
1　区障がい者相談支援センターの統括・後方支援

①　区障がい者相談支援センターの定例連絡会等開催実績

第2回
5月17日（金）
13時～15時

　22区　　28名
　障がい福祉課
　　　　　　　　3名

1．発達支援にかかる情報提供
2．基幹センターからの連絡
3．区相談支援体制調査について
4．東住吉区の相談支援部会総括について
5．事例発表（西淀川、東住吉区センター）

第3回
6月11日（火）

13時30分～15時

　21区　　27名
　障がい福祉課
　　　　　　　　2名

1．24年度区センター事業実績について
2．障がい者虐待防止の取り組み年度報告
3．指定サービス事業所等一覧の配布について

開催日時 参加者数 議題

第1回
4月9日（火）
15時～17時

　20区　　30名
　障がい福祉課
　　　　　　　　3名

1．ＧＨ・ＣＨ入居者の支援の取り扱い
2．連絡会年間予定、区担当制の実施、事業計画について
3．居住支援団体合意手続きについて
4．区センターの評価手法について

第6回
10月8日（火）
15時～17時

　20区　　27名
　障がい福祉課
　　　　　　　　2名

1．基幹センターからの報告（セミナー①　開催結果、セミナー②の開
催について、虐待防止啓発講演会報告、事例研究部会報告【よりそ
いネットおおさかの取り組み】等）
2．住吉区からの報告（前月報告事例のその後）
3．計画相談に係る事務取扱の一部変更について
4．やさしい日本語表記について

第7回
11月12日（火）
15時～17時

　21区　　28名
　障がい福祉課
　　　　　　　　2名

1．基幹センターからの報告（計画相談支援事業の実施状況調査結
果について、セミナー②開催結果、セミナー③の開催について、連
続講座第2回の案内、大阪府地域移行推進員養成研修の受講者募
集について）
2．事業評価に伴う区センターへの訪問日程調整について
3．指定相談支援従事者研修の受講状況について
4．計画相談支援事務取扱の一部変更による影響について

第4回
7月9日（火）
15時～17時

　17区　　19名
　障がい福祉課
　　　　　　　　2名

1．基幹センターからの連絡（25年度区センター相談支援体制につ
いて、指定相談支援事業所等一覧の扱いについて等）
2．区地域自立支援協議会の取り組み
3．権利擁護相談支援サポートセンターの取り組みについて

第5回
9月10日（火）
15時～17時

　20区　　29名
　障がい福祉課
　　　　　　　　1名

1．基幹センターからの報告（市自立支援協議会報告、障がい者・高
齢者虐待防止連絡会議報告等）
2．事例研究部会活動報告
3．関係機関への対応について（住吉区事例から）

　資料２－１

大阪市障がい者基幹相談支援センター平成２５年度事業報告



②区障がい者相談支援センターからの相談受付件数

2　相談支援専門員に対する研修

第3回 10月16日（水）

第4回 11月28日（木）

第1回 6月11日（火）

第2回 9月17日（火）

市域対象

第5回 2月18日（火）

第10回
3月11日（火）
15時～17時

　19区　　25名
　障がい福祉課
　　　　　　　　2名
　地域福祉課
　　　　　　　　1名

1．市からの連絡・要請(ボランティア協会作成チラシの配布、周知の
お願い）
2．基幹センターからの報告（「精神障がい者の地域移行と相談支
援」の報告、計画相談支援事業の実施状況調査の結果、運営委員
会の開催結果、市自立支援協議会開催結果、公開ピアカウンセリン
グ講座の開催
3．各区センターの業務報告（委託相談支援マニュアルについて意
見交換）

テーマ

難病者等への支援について

セミナー①
自立支援協議会の活用の仕方について

セミナー②
相談支援に必要なネットワークづくりについて

セミナー③
計画相談

精神障がい者の地域移行と相談支援

第2回、第3回、第4回、第5回研修

参加者数

 区センター18区25名

 区センター11区 18名
 20事業所25名
 区保健福祉センター  11区12名
 その他2名

 区センター  10区20名
 22事業所 29名
 区保健福祉センター  6区8名
 その他3名

 区センター10区 16名
 21事業所 26名
 区保健福祉センター  9区11名
 その他3名

 区センター11区 14名
 14事業所 19名
 区保健福祉センター 6区9名
 地活センター 4センター6名
 その他3名

当年度の相談受付件数（延べ件数）

59件（78件）

開催日

第8回
12月10日（火）
15時～17時

　22区　　29名
　障がい福祉課
　　　　　　　　2名
　地域福祉課
　　　　　　　　2名

1．市からの情報提供（生活困窮者への新たな支援制度について、
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
例の制定について）
2．基幹センターからの報告（セミナー③、連続講座第2回の開催結
果、計画相談支援事業実施状況調査2回目の実施について）
3．各区センターからの報告（浪速区：クリスマスライブの開催、
淀川区：就労移行支援事業所合同説明会、等）
4．サービス提供曜日変更による計画変更の要否
5．障がい福祉課からの事務連絡

第9回
1月14日（火）
15時～17時

　23区　　27名
　障がい福祉課
　　　　　　　　2名
　地域福祉課
　　　　　　　　1名

1．市からの情報提供（協力事業者による地域見守りの取組みに係
る協力）
2．基幹センターからの報告（相談支援専門員研修会「精神障がい
者の地域移行と相談支援」、計画相談支援事業の実施状況調査２
回目の結果）
3．各区センターからの報告（城東区：情報カード入り防水カプセル、
生野区：いのちについての講座、都島区：防災対策を考える集い、
西淀川区：委託相談支援事業のマニュアル作成、中央区：ピアカウ
ンセラー養成講座の実施、各区センター：2５年度上半期事業実績
について）
4．居宅介護サービスの提供の変更等に伴う支援計画変更の要否）



3　啓発・広報事業

7月

8月

12月・リンク集に「日本相談支援専門員協会ホームページ」を追加

4　ピアカウンセラーの養成・紹介

①ピアカウンセラー養成講座

②ピアカウンセラーの紹介

　就労支援～」

　講師：田川精二氏（田川くすの木クリニック院長、NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク理事長）、コーディ

　ネーター：松田琴美氏（NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワークJSN門真副所長）

　受講者：83名

＊ホームページの随時更新

内容 4月 ・区センターのホームページ（2区はホームページがないので除く）をリンク

・事業案内の虐待防止啓発に大阪市ホームページの「障がい者虐待防止法が施行されました」

を貼りつけ

9月

10月

2月

＊障がい者虐待防止啓発講演会　　9月28日（土）開催　「ストップ！障がい者虐待～誰もが暮らしやすい社会をめざし

　て～」　　講師：辻川圭乃弁護士　　当日参加者：107名

＊障害者週間連続講座　プレ講座（第1回）8月24日（土）開催　「『ともにはたらく』をかなえるために」　講師：成澤岐代

　子氏（株式会社良品計画人事担当）　 コーディネーター：前野哲哉氏（大阪市障がい者就業・生活支援センター所長）

　受講者：54名

　障害者週間連続講座第2回　12月7日（土）開催　「支援があれば可能になる～医療と福祉が支える精神障がい者の

・障がい者虐待防止啓発講演会開催案内掲載

・基幹センターセミナー開催案内掲載

・大阪市自立支援協議会会議資料掲載（区センター向け）

・基幹センターセミナー案内を「講座・研修会案内」にも掲載

・「基幹相談支援センターセミナー」3回シリーズ開催案内を「講座・研修会案内」にも掲載（指定

　相談支援事業所への周知）

・「精神障がい者の地域移行と相談支援」

5月 ・リンク集に下記を追加

　発達障害情報・支援センター（国立障がい者リハビリテーションセンター）

：http://www．rehab．go．jp/ddis/

　難病情報センター

：http://www．nanbyou．or．jp/

・事業概要及びリンク集に地域移行推進パンフ「あなたが決めるあなたの暮らし」掲載

・障害者週間連続講座開催案内掲載

・区相談支援センター一覧の修正・変更

リレーション、障がいについて、感情の開放について等

開催日時 参加者数 テーマ

公開ピアカン講座 4月20日（土） 14名 ピアカウンセリングとは、必要性、目的等

ピアカン講座3日目 7月5日（金） 8名 リレーション、人間の本質、アプリセーション等

当年度のピアカウンセラー紹介件数（延べ件数）

　登録者8名　　　　　紹介0件

ピアカン講座1日目 6月21日（金） 7名
ピアカウンセリングとは、ピアカウンセリングの基礎知識（五つのお
願い他）等

ピアカン講座2日目 6月28日（金） 8名



5　障がい者施設等からの地域移行支援におけるコーディネート機能

6　障がい者入所施設利用調整

7　調査研究事業

8　その他

・北部4区センター連絡会（5/9）

・住吉区自立支援協議会事例検討会（5/10：住吉区保健福祉センター）

・西成区ケア会議（5/15：西成区センター）

・北区ケース協議（5/27：区センター）

当年度の地域移行支援における相談件数（延べ件数）

10件（48件）

　
　・大阪府の取り組み状況確認（6/4）
　　25年度は結果的に従来どおりの入所利用調整会議を継続している。新たな枠組みについて検討 しており成案
　　見れば、今年度中にも実施する予定。新たなスキームについては検討中とのことで示されなかった。

　・大阪府にその後の取り組み状況確認（12/2）
    既に入所調整指針を策定し、10月から試行実施の上26年4月から本格実施予定。
　　従来からの旧救護施設及び知的入所施設を対象。大阪市管施設は従前どおり対象としない。

【地域移行推進のための検討会】
　第1回（5月23日開催）
　　　・地域移行啓発パンフの取り扱い状況（一部修正、回収及び再配布、ホームページ掲載等）
　　　・企画交流事業総括（取り組み報告、評価、今後の取り組み）
　　　・今年度の検討会体制について（障施協からの参画、知的、過齢児、施設訪問、施設側の認識を聞いたうえで
　　　　すすめる）
  ＊6/13、6/18、7/19　障がい児・者施設連絡協議会からの新委員への事前ガイダンスを実施

　第2回（9月5日開催）
　　　・知的及び児童施設の現状と地域移行に向けた取り組みについて
　　　・地域交流事業の取り組み報告
　　　・24年度地域移行支援事業の実施及び金剛コロニーからの協力要請について

　施設訪問調査の実施
　　①敷津浦学園（10月11日）、②アンダンテ加島（10月18日）、③アテナ平和（10月22日）

　第3回（11月18日開催）
　　　・施設訪問調査結果について
　　　・施設での地域移行の取り組みの現状と課題について
　　　　①実践的課題　　　　　②政策的課題

 第4回（1月24日開催）
　　　・施設での地域移行の取り組み現状と課題について
　　　①実践的課題②政策的課題③新たな課題
　　　・今後の検討会の進め方
　　　・地域交流事業の実施状況について
　　　・平成24年度地域移行支援支給決定者の内訳・地域相談支援の実施状況
 
【計画相談支援の実施状況調査】
　　計画相談支援の利用希望者を円滑に誘導するため、指定特定相談支援事業者に、計画相談支援の実施状況
　　を調査し、結果を関係機関に情報提供している。
　　9月末時点、11月末時点、1月末時点の3回、アンケート調査を実施した。

【区センターへのケース会議等への参加】

4月：

5月：

（生野区センター4/22、東淀川区サービス事業所4/30）

・北区ケア会議（5/9：北区センター）



・4月ケア会議後の状況について（6/3：生野区センター：電話）

・住吉区自立支援協議会事例検討会（6/7：住吉区保健福祉センター）

・住之江区ケア会議（7/26：区センター）

・住之江区事例検討会（8/2：区センター）

11月： ・住之江区ケア会議（11/20：区センター）

・住吉区自立支援協議会事例検討会（2/7：住吉区保健福祉センター）

3月： ・此花区センターケース報告（3/13区センター）

【研修企画部会】

　第1回　6月3日（月）　10時～11時25分

　　①大阪市全域の研修について

　　②区障がい者相談支援センター相談支援専門員研修について

平成25年度事業報告について（平成25年12月末まで）

第2回運営委員会開催　2月21（金）15～17時

平成26年度事業計画について

2月：

　第4回　3月11日（火）13時15分～15時15分
　　①よりそいネットおおさかの取り組みに学ぶ（よりそいネットおおさかから報告）
　　②厚生労働省ワークショップ事例の報告

　第2回　3月25日（火）　9時30分～11時30分

　　①年間の総括

　第1回　7月23日（火）10時～12時

　　①24年度成果について9月区連絡会で報告する

　　②今年度は触法ケースについて検討することになる

　第2回　9月24日（火）10時～12時

　　①よりそいネットおおさかの取り組みに学ぶ（よりそいネットおおさかから報告）

　　②今後の進め方（事例の選定）

　第3回　11月26日（火）10時～12時

　　①厚生労働省ワークショップ事例の検討

【関係機関との連携】

障施協総会出席（地域移行推進のための検討会への協力要請）5月21日（所長、副所長）

地域移行検討委員会（所長）7月2日（火）14時～15時30分

「大阪市障がい者就業・生活支援センター」第1回全体運営会議（所長）7月4日（木）14時～16時30分

金剛コロニー入所者の地域移行支援に関する府市協議（所長）

　（大阪府、金剛コロニー、大阪市及び基幹センターとの協議）8月23日（金）10時～12時

大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会（所長）9月4日（水）14時～16時

大阪市障がい者施策推進協議会・発達障がい者支援部会（所長）9月20日（金）10時～12時

大阪市発達障がい者支援センターエルムおおさか運営委員会（副所長）12月4日（水）

大阪市障がい者施策推進協議会・発達障がい者支援部会（所長）12月12日（木）10時～12時

大阪地検総務副部長来所（所長）12月18日（水）10時～11時

第1回運営委員会開催　5月17日（金）15時～17時

委員長・副委員長の選出

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

事例研究部会、研修企画部会委員の委員長による指名等

【運営委員会】

【事例研究部会】

6月：

7月：

8月：


