
平成28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

2 ★こども 3 生野 4 5 相談支援事業者連絡会 13

★生活就労 1 6 相談支援 6

4 4 事業所 3 こども 6

相談支援 4 仕事 1

こども 4 12 12 地域活動 12

地域当事者 5 相談支援 11

5 11 ヘルパー事業所 3 居宅介護 10

日中活動系事業所 3 就労 11

相談事業所連絡会 7 児童 9

6 11 相談支援事業所 12 当事者 11

居宅介護事業 6 地域生活 8

こども 9 1 事業所 1

★相談員 5 相談支援 12

★グループホーム 6 地域生活支援 0

4 相談支援 4 4 10 事業所連絡会 2

児童 3 相談支援 6

★日中活動系 2 研修 6

西 3 7 相談支援 12 1 6 事業者連絡会 6

港 4 7 相談支援事業所連絡会 12 総合相談ネットワーク 12

大正 6 計画相談支援事業所連絡会 12 精神保健福祉ネットワーク 12

6 5 計画相談支援 2 こども 6

就労支援 1 就労支援 1

★子ども 3 当事者 6

5 ヘルパー事業所 2 2 12 事業所連絡会 4

★計画相談支援 4 事例検討会議 11

7 相談支援事業所 21 相談支援 11

生活・就労 12 精神保健福祉ネットワーク 6

こども 10 グループホーム 5

居宅支援事業所 3 4 12 相談支援 45

12 身体障がい者 8 日中活動系連絡会 3

知的障がい者 12 訪問系連絡会 0

精神保健福祉 11 こども 4

相談支援 12 1 5 相談事業 12

居宅介護事業所支援 4 日中活動 3

就労支援 6 研修 6

こども支援 7 ★居宅事業 4

6 6 相談支援 12 1 身体・知的障がい者専門 10

居宅介護事業所 11
精神障がい者
（身体・知的部会と合同開催） (10)

こども 12 検討 12

精神保健福祉 12 教育 0

★就労支援 10

12 障がい者支援連絡協議会 13

相談支援 12

※部会名の★は、平成28年度新設を示す
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.5.11 15

前年度の報告
今年度の運営計画
部会の設置
区障がい者相談支援センター運営評価

第２回 H28.7.13 15
部会開催報告
就労系福祉サービス事業体験説明会報告

第１回 H28.6.24 19

・ニーズ調査の振り返りと自立支援協議会の説明
・各班に分かれて自己紹介と話し合い
　　部会で取り組みたい課題とは
　　事業所間の情報共有の手段について
・幹事団の選出

第２回 H28.11.15 17
・情報共有にむけてメーリングリストの作成
・事業所の自己紹介タイム

第３回 H29.1.18 16
・各事業所の課題について
・個人情報の取り扱いについて

生活就労部会 第１回 H28.6.20 48

・ニーズ調査の振り返りと自立支援協議会の説明
・各班に分かれて自己紹介と話し合い
　　サービス種別の課題について
・次回以降の幹事団選出について説明と依頼

区内の事業所34
(相談支援・生活介護・共同生活援助・自立訓練・
居宅介護・就労移行支援・就労A・就労B・児童発
達支援・放課後等デイサービス)
協議会委員3

年1回開催

各事業所の紹介と課題共有をした。 ・幹事等中心になるメン
バーの選定
・障がい者のよりよい生活
のために事業所ができる
ことについて共通認識を
持つ

★今年度新設

第１回 H28.5.10 15
・昨年度の振り返り、今年度の取り組み
・区障がい者相談支援センター運営評価について

第２回 H28.8.9 14
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第３回 H28.11.8 12
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第４回 H29.2.14 13
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第１回 H28.4.19 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
・各部会からの報告

第２回 H28.7.19 6
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第３回 H28.10.18 6
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第４回 H29.1.17 6
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第１回 H28.6.16 4 事例検討

第２回 H28.8.18 39 事業所部会との合同研修会

第３回 H28.12.12 5 事例検討

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
府立思斉支援学校
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3回開催

・部会（こども部会・生活就労部会）を設置し、
各福祉サービスごとの課題討議・情報交換を
した。

自主運営に向けて要綱の
見直しをする
部会と協議会の連携方法
について討議する

こども部会

区内の事業所13
(相談支援・障がい児入所・居宅介護・児童発達
支援・放課後等デイサービス)
協議会委員4

年3回開催

各事業所の紹介と課題共有をした。 ・事業所以外の機関や組
織との連携

★今年度新設

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
児童発達支援センター こども発達サポートステー
ションそれいゆ
㈱都島ナース

年4回開催

全体会議の前月に開催し、各部会・委員から
の報告の確認、協議会の運営について協議
する

自立生活センター あるる
身体障がい者相談員
生活介護事業所 あかまつ園
児童発達支援センター こども発達サポートステー
ションそれいゆ
地域活動支援センターこころの相談室リーフ
大阪市北部障がい者就業・生活支援センター
区内の相談支援事業所
区保健福祉センター（地域活動担当）

・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、事例検討、
研修会の開催

相
談
支
援
部
会

都島区

(20年4月設置）

年4回開催

各部会での取り組みに重点を置き、協議会
（全体会議）では情報共有を行う

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
大阪市北部障がい者就業・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
児童発達支援センター こども発達サポートステー
ションそれいゆ
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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

相
談
支

援
部
会

第４回 H29.3.16 8 事例検討

第１回 H28.4.12 10
交流会開催に向けた検討
災害時アンケートの検討、作成

第２回 H28.7.12 10
交流会開催に向けた検討
災害時アンケートの検討、作成

第３回 H28.10.11 10 交流会開催に向けた検討

第４回 H28.10.22 60 交流会「みんなでつながる地域の輪」の開催

第５回 H29.1.10 10 災害時アンケートのとりまとめ

第１回 H28.8.18 39
・研修会の開催
　　テーマ「精神障がい者の支援について」
　　　　　　　～生活支援に関すること、社会資源に関すること～

第２回 H29.1.26 26
・研修会の開催
　　テーマ「家庭でできる防災対策について」

第３回 H29.3.14 24
・研修会の開催
　　テーマ「人材確保・人材育成について考えてみませんか？」

第１回 H28.4.8 8 ・今年度事業計画について

第２回 H28.6.21 8 ・事業所見学会

第３回 H28.8.2 25 ・講演会「学童期における障がい児の支援」

第４回 H29.1.14 14
・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 H28.5.24 17

・関係機関紹介
・28年度事業計画
・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　他

第２回 H28.7.12 17
・１０月２９日（土）開催　区民まつり打合せ
・関係機関紹介
・活動方針にかかる進捗状況報告

第３回 H28.9.13 30 ・防災研修・ワークショップ（各部会からの参加者あり）

第４回 H28.11.8 18
・区民まつり事業報告
・各機関の情報交換
・障がい者週間の取組み

第5回 H29.2.14 17
・3月25日　福島区人権啓発推進協議会での障がい者体験等の取組み
・事例検討、まとめ、次年度計画　等

福島区

(20年2月設置）

児童発達支援センター こども発達サポートステー
ションそれいゆ
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
にじいろ
桜の宮ほっと
つみき箱
絆
キッズスクールピース
にじいろキッズ

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
・災害時に係るアンケートの実施

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
都島区聴言障害者協会
就労継続支援Ｂ型事業所 とどまつ園
就労移行支援事業所 きょうばし
区社協
区保健福祉センター（生活支援担当）

地
域
当
事
者
部
会

年4回開催

5・7・9・11・2月の第２火曜日に開催
9月開催の協議会は、大阪市危機管理室、区
防災担当に依頼し、防災研修会を開催
10月区民まつり参加
H29年3月人権啓発推進協議会と連携したイ
ベントを開催

・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）
・大阪市西部地域障がい者就業・生活支援セ
ンター連絡調整会議に参加（年2回）

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
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
協
議
会

都島区

(20年4月設置） 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

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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.5.9 5
学齢期の障がい児への障害者総合支援法の情報提供、制度の周知につい
ての取組みについて
情報交換

第２回 H28.5.18 5
第1回協議会打ち合わせ
委員の選定について
情報交換

第３回 H28.6.9 4
学齢期の障がい児への障害者総合支援法の情報提供、制度の周知につい
ての取組み

第４回 H28.7.7 5
第2回協議会打ち合わせ
情報交換

第５回 H28.8.4 10 市危機管理室、区防災担当との防災研修の打合せ（１回目）

第６回 H28.8.8 5
第3回協議会打ち合わせ（防災研修会の組み立て）
情報交換

第７回 H28.9.6 10 市危機管理室、区防災担当との防災研修の打合せ（２回目）

第８回 H28.9.7 5
第3回協議会打ち合わせ（防災研修会の具体的な進め方の確認）
情報交換

第９回 H28.10.17 5
区民まつりでの取組みと当日のスケジュール打合せ
情報交換

第10回 H28.11.7 5
第4回協議会打ち合わせ、障がい者週間の取組み
情報交換

第11回 H29.1.18 5
第5回協議会打ち合わせ
人権啓発推進協議会事業「ヒューマンシアター」との連携した取組みについて
情報交換

第１回 H28.6.9 3 今年度の協議会の活動方針の説明と学校関係者との協力依頼

吉野小学校　教頭
区保健福祉課

第２回 H28.10.11 13
区小学校長会において、相談支援先の周知ポスター掲示依頼と協議会の取
組みについての説明

区内小学校長
区企画総務課
区保健福祉課

第３回 H29.1.13 3 区特別支援学級コーディネーター連絡会での事前打合せ

吉野小学校　区特別支援教育コーディネーター
区保健福祉課

第４回 H29.1.23 20
区特別支援学級コーディネーター連絡会に参加し、中学校、幼稚園での相談
支援先の周知ポスター掲示依頼と学齢期の障がい児への障害者総合支援
法の情報提供、精度の周知と連携体制の提案

区内市立中・小・幼　特別支援教育コーディネー
ター（15校）
大阪市教育委員会事務局特別支援担当指導主
事
西淀川支援学校
難波支援学校
区保健福祉課

第１回 H28.6.27 11
「障害者差別解消法」の取組み
区地域自立支援協議会（第１回）報告
情報交換

第２回 H28.12.13 18 「見守りネットワーク強化事業」について

福島区

(20年2月設置）

運
営
委
員
会

区障がい者相談支援センター、区保健福祉課
第5回、第7回は市危機管理室、区市民協働課
（防災担当）参加

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
・障害者総合支援法と介護保険法の適用関
係について

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
取
組
み

随時参加

今年度の活動方針の実現に向けて、協議会
議長（区障がい者相談支援センター）と事務
局（区保健福祉課）が検討会議、打合せ等を
実施

年11回開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

ヘ
ル

パ
ー

事

業
所
部

会 第３回 H29.3.15 5
コミュニケーションについて
情報交換

年３回開催

第１回 H28.6.27 11

区地域自立支援協議会（第１回）報告
今年度の動きについて
ガイドブックづくり
事業所説明会
情報交換

第２回 H28.11.29 6

第4回　自立支援協議会　報告
事業所説明会について
日中活動系サービス事業所研修会について
情報交換

第３回 H29.2.27 7
今年度活動報告及び来年度の計画について
情報交換

第１回 H28.4.22 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第２回 H28.5.27 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第３回 H28.6.24 7 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第４回 H28.7.22 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第５回 H28.8.26 8 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第６回 H28.9.23 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第７回 H28.10.28 7 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第８回 H27.10.29 6 「区民まつり」高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第９回 H28.11.25 4 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第10回 H29.1.27 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第11回 H29.2.11 2 区社協「あいあいまつり」高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第12回 H29.2.24 4 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第13回 H29.3.24 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第１回 H28.6.27 8
連絡会の在り方
情報提供
情報交換

第２回 H28.8.29 10
区内の相談支援体制について
情報提供
情報交換

福島区

(20年2月設置）

相
談
事
業
所
連
絡
会

福島区障がい者相談支援センター
区内及び近隣区の指定相談支援事業所

相談支援事業所の連絡会に加え、10月から
計画相談選定会議を同時開催

10月から毎
月開催

日
中
活
動
系
事
業
所
部
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
・相談事業所連絡会からの事業所説明につ
いて

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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.10.17 10
第1回　計画相談事業者選定会議
相談支援事業所連絡会

第４回 H28.11.15 7
第２回　計画相談事業者選定会議
相談支援事業所連絡会

第５回 H28.12.13 7
１２月　計画相談事業者選定会議
相談支援事業所連絡会

第６回 H29.1.17 9
１月　計画相談事業者選定会議
相談支援事業所連絡会

第７回 H29.2.23 45
相談支援事業所研修会
（此花区・西区・港区・大正区・西淀川区・西成区・福島区自立支援協議会合
同開催）

利用者のための地域連携、スタッフ連携の強
化について　（全２回）の第１回

区民まつ
り

H28.10.29 15
障がいのある方の作品展
「障害者差別解消法」施行にかかる周知及び啓発
ミニ相談会

区自立支援協議会メンバー

年１回

来場者　27,000人
コーナーに500人以上来場者あり

障がい
者週間

H28.12.3～9 4
障がいのある方の作品展
「障害者差別解消法」施行にかかる周知及び啓発

区自立支援協議会メンバー

年１回

区役所ロビーを活用した取組み
区役所来庁者にアピール

「ヒュー
マンシア

ター」
H29.3.25 10

障がい者体験
障がいのある方の作品展
「障害者差別解消法」施行にかかる周知及び啓発

区自立支援協議会メンバー

年１回

区人権啓発推進協議会主催イベントに参加
協力
来場者　約400人

第１回 H28.5.11 20

・区役所人事異動に伴うあいさつ
・区障がい者相談支援センター所長あいさつ
・自己紹介
・委員長の選任及び就任のあいさつについて
・部会の活動報告
・地域との連携について
・グリーンハウスの閉鎖について
・区障がい者相談支援センターの運営評価
・障がいを理由とする差別に関する相談窓口について
・自立支援相談窓口の業務について
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換

第２回 H28.7.13 16

・部会の活動報告
・地域との連携について
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・区内の支援状況についての情報交換
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換

第３回 H28.9.14 22

・部会の活動報告
・地域との連携について
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・精神保健福祉普及啓発講座について
・大正区地域自立支援協議会主催研修会共催依頼について
・区内の支援状況についての情報交換
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換

第４回 H28.11.9 18

・大阪市基幹相談支援センター副所長あいさつ
・部会の活動報告
・地域との連携について
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・精神保健福祉普及啓発講座の報告
・区内の支援状況についての情報交換
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換

そ
の
他

（
行
事
と
連
携
し
た
取
組

み

）

福島区

(20年2月設置）

相
談
事
業
所
連
絡
会

此花区

(20年3月設置）

区
協
議
会

（
本
会

）

○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）
　　「就労クリエイターHOPE」（就労継続支援A型）
　　「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」
・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・精神保健
福祉相談員等）

奇数月
第２水曜日
１４：００～

（於：区役所）

・部会の活動報告
・地域との連携について
・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

・障がい福祉サービスに
つながっていない方を一
人でも多く支援できるよう
に
・地域において障がいに
ついての理解を深める
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H29.1.11 23

区役所保健福祉課長あいさつ
今回から参加する委員の紹介
・部会の活動報告
・地域との連携について
・7区自立支援協議会合同研修会について
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・区内の支援状況についての情報交換
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換

第６回 H29.3.8 20

・部会の活動報告
・地域との連携について
・7区自立支援協議会合同研修会について
・区障がい者相談支援センターの活動報告
・区内の支援状況についての情報交換
・各委員からの報告・案内・情報提供・意見交換

第１回 H28.4.20 8
・本会（次回）の議案の検討・検証
・今後のスケジュールについて

第２回 H28.5.18 6
・本会（前回）の議事録作成
・今後のスケジュールについて

第３回 H28.6.15 7
・本会（前回）の議事録確認
・本会（次回）の議案の検討・検証
・今後のスケジュールについて

第４回 H28.8.3 6
・本会（前回）の議事録作成
・本会（次回）の議案の検討・検証
・今後のスケジュールについて

第５回 H28.9.21 4
・本会（前回）の議事録作成
・今後のスケジュールについて

第６回 H28.10.19 8
・本会（次回）の議案の検討・検証
・今後のスケジュールについて

第７回 H28.11.16 9
・本会（前回）の議事録作成
・今後のスケジュールについて

第８回 H28.12.21 10
・本会（次回）の議案の検討・検証
・今後のスケジュールについて

第９回 H29.1.18 9
・本会（前回）の議事録作成
・今後のスケジュールについて

第10回 H29.2.15 11
・本会（次回）の議案の検討・検証
・今後のスケジュールについて

第11回 H29.3.15 9
・本会（前回）の議事録作成
・今後のスケジュールについて

第１回 H28.4.21 15

・障がい者差別解消法に関して
・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２回 H28.5.19 12
・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

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」
・相談員部会代表（区身体障がい者連合会長）
・こども部会代表「アイリー」
・グループホーム部会代表「ちどり」
・区社会福祉協議会
・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

此花区

(20年3月設置）

区
協
議
会

（
本
会

）

奇数月
第２水曜日
１４：００～

（於：区役所）

・本会の議案、議事録の
検討
・各部会長の参加、情報
交換

相
談
支
援
事
業
所
部
会

（
定
例
会

）

・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（他区応援を含む）
　此花区　「よつば」・「すてっぷ」・「ひなた」
　　「ふるさと」・「葵」・「伝法」・「さくら」（第7回～）
　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」
　福島区「りんく」（第4回～）
・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

・各事業所での困難事例
についての意見交換
・参考図書を用いての勉
強会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.6.16 14

・障がい児相談支援について
・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４回 H28.7.21 13

・新規相談支援事業所紹介
・地域との連携協力依頼
・計画相談についての勉強会
・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５回 H28.8.18 14
・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 H28.9.15 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

第７回 H28.10.20 18

・新規相談支援事業所紹介
・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８回 H28.11.17 19
・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 H28.12.15 15

・7区合同研修会開催について
・参考図書「支援困難事例への対応」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10回 H29.1.19 15

・新規事業所紹介
・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 H29.2.16 17

・区内新規グループホーム紹介
・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12回 H29.3.16 14

・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
・障がい保健福祉関係主管課長会議、精神保健福祉相談について情報提供
・指定特定相談支援事業者の選定について

4月 H28.4.7 14
・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

6月 H28.6.2 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

居
宅
介
護
事
業

所
部
会

第１回 H28.5.24 18

・事例検討
・移動支援申請時の手続き及び勉強会
・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

・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」

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

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

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

）

・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）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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２回 H28.7.26 15
・実地指導についての意見交換
・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 H28.10.13
合計
31

精神保健福祉普及啓発講座～アルコール依存症の理解と対応～
　（小仲宏典 氏：「新生会病院 精神保健福祉士･社会福祉士」）

第４回 H28.11.22
合計
27

此花区・西淀川区地域自立支援協議会合同研修会
・対人援助における「価値」について
・事例検討
（相談支援事業所も参加）

第５回 H29.1.31 13
・居宅介護事業所部会勉強会
・今年度の振り返りと意見交換

第６回 H29.3.28 10
・来年度の活動について
・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 H28.4.18 10
・今年度の活動について
・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２回 H28.5.16 10

・新規事業所紹介
・勉強会
・第2子減免、障害者差別解消法について
・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 H28.6.20 10
・災害時の対応について
・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 H28.7.6 9
・緊急時（災害時）の送迎他対応についての意見交換
・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 H28.9.12 13
・夏休みの振り返り
・不登校児について意見交換
・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 H28.10.19 14
・防災対策について
・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７回 H28.11.16 8
・学齢期における行動障がいについての勉強会
・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

第８回 H29.1.16 11
・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９回 H29.2.15 14
・来年度の活動について
・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 H28.5.26 8

・相談員部会の立ち上げ趣旨
・相談員の職務について
・障がい福祉サービスを利用していない方への周知方法について
・区・相談支援センターからの情報提供

第２回 H28.7.22 6
・相談員の現状について意見交換
・障がい福祉サービスを利用していない方への広報について
・区・相談支援センターからの情報提供

奇数月
第４火曜日
１４：００～

（於：区役所）

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（5事業
所）
　「アイリー」・「ぽの」・「アロ此花」・「きずなはう
す」
　「スマイル」
・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）

・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

・区内保育所・幼稚園との
連携
・制度改正の勉強会
・事例検討会

相
談
員
部
会

２か月に１回
（不定期）

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・此花区身体障がい者相談員（５名）
・此花区知的障がい者相談員（２名）
・区保健福祉センター（担当者）

・相談員の現状、役割について
・来年度開催の講習会等について
・区・相談支援センターからの情報提供

・身体障がい者相談員と
知的相談員の意見交換
・相談員の周知

★今年度新設

・「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）

居
宅
介
護
事
業
所
部
会

此花区

(20年3月設置）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.10.7 7

・広報紙への相談員紹介記事について
・来年度の活動について
・区身体障害者連合会主催イベントについて
・区・相談支援センターからの情報提供

第４回 H28.12.2 8

・来年度の活動について
・障がい者週間の取り組みについて
・相談員の役割について
・相談員、相談支援センター、行政との連携について

第５回 H29.2.3 8
・来年度の活動について
・区・相談支援センターからの情報提供

第１回 H28.5.12 6
・部会新設のため各事業所の顔合わせ
・今後の運営についての意見交換

第２回 H28.7.14 8
・グループホームの現状について情報交換
・利用者の方への対応について意見交換

第３回 H28.8.22 9 ・防災、防犯についての意見交換

第４回 H28.10.21 中止
地震発生のため中止
・11月開催の利用者向け防犯教室について
・世話人募集について

第５回 H28.11.14 6 ・利用者向け防犯教室（此花警察署協力）

第６回 H28.12.16 6
・区内グループホーム見学
・世話人採用について情報交換

第７回 H29.2.17 6 ・次年度の活動について検討

第１回 H28.5.24 20 相談支援センター運営評価

第２回 H28.9.7 14
全体研修会（全部会・連絡会）　テーマ「今日から使えるＳＳＴ」
講師：ＳＳＴ普及協会認定講師　川端　洋子　氏

第３回 H28.11.22 15 部会からの報告、部会への要望について

第４回 H29.3.28 地域課題、２９年度事業計画について

第１回 H28.4.26 12 ２８年度自立支援制度の改正点について

第２回 H28.8.23 11 計画相談事例の検討、障がい者虐待研修

第３回 H28.9.7 8
全体研修会（全部会・連絡会）　テーマ「今日から使えるＳＳＴ」
講師：ＳＳＴ普及協会認定講師　川端　洋子　氏

第４回 H28.12.20 13 計画相談事例の検討

児
童
部

会 第１回 H28.5.27 8
２８年度自立支援制度の改正点について
保育所との意見交換

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
・研修会開催

・他市視察
・区内小学校との連携

中央区

(20年3月設置）

★今年度新設

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム
部
会

・此花区障がい者相談支援センター「風の輪」
・此花区内のグループホーム事業所（４事業所）
　「ちどり」・「バードランド」・「おりーぶ庵」・「どんぐ
り」

毎月１回
（於：施設見
学を兼ねて
順番に各事

業所）

・各グループホームの現状についての情報交
換

２か月に１回
（不定期）

此花区

(20年3月設置）

協
議
会

障害者自立支援センターいきいき
ひこうせん
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
アリスファイン
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4回

・事例検討(事例紹介、問題提起）
・研修会開催
・施設見学
・情報交換

相
談
支
援
部
会

区内相談支援事業所

年３回

・学習会の開催
・事例検討
・研修会開催

相
談
員
部
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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２回 H28.9.7 9
全体研修会（全部会・連絡会）　テーマ「今日から使えるＳＳＴ」
講師：ＳＳＴ普及協会認定講師　川端　洋子　氏

第３回 H29.2.21 事例検討

第１回 H28.7.26 28 設置及び代表者（協議会委員）選出について

第２回 H28.9.7 3
全体研修会（全部会・連絡会）　テーマ「今日から使えるＳＳＴ」
講師：ＳＳＴ普及協会認定講師　川端　洋子　氏

第１回 H28.7.26 13 設置及び代表者（協議会委員）選出について

第２回 H28.9.7 10
全体研修会（全部会・連絡会）　テーマ「今日から使えるＳＳＴ」
講師：ＳＳＴ普及協会認定講師　川端　洋子　氏

第１回 H28.7.26 8 設置及び代表者（協議会委員）選出について

第２回 H28.9.7 6
全体研修会（全部会・連絡会）　テーマ「今日から使えるＳＳＴ」
講師：ＳＳＴ普及協会認定講師　川端　洋子　氏

第１回 H28.4.25 14
平成28年度の活動計画　等
情報交換

第２回 H28.6.27 15
区障がい者相談支援センター運営評価　等
情報交換

第３回 H28.12.26 15
平成28年度活動内容振り返り、新たな協議会体制について
平成29年度活動内容検討

講演会 H29.3.7 62

テーマ：「お子さんの気になる行動はありませんか？～「発達障がい」って、な
んだろう？～」
講師：岩崎隆彦氏（姫島こども園　園長）
場所：区役所４階　区民交流スペース
時間：午前10時～12時

区内在住・在勤の方を対象に発達障がいの
理解を目的として講演会を開催

第１回 H28.8.22 9
事務局会議の活動について　等
情報交換

第２回 H28.9.26 8
専門部会の立ち上げに向けて　等
情報交換

第３回 H28.10.24 10
講演会の開催に向けて　等
情報交換

第４回 H28.11.28 9
本会議の開催に向けて　等
情報交換

第５回 H29.1.23 8
全体会議（各専門部会）の開催に向けて　等
情報交換

第６回 H29.2.27 11
講演会の開催について
専門部会立上説明会の開催について　等

児
童
部
会

中央区

(20年3月設置）
★今年度新設

年２回

・連絡会立ち上げ
・研修会開催

・情報交換
・学習会
・事例検討

★今年度新設

年2～３回
不定期

・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16日、3月17日）
・交通安全運動区内巡視（9月28日）
・障がい者週間啓発活動（12月６日）

・専門部会説明会（3月10
日）

こども部会、居宅部会、就
労・日中活動部会の立上
げ説明会を開催し、来年
度以降は各専門部会の
活動を開始する。

訪問系事業所・就労系事業所

年３回

・部会立ち上げ
・研修会開催

・情報交換
・学習会
・事例検討

★今年度新設

訪問系事業所

就労系事業所

年２回

・連絡会立ち上げ
・研修会開催

・情報交換
・学習会
・事例検討

日中活動系
部会

（日中活動系
部会）

訪問系事業所
連絡会

（日中活動系
部会）

就労系事業所
連絡会

年３回

西区

(19年10月設置）

事
務
局
会
議

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
かなえる広場さくら
相談支援センターあたらし
居宅介護事業所（代表）
就労支援事業所（代表）

毎月開催
（本会議を除
く月に開催）

協
議
会

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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

事
務
局

会
議

第７回 H29.3.27 8
障がい者講演会の開催結果報告　等
情報交換

毎月開催
（本会議を除
く月に開催）

第１回 H28.4.25 7 事業所選定、情報交換

第２回 H28.5.23 7 事業所選定、情報交換

第３回 H28.6.27 7 事業所選定、情報交換

第４回 H28.7.25 5 事業所選定、情報交換

第５回 H28.8.22 10 事業所選定、情報交換

第６回 H28.9.26 7 事業所選定、情報交換

第７回 H28.10.24 9 事業所選定、情報交換

第８回 H28.11.28 9 事業所選定、情報交換

第９回 H28.12.26 8 事業所選定、情報交換

第10回 H29.1.23 8 事業所選定、情報交換

第11回 H29.2.27 9 事業所選定、情報交換

第12回 H29.3.27 8 事業所選定、情報交換

第１回 H28.6.21 12

・28年度の運営方針及び活動計画について
・障がい者相談支援センターの運営評価について
・「障がい者就職面接会・障がい者就労支援施設相談・体験・商品販売会inに
し」について
・こころに関する一般向け講習会について
・情報交換等

第２回 H28.9.27 12
・研修会の内容について
・港区障がい者地域自立支援協議会のあり方検討委員会の発足について
・情報交換等

第３回 H28.11.22 13

・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
・市民講演会「睡眠障害について」への共催について
・自立支援協議会のあり方検討委員会及び相談支援事業所連絡会の報告
・日中活動系サービス事業所研修会への共催について
・情報交換等

研修会 H29.1.30 30 　精神保健福祉相談業務について講演及び事業者による意見交換、交流会

第４回 H29.3.28 12

・港区障がい者地域自立支援協議会のあり方検討委員会の報告
・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
・次年度の委員改選及び協議会開催日程等について

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
地域生活支援センターふらっとめいじ
あいらぶ工房
区身体障害者団体協議会
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
・計画相談利用率促進のための事業所連絡
会の毎月開催
・自立支援協議会あり方検討委員会を発足。
  目的　港区の課題を共有し、関係者が連携
するための今後の協議会のあり方について
検討する。
　構成　現委員中6名・市基幹相談支援セン
ター（第1回のみ）・区保健福祉センター
　日程　第1回　10月27日
　　　　　第2回　11月24日
　　　　　第3回　12月15日
　　　　　第4回　2月9日
　　　　　第5回以降　未定
・市民講演会「睡眠障害について」への共催
・「ふれあい福祉のひろば」（港区社協主催の
運営協力）
・事例報告
・情報交換

協
議
会

西区

(19年10月設置）

港区

(20年3月設置）

相
談
支
援
部
会

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
かなえる広場さくら
相談支援センターあたらし
らんまん

毎月開催

・事業所選定
・困難事例検討
・社会資源の把握

12 



平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.5.17 4
・第1回定例会について（年間スケジュール・活動計画等）
・相談支援事業所連絡会について

第２回 H28.8.23 5
・第2回定例会について
・研修会について
・委員の増員等自立支援協議会あり方検討委員会の必要性について

第３回 H28.10.25 5
・第3回定例会について
・研修会について

第４回 H28.12.5 5
・研修会について
・福祉のひろばについて

第５回 H28.12.26 5
・研修会について
・福祉のひろばについて

第６回 H29.1.24 4
・研修会について
・福祉のひろばについて
・市民講演会「睡眠障害について」について

第７回 H29.2.21 4
・第4回定例会について
・福祉のひろばについて
・研修会について

第１回 H28.4.26 14

・今年度の開催日程について
・移動支援事業について
・障害者差別解消法の施行について
・情報交換等

第２回 H28.5.19 13
・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 H28.6.16 14 ・勉強会「精神障がい者への対応について」

第４回 H28.7.21 16
・地域定着支援について
・選定会議（1件）
・情報交換等

第５回 H28.8.18 11 ・情報交換等

第６回 H28.9.15 14
・自立支援協議会研修会について
・情報交換等

第７回 H28.10.20 17 ・情報交換等

第８回 H28.11.17 14
・自立支援協議会研修会について
・築港地域の課題について
・情報交換等

第９回 H28.12.15 17
・選定会議（2件）
・支給決定等プロセスの確認について
・情報交換等

第10回 H29.1.19 14
・選定会議（3件）、前回選定された事業所の報告（2件）
・自立支援協議会研修会について
・情報交換等

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
港区保健福祉センター事務局

年６～７回開
催予定

協議会の運営について協議する。

相
談
支
援
事
業
所
連
絡
会

＜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
相談支援センター伝法（H29.1～）

毎月第3木曜
10時～開催

・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

H27.10月～

港区

(20年3月設置）

運
営
委
員
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H29.2.16 11
・選定会議（３件）、前回選定された事業所の報告（３件）
・自立支援協議会あり方検討委員会報告
・情報交換等

第12回 H29.3.16 13
・選定会議（５件）、前回選定された事業所の報告（３件）
・平成28年度の実施報告及び29年度の実施計画について
・情報交換等

第１回 H28.4.18 11
・平成28年度大正区自立支援協議会の予定について
・障害者差別解消法の施行に伴う障がい者差別解消のための相談対応の概
要について

第２回 H28.6.20 11 ・区障がい者相談支援センターの運営評価について

第３回 H28.8.22 14
・障がい福祉「日中活動・居住系サービス提供事業所」交流会を実施
・各事業所の事業運営の現状と課題について

第４回 H28.10.17 8
・事業所意見交換会の報告
・見守りネットワーク強化事業における要援護者名簿の同意確認について
・きらめきパーティー（事務局：社協）への参加についてほか

第５回 H28.12.19 10
・障がい福祉「日中活動・居住サービス提供事業所」交流会を実施
・各事業所の事業運営の現状と課題について
・7区合同就労系・放課後デイ・相談支援事業所研修会の開催について

第６回 H29.2.20
・来年度の自立支援協議会の予定について
・委員の構成について

第１回 H28.4.11 10 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第２回 H28.5.9 12 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第３回 H28.6.13 8 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第４回 H28.7.11 7 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第５回 H28.8.8 10 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第６回 H28.9.12 8 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第７回 H28.10.3 11 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第８回 H28.11.14 9 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第９回 H28.12.12 10 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第10回 H29.1.30 9 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第11回 H29.2.13 10 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討

相
談
支
援
事
業
所
連
絡

会
毎月第3木曜
10時～開催

大正区

(20年7月設置）

計
画
相
談
事
業
所
連
絡
会

障がい者相談支援センター・スクラム
ぜろひゃく相談支援センター
ふれあいの里
指定特定相談支援事業　みらい
WiLL障がい者相談支援センター
LITALICO大阪なんばセンター
サンテル相談支援センター
ひのき相談支援センター
有限会社　大正介護サービス
トット自立支援センター
平安名
ＣＩＬスクラム

毎月
第２月曜日

事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの
事例検討

協
議
会

障がい者相談支援センター・スクラム
西部地域障がい者就業・生活支援センター
区身体障害者団体協議会
区手をつなぐ親の会
大正わかば家族会
ふくろうの杜
北村園
地域活動支援センター・ふれあいの里
区社会福祉協議会

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

・区内事業所における課題共有と連携のた
め、協議会委員と日中活動・居住系サービス
提供事業所を対象とした交流会の開催（8月・
12月）

・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（毎月第３
月曜日に実施）

・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（毎月）

・就労系サービス事業所、放課後デイサービ
ス事業所、相談支援事業所を対象とした研修
会の実施

港区

(20年3月設置）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

計
画
相

談
事
業

所
連
絡

会 第12回 H29.3.13 8 事業所選定、情報交換、処遇困難ケースの事例検討
毎月

第２月曜日

第１回 H29.2.23 48

第２回 H29.3.14 46

第１回 H28.5.18 29

１．委員の紹介について
２．前回議事録について
３．平成２８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 H28.7.20 27

１．委員名簿について
２．前回議事録について
３．障がい者相談支援センターの運営評価について
４．事例の検討
５．情報交換

第３回 H28.9.21 27

１．委員名簿について
２．前回議事録について
３．研修会の概要について
４．事例の検討
５．情報交換

第４回 H28.11.16 27

１．委員名簿について
２．前回議事録について
３．研修会の内容に関する要望・意見について
４．相談会の周知ビラの修正について
５．「障害者差別解消法」講演会の報告
６．「子ども部会」からの報告
７．情報交換

第５回 H29.1.18 29
研修会（会場：天王寺区役所　講堂）
「触法障がい者の支援について」

第６回 H29.3.15 32

１．委員名簿について
２．前回（前々回含む）議事録について
３．相談会の報告について
４．今年度のまとめ・来年度の計画について
５．障がい福祉サービスと介護保険の適用関係について
６．情報交換

第１回 H28.4.20 14
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 H28.6.15 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３回 H28.8.17 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 H28.10.19 14
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 H28.12.21 0 休会

第６回 H29.2.15 13
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

大正区

(20年7月設置）

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 夕陽ヶ丘ケアサービス
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 クローバーホーム
計画相談支援事業所 たにまち
計画相談支援事業所 えがお

奇数月開催

・困難事例への対応についての協議調整
・地域の関係機関によるネットワーク構築
・地域の社会資源の活用及び改善の検討
・その他、地域の相談支援体制の充実に必要
とされる事項の検討

　上記達成のための具体的な取組みを行う。

（留意点）
・制度情報の周知は、更に積極的に行う。
・生活保護制度や障がい者差別解消法につ
いて、もっと周知する。
・研修会は、内容を更に分かり易くする工夫を
する。

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 夕陽ヶ丘ケアサービス
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

　協議会運営に関する議案を議論するための
具体的な取組みを行う。

（留意点）
　検討事例の抽出を計画的にできるように、
輪番制で行う。

研修会
・講演「より良いサポートの共有化に向けて」
・実践報告　　就労系サービス事業所から
　　　　　　　　 放課後デイサービス事業所から

障がい者相談支援センター・スクラム
７区（福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀
川区・西成区）自立支援協議会共催

年2回

７区（福島区・此花区・西区・港区・大正区・西
淀川区・西成区）の自立支援協議会共催で就
労系サービス事業所、放課後デイサービス事
業所、相談支援事業所を対象とした研修会を
実施する

天王寺区

(19年6月設置）

協
議
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.8.17 6 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第２回 H28.10.19 6 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第３回 H29.2.15 6 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第１回 H28.7.20 10

１．顔合わせ
２．各事業所の体制や特色等に係る情報交換
３．平成２８年度版「支給決定事務の手引き」に係る情報共有
４．その他、今後の開催日程等について

第２回 H28.11.16 10

１．重度訪問介護に係る支給決定事務の誤りについて（報道発表資料）
２．「市営交通機関乗車料金の割引等措置」に係る情報共有
３．平成２８年度版「福祉のあらまし」について
４．その他

第３回 H29.3.15 0 休会

就
労
支
援
部

会 第１回 H28.11.19 4
Ｅ－Ｃｈｅｅｒｓの「東部地域就労移行支援事業所合同相談会」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

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

　協議会の議論を補完し、就労支援の充実を
図るための具体的な取組みを行う。
（留意点）
　計画的に開催していく。

第１回 H28.5.16 14

１．自己紹介
２．昨年度の準備会の報告
３．子ども部会の位置付け
４．事業所との連携や事業所内での課題
５．今後の予定

第２回 H28.9.21 13
１．勉強会「子育て支援室の役割」
２．情報交換

第３回 H29.1.18 9
１．事業所の空き状況など
２．情報交換
３．次年度に向けて

第１回 H28.6.23 14
・今年度の方針について
・区障がい者相談支援センター運営評価

第２回 H28.8.25 9 ・なにわ工房見学

第３回 H28.10.27 9 ・ピースクラブ見学

第４回 H28.12.7 9 ・クボタワークス㈱見学

第５回 H29.3.2 15 ・難波支援学校見学

ヘルパー事業
所部会

第１回 H28.5.19 10 ・障がいヘルパー事業所と相談支援事業所について

浪速区障がいヘルパー事業所
相談支援事業所 年2回開催

ヘルパー事業所にかかわらず、グループホー
ムや就労系事業所など区内全事業所に開催
を案内し、広く意見交換を行う

年３回

　協議会の議論を補完し、障がい児支援の充
実を図るための具体的な取組みを行う。

（留意点）
・新たなテーマに応じた部会として設置する。
・計画的に開催していく。

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 夕陽ヶ丘ケアサービス
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

年３回

　障がいのある方やその御家族を対象に相談
会を開催するための具体的な取組みを行う。
（留意点）
・これまでの広報手段に加え、SNSとして
facebookを活用する。
・事前申込み制を導入する。
・相談体制と実施日を再検討する。
・年間の開催計画を提示する。

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
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 夕陽ヶ丘ケアサービス
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
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
ｓｕｂａｃｏ
計画相談支援事業所 クローバーホーム
計画相談支援事業所 たにまち
計画相談支援事業所 えがお

年３回

　協議会の議論を補完し、計画相談支援の充
実を図るための具体的な取組みを行う。

（留意点）
　計画的に開催していく。

子
ど
も
部
会

大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
児童デイサービス　アップル
ｓｕｂａｃｏ
障がい児相談支援事業所 アリスファイン
障がい児相談支援事業所 夕陽ヶ丘ケアサービス
障がい児相談支援事業所 Peace Heart
障がい児相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援セ
ンター
障がい児相談支援事業所 クローバーホーム
障がい児相談支援事業所 たにまち
bonキッズ谷町
児童デイサービス　ハピネス
児童発達支援　ひだまり
welfare天王寺堂ヶ芝
ユースタイルラボ　夕陽ヶ丘
ニコニコクラブ　夕陽ヶ丘
ゆうしん
大阪ＹＭＣＡサポートキッズ
芸術の未来塾
テトラcocoアニー谷町

浪速区障がい者相談支援センター
・次年度に向けて
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5回開催

自立支援協議会メンバーの各施設を見学し、
事業内容の理解を深める

計
画
相
談
支
援
部
会

★今年度新設

天王寺区

(19年6月設置）

浪速区

（20年7月設置）

協
議
会

相
談
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

ヘルパー事業
所部会

第２回 H28.12.13 22 ・相談事業所が司会し、意見交換会を行った

第１回 H28.7.22 7 ・計画相談事業所部会の立ち上げについて

第２回 H28.9.13 9 事例検討会

第３回 H28.11.18 11 事例検討会

第４回 H29.2.21 9 事例検討会

第１回 H28.4.26 10
・各部会からの報告
・サービス計画と要援護者支援計画との連動
・区長との意見交換会打合せ

第２回 H28.6.28 10
・各部会からの報告
・区障がい者相談支援センター運営評価

第３回 H28.8.2 11
・各部会からの報告
・区長との意見交換会打合せ

第４回 H28.9.14 6

・区長との意見交換会
　→全体として、「本人主体」の支援の構築に向けて、新規参入主体の育成、
　　 自立支援協議会への参加促進を区役所からも図ってほしい。
　→自立支援協議会に定期的に区長の参加をお願いしたい。
　→各部会の取り組みから見える現状と課題

第５回 H28.10.28 10
・各部会からの報告
・障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア打合せ

第６回 H28.12.13 10
・各部会からの報告
・障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア打合せ総括
・今後の取り組み

第７回 H29.2.7 12
・各部会からの報告
・3/16研修会打ち合わせ
・今年度の総括と次年度に向けて

第１回 H28.4.15 26
・２８年度のこども部会のテーマ
・年間計画について

第２回 H28.5.20 21
・各機関が抱える課題等について
～事前アンケートの資料を基に～

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
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
東淀川支援学校
桜ほのぼの園
石井ホームヘルプ

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。

・9/14（水）区長との意見交換会
→全体として、「本人主体」の支援の構築に向
けて、新規参入主体の育成、自立支援協議
会への参加促進を区役所からも図ってほし
い。
→自立支援協議会に定期的に区長の参加を
お願いしたい。
→各部会の取り組みから見える現状と課題

【生活就労部会】
→日中活動や就労系事業所の現状や課題か
ら困難な事例にも対応できる仕組みづくりへ
の支援の必要性

【子ども部会】
→教育と障がいが連携し情報共有できる仕組
みづくりへの支援の必要性

【相談事業所部会】
→災害時の安否確認と区防災計画とのリンク
の必要性

【居宅事業所部会】
→市遊休地を活用し、公設置民営のＧＨ建設
の必要性

・12/9(金)『障がい児・者のためのくらしやおし
ごと相談フェア』
（※主催：生活就労部会主催、共催：西淀川
区役所・西淀川区社協）

・７区自立支援協議会合同研修会（福島区・
此花区・西区・港区・大正区・西淀川区・西成
区）
2/23（木） 、3/14（火）『より良いサポートの共
有化に向けて～利用者のための地域連携、
スタッフ連携でパワーアップを～』

・3/16（木） 研修会　仮称　『グループホーム
の立ち上げを通じて、地域とのつながりを考
える』
（※主催：生活就労部会）

・周知イベントの開催

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

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

来年度に向けて企画を検
討していく。

相談事業所　ゆめ　　　ネクストライフ
自立支援センター・ＯＳＡＫＡぽらんぽらん
LITALICO相談支援センター大阪なんば
ラミール　　　I愛
かがやき相談支援センター
相談事業所虹のつばさ
スワンなにわ相談支援センター
地域活動支援センターサワサワ 年4回

事例検討 ★今年度新設

浪速区

（20年7月設置）

西淀川区
(19年12月設置)

こ
ど
も
部
会

計画相談支援
部会

運
営
委
員
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.6.17 25 ・福祉と教育の連携（Ⅰ）

第４回 H28.7.15 26 ・ネットワーク形成に向けてⅠ

第５回 H28.9.16 21 ・ネットワーク形成に向けてⅡ

第６回 H28.10.21 21 ・福祉と教育の連携（就学に向けての話し合い）　（Ⅱ）

第７回 H28.12.16 22 ・障がい福祉サービスについて

第８回 H29.1.20 23 ・ネットワーク形成に向けてⅢ

第９回 H29.2.24 50 ・研修会「発達障害と子ども虐待」

第10回 H29.3.10 22 ・今年度の振り返り及び来年度の部会の取り組み

研修会 H28.8.19 57
『怒りの感情コントロール
～子どもの感情とうまく付き合うために～』

研修会 H28.12.2 54 『愛着に課題がある子どもへの支援について』

第１回 H28.4.26 19
利用希望者事業所選定
意見交換「地域移行」「移動支援」「サービス付高齢者住宅について」

第２回 H28.5.13 16
利用希望者事業所選定・事例検討「精神科病院長期入院患者の退院支援に
ついて」

第３回 H28.5.24 13 利用希望者事業所選定・事例検討「知的障がいのある家族への支援」

第４回 H28.6.10 11 利用希望者事業所選定・モニタリング頻度について(区より)

研修会 H28.6.28 30
移動支援等の外出系サービスについて
居宅介護事業所と相談支援事業所との連携について
区障がい者相談支援センター運営報告会

第５回 H28.7.8 12 利用希望者事業所選定・意見交換

第６回 H28.7.26 11 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第７回 H28.8.9 13 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第８回 H28.8.23 12 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第９回 H28.9.9 12 利用希望者事業所選定・意見交換・西淀川地域福祉ビジョン

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
Ｌｉｎｋ－ｉ
ＡＰＰＬＥ　ＳＴＡＴＩＯＮ
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
障がい者・障がい児相談支援事業所　くぬぎ
ミード社会舘障がい相談支援センター
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。

・支援困難事例に向き合う研修会の継続開催
→学びを通じて事例検討を行い実践に活か
す。
→各事業所のケース検討を開始した。

・くらしおしごと相談フェアへの参加
→相談ブースの設置

・区役所職員の参加で情報提供、情報共有を
していく。

・サービス計画と災害時要援護者支援計画と
の連動を検討していく。

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。

月に1回開催

西淀川区
(19年12月設置)

こ
ど
も
部
会

　
　
　
相
談
支
援
事
業
所
部
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.9.27 12 事例検討・利用希望者事業所選定

第11回 H28.10.14 13 利用希望者事業所選定・意見交換

第12回 H28.10.28 10 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第13回 H28.11.11 10 利用希望者事業所選定・意見交換

第14回 H28.11.22 35 此花区・西淀川区合同「事例検討会（模擬個別支援会議）」

第15回 H28.12.6 12
事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換
生活就労部会主催イベントでの相談ブース設置について

第16回 H29.1.6 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第17回 H29.1.26 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第18回 H29.2.10 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第19回 H29.2.28 16 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第20回 H29.3.10 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第21回 H29.3.28 15 事例検討・利用希望者事業所選定・意見交換

第１回 H28.4.18 13 ・今年度の運営方針

第２回 H28.5.16 13
・「障がい児・者とともにふれあう広場」の振り返り
・事業所を紹介できるイベントの検討

第３回 H28.6.20 15
・区社協「見守り相談室」の事業説明
・コミュニケーションボードの案内
・事例検討

第４回 H28.7.20 9
・12月開催「事業所紹介（障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア）」
準備

第５回 H28.8.22 11 ・「事業所紹介（障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア）」準備

第６回 H28.10.3 11 ・「事業所紹介（障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア）」準備

第７回 H28.10.17 14 ・「事業所紹介（障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア）」準備

第８回 H28.11.21 11 ・「事業所紹介（障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア）」準備

月に2回開催

西淀川区
(19年12月設置)

　
　
　
相
談
支
援
事
業
所
部
会

生
活
・
就
労
部
会

昨年度の取り組みを踏ま
えて、第６回障がい児・者
とふれあう広場の開催を
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
ハローワーク梅田
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
→12/9「くらしやおしごと相談フェア」を開催し
た。

・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5回障がい児・者とふれあ
う広場」の開催。

・3/16 研修会　仮称　『グループホームの立
ち上げを通じて、地域とのつながりを考える』
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.12.19 16
・「事業所紹介」振り返り
・3月開催「障がい児・者とともにふれあう広場」準備
・意見交換

第10回 H29.1.16 12
・3月開催「障がい児・者とともにふれあう広場」準備
・「障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア」次年度への検討

第11回 H29.2.20 14
・3月開催「障がい児・者とともにふれあう広場」準備
・「障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア」次年度への検討

第12回 H29.3.21 12
・「障がい児・者とともにふれあう広場」、平成28年度のふりかえり
・次年度の取り組みを検討

イベント H28.12.9 42 障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア

イベント H29.3.4 300 障がい児・者とともにふれあう広場

研修会 H29.3.16 40 　『グループホームの運営プロセスから見える、地域とのつながりを考える』

研修会
第１回

H28.6.28 30
移動支援等の外出系サービスについて
居宅介護事業所と相談支援事業所との連携について
区障がい者相談支援センター運営報告会

勉強会 H28.12.14 25
「なぜ今、障がい者支援なのか？」
　計画相談とは何か、またその上手な利用の仕方。
　精神障がい者への福祉面からの関わり方について。

研修会
第２回

H29.1.18 40
「精神障がい者との関わりに際して知っておきたいポイント」
　杉山診療所の杉山院長から精神障がい者への関わりについての医療から
の話。

研修会
第３回

Ｈ29.3.7
16 ケース検討会議

第１回 H28.4.26 14
「はたらく・くらしフェスタ」の振り返り、今年度の体制について確認、制度改正
等（情報共有）、その他

第２回 H28.5.31 13
「はたらく・くらしフェスタ」と「セミナー」について、今年度の名簿について確
認、区障がい者相談支援センター運営評価について、その他

第３回 H28.6.28 11
「はたらく・くらしフェスタ」について、「セミナー」について、区障がい者相談支
援センター運営評価について、大阪市障がい者相談支援センター連絡会の
報告、その他

第４回 H28.7.26 11
「セミナー」について、「はたらく・くらしフェスタ」について、自立支援協議会の
取り組みについて、その他

第５回 H28.8.30 13
「セミナー」について（進捗状況など）、区保健福祉センター担当職員からの報
告について、熊本地震被災者への義援金について、その他

第６回 H28.9.27 11
「セミナー」について（進捗状況など）、熊本地震被災者への義援金について、
その他

第７回 H28.10.25 12
「セミナー」について（進捗状況など）、部会間における情報共有（意見交換）
について、社会資源等の状況確認について、その他

風の輪ホームヘルプ
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

年に3～4回

・6/28　研修会（相談支援）に参加

・12/14　「なぜ今、障がい者支援なのか？」
→講師 相談支援員 三宅克英氏、計画相談と
は何か、またその上手な利用の仕方。精神障
がい者への福祉面からの関わり方について。

・1/18　「精神障がい者との関わりに際して
知っておきたいポイント」
→講師 杉山診療所 杉山院長、精神障がい
者への関わりについての医療からの話。

・2/未定
　模擬ケア会議の実施予定

・核となる参画事業所を拡大し部会の活性化
を検討
→実行部隊の組織化を検討
→まずは風の輪ホームヘルプが事務作業を
支援

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。

西淀川区
(19年12月設置)

居
宅
支
援
事
業
者
部
会

生
活
・
就
労
部
会

“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
放課後等デイサービス　リアン
こころの相談室　リーフ
あじさい淀川ケアセンター
Link
相談支援　はるかぜ
ＪＳＮ新大阪
ＪＳＮ新大阪アネックス
キッズスクール ピース
ケア.com
加島希望の家
淀川区社会福祉協議会
淀川区役所保健福祉課（事務局）

毎月開催

・自立支援協議会研修会の実施
精神障がい者啓発セミナー『地域で自分らしく
生きる』をテーマに精神障がいのある当事者
自らが体験したことを語っていただいた。また
「語り」による効果や意義についても知ってい
ただくことができた。

・第2回はたらく・くらしフェスタの実施
障がいのある方が地域で暮らす・働き続けて
いくための相談会を実施した。はたらく相談
ブースやくらし相談ブース、作業体験ブース等
を設け、約50名の方に来場していただいた。

・地域課題の共有と意見交換
淀川区内の地域の特徴や事業所の状況、福
祉制度のあり方等について意見交換を行っ
た。特に就労継続支援A型事業所や放課後
等デイサービスについての意見交換が多かっ
た。

・熊本地震義援金募金
自立支援協議会参加機関に呼びかけ有志に
よる義援金活動を年２回に分けて実施。義援
金は障がいのある方の支援に役立てていた
だくためゆめ風基金を通して寄付を行った。

運
営
委
員
会

淀川区

（20年3月設置）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.11.29 12
「セミナー」について振り返り、部会間における情報共有（意見交換）につい
て、その他

第９回 H28.12.20 12
「はたらく・くらしフェスタ」について、部会間における情報共有（意見交換）に
ついて、熊本地震被災者への義援金について、その他

第10回 H29.1.31 12
「はたらく・くらしフェスタ」について、役員改選について、部会間における情報
共有（意見交換）について、熊本地震被災者への義援金について、その他

第11回 H29.2.28 10
「第2回淀川地域はたらく・くらしフェスタ」の振り返りと第３回にむけて、役員
改選について、部会間における情報共有（意見交換）について、その他

第12回 H29.3.21 14
「第3回はたらく・くらしフェスタ」について、平成２９年度の役員改選について、
各部会間における情報共有について

H28.11.4 80
平成28年度淀川区自立支援協議会研修（精神障がい者啓発セミナー共催）
「地域で自分らしく生きる」

協議会参加機関（企画：精神部会）
淀川区役所保健福祉課（事務局）

H29.2.9 50
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、淀川区役所保健福祉課（就労支援事
業担当）

第１回 H28.5.18 5
参加機関自己紹介及び名簿確認、今年度の取り組み（当事者の方から話を
聞く、福祉教育について、防災について）、その他

第２回 H28.6.21 7 福祉教育の実施に向けて、「障害当事者から話を聞く」について、その他

第３回 H28.7.20 4 福祉教育の振り返り、「障害当事者から話を聞く」について、その他

第４回 H28.9.21 8 当事者からの話を聞く（免疫機能障害・呼吸器障害）

第５回 H28.11.16 6
前回「当事者からの話を聞く」のふりかえり、福祉教育について、熊本大震災
の義援金について

第６回 H28.12.21 6 福祉教育について、「障害当事者の話を聞く」について、その他

第７回 H29.1.18 7
福祉教育の振り返りについて、「障がい当事者の話を聞く」について、来年度
の役員選出について、熊本大震災の義援金について

第８回 H29.3.15 5
今年度の振り返りについて、来年度の取り組みについて、来年度の役員選定
について

第１回 H28.4.21 8
役員選定、はたらく・くらしフェスタ報告、部会参加者リスト確認、今年度の計
画について、その他

第２回 H28.5.19 7 運営委員会報告、今年度の計画について、その他

第３回 H28.6.16 8
運営委員会報告、7月21日の生活介護事業所と情報交換会について、東淀
川支援学校見学について

第４回 H28.7.21 16 生活介護事業所の現状と課題について意見交換

・運営委員会報告
・福祉教育の実施
・避難所見学

淀川区障害者相談支援センターえんじょい、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、すももクラブ、ミード社会舘障がい
相談支援センター、Be Happy、淀川区社会福祉
協議会

隔月開催

・当事者の話を聞く取り組みについて
部会に身体障がいのある当事者の方に来て
いただき、地域生活をされる中で感じているこ
とや日常生活で困っていること、差別に感じる
ことなどの話をしていただき、淀川区の課題に
ついて考え共有した。今年度は内部障がいと
聴覚障がいの方から話を聞くことができた。

・地域の小学校への福祉教育の実施につい
て
区社会福祉協議会からの依頼に基づき地域
の小学校に部会メンバーで訪問し、「視覚障
がい」についての福祉教育(講話・体験)を行っ
た。今年度は２回実施した。

身
体
障
が
い
者
部
会

淀川区

（20年3月設置）

運
営
委
員
会

毎月開催

えんじょい、リーフ、あい・すまいる淀川、ミード社
会舘障がい相談支援センター、障がい相談支援
センター、加島希望の家、知的障がい者相談員、
ジョブサイトよど、むつみ、希望の園、にいたかの
里、海萌、ダ・カー歩 ホップ、西淡路希望の家、
淀川地域障害者就業・生活支援センター、放課後
等デイサービスリアン、豊泉家

毎月開催

・河川敷フェスタ
・生活介護事業所との意見・情報交換会
・わくわくよどがわカレンダー作成

知
的
障
が
い
者
部
会

研
修
会
・
イ
ベ
ン
ト
等
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.8.18 6 運営委員会報告、7月21日の生活介護事業所と情報交換会振返り、その他

第６回 H28.9.15 6
運営委員会報告、わくわくよどがわカレンダーについて、河川敷フェスティバ
ルについて、11月17日の第2回生活介護事業所の情報交換会にむけて

第７回 H28.10.20 5
運営委員会報告、河川敷フェスティバルについて振返り、11月17日の第2回
生活介護事業所の情報交換会にむけて

第８回 H28.11.17 14 第2回生活介護事業所の情報交換会

第９回 H28.12.15 6
運営委員会からの報告、第2回生活介護事業所の情報交換会の振り返り、
その他

第10回 H29.1.19 5
障がい者差別解消法勉強会の振り返り、運営委員会報告、第2回はたらく・く
らしフェスタについて、次年度に向けて、その他

第11回 H29.2.16 4
第2回はたらく・くらしフェスタについて、運営委員会報告、平成29年度わくわく
よどがわカレンダーについて、次年度に向けて、その他

第12回 H29.3.16 7
運営委員会報告、平成29年度前期わくわくよどがわカレンダー確認、今年度
の振り返りと次年度に向けて、

第１回 H28.4.18 7
『はたらく・くらしフェスタ』（3/26）について、研修会（11月開催予定）について、
部会の運営について、グループワーク、家族教室、障害者差別解消法施行
に伴う相談窓口の開設について

第２回 H28.5.16 7 研修会について、事例検討

第３回 H28.6.20 6 研修会について

第４回 H28.7.11 7
研修会について、淀川区保健福祉センターより「こころの講座　うつに寄り添
う　かかわりのヒント」「うつ病の家族教室」講演会等案内

第５回 H28.8.22 7
淀川区保健福祉センターより「こころの健康講座」「アルコール関係」「大阪市
ピアサポーター養成講座」案内、研修会の企画、その他

第６回 H28.9.26 6
研修会の企画、地域移行支援について、淀川区保健福祉センターより「睡眠
障害とアルコールの問題について」講演会案内

第７回 H28.10.17 4
研修会の最終確認、淀川区保健福祉センターより「“思春期問題相談”」「“薬
物関連問題相談”」案内

第８回 H28.12.19 5
運営委員会より、11／4のセミナーの振り返り、今後の部会について、ケース
検討、お知らせ

第９回 H29.1.23 5
「第2回淀川地域はたらく・くらしフェスタ」について、自立支援協議会参加機
関へのアンケートについて、ケース検討／トピックス、その他

第10回 H29.2.20 4
「第2回淀川地域はたらく・くらしフェスタ」の振り返り、熊本地震被災者への義
援金について、自立支援協議会参加機関へのアンケートについて

第11回 H29.3.16 4
「第3回淀川地域はたらく・くらしフェスタ」について、来年度の運営・役員選
出、自立支援協議会参加機関へのアンケートについて、ケース検討

永价、グループホームあえる、“ＣＯＣＯLＯ”相談
支援センター、ＪＳＮ新大阪、ＪＳＮ新大阪アネック
ス、ティスメイト十三、ミード社会館障がい相談支
援センター、淀川区役所保健福祉課（精神保健福
祉相談員）

毎月開催

・自立支援協議会研修会企画

精
神
保
健
福
祉
部
会

淀川区

（20年3月設置）

知
的
障
が
い
者
部
会

毎月開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.4.21 15
今年度の運営について、移動支援の変更について、各事業所の状況や相談
等、その他

第２回 H28.6.16 13 熊本地震義援金募金について、虐待について

第３回 H28.10.20 9
運営委員会の報告、実地指導について、各事業所の事例検討や相談・報告
等

第４回 H29.2.16 11
運営委員会の報告、来年度の改正等について、各事業所の事例検討や相
談・報告等

第１回 H28.4.8 15

新規事業所のご案内、事業所内容変更のご案内、児童発達、放デイ事業所
からの連絡・相談、淀川社協、相談支援事業所、子ども・子育てプラザからの
連絡・相談、大阪市から放課後等デイサービスガイドラインについて、厚生労
働省通知について、児童発達支援を利用されている５歳児に係る利用者負
担給付事業、他区との連携について、送迎について、相談窓口、相談の流れ
のリストアップについて、その他

第２回 H28.6.3 16

新規事業所のご案内、児童発達、放デイ事業所からの連絡・相談、淀川社
協、相談支援事業所からの連絡・相談、上限管理の件、強度行動障がい支
援者要請研修(基礎研修)実施について、受給者証申請フローチャートについ
て、淀川区自立支援協議会運営委員会より、東淀川支援学校からの情報

第３回 H28.7.1 17
夏休みの過ごし方について、児童発達、放デイ事業所からの連絡・相談、淀
川社協、相談支援事業所からの連絡・相談、受給者証フローチャートについ
て、運営委員会より、大阪市障害児・者施設連絡協議会より

第４回 H28.9.2 22
新事業案内、夏休みの状況報告、児童発達・放デイ事業所からの連絡・相
談、淀川社協・相談支援事業所からの連絡・相談、運営委員会より連絡事項

第５回 H28.12.2 19
冬の過ごし方・感染症予防について、感染症対策について、受給者証発行フ
ローについて、児童発達・放デイ事業所からの連絡・相談、淀川社協・相談支
援事業所からの連絡・相談、運営委員会より連絡事項

第６回 H29.2.3 22

児童発達、放デイ事業所からの連絡・相談、淀川社協、相談支援事業所から
の連絡・相談、２９年度処遇改善加算の変更と放デイ運用規定の変更につい
て、国からの児童発達支援方針について、受給者証発行フローについて、運
営委員会より連絡事項

第７回 H29.3.3 21
新規事業所のご案内、児童発達、放デイ事業所、淀川社協、相談事業所か
らの連絡・相談、２９年度処遇改善加算の変更と放デイ運用規定の変更につ
いて、来年度役員とこども部会日程について、運営委員会より連絡事項

第１回 H28.5.19 19
自己紹介、平成28年度の活動目的・方針・部会構成員等について、平成２７
年度　第１回はたらく・くらしフェスタの振り返り、具体的活動内容についての
検討、その他各参加機関より、情報共有のための意見交換

第２回 H28.7.21 20
運営委員会からの伝達事項、勉強会＜虐待防止と差別解消法・合理的配慮
について＞、勉強会＜障害福祉サービスの現状と障害者雇用制度について
＞

第３回 H28.9.15 13
「淀川区役所・ハローワーク淀川共催、障がい者合同就職面接会」について、
運営委員会からの伝達事項、ケース検討

第４回 H28.11.17 15
意見交換、淀川区役所・ハローワーク淀川共催　障がい者合同就職面接会
について、はたらく・くらしフェスタについて、運営員会からの伝達事項

第５回 H29.1.19 17
勉強会「障害者差別解消法　理解講座」、「第2回淀川地域　はたらく・くらし
フェスタ」について、ハローワーク淀川合同就職面接会の振り返り、来年度就
労支援部会の取り組み（案）について

第６回 H29.3.16 13
「第2回淀川地域はたらく・くらしフェスタ」振り返り、平成29年度就労支援部会
の役員体制について、精神障がいのある方の就労や医療機関との連携に対
する取り組みについて、平成29年度就労支援部会の予定、その他

はるかぜ、ナービス淀川、うれしいえがお、ゆめ
本舗、フォスターフレンド大阪、ＨＡＮＡ65、ケア．
Com、あい・すまいる淀川、トレフル、えんじょい、
ミード社会舘障がい相談支援センター、プラム愛
ランド、こうのとり、あじさい、アラビオン、ポリアン
ナ、あずき、ケアライン椿、エルケア新大阪ＣＣ

４、６、１０、２
月開催

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活動報告、情報
共有、事例検討

こ
ど
も
支
援
部
会

あい・すまいる淀川、あじさい、はるかぜ、えんじょ
い、わかくさ、an、リアン、わくわく、ファミリア、い
んくるーじょん、絆、アリス株式会社、つぼみ、きっ
ずでいぽこぽ
、キッズローズ、ピース、コンパス、ハッピーテラ
ス、たいよう、リバーサポートセンター
淀川区子ども・子育てプラザ、淀川区社会福祉協
議会、すまいる・すてっぷ、淀川区役所保健福祉
課（子育て支援室）
ゆめ本舗、あねらはうす、PASSO

隔月開催

・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

淀川区

（20年3月設置）

就
労
支
援
部
会

えんじょい、ＢｅＨａｐｐｙ、BE-SMILE、LINK、JSN新
大阪、JSN新大阪アネックス、LITALICOワークス
大阪梅田北、ウィリッシュ、海萌、ジョブジョイント
おおさか、桜ほのぼの苑、多機能型就労支援事
業所"こころ"、フリーダム創生、ミード社会館障が
い者支援センター、ウェルビー新大阪、チャレンジ
ド・アソウ新大阪事務所、大阪市障がい者就業・
生活支援センター、淀川地域障害者就業・生活支
援センター、淀川区役所保健福祉課（就労支援事
業担当）

隔月開催

・ハローワークにての面接会
・「はたらく・くらしフェスタ」企画
・事例検討
・各事業所の視察

居
宅
介
護
事
業
所
支
援
部
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.4.5 11

新規事業所及び相談支援マップの確認、今年度の運営事項の確認、各事業
所の状況について、サービス等利用計画案の作成依頼までの流れについ
て、地域移行支援について、情報提供、「淀川3区相談支援ネットワーク」に
対する意見、「はたらく・くらしフェスタ」ふり返り、その他

第２回 H28.5.11 17
新規事業所及び相談支援マップの確認、社会資源の確認について、区役所
の体制やその他確認事項、「淀川3区相談支援ネットワーク会議」の報告、地
域移行支援近況報告

第３回 H28.6.1 10
新規事業所及び相談支援マップの確認、新規事業所の状況、区役所の体制
やその他確認事項、実地指導について、運営委員会からの報告、事例検討

第４回 H28.7.6 13
前回検討事項について、計画相談支援および障害児相談支援の流れの再
確認、地域移行支援、計画相談支援支給決定者数（利用率）について、事例
検討

第５回 H28.8.3 17 計画相談支援制度説明、その他

第６回 H28.9.7 12

運営委員会より、前回の計画相談支援制度説明を受けて、淀川区保健福祉
センターからの出席について、計画相談支援の選定、地域移行支援につい
て、計画相談支援の進捗状況、事例検討、新規放課後等デイサービスにつ
いて、訪問看護の役割について、こころの健康講座』の案内

第７回 H28.10.5 17
依頼ケースの選定方法について、計画相談支援の選定、近隣の就労継続支
援Ａ型事業所について、事例検討、淀川区地域自立支援協議会研修の案内

第８回 H28.11.2 10
家事援助実態調査および移動支援の現状について、就労継続支援A型事業
所について、事例検討及び社会資源の確認、運営委員会からの報告につい
て、集団指導（10／26）について、研修等の案内

第９回 H28.12.7 9
１０月末計画相談支援の実施にかかる状況調査票報告、運営委員会からの
報告について、事例検討、その他

　第10回 H29.1.11 11
はたらく・くらしフェスタについて、熊本大震災義援金報告、次期役員・次年度
研修テーマについて、事例検討

　第11回 H29.2.1 13
運営委員会からの報告、次期役員の選出、来年度の研修について、事例検
討、その他

　第12回 H29.3.1 12
運営委員会からの報告、計画相談支援の実施状況、実地指導の報告、事例
検討および情報提供、来年度の研修について

第１回 H28.5.11 23
・東淀川区保健福祉センター保健福祉課の２８年度方針について
・イベントについて
・各部会からの報告

第２回 H28.7.13 21

・見守り相談室について
・イベントについて
・東淀川区障がい者相談支援センターの自己評価シートについて
・各部会からの報告

第３回 H28.9.14 19
・東淀川区保健福祉計画の進捗状況について
・イベントについて
・各部会からの報告

イベント H28.10.28 110 スポーツフェスタ２０１６

第４回 H28.11.9 24
・各部会からの報告
・全体会で開催する勉強会の企画検討
・イベントについて

・勉強会
・事例検討
・相談支援マップの更新

淀川区

（20年3月設置）

東淀川区
（20年3月設置）

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

・テーマを決めた勉強会
・総合相談支援事業（総合相談会）
・民生委員・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
　スポフェス：大阪市障がい者スポーツセン
ターの協力で障がいの種別や事業所・団体の
枠を超えて当事者や家族、職員の交流を目
的に開催する。
　和っしょい：日ごろ同じ地域にありながら、な
かなか交流の持ちにくい障がい者施設・事業
所・団体が一堂に会し舞台発表や模擬店など
に取り組む事により交流を深めることを目的
に開催する。
・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
障害者差別解消法の勉
強会

相
談
支
援
部
会

あい・すまいる淀川、はるかぜ、ゆめ本舗、あじさ
い、ナービス、うぃずサポートセンター、ゆいまー
る、きん柑、アイエスエフネットライフ、やぐるま
草、ミード社会舘障がい相談支援センター、ＣＯＣ
ＯＬＯ、デューン北大阪、淀川区障がい者相談支
援センター

毎月開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

イベント H28.11.12 350 地域交流フェスタ「みんなで和っしょい」

第５回 H29.1.11 21
・東淀川区保健福祉計画について
・勉強会について
・各部会からの報告

第６回 H29.3.8 23
・講演会の進捗状況（成年後見制度、あんしんさぽーとについて）
・各部会の報告
・東淀川区自立支援協議会設置要綱の改正について

第１回 H28.4.13 9
・東淀川区保健福祉センター保健福祉課の２８年度方針について
・イベントについて（スポフェス・和っしょい）
・各部会からの報告

第２回 H28.6.8 12

・見守り相談室について
・イベントについて（スポフェス・和っしょい）
・東淀川区障がい者相談支援センターの自己評価シートについて
・各部会からの報告

第３回 H28.8.12 9
・東淀川区保健福祉計画の進捗状況について
・イベントについて（スポフェス開催日10/28）
・各部会からの報告

第４回 H28.10.12 8
・各部会からの報告
・全体会で開催する勉強会の企画検討
・イベントについて（スポフェス・和っしょい）

第５回 H28.12.14 10
・東淀川区保健福祉計画について
・勉強会の進捗状況について（3/25 成年後見制度とあんしんサポート）
・各部会からの報告

第６回 H29.2.8 8

・自立支援協議会各部会活動報告・計画について
・3月25日に開催予定
　「成年後見事業とあんしんさぽーとについての研修会」
・東淀川区自立支援協議会設置要綱の改正について

第１回 H28.4.19 12
・平成２８年度の部会運営体制について
・事業所間の情報提供、情報交換など

第２回 H28.5.17 12

・平成２９年度以降の部会運営体制について
・事業所間の情報交換
　実地指導について
　事例検討の事前提出

第３回 H28.6.21 11

・東淀川区見守り相談室について
　（地域における見守り活動や災害時の避難支援のために）
・事業所間の情報交換
・事例検討

第４回 H28.7.19 12

・事例検討
　障がい福祉サービスと介護保険の併給について
　各事業所でのヘルパー育成の取り組みについて
・事業所間の情報交換

第５回 H28.8.16 10

・事例検討
　熱中症対策について
　ヘルパーの守秘義務への取り組みについて
・事業所間の情報交換

第６回 H28.10.18 10

Ｈ２８・９・２０の部会は台風のため中止
・事例検討
　熱中症対策について（つづき）
・事業所間の情報交換

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

地
区
自
立
支
援
協
議
会
全
体
会
議

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

東淀川区
（20年3月設置）

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

・居宅介護事業所間の情報交換
・勉強会の開催

・多くの事業所へ部会へ
の参加を呼びかける

毎月第３火
曜日開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.11.15 11
・事例検討
・事業所間の情報交換

第８回 H28.12.20 10
・年末年始の対応について
・事業所間の情報交換

第９回 H29.1.17 11

・平成２９年度の活動について
　勉強会（障がい者虐待等）の開催について
・事業所間の情報交換
　人材確保の取り組み

第10回 H29.2.21 11
・平成２９年度の活動について
・事業所間の情報交換・事例検討など

第11回 H29.3.21 12
・自立支援協議会　全体会議（報告）
・事業所間の情報交換・事例検討など

第１回 H28.4.28 13
・平成２８年度　相談支援部会の新体制　自己紹介
・平成２８年度　スケジュール
・委託相談支援について

第２回 H28.5.26 12
・勉強会（就労支援について）
・選定会議
・事例検討

第３回 H28.6.23 12
・選定会議
・事例検討

第４回 H28.7.28 12
・勉強会（成年後見人制度について）
・選定会議
・事例検討

第５回 H28.8.25 12
・選定会議
・事例検討

第６回 H28.9.29 12
・選定会議
・事例検討

第７回 H28.10.27 12
・勉強会（地域定着支援センターについて）
・選定会議
・事例検討

第８回 H28.11.24 12
・選定会議
・事例検討

第９回 H28.12.22 12
・選定会議
・事例検討
・講演会の開催について

第10回 H29.1.26 12 ・来年度スケジュールについて

第11回 H29.2.23 12
・障がいのある子どもの立場に立った理解と支援を考える（姫島こども園　岩
崎隆彦様）

第12回 H29.3.23 12 ・事例検討

相
談
支
援
部
会

居
宅
介
護
事
業
所
部
会

東淀川区
（20年3月設置）

毎月第３火
曜日開催

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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.4.21 10
・１年間の活動計画
・役員選任
・事例研究

第２回 H28.5.19 6
・アンケート集計結果についての検討
・事例検討

第３回 H28.6.16 13
・勉強会（研修会）の企画について
・事例検討

第４回 H28.7.21 10
・勉強会
　「こども相談センターの役割について」

第５回 H28.8.18 6
・勉強会の振り返り
・次回、勉強会の企画について
・事例検討

第６回 H28.9.15 18
・勉強会
　「障がい者虐待の防止について」

第７回 H28.10.20 13
・勉強会の振り返り
・事例検討

第８回 H28.11.17 10
・各事業所、医療機関の情報交換
・事例検討

第９回 H28.12.15 10
・次年度の活動計画について（勉強会の開催内容等）
・事例検討

第10回 H29.1.19 11
・次年度の活動計画について（勉強会の開催内容等）
・事例検討

第11回 H29.2.16 11
・次年度の活動計画について（勉強会の開催内容等）
・事例検討

第12回 H29.3.16 11
・勉強会
　「介護保険の改正について」

第１回 H28.4.15 20
今年度の事業実施体制について
研修会の開催について
事業所マップの作成について

第２回 H28.5.20 20
メンバーからの事例発表
研修会の内容について

第３回 H28.6.17 23
こども部会開催日時の確認
メンバーからの事例発表
研修会の内容について

第４回 H28.7.15 19
研修会の調整（１０月開催分）
メンバーからの事例発表

第５回 H28.8.19 12 研修会の調整（１０月開催分）

第６回 H28.9.16 15
メンバーからの事例発表
研修会の内容について

精
神
保
健
福
祉
部
会

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
といろ
赤とんぼ
cocolo
again

２か月に１回
（当面、毎

月）

・勉強会（研修会）の開催
・障がい福祉サービス事業所と医療機関との
連携・情報交換

東淀川区
（20年3月設置）

淡路こども園（児童発達支援センター）
わかくさ（児童発達支援センター）
やさしい★クマさん(児童発達支援・放課後等デイ
サービス)
オレンジ　(児童発達支援　放課後等デイサービ
ス）
どんぐり　（児童発達支援事業）
このこのクラブ　(放課後等デイサービス）
スマートキッズプラス東淀川 (放課後等デイサー
ビス）
くるみの森　(児童発達支援・放課後等デイサービ
ス）
おひさま　（放課後等デイサービス）
風の子デイサービス（放課後等デイサービス）
いんくるーじょん(放課後等デイサービス)
あゆみん上新庄　(児童発達支援　放課後等デイ
サービス）
スマイルクラブ　(児童発達支援　放課後等デイ
サービス）
大阪府立東淀川支援学校
淡路幼稚園
徳蔵寺保育園
保育園　こどものくに
pokkapoka（女性と子育て支援グループ）
北さくら園（母子生活支援施設）

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
を検討する
・各分会での体制づくりを
検討する

こ
ど
も
部
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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
（研修
会）

H28.10.21 56

テーマ「子どもたちをこころとからだの主人公に　２」
（講師：千住　真理子氏）

第７回の部会を研修会として開催

第８回 H28.11.18 20 大阪市こども相談センターからの事業説明及び意見交換会

第９回 H28.12.16 11
１０月の研修会のアンケート結果集計と検証
１１月の意見交換会の検証
メンバーからの事例発表

第10回
H29.1.20 16

来年度の事業方針について
こども部会の開催日時の確認
メンバーからの事例発表

第11回
H29.2.17 13

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
H29.3.17 16

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

第１回 H28.4.20 12
今年度の事業実施体制について
「就労フェスタ」にむけて準備
情報交換

第２回 H28.5.25 16 就労フェスタにむけて準備

イベント H28.6.28 100
イベント「就労フェスタ」
　障がい関係　就労系・日中系事業所説明会

第３回 H28.7.27 11 「就労フェスタ」振り返り

第４回 H28.8.31 12 勉強会の打ち合わせ

第５回 H28.9.28 15 テーマ「求人募集に関する勉強会」

第６回 H28.10.26 6
就カツ相談会について
情報交換

第７回 H28.12.7 7
「ハローステップ」について
情報交換

第８回 H29.1.25 8
平成２９年活動計画について
２月開催「ハローステップ」について

第９回 H29.2.22 8 テーマ「ハローステップ」について

第10回 H29.3.23 10 「東淀川区日中活動系事業所説明会」について

あすわーく
東淀川区障がい者相談支援センター　Ｆｌａｔ・きた
路交館/ウィリッシュ
ちゃれんびぃ
道の空
ハローワーク淀川
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
東淀川支援学校
again
こころ
保健福祉センター

原則
毎月開催

今年度より立ち上がった部会
障がい関係の就労事業所説明会を実施
各事業所情報交換

就
労
支
援
部
会

就労関係の事業所説明
会
研修会

毎月開催

こ
ど
も
部
会

東淀川区
（20年3月設置）

淡路こども園（相談支援）
東淀川区障がい者相談支援センター　Ｆｌａｔ・きた
地域生活支援センター風の輪　（相談支援）
うぃずサポートセンター　（相談支援）
わかくさ　（相談支援）
あい・すまいる淀川（相談支援）
あすわーく　（生活介護事業所）
とよさとはうす　（精神障害者地域活動支援セン
ター）
社会福祉法人　路交館
東淀川区役所　保健福祉課

★今年度新設
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.4.15 13

・平成28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
・平成28年度　区民啓発講座の開催について
・平成28年度　「高齢者と障がいのいろいろ相談会」について

第２回 H28.5.13 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
（総会についての報告）
・相談支援部会からの報告
・平成28年度　区民啓発講座の開催内容について
・区障がい者相談支援センターの自己評価シートの検討について
・障がいを理由とする差別に関する相談窓口について

第３回 H28.6.10 11

・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28年度　区民啓発講座の内容について
・平成28年度　第１回「高齢者と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、今年度は啓発ブースを設ける
・区障がい者相談支援センターの自己評価シートの検討について

第４回 H28.7.8 10

・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28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
・障がいを理由とする差別に関する相談の報告について
・区障がい者相談支援センターの自己評価シートの監査結果報告について

第５回 H28.8.12 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
（学習会の申込状況についての報告・事業所見学会について）
・相談支援部会からの報告
・ふれあい広場について
・平成28年度　区民啓発講座の開催について
・平成28年度　第2回「高齢者と障がいのいろいろ相談会」について
・東成区障がいサービス事業所の社会資源マップの東成区ホームページへ
の掲載について

第６回 H28.9.9 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
（第1回学習会アンケート結果・次回の課題について、事業所見学会につい
て）
・相談支援部会からの報告
・ふれあい広場について
・平成28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
・東成区障がいサービス事業所の社会資源マップの東成区ホームページへ
の掲載について（検索方法の説明）

第７回 H28.10.14 11

・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
（東成ｉｎｇ事業所見学会について）
・相談支援部会からの報告
・ふれあい広場について
・平成28年度　区民啓発講座の開催について
・平成28年度　第3回「高齢者と障がいのいろいろ相談会」について

第８回 H28.11.11 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
（事業所見学会の申込状況について）
・相談支援部会からの報告
・ふれあい広場について（振り返り）
・平成28年度　区民啓発講座の開催について
・12月の障がい者週間について

第９回 H28.12.9 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
（事業所見学会のアンケート結果について）
・相談支援部会からの報告
・平成28年度　区民啓発講座の開催について
・平成28年度　第4回「高齢者と障がいのいろいろ相談会」について
・障がい者週間の“キャラバン隊”の報告
・生活保護費の貯蓄の問題について（生活支援　課長代理より）

第10回 H29.1.13 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28年度区民啓発講座の開催について
・平成29年度の開催計画について

東成区

（19年12月設置）

協
議
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
大阪市障がい者　就業・生活支援センター（中央）
清心会　生活介護ハーモニー
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ｉｎ
ｇ）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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 Ｈ29.2.10
 10

・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
・障がいのいろいろ相談会について
・平成28年度区民啓発講座の開催について
・平成29年度の開催計画について

第12回 Ｈ29.3.10
 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
・平成28年度区民啓発講座アンケート結果について
・平成29年度の開催計画について

第１回 H28.4.21 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 H28.5.26 18

＊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 H28.6.23 20

＊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 H28.7.28 19

＊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 H28.8.25 20

＊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 H28.9.29 21

＊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 H28.10.27 21

＊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 H28.11.24 22

＊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 H28.12.22 23

＊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 H29.1.26 21

＊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

協
議
会

毎月開催

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）
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
相談支援トレジャー
ひばりケアプランセンター
アイケア２４
アルカンシエル東成ケアプランセンター
相談支援あるほっぷ
北部地域包括支援センター
南部地域包括支援センター
東成区在宅医療・介護連携相談支援室

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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H29.2.23 21

＊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 H29.3.23 23

＊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

ふれあい広場 H28.11.5
・地域自立支援協議会　ブース出展協力
　“ふれあいおりがみ教室”

・東成区社会福祉協議会主催

年1回開催

事
例

検
討
会

Ｈ29.2.7
 8

・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

・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
・計画相談支援事業所　さいな

第１回 H28.6.10 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
・おおさかひがし

第２回 H28.8.12 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
・精神障がい者地域生活支援センター　すいすい

第３回 H28.10.14 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　2件）

・北部・南部包括支援センター
・東成育成園

第４回 H28.12.9 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　1件）

・北部・南部包括支援センター
・中央支援センター

第５回 Ｈ29.2.10
 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

Ｈ29.2.18
85

『きらっと☆東成2016　気づこう差別　知ろう合理的配慮　つながろう地域
第１部　講演『障がい者差別解消法について』
講師　　弁護士　辻川　圭乃氏
第２部　対談　“合理的配慮とは”
        　辻川　圭乃氏　（弁護士）
　　　　　古田　朋也氏　（障害者の自立と完全参加をめざす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪連絡会議　議長）

大阪市東成区地域自立支援協議会主催

第１回 H28.4.15 12

・東成ingアンケートについて
・東成ing総会について
・今年度の取り組み予定について
・その他

第２回 H28.5.13 12

・東成ingアンケートについて
・東成ing総会について
・今年度の取り組み予定について
・その他

第３回 H28.5.25 40

東成区障害者支援連絡会(東成ing）総会
・東成ing、運営委員会、運営委員について
・平成27年度　開催報告
・平成28年度　開催予定
・参加者自己紹介、事業所の紹介、意見交換など
・その他（情報提供など）

東成区

（19年12月設置）

相
談
支
援
部
会

毎月開催

東
成
区
障
が
い
者
支
援
連
絡
協
議
会

（
東
成
ｉ

ｎ
ｇ

）

・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
・精神障害者地域生活支援センターすいすい
・清心会　生活介護ハーモニー
・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
・フリースペースＳＵＮ
・ポリーライフ
・楽々ケアプランセンター 毎月開催

学習会・見学会の開催
H28.8.23
学習会『障がい事業所と地域を通じたつなが
りづくり』　講師　大阪教育大学教養学部　准
教授　新崎国広氏
H28.11.25
事業所見学会（支援センター中、サンフィール
ド鶴橋事業所、健美堂、アストロキッズ永井、
サンシャイン、アールプラネート）
H29.2.24
学習会『救命入門コース90分』　講師　大阪市
東成消防署地域担当司令　田中　時治氏

相
談
会

年5回開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.6.10 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 H28.7.8 11
・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 H28.8.12 11
・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 H28.9.9 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 H28.10.9 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 H28.11.11 9
・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 H28.12.9 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 H29.1.13 10
・東成ing学習会について
・その他

第12回 Ｈ29.2.10
 10

・東成ing学習会について
・今年度の振り返りについて
・来年度の活動計画について
・その他

第13回 Ｈ29.3.10
 10
・東成ingの運営について
・東成ing来年度の取り組みについて
・その他

第１回 H28.7.19 21
・生野区障がい者相談支援センターの運営評価
・見守り相談室の取組みについて(報告)

第２回 H28.9.20 0 ・台風のため中止

第３回 H28.11.22 21
・生野区障がい者虐待防止連絡会議の開催
・障がい者虐待の現状と対策について
・生野区相談支援事業所連絡会の報告

第４回 H29.1.24 23
・グループホーム連絡協議会の実績報告
・防災減災について学び考える

第５回 H29.3.21 20
・障がい児福祉業務の取組みについて
・平成２９年度年間計画について

運
営
委
員

会 第１回 H28.7.5 9
第１回自立支援協議会事前打ち合わせ
・生野区障がい者相談支援センターの運営評価
・見守り相談室の取組みについて

毎月開催
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

）

生野区

（20年5月設置）

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、3、4、5回目）を関係機関向け公
開講演会として開催

協
議
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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２回 H28.9.6 10
第２回自立支援協議会事前打ち合わせ
・グループホーム連絡協議会の実績報告
・生野区相談支援事業所連絡会の報告

第３回 H28.11.8 8

第３回自立支援協議会事前打ち合わせ
・生野区障がい者虐待防止連絡会議の開催
・障がい者虐待の現状と対策について
・生野区相談支援事業所連絡会の報告

第４回 H29.1.10 9
第４回自立支援協議会事前打ち合わせ
・グループホーム連絡協議会の実績報告
・防災減災について学び考える

第５回 H29.3.7 11
第５回自立支援協議会事前打ち合わせ
・障がい児福祉業務の取組みについて
・平成２９年度年間計画について

第１回 H28.4.21 18
・相談支援事業者連絡会(役員体制・新事業所)について
・制度の学習会
・年間計画について

第２回 H28.5.19 15
・生野区地域自立支援協議会における相談支援事業者連絡会実績報告に
むけて現状と課題のグループワーク
・実務研修Ｑ＆Ａ

第３回 H28.6.16 10
・事例検討精神障害のある方への支援について
・生野区地域自立支援協議会における相談支援事業者連絡会実績報告に
むけて

第４回 H28.7.21 20
・生野区地域自立支援協議会における相談支援事業者連絡会実績報告に
むけて(福祉サービス利用までの流れ等)

第５回 H28.8.26 20
・制度情報共有(重度訪問介護・モニタリングの考え方・入院中の同行援護・
重度訪問・行動援護について)

第６回 H28.9.15 20 ・自立支援協議会での部会報告のリハーサル

第７回 H28.9.20 0 ・自立支援協議会部会報告(台風のため中止)

第８回 H28.10.20 20
・計画相談支援受給者証の交付申請について
・生野区における障がいのある方への相談支援の取組について

第９回 H28.11.24 20 ・精神障がい者の支援について

第10回 H28.12.15 20
・生野区における障がいのある方への相談支援の取組について周知活動に
ついて

第11回 H29.1.19 18 ・生野区における障がいのある方への相談支援の取組についてリハーサル

第12回 H29.2.14 200 ・生野区における障がいのある方への相談支援の取組について当日

第13回 H29.2.16 15 ・生野区における障がいのある方への相談支援の取組についての振り返り

第14回 H29.3.16 20 ・201７年度　年間計画について

生野区

（20年5月設置）

相
談
支
援
事
業
者
連
絡
会

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

１４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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.5.18 17

・28年度新委員について
・27年度活動状況の報告
・28年度の取り組みについて
・障がい者相談支援センターの運営評価について
・設置要綱の見直し

第２回 H28.7.20 18

・各部会報告について
・高齢・障がい部会の立ち上げについて
・仕事部会の今後の活動について
・社会資源マップの更新について
・9月開催の精神保健福祉講演会について

第３回 H28.9.21 16

・各部会報告について
・高齢・障がい部会の立ち上げについて
・仕事部会の今後の活動について
・社会資源マップの更新について
・9月開催の精神保健福祉講演会について

第４回 H28.11.16 16

・各部会報告について
・高齢・障がい部会の立ち上げについて
・社会資源マップの更新について
・その他

第５回 H29.1.18 13

・各部会報告について
・高齢・障害部会設置の進捗状況について
・社会資源マップ作成の進捗状況について
・各部会の設置要綱について
・その他

第６回 H29.3.15 15

・各部会報告について
・高齢・障害部会設置の進捗状況について
・あさひあったかマップ（社会資源マップ）の完成報告
・各部会の設置要綱について
・光陽支援学校にて開催する「なんでも相談会」について
・旭福興市2017の開催について（29.5.14開催）
・その他

第１回 H28.4.13 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第２回 H28.5.11 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第３回 H28.6.8 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第４回 H28.7.13 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第５回 H28.9.14 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第６回 H28.10.12 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第７回 H28.11.9 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第８回 H28.12.14 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第９回 H29.1.11 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第１０回 H29.2.8 光陽支援学校における「なんでも相談会」

自
立
支
援
協
議
会
　
本
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
思斉支援学校
光陽支援学校
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

隔月第3水曜
日開催

（奇数月）

・高齢・障がい部会の立ち上げ
・仕事部会の今後について検討
・社会資源マップの作成
・なんでも相談会の開催
・旭福興市の開催

旭区

（20年7月設置）

な
ん
で
も
相
談
会

保健福祉課（地域福祉）・相談支援部会委員

毎月第2水曜
日開催

（夏休み期間
のみ休会）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

な
ん
で

も
相
談

会 第１１回 H29.3.8 光陽支援学校における「なんでも相談会」

第１回 H28.4.18 10

・28年度新委員の紹介
・今年度の取り組みについて
・27年度実施の学校情報シート作成依頼および相談会について
・その他

第２回 H28.5.30 10
・学校情報収集シートと就学なんでも相談会について
・今後の活動について
・その他

第３回 H28.7.1 10
・学校情報収集シートと就学なんでも相談会について
・学校選択制について
・その他

第４回 H28.9.23 13
・就学なんでも相談会について（総括）
・今後の取り組みについて
・その他

第５回 H28.12.2 13

・子育てに関するセミナーについて
・他区の地域自立支援協議会こども部会の取り組みについて
・今後の取り組みについて
・その他

第６回 H29.3.27 12
・設置要綱について
・子育て応援セミナーについて
・次年度の取り組みについて

第１回 H28.6.23 大宮小学校での就学なんでも相談会の開催

第２回 H28.6.27 古市小学校での就学なんでも相談会の開催

第３回 H28.7.4 生江小学校での就学なんでも相談会の開催

第４回 H28.7.7 新森小路小学校での就学なんでも相談会の開催

第５回 H28.7.12 太子橋小学校での就学なんでも相談会の開催

第６回 H28.8.8 高殿小学校での就学なんでも相談会の開催

第７回 H28.8.26 高殿南小学校での就学なんでも相談会の開催

第８回 H28.8.29 清水小学校での就学なんでも相談会の開催

第９回 H28.9.1 城北小学校での就学なんでも相談会の開催

第10回 H28.9.6 大宮西小学校での就学なんでも相談会の開催

子育て応援セ
ミナー

H29.1.28 「育つ・学ぶ・支える」～障がいのある子どもの就学・進学～

保健福祉課（地域福祉）・こども部会委員

不定期

旭区障がい者相談支援センター
思斉支援学校
光陽支援学校
地域生活サポートネットほうぷ
旭東中学校
太子橋小学校
清水小学校
城北小学校
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
・就学に関する出張相談会を区内全小学校
　（10校）で開催する
・子育て応援セミナーの開催

相談支援部会・こども部会委員

旭区

（20年7月設置）

こ
ど
も
部
会

就
学
な
ん
で
も
相
談
会

・小中学校入学に向けた就学なんでも相談
　会の開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.4.20 13
・今年度の取り組みについて
・各指定相談支援事業所の状況について
・その他

第２回 H28.6.15 11

・光陽支援学校主催のなんでも相談会の割り当てについて
・各指定相談支援事業所の状況について
・障がい者相談支援センターの運営評価の実施について
・その他

第３回 H28.8.17 12

・各指定相談支援事業所の状況について
・就労支援に関するスキルアップ研修の実施
・区役所防災担当より福祉避難所の説明
・その他

第４回 H28.10.19 11
・各指定相談支援事業所の状況について
・障がい福祉サービスと介護保険の併給に関する研修の実施
・その他

第５回 H28.12.21 16

・各指定相談支援事業所の状況について
・障がい者の住居に関する研修の実施
・相談支援事業所間の計画相談支援の引継書について
・その他

第６回 H29.2.15 15

・介護保険の制度改正に関わる障がい福祉サービスについて
・各指定相談支援事業所の状況について
・相談支援事業所間の引継書の作成について
・設置要綱について
・その他

仕
事
部
会

第１回 H28.12.16 10

・各事業所の紹介
・事業所が抱える課題や問題点
・今後の活動方針の検討
・設置要綱について

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
P.Bうつぎ
生江障害者会館
あさひ希望の里
あかんのん
てのはな
オールケア旭
て・さらん
和作業所

２、３回/年

・区内通所系事業所が集まり、仕事の受注
　や販売の場の拡大等を目指す
・活動再開

第１回 H28.10.4 13 ・高齢・障がい部会の立ち上げについて

第２回 H29.3.15 10
・高齢・障がい部会の立ち上げについて
・設置要綱について

第１回 H28.4.27 44
・各部会より報告
・平成28年度事業計画案

第２回 H28.5.25 57 ・総会（各部会事業計画）

第３回 H28.6.22 60
・各部会報告
・ＳＡＲＵＧＡＫＵ祭の広告出店について
・居宅介護部会（勉強会）

第４回 H28.7.27 53
・各部会報告
・当事者部会アンケート報告
・新体制について

高
齢
・
障
が
い
部
会

（
準
備
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
あさひ相談支援センター
あゆみ工房
就業・生活支援センター　北部地域センター
旭区地域包括支援センター
旭区東部地域包括支援センター
旭区西部地域包括支援センター

不定期

準備会を立ち上げ、課題の整理を行う 高齢・障がい部会の立ち
上げ

旭区

（20年7月設置）

城東区

（20年4月設置）

運
営
会
議

毎月第４水
曜日１３：３０
～１４：３０

・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１4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

・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

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

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
オールケア相談支援センター旭
あさひ松栄ケアプランセンター
ハッピーライフあさひ
ベルフライ
はんどべる
ケアプラン高橋
フェリスモンテ
介護ステーション　おもいっきり

隔月開催
（偶数月の第

３水曜日）

・光陽支援学校主催のなんでも相談会へ
　相談員として協力
・毎回テーマを決め研修会や勉強会を開
　催する
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.8.24 50
・各部会報告
・第13回ピアフェスタについて
・当事者部会（講演会）１１／９（水）

第６回 H28.9.28 50
・各部会報告
・地域活動１１／１（火）２（水）中学生職場体験

第７回 H28.10.27 44
・各部会報告
・第１４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 H28.11.22 58
・各部会報告
・第1４回ピアフェスタの報告（11月２０日）について
・聖賢地区アクションプラン

第９回 H28.12.21 42
・各部会報告
・講演会報告

第10回 H29.1.25 46
・各部会報告
・シンポジウム開催
・H２８年度総括及びH2９年度事業計画の検討

第11回 H29.2.21 42
・各部会報告
・講演会報告

第12回 H29.3.22 42
・各部会報告
・29年度体制について

第１回 H28.4.21 10
・平成28年度事業計画及び事業予算について
・28年度体制について

第２回 H28.5.19 10

・部会報告
・28年度体制について
・総会開催にむけて
・区障がい者相談支援センター運営評価

第３回 H28.6.26 11
・部会報告
・２８総会事業計画
・名簿整理

第４回 H28.7.21 11
・事業運営の検討
・部会報告

第５回 H28.8.18 11
・事業検討（ピアフェスタ）
・部会報告

第６回 H28.9.15 10
・事業検討（ピアフェスタ・スポーツカーニバル）
・部会報告
・区内事業所説明会及びパンフレット作成検討

第７回 H28.10.20 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 H28.11.17 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 H28.12.15 10
・部会報告
・ホームページに関する見直し・検討
・事業所を対象とした大人の発達障害者支援方法についての研修検討

城東区

（20年4月設置）

運
営
会
議

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
大阪府立光陽支援学校
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

事
務
局
会
議

毎月開催

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

運営会議の議案や行事等の調整会議

37 



平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H29.1.19 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 H29.2.16 14
・部会報告
・今年度の総括、次年度の事業計画について

第12回 H29.3.16 12
・部会報告
・今年度の総括、次年度の事業計画について
・新年度体制

H28.11.20 約4500
・模擬店・障がい体験コーナー・事業所紹介ほか
（SARUGAKU祭と共催）

年１回

区民向けイベント

研修会 H28.11.9 100
テーマ「楽しくいきる」～福祉の向上と平和をもとめて～
講師：藤野高明氏（大阪市立盲学校教員）

区内障がい福祉サービス事業所

年１回

区民・事業者向けイベント

第１回 H28.4.27 23
・レスキューの普及
・第1４回ピアフェスタに向けて
・防災のとりくみ

第２回 H28.5.25 21
・レスキューの普及
・第1４回ピアフェスタに向けて
・防災のとりくみ

第３回 H28.6.22 22
・レスキューの普及
・第14回ピアフェスタに向けて
・防災のとりくみ

第４回 H28.7.27 22
・第１4回ピアフェスタについて
・街頭募金活動について
・防災活動について

第５回 H28.8.24 20 ・第１4回ピアフェスタについて

第６回 H28.9.30 19
・レスキューの普及
・第14回ピアフェスタに向けて
・中学生職場体験

第７回 H28.10.27 22
・レスキューの普及
・第1４回ピアフェスタに向けて

第８回 H28.11.22 20
・レスキューの普及
・第1４回ピアフェスタに向けて

第９回 H28.12.21 15
・レスキューの普及
・次回のSARUGAKU祭りに向けて

第10回 H29.1.25 17
・レスキューの普及
・次年度の計画について
・福祉避難所の見直し

第11回 H29.2.21 17
・街頭募金について
・防災関係について

第12回 H29.3.22 17

・街頭募金について
・防災関係について
・職場体験活動について
・SARUGAKU祭・ピアフェスタについて

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

防災対策の取り組み等

城東区

（20年4月設置）

ピアフェスタin城東

毎月開催

事
務
局
会
議

地
域
活
動
部
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.4.27 27
・選定会議報告
・相談支援専門員の質を高める研修（大阪市の障害者施策）

第２回 H28.6.23 27
・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３回 H28.7.27 29
・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 H28.8.24 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５回 H28.9.28 25
・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 H28.10.27 25
・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 H28.11.22 26
・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 H28.12.21 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９回 H29.1.25 27
・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 H29.2.27 27
・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 H29.3.22 19
・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 H28.4.15 7
・平成2８年度体制
・各事業所連絡・報告

第２回 H28.5.11 7 ・企業向けセミナーについて

第３回 H28.7.6 8

・企業セミナーについて
・区内事業所説明会（障がい等、社会に出るためのステップの場を探している
方、支援学校等に在学中で今後の進路について考えている方、就職希望の
方の相談・福祉サービスの利用や相談等開催・各事業所がわかる展示も行
う）

第４回 H28.8.3 9
・企業セミナーについて
・区内事業所説明会

第５回 H28.9.7 10
・最低賃金の見直し
・就労支援Ａ型事業所における所定求職者雇用開発助成金取り扱い
・区内事業所説明会

第６回 H28.10.5 9
・就労継続A型事業所における適正な事業運営に向けた取り扱い
・区内事業所説明会及びパンフレット作成様式

第７回 H28.11.2 8
・サポートシート様式について
・区内事業所説明会・パンフレット作成

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

相談支援事業の質を高める研修等の取り組
み

城東区

（20年4月設置）

就
労
部
会

そうそうの杜
障害者相談支援センターＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
エーサポート
ゼスト
チャレンズライフ
思斎支援学校
ニコサービス
ＡＳＫ

毎月開催

事業者説明会開催等の取り組み
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.12.7 10
・区内事業所説明会・パンフレット作成
・区内事業所チラシの配布

第９回 H29.1.11 7
・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 H29.2.1 8 ・区内事業所説明会・パンフレット作成

第11回 H29.3.1 8
・区内事業所説明会・パンフレット作成
・来年度の事業所説明会について

第１回 H28.4.19 2
・今後の会議等について
・新年度の研修について

第２回 H28.5.17 5 ・グループワーク

第３回 H28.7.19 5
・今年度体制
・居宅介護勉強会
・グループディスカッション

第４回 H28.8.23 5
・グループワーク
・訪問看護研修

第５回 H28.11.15 4
・グループワークの反省会
・事業所紹介フォーマットの構成

第６回 H28.11.17 12 ・グループワーク

第７回 H28.12.20 4 ・次回講座について

第８回 H29.1.17 4
・次回グループワーク
・今年度振り返り

第９回 H29.2.14 ・次年度の計画・日程について

第10回 H29.3.13 5

・今回講座について
・グループワーク
・アンケート

第１回 H28.4.20 6
・講演会
・交流会
・虐待防止・権利擁護活動

第２回 H28.5.18 6
・講演会
・交流会
・虐待防止・権利擁護活動

第３回 H28.7.6 35
・講演会
・交流会
・虐待防止・権利擁護活動

第４回 H28.8.3 5
・講演会の感想と反省会
・交流会
・虐待防止・権利擁護活動

毎月開催

グループワーク等テーマ別研修会の取り組み

城東区

（20年4月設置）

毎月開催

就
労
部
会

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

講演会・交流会等虐待防止権利擁護活動等
の取り組み

毎月開催

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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.9.7 5
・講演会
・虐待防止・権利擁護活動

第６回 H28.10.5 6 ・講演会

第７回 H28.11.2 4
・今後の取り組みについて
・講演会

第８回 H28.12.7 5
・講演会感想・反省

第９回 H29.1.11 5
・今後の取り組みについて検討

第10回 H29.2.1 5 ・29年度の予算案及び行事について検討

第11回 H29.3.1 4
・今後の取り組みについて検討

第１回 H28.4.12 6
・シェアハウス物件の検討
・２８年度活動について

第２回 H28.5.10 4 ・シェアハウス物件の現状

第３回 H28.8.30 5
・シェアハウス物件の見学
・今後の予定

第４回 H28.10.18 6 ・シェアハウス物件の現状

第５回 H28.11.8 4 ・シェアハウス物件候補者検討

第６回 H28.12.13 6
・シェアハウス（現状報告、課題に関する意見交換）
・シェアハウスショート的な宿泊利用

第７回 H29.1.18 7
・地域生活部会の目的を再確認
・２９年度の事業計画
・情報交換

第８回 H29.2.14 5
・情報交換
・次年度事業計画について

第１回 H28.4.11 18
・事業計画について
・新たな参加事業所
・今後の課題

第２回 H28.7.11 9
・アンケート配布協力
・パンフレットについて

第３回 H28.9.8 12 ・パンフレットについて

第４回 H28.10.17 11 ・パンフレットについて

第５回 H28.11.14 13
・事業所紹介
・事業所一覧の地図について

シェアハウス等の新たな社会資源の検討

当
事
者
部
会

毎月開催

城東区

（20年4月設置）

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
るみっく 毎月開催

事業所一覧、パンフレット等の作成

児
童
部
会

地
域
生
活
部
会

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

毎月開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.12.19 11
・事業所紹介
・事業所一覧の地図について

第７回 H29.1.16 17
・パンフレットについて
・事業所紹介
・２９年４～法改正について

第８回 H29.2.13 16
・パンフレットについて
・来年度事業計画について

第９回 H29.3.13 10
・パンフレットについて
・来年度事業計画について

全
体
会

第１回 H28.6.16 18 鶴見区障がい者相談支援センターの平成27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

・鶴見区障がい者相談支援センターの平成27
年度運営評価

・就労支援の取り組み検
討

第１回 H28.4.13 10
・今年度の相談支援部会のあり方について
・平成28年4月1日より変更のあった自立支援施策についての説明
・特定相談支援事業所選定会議（７）

第２回 H28.5.11 11
・移動支援計画の提出方法の変更について
・事例検討会立ち上げに向けた講演会の開催について
・特定相談支援事業所選定会議（３）

第３回 H28.6.8 11
・新規開設の就労支援Ｂ型について情報提供
・特定相談支援事業所選定会議（４）

いろいろ
相談会

〃 2 ・1件（発達障がいのお子様を持つ親からの相談）

第４回 H28.7.13 11
・次回事例検討会について
・移動支援計画の提出方法について(再度)
・特定相談支援事業所選定会議（１２）

第５回 H28.8.10 11
・10月20日開催の講演会の役割分担について
・選定会議の在り方と今後の相談支援の在り方について
・特定相談支援事業所選定会議（３）

いろいろ
相談会

〃 0 ・1件予約あるもキャンセル

第６回 H28.9.14 11

・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より、平成29年6
月10日(土)の鶴見区民センターで就労フェスタの開催について
・勉強会（事例検討会）
・特定相談支援事業所　選定会議（４）

第７回 H28.10.12 11
・10月20日開催の講演会打合せ
・特定相談支援事業所　選定会議(３)

いろいろ
相談会

〃 0

毎月開催

児
童
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

・相談支援の提供体制の整備
・いろいろ相談会の定例開催
・制度改正等説明
・特定相談支援事業者の選定会議

相
談
支
援
部
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.11.9 14
・鶴見区社協より見守り相談事業対象の身体障がい者手帳(身体1・2級)の人
に1月に見守り支援同意書を送付する旨の説明
・特定相談支援事業所　選定会議(３)

第９回 H28.12.14 13
・12月17日開催の鶴見区ふれあいフェスタについて
・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

第10回 H29.1.11 11
・モニタリング頻度の説明
・特定相談事業所　選定会議(４)

第11回 H29.2.8 15 ・特定相談事業所　選定会議(５)

いろいろ
相談会

〃 0

第12回 H29.3.8 14
・12月末現在の計画相談支援支給決定者数（利用率）配付
・ひまわり無料電話相談の紹介
・特定相談事業所　選定会議(５)

事
業
所
部

会

講演会
（区相談
支援セン
ターと共

催）

H28.10.20 54 障がいのある人の意思決定支援の理解と実践

区内の障がい福祉サービス事業所

部会活動
　年3～4回

・障がい者支援に関する勉強会の開催

地
域
生
活
支
援
部
会

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

年2～3回

第１回 H28.5.25 12
あいさつ、自己紹介、平成28年度自立支援協議会運営方針・計画について、
運営会議・各部会報告、何でも相談会、事例検討、区相談支援センター運営
評価、その他

第２回 H28.9.28 13 運営会議・各部会報告、何でも相談会、事例検討、その他

第３回 H28.12.21 15
運営会議・各部会報告、何でも相談会、事例検討、平成29年度自立支援協
議会組織運営、その他

第４回 H29.3.22 13
運営会議・各部会・研修会報告、何でも相談会、事例検討、平成29年度自立
支援協議会組織運営、その他

第１回 H28.4.27 13 平成28年度阿倍野区自立支援協議会の運営方針、5月開催協議会の議題、

第２回 H28.5.25 13
平成28年度阿倍野区自立支援協議会の運営、何でも相談会、第1回事業所
連絡会

第３回 H28.6.22 13 第1回事業所連絡会、その他報告

第４回 H28.7.27 10 第1回事業所連絡会、平成29年度自立支援協議会の体制の見直し、その他

第５回 H28.8.24 13 第1回事業所連絡会、第2回自立支援協議会の議題、その他

鶴見区

（20年7月設置）

相
談
支
援
部
会

毎月

（開催なし）

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
LITALICOワークス

年に8回
(必要に応じ
て臨時開催

もある)

協議会の運営
協議会の事例検討の振り返り
事業所連絡会の実施内容の検討
何でも相談会の検討
別途ワーキンググループを立ち上げ、「日中
どこいこ?見つけるフェスタ」の開催に向けて打
ち合わせを行う

児童部会の設置
就労部会の検討

運
営
会
議

阿倍野区

（20年5月設置）

協
議
会

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

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）
研修会を計3回開催
「日中どこいこ?見つけるフェスタ」の開催

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
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.10.26 10
第1回事業所連絡会の振り返り、平成29年度自立支援協議会の体制の見直
し、何でも相談会

第７回 H28.11.23 6
平成29年度自立支援協議会の体制の見直し、第2回事業所連絡会、何でも
相談会

臨時 H29.1.12 8 第2回事業所連絡会

第８回 H29.1.25 9 第2回事業所連絡会、障がい者何でも相談会

第９回 H29.2.22 9
第2回事業所連絡会、第4回自立支援協議会の議題、平成29年度の区協議
会の組織運営、その他

第１回 H28.10.12 35
講演「地域における横のつながり」
グループワーク(ワールドカフェ形式)
「お互いの強みを生かしてできる地域アイデア」

第２回 H29.2.24 32
事例報告「サービスを越えての連携～家族支援をもとに考える」
個人ワーク、グループワーク

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

阿倍野区

（20年5月設置）

年に8回
(必要に応じ
て臨時開催

もある)

運
営
会
議

日
中
系
説

明
会

H29.1.28 81
区内日中系サービス事業所が会場に集まり、来場した障がいのある方やそ
の関係者に対し説明や体験等を行う。

区民
日中系サービス事業所、相談支援事業所
中部地域障害者就労・生活支援センター 年1回

区内日中系事業所の協力のもと、「日中どこ
いこ？見つけるフェスタ」を開催する。

相
談
支
援

事
業
所
立

ち
上
げ
説

明
会

H29.3.23 28 大阪市福祉局より事業説明、介護支援専門員との兼務について、事例紹介

区内相談支援事業所有志
区内居宅介護支援事業所
区内障がいサービス事業所

阿倍野区

（20年5月設置）
第１回 H28.5.30 86

知る・つながる・ささえあう～ご存知ですか?発達障がい～
講演「発達障がいに関する基礎知識」

区民
区内障がい関係機関
区内高齢関係機関、区内子育て支援機関

第２回 H28.8.2 43
知る・つながる・ささえあう～知的障がい者の特性と支援～
講演「知的障がいの特性と支援方法」
活動報告

区内障がい関係機関
区内高齢関係機関

第３回 H28.8.25 39
知る・つながる・ささえあう～知的障がい者の特性と支援～
講演「支援に必要な構造化とは?」
事例検討会

区内障がい関係機関
区内高齢関係機関

第4回 H29.3.13 89
知る・つながる・ささえあう
震災!!そのときどうする? ～熊本地震から学ぶ～
講演「災害と障がい」

区民
区内障がい関係機関
区内高齢関係機関

第１回 H28.4.27 12
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、事例検
討、その他

第２回 H28.6.22 13
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、事例検
討、相談支援事業所立ち上げ説明会、その他

第３回 H28.8.24 13
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、事例検
討、相談支援事業所立ち上げ説明会、その他

第４回 H28.10.26 13
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、事例検
討、相談支援事業所立ち上げ説明会、その他

第５回 H28.12.21 17
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、相談支援
事業所立ち上げ説明会、その他

研
修
会

年3回
(29.3月実施
研修会は平
成29年度第1
回。日程の
都合上前倒
しで実施)

発達障がい、知的障がいに関する知識を深
め、それぞれの支援方法を知る。

阿倍野区

（20年5月設置）

区内相談支援事業所、近隣区相談支援事業所
(阿倍野区のケースを持つ事業所のみ)

2か月に1回

・相談支援事業所の課題共有と情報交換
・29年3月相談事業所立ち上げ説明会の開催
区内介護保険居宅介護支援事業者連絡会、
障がいサービス事業所へ周知し、説明会参加
申込みのあった事業所を対象に取組をすす
める。

相
談
支
援
部
会
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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

相
談
支

援
部
会

第６回 H29.2.22 16
相談支援事業所立ち上げ説明会、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、その他

2か月に1回

第１回 H28.5.25 9 平成28年度企画、第1回研修会

第２回 H28.7.27 10 第1回研修会の振り返り、第2回・第3回研修会

第３回 H28.9.28 8 平成28年度研修会の振り返り

第４回 H28.11.30 7 平成29年度研修会企画

第５回 H29.1.25 8 平成29年度研修会step1、その他

第６回 H29.3.22 8 平成29年度研修会step1の振り返り、step2、3

第１回 H28.6.1 14
自己紹介、情報交換、各事業所で抱えている課題、児支援の共通課題、冊
子作成、その他

第２回 H28.9.14 10 情報交換、児支援の共通課題、29年度交換会のあり方、その他

第３回 H28.12.14 13 情報交換、児支援の共通課題、29年度交換会のあり方、冊子作成、その他

第４回 H29.3.8 12
前回の報告、情報交換、児支援の共通課題、29年度交換会のあり方、冊子
作成、その他

全
体
会

第１回 H29.3.21 27
・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
・計画相談研修会実施

第１回 H28.5.2 11 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 H28.6.13 11
各部会報告
防災の取組み・研修会について

第３回 H28.8.22 14
各部会報告
防災の取組み・研修会について
区相談支援センター運営評価

障
が
い
児
サ
ー

ビ
ス
情
報
交
換
会

区内障がい児サービス事業所

3ヶ月に1回

顔合わせ、情報交換 ★今年度新規
取組

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
LITALICO大阪天王寺センター

2か月に1回

発達障がい、知的障がいをテーマにした研修
会を年3回開催準備

阿倍野区

（20年5月設置）

住之江区

（20年5月設置）

隔月開催

・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

全体会と同じ

運
営
委
員
会

45 



平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.10.24 15
各部会報告
防災の取組み・研修会について

第５回 H28.12.26 11
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 H29.2.27 11
各部会報告・確認事項
来年度の体制について

第１回 H28.5.11 28 各事業者情報交換・放課後デイサービス、セルフプランと移動支援について

第２回 H28.7.13 19 各事業者情報交換・相談支援の現状と課題について

第３回 H28.9.14 29 各事業者情報交換・発達障がいの理解と支援について

第４回 H28.11.9 19 各事業者情報交換・末期癌患者の心の理解と介護側の家族の理解について

第５回 H29.1.11 15 各事業者情報交換・地域包括支援センターの機能について

第６回 H29.3.8 20 各事業者情報交換

第１回 H28.4.15 12
事例検討
情報提供

第２回 H28.5.20 10
事例検討
情報提供

第３回 H28.6.17 10
事例検討
情報提供

第４回 H28.7.15 9
事例検討
情報提供

第５回 H28.8.19 8
事例検討
情報提供

第６回 H28.9.16 9
事例検討
情報提供

第７回 H28.10.21 11
事例検討
情報提供

第８回 H28.11.18 11
事例検討
情報提供

第９回 H28.12.16 11
事例検討
情報提供

第10回 H29.1.20 9
事例検討
情報提供

・協議会・事業者連絡会合同研修会

運
営
委
員
会

隔月開催

住之江区

（20年5月設置）

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
NPO法人みらいず
ブルーム北加賀屋
自立生活夢宙センター
加賀屋・粉浜地域包括センター
ラブリーケアプランセンター

毎月

・学習会開催
　H28.5.27　「依存症について（前篇）」
　H28.6.24　「依存症について（後編）」
　H28.7.22　「離れたいのに離れられない関
係」と「親密な関係の中で起こる暴力」の背景
に隠れているものについて

　H28.8.26　「依存症のまとめ～事例を通して
～」
　H28.9.16　「LGBTについて（1）」
　H28.10.21　「LGBTについて（2）」
　H28.11.25　「気になる親子へのアプローチに
ついて」
　H29.1.27　「アルコール依存症の理解と家族
支援」
　H29.2.24 「ＡＤＨＤについて」
　H29.3.17　「今まで学習会でつながった仲間
と交流をしませんか」

精
神
保
健
福
祉
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部
会

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
南西部地域障がい者就業・生活支援センター

隔月開催
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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 H29.2.17 7
事例検討
情報提供

第12回 H29.3.17 5
事例検討
情報提供

第１回 H28.6.21 9
事例検討
情報提供

第２回 H28.7.19 9
事例検討
情報提供

第３回 H28.10.20 9
事例検討
情報提供

第４回 H28.11.15 12
事例検討
情報提供

第５回 H29.1.17 14
事例検討
情報提供

第６回 H29.3.22 12
事例検討
情報提供

第１回 H28.4.8 19 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第２回 H28.5.13 27 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第３回 H28.6.10 22 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第４回 H28.7.8 17 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第５回 H28.8.12 18 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第６回 H28.9.9 21 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第７回 H28.10.14 18 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第８回 H28.11.11 17 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第９回 H28.12.9 18 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第10回 H29.1.13 16 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第11回 H29.2.10 14 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

第12回 H29.3.10 14 「障がい者・高齢者何でも相談」後ケース検討会

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
南西部地域障がい者就業・生活支援センター
包括支援センター

毎月開催

・「障がい者・高齢者何でも相談」開催
・相談支援者やケアマネジメントに従事する支
援者のスキルアップを図るための情報共有、
意見交換会を部会内で毎回実施

子
ど
も
部
会

住之江支援学校
南港緑小学校
真住中学校
住之江保育園
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
障がい児余暇支援センターじらふ
こころ生き
子ども子育てプラザ
住吉市民病院

隔月開催

・研修会開催（精神保健福祉ネットワーク部会
と合同で開催）
　H28.9.16　「LGBTについて（1）」
　H28.10.21　「LGBTについて（2）」
　H28.11.25　「気になる親子へのアプローチに
ついて」

精
神
保
健
福
祉

ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部

会 毎月

住之江区

（20年5月設置）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.4.15 50 相談支援研修会、「計画相談を作ってみよう」

第２回 H28.6.17 45 相談支援研修会、「計画相談を作ってみよう２」

第３回 H28.8.19 20 相談支援研修会、「あったらいいな社会資源」

第４回 H28.10.14 30 相談支援研修会、「みんなで考えよう困難クレーム対応」

第５回 H28.12.16 48 相談支援研修会、「難しく考えない！精神障がい者との関わり方」

第１回 H28.5.30 10
事例検討、防災について
情報提供

第２回 H28.7.11 9
事例検討、防災について
情報提供

第３回 H28.9.26 10
事例検討、防災について
情報提供

第４回 H28.11.21 10
事例検討、防災について
情報提供

第５回 H29.1.23 11
事例検討、防災について
情報提供

第６回 H29.3.13 10
事例検討、防災について
情報提供

H28.5.27 約2000 すみのえハートスタジアム開催（前夜祭）

H28.5.28 約3000 すみのえハートスタジアム開催

就
労
支
援
部
会

第１回 H28.12.14 45 就労移行支援事業所合同説明会＆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

・支援者向けの日中活動事業所合同説明会
を開催し、事業者、関係機関との連携を深め
た
・住之江区日中活動ガイドブックを作成した

第１回 H28.6.27 16
H27活動報告・会計報告、H28活動方針・予算案、住吉区障がい者相談支援
センター評価について

第２回 H28.11.24 15 H28上半期の活動報告、H28下半期の活動方針について

第１回 H28.4.27 15 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 H28.5.25 15 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 H28.6.22 13 経過報告と総会・事業所連絡会(研修会)の開催について

総
会

年２回

各相談支援事業所（指定・委託）
居宅介護事業所
作業所　　等

随時開催

・住之江区障がい者相談支援センター主催に
より相談支援者やケアマネジメントに従事す
る支援者のスキルアップを図るための相談支
援研修会を開催した

住之江区

（20年5月設置）

当
事
者
部
会

居宅介護事業所（当事者）　　等

随時開催

・地震、津波など災害の種類別に要援護者へ
の支援のあり方について協議、検討を進めた
・行政、地域との連携を強化する方策につい
ても検討を進めている
・熊本地震の現地での状況報告を踏まえて、
課題の検討をした

生きがいネット
ワークづくり

第１回

居宅介護事業所
ネットワーク推進員

随時開催

　地域の社会資源の活用及び改善について
検討。
　イベントには、障がい関係各事業所、作業
所、就業支援センターが中心となって企画、
広報、模擬店出店、コンサートなどに参画し、
ボランティアの協力も得て、当事者、家族、事
業者、地域の住民に広く周知し、多くの方に
楽しんでいただくことができた。

総
合
相
談
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
部
会

「
相
談
支
援

連
絡
会

」

住吉区

（20年4月設置）
事
務
局
会
議

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 毎月開催

・毎月開催している「障がい者の暮らし何でも
相談」について、広報すみよしや庁内放送を
活用し、広報活動を充実させる

・ホームページで住吉区地域自立支援協議会
の活動を紹介するとともに、マップナビおおさ
かに区内の障がい福祉サービス事業所の情
報を掲載

・障がい者グループホームをテーマに、制度
の分かりやすい説明や、実際の入居者の声
を掲載した情報冊子を作成
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.7.27 10 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 H28.8.24 11 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 H28.9.28 8 経過報告、総会・事業所連絡会(研修会)の開催、情報冊子作成について

第７回 H28.10.26 11 経過報告、総会・事業所連絡会(研修会)の開催、情報冊子作成について

第８回 H28.11.16 12 経過報告、総会・事業所連絡会(研修会)の開催、情報冊子作成について

第９回 H28.12.21 11 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

第10回 H29.1.25 12 経過報告、事業所連絡会(研修会)の開催について

第11回 H29.2.22 13 経過及び事業所連絡会(研修会)の報告について

第12回 H29.3.22 12 経過報告、次年度の活動方針について

第１回 H28.4.8 14 事例検討、情報交換

第２回 H28.5.6 21 事例検討、情報交換

第３回 H28.6.3 17 事例検討、情報交換

第４回 H28.8.5 17 事例検討、情報交換

第５回 H28.9.2 13 事例検討、情報交換

第６回 H28.10.7 15 事例検討、情報交換

第７回 H28.11.4 17 事例検討、情報交換

第８回 H28.12.2 14 事例検討、情報交換

第９回 H29.1.6 18 事例検討、情報交換

第10回 H29.2.3 15 事例検討、情報交換

第11回 H29.3.3 14 総括

精
神
保

健
福
祉

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

会
議

第１回 H28.5.24 20 事例検討、情報交換

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、 定例会奇数

月開催

・困難事例について対応策を検討し、社会資
源などの情報を共有する

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
デューン住之江
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

・困難事例について対応策を検討し、社会資
源などの情報を共有する

毎月開催

事
務
局
会
議

住吉区

（20年4月設置）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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２回 H28.7.26 18 事例検討、情報交換

第３回 H28.9.27 15 事例検討、情報交換

第４回 H28.11.22 21 事例検討、情報交換

第５回 H29.1.24 19 事例検討、情報交換

第６回 H29.3.21 13 事例検討、情報交換

第１回 H28.4.21 20 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第２回 H28.5.19 20 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第３回 H28.6.16 19 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第４回 H28.7.21 18 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第５回 H28.8.18 20 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第６回 H28.9.15 18 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第７回 H28.10.20 17 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第８回 H28.11.17 15 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第９回 H29.1.19 19 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第10回 H29.2.16 18 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第11回 H29.3.16 18 各事業者の状況報告、ケース紹介、情報交換

第１回 H28.6.2 17 スプリンクラー設置に関する学習会

第２回 H28.9.5 8 スプリンクラー設置に関する情報交換

第３回 H28.10.11 6 グループホームの新規開設に関する課題と情報交換

第４回 H28.12.13 9 グループホームの新規開設に関する課題と情報交換

第５回 H29.2.14 7 グループホームの新規開設に関する課題と情報交換

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
特定非営利活動法人優遊
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
フライト
えいわ
フラワー介護センター
区保健福祉課

毎月開催

相
談
支
援
部
会

・各事業者の受入件数の増減や、今後受入
可能件数等の状況を共有する
・事例検討
・社会資源に関する情報交換

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

定例会奇数
月開催

住吉区

（20年4月設置）

精
神
保
健
福
祉
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
会
議

・各参加団体の機能と役割を紹介する取組み
を実施

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム
部
会

区内グループホーム事業所

偶数月開催

・グループホーム運営に関する課題の共有、
学習会等の開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.6.27 25 社会的養護（児童福祉）と障がい福祉との連携を拓く

第２回 H28.9.26 42 発達障がい者の理解と支援者の関わり方

第３回 H28.11.24 28 触法障がい者の地域移行について

第４回 H29.2.17 30 どうして繰り返してしまうのか？～障がい者の再犯防止の取り組みに学ぶ～

第１回 H28.5.19 18

・委員の承認について
・各部会報告
・平成２７年度事業報告について
・平成２８年度事業方針・活動予定・予算について
・区障がい者相談支援センター運営評価
・事例検討　他

第２回 H28.8.24 16
・平成２９年度予算について
・各部会報告
・とんフェスについて

第３回 H28.12.8 15

・各部会報告
・とんフェスについて
・区民フェスティバルについて
・事例検討　他

第４回 H29.2.22 12
・各部会報告
・代表者会議について　他

第１回 H28.4.4 11

・各部会報告
・平成２７年度活動報告
・平成28年度方針
・とんフェスについて
・要綱改正について　他

第２回 H28.5.2 10

・各部会報告
・本会議内容検討
・とんフェスについて
・地域課題　他

第３回 H28.6.6 8

・各部会報告
・本会議振り返り
・とんフェスについて
・地域課題　他

第４回 H28.7.4 9

・各部会報告
・平成２９年度予算について
・とんフェスについて
・防災取り組みについて
・地域課題　他

第５回 H28.8.1 6

・各部会報告
・本会議内容について
・平成２９年度予算について
・とんフェスについて
・防災取り組みについて
・差別解消法について　他

第６回 H28.9.5 8

・各部会報告
・本会議振り返り
・とんフェスについて
・地域課題　他

事
業
所
連
絡
会

(

研
修
会

)

区内障がい福祉サービス事業所

年4回開催

・各回ごとにテーマを設定し、障がい福祉サー
ビス事業所向けの研修会を開催
　※区民の参加も可能

住吉区

（20年4月設置）

東住吉区

（20年3月設置）

本
会
議

自立生活センター・ナビ（区相談支援センター）
もくれん（地域活動支援センター）
たんぽぽわたぼうし（日中活動部会）
てぃんがーら（子ども部会）
ヘルプセンター・すてっぷ（派遣事業所連絡会）
南部地域障がい者就業・生活支援センター
東住吉区社会福祉協議会
心身障がい者リハビリテーションセンター
子ども相談センター
東住吉区保護課
東住吉区保健福祉センター保健福祉課
（健康づくり・障がい）

年４回開催

地域課題の検討
相談支援部会での活動
子ども部会での活動
日中活動連絡会での活動
訪問事業所連絡会での活動（休止中）
防災への取り組み
「障がいのある方たちの事業所マップ」更新・
作成
とんフェス（東住吉区障がい児・者自立支援
フェスティバル）の開催
区民フェスティバル(相談支援ブース設置)へ
の参加

事
務
局
会
議

自立生活センター・ナビ（区相談支援センター）
もくれん（地域活動支援センター）
サポートセンターいちご
てぃんがーら
矢田ステーション
南部地域障がい者就業・生活支援センター
東住吉区社会福祉協議会
東住吉区保健福祉センター保健福祉課

毎月開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.10.3 8

・各部会報告
・とんフェスについて
・防災取り組みについて
・虐待防止連絡会について　他

第８回 H28.11.7 11

・各部会報告
・とんフェスについて
・防災取り組みについて
・地域課題　他

第９回 H28.12.8 9

・各部会報告
・とんフェスについて
・防災取り組みについて
・地域課題　他

第10回 H29.1.10 8
・次年度フェスティバル（区フェス、とんフェス）について
・代表者会議について
・防災取り組みについて　他

第11回 H29.2.6 7

・各部会報告
・代表者会議について
・次年度フェス（区フェス、とんフェス）について
・防災取り組みについて　他

第12回 H29.3.6 8
・各部会報告
・代表者会議について
・次年度計画について

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

－
５～７月

８～１０月
・日中活動事業所見学会・報告会

第１回 H28.7.12 17 ・研修会「相談支援におけるソーシャルワークの視点」

第２回 H29.1.12 約30 ・研修会「子どもから大人までの相談支援」

第３回 H29.2.16 約50 ・研修会「アルコール依存についての理解」

H29.2.14 25 生活保護ＣＷ対象「障がい福祉サービス研修会」（講師で参加）

－
H28.6.14
H28.10.21

25
26

・障がい児通所事業所見学会

第１回 H28.5.24 約7０ ・講演会「てんかん発作の基礎知識・大阪発達総合療育センターの機能」

第２回 H28.8.9 約30 ・講演会「スクールソーシャルワーカーの役割」

第３回 H28.11.19 － ・子ども部会シンポジウム「子どもの様子が気になったときに」

第４回 H29.2.8 約30 ・研修会「縦の連携をどう作っていくか」幼児から小学生へ

日
中
活

動
系
連

絡
会

第１回 H28.6.9 23事業所 ・3区合同事業所説明会

区内日中活動系事業所
運営委員会

開催

東住吉区

（20年3月設置）

毎月開催

事
務
局
会
議

相
談
支
援
部
会

区内相談支援事業所
※研修会へは他部会参加のものあり

毎週開催
研修会年3回

開催

子
ど
も
部
会

区内障がい児通所事業所
保育所
幼稚園
小中学校
支援学校　等
※講演会へは他部会も参加

講演会・研修
会年4回開催
他運営委員

会開催
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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２回 H28.9.9 23 ・新人研修会

第３回 H29.2.24 16 ・事業所見学会


とんフェス H28.11.19 － ・日中活動事業所から、事業所説明・舞台公演に参加

訪問系
連絡会

－ 休止 － ・運営委員会の開催困難（参加事業所の減少・参集困難）により休止中

区内訪問系サービス事業所

－

相
談
会

－ H28.10.16 ― ・区民フェスティバルにて相談ブースを設置

区内相談支援事業所

年１回

そ
の
他

とんフェス H28.11.19 235
・子ども部会シンポジウム「子どもの様子が気になったときに」
・障がい当事者による事業所紹介とパフォーマンス
・障がい者防災関連の講演会「知ってること、知らされないこと」

区内障がい福祉関係事業所　等

年１回

全体会 第１回 H29.4.22 120

設置要綱改正
・28年度活動報告　　・29年度活動予定

研修講演
・「知ってください発達障がいのこと」当事者からのメッセージ

区内障がい福祉サービス事業所・障がい当事者
区保健福祉センター・区社会福祉協議会
区障がい者相談支援センター
南部就労支援センター
地域活動支援センターもくれん　等

年1～2回

設置要綱改正
・28年度活動報告　　・29年度活動予定

研修講演
・「知ってください発達障がいのこと」当事者か
らのメッセージ

第１回 H28.4.22 20

協議会の設置要綱について
今後の運営方法・各部会報告等
居宅事業部会の立ち上げについて
区イベント「ダンディマンダム♪赤いハンサム侍！」について

第２回 H28.7.22 20
協議会の設置要綱について
今後の運営方法・各部会報告等
区イベント「区民祭り」について

第３回 H28.10.21 20
協議会の設置要綱について
今後の運営方法・各部会報告・役員選出について等
区イベント「区民祭り」「H28安心・安全フェスティバル」について

区民まつ
り

H28.10.29 2 協議会の照会・相談コーナーのブース設置参加

第４回 H29.1.27 20
協議会の設置要綱について
今後の運営方法・各部会報告・役員選出について

第５回 H29.2.24 20
今後の運営方法・役員選出について
全体会について

第１回 H28.4.15 15 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第２回 H28.5.20 17 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第３回 H28.6.17 15
情報交換・選定にかかる協議・事例検討等
区障がい者相談支援センター運営評価

第４回 H28.7.15 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第５回 H28.8.19 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

平野区
（20年2月設置）

区内の相談支援事業所
平野区障がい者相談支援センター
地域活動支援センターもくれん
中央・南部就業・生活支援センター
職リハ総合相談室
大阪府立東住吉支援学校　等

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

運営委員会
開催

東住吉区

（20年3月設置）

日
中
活
動
系
連
絡
会

本
会
議

区内障がい福祉サービス事業所
区保健福祉センター
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　等

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
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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 H28.9.16 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第７回 H28.10.21 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第８回 H28.11.18 20 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第９回 H28.12.16 22 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第10回 H29.1.20 22 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第11回 H29.2.17 17 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

第12回 H29.3.17 18 情報交換・選定にかかる協議・事例検討等

H28.6.9 40 東住吉支援学校にて事業所説明会(住吉区・東住吉区と合同)

第１回 H28.7.21 17 定例会・「支援学校と通所事業所が連携していくためには」意見・情報交換等

H28.10.16 15 平野区安心安全フェスティバルに参加

第２回 H28.11.17 15 定例会・「障がい者の方々を災害から守るために」・情報交換等

第３回 H29.2.10 26 定例会・「より良い個別支援計画にするために」・情報交換等

第１回 H28.5.26 20 障害者差別解消法～障害者差別の過去・現在・未来

第２回 H28.7.22 19
精神障害者のホームヘルプサービス～精神障害者が地域で当たり前に暮ら
すために

第３回 H28.9.23 19 ひらの青春生活応援事業と子ども若者支援について

第４回 H28.11.24 21 当事者からのメッセージ～発達障害について

第５回 H29.1.26 20 障害年金請求に係る支援のポイント～1等級判定ガイドラインを読む

第６回 H29.4.22 120
「知ってください発達障がいのこと」当事者からのメッセージ
（H28年度全体会の一部として開催）

第１回 H28.4.15 70
居宅事業部会の立ち上げについて
情報交換等

第２回 H28.7.13 40
「上限管理の流れ」
グループワーク・情報交換等

・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平野区

（20年2月設置）

居
宅
事
業
部
会

区内の居宅事業サービス事業所他

1回/３ヶ月
開催

研
修
部
会

区内の障がい福祉サービス事業所他

隔月開催

毎月開催

相
談
事
業
部
会

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、意見交換交流会等
・区内居宅事業所の協力関係の構築
・諸課題の共有と解決に向けた取組み
・障害当事者や相談事業所にとっての
　利便性の向上

★今年度新設

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

・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）
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平成28年度　各区地域自立支援協議会活動報告 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 H28.11.11 37
「精神障害者の方の依存性について」
情報交換等

第4回 H29.3.30 40
福祉用具がない場合の代用法について
事例検討会

審
議
部
会

第１回 H28.7.25 11
設置要綱改正について
平成２7年度活動報告（開催状況、課題・制度的問題まとめ）
平成２8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）

1年に１回

専門部会、検討部会で取りまとめた意見書に
ついて審議を行い、承認した。

地域福祉アク
ションプラン推
進委員会への
参画と連携

第１回 H28.4.26 25 平成２8年度計画

第２回 H28.5.26 16
事例紹介「暴言が多い等相談員やヘルパーとの関係がとりにくい方への支
援について」計画相談支援事業所ゆめより

第３回 H28.6.16 22 区障がい者相談支援センターの事業評価

第４回 H28.7.28 26 勉強会「生活保護制度について」生活支援担当より

第５回 H28.9.26 78 合同研修会「パーソナリティ障がいのある方への支援について」

第６回 H28.10 12
フィールドワーク
10/18　「いまみや」
10/24　「クリエバ」

第７回 H28.11.24 53 就労系事業所等の交流会

第８回 H29.1.24 24 勉強会「アルコール依存症の方の対応について」

第９回 H29.2.21 27 勉強会「障害者差別解消法について」

第10回 H29.3.16 41 平成28年度まとめ、意見書について

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

検
討
部

会 第１回 H28.4.15 13
・平成28年度年間計画について
・移動支援について

釜ヶ崎ストロームの家
小谷クリニック

毎月開催

専門部会の運営全般について協議をし、また
次年度以降の西成区障がい者自立生活支援
調整協議会全体の運営方針について検討を
行った。

＊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、
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

部会以外の活
動
・第20回　あっ
たかハートをつ
ないで～障が
い者地域生活
支援のつどい
～
平成28年11月
12日（土）
・フェスティバ
ルの開催運営

西成区

（20年3月設置）

身
体
・
知
的
障
害
者
専
門
部
会

精
神
障
害
者
部
会

第１回～
第10回

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

事例検討や社会資源把握など、障がい者を
支援する方々のスキルアップに努めた。

日中活動系事業所の連
絡会・情報交換会

居
宅
事
業
部
会

平野区
（20年2月設置）

1回/３ヶ月
開催

★今年度新設
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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２回 H28.5.20 12
・平成28年度年間計画について
・意見書について

第３回 H28.6.17 13
・研修会について
・通所事業所の情報交換会について

第４回 H28.7.15 10

・通所事業所の情報交換会について
・フィールドワークについて
・研修会について
・審議部会について

第５回 H28.8.19 10

・審議部会について（振り返り）
・通所事業所連絡会について
・差別解消法について
・研修会について

第６回 H28.9.16 11
・研修会について
・フィールドワークについて
・通所事業所交流会について

第７回 H28.10.21 15
・自立支援調整協議会のあり方について
・フィールドワークについて
・通所事業所交流会について

第８回 H28.11.17 14
・通所事業所交流会について
・自立支援調整協議会のあり方について
・勉強会について

第９回 H28.12.16 15
・勉強会について
・自立支援調整協議会のあり方について
・通所事業所交流会について（振り返り）

第１０回 H29.1.20 11
・勉強会について
・自立支援調整協議会のあり方について

第１１回 H29.2.24 11 ・自立支援調整協議会のあり方について

第１２回 H29.3.23 9
・自立支援調整協議会のあり方について
・平成28年度まとめ、意見書について

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
部
会

西成区

（20年3月設置）

56 


