター地域福祉

毎月開催 事例検討
社会資源把握

精
神
障
が
い
者
専
門
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
自立支援ンター西成
ふれあいの里
中部障がい者就業・生活支援センター
小杉クリニック本院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
釜ヶ崎支援機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コスモ
スクリニック花園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふるさとの家
小谷クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区保健福
祉センター生活援助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区保健
福祉センター地域保健活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区保健福
祉センター地域福祉

毎月開催 居宅介護事業所向け勉強会
生活保護ケースワーカー研修会

部会以外の活動

①第17回　あったか
ハーをつないで
　　～障がい者地域生
活支援のつどい～
　　平成２5年11月９日
（土）
　・フェスティバル、講演
会の開催運営

②地域福祉アクションプ
ラン推進委委員会へ
　　の参画と連携
③居宅支援事業所連絡
会等との連携

平野区
（20年2月設置）

本
会
議

区社協
南部就労支援センター
大阪市更生療育センター
地域活動支援センターもくれん
地域活動支援センターオリーブ
はーとふるぷらざ
ＮＰＯ法人翔夢
ＮＰＯ法人Ｊ－pal
ＮＰＯ法人障がい者福祉総合支援センターいちいちまる
相談支援事業ひらの

２ヶ月に1度 事例検討（事例紹介）
情報交換                                                   指定特
定相談支援事業者の情報交換
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平成２５年度各区地域自立支援協議会の開催状況 資料１－１

区名 部会等 回次 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 H25.8.27 28
「生きる喜びをわかちあうために～日雇い労働者と出会って３４年～」

第２回 H26.2.27 47

「発達障がい者へのより良い支援のために」

第１回
休会

第２回

休会

第１回 H25.4.19 12
２５年度計画、「おでかけナビ」、「西成区と障がい者」、防災つながりサポート事業につい
ての意見聴取

第２回 H25.5.17 14
２５年度開催方法について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他

第３回 H25.6.21
休会

第４回 H25.7.19 13
専門部会でのグループ活動について
その他

第５回 H25.8.16
休会

第６回 H25.9.20
休会

第７回 H25.10.18 11
地域支援システム図について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西
成区社会福祉協議会広報紙への記事掲載について
その他

第８回 H25.11.15 8
西成区障がい者自立生活支援調整委員会の今後のあり方について

第９回 H25.12.20 9
西成区障がい者自立生活支援調整委員会の今後のあり方について

第１０回 H26.1.17 9
西成区障がい者自立生活支援調整委員会の今後のあり方について

第１１回 H26.2.21 10
平成26年度計画について

第１２回 H26.3.18 8
平成26年計画について
平成２５年要望書について

西成区
（20年3月設置）

　
検
討
会

釜ヶ崎ストロームの家
小谷クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ
つき会作業所
西成区サービス事業者連絡会障害事業分科会
ふれあいの里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒューマ
ンライツ福祉協会
W・I・N・Gー路をはこぶ
区社会福祉協議会
教育委員会
区保健福祉センター地域福祉
区保健福祉センター地域保健活動

毎月開催

合
同
研
修
会

２回/年

教
育
部
会

梅南小学校   今宮中学校　　　ヒューマンライツ福祉協会　　　西成人
権協会　　　子ども相談センター　　　　　千本保育所　　　（財）大阪市
教育振興公社児童いきいき放課後事業部運営課　　　　教育委員会
人権・国際理解教育担当　　　　西成区保健福祉センター　　　　　　教
育委員会特別支援教育担当

＊身体・知的障害
者専門部会と精神
障害者専門はH24
年5月から合同で
の開催となってい
ます。
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