
　標題について、下記のとおり報告します。

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(以下、区センターという。)の定例連絡会等開催実績

資料２－１

障がい者基幹相談支援センター事業実績報告書

1．制度改正点についての説明
①精神保健福祉法･･･大阪市こころの健康
センター
②グループホームの改正･･･大阪市障がい
福祉課

2．各区センターの業務報告（情報交換）
　①基幹センターより
・ピアカウンセリング講座の報告
・7/19「高次脳機能障がいのある方への就
労支援の実際」
・困難事例対応書類（5/9運営委員会にて説
明、5/14データ送付済み）
・区センター体制表の協力お礼
・国研修の報告
　②淀川区センターより
・選定会議についての情報交換：個人情報
の内容・量の範囲、会議の運営方法等

3．その他
・大阪市からの連絡事項

大阪市障がい者基幹相談支援センター事業所名

開催日時

平成27年1月末時点

議題参加者数

4月11日（金）
15時～17時

1．大阪市からの情報提供：特定相談の件数

2．大阪市障がい者基幹相談支援センター
(以下、基幹センターという。)からの報告：新
体制、区センター連絡会の日程、区担当制、
事業計画、実施体制調査依頼、大阪府相談
支援従事者研修演習ファシリテーターの依
頼

3．区センターの業務報告：相談支援事業所
部会の立ち上げ状況と事務局担当、指定特
定相談の終了・継続、委託事業所としての
金銭管理、生活保護ケースワーカーの協

7月11日（金）
15時～17時

20区　23名
障がい福祉課　3名
大阪市こころの健康

センター　　2名

20区　25名
障がい福祉課　3名

第2回

第1回



1．各区センターの業務報告（情報交換）
　①基幹センターより
・「障がい者虐待　その時あなたは？」
9月13日（土）大阪市社会福祉研修・情報セ
ンター5Ｆ大会議室
・大阪市障がい者基幹相談支援センターセ
ミナー「声なき声を聴く力」
　ア．10月20日（月）大阪産業創造館5Ｆ研修
室
　イ．10月28日（火）大阪市立早川福祉会館
（その後、会場を天王寺区民センターに変
更）
・基幹センターホームページ8月8日自立支
援協議会資料ＵＰ「区障がい者センターの方
へ」のページ参照
　②区センターより

2．大阪市地域自立支援協議会・障がい者
相談支援あり方検討会報告

3．その他
・大阪市より連絡事項
①大阪市生活困窮者自立促進支援モデル
事業について
②地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）
「障がい者相談支援事業所サポート業務」に
ついて

21区　22名
障がい福祉課　3名

第6回

1．各区センターの業務報告（情報交換）
　①基幹センターより
・「障がい者虐待　その時あなたは？」報告
9月13日（土）大阪市社会福祉研修・情報セ
ンター5Ｆ大会議室
・大阪市障がい者基幹相談支援センターセ
ミナー「声なき声を聴く力」
　ア．10月20日（月）大阪産業創造館5Ｆ
　　　 研修室Ａ・Ｂ
　イ．10月28日（火）大阪市立早川福祉会館
　　　 天王寺区民ホールへ会場変更
・研修企画部会ワーキンググループ報告
平成26年8月12日　相談支援事業所立ち上
げ説明会（大正区）

2．区センターより
・東住吉区障がい者相談支援センター
とんフェス！！東住吉区障がい者自立支援
フェスティバルのお知らせ

3．大阪市からの連絡事項

第5回

11月14日（金）
15時～15時45分

※15時45分～17時
大阪市「計画相談に

かかる説明会」

第3回

21区　26名
障がい福祉課　3名
※地域活動支援

センター　9名

9月12日（金）
15時～17時

第4回



②区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

３　啓発・広報事業

参加者数 テーマ開催日時

10月28日（火）

当年度の相談受付件数（延べ件数）

29名

81件（　84　件）

10月20日（月） 24名

大阪市障がい者基幹相談支援センターセミナー
「声なき声を聴く力」

第3回

第2回

大阪市障がい者基幹相談支援センターセミナー
「声なき声を聴く力」

第4回

第1回

※ホームページの随時更新
4月内容
　　・区センター連絡会案内
　　・公開ピアカウンセリング講座案内
　　・大阪市障がい者施策推進協議会（地域自立支援協議部会）会議資料（平成25年度）
　　・ピアカウンセラー登録・紹介

5月内容
　　・平成26年度第１回運営委員会の開催
　　・平成26年度ピアカウンセリング講座の開催案内
　　・ピアカウンセラー登録・紹介

6月内容
　　・障がい者理解に向けた市民啓発講座
　　　「高次脳機能障がいのある方への就労支援の実際」の開催案内

7月内容
　　・区センター連絡会案内
　　・講演会「障がい者虐待　その時あなたは？」の開催案内
　　・ピアカウンセラー登録・紹介

8月内容
　　・大阪市障がい者施策推進協議会（地域自立支援協議部会）会議資料（平成26年8月8日）
　　・ピアカウンセラー登録・紹介

9月内容
　　・大阪市障がい者基幹相談支援センターセミナー「声なき声を聴く力」案内
　　・ピアカウンセラー登録・紹介

10月内容
　　・区センター連絡会案内
　　・大阪市障がい者基幹相談支援センターセミナー「声なき声を聴く力」開催場所変更の案内



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

５　障がい者支援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

１月内容
　　・大阪市障がい者基幹相談支援センターセミナー「地域移行支援のいま」案内
　　・ピアカウンセラー登録・紹介

公開ピアカウンセリング
講座

4月19日（土）

開催日時 テーマ

ピアカウンセリング講座
1日目 6月13日（金） 7名

ピアカウンセリングとは、自己紹介、ピアカン5つのお願
い、人間の本質等

ピアカウンセリングとは、自己紹介、傾聴、感情の解放

ピアカウンセリング講座
2日目

6月20日（金） 6名
モーニングセッション、ラフターヨガ、抑圧について、
ゲーム等

参加者数

ピアカウンセリング講座
3日目 6月27日（金） 6名

セルフイメージについて、自己信頼について、ほめほめ
セッション等

14名

登録者8名　　　紹介1件

当年度の地域移行支援における相談件数（延べ件数）

10件（　124件　）

・大阪府からの情報は、身体障がい者は以前から入所調整を止めていたが、知的障がい者だけは
　平成25年度中ごろまで、市町村において調整を実施してきた。

・18歳以上の重症心身障がい者は、大阪府（本庁）にて利用調整している。

・基幹センターとしては、要望依頼があれば入所施設の空床情報（他府県等含む）を確認している。

当年度のピアカウンセラー紹介件数（延べ件数）



７　調査研究事業

＜地域移行推進のための実践＞
施設訪問の実施

・金剛コロニー（5/2）面談
・アンダンテ加島（5/16）、ハニカム（5/19）、中津学園（5/20）協力要請

・豊生園（5/22、7/25、9/26）交流会

・砂川厚生福祉センター（6/18）、あいえる協会（7/31、9/1、9/4）モニタリング会議の参加
・グループホームコウエイ（9/17、9/29、11/4、11/7）地域移行打ち合わせ、面談
・西作業所（10/9、11/7、11/19、12/5、12/16、12/25）地域移行のための体験利用打ち合わせ、振り返
り

・天王寺区保健福祉センター生活保護課（7/7）担当者打ち合わせ
・家族面談（7/15）
・大阪府警（7/16）通報問い合わせ・打ち合わせ
・大阪保護観察所（7/23）打ち合わせ
・京都刑務所（8/4、10/6）家族とともに本人面会

・大阪府障害者自立相談支援センター（8/8、21、9/30、10/6）

・桃花塾（8/1）面談
・グループホームスマイリング喜連、就労継続Ｂ型事業みかづき見学（8/26）
・スマイル鶴見見学（11/13）、J-pal見学(1/9)、ケアホームひまわり見学（1/22）、ケアホームあかり見学
（1/30）

・公徳学園（10/31）面談
・ライフステージあべの見学（11/14）

・大阪府自立支援センター（1/27）面談

検討会等の協力要請
・あいえる協会（5/15）、住之江区センター（5/15）

＜計画相談支援の実施状況調査＞
・計画相談支援の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。
4、 7、10月、１月末時点、アンケート調査を実施した。

＜社会資源の開拓＞
・4月（グループホーム等の見学）：みんなの家、バンビーノ西淀川（4/9）、コウエイ、ウィルハウス
（4/10）、あべの作業所ホーム、ライフステージホーム、ハーブの家（4/14）、れんげハイツ・プレジデント
さくら（※サービス付き高齢者住宅4/15）、ゆめの会ホーム（4/16）、みなとホーム、悠々ホーム（4/17）、



８　その他

【事例検討部会】
・第1回部会　5月9日（金）
　　　　①部会の趣旨説明　　　②部会員の紹介、部会長の選出

・此花区センター訪問　6月19日（木）
　　　　①事例内容確認　　　　 ②部会員の調整

・此花区センターの件で部会長との打ち合わせ　6月23日（月）
　　　　①事例内容報告　       ②今後の動き

・事例検討会　7月22日

【区センターへのケース会議等への参加】
　4月
　生野区センター（4/16）ケースの情報交換
　大正区センター（4/24）ケース会議の参加
　
　5月
　東淀川区センター（5/22）相談支援部会参加

　6月
　住之江区センター（6/5）自立支援協議会、北区センターとの情報交換
　大阪府障がい者自立支援協議会（6/9）
　東成区センター（6/11）自立支援協議会、北区センターとの情報交換
　北区センター（6/16）自立支援協議会打合せ
　東淀川区センター（6/26）相談支援部会参加
　
　7月
　東淀川区センター（7/24）相談支援部会参加

　8月
　相談支援従事者指導者研修会チーム会議（8/6）
　地域活動支援センター連絡会（8/7）
　大阪市地域自立支援協議会（8/8）
　平成26年度各区地域自立支援協議会担当者連絡会（8/20）
　大阪府計画相談支援の促進に関するセミナー（8/20）

　9月
　地域活動支援センター連絡会（9/4）
　大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会（9/9）
　東淀川区センター（9/24）相談支援部会参加

　10月
　東淀川区センター（10/23）相談支援部会参加

　11月
　平野区センター（11/6）なかまの里相談同行

　1月
　平野区センター（1/6）なかまの里相談同行
　東淀川区センター（1/29）相談支援部会参加



【関係機関との連携】
大阪市障がい者就業・生活支援センター連携会議
5/16、5/28、6/25、7/29、8/28、9/24、10/29、12/10
大阪府地域自立支援協議会情報交換会　6/9（月）

【運営委員会】
・第1回運営委員会開催　5月9日（金）15時～17時
委員長・副委員長の選出
平成25年度事業について
平成26年度事業計画について
事例検討部会、研修企画部会委員の委員長による指名等

・第1回三役会議　7月4日（金）
・第2回三役会議　11月14日(金)

【研修企画部会】
・第1回　5月9日（金）
　　　　①部会員の紹介、部会長の選出
　　　　②今後の予定

・第2回　5月30日（金）
　　　　①年間の予定（研修企画）
　
・相談支援事業所立ち上げ支援を念頭に置いたワーキンググループの立ち上げ　6月11日（水）

・相談支援事業所立ち上げ支援を念頭に置いたワーキンググループ会議　7月31日（木）
　
・相談支援事業立ち上げ説明会（大正区）　8月12日（火）

・相談支援事業立ち上げ説明会に向けて運営指導課と相談　１月19日（木）
　　　障がい福祉課担当・ワーキンググループテキスト作成チーム


