
平成27年度　各区地域自立支援協議会　部会設置状況一覧

全体会
協議会など

事務局会
運営会議など

全体会
協議会など

事務局会
運営会議など

開催回数 開催回数 部会名
開催
回数

回数 回数 部会名
開催
回数

北 4 12 12 地域活動 12

4 6 事業所 3 相談支援 12

相談支援 4 居宅介護 10

こども 4 就労 11

地域当事者 4 ★児童 5

5 5 ヘルパー事業所 3 当事者 7

★日中活動系事業所 3 地域生活 9

6 11 ★相談支援事業所 11 1 事業所 3

★居宅介護事業 5 相談支援 12

★こども 6 地域生活支援 0

6 ★相談支援 1 4 8 事業所連絡会 2

★児童 3 ★相談支援 6

西 6 ★相談支援 12 ★研修 6

港 4 ★相談支援事業所連絡会 4 1 6 事業者連絡会 6

大正 6 ★計画相談支援事業所連絡会 8 総合相談ネットワーク 12

6 6 ★計画相談支援 1 精神保健福祉ネットワーク 12

★就労支援 2 こども 6

浪速 4 ヘルパー事業所 4 就労支援 1

7 相談支援事業所 19 当事者 1

生活・就労 9 2 10 事業所連絡会 4

こども 10 事例検討 12

居宅支援事業所 4 相談支援 10

11 身体障がい者 6 精神保健福祉ネットワーク 5

知的障がい者 12 ★グループホーム 3

精神保健福祉 7 4 12 相談支援 40

相談支援 12 日中活動系連絡会 3

居宅介護事業所支援 4 訪問系連絡会 2

就労支援 12 こども 4

こども支援 8 5 相談事業 13

6 6 相談支援 10 日中活動 5

居宅介護事業所 12 研修 6

こども 12 1 身体・知的障がい者専門 8

精神保健福祉 10 精神障がい者 8

10 障がい者支援連絡協議会 13 検討 12

相談支援 12 教育 0

生野 5 5 ★相談支援事業者連絡会 8

6 事業所連絡会 2

相談支援 6

仕事 0

こども 4

※部会名の★は、平成27年度新設を示す

区

本会
部会 部会

阿倍野

旭

城東
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都島

福島

此花

中央

天王寺

西淀川

住之江

住吉

東住吉

平野

西成

区

本会

淀川

東淀川

東成
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.7.29 15

前年度の報告
今年度の運営
部会の試行設置について
課題シート(ニーズ調査票)の配布について

第2回 H27.9.17 15

課題シート(ニーズ調査票)の内容検討

第3回 H27.12.21 16

ニーズ調査票とりまとめ報告
北区障がい者相談支援センター運営評価

第4回 H28.2.24 15

平成27年度事業報告
平成28年度事業計画(案)
部会の設置と運営について

第1回 H27.5.12 18
・昨年度の振り返り、今年度の取り組み
・部会別会議（地域当事者・相談支援部会）　こども部会の立ち上げ

第2回 H27.8.11 16

・今年度事業について（精神福祉講演会の開催）
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

第3回 H27.11.10 15

・区障がい者相談支援センター運営評価について
・今年度事業について（精神福祉保健講演会の開催、福祉教育プログラム
の開催,地域社会福祉研修「障がい者のことをもっと知ろう」の実施等）
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

第4回 H28.2.9 18

・区障がい者相談支援センター運営評価の結果について年度事業（精神福
祉保健講演会の開催報告）
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第1回 H27.4.21 6

・昨年度事業の振り返り、今年度事業について
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

第2回 H27.6.16 4

・今年度事業について
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

第3回 H27.8.18 5

・今年度事業について
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

第4回 H27.10.20 6

・今年度事業について
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

第5回 H27.12.15 3

・今年度事業について
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

第6回 H28.2.16 3

・今年度事業について
・各委員からの報告
・各専門部会からの報告

北区

(20年4月設置）

協
議
会

区障がい者相談支援センター
区社会福祉協議会
大阪市障がい者就業・生活支援センター
ハローワーク梅田
府立中津支援学校
市立思斉特別支援学校
太陽ライフサービス
大淀寮
生活介護事業所ぜんかい屋
児童発達支援・放課後等デイサービステトラ
COCO
居宅介護支援事業所ハート介護サービス
区保健福祉センター(生活支援課・健康課・福祉
課)

年4回開催 ・部会の設置に先立ち、各事業所の課題や
ニーズを把握すべく、ニーズ調査票を配布
し、集約した(配布99事業所、返送55事業所)

・部会として「こども部会」「生活就労部会」の
設置が決定した。

・設置が決まった部会の
円滑な運営
・事例検討
・区民への啓発活動

協
議
会

自立生活センターあるる
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
㈱都島ナース
区社協
区保健福祉センター（地域活動担当・生活支援担
当）

年4回開催 各専門部会での取り組みに重点を置く。
・相談支援部会（相談支援事業所の情報共
有、相談支援マニュアルの作成等）
・地域当事者部会（当事者団体の交流、意見
交換等）
・事業所部会（研修会の開催）
・こども部会（事業所間での課題共有、事業
所見学会・勉強会の開催、事例検討）

・要援護者支援・福祉避
難所マニュアルの作成→
関係機関
・区役所各課との連携
・各部会の運営が活性化
できるような仕組みづくり
を検討する。

運
営
会
議

自立生活センターあるる
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
㈱都島ナース

年6回開催 偶数月に開催し、各専門部会・委員からの報
告の確認、協議会の運営について協議する

都島区

(20年4月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.6.25 12
今年度の事業計画について（相談支援マニュアルの作成、研修会の開催）

第2回 H27.9.24 5

・障がい者サポートマニュアルの作成について
・各事業所の相談における現状と課題について

第3回 H27.12.17 6

・医療型自動発達支援の現状とその後のサービス利用について
・障がい児の支援
・卒業後のサービス利用について
・学校と施設の連携について

第4回 H28.3.24 4
・障がい者サポートマニュアルの作成について
・次年度の取り組みについて

第1回 H27.4.14 9
自己紹介　地域課題の意見交換　今年度の取り組み

第2回 H27.7.14 9

今年度の計画について（交流会の開催、区社協新聞等へのコラム掲載、交
通まちづくりアンケートの実施）

第3回 H27.10.3 20
交流会の開催

第4回 H28.1.12 12
今年度の振り返り　次年度事業計画
交通まちづくりアンケート状況について　連載コラムについて

第1回 H27.8.25 24
・昨年度事業報告と今年度事業計画案について
・研修会（テーマ：人材育成について）

第2回 H27.12.1 26
・研修会（テーマ：支援中の応急措置について学ぶ）
・次回の部会について

第3回 H28.3.23 23
・研修会（テーマ：障害者総合支援法サービスのゆくえ～改正点について学
ぶ～）

第1回 H27.4.24 8

・今年度事業計画について
・各事業所間の課題共有

第2回 H27.6.16・23 16
・事業所見学会

第3回 H27.10.28 17
・学習会（テーマ：発達障がいの子どものための、感覚統合という視点から
の理解）

第4回 H28.1.14 7
・今年度の取り組みの振り返り
・来年度の取り組みについて

第1回 H27.5.15 17

各関係機関紹介
今年度の活動方針について
各機関の情報交換

第2回 H27.7.14 18
「区民まつり」打ち合わせ

第3回 H27.9.8 14

ワークショップ

第4回 H27.11.10 17
区障がい者相談支援センター運営評価プレゼンテーション

第5回 H28.2.9 13
事例検討、まとめ、次年度計画　等

相
談
支
援
部
会

自立生活センターあるる
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
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
区内の計画相談支援事業所
区保健福祉センター（地域活動担当）

年4回開催 ・障がい特性に応じた支援・対応マニュアル
の作成を行う。
・相談支援事業所間の情報交換、研修会の
開催

社会資源の開発等を行
い、関係機関や相談支援
とのネットワークを構築す
る。

地
域
当
事
者
部
会

自立生活センターあるる
都島区身体障害者福祉会
大阪市手をつなぐ育成会都島支部
こころサポートネットワーク
都島区聴言障害者協会
都島区ひまわり会
就労継続支援Ｂ型事業所とどまつ園
区社協
区保健福祉センター（生活支援担当）

年4回開催 ・障がい当事者との交流の場を作り情報交
換
・地域への啓発活動として、福祉教育プログ
ラムへの参加

バリアフリーへの取り組み

事
業
所
部
会

自立生活センターあるる
㈱都島ナース
フレッシュケアスマイル
サポートセンターGAKU
区内障がい福祉サービス事業所

年３回開催 事業所間のネットワーク作りやスキルアップ
を図ることを目的とした研修会の開催

こ
ど
も
部
会

都島こども園
都島区知的障がい者相談員
デイサービスかえる
デイサービスほっと
児童デイサービスすまいる
放課後等デイサービスたんばや
発達支援ルームピースプラント
都島区児童デイサービスそれいゆ
にじいろ
桜の宮ほっと

年4回開催 児童発達支援、放課後等デイサービスの
事業所のネットワークを作っていく
色々な特性をもつ子ども達の障がいにつ
いての勉強会を行う。

小学校との連携・協力体
制についての検討

協
議
会

区障がい者相談支援センター
地域生活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
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
区保健福祉課
（生活支援担当）
（保健活動担当）
（地域福祉担当）

年５回開催

・区民まつり打合せ
・ワークショップの開催により、区における障
がい者支援に関するニーズ
・課題解決に向けての方法について検討。
・事例検討
・出張よろず相談会｢ふくしま ちえのわ｣開催
（第4金）

相談支援事業所部会

都島区

(20年4月設置）

福島区

(20年2月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.5.11 6

要綱改正・議長選出
第1回協議会打ち合わせ
情報交換

第2回 H27.7.8 6

第2回協議会打ち合わせ
「区民まつり」打ち合わせ
委員の選定について
情報交換

第3回 H27.9.3 6
第3回協議会打ち合わせ
情報交換

第4回 H27.10.29 6
第4回協議会打ち合わせ
情報交換

第5回 H28.2.4 6

第5回協議会打ち合わせ
情報交換

第1回 H27.7.13 13

自立支援協議会について
区地域自立支援協議会（第１回）報告
情報交換

第2回 H28.1.12 10
「社会福祉関係施設・事業所が考えておくこと」について
　　講師：市危機管理室担当者・区市民協働課担当者

第3回 H28.3.25 17
総合支援法と介護保険の適用関係について
情報交換

第1回 H27.7.13 9

自立支援協議会について
区地域自立支援協議会（第１回）報告
情報交換

第2回 H28.1.12 9
「社会福祉関係施設・事業所が考えておくこと」について
　　講師：市危機管理室担当者・区市民協働課担当者

第3回 H28.3.29 12

事業所説明会について
情報交換

第1回 H27.4.24 7 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第2回 H27.5.22 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第3回 H27.6.26 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第4回 H27.7.24 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第5回 H27.8.28 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第6回 H27.9.12 7 「区民まつり」　高齢者・障がい児/者　なんでも相談会および障がい疑似体
験

第7回 H27.9.25 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第8回 H27.10.23 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第9回 H27.11.27 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第10回 H27.12.25 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第11回 H28.1.22 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第12回 H28.2.26 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第13回 H28.3.25 8 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

区内日中活動系事業所
区障がい者相談支援センター

年３回開催

・自立支援協議会のあり方について、認識を
深める
・災害時の対応にかかる防災研修
・事業所説明会について

運
営
委
員
会

区障がい者相談支援センター
区保健福祉課

年５回開催

ヘ
ル
パ
ー

事
業
所
部
会

区内居宅介護事業所
区内相談支援事業所
区障がい者相談支援センター

年３回開催

・自立支援協議会のあり方について、認識を
深める
・災害時の対応にかかる防災研修
・総合支援法と介護保険の適用関係につい
て

今年度新設

相
談
会

区社協
区障がい者相談支援センター
区内相談支援事業所
コスモス成年後見サポートセンター
ボランティア
区保健福祉課

13回開催

日
中
活
動
系
事
業
所
部
会

福島区

(20年2月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.8 5
地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第2回 H27.6.6 6
地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第3回 H27.7.25 6
地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第4回 H27.8.26 6
地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第5回 H27.9.29 7

地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第6回 H27.10.6 6
地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第7回 H27.11.19 6

地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第8回 H27.12.15 6
地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第9回 H28.2.4 6

地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第10回 H28.2.20 6

地活協　ふれあい喫茶訪問
情報交換

第1回 H27.12.16 8

「相談支援立ち上げ研修会」打ち合わせ
情報交換

第2回 H27.12.15 6

「相談支援立ち上げ研修会」打ち合わせ
情報交換

H28.2.25 30

「相談支援事業所立ち上げ研修会」 西区地域自立支援協議会
此花区地域自立支援協議会
港区地域自立支援協議会
大正区地域自立支援協議会
福島区地域自立支援協議会
大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課
大阪市障がい者基幹相談支援センター

・相談支援事業制度説明
・相談支援事業所新規申請に関する説明
・事例発表

地
域
連
携

各地活協
区社協
区障がい者相談支援センター

10回開催

自立支援協議会の周知
地活協・民生委員との連携強化

そ
の
他

此花区障がい者相談支援センター
港区障がい者相談支援センター
西区障がい者相談支援センター
福島区障がい者相談支援センター
大正区障がい者相談支援センター
地域活動支援センター　ふらっとめいじ

「相談支援事業所立ち上げ研修会」（2月25
日開催）について

福島区
(20年2月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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

７月 H27.7.1 18

・保健福祉課長あいさつ
・区障がい者相談支援センター所長あいさつ
・自己紹介
・区協議会の目的等確認
・部会の立ち上げと今後の予定報告
・作業所連絡会の紹介
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換
　（福祉局障がい福祉課２名傍聴参加）

８月 H27.8.5 15

・部会の活動報告
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換
・「一人でも多くの障がい者と手をつなぐために」をテーマに討論

第1回 H27.9.2 25

・事務局＆出席者自己紹介
・前回・前々回の運営委員会（仮称）とした経過の説明
・開催頻度の確認
・事務局会議を運営会議と称し、業務・構成員の確認
　（本会の議案の検討・検証・議事録作成等）
・部会設置の承認及び活動報告
  (相談支援事業所部会・居宅介護事業所部会）
・今後の取り組みについての意見交換
・設置要綱案の検討

第2回 H27.11.4 18

・部会の活動報告
・部会設置の承認及び活動報告  (こども部会）
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換
・区障がい者相談支援センターの平成26年度運営評価
・設置要綱案の承認

第3回 H28.1.13 18

・マイナンバーの取扱いについて
・部会の活動報告
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・相談支援事業所立ち上げ研修会（西区）の共催の承認
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換
・地域の皆さんとの交流について討論

第4回 H28.3.9 20

・部会の活動報告
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換
・地域の皆さんとの交流について

第1回 H27.5.8 4

・区協議会の組織について
・区協議会の活性化について
・部会の設立について
・今後のスケジュールについて

第2回 H27.5.28 4

・区協議会の再構築について
・次回運営委員会（仮称）の議案の検討・検証

第3回 ７月 4

・区協議会の再構築について
・前回運営委員会（仮称）の議案の検討・検証
・次回運営委員会（仮称）の議案の検討・検証

第4回 ８月 4

・区協議会の再構築について
・前回運営委員会（仮称）の議案の検討・検証
・次回運営委員会（仮称）の議案の検討・検証

今年度改組

区
協
議
会

（
本
会

）

奇数月
第２水曜日
１４：００～

（於：区役所）

・部会の活動報告
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見
交換
・地域の皆さんとの交流について

●地域の皆さんのために
…
　（何ができるのだろう
か？）
・区協議会を知ってもらう
には？
・地域の皆さんを知るに
は？

・防災についての取り組
み
・人権についての取り組
み

旧
名
称

運
営
委
員
会

（
仮
称

）
準
備
会

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・区保健福祉センター（課長・担当者　等　）

随時
（於：区役所）

・区協議会の再構築について 今年度改組

　
旧
名
称

　
運
営
委
員
会

（
仮
称

）

○障がい者（当事者）団体
　　「此花区身体障がい者連合会」
○障がい者相談支援事業者（委託・指定）
・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・相談支援事業所部会代表
　　「よつば」「ふらっとめいじ」
○区社会福祉協議会
　　「此花区社会福祉協議会」
○障がい福祉サービス事業者
　　「ぶるうむ此花」（生活介護）
　　「大阪市立此花作業指導所」（就労移行等）
　　「はばたく」（就労継続支援Ｂ型）
　　「おりーぶ庵」（共同生活援助）
・居宅介護事業所部会代表
　　「ﾌｧﾐﾘｰｹｱｻｰﾋﾞｽ」「介護ステーション葵」
○障がい者就業・生活支援センター
・西部地域障害者就業・生活支援センター「ぽる
と」
○身体障がい者相談員（４名）
　　＆知的障がい者相談員（２名）
○障がい者雇用企業（該当なし）
○障がい福祉関係施設
　　「大阪市舞洲障がい者スポーツセンター」
　　「地域活動支援センター グリーンハウス」
・作業所連絡会代表
　　「障害者共働学舎　働楽」
○障がい児福祉関係施設
・こども部会代表
　　「デイ・サポート　アイリー」
○民生委員児童委員協議会
　　「高齢者・障がい者委員会委員長」
○障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
　　「自立支援センター舞洲」
○区協議会において承認を得たもの（随時）
○区保健福祉センター（課長・担当者・精神相談
員等）

毎月１回
（於：区役所）

・区協議会の再構築について ・防災についての取り組
み
・人権についての取り組
み

此花区

(20年3月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.9.14 5

・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証
・設置要綱案の検討

第2回 H27.10.14 6

・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証
・設置要綱案の検討

出前 H27.10.20 2

介護保険の此花区居宅介護支援事業者連絡会に、障がい福祉サービスに
ついて出張説明。

第3回 H27.11.18 6
・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証

第4回 H27.12.16 7

拡大運営会議＜当事者団体・民生委員児童委員協議会＞
・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証

第5回 H28.1.20 7

・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証

第6回 H28.2.17 7

・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証

第7回 H28.3.16 7

・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証

準備会 H27.4.20 19

・相談支援事業所部会の立ち上げ趣旨説明
・今後のあり方について等

第1回 H27.5.18 14

・部会の目的・あり方の確認
・開催頻度・世話役の決定
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第2回 H27.6.18 13

・アセスメントについての勉強会
・自立支援協議会全体の動きの報告
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第3回 H27.7.16 10

・モニタリング期間等制度の確認
・西淀川区障がい者自立支援協議会の研修資料を使い討論
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第4回 H27.8.20 11

・区分認定における訪問調査時の対応について確認
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

今年度改組

運
営
会
議

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・相談支援事業所部会代表「よつば」
・居宅介護事業所部会代表「ﾌｧﾐﾘｰｹｱｻｰﾋﾞｽ」
・居宅介護事業所部会代表「介護ｽﾃｰｼｮﾝ葵」
・区保健福祉センター（課長・担当者　等　）

毎月
第３水曜日
１５：３０～

（於：区役所）

・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証

・作業所連絡会の部会兼
務化
・障がい者相談員部会の
検討
・大阪市此花区地域支援
調整チームの再開の検討

●各種勉強会
　アセスメントの取り方等
　マネジメントについて
　障がいの制度そのもの
　介護保険との違い・併給
　障がいの理解
　適正な事務処理の進め
方

今年度新設・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・障がい者相談支援事業所（区内に３事業所
しかないため応援を含む）
　此花区　「よつば」・「すてっぷ」・「ひなた」
　港区　「みらい」・「なみいち（第７回～）」
　西淀川区　「げんきな郷」・「どんぐり」
・地域活動支援センター「ふらっとめいじ」
・その他障がい者相談支援事業所（随時）
・区保健福祉センター（担当者・精神相談員）

毎月
第３木曜日
１５：００～

（於：区役所）

・ケース事例の相談、議論、意見交換
・各事業所の状況報告
・区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定

此花区
(20年3月設置）

相
談
支
援
事
業
所
部
会

（
定
例
会

）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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5回 H27.9.17 12

・区社会福祉協議会より見守りﾈｯﾄﾜｰｸへの協力依頼の説明
・療育手帳のとりあつかいの一部変更についての確認
・現時点でのマイナンバー制度の周知・確認
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第6回 H27.10.15 11

・相談支援専門員フォローアップ研修資料を用いて議論
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第7回 H27.11.19 16

・区内グループホーム事業所による空室の案内
・性の問題（青少年）、マイナンバーの取扱いの議論
・指定相談利用者の転出時の取扱いについての確認
・参考図書「支援困難事例と向き合う」を使い勉強会
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

研修会 H27.11.27 6

・居宅介護事業所部会での研修会へ参加

懇親会 H27.12.9 計23

・懇親会（居宅介護事業所部会と合同）

第8回 H27.12.18 16

・介護保険との併用の場合の計画相談について確認
・身体介護と家事援助との境界について議論
・参考図書「支援困難事例と向き合う」を使い勉強会
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第9回 H28.1.21 17

・相談支援事業所立ち上げ研修会（西区：共催）の案内
・マイナンバーの取扱いについて
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第10回 H28.2.18 15

・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

第11回 H28.3.17 9

・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

７月 H27.7.2 0

・必要選定件数が５件未満のため開催せず。

８月 H27.8.6 9

・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

９月 H27.9.3 0

・必要選定件数が５件未満のため開催せず。

毎月
第１木曜日
１５：００～
（原則とし
て、直前の
月曜日時点
で指定特定
相談支援事
業者の選定
が必要な件
数が５件以
上の場合に

開催）
（於：区役所）

・指定特定相談支援事業者の選定 ・指定特定相談支援事業
者の選定

●各種勉強会
　アセスメントの取り方等
　マネジメントについて
　障がいの制度そのもの
　介護保険との違い・併給
　障がいの理解
　適正な事務処理の進め
方

今年度新設

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・障がい者相談支援事業所（相談支援事業所
部会会員）
・区保健福祉センター（担当者）

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・障がい者相談支援事業所（区内に３事業所
しかないため応援を含む）
　此花区　「よつば」・「すてっぷ」・「ひなた」
　港区　「みらい」・「なみいち（第７回～）」
　西淀川区　「げんきな郷」・「どんぐり」
・地域活動支援センター「ふらっとめいじ」
・その他障がい者相談支援事業所（随時）
・区保健福祉センター（担当者・精神相談員）

毎月
第３木曜日
１５：００～

（於：区役所）

・ケース事例の相談、議論、意見交換
・各事業所の状況報告
・区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定

此花区
(20年3月設置）

相
談
支
援
事
業
所
部
会

（
定
例
会

）

相
談
支
援
事
業
所
部
会

（
予
備
会

）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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

１０月 H27.10.1 0
・必要選定件数が５件未満のため開催せず。

１１月 H27.11.5 10

・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

１２月 H27.12.3 9

・参考図書「支援困難事例と向き合う」を使い勉強会
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

１月 H28.1.7 10

・参考図書「支援困難事例と向き合う」を使い勉強会
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

２月 H28.2.4 0

・必要選定件数が５件未満のため開催せず。

３月 H28.3.3 0

・必要選定件数が６件未満のため開催せず。

準備会 H27.5.25 14

・居宅介護事業所部会の立ち上げ趣旨
・今後の目的やあり方について
・開催頻度・世話役の決定
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第1回 H27.7.28 11

・「ふらっとめいじ」の相談員さんを招いて、精神障がい者への対応について
質問・議論・意見交換
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第2回 H27.9.29 15

・引き続き、「ふらっとめいじ」の相談員さんを招いて、精神障がい者への対
応について質問・議論・意見交換
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第3回 H27.11.27
合計
36

精神科医師による研修会
　（杉山博通医師：「杉山診療所院長」）
（相談支援事業所部会・こども部会・各地域包括支援相談支援センター・作
業所連絡会（任意団体）等にも参加を呼び掛けた。

懇親会 H27.12.9 計23

・懇親会（相談支援事業所部会と合同）

第4回 H28.1.26 12

・相談支援事業所立ち上げ研修会（西区：共催）の案内
・H28年度の各回次の課題について
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第5回 H28.3.22 16

・相談支援事業の役割について
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

毎月
第１木曜日
１５：００～
（原則とし
て、直前の
月曜日時点
で指定特定
相談支援事
業者の選定
が必要な件
数が５件以
上の場合に

開催）
（於：区役所）

・指定特定相談支援事業者の選定 ・指定特定相談支援事業
者の選定

居
宅
介
護
事
業
所
部
会

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・此花区内の居宅介護事業所（２０事業所）
「ルーツ」・「ひなた」・「クラウン」・「さくら」・「ク
オレ此花」・「ケア２１」・「まごころ」・「葵」・「成
徳」・「すずらん」・「千鳥橋」・「ふるさと」・「ゆう
愛」・「Ｒ」・「ニチイ」・「ジャパンケア２１」・「フェ
ニックス」・「ファミリー」・「ささゆり」・「クオレ酉
島」
・区保健福祉センター（担当者・精神相談員）

奇数月
第４火曜日
１４：００～

（於：区役所）

・ケース事例の相談、議論、意見交換
・各事業所の状況報告
・区・相談支援センターからの情報提供

・各種勉強会
　障がいの制度そのもの
　介護保険との違い・併給
　障がいの理解
　適正な事務処理の進め
方

今年度新設

今年度新設

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・障がい者相談支援事業所（相談支援事業所
部会会員）
・区保健福祉センター（担当者）

此花区
(20年3月設置）

相
談
支
援
事
業
所
部
会

（
予
備
会

）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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

準備会 H27.9.14 7

・こども部会の立ち上げ趣旨
・今後の目的やあり方について
・開催頻度・世話役の決定
・勉強会の開催について
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第1回 H27.10.14 7

次回、性に関する勉強会に向けての意見集約など
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

ＰＲ H27.10.27 2

・此花区学校校長会へ、連携＆制度説明

第2回 H27.11.9 約20
・専門家を招いて性に関する勉強会「思春期と性」
　（千住真理子先生：「ぽぽろスクエア」）

研修会 H27.11.27 1
・居宅介護事業所部会での研修会へ参加

第3回 H27.12.14 13

・前回の勉強会の意見・感想など
・来年の活動について自由討議
・７月までのおおよそのスケジュール検討
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第4回 H28.1.13 14

・家庭児童相談員・臨床心理士による此花区における相談支援体制につい
て
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

ＰＲ H28.1.28 2
・此花区小学校教頭会へ、連携＆制度説明

懇親会 H28.1.28 13
・懇親会

第5回 H28.2.17 9

・各事業所の情報提供・特色の発表
・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第6回 H28.3.16 10

・ケース事例の相談、問題点などの議論、意見交換
・各事業所の状況報告、区・相談支援センターからの情報提供

第1回 H27.5.26 18
平成27年度開催計画

第2回 H27.7.28 10
障がい児通所施設見学

第3回 H27.9.25 15
障がい児支援研修会

第4回 H27.11.24 18
相談支援センター運営評価

第5回 H28.1.26 16
事例検討　(障がい児相談支援)

第6回 H28.3.22
地域課題について

相談支援部会 第1回 H27.12.15 11
部会新設
設置目的の確認

区内相談支援事業所 年３回 ・学習会の開催
・事例検討

今年度新設

協
議
会

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
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

年6回  奇数月・事例検討(事例紹介、問題提起）
・研修会
・施設見学
・情報交換

・区内保育所・幼稚園との
連携
・区内小中学校との連携
・制度改正の勉強会
・事例検討会

今年度新設

こ
ど
も
部
会

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・此花区内の障がい児通所施設事業所（４事業
所）
　「アイリー」・「ぽの」・「アロ此花」・「きずなはうす
（12月～）」
・障がい児相談支援事業所（事例の多い事業所）
　「みらい（港区）」・「姫島こども園（西淀川区）」
・区保健福祉センター（担当者・家庭児童相談員）

毎月１回
１０：００～

（於：施設見
学を兼ねて
順番に各事
業所及び区

役所）

・区内小中学校への周知
・ケース事例の相談、議論、意見交換
・各事業所の状況報告
・区・相談支援センターからの情報提供

此花区
(20年3月設置）

中央区

(20年3月設置）

10 



平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.24 6

部会新設
設置目的の確認

第2回 H27.10.28 10
施設連携の検討
各事業所の特徴について

第3回 H28.2.16
家庭児童相談員との意見交換会

第1回 H27.4.27 17
平成２７年度の活動計画
情報交換

第2回 H27.6.22 17
研修会、障がい者ディセントワーク面接会、障がい者相談会の計画・検討、
情報交換

第3回 H27.8.24 15
研修会、障がい者相談会の調整・検討、障がい者ディセントワーク面接会
報告、情報交換

研修会の調整・検討、区障がい者相談支援センター運営評価、相談支援部
会の設置検討情報交換

相談支援部会設置については承認。
当日、第1回相談支援部会を開催

第5回 H27.12.21 11 研修会報告、相談支援部会報告、新たな協議会体制について、情報交換

第6回 H28.2.22
平成２７年度活動内容振り返り、新たな協議会体制について
平成２８年度活動内容検討

研修会 H27.12.4 50
テーマ：「障害者差別解消法」の理解に向けて
講師：辻川圭乃弁護士

参加者：委員１３名、事業所関係者２９名、一般他
８名

場所：区役所４階　区民交流スペース

第1回 H27.4.27 4 事業所選定、情報交換

第2回 H27.5.25 5 事業所選定、情報交換

第3回 H27.6.22 5 事業所選定、情報交換

第4回 H27.7.27 4 事業所選定、情報交換

第5回 H27.8.24 4 事業所選定、情報交換

第6回 H27.9.28 4 事業所選定、情報交換

第1回 H27.10.26 4 事業所選定、情報交換

第2回 H27.11.16 4 事業所選定、相談支援立上げ研修会検討、情報交換

第3回 H27.12.21 4
事業所選定、相談支援立上げ研修会検討、マイナンバーの取扱い検討、
情報交換

第4回 H28.1.14 4
事業所選定、相談支援立上げ研修会検討、マイナンバーの取扱い検討、
情報交換

第5回 H28.2.22 4 事業所選定、相談支援立上げ研修会検討、情報交換

第6回 H28.3.28 4 事業所選定、次年度計画

第1回 H27.6.23 12

27年度の運営方針及び活動計画について(年間スケジュール・研修会の実
施・「みなとふれあい福祉のひろば」への参加)・情報交換等

第2回 H27.9.15 10

・研修会の内容について
・計画相談支援の港区の現状について（事業所連絡会等を運営会議で検
討）
・障がい者相談支援センターの運営評価の実施について

児
童
部
会

区内障がい児通所事業所 年３回 ・相談支援センターとの連携、情報交換
・学習会の開催

・他市視察
・区内小学校との連携

今年度新設

・事業所選定
・困難事例検討
・社会資源の把握

西区障がい者相談支援センター（障がい者相談
支援センター　はぴなす）
地域生活支援センター　ふらっとめいじ
指定特定相談支援事業　みらい
相談支援センター　いぶき
ぜろひゃく相談支援センター

毎月開催

西区障がい者相談支援センター
地域生活支援センター　ふらっとめいじ
指定特定相談支援事業　みらい
相談支援センター　いぶき
ぜろひゃく相談支援センター
西区身体障害者団体協議会
大阪市手をつなぐ育成会
Ｃａｆｅ　ＭＩＬＬＯ
西部地域障がい者就業・生活支援センター
西区障がい者・児ネットワーク「そよかぜ」
居宅介護事業所
就労支援事業所
西区社会福祉協議会

協
議
会

港区障害者施設連絡会
港区障がい者相談支援センターふっききょう
西部地域障がい者就業・生活支援センター
地域活動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
大阪市手をつなぐ育成会港区支部
アイシティルーム
港区社会福祉協議会
大阪発達総合療育センターあさしお園
大阪発達総合療育センターゆうなぎ園

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）
・計画相談利用率促進のための事業所連絡
会の設置
・事例報告
・情報交換

相
談
支
援
連
絡
会

相
談
支
援
部
会

第4回 H27.10.26 14

西区障がい者相談支援センター（障がい者相談
支援センター　はぴなす）
地域生活支援センター　ふらっとめいじ
指定特定相談支援事業　みらい
相談支援センター　いぶき
ぜろひゃく相談支援センター

毎月開催 ・事業所選定 今年度新設

年６回
偶数月

・研修会の開催
・専門部会（仮称）の設置
・相談支援事業所連絡会（毎月開催）

・障がい者デイセントワー
ク面接会（8月19日）
・障がい者相談会（9月18
日）
・交通安全週間区内巡視
（9月28日）
・研修会（12月4日）
・啓発活動（12月4日）
・相談支援部会（毎月）
・相談支援事業所立ち上
げ研修会（2月25日）

中央区
(20年3月設置）

協
議
会

港区

(20年3月設置）

西区

(19年10月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.11.24 13

・障がい者相談支援センターの自己評価について
・研修会の具体的内容について
・みなとふれあい福祉のひろばについて

研修会 H27.11.30 29
研修会　内容「計画相談ってなに？」

第4回 H28.3.22 12

・相談支援事業所連絡会について
・研修会のアンケート結果報告
・みなとふれあい福祉のひろば参加報告
・次年度の協議会開催日程等について

第1回 H27.10.27 16

・自己紹介　・計画相談支援の統計データ
・市基幹相談支援センターについて
・区相談支援センター、地域活動支援センターの役割等
・選定会議の進め方について
　・情報交換等

第2回 H28.1.19 14

・選定会議の進め方について
・今後の日程について
・情報交換等

第3回 H28.2.23 17
・勉強会「モニタリングについて」

第4回 H28.3.22 11
・次年度の連絡会のあり方について
・情報交換等

第1回 H27.4.20 12

・平成27年度大正区自立支援協議会の予定について

第2回 H27.6.15 11

・事業所意見交換会の開催について
・今年度の学習会テーマについて
・計画相談事業所連絡会の開催状況について

第3回 H27.8.17 15 ・各事業所の現状と意見交換

第4回 H27.10.19 11

・区障がい者相談支援センターの運営評価について
・事業所意見交換会の報告ほか

第5回 H27.12.21 15

・障がい福祉「日中活動・居住サービス提供事業所」交流会
・各事業所の状況について
・２月度　講演会の実施について

第6回 H28.2.15 80

・講演会「障がい者・高齢者のための権利擁護について」
　 三師会、警察・見守り推進員・民生委員・障がい者支援事業所・高齢者事
業所
・大正区における障がい者・高齢者虐待の状況について

＜区内外相談支援事業所＞
港区障がい者相談支援センターふっききょう
地域活動支援センターふらっとめいじ
指定特定相談支援事業みらい
相談支援センターわたぼうし
ピアみなと相談支援センター
なみいち障がい相談支援室
ほっと・すてーしょん栞
ラミール
介護センターとき

毎月開催予
定

（H27 ４回）

・連絡会を通じて連携を深める
・情報交換等
・勉強会を開催しスキルアップを目指す

今年度新設

港区障害者施設連絡会
港区障がい者相談支援センターふっききょう
西部地域障がい者就業・生活支援センター
地域活動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
大阪市手をつなぐ育成会港区支部
アイシティルーム
港区社会福祉協議会
大阪発達総合療育センターあさしお園
大阪発達総合療育センターゆうなぎ園

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）
・計画相談利用率促進のための事業所連絡
会の設置
・事例報告
・情報交換

大正区

(20年7月設置）

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

※　「大正区障がい者・高齢者虐待防止
　連絡会」との共催

偶数月開催 ・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
・協議会委員及び区内事業所を対象とした
研修会の開催
・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（偶数月の
第３月曜日に実施）
・地域の課題の整理・検討
・区内事業所における課題共有と連携のた
めの交流会開催（８月に実施）
・計画相談支援事業の促進のための、計画
相談支援事業所連絡会の実施（８月以外毎
月開催）

・区内事業所における課
題共有と連携のための交
流会開催

・計画相談支援事業の促
進のための、計画相談支
援事業所連絡会の実施

協
議
会

港区
(20年3月設置）

相
談
支
援
事
業
所
連
絡
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.5.20 28

１．委員の紹介について
２．前回議事録について
３．平成２７年度の天王寺区地域自立支援協議会の運営方針について
４．情報交換

第2回 H27.7.15 26

１．委員名簿について
２．前回議事録について
３．相談会の報告及び事例の検討
４．東部地域就労支援事業所連絡会（E-Cheers）について
５．情報交換
６．施設見学（知恩寮・法然寮）

第3回 H27.9.16 28

１．委員名簿について
２．前回議事録について
３．障害者差別解消法に基づく内閣府本府の対応指針案及び対応要領案
に関する意見募集について
４．研修会の概要について
５．情報交換

第4回 H27.11.18 21

１．委員名簿について
２．前回議事録について
３．相談会の報告について
４．障がい者相談支援センターの評価について
５．研修会の内容について
６．「障害者差別解消法に基づく福祉事業者向けの対応指針（案）」に関す
るパブリックコメント結果公示の概要について
７．情報交換

第5回 H28.1.21 25

１．研修会（会場：天王寺区在宅サービスセンター）
「障害者総合支援法施行３年後の見直しについて」

第6回 H28.3.16 27

１．前回協議会（研修会）の記録について
２．相談会の報告について
３．今年度のまとめ・来年度の計画について
４．障がい者施設における災害対策について
５．情報交換

第1回 H27.4.15 10

１．次回協議会での検討課題について
２．次回協議会での事例検討について
３．情報交換、その他

第2回 H27.6.17 9

１．次回協議会での検討課題について
２．次回協議会での事例検討について
３．情報交換、その他

第3回 H27.8.19 12

１．次回協議会での検討課題について
２．次回協議会での事例検討について
３．情報交換、その他

第4回 H27.10.21 12

１．次回協議会での検討課題について
２．次回協議会での事例検討について
３．情報交換、その他

第5回 H27.12.16 11

１．次回協議会での検討課題について
２．次回協議会での事例検討について
３．情報交換、その他

第6回 H28.2.17 10

１．次回協議会での検討課題について
２．次回協議会での事例検討について
３．情報交換、その他

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
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
高津学園知恩寮
高津学園法然寮
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
児童デイサービス　アップル
subaco
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
計画相談支援事業所 アリスファイン
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援セン
ター

奇数月開催 ・区内の社会資源の広報
・施設を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
・事業所案内用媒体の作成・更新
・相談会の広報手段の工夫・拡大
・部会（計画相談支援部会・就労支援部会）
の設置

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
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援セン
ター

偶数月開催 　昨年度に引き続き、単発的であった協議会
での事例検討を拡充し、地域課題の明確化
に資する内容に改善する。そのため、毎回の
運営委員会において予め事例の抽出・検討
を行う。

天王寺区

(19年6月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.7.15 8 総合相談会の開催【会場：知恩寮】

第2回 H27.10.21 4 総合相談会の開催【会場：天王寺区民センター】

第3回 H27.11.18 4 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第4回 H28.3.16 4 総合相談会の開催【会場：中央授産場】

計
画
相
談
支
援
部
会

第1回 H27.9.16 10

各計画相談支援事業所の体制や特色について情報交換を行い、課題の共
有化を図った。

天王寺区障がい者相談支援センター
地域活動支援センターアクセス
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
計画相談支援事業所 アリスファイン
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援セン
ター

随時 今年度新設

第1回 H27.9.26 4

Ｅ－Ｃｈｅｅｒｓの「東部地域就労移行支援事業所合同説明会」に協力して天
王寺区民センターで開催し、多くの来場者の相談に応じた。

第2回 H28.2.6 4

区社協の「気づけるランド」に協力して、就労支援相談コーナーを開設した
り、各施設のＰＲブースを運営した。

第1回 H27.7.29 14
・精神障がい者(児)について

第2回 H27.11.18 9

・相談支援センター運営評価

第3回 H28.1.29 8
・次年度に向けて

第4回 H28.3.23 13

・次年度に向けて、新たな部会の設置について

第1回 H27.6.22 21 ・障がいヘルパー事業所と相談支援事業所について

第2回 H27.10.28 14 ・医療機関における支援のあり方について

第3回 H27.12.18 13 ・通院等介助と移動支援について

第4回 H28.3.4 8

・次年度に向けて
・自立支援協議会に代表を参加させる
・マイナンバー制度、障害者差別解消法

第1回 H27.4.15 9
・各部会からの報告

第2回 H27.5.20 11 ・西淀川区災害時要援護者支援推進会議、進捗状況、当該担当からの報
告

第3回 H27.7.7 10
・災害時要援護者支援の取組
・各部会からの報告

第4回 H27.8.4 11
・災害時要援護者支援の取組
・各部会からの報告

第5回 H27.9.18 10
・各部会からの報告

第6回 H27.11.17 15
・各部会からの報告
・区委託相談支援事業所、事業報告

第7回 H28.1.26
・各部会からの報告

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
東淀川特別支援学校

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。
・6/26(金)自立支援協議会主催・職員研修
『本人主体の自立支援協議会の運営と相談
支援の役割』
清水明彦（西宮市社会福祉協議会）
（※相談支援事業所部会主催）

サポートファイルの運用・
周知
イベントの開催

浪速区

（20年7月設置）

協
議
会

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　　　ホっとサロン「レインボー」
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

年４回開催 浪速区障がい者相談支援センターと協議の
うえ開催日を決めていく。
精神障がい者(児)を中心に議論、運営してい
く予定。

ヘ
ル
パ
ー

事
業
所
部

会

浪速区障がいヘルパー事業所　　　相談支援事
業所

年4回開催 参加者を４グループに分け、順番に会議の
担当者とし、議題の決定、司会進行、議事録
の作成等を担っていただき、業者同士の横
のつながりや、計画相談支援事業所とのつ
ながりも深め、障がい者サービス事業に資す
ることを目指す。

就
労
支
援
部
会

障がい者就業・生活支援センター
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 随時 今年度新設

相
談
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
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援セン
ター
計画相談支援事業所 アリスファイン

天王寺区
(19年6月設置）

西淀川区
(19年12月設置)
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.5.22 15
Ｈ２７年度の取組みについて

第2回 H27.6.26 22
・福祉と教育との連携を深めていくために
　アンケート実施、集約

第3回 H27.7.16 20
・配慮の必要な子どもたちの就学がスムーズにいくために

第4回 H27.9.18 20 ・ネットワーク形成に向けてⅠ～事例を通して

第5回 H27.10.23 20 ・ネットワーク形成に向けてⅡ～家庭との連携・施設間の連携について

第6回 H27.11.20 18 ・就学に向けての話し合い

第7回 H27.12.11 15 ・就学に向けての話し合い２

第8回 H28.1.26 21 ・困難なケースの支援について

第9回 H28.2.19 15 ネットワーク形成に向けてⅢ

第10回 H28.3.11 14
振り返り、来年度にむけて

研修会 H27.8.28 37
一人ひとりの子どもの健やかな育ちをささえるために
～本人中心の支援と被く支援

研修会 H28.2.19 15
『発達障がいへの理解と支援について』
（再掲：生活・就労部会と共催）

第1回 H27.4.21 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換
第2回 H27.5.8 14 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換
第3回 H27.5.26 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換
第4回 H27.6.12 17 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

研修会 H27.6.26 55
「本人主体の自立支援協議会の運営と相談支援の役割」
清水明彦（西宮市社会福祉協議会）

第5回 H27.7.10 13 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換
第6回 H27.7.28 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第7回 H27.8.25 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第8回 H27.9.11 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第9回 H27.9.29 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第10回 H27.10.9 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第11回 H27.10.20 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換
第12回 H27.11.13 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換
第13回 H27.11.24 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第14回 H27.12.8 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第15回 H27.12.22 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第16回 H28.1.15 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第17回 H28.1.26 17 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第18回 H28.2.12 10 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第19回 H28.2.26 13 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第1回 H27.5.18 15 ・今年度の運営方針

第2回 H27.6.15 13
・災害時要援護者支援の取り組み

第3回 H27.7.27 14
・災害時要援護者支援の取り組み
・地域福祉推進ビジョン策定への協力

第4回 H27.8.24 12 12月開催学習会準備　事例検討・意見交換

　
　
　
相
談
支
援
事
業
所
部
会

障がい者相談支援センター　風の輪
相談支援　げんきな郷
よどきょう相談支援事業所
相談支援事業　やまびこ
相談支援事業　クローバー
大阪市立姫島こども園
ちとせ介護
西淀川発達支援センターたんぽぽ
障がい者支援　虹
障がい者支援センターどんぐり
相談支援　はるかぜ（淀川区）
ゆめ本舗（淀川区）
あい・すまいる淀川（淀川区）
”COCOLO”相談支援センター（淀川区）

月に2回開催 ・月2回のペースで部会を開催した。内1回は
新規ケースの事業所選定を行い、内1回は
「支援困難事例と向き合う」をテーマにグ
ループワークによる研修会を継続して開催し
た。

部会として、第５回障がい
児・者とふれあう広場への
参画を検討していく。

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
西淀川区社会福祉協議会

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
・6/26(金)自立支援協議会主催・職員研修
『本人主体の自立支援協議会の運営と相談
支援の役割』
清水明彦（西宮市社会福祉協議会）
・区民に障がいに対する理解を深めてもらう
きっかけとして、「第4回障がい児・者とふれ
あう広場」を開催した。

来年度に向けて、仮称
「事業所紹介事業」の開
催を検討していく。
昨年度の取り組みを踏ま
えて、第５回障がい児者と
ふれあう広場の開催を検
討していく。

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
東淀川特別支援学校
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

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
・平成27年度から「児童デイ連絡会」を開催
(年3回)
・6/26(金)自立支援協議会主催・職員研修
『本人主体の自立支援協議会の運営と相談
支援の役割』
清水明彦（西宮市社会福祉協議会）
（※相談支援事業所部会主催）

来年度に向けて「アンガ
―マネジメント」をテーマ
にした研修会の企画を検
討していく。

西淀川区
(19年12月設置)

生
活
・
就
労
部
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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5回 H27.9.28 15
12月開催学習会準備　3月イベント準備
事例検討・意見交換

第6回 H27.10.27 15
12月開催学習会準備　3月イベント準備
事例検討・意見交換

第7回 H27.11.17 15

12月開催学習会準備　3月イベント準備
事例検討・意見交換

学習会 H27.12.16 26
「障がいのある人と性と生」
　ぽぽろスクエア・千住真理子先生の講演

第8回 H27.12.21 16
3月イベント準備　連続講演会準備
事例検討・意見交換

第9回 H28.1.27 15

3月イベント準備　連続講演会準備
事例検討・意見交換

講演会 H28.1.29 80
精神障がい者の病気・薬、かかわり
杉山診療所院長　杉山博通先生15:00～40名、18:00～40名

講演会 H28.2.19 70

『発達障がいへの理解と支援について』
大人も子どもも「これならわかる！これならできる！」と感じる支援を考える
大阪市こども相談センター 教育相談担当係長 西原 弘氏

講演会 H28.3.25 36
精神障がいと発達障がい～かかわりとヒント～開催
医療と社会資源活用・親亡きあとの支援について事例検討

イベント H28.3.5 350 障がい児・者とともにふれあう広場

研修会
第１回

H27.6.11 18
精神障がい者の方の理解について

研修会
第2回

H27.7.9 14
精神障がい者の方のケアについて

研修会
第3回

H27.7.23 12

高次脳機能障がいとその介護について

研修会
第4回

H27.11.17 17

居宅介護事業所と相談支援事業所との連携について
居宅介護事業所間との意見交換会

第1回 H27.4.28 12

今年度の体制の確認とスケジュール確認について、『開催要領』の確認、相
談できる土台づくりや各部会で上がってきた事例の報告などの積み上げ、
相談支援事業所の説明会について、地域移行や虐待に対応するためのシ
ステムについて、『働く・暮らしフェスタ（仮称）』について、自立支援協議会
開催の研修会について

第2回 H27.5.26 13
研修会について、「働く・暮らしフェスタ（仮）」について、相談しやすい体制づ
くりのために（ネットワーク形成など）、その他

第3回 H27.6.30 11
今年度の研修について、「働く・暮らしフェスタ」について、その他

第4回 H27.7.28 10
今年度の研修について、「働く・暮らしフェスタ」について、その他

第5回 H27.8.25 10
今年度の研修について、「働く・暮らしフェスタ」について、その他

第6回 H27.9.29 8 今年度の研修について、就労支援部会より、その他

第7回 H27.11.24 8
今年度研修会について、相談支援センター自己評価について
就労支援部会よりセミナー状況等進捗状況報告

第8回 H27.12.22 6 Ｈ27.12．10開催の自立支援協議会研修の振り返り、その他

・6/26　自立支援協議会主催・職員研修
『本人主体の自立支援協議会の運営と相談支援
の役割』　清水明彦（西宮市社会福祉協議会）
（※相談支援事業所部会主催）
・1/29　精神障がい者の病気・薬、かかわり
医療法人杉山診療所院長　杉山 博
（※生活・就労部会主催）
2/19　大人も子どもも「これならわかる！これなら
できる！」と感じる支援を考える
大阪市こども相談センター 教育相談担当係長 西
原 弘氏　（※生活・就労部会及びこども部会主
催）
・3/25　医療と社会資源活用・親亡きあとの支援
について事例検討　（※生活・就労部会主催）
　西淀川区役所保健福祉センター　木本 佐和子
氏（保健師・精神保健福祉相談員）
社会福祉法人 水仙福祉会　西淀川区障がい者
相談センター風の輪
社会福祉法人 加島友愛会“ＣＯＣOLO”相談支援
センター

“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
ケアホーム　あえる
ジョブサイトよど
あじさい淀川　ＬＩＮＫ　はるかぜ
ＪＳＮ新大阪
区社会福祉協議会
区役所保健福祉課（事務局）

活動展開を活性化するた
め、取り組み体制の強化
を検討する。

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
西淀川区社会福祉協議会

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
・6/26(金)自立支援協議会主催・職員研修
『本人主体の自立支援協議会の運営と相談
支援の役割』
清水明彦（西宮市社会福祉協議会）
・区民に障がいに対する理解を深めてもらう
きっかけとして、「第4回障がい児・者とふれ
あう広場」を開催した。

来年度に向けて、仮称
「事業所紹介事業」の開
催を検討していく。
昨年度の取り組みを踏ま
えて、第５回障がい児者と
ふれあう広場の開催を検
討していく。

居
宅
支
援
事
業
者
部
会

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

毎月開催 ・『開催要領』の確認
・相談できる土台づくりや各部会で上がって
きた事例の報告などの積み上げ
・相談支援事業所の説明会について
・地域移行や虐待に対応するためのシステ
ムについて
・『働く・暮らしフェスタ（仮称）』について
・自立支援協議会開催の研修会について

西淀川区
(19年12月設置)

淀川区

（20年3月設置）

生
活
・
就
労
部
会

運
営
委
員
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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9回 H28.1.26 9 「働く・暮らしフェスタ」について、その他

第10回 H28.2.23 11
研修実施後のアンケート結果、「働く・暮らしフェスタ」について、その他

第11回 H28.3.22 10
「働く・暮らしフェスタ」について、各部会来年度の取り組み

H27.12.10 69

平成27年度淀川区自立支援協議会研修
研修テーマ「地域で暮らす～あなたを支える手はひとつだけじゃない」
支援者の立場から、当事者（家族の立ち場）から　各テーマ講演

リンク、はるかぜ、リーフ、風の子育ち園
区役所保健福祉課（事務局）

H27.11.26 24
アルコール依存症研修会
アルコール依存症の支援方法について～事例を通じて学ぶ

ＣＯＣＯＬＯ相談支援センター　区役所保健福祉
課（健康相談担当）

H28.2.26 69
アルコールと健康を知る講座 ＣＯＣＯＬＯ相談支援センター　区役所保健福祉

課（健康相談担当）

H28.3.26 29
淀川区地域はたらく・くらしフェスタ
障がいのある方が地域で暮らしていく・働き続けるための相談会を開催

協議会就労支援部会参加機関（他の各部会1名
程度補助）
えんじょい、区役所保健福祉課（就労支援事業担
当）

第1回 H27.5.1 5

就労継続支援Ａ型事業所 株式会社アジュール見学、今後のスケジュール
について、役員について

第2回 H27.6.24 7 視覚障がいのある当事者から話をお聞きする、その他

第3回 H27.8.25 6
視覚障がいを持つ当事者からの話を聞いて、防災についての福祉教育、今
後の身体部会の障がい当事者からの話の進め方について

第4回 H27.11.12 8

当事者からの話を聴く、その他

第5回 H28.2.17 14
当事者からの話を聴く、その他

第６回 H28.3.16 4
福祉教育の振り返り、今年度の振り返り、その他

第1回 H27.4.16 7
来年度副部会長について、わくわく淀川カレンダーについて　運営委員会
からの報告、来年度の計画（案）について、その他

第2回 H27.5.21 8

わくわくよどがわカレンダーについて、知的部会会則の変更、運営委員会
からの報告、来年度の計画（案）について

第3回 H27.6.18 9

わくわくよどがわカレンダーについて、自立支援協議会研修会について、働
く暮らしフェスタ(仮題)に参加について、その他

第4回 H27.7.16 7

よどがわ河川敷フェスティバルについて、自立支援協議会研修会につい
て、働く暮らしフェスタ（仮題）参加について

第5回 H27.8.20 7

よどがわ河川敷フェスティバルについて、自立支援協議会研修会につい
て、働く暮らしフェスタ参加について、その他

第6回 H27.9.17 7

自立支援協議会研修会について、よどがわ河川敷フェスティバルについ
て、わくわくよどがわカレンダー、働く暮らしフェスタ参加について

第7回 H27.10.15 6

よどがわ河川敷フェスティバルについて、自立支援協議会研修会につい
て、わくわくよどがわカレンダー

第8回 H27.11.19 6

よどがわ河川敷フェスティバル報告、自立支援協議会研修会について

第9回 H27.12.17 7
自立支援協議会研修会報告、今後の取組みについて

第10回 H28.1.21 6
自立支援協議会研修会報告、福祉教育・学校との連携について

“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
ケアホーム　あえる
ジョブサイトよど
あじさい淀川　ＬＩＮＫ　はるかぜ
ＪＳＮ新大阪
区社会福祉協議会
区役所保健福祉課（事務局）

研
修
会
・
イ
ベ
ン
ト
等

身
体
障
が
い
者
部
会

えんじょい、あいすまいる淀川、淀川地域障がい
者就業・生活支援センター、あじさい淀川ケアセ
ンター　すももクラブ

毎月開催 ・当事者から話を聞く
・事業所見学

ジョブサイトよど、えんじょい、リーフ、あい・すまい
る淀川、淀川地域障がい者就業・生活支援セン
ター、なごみ、あじさい淀川ケアセンター

毎月開催 ・河川敷フェスタ
・自立支援協議会研修会企画

毎月開催 ・『開催要領』の確認
・相談できる土台づくりや各部会で上がって
きた事例の報告などの積み上げ
・相談支援事業所の説明会について
・地域移行や虐待に対応するためのシステ
ムについて
・『働く・暮らしフェスタ（仮称）』について
・自立支援協議会開催の研修会について

淀川区
（20年3月設置）

運
営
委
員
会

知
的
障
が
い
者
部
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H28.2.18 6
わくわくよどがわカレンダー、自立支援協議会研修会報告、その他

ジョブサイトよど、えんじょい、リーフ、あい・すまい
る淀川、淀川地域障がい者就業・生活支援セン
ター、なごみ、あじさい淀川ケアセンター

毎月開催 ・河川敷フェスタ
・自立支援協議会研修会企画

淀川区
（20年3月設置） 知的障がい者部会

第12回 H28.3.17 6

わくわくよどがわカレンダー、自立支援協議会研修会報告、働く・くらしフェス
タについて

第1回 H27.4.20 5

社会資源マップ（仮）作成、自殺対策への取り組み、「働く・暮らしフェスタ」
（仮）について意見交換、その他

第2回 H27.5.25 3
社会資源リスト（仮）の作成、自殺防止普及事業への取り組み、「働く・暮ら
しフェスタ」（仮）について意見交換、その他

第3回 H27.6.22 9

社会資源リスト（仮）の作成、自殺防止普及事業への取り組み、「働く・暮ら
しフェスタ」（仮）について意見交換

第4回 H27.8.17 5

自殺防止普及事業（事例検討）、「働く・暮らしフェスタ」について

第5回 H27.10.19 4

自殺防止普及事業への取り組み／事例検討会、その他

第6回 H27.12.21 6

事例検討会の振り返り/その他

第7回 H28.2.15 6

アルコールと健康を知る講座、「働く・暮らしフェスタ」について

第1回 H27.4.16 14

今年度にむけて、副代表の選出、相談支援事業所の役割、介護保険と障
がい福祉サービスとの併用について、作業所の送迎についての検討など

第2回 H27.6.18 15

介護保険と障がいサービスの併用について、相談支援事業所との連携に
ついて、運営委員会について

第3回 H27.10.15 13

研修と来年度の動向について、自立支援協議会研修会について
やすらぎフェスタについて

第4回 H28.2.18 6
マイナンバーの各事業所の対応等について、各事業所の状況や相談等、
その他

第1回 H27.4.10 20

淀川子供部会設立の経緯、役員の選定、年間計画作成、各事業所・機関
の詳細説明

第2回 H27.5.8 13
障がいのある子どもの支援までの流れ、相談する場所の紹介、淀川3 区で
子どもが発達障害について相談や治療ができる医療機関、連絡事項

第3回 H27.6.12 9

淀川区子ども・子育てプラザ臨床心理士飛田様から、発達検査の内容と実
施方法について、大阪市障がい児・者施設連絡協議会について、子ども支
援部会関連、各事業所からの連絡報告等

第4回 H27.7.10 11

虐待について、淀川区自立支援協議会報告、放課後等デイサービスの利
用学年分布、各事業所からの連絡報告等

第5回 H27.9.4 10

施設での夏の過ごし方についての振り返り、放課後等デイサービスの利用
学年分布について、各事業所からの連絡報告等、利用者様への支援につ
いて

第6回 H27.10.2 10

新事業所 きっずでいぽこぽさんについて、集団指導についての振り返り、
放課後等デイサービスの利用学年分布について、各事業所からの連絡報
告など

ジョブサイトよど、えんじょい、リーフ、あい・すまい
る淀川、淀川地域障がい者就業・生活支援セン
ター、なごみ、あじさい淀川ケアセンター

毎月開催 ・河川敷フェスタ
・自立支援協議会研修会企画

あいすまいる淀川　はるかぜ　えんじょい
ゆめ本舗　やぐるま草　リアン　わくわく　つぼみ
わかくさあじさい　ＰＡＳＳＯ　キッズローズ
子育てプラザ　淀川区社会福祉協議会
区役所保健福祉課（子育て支援室）

こ
ど
も
支
援
部
会

毎月開催 ・勉強会
・事例検討
・保護者会などへの挨拶・相談・説明会
・社会資源調査
・福祉教育（小学校などでの子供に対する障
害理解の呼びかけ）
・利用者に対するわかりやすい施設利用ガイ
ドや用語説明

精
神
保
健
福
祉
部
会

こころの相談室リーフ、訪問看護ステーションはる
か、永价、ケアホームあえる、“ＣＯＣＯLＯ”相談
支援センター、ＪＳＮ新大阪、区役所保健福祉課
（精神保健福祉相談員）

偶数月 ・社会資源マップ（仮）作成
・自殺対策への取り組み
・区民向けの研修会（アルコール依存症）

居
宅
介
護
事
業
所
支
援
部
会

えんじょい　あじさい　あい・すまいる淀川
はるかぜ　ゆいまーる　ポリアンア　フォスターフ
レン
ド大阪にこにこ生活研究所　ＨＳ．じゅて
あんさんぶる　マイ・ソングケア　エルケア新大阪
ＣＣ
そよかぜ　エブァ大淀

４、６、１０、２
月開催

淀川区
（20年3月設置）

淀川区
（20年3月設置）

知的障がい者部会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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7回 H27.11.6 12

大阪市淀川区社会福祉協議会より、新事業所 あゆみん上新庄（東淀川）
について、実地指導について、放課後等デイサービスの利用学年分布につ
いて、各事業所からの連絡報告など

第8回 H27.12.4 11

中津学園見学会についての報告、虐待のニュースについて、障がい者差別
解消法について、放課後等デイサービスの利用学年分布、各事業所から
の連絡報告

第1回 H27.4.14 13

ＪＳＮ新大阪アネックス視察研修、今年度に向けて、その他（情報提供・現
在困っている事など）

第2回 H27.5.19 15

Link様 視察研修、今年度に向けて、運営委員会からの報告、昨年の合同
説明会について、困っているケース

第3回 H27.6.9 21
ジョブジョイントおおさか様 視察研修、来年度に向けて、運営委員会からの
報告

第4回 H27.7.14 18

BeHappy、BeSmileの視察研修、今年度の取り組みについて、その他（情報
提供・現在困っている事など）

第5回 H27.8.11 20

平成２７年事業計画（活動目的・部会構成員・定例会・イベントなど）の確
認、企業セミナー、働く暮らしフェスタ、障がい者の就労に向けた訓練先開
拓事業業務委託事業者の状況について、HW淀川合同就職面接会の状況
について、運営委員会からの報告、その他（情報提供など）

第6回 H27.9.8 16

桜ほのぼの苑様の視察研修、今年度の取り組みについて、運営委員会か
らの報告、その他（情報提供・現在困っている事など）

第7回 H27.10.13 20

障がい者の就労に向けた訓練先開拓事業の状況報告、企業セミナーにつ
いて、HW淀川合同就職面接会の実施について、運営委員会からの報告、
その他（情報提供など）

第8回 H27.11.10 18

社福）路交館 ウィリッシュ視察研修、障がい者の就労に向けた訓練先開拓
事業の状況報告、淀川区企業セミナーについて、HW淀川合同就職面接会
の実施について、運営委員会からの報告、その他（情報提供）

第9回 H27.12.8 18

障がい者の就労に向けた訓練先開拓事業の状況報告、ＨＷ淀川合同面接
会＆就労セミナー、運営委員からの報告、その他（情報提供、検討事項な
ど）、『海萌』様 視察研修

第10回 H28.1.12 19

「ウイングル大阪梅田北センター」様視察研修、障がい者の就労に向けた
訓練先開拓事業の状況報告、HW淀川合同面接会＆就職のための準備セ
ミナー、運営委員会からの報告、その他

第11回 H28.2.9 16

就労移行支援事業所こころ様視察研修、障がい者の就労に向けた訓練先
開拓事業の状況報告、HW淀川合同面接会＆就職のための準備セミナー、
はたらくく・くらしフェスタについて

第12回 H28.3.8 16

大阪市立中央授産場視察研修、障がい者の就労に向けた訓練先開拓事
業の状況報告、HW淀川合同就職面接会＆就職のための準備セミナー、は
たらくく・くらしフェスタについて

第1回 H27.4.3 9

こども発達支援センターaz、淀川区相談支援マップ改訂について、淀川区
障害者相談支援センターえんじょいの役割、地域移行支援について、運営
委員会からの報告

第2回 H27.5.1 10

区役所からの提案事項について、“COCOLO”相談支援センターより情報提
供、「働くくらしフェスタ」について、地域移行支援の経過報告について、地
域移行の体制づくり、４区相談支援ネットワーク会議について

就
労
支
援
部
会

えんじょい、LITALICO、桜ほのぼの苑、BE-
SMILE、BEーHAPPY、LINK、JSN新大阪、JSN新
大阪アネックス、ジョブジョイントおおさか、海萌、
多機能型就労支援事業所"こころ"、淀川地域障
害者就業・生活支援センター、フリーダム創生、
ウィリッシュ、区役所保健福祉課（就労支援事業
担当）

毎月開催 ・ハローワークにての面接会
・「働く・暮らしフェスタ」企画
・各事業所の視察

あいすまいる淀川　はるかぜ　えんじょい
ゆめ本舗　やぐるま草　リアン　わくわく　つぼみ
わかくさあじさい　ＰＡＳＳＯ　キッズローズ
子育てプラザ　淀川区社会福祉協議会
区役所保健福祉課（子育て支援室）

こ
ど
も
支
援
部
会

毎月開催 ・勉強会
・事例検討
・保護者会などへの挨拶・相談・説明会
・社会資源調査
・福祉教育（小学校などでの子供に対する障
害理解の呼びかけ）
・利用者に対するわかりやすい施設利用ガイ
ドや用語説明

あい・すまいる淀川
あじさい淀川ケアセンター
うぃずサポートセンター
きん柑ケアプランセンター
“ＣＯＣＯＬＯ”相談支援センター
相談支援センターやぐるま草
はるかぜ
ゆめ本舗
淀川区障害者相談支援センターえんじょい

隔月開催 ・勉強会
・事例検討

淀川区
（20年3月設置）

相
談
支
援
部
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.6.3 9

計画相談支援における利用者との関わり方について、困難事例でどう対応
すべきか、利用者とのラポール形成について、その他

第4回 H27.7.1 9

サービス等利用計画案作成依頼書が届いていない人からの相談につい
て、計画相談支援における事業所探しの方法について、地域移行支援につ
いての経過報告

第5回 H27.8.5 9

計画相談支援部会の議題について●相談支援専門員の責任の範囲はど
こまでなのか●知的障害を持つ人の地域での支援（事例検討）、その他

第6回 H27.9.2 8

相談支援において困っていること、障害年金について、夜間の居宅介護・重
度訪問介護サービス事業所の不足について、地域移行支援についての経
過報告　その他

第7回 H27.10.14 8

相談支援事業の相談者の引き継ぎ方法について、セルフプランの人が基
本相談を求めてくる、介護保険との併給について、高齢の親御さんとの関
係づくり、地域移行について

第8回 H27.11.4 8

相談支援の支給決定基準について、介護保険と障害サービスの適用関係
について、事業所の請求について、マイナンバーについて、その他

第9回 H27.12.2 5

相談支援において困っていること、緊急対応時について　不登校の兄弟の
ケース会議　後見人（補佐）についての手続きやトラブルについて、医療的
ケア研修会報告、日中一次支援事業の資料配布・簡単な説明、その他

　第10回 H28.1.13 9

知的障がいの方の育児支援、出産支援について、アルコール依存症の利
用者の家族への対応について、その他

　第11回 H28.2.3 9

地域移行支援ケース紹介・選定「淀川区役所　西本係長より」、相談支援に
おいて困っている事、その他

　第12回 H28.3.2 9

相談支援において困っている事、働くフェスタの相談支援部会からの参加
人員の予定や役割詳細の検討、相談支援部会今年度の振り返りと来年度
の役員改選、その他

第1回 H27.5.13 23

要援護者見守りネットワークの機能強化事業について
東淀川特別支援学校　進路説明会について
イベントについて
各部会からの報告と今年度の方向性

第2回 H27.7.8 18
イベントについて
各部会からの報告

第3回 H27.9.9 14

イベント(スポーツフェスタ・和っしょい)について
要援護者リストの進捗状況
各部会からの報告

第4回 H27.11.25 13

イベントについて
・スポーツフェスタの振り返り
・和っしょいの進捗状況
各部会からの報告
区相談支援センター自己評価シートについて

第5回 H28.1.13 15

協議会主催のセミナーについて
平成２８年度の計画
各部会からの報告

第6回 H28.3.9 21

生活困窮者を支える東淀川区地域ネットワーク会議について
地域東淀川区自立支援協議会パンフレットの完成
来年度の活動テーマについて
各部会からの報告

あい・すまいる淀川
あじさい淀川ケアセンター
うぃずサポートセンター
きん柑ケアプランセンター
“ＣＯＣＯＬＯ”相談支援センター
相談支援センターやぐるま草
はるかぜ
ゆめ本舗
淀川区障害者相談支援センターえんじょい

隔月開催 ・勉強会
・事例検討

・テーマを決めた勉強会
・総合相談支援事業（総合相談会）
・民生員・地域ネットワーク委員とのネット
ワーク作り
・イベントの開催
・事例検討会
・行政との連携
・事務局会議の開催

こども部会の他市視察
居宅事業所部会（研修）
の実施
障がい者差別解消法の
勉強会

地
区
自
立
支
援
協
議
会
全
体
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

ヘルパーステーション歩
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
淀川寮
区保健福祉センター

２カ月に１回
（奇数月）全
体会議として

開催

事務局会議
を随時開催

淀川区
（20年3月設置）

東淀川区
（20年3月設置）

相
談
支
援
部
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.15 8

要援護者見守りネットワークの機能強化事業について
東淀川特別支援学校　進路説明会について（報告）
イベントについて
各部会からの報告と今年度の方向性

第2回 H27.6.3 8

イベントについて
各部会からの報告

第3回 H27.8.19 8

イベント(スポーツフェスタ・和っしょい)について
要援護者リストの進捗状況
各部会からの報告

第4回 H27.10.14 8

イベントについて
・スポーツフェスタの振り返り
・和っしょいの進捗状況
マイナンバー講習会の開催について
各部会からの報告

第5回 H27.12.16 8

協議会セミナーについて（障害者差別解消法施行）
平成28年度の事業計画について
各部会からの報告

第6回 H28.2.10 8

自立支援協議会パンフレット作成の最終決定について
障がい者防災対策支援協会から
各部会からの報告
就労部会（準備会）について

第1回 H27.4.21 12

各事業所からの情報交換
平成27年度　活動計画について
相談支援事業者の立ち上げ説明会の実施について

第2回 H27.5.19 12

各事業所からの情報交換
事例検討

第3回 H27.6.16 11

重度訪問介護従事者講座の開催について
相談支援事業者の立ち上げ説明会の開催について
各事業所からの情報交換

第4回 H27.7.21 40
相談支援事業者の立ち上げ研修会

第5回 H27.8.18 10
各事業所からの情報交換
事例検討

第6回 H27.9.15 10

重度訪問介護従事者講座の開催について
各事業所からの情報交換
事例検討

第7回 H27.10.20 11

各事業所からの情報交換
マイナンバー制度について
事例検討

第8回 H27.11.17 12

各事業所からの情報交換
マイナンバー制度について
事例検討

第9回 H27.12.15 12

各事業所からの情報交換
マイナンバー制度について
事例検討

第10回 H28.1.16 14
各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換
各事業所におけるヘルパー利用状況等の情報交換

第11回 H28.2.25 14

各事業所からの情報交換について
平成28年度に向けて
その他　事例検討など

第12回 H28.3.16
中止

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
Ｆｌａｔ・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
区保健福祉センター

毎月第３火
曜日開催

事
務
局
会
議

区身体障害者団体協議会
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
あすわ～く
ヘルパーステーション歩
東淀川区保健福祉センター

随時

東淀川区
（20年3月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.23 10

平成27年度の部会の体制について
平成27年度事業計画（案）について
事例検討、情報交換など

第2回 H27.5.28 11

ひきこもり・ニートの自立支援（勉強会）
相談支援事業者立ち上げ研修会について
事例検討、情報交換など

第3回 H27.6.25 14

相談支援事業者立ち上げ研修会について
淀川４区支援ネットワークの報告
事例検討、情報交換など

第4回 H27.7.23 10

相談支援事業者立ち上げ研修会（報告）
介護保険との併給についての勉強会について
事例検討、情報交換など

第5回 H27.8.27 12

地域移行の事例報告
実地指導の報告
事例検討、情報交換など

第6回 H27.9.24 13
事例検討

第7回 H27.10.29 11
介護保険と障がいサービスの適用関係について（勉強会）
事例検討、情報交換など

第8回 H27.11.26 13
生活困窮者自立支援事業について（勉強会）
事例検討、情報交換など

第9回 H28.2.25 13

子育て支援事業について
２０１６年度相談支援部会の内容について
事例報告、意見交換等

第10回 H28.3.24 13

２０１６年度相談支援部会の内容について
次年度の予定について
事例検討、情報交換など

第1回 H27.4.23 6

・事業所の状況報告
・アンケート最終確認

第2回 H27.6.25 3

・精神保健福祉に関する相談のあり方について

第3回 H27.8.27 6

・今後の精神部会の運営について
・情報交換

第4回 H27.9.17 8
・アンケートの活用について
・今後の精神部会の開催について

第5回 H27.10.15 6

・計画相談の流れについて（勉強会）
・事例検討

第6回 H27.11.19 5

生活困窮者自立支援事業・生活保護について（勉強会）
事例検討、情報交換

第7回 H27.12.17 5
・勉強会の計画について
・事例検討

第8回 H28.1.21 6
・勉強会の計画について
・次年度に向けて

第9回 H28.2.18 6
・アルコール依存症勉強会について

第10回 H28.3.30 16
・アルコール問題を抱える人の支援について（勉強会）

相
談
支
援
部
会

精
神
保
健
福
祉
部
会

自立生活センター　Ｆｌａｔ・きた
こころの相談室リーフ
わかくさ
うぃずサポートセンター
淡路こども園
大阪市障がい者基幹相談支援センター
区保健福祉センター

毎月第３木
曜日開催

・基幹相談支援センターとの連携、情報交換
・学習会の開催
・指定相談支援事業所間の情報交換、意見
交換

東淀川区精神保健福祉相談員
相談支援センターＦｌａｔ・きた
こころの相談室リーフ
清水クリニック
とよさとはうす
デューン北大阪

２か月に１回
（当面、毎

月）

東淀川区

（20年3月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.17 22

今年度の事業実施体制について
研修会の開催について
支援マップづくりについて

第2回 H27.5.15 24
メンバーからの事例発表
研修会の内容について

研修会 H27.6.12 20

テーマ「発達障がいについて①」
　（講師：エルム大阪）

第3回 H27.6.19 23
メンバーからの事例発表
研修会の最終調整（７月開催分）

第4回 H27.7.22 19

メンバーからの事例発表
研修会の最終調整（８月開催分）

研修会 H27.7.24 20

テーマ「発達障がいについて②」

第5回 H27.8.21 22

研修会の開催　テーマ「発達障がいについて③」

第6回 H27.9.4 16

メンバーからの事例発表
研修会の内容について

第7回 H27.10.16 20

メンバーからの事例発表
研修会の内容について
支援マップづくりについて

第8回 H27.11.20 19

メンバーからの事例発表
研修会の内容について

研修会 H27.12.9 50

テーマ「障がいのある人の性と生」

第9回 H27.12.18 11

アンケート結果および研修会の検証

第10回 H28.1.15 20

来年度の事業方針について
メンバーからの事例発表

第11回 H28.2.19 15

来年度の事業計画について
メンバーからの事例発表

第12回 H28.3.18 14

来年度の事業実施体制について
研修会の開催および内容について
支援マップづくりについて

こ
ど
も
部
会

あすわーく（生活介護事業所）
淡路こども園（児童発達支援センター）
淡路幼稚園
北さくら園（母子生活支援施設）
地域生活支援センター風の輪（相談支援）
徳蔵寺保育園
とよさとはうす（精神障がい者地域活動支援セン
ター）
東淀川区障がい者相談支援センター　Ｆｌａｔ・きた
pokkapoka（女性と子育て支援グループ）
やさしい★クマさん（放課後デイ）
路交館（児童デイ・障がい児相談・保育園）
スマートキッズプラス（放課後デイ）
スマイルクラブ（放課後デイ）
くるみの森（放課後デイ）
このこのクラブ（放課後デイ）
どんぐり（児童発達支援事業）
わかくさ（児童発達支援センター　相談支援）
オレンジ（児童発達支援　放課後等デイサービ
ス）
あい・すまいる淀川（相談支援）

毎月開催 ・相談支援センターとの連携、情報交換
・学習会の開催
・相談支援事業所間の情報交換、意見交換

・部会の有効な実施方法
・各分会での体制
・東淀川区の支援マップ
づくり

東淀川区
（20年3月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.15 13

・平成27年度東成区地域自立支援協議会委員交代及び議長選出について
・東成区障がい者支援連絡協議会(東成ing）運営委員会について報告。(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

第2回 H27.5.8 14

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
（総会についての報告）
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度区民啓発講座の開催について。
・平成27年度第１回「障がいのいろいろ相談会」について。

第3回 H27.6.12 16

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ing）総会アンケートの結果につい
ての報告。
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度区民啓発講座の内容と開催日時の調整について。
・平成27年度第１回「障がいのいろいろ相談会」について。
・ふれあい広場の内容について

第4回 H27.7.10 17

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度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5回 H27.8.14 13

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
（総会についての報告）
・相談支援部会からの報告。
・地域移行支援について
・平成27年度区民啓発講座の開催について。
・平成27年度第2回「障がいのいろいろ相談会」について
・障がい者等を対象とした見守り活動の充実について

第6回 H27.9.11 13

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・地域移行支援について
・平成27年度区民啓発講座の開催について。
・障がい福祉サービス事業所一覧について
・ふれあい広場について

第7回 H27.10.9 14

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・地域移行支援について
・平成27年度区民啓発講座の開催について。
・平成27年度第2回「障がいのいろいろ相談会」について
・区の障がい者相談支援センターの自己評価シートについて
・ふれあい広場について

第8回 H27.11.13 9

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度区民啓発講座の開催について。
・相談支援センターの評価について
・ふれあい広場について

第9回 H27.12.11 12

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度区民啓発講座の開催について。
・平成27年度第2回「高齢者と障がいのいろいろ相談会」について
・地域生活支援システム　専門分野別実務者会議よりの連絡
・障がい児・障がい者の『見守り事業』についての案内

東成区相談支援センター（東成育成園）
東成区身体障害者福祉会
自立生活センターおおさかひがし
精神障害者地域生活支援センターすいすい
大阪市障害者就労・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　中央支援センター
東成区社会福祉協議会

毎月開催 （1）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。
（2）東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉ
ｎｇ）との協働による事業を開催し、ネットワー
ク強化を図る。
（3）区内事業所の質の向上にかかる学習会
などの開催
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
努める。
②障がい者理解のため、専門家などによる
講演会や研修会を開催する。
（4）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、障
がいのいろいろ相談会の実施。
②区民啓発講座の開催
（5）事例検討会議の開催検討
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
連絡協議会（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。
（6）地域の支援者（地域福祉活動サポー
ター、地域包括支援センターなど）との交流
地域の支援者との対話の機会を儲け、障が
い者理解の促進ならびに支援の充実を目指
す。
（7）災害時要援護者にかかる課題の検討

東成区

（19年12月設置）

協
議
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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10回 H28.1.15 12

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度区民啓発講座の開催について
・平成28年度の開催計画について

第11回 H28.2.12 12

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度区民啓発講座の開催について
・平成28年度の開催計画について

第12回 H28.3.11 12

・東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉｎｇ）運営委員会についての報告
・相談支援部会からの報告。
・平成27年度区民啓発講座の開催について
・平成28年度の開催計画について

第1回 H27.4.23 15

＊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
＊その他

第2回 H27.5.28 15

＊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
＊その他

第3回 H27.6.25 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
＊その他

第4回 H27.7.23 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
＊その他

第5回 H27.8.27 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
＊その他

第6回 H27.9.24 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
＊その他

第7回 H27.10.22 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
＊その他

第8回 H27.11.27 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
＊その他

第9回 H27.12.24 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
＊その他

第10回 H28.1.28 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
＊その他

＊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

東成区

（19年12月設置）

相
談
支
援
部
会

東成区相談支援センター（東成育成園）
東成区身体障害者福祉会
自立生活センターおおさかひがし
精神障害者地域生活支援センターすいすい
大阪市障害者就労・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　中央支援センター
東成区社会福祉協議会

毎月開催 （1）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。
（2）東成区障がい者支援連絡協議会（東成ｉ
ｎｇ）との協働による事業を開催し、ネットワー
ク強化を図る。
（3）区内事業所の質の向上にかかる学習会
などの開催
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
努める。
②障がい者理解のため、専門家などによる
講演会や研修会を開催する。
（4）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、障
がいのいろいろ相談会の実施。
②区民啓発講座の開催
（5）事例検討会議の開催検討
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
連絡協議会（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。
（6）地域の支援者（地域福祉活動サポー
ター、地域包括支援センターなど）との交流
地域の支援者との対話の機会を儲け、障が
い者理解の促進ならびに支援の充実を目指
す。
（7）災害時要援護者にかかる課題の検討

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
楽楽ケアプランセンター
相談支援事業所　モデル・アイ
相談支援センター　しんあい
自立生活センター　おおさかひがし

毎月開催 ＊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

協
議
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H28.2.25 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
＊その他

第12回 H28.3.24 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
＊その他

事
例

検
討
会

H28.1.22 10

・事例検討会議について
・虐待対応の概要について
・東成区の虐待通報等受付状況について
・個別事例検討
・その他

・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
・楽々ケアプランセンター

第1回 H27.6.12 8

・高齢と障がい合同のいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
（障がいの相談件数　0件）

・北部・南部包括支援センター
・中央支援センター・区身体障害者福祉会

第2回 H27.8.14 8

・高齢者と障がい合同のいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
（障がいの相談件数　0件）

・北部・南部包括支援センター
・精神障がい者地域生活支援センター　すいすい

第3回 H27.10.9 8

・高齢者と障がい合同のいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
（障がいの相談件数　0件）

・北部・南部包括支援センター
・東成育成園

第4回 H27.12.11 8

・高齢者と障がい合同のいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
（障がいの相談件数　1件）

・北部・南部包括支援センター
・おおさかひがし

第5回 H28.2.12 8

・高齢者と障がい合同のいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会
（障がいの相談件数　1件）

・北部・南部包括支援センター
・東成育成園

区
民
啓
発
講
座

H28.2.13 145

♪きらっと☆東成2015♪‘みんなちがっていいやん’
第１部　講演『発達障がいの理解と支援』
講師　大阪市発達障がい者支援センター
　所長　井上　芳子氏
第２部　コラボコンサート
　大阪チャチャチャバンドと大成保育所園児・なちゅらる
　通所児童のみなさん

大阪市東成区地域自立支援協議会主催

第1回 H27.4.15 13

・東成ingアンケートについて
・東成ing総会について
・今年度の開催予定について
・その他

第2回 H27.5.8 14

・東成ingアンケートについて
・東成ing総会について
・今年度の開催予定について
・その他

第3回 H27.5.20 33

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
・参加事業所の紹介および意見交換
・相談支援部会より
・その他

学習会・見学会の開催・東成区相談支援センター（東成育成園）
・東成区身体障害者福祉会
・大阪市障害者就労・生活支援センター（中央セ
ンター）
・精神障害者地域生活支援センターすいすい
・サポートネットメロディ
・大阪手をつなぐ育成会　中央支援センター
・大阪障害者就労支援センター
・自立生活センター　おおさかひがし
・東成区社会福祉協議会

年5回開催

＊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

相
談
会

毎月開催 【学習会・見学会の開催】
H27.8.25　　学習会『発達障がいの理解と支
援』　講師　エルムおおさか　地域サポート
コーチ　小林　典子氏

Ｈ27.11.24　事業所見学会（サザンクロス、の
びのび幼児クラブ、もぐもぐキッチン、おおさ
かひがし）

H28.2.24　学習会『福祉施設における消防法
の位置づけについて』　講師　大阪市東成消
防署地域担当司令　田中　時治氏

相
談
支
援
部
会

東成区

（19年12月設置）

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
楽楽ケアプランセンター
相談支援事業所　モデル・アイ
相談支援センター　しんあい
自立生活センター　おおさかひがし

毎月開催 ＊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

東
成
区
障
が
い
者
支
援
連
絡
協
議
会

（
東
成

ｉ
ｎ
ｇ

）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.6.12 16

・東成ing総会アンケート結果について
・東成ing学習会について
・その他

第5回 H27.7.10 16

・東成ing学習会について
・今年度の開催計画について
・その他

第6回 H27.8.14 16

・東成ing学習会について
・今後の予定について
・その他

第7回 H27.9.25 14

・東成ing学習会の感想・次回への課題・アンケート結果について
・東成ing事業所見学会について
・今後の開催予定について
・その他

第8回 H27.10.9 8

・東成ing事業所見学会について
・今後の開催予定について
・その他

第9回 H27.11.13 10

・東成ing事業所見学会について
・今後の開催予定について（学習会）
・その他

第10回 H27.12.11 8

・東成ing事業所見学会実施報告・アンケート結果について
・今後の開催予定について（学習会）
・その他

第11回 H28.1.15 12

・東成ing学習会について
・その他

第12回 H28.2.12 12

・東成ing学習会について
・今年度のふり返りについて
・来年度の取り組みについて
・その他

第13回 H28.3.11 12

・東成ing学習会について
・今年度のふり返りについて
・来年度の取り組みについて
・その他

学習会・見学会の開催・東成区相談支援センター（東成育成園）
・東成区身体障害者福祉会
・大阪市障害者就労・生活支援センター（中央セ
ンター）
・精神障害者地域生活支援センターすいすい
・サポートネットメロディ
・大阪手をつなぐ育成会　中央支援センター
・大阪障害者就労支援センター
・自立生活センター　おおさかひがし
・東成区社会福祉協議会

毎月開催 【学習会・見学会の開催】
H27.8.25　　学習会『発達障がいの理解と支
援』　講師　エルムおおさか　地域サポート
コーチ　小林　典子氏

Ｈ27.11.24　事業所見学会（サザンクロス、の
びのび幼児クラブ、もぐもぐキッチン、おおさ
かひがし）

H28.2.24　学習会『福祉施設における消防法
の位置づけについて』　講師　大阪市東成消
防署地域担当司令　田中　時治氏

東成区
（19年12月設置）

東
成
区
障
が
い
者
支
援
連
絡
協
議
会

（
東
成
ｉ
ｎ
ｇ

）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.7.21 21
・大阪市障がい者就業・生活支援センターの実績と活動内容について（報
告）

第2回 H27.9.15 15
・大阪市障がい者就業・生活支援センターで支援した就業生活支援事例に
ついて（報告）

第3回 H27.11.17 21 ・生野区障がい者相談支援センターの運営評価

第4回 H28.1.19 21 ・生野区防災計画及び地区防災計画について

第5回 H28.3.15 21 ・視覚障がいをお持ちの方からの報告（講演）

第1回 H27.7.7 7 ・第１回自立支援協議会議題についての打合せ

第2回 H27.9.1 6 ・大阪市障がい者就業・生活支援センターの実績と活動内容について

第3回 H27.11.10 8 ・地域共生型福祉サービス事業について事業説明等

第4回 H28.1.12 9 生野区防災計画及び地区防災計画について

第5回 H28.3.1 8 ・視覚障がいをお持ちの方からの報告について

第1回 H27.6.9 18
・相談支援事業者連絡会の運営について
・計画相談の業務・制度の学習会

第2回 H27.7.16 12

・年間計画について
・計画相談の業務・制度の情報共有及び質問
・制度関係学習会①
　特別障がい者手当・障がい児福祉手当について
　　区役所福祉課:吉越

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

役員会・協議
会　共に５回

／年

・協議会（1、2、4回目）を関係機関向け公開
講演会として開催

運
営
委
員
会

生野区障がい者相談支援センター、生野区指定
特定相談支援事業者

１０回／年

生野区地域自立支援協議会と連携をとりつ
つ、生野区における相談支援事業にかかる
各種課題に関し、中核的な協議の場として
活動する

今年度新設

相
談
支
援
事
業
者
連
絡
会

生野区

（20年5月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.9.17 10

・鶴橋圏域で起きた事故検証会議からの取組の共有
　鶴橋包括支援センター　市原
・制度関係学習会②
　療育手帳・補装具（日常生活用具）
　区役所福祉課　吉越）
・計画相談業務の学習会に向けての準備

第4回 H27.10.15 11
・計画相談業務の基礎研修
　大阪市福祉局障がい福祉課　綾塚

第5回 H27.11.19 11

・制度関係学習会③
　精神障害者保健福祉手帳・精神通院医療
　区役所保健福祉課　門田
　精神障がいの支援について
　精神保健福祉相談員　山田

第6回 H28.1.21 12

・制度関係学習会④
  障がい児支援について
　区役所保健福祉課：杠
　区役所保健活動：七堂
　区役所子育て支援室：富田

第7回 H28.2.18 12

・制度関係学習会⑤
　障がい支援区分・訪問調査における項目の理解
　区役所福祉課　谷渕

・自立支援協議会の報告内容について

第8回 H28.3.17 15
・自立支援協議会の報告内容について
・2015年度　実績評価
・2016年度　年間計画について

第1回 H27.5.20 9

・27年度新委員について
・26年度活動状況の報告
・27年度の取り組みについて
・その他

第2回 H27.7.15 10

・各部会報告について
・社会資源マップの作成について
・その他

第3回 H27.9.16 13

・各部会報告について
・事業所連絡会の開催について
・マイナンバー制度について
・旭区精神保健福祉講演会の開催について
・こども部会が収集する学校及び事業所情報について
・光陽特別支援学校の非常勤嘱託職員（看護師）の採用について
・その他

第4回 H27.11.18 10

・各部会報告について
・区障がい者相談支援センターの評価について
・事業所連絡会の開催について
・障がい者福祉関係機関と高齢者福祉関係機関との連携について
・その他

第5回 H28.1.20 12

・各部会報告について
・事業所連絡会の開催について
・旭福興市の開催について
・その他

第6回 H28.3.16 10

・各部会報告について
・旭福興市の開催結果報告
・高齢、障がい部会（仮称）の立ち上げについて
・その他

生野区障がい者相談支援センター、生野区指定
特定相談支援事業者

１０回／年

生野区地域自立支援協議会と連携をとりつ
つ、生野区における相談支援事業にかかる
各種課題に関し、中核的な協議の場として
活動する

今年度新設

協
議
会

旭区障がい者相談支援センター
生江障害者会館
地域ゆめの会
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
大阪市障がい者就業・生活支援センター　北部
地域センター

隔月開催
（奇数月）

・研修会（旭福興市）の開催
・高齢の親と障がいのあるこども世帯への
　支援について

相
談
支
援
事
業
者
連
絡
会

生野区

（20年5月設置）

旭区

（20年7月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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

旭
福
興
市

H28.2.14 約100

・講演「いざという時のために障がい者（児）や支援者が日頃何に取り組む
か」
・音楽演奏
・防災俳句の募集、発表
・授産製品販売、南三陸物産販売
・なんでも相談会
・ミニ消防車の展示

旭区自立支援協議会
旭区内日中通所系事業所
旭区商店会連盟
旭区役所防災担当
旭消防署

年１回 ・区民向けイベント

第1回 H27.7.6 10

・27年度新委員の紹介
・今年度の取り組みについて
・その他

第2回 H27.10.26 10
・情報を共有するための情報収集シートについて
・その他

第3回 H28.1.18 9

・情報を共有するための情報収集シートについて
・出張相談会について
・その他

第4回 H28.3.7 11
・就学なんでも相談会の開催結果について
・その他

第1回 H27.4.15 6

・今年度の取り組みについて
・なんでも相談会について
・各指定相談支援事業所の状況について
・その他

第2回 H27.6.17 8

・新規指定事業所の紹介
・地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業について
・なんでも相談会について
・各指定相談支援事業所の状況について
・居宅介護事業所のヘルパー空き状況のデータ集約について
・社会資源マップの作成について
・その他

第3回 H27.8.19 8

・なんでも相談会について
・各指定相談支援事業所の状況について
・社会資源マップの作成について
・ケース検討について
・緊急・夜間時の対応マニュアルについて

第4回 H27.10.21 12

・なんでも相談会について
・各指定相談支援事業所の状況について
・社会資源マップの作成について
・事業所連絡会の開催について
・相談支援事業所の立ち上げ説明会について
・緊急支援マニュアルについて
・その他

第5回 H27.12.16 10

・なんでも相談会について
・各指定相談支援事業所の状況について
・ケース検討
・事業所連絡会の開催について
・その他

第6回 H28.2.17 8

・なんでも相談会について
・各指定相談支援事業所の状況について
・各事業所の金銭管理規定について
・その他

仕
事
部
会

第1回 未開催

ケアライフ光の友
ワークセンター飛行船
あさひパルワーク
あゆみ工房
旭区商店会連盟

２、３回/年

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
清水小学校
高殿南小学校
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ヵ月に1
回

・学校、支援団体や事業所の情報を集め、
　共有する
・出張相談会を開催する

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
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
あさひ松栄ケアプランセンター
ハッピーライフあさひ
いろどり
ベルフライ
はんどべる
ケアプラン高橋
フェリスモンテ

隔月開催
（偶数月の第

３水曜日）

・処遇困難ケースの検討
・なんでも相談会の広報・周知の強化
・出張なんでも相談会の開催
・居宅介護事業所のヘルパー空き情報の
  集約及び提供
・区内事業所への指定特定相談支援事業の
　説明会開催
・社会資源マップの作成

旭区

（20年7月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H28.1.29 42

・障がい福祉サービスについてのQ＆A
・指定特定相談支援事業所について
・ヘルパー空き情報の提供依頼
・旭福興市について
・障がい者虐待通報について

区内居宅介護事業所

第2回 H28.2.2 6 ・旭福興市について 区内日中通所系事業所

第1回 H27.6.16 2 なんでも相談会の開催

第2回 H27.7.21 2 なんでも相談会の開催

第3回 H27.8.18 2 なんでも相談会の開催
第4回 H27.9.15 2 なんでも相談会の開催
第5回 H27.10.20 2 なんでも相談会の開催

第6回 H27.11.17 2 なんでも相談会の開催

第7回 H27.12.15 2 なんでも相談会の開催

第8回 H28.1.19 2 なんでも相談会の開催
第9回 H28.2.16 2 なんでも相談会の開催

第10回 H28.3.15 2 なんでも相談会の開催

第1回 H27.8.4 4 思斉特別支援学校への出張なんでも相談会の開催

第2回 H27.10.7 5 光陽特別支援学校への出張なんでも相談会の開催
第3回 H27.11.27 4 思斉特別支援学校への出張なんでも相談会の開催
第4回 H28.2.10 4 光陽特別支援学校への出張なんでも相談会の開催
第1回 H28.2.16 2 旭陽中学校での就学なんでも相談会の開催

第2回 H28.2.17 3 旭東中学校での就学なんでも相談会の開催

第3回 H28.2.19 2 今市中学校での就学なんでも相談会の開催

第4回 H28.2.23 2 大宮中学校での就学なんでも相談会の開催

毎月第3火曜
日

・特別支援学校での出張相談会の開催

不定期

事
業
所
連
絡
会

１、２回/年 ・区内事業所への指定相談支援事業の
　説明会開催
・居宅介護事業所へのヘルパー空き情報
　の提供依頼

不定期 ・小中学校入学に向けた就学なんでも相談
会の開催

就
学
な
ん
で
も
相
談
会

相談支援部会・こども部会メンバー

な
ん
で
も
相
談
会

旭区障がい者相談支援センター
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
オールケア旭
あさひ松栄ケアプランセンター
ハッピーライフあさひ

旭区

（20年7月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.16 10

・平成2７年度事業計画及び事業予算について
・27年度体制について

第2回 H27.5.21 9
・部会報告
・総会について

第3回 H27.6.18 11
・部会報告
・市民活動保健について

第4回 H27.7.16 11
・事業検討（ピアフェスタ）
・部会報告

第5回 H27.8.20 11
・事業検討（ピアフェスタ）
・部会報告

第6回 H27.9.17 9

・事業検討（ピアフェスタ・スポーツカーニバル）
・部会報告
・ホームページに関する見直し・検討

第7回 H27.10.15 10
・事業検討（ピアフェスタ・講演会）
・部会報告
・ホームページに関する見直し・検討

第8回 H27.11.19 11
・事業検討（ピアフェスタ・講演会）
・部会報告
・ホームページに関する見直し・検討

第9回 H27.12.17 11

・部会報告
・ホームページに関する見直し・検討

第10回 H28.1.31 10
・部会報告
・今年度の総括、次年度の事業計画について

第11回 H28.2.18 9
・部会報告
・次年度の体制について・ホームページ・リニューアル

第12回 H28.3.17 10
・部会報告
・次年度の体制について

第1回 H27.4.22 43

・各部会より報告
・平成27年度事業計画案

第2回 H27.5.27 60

・総会（各部会事業計画）

第3回 H27.6.24 54

・各部会報告
・ＳＡＲＵＧＡＫＵ祭の広告出店について
・難病（障害者総合支援法）の対象となる疾病について

第4回 H27.7.22 55

・各部会報告
・就労部会（企業セミナー）
・同行援護養成研修（9月10日～12日）について

第5回 H27.8.26 50

・各部会報告
・第13回ピアフェスタについて
・生活困窮に関する説明会の実施

第6回 H27.9.30 56

・各部会報告
・聖賢地区アクションプランについて
・同行援護養成研修について（報告）

第7回 H27.10.28 53

・各部会報告
・第13回ピアフェスタについて
・本谷医師による講演会の実施

第8回 H27.11.25 58

・各部会報告
・第13回ピアフェスタの報告（11月23日）について
・児童部会のたちあげ

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
ＮＰＯワークショップ９９
ほっとステーション
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
・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
・SARUGAKU祭と第１３回ピアフェスタin城東
との合同開催
・防災訓練の実施
・ストレングスケアマネジメントスーパービジョ
ン研修会の開催
・広報誌の発行（2か月に1回）
・障がい福祉「今さら講座」
・区内相談支援事業所・連絡会議
・計画相談支援事業所・選定会議
・区内相談事業所説明会
・授産製品販売会

・城東区相談支援体制
ネットワーク推進事業～
地域包括との連携
・児童部会（仮称の設置

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
㈲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
ヘルプセンターるーと
ラルゲット
NPO法人　燦然会
幸成園サポートセンター

アイユウ
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
エバァーグリーン
アスク京橋オフィス
エーサポート
あすなろ
マイスタイル深江橋
城東ケアサービス
生活サポート　たんと
ヘルパーステーションそら
NPO　かしゅかしゅ
児童ディサービス　コスモ

毎月第４水
曜日１３：３０
～１４：３０

運
営
会
議

城東区

（20年4月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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9回 H27.12.22 42

・各部会報告
・訪問看護アンケートの報告について
・障がい者週間のとりくみ

第10回 H28.1.27 51

・各部会報告
・H２７年度総括及びH28年度事業計画の検討

第11回 H28.2.24 51

・各部会報告・マイナンバーの取扱い・ホームページリニューアル
・H２７年度総括及びH29年度事業計画の検討

第12回 H28.3.23 49

・各部会報告・ホームページリニューアル
・H２７年度総括及びH29年度事業計画の検討

ピアフェスタin城東 H27.11.23 約6000
・模擬店・障がい体験コーナー・事業所紹介ほか
（SARUGAKU祭と共催）

区民向けイベント

研修会 H27.11.10 50

テーマ「知的障がいがある人の自傷行為」
講師：本谷研司先生（阿星山クリニック）

区内障がい福祉サービス事業所

第1回 H27.4.22 24

・レスキューの普及
・第13回ピアフェスタに向けて
・防災のとりくみ

第2回 H27.5.27 19

・レスキューの普及
・第13回ピアフェスタに向けて
・防災のとりくみ

第3回 H27.6.24 22

・レスキューの普及
・第13回ピアフェスタに向けて
・防災のとりくみ

第4回 H27.7.22 22

・第１３回ピアフェスタについて

第5回 H27.8.26 20 ・第１３回ピアフェスタについて

第6回 H27.9.30 20

・レスキューの普及
・第13回ピアフェスタに向けて

第7回 H27.10.28 23
・レスキューの普及
・第13回ピアフェスタに向けて

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
すみれ共同作業所
ほっとステーション
わかまつ園
WAKUWAKU

毎月第４水
曜日１４：３０
～１７：００

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
㈲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
ヘルプセンターるーと
ラルゲット
NPO法人　燦然会
幸成園サポートセンター

アイユウ
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
エバァーグリーン
アスク京橋オフィス
エーサポート
あすなろ
マイスタイル深江橋
城東ケアサービス
生活サポート　たんと
ヘルパーステーションそら
NPO　かしゅかしゅ
児童ディサービス　コスモ

毎月第４水
曜日１３：３０
～１４：３０

運
営
会
議

地
域
活
動
部
会

城東区

（20年4月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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8回 H27.11.25 20
・レスキューの普及
・第13回ピアフェスタに向けて

第9回 H27.12.22 15
・レスキューの普及
・次回のSARUGAKU祭りに向けて

第10回 H28.1.27 17
・レスキューの普及
・次年度の計画について

第11回 H28.2.24 16
・今年度の活動のまとめと地面殿計画・地域活動にかかわる情報交換・福
祉避難所の運営に関する協定

第12回 H28.3.23 19
・今年度の活動のまとめと地面殿計画
・地域活動にかかわる情報交換・

第1回 H27.5.8 25
・体制について
・今年度の研修・会議

第2回 H27.5.27 27

・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修

第3回 H27.6.24 28
・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第4回 H27.7.22 30

・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第5回 H27.8.26 28

・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第6回 H27.9.30 24
・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第7回 H27.10.28 30

・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第8回 H27.11.25 24
・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第9回 H27.12.22 23
・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第10回 H28.1.27 35

・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第11回 H28.2.24 24
・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第12回 H28.3.23 21
・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修・テーマ別討論

第1回 H27.4.8 6
・平成27年度体制
・各事業所連絡・報告

第2回 H27.6.10 9
・企業向けセミナーについて

第3回 H27.7.1 10
・企業セミナーについて
・区役所での授産製品等の販売について

第4回 H27.8.5 8
・企業セミナーについて
・区役所での授産製品等の販売について

第5回 H27.9.2 7

・最低賃金の見直し
・特定就職困難者雇用開発助成金の支給要件の変更
・区役所での授産製品等の販売について

第6回 H27.10.7 8

・就労継続A型事業所における適正な事業運営に向けた指導について
・区役所での授産製品等の販売について
就労アセスメント勉強会

第7回 H27.11.11 8

・区役所での授産製品等の販売について
・施設見学について
・区内事業所説明会・パンフレット作成

第8回 H27.12.2 4

・区役所での授産製品等の販売について
・施設見学について
・区内事業所説明会・パンフレット作成

そうそうの杜
障害者相談支援センターＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
アスク京橋オフィス
ゼスト
チャレンズライフ

毎月第１水
曜日１1：0０
～12：００

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
すみれ共同作業所
ほっとステーション
わかまつ園
WAKUWAKU

毎月第４水
曜日１４：３０
～１７：００

相
談
支
援
部
会

自立生活センターおおさかひがし
そうそうの杜
当事者代表
城東区社会福祉協議会
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
わかまつ園
㈱あかり
あいあい
自由社
障害者相談支援センターＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
ケア・メンタリング
城東ケアサービス
たんと
るーと
みちしるべ
ゼスト
ビッグフレンド

毎月第４水
曜日１４：３０
～１７：００

地
域
活
動
部
会

城東区

（20年4月設置）

城東区

（20年4月設置）

就
労
部
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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9回 H28.1.13 7

・区役所での授産製品等の販売について
・施設見学について
・区内事業所説明会・パンフレット作成

第10回 H28.2.3 8
・区役所での授産製品等の販売について
・区内事業所説明会・パンフレット作成・次年度事業計画について

第11回 H28.3.2 9
・区内事業所説明会を終えての意見交換
・次年度事業計画について

第1回 H27.4.21 4
・今後の会議等について
・新年度の研修について

第2回 H27.5.16 4 ・グループワークについて

第3回 H27.8.18 4
・グループワークの振り返り
・研修会10月の検討

第4回 H27.9.15 4 ・グループワーク

第5回 H27.10.13 4
・講演会（11月10日）について
・次回のグループワークについて

第6回 H27.11.17 12 ・グループワーク

第7回 H27.12.15 4 ・次回の研修会について

第8回 H28.1.19 4 ・訪問看護との連携

第9回 H28.2.16 4 ・次年度の計画・日程について

第１０回 H28.3.16 4 ・次年度の事業計画について

第1回 H27.6.17 6

・講演会
・交流会

第2回 H27.8.19 7
・講演会
・交流会

第3回 H27.11.13 25
・講演会の実施

第4回 H27.12.9 5 ・第13回ピアフェスタの報告

第5回 H28.1.20 5

・次年度の活動について

第6回 H28.2.17 6 ・次年度の活動について

第7回 H28.3.16 6

・次年度の活動について

第1回 H27.5.12 7 ・シェアハウス物件の検討

第2回 H27.6.9 6
・シェアハウス物件の検討

第3回 H27.8.11 5
・女性専用シェアハウス見学
・シェアハウス物件の検討

第4回 H27.9.8 6 ・シェアハウス物件の検討

第5回 H27.10.20 5 ・シェアハウス物件の検討

第6回 H27.11.6 7 ・シェアハウス（現状報告、課題に関する意見交換）

第7回 H28.1.13 4

・シェアハウス（現状報告、課題に関する意見交換）
・菫・鯰江包括との意見交換会について
・次年度活動案について

第8回 H28.2.9 9
・次年度の取組について
・第2シェアハウスの現状と希望者について

当
事
者
部
会

のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
てんかん協会
城東区身体障害者福祉会
WAKUWAKU

第2水曜日
１０：４５～

ＷＡＫＵＷＡＫＵ
ラルゲット
ほっと・ステーション
ぜすと
ウイング
ひかり

地
域
生
活
部
会

そうそうの杜
障害者相談支援センターＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
アスク京橋オフィス
ゼスト
チャレンズライフ

毎月第１水
曜日１1：0０
～12：００

居
宅
介
護
部
会

フォーワーク
あいあい
ヘルプセンター　るーと
ケア・メンタリング

奇数月第４
火曜日１３：
３０～１５：０

０

城東区

（20年4月設置）

就
労
部
会
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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

地域生活部会 第9回 H28.3.8 4

・次年度の取組について・光陽支援学校からの依頼
・平成30年4月公布予定　地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援
助）の創設について

第1回 H27.11.16 10
・部会の立ち上げについて

第2回 H27.12.14 9
・活動計画について

第3回 H28.1.29 10 ・活動計画の修正について

第4回 H28.2.8 11
・今後の方向性について

第5回 H28.3.7 13
・早期発達支援を考える学習会について

全
体
会

第1回 H27.11.24 19

鶴見区障がい者相談支援センターの平成26年度運営評価 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
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 ・相談支援部会の設置
・地域支援システムの整備要請

・就労支援の取り組み検
討

第1回 H27.4.8 11
・今年度の相談支援部会のあり方について
・いろいろ相談会の開催について
・特定相談支援事業所選定会議（３）

第2回 H27.5.13 16

・自立支援給付申請書類等の変更について
・障がい者就労・生活支援センターとの連携について
・事例検討会立ち上げに向けた講演会の開催について
・就労継続支援A型について情報交換
・特定相談支援事業所選定会議（２）

第3回 H27.6.12 11

・計画相談支援のアセスメント実施場所に係る緊急的な措置の延長につい
て
・モニタリング頻度の変更点について
・事業所部会で実施する研修会について
・新規開設のグループホームについて情報提供
・特定相談支援事業所選定会議（４）

いろいろ
相談会

〃 2 ・1件（精神障害者の就労についての相談）

第4回 H27.7.8 13

・障がい者就業・生活支援センターが実施する就労支援事業所合同説明会
について
・勉強会（障がい福祉サービスと介護保険の併給について）
・特定相談支援事業所選定会議（３）

第5回 H27.8.12 13

・9月10日開催の講演会の役割分担について
・つるみの郷の通勤寮の廃止、グループホームの立ち上げについて
・勉強会（家事援助に含まれる育児支援について）
・特定相談支援事業所選定会議（５）

いろいろ
相談会

〃 0 ・1件予約あるもキャンセル

今年度新設

ＷＡＫＵＷＡＫＵ
ラルゲット
ほっと・ステーション
ぜすと
ウイング
ひかり

児
童
部
会

あすなろ
そうそうの杜
かしゅかしゅ
あうとぷっと
らるげっと
コスモ
ほっとステーション
まきひら
Ｗｅｌｆａｒｅ

・相談支援の提供体制の整備
・いろいろ相談会の定例開催

相
談
支
援
部
会

城東区
（20年4月設置）

鶴見区

（20年7月設置）

鶴見区障がい者相談支援センター
区内の特定相談支援事業所
北部障がい者就労・生活支援センター

毎月
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.9.9 13
・9月10日開催の講演会の打合せ
・勉強会（移動支援事業について）
・特定相談支援事業所　選定会議（５）

第7回 H27.10.13 12

・北部障がい者就業・生活支援センターの担当者変更について
・定期的な事例検討会の立ち上げについて
・勉強会（16疾病に該当し65歳以前に介護保険へ移行する場合の注意点
について）

いろいろ
相談会

〃 2 ・1件（精神障害者の療育手帳取得について、就労についての相談）

第8回 H27.11.11 15
・12月2日開催の強度行動障害についての講演会について紹介（イルカの
会）
・勉強会（事例検討の意義について）外部講師

第9回 H27.12.9 11

・12月2日開催の強度行動障害についての講演会について報告（くりいむ）
・マイナンバーの利用について
・鶴見区内の新規指定の事業所について
・勉強会（医療機関の院内における介助の取り扱いについて）

いろいろ
相談会

〃 0 ・相談なし

第10回 H28.1.13 13

・マイナンバー導入に係る障がい福祉サービスの申請書類等の変更につい
て
・1月30日開催の「鶴見区つながろう！ふれあいフェスタ」について
・区内に新規で開設したグループホームについて紹介
・事例検討会

第11回 H28.2.10 9
・区内の相談支援事業所の休止、廃止について
・生活支援コーディネーター配置事業フォーラムについて
・勉強会（計画相談支援におけるモニタリングの頻度について）

いろいろ
相談会

〃 0 ・相談なし

第12回 H28.3.9 10
・平成28年度の相談支援部会について

講演会
（区相談支
援センター

と共催）

H27.9.10 75
援助を深める事例研究の意義と方法
～対人援助のためのケースカンファレンス～

研修会
（介護保険
事業所連
絡会と共

催）

H27.9.17 105
水害発生！そのときあなたは・・・
講演：鶴見区役所　防災担当
グループワーク

講演会
（イルカの
会・社協と

共催）

H27.12.2 100
障がいのある人が地域で暮らすために
～強度行動障がいがある人の支援～

 
地
域
生
活
支
援
部
会

第1回 未開催

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
・地域団体等との連携づくり

・相談支援の提供体制の整備
・いろいろ相談会の定例開催

事
業
所
部
会

区内の障がい福祉サービス事業所
部会活動

　年3～4回

・発達障がい者支援に関する勉強会の開催
・介護保険事業者との連携づくり
・精神障がいに関する啓発活動
・部会活動の自主運営

相
談
支
援
部
会

鶴見区

（20年7月設置）

鶴見区障がい者相談支援センター
区内の特定相談支援事業所
北部障がい者就労・生活支援センター

毎月
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.5.27 20

平成27年度自立支援協議会、部会報告、障がい者何でも相談会、第1回事
業所連絡会、施設見学会、事例検討、障がい児サービス事業所情報交換
会報告、その他

第2回 H27.9.30 18

事務局報告、子育て支援室・家庭児童相談室の役割についての勉強会、
運営会議報告、各部会報告、障がい者何でも相談会、第1回事業所連絡
会・研修会報告、事例検討、今後の予定、その他

第3回 H27.12.16 14

運営会議報告、各部会報告、障がい者何でも相談会、研修会報告、事例検
討、28年度自立支援協議会、今後の予定、その他

第4回 H28.3.23 15

平成28年度自立支援協議会組織体制、開催予定案、各部会報告、障がい
者何でも相談会、事例検討、その他

第1回 H27.4.22 11

平成27年度自立支援協議会、障がい者何でも相談会、第1回事業所連絡
会、その他

第2回 H27.6.24 14

第1回事業所連絡会、障がい者何でも相談会、5月事例検討のまとめ、その
他

第3回 H27.7.22 10

第1回事業所連絡会、障がい者何でも相談会、5月事例検討のまとめ

第4回 H27.8.26 9

第2回協議会本会の内容、障がい者何でも相談会、5月事例検討のまとめ、
第2回事業所連絡会、日中活動系事業所説明会

第5回 H27.10.28 9

第3回協議会本会の内容、障がい者何でも相談会、9月事例検討のまとめ、
研修会報告、第2回事業所連絡会

第6回 H27.11.25 11

28年度自立支援協議会の組織体制、区障がい者相談支援センター運営評
価について、障がい者何でも相談会、研修会報告、第2回事業所連絡会、
「日中どこいこ?見つけるフェスタ 」について、第3回協議会本会の内容、そ
の他

第7回 H28.1.27 8

第2回事業所連絡会の内容検討

第8回 H28.2.24 9

28年度地域自立支援協議会の組織体制の検討、第2回事業所連絡会、第4
回本会に向けての確認、事例検討の振り返り

第1回 H27.7.29 39

テーマ「困りごと見つけ隊(たい)」
地域福祉支援システムの講演・あべの安心見守り隊の説明・
グループワーク

第2回 H28.2.15 33

テーマ「困りごと見つけ隊(たい)　Part2  ～"福祉事業所"×"〇〇"＝阿倍
野区福祉力の活性化」
自立支援協議会の役割や取組についての講演・グループワーク

協
議
会

年4回開催の自立支援協
議会の間の月に運営会
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
社協、阿倍野区作業所連
絡会、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
阿倍野区社会福祉協議会
阿倍野区作業所連絡会

年に8回 児童部会の設置
就労部会の検討

事
業
所
連
絡
会

区内の障がい福祉サービス事業所 年２回 地域ネットワークづくり

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
ウイングル大阪天王寺センター
クロスジョブ

年に4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）

阿倍野区

（20年5月設置）

日
中
系

説
明
会

H28.1.23 70
各事業所ブースによる説明、活動作品販売、作業体験、プロジェクタ等を使
用した舞台説明、区内日中系事業所をまとめた冊子作成、配布

区内の日中系サービス事業所 年1回

阿倍野区

（20年5月設置）

第1回 H27.9.16 54

こころのケアが必要な方とともに暮らすために
講演「精神疾患を知る～地域生活の中での理解と関わり方～」

区民
区内障がい関係機関
区内高齢関係機関

第2回 H27.11.10 45

精神障がい者を支えるネットワークづくり
講演「最近のアルコール関連問題について」
活動報告「アルコール依存症地域支援機関からの活動報告」

区内障がい関係機関
区内高齢関係機関

第3回 H27.11.26 37

精神障がい者を支えるネットワークづくり
講演「アルコール依存症の理解と支援のポイント」
事例検討会

区内障がい関係機関
区内高齢関係機関

研
修
会

阿倍野区

（20年5月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.22 13

平成27年度部会について、相談支援の現状と課題・対策の検討、各事業所
受入れ状況報告、情報交換

第2回 H27.6.24 10
相談支援の現状と課題・対策の検討、各事業所受入れ状況報告、情報交
換

第3回 H27.8.26 11
相談支援の現状と課題・対策の検討、各事業所受入れ状況報告、情報交
換

第4回 H27.10.28 9
相談支援の現状と課題・対策の検討、各事業所受入れ状況報告、情報交
換

第5回 H27.12.16 10
相談支援の現状と課題・対策の検討、各事業所受入れ状況報告、情報交
換、事例検討

第6回 H28.2.24 11
相談支援の現状と課題・対策の検討、各事業所受入れ状況報告、情報交
換、事例検討

第1回 H27.5.27 11
平成27年度企画・研修について、その他

第2回 H27.7.22 9
研修会の企画

第3回 H27.9.30 10
第1回研修会の振り返り、第2回・第3回研修会の内容

第4回 H27.11.25 10 第2回研修会の振り返り、第3回研修会の内容

第5回 H28.1.27 9 28年度企画、研修の検討

第6回 H28.3.23 10 28年度研修会step1の内容

全
体
会

第1回 H28.3.16 28

・今年度の活動について
・来年度の活動について
・協議会運営について

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
デーセンターいるか
ライフケアシヴァ
ヘルパーステーションハローワールド
南西部地域就業支援センター
住之江特別支援学校
加賀屋小学校
新北島中学校
区社協
南大阪病院

年1回 ・「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
・協議会・事業者連絡会合同研修会の開催

・協議会の本体会は１年で１回開催し、各部
会の充実を図る。
・各部会をオープン化する。

計画相談勉強会

第1回 H27.4.21 14 研修予定と各部会報告・事業所連絡会報告及び提案等

第2回 H27.6.23 12
各部会報告
防災の取組み・研修会について

第3回 H27.8.25 11
各部会報告
防災の取組み・研修会について

第4回 H27.10.27 12
各部会報告
防災の取組み・研修会について

第5回 H27.12.22 15
各部会報告
防災の取組み・研修会・生活困窮者自立支援事業について

第6回 H28.2.23 15
各部会報告・確認事項
来年度の体制について

・各部会実施報告、今後の実施計画の報告
・各部会の課題の共有
・自立支援協議会全体の取組みについて協
議

相
談
支
援
部
会

わかば　　アテナ平和「アクセス」　　四天王寺さん
めい苑
自立生活センター・ムーブメント
ピースフルケア
アミーカ
アミィ介護サービス

2か月に1回 相談支援事業所の課題共有と情報交換

研
修
部
会

わかば　　アテナ平和「アクセス」
阿倍野区社会福祉協議会　　阿倍野区作業所連
絡会
自立生活センター・ムーブメント
ウイングル大阪天王寺センター

2か月に1回 研修会の複数回実施 今年度新設

今年度新設

阿倍野区
（20年5月設置）

住之江区

（20年5月設置）

運
営
委
員
会

全体会と同じ 隔月開催
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.6.3 31 各事業者情報交換・就労支援センターの役割について

第2回 H27.7.8 28 各事業者情報交換・医療的ケアと生活支援について

第3回 H27.9.9 24 各事業者情報交換・グループホームの生活について

第4回 H27.11.11 28 各事業者情報交換・計画相談について

第5回 H28.2.4 27 各事業者情報交換・オランダの療育活動について

第6回 H28.3.9 24 各事業者情報交換

第1回 H27.4.17 12
事例検討
情報提供

第2回 H27.5.15 12
事例検討
情報提供

第3回 H27.6.19 11
事例検討
情報提供

第4回 H27.7.17 12
事例検討
情報提供

第5回 H27.8.21 10
事例検討
情報提供

第6回 H27.9.18 11
事例検討
情報提供

第7回 H27.10.16 10
事例検討
情報提供

第8回 H27.11.20 9
事例検討
情報提供

第9回 H27.12.18 9
事例検討
情報提供

第10回 H28.1.15 13
事例検討
情報提供

第11回 H28.2.19 8
事例検討
情報提供

第12回 H28.3.18 8
事例検討
情報提供

第1回 H27.5.19 8
事例検討
情報提供

第2回 H27.7.21 10
事例検討
情報提供

第3回 H27.9.15 8
事例検討
情報提供

第4回 H27.11.17 8
事例検討
情報提供

第5回 H28.1.19 10
事例検討
情報提供

第6回 H28.3.15 10
事例検討
情報提供

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

子
ど
も
部
会

居宅介護事業所
住之江特別支援学校
南港緑小学校
真住中学校
住之江保育園
けあ工房夢いろ
ネットワーク推進員
敷津浦学園
NPO法人み・らいず
放課後等デイサービスひかり
障がい児相談支援事業所トゥインクル
障がい児余暇支援センターじらふ
こころ生き

隔月開催 ・研修会開催

毎月 ・講演会開催

精
神
保
健
福
祉
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部
会

こころの相談ネット　ふうが
区社協
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
ライフケア・シヴァ
田村会クリニック
ヘルプセンターとらいず
ブルーム北加賀屋
自立生活夢宙センター
ケアプランセンターかがや
加賀屋・粉浜地域包括センター

住之江区

（20年5月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.10 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第2回 H27.5.8 19 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第3回 H27.6.12 22 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第4回 H27.7.10 19 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第5回 H27.8.7 13 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第6回 H27.9.11 15 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第7回 H27.10.9 18 「障がい者・高齢者何でも相談【南港開催】」後ケース検討会

第8回 H27.11.13 17 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第9回 H27.12.11 18 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第10回 H28.1.8 20 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第11回 H28.2.12 20 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第12回 H28.3.11 24 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第1回 H27.10.16 45 相談支援勉強会

第2回 H27.12.22 50 相談支援勉強会

第3回 H28.2.19 18 相談支援研修会「制度を知ろう！①生活保護」

当
事

者
部

会 第１回 H27.4.28 7 自立生活セミナー「住之江から差別をなくしていこう！」
居宅介護事業所（当事者）　　等 随時開催

生きがいネット
ワークづくり 第1回 H27.5.23 約1万 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

就
労
支
援
部
会

第1回 H27.12.17 約50 住之江区作業所合同説明会＆交流会

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
就労移行支援等各事業所

随時開催

第1回 H27.6.22 15 H26活動報告、会計報告、H27活動方針、予算案について

第2回 H27.11.25 13
H27上半期の活動報告、H27下半期の活動方針、住吉区障がい者相談
支援センター評価について

第1回 H27.4.22 10 経過報告と総会・事業所連絡会(研修会)の開催について

第2回 H27.5.27 12 経過報告と総会・事業所連絡会(研修会)の開催について

第3回 H27.6.24 8 経過と総会・事業所連絡会(研修会)の報告について

第4回 H27.7.22 7 　経過報告、情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催について

第5回 H27.8.26 12 　経過報告、情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催について

第6回 H27.10.28 9
　経過報告、総会の開催・情報冊子作成・事業所連絡会(研修会)の開催に
ついて

第7回 H27.12.16 10 　経過及び総会の報告、事業所連絡会(研修会)の開催について

・「障がい者・高齢者何でも相談」開催

浅香障がい者会館
住吉総合福祉センター
学識経験者
ハローワーク阿倍野
住吉区身体障がい者団体協議会
住吉区社会福祉協議会
自立生活センターまいど
南西部地域障がい者就業・生活支援センター
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
・障がい者の暮らし何でも相談会開催
・障がい者福祉サービスにかかる情報冊子
の作成

総
会

随時開催
住之江区

（20年5月設置）

住吉区

（20年4月設置）

事
務
局
会
議

毎月開催

総
合
相
談
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部
会

「
相
談
支
援
連
絡
会

」

各相談支援事業所（指定・委託）
居宅介護事業所
作業所　　等

総
合
相
談
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部
会

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
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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8回 H28.1.27 10 　経過報告、事業所連絡会(研修会)の開催について

第9回 H28.2.24 11 　経過及び事業所連絡会(研修会)の報告について

第10回 H28.3.23 10 　経過報告、次年度の活動方針について

第1回 H27.4.3 21 事例検討、情報交換

第2回 H27.5.1 16 事例検討、情報交換

第3回 H27.6.5 18 事例検討、情報交換

第4回 H27.7.3 17 事例検討、情報交換

第5回 H27.8.7 15 事例検討、情報交換

第6回 H27.9.4 16 事例検討、情報交換

第7回 H27.10.2 15 事例検討、情報交換

第8回 H27.11.6 13 事例検討、情報交換

第9回 H27.12.4 10 事例検討、情報交換

第10回 H28.1.8 20 事例検討、情報交換

第11回 H28.2.5 18 事例検討、情報交換

第12回 H28.3.4 11 総括

第1回 H27.5.26 22 事例検討、情報交換

第2回 H27.7.28 19 事例検討、情報交換

第3回 H27.10.26 24 研修会「ひきこもり回復のためのアプローチ」

第4回 H28.1.22 65 研修会「アディクションの理解と支援」

第5回 H28.3.22 18 事例検討、情報交換

浅香障がい者会館
住吉総合福祉センター
学識経験者
ハローワーク阿倍野
住吉区身体障がい者団体協議会
住吉区社会福祉協議会
自立生活センターまいど
南西部地域障がい者就業・生活支援センター
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 ・研修会の開催

・ホームページの活用
・障がい者の暮らし何でも相談会開催
・障がい者福祉サービスにかかる情報冊子
の作成

事
例
検
討
会
議

浅香障がい者会館
住吉総合福祉センター
住吉区社会福祉協議会
自立生活センターまいど
南西部地域障がい者就業・生活支援センター
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
区生活支援課
区精神保健福祉相談員
住吉区包括支援センターCSW
区保健福祉課
学識経験者

毎月開催

定例会奇数
月開催

浅香障がい者会館、こころの相談ネット　ふうが、
リカバリハウスいちご、住吉野菊の会作業所、コ
ロたま倶楽部、たばたクリニック、こころクリニッ
ク、大阪府立急性期・総合医療センター、南西部
地域障がい者就業・生活支援センター、大阪市障
がい者就業・生活支援センター中央センター、社
会福祉協議会、デューン南大阪、訪問看護ステー
ション結、訪問看護ステーションみのり、あい介護
サービス、まいど、ヘルプセンターホップ、ファ
ニー介護サービス、あとち倶楽部、アイケアセン
ター住吉、ソラスト帝塚山、やまざくら介護セン
ター、区保健福祉課

精
神
保
健
福
祉
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
会

議

住吉区
（20年4月設置）

事
務
局
会
議

毎月開催
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.16 16 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第2回 H27.5.21 17 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第3回 H27.6.18 17 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第4回 H27.8.20 13 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第5回 H27.9.17 12 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第6回 H27.10.15 17 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第7回 H27.11.26 18 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第8回 H28.1.15 18 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第9回 H28.2.18 17 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第10回 H28.3.17 20 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第1回 H27.12.24 7 部会の発足、今後の運営について

第2回 H28.1.25 7 支援員・世話人の研修について

第3回 H28.3.18 7 グループホーム見学（スプリンクラー設置状況調査）

第1回 H27.6.22 45 高齢の親と障がいを持つ子の家族支援について

第2回 H27.9.16 50 障がい者のボランティア活動について

第3回 H27.11.25 35 精神障がい者の支援について考える

第4回 H28.2.8 35 はたらくってどういうこと？

第1回 H27.4.27 17

・委員の承認について
・平成２６年度事業報告について
・平成２７年度事業計画について　他

第2回 H27.8.13 12

・委員の承認について
・とんフェスについて
・平成２８年度事業計画について　他

第3回 H27.11.13 14

・平成２７年度事業報告
・東住吉区相談支援センターの自己評価
・地域課題について　他

第4回 H28.2.16 13

・平成27年度事業報告
・本会議の運営について
・地域課題について
・要綱改正　他

今年度新設

自立生活センターまいど
こころの相談ネットふうが
相談支援センター優美
相談支援事業所アトラス
よさみ野障害者作業所
ケアステーションネリネ
みつば相談支援センター
へるぷふるplan
あい介護サービス
こころ生き
エルケア住吉
フラワー介護センター
区保健福祉課

毎月開催

｢計画相談
部会｣から
名称変更

相
談
支
援
部
会

区内障がい福祉サービス事業所

年4回開催

事業所向け研修会開催
　※区民の参加も可能

グ
ル
ー

プ

ホ
ー

ム
部

会

自立生活センター・ナビ
今林の里
地域活動支援センター・もくれん
リカバリハウスいちご
てぃんがーら
大阪市こども相談センター
大阪市心身障がい者リハビリテーションセンター
東住吉区社会福祉協議会
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

・支援困難ケースの検討
・相談支援部会での活動
・子ども部会での活動
・事業所連絡会の開催
・社会資源マップ更新
・公開セミナー
・障がい福祉相談会の開催

住吉区
（20年4月設置）

東住吉区

（20年3月設置）

本
会
議

・本会議は年
４回開催

・事務局会議
はほぼ毎月

開催
・拡大相談支
援部会は事
務局会議と
同日開催

・子ども部会
は年４回開

催
・日中活動系
事業所連絡
会は年３回
程度開催

事
業
所
連
絡
会

(

研
修
会

)

区内グループホーム事業所

随時開催
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.4.6 10

・平成２６年度活動報告
・本会議での報告内容について　他

第2回 H27.5.11 8

・各活動報告
・日中活動連絡会の共同開催要請について　他

第3回 H27.6.8 10
・各活動報告
・とんフェスについて　他

第4回 H27.7.6 9
・各活動報告
・とんフェスについて　他

第5回 H27.8.3 8
・本会議での議題について
・とんフェスについて　他

第6回 H27.9.7 7
・とんフェスについて
・本会議について　他

第7回 H27.10.5 10
・各活動報告
・区民フェスティバルについて　他

第8回 H27.11.9 8
・各活動報告
・地域課題について
・本会議について　他

第9回 H27.12.7 9
・各活動報告
・地域課題について
・本会議の運営について　他

第10回 H28.1.4 9
・地域課題について
・本会議の運営について
・防災について　他

第11回 H28.2.1 9
・各活動報告
・地域課題について
・会議の運営について　他

第12回 H28.3.7 7
・活動報告
・地域課題について
・会議の運営について　他

・支援困難ケースの検討
・相談支援部会での活動
・子ども部会での活動
・事業所連絡会の開催
・社会資源マップ更新
・公開セミナー
・障がい福祉相談会の開催

自立生活センター・ナビ
今林の里
地域活動支援センター・もくれん
リカバリハウスいちご
てぃんがーら
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

東住吉区
（20年3月設置）

・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

事
務
局
会
議
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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

毎週月曜
事例検討、選定会議　他
拡大部会は事務局会議と同日開催

第1回 H27.5.22 17 ・研修会（就業・生活支援センターとの連携について）

第2回 H27.7.24 15 ・研修会（エルムおおさかとの連携について）

第3回 H27.9.9 25 ・研修会（精神科医による精神疾患についての基礎知識について）

第4回 H27.11.18 18 ・研修会(成年後見について)

第5回 H28.3.7 15 ・研修会(包括支援センターとの連携について)

第1回 H27.5.20 30
・制度説明会（児童福祉の制度と実際について）
・事例報告　他

第2回 H27.8.5 38
・生活保護制度学習会
・事例報告　他

第3回 H27.11.11 27
・講演会（「キャッチ＆フォロー事業」について）
・事例報告　他

第4回 H28.2.10 34 ・学習会（「横」の連携をどう作っていくか　～サポートブックを活用して）

第1回 H27.6.16 126 ・3区合同事業所説明会

第2回 H27.7.23 24 ・学習会（法改正と地域の日中活動について）

第3回 H27.11.20 20
・事業所見学会
・グループワーク

第1回 H27.6.30 30 ・研修会　（障がい福祉サービス支給決定までのプロセスと報酬改定につい
て）

第2回 H28.2.18 21 ・ケース検討

第1回 H27.9.5 ― ・区障がい者自立支援フェスティバル（とんフェス）で実施

第2回 H27.10.18 ― ・区民フェスティバルで実施

そ
の
他

とんフェ
ス

H27.9.5 235
・障がい当事者による講演、パフォーマンス
・日中活動系事業所合同説明会　他

全体会 第1回 H27.5.22 90
設置要綱改正
・26年度活動報告　　・27年度活動予定

区内の障がい福祉サービス事業所 年1～2回

第1回 H27.4.24 20

協議会の組織編成や部会設置について
今後の運営方法等

第2回 H27.7.24 20
協議会の組織編成や部会設置について
今後の運営方法等

第3回 H27.10.23 20
協議会の組織編成や部会設置について
今後の運営方法等

第4回 H28.1.29 20

協議会の組織編成や部会設置について
今後の運営方法等

第1回 H27.4.17 15 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第2回 H27.5.15 17 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第3回 H27.6.19 15 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第4回 H27.7.17 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第5回 H27.8.21 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第6回 H27.9.18 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第7回 H27.10.16 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第8回 H27.11.20 20 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第9回 H27.12.18 20 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第10回 H28.1.15 20 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第11回 H28.2.19 20 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第12回 H28.3.18 20 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
第13回 H28.3.22 20 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

相
談
支
援
部
会

子
ど
も
部
会

日
中
活
動
系

連
絡
会

区内日中活動系事業所

訪
問
系

連
絡
会

区内訪問系サービス事業所

相
談
会

区内障がい児通所事業所・保育所・幼稚園・小中
学校・特別支援学校等

区内相談支援事業所

・支援困難ケースの検討
・相談支援部会での活動
・子ども部会での活動
・事業所連絡会の開催
・社会資源マップ更新
・公開セミナー
・障がい福祉相談会の開催

本
会
議

区障がい者相談支援センター
区社会福祉協議会
南部就労支援センター
地域活動支援センターもくれん
区内相談支援事業所
区内障がい福祉サービス事業所

２ヶ月に1度
（事前に事務

局会議）

事例検討（事例紹介）
情報交換
設置要綱改定
ホームページの更新

当事者参加による協議
各種部会設置（当事者部
会、こども部会等）

相
談
事
業
部
会

区障がい者相談支援センター
区社会福祉協議会
区内の相談支援事業所
南部就労支援センター
地域活動支援センターもくれん

毎月開催 ・近況報告、情報交換、意見交換、事例検討等
・障害年金診断書作成依頼時に医師に提供する
資料作成例
・相談支援センターから障害者虐待啓発用配布物
配布
・職業リハビリテーションセンター総合相談室につ
いて
・日中活動部会における事業所説明会での相談
ブース設置
・東住吉特別支援学校H27年度学校要覧配布
・平野区障がい者相談支援センター運営評価
・「支給決定事務の手引き」の配布
・地域包括支援センターとの連絡会
・生活保護就労支援について
・大阪府立東住吉支援学校について

・近況報告、情報交換、意見
交換、事例検討等

東住吉区
（20年3月設置）

平野区
（20年2月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.5.25 13 情報交換等

第2回 H27.6.16 17 通所事業所説明会開催

第3回 H27.8.19 17 情報交換等

第4回 H27.11.19 15 情報交換等

第5回 H28.2.17 10 情報交換等

第1回 H27.5.22 19 多様化する相談窓口（くらしサポートセンター・見守り相談室）
第2回 H27.7.24 21 依存からの回復－薬物依存を中心に(大阪マック)
第3回 H27.9.25 19 大念仏寺社会事業団の取り組みから学ぶ
第4回 H27.11.27 29 障害年金これだけは知っておきたい基本のキ(前篇)
第5回 H28.1.22 20 障害年金これだけは知っておきたい基本のキ(中篇)
第6回 H28.3.25 20 障害年金これだけは知っておきたい基本のキ(後篇)

居宅事業部会
（準備会）

第1回 H27.12.21 8 準備会

区内の居宅介護事業所 ２～３カ月おき

・部会設置のための準備会の開催
・定例会、意見交換交
流会等
・グループワーク

事業所部会設置
検討委員会

審
議
部
会

第1回 H27.7.13 19

設置要綱改正について
平成２６年度活動報告（開催状況、課題・制度的問題まとめ）
平成２７年度活動計画

障がい福祉の関係機関の代表者等
（各部会の機関含む）

「全体会」か
ら名称変更

第1回 H27.4.21 23
平成２７年度計画
平成26年度部会で明らかになった課題・制度的問題

第2回 H27.5.29 25 事例紹介「地域移行支援について」地域生活支援センターサワサワより
第3回 H27.6.23 24 事例検討　生活援助分館３グループより

第4回 H27.9.24 24
「生活困窮者支援制度「はぎサポート」について」区生活支援担当より
事例紹介「あんしんサポート制度について」区社会福祉協議会より

第5回 H27.11 48

フィールドワーク
第１回 11/5　総合就労支援福祉施設にしなりWing見学
第２回 11/11 小谷クリニック・釜ヶ崎ストロームの家見学
第３回 11/18 グループホームあいえる・生活介護事業所ウィル見学

第6回 H27.11.24 37
「保健師による結核についての講和」区地域保健活動担当より
区障がい者相談支援センターの事業評価

第7回 H28.2.25 19
事例検討「高齢者と障がい者の複合世帯について」西成区障がい者支援セ
ンターより

第8回 H28.3.22 22 平成27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

＊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

精
神
障
害
者
部
会

＊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います。参加
人数は２部会の合計を記載しています。

ひきふね
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
西成さつき家族会
ふれあいの里
中部障がい者就業・生活支援センター
地域福祉アクションプラン推進委員会
釜ヶ崎支援機構
西成区社会福祉協議会
コスモスクリニック
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

依存症についての継続し
た研修会

部会以外の活
動
①第19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27年11月
14日（土）
・フェスティバル
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

身
体
・
知
的
障
害
者
専
門
部
会

第一博愛
第二博愛
いまみや
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
社会福祉協議会
区内相談支援事業所
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

１～２カ月に
1回開催

事例検討
社会資源把握

日中活動系事業所の連
絡会・情報交換会

・障害福祉サービス事業所を
中心とした研修
・障害福祉サービスについて
の啓発活動（教育機関等へ
の研修、当事者の声の発信）

廃止

日
中
活
動
部
会

区内の日中活動系事業所他 ２～３カ月おき ・定例会、前年度活動報告、意見交換交流会等
・通所事業所説明会開催
・障がい者福祉施設における販売事業を盛り上げ
ていく為のヒント
・販路拡大の為の取組みの紹介と販売情報の提
供
・福祉施設の販売活動とまちづくりの活動との連
携について
・生活介護事業所について知ろう
・平野本町通商店街の空き店舗について

・定例会、意見交換交流会等
・通所事業所説明会

研
修
部
会

区内の障がい福祉サービス事業所他 隔月開催 主な議題に記載のテーマにより障害福祉
サービス事業所を中心に研修を実施

平野区
（20年2月設置）

西成区

（20年3月設置）
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平成２７年度　各区地域自立支援協議会開催状況 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 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 H27.8.26 86

障がいのある刑余者支援について
講師：大阪保護観察所 社会復帰調整官 金田　健治 氏

第2回 H28.1.13 119

精神疾患のある方への対応について～事例から学ぶ～
第1部　研修会
講師：たにメンタルクリニック　谷　宗英 医師
第2部　分科会
統合失調症部会：講師　ふれあいの里 八藤　博之 氏
発達障がい部会：講師　ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾂ福祉協会 麻生　留里子 氏
アルコール依存症部会：講師 小谷クリニック 山本 哲也 氏

教
育
部
会

第1回

未実施 橘小学校　　鶴見橋中学校　　ヒューマンライツ福祉協
会　　西成人権協会　　こども相談センター　　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　　教育委員会インクルーシブ
教育推進担当

随時開催

第1回 H27.4.17 12 ・平成２７年度の開催方法について

第２回 H27.5.19 13
・要望提言書について
・研修会について

第３回 H27.6.19 12
・審議部会について
・提言書について

第４回 H27.7.17 10 ・審議部会について(振り返り）　・事例検討のありかたについて
・研修会について

第５回 H27.8.21 11
・研修会について　・専門部会の事例検討について
・フィールドワークについて

第６回 H27.9.18 10 ・フィールドワークについて　・事例検討のありかたについて
・研修会アンケート分析　・区相談の事業評価について　など

第７回 H27.10.16 12 ・フィールドワークについて　・研修会について
・（総務課より）障がい者支援事業所へのクリスマス飾り依頼について

第８回 H27.11.20 12
・研修会および分科会について　・区地域支援システム図について
・フィールドワーク振り返り

第９回 H27.12.18 13
・研修会および分科会について　・区地域支援システム図について
・専門部会の事例検討について　・マイナンバー制度情報提供

第１０回 H28.1.15 9
・研修会および分科会アンケート分析　・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度情報提供
・来年度の専門部会等の体制について

第１１回 H28.2.19 休会
第１２回 H28.3.18 11 ・平成28年度の運営について　　・教育部会について

検
討
部
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 「検討会」か
ら名称変更

合
同
研
修
会

西成区福祉事業者連絡会・生活保護ケース
ワーカーとの合同研修

西成区

（20年3月設置）
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