
令和２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 4 相談支援 6 5 5 相談支援 5

こども 4 こども 4

生活就労 6 仕事 1

3 3 相談支援 2 高齢・障がい 4

地域当事者 3 事業所連絡会（児） 2

事業所 9 7 5 相談支援 12

こども 1 地域活動 20

福島 2 2 相談事業所連絡会 5 就労 0

5 4 相談支援事業所 10 居宅介護 3

居宅介護事業 4 当事者 0

こども 8 地域生活 10

相談員 2 児童 1

グループホーム 3 3 ー 相談支援 10

日中事業所 4 事業所 6

0 ー 相談支援 0 地域生活支援 0

児童 0 2 6 相談支援 4

日中活動系 0 事業所連絡会 0

2 5 相談支援 7 日中系 3

こども 4 障がい児 6

就労・日中活動 5 0 5 相談支援 7

4 6 相談支援 12 事業者連絡会 1

ヘルパー事業所連絡会 0 精神保健福祉ネットワーク 7

児童系支援事業所連絡会 0 子ども 3

大正 2 ー 計画相談支援事業所連絡会 2 当事者 4

3 7 相談支援 1 いきがい 0

日中活動系 2 就労支援 1

子ども 1 1 7 相談支援 5

浪速 1 ー 計画相談支援 5 事例検討会 4

ー 8 相談支援事業所 18 精神保健福祉ネットワーク 0

こども 8 グループホーム 0

生活・就労 4 こども 3

居宅支援事業者 1 日中活動 2

ー 7 相談支援 7 事業所連絡会 0

身体障がい者 6 3 12 相談支援 28

知的障がい者 7 子ども 2

精神保健福祉 7 日中活動系連絡会 0

居宅介護事業所支援 6 居住系事業所連絡会 2

こども支援 4 当事者 1

就労支援 4 訪問系連絡会 0

ー 10 相談支援 9 3 ー 相談事業 10

居宅介護事業所 4 日中活動 0

精神保健福祉 10 研修 0

こども 7 居宅事業 1

就労支援 2 障がい当事者 7

2 ー 相談支援 9 1 9 相談支援 8

★事業所 3 日中活動系事業所 6

生野 5 5 相談支援事業者連絡会 6 就労系事業所 0

こども 1

※部会名の★は、令和２年度新設を示す 地域活動 1

R3年3月末現在

区

本会
部会

区

本会
部会

北

旭

都島

城東

此花

鶴見

中央

阿倍野

西

住之江

東淀川 平野

東成

西成

港

天王寺

住吉
西淀川

淀川
東住吉

資料２ー１

1



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.28 20

令和元年度北区自立支援協議会活動報告について
令和２年度自立支援協議会の運営について
令和元年度基幹センターの運営評価について
（委員発表）精神科訪問看護の現状について

第２回 R2.12.22 20
（書面会議）
令和２年度北区自立支援協議会の活動報告
各部会、員会活動について

第１回 R2.4.6 8
今年度の事業計画を進めるにあたって
今年のテーマ「福祉従事者の意識って？」

第２回 R2.6.9 8
今年度の計画の進め方について
自立支援協議会主催行事について

第３回 R2.11.9 7
メッセージライブ最終打ち合わせ
従事者研修情報共有打ち合わせ会調整
12月開催の本会の進め方について協議

第４回 R3.3.16 8 オンライン開催　　　1年の振り返り

事務局 R2.12.21 8
研修会打ち合わせ
(長田区役所)

●北区保健福祉センター（福祉課）
●北区障がい者基幹相談支援センター

クロスロードプログラムによる研修会打ち合わ
せ

コロナのため中止

5/25～29 27 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

6/22～24 23 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

7/20～22 28 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

8/4～5 26 マスク・エコバックをあそぼう 　北区役所玄関前で開催

（会議） 14 マスク・エコバックをあそぼう実績報告と今後継続開催に向けた意見交換

9/14～16 31 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

10/20～22 28 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

11/18～20 31 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

12/8～10 18 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

1/19～21 16 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

2/17～19 12 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

3/16～18 18 マスク・エコバックをあそぼう 　相談支援事業所前で開催

12/3～12/9 14 北区メッセージライブ
北区役所区民交流プラザで、障がい者週間啓
発活動を行う

当初発表会や作業実演、
即売会等を予定していたが
レッドステージ発出で、展
示・掲示のみに変更して開
催

R3.2/15～25 11 事業所対抗「疫病退散！鬼コンテスト」 北区内の障がい児・者９事業所
コロナ禍で共同作業が困難であるため、事業
所に工夫してみんなで一つの作品を制作し、
区役所区民交流プラザにて展示。

北区

(20年4月設置）

本会

●北区保健福祉センター(健康課・福祉課)
●北区障がい者基幹相談支援センター
●部会・委員会の各代表幹事
●北区管轄広域障がい者支援機関
　　　地域活動支援センター（生活支援型）
　　　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
●北区障がい者相談員
●障がい者関係機関
　　　北区社会福祉協議会CSW
　　　精神科訪問看護ステーション
　　　北区医師会在宅医療・介護連携相談支援室
　　　生活困窮者支援機関
●教育機関

年２回開催
（コロナウィ
ルスの感染
予防のため
12月は書面
会議）

今年度のテーマ「福祉従事者の意識って？」
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点か
ら、全体計画を大きく見直した。実施に当たっ
ては３密にならない工夫の徹底を行い実施。

引き続きコロナウィルス感
染拡大防止の観点から、
部会のオンライン開催な
ど、工夫をしながら、実施
していきたい。

運営委員会

●北区保健福祉センター（福祉課）
●北区障がい者基幹相談支援センター
●部会（委員会）代表幹事
　　　・相談支援部会
　　　・こども部会
　　　・生活・就労支援部会就労委員会
　　　・生活・就労支援部会日中活動委員会

本会及びイ
ベント開催に
合わせて適
宜開催

コロナ禍で会議やイベント開催が困難な中、協
議会主催の行事について、親しみやすく「One
Team Project」を共通名称としコロナ禍でも工
夫をして開催した。

今年度についても、コロナ
の状況を見据えながら柔
軟に対応していく

主催イベント
（One Team

Project）

北区内就労継続支援Ｂ型事業所
北区内自立訓練事業所
北区内生活訓練事業所
北区内生活介護事業所
北区内地域活動支援センター
北区障がい者基幹相談支援センター　等

レジ袋有料化が始まり、３Rポリシーをすすめ、
環境破壊を抑制するため、エコバックの販売を
企画。コロナ対応として、布マスクも販売。就
労系事業所の収益の確保にもつながった。(売
上約１１４万円)

令和３年度も引き続き実施
していきたい
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

(幹事会) R2.6.15 5 今年度の進め方について協議

第１回 R2.8.25 14
コロナ禍調査報告
　療育に役立つ手作り教具紹介

(幹事会) R2.9.29 5 10月23日の部会内容のすり合わせ

(幹事会) R2.10.9 3 12月部会の研修講師との打ち合わせ

(幹事会) R2.10.19 5 次回部会の最終打ち合わせ

第２回 R2.10.22 19
アセスメントシートに関する情報交換
聴き取りの工夫や独自項目など

第３回 R2.12.8 21 研修会「子どもの成長発達をみる福祉的視点」

(幹事会) R3.1.26 5
オンラインにて幹事会開催
幹事の選出の仕方、次年度に向けて打ち合わせ

第４回 R3.2.18 13
オンラインに開催
今年度振り返り、来年度幹事選出

(幹事会) R3.3.8 6
オンラインにて幹事会開催
令和３年度幹事の自己紹介、次年度の活動計画

生活就労部会
（就労委員会）
（ハローワーク
体験説明会
実行委員会）

第１回 R2.7.31 9 ハローワーク体験説明会に向けた協議 就労系福祉サービス事業所

年1回開催
（コロナウィ
ルスの感染
予防のため2
回は中止）

事業所運営に関する勉強会なども開催し、事
業所としてのニーズにも応えることが出来た。

第１回 R2.7.21 10 ハローワーク体験説明会実施に向け、HW担当者と意見交換

第２回 R2.8.20 15 来場者１０名

第３回 R2.10.16 11 来場者１２名（当事者４名）　事業所からの見学が多かった

第１回 R2.7.30 11
・令和２年度活動目標について　コロナ禍をどう運営していくかについて話し合
い
・ホープエッグ事業所見学

第２回 R2.10.7 11 ・こすもすくらぶ事業所見学

第１回 R2.6.16 11
福祉課人事異動に伴うあいさつ　新型コロナウィルスの影響による臨時的取
扱いについて確認

第２回 R2.7.16 11 コロナ禍における最近の様子（情報共有）

第３回 R2.8.11 9
基幹センターより北区内事業所におけるコロナ禍の状況報告、相談支援専門
員研修制度の見直しについて

第４回 R2.9.15 8 インターバル面談を終えて、相談支援専門員として必要な資質について協議

第５回 R2.10.13 8 区政策推進課よりジシン本の紹介　　　来月研修会を行なうことになった

第６回 R2.11.17 16 ジシン本勉強会

北区

(20年4月設置）

相談支援部会
北区内相談支援事業所
北区障がい者基幹相談支援センター
北区保健福祉センター（福祉課）

年６回開催
区及び区障がい者基幹相談支援センターから
の情報提供を行った。

・相談支援専門員の質の
向上を図るための学習会
の開催
・地域とのつながりを重視
し、災害時の地域住民と
の共生を相談支援専門員
がどのように働きかけてい
けば良いかについて、検
討する

生活就労部会
(就労委員会)
ハローワーク
体験説明会

ハローワーク梅田
就労移行支援事業所　12事業所
就労継続支援Ａ型事業所　7事業所
就労継続支援Ｂ型事業所　4事業所
自立訓練事業所　1事業所
相談支援事業所　2事業所
大阪市地域障がい者就業・生活支援センター 2ヶ
所
都島区障がい者基幹相談支援センター
北区障がい者基幹相談支援センター

ハローワーク
梅田体験説
明会　毎月

（コロナウィ
ルスの感染
予防のた
め、中止の
月が多かっ
た）

継続的な開催を予定していたが、コロナウィル
ス感染拡大により開催ができない月が多かっ
た。

・コロナの影響で、スペー
スの確保等、継続的な開
催が困難な状況。
・同等の機会を求める声
は多く寄せられており、休
職障がい者がよりスムー
ズに就職できる環境の構
築の検討。

生活・
就労支援部会

（日中活動
委員会）

北区内就労継続支援Ｂ型事業所
北区内自立訓練事業所
北区内生活訓練事業所
北区内生活介護事業所
北区内地域活動支援センター
北区障がい者基幹相談支援センター

年２回開催

（4回開催予
定であった
が、コロナ
ウィルスの感
染予防のた
め２回は中
止）

事業所を日中活動委員会の会場とし、北区内
の事業所間の横のつながりに重点を置いた活
動を行っている。
今年度は、２箇所の事業所で見学会を兼ねて
開催。

・地域との交流を通じて、
事業所の存在がより身近
なものとして理解されてい
く取り組みが必要と感じ
た。
・WEB会議対応を視野に
いれた話し合いを行ってい
く。

こども部会

北区内児童発達支援・放課後等デイサービス事
業所
北区障がい者基幹相談支援センター
北区保健福祉センター（福祉課）

年4回開催

これまでの成果として、事業所間の垣根を無く
して話し合いが出来る関係になっているため、
具体的な話題提供をしながらグループワーク
を中心に議論することが出来た。
また、互いの事業所の様子を見学できるイベ
ントも開催し、より深くつながりが築けるよう取
り組んだ。

事業所間の人的交流を深
め、事例検討等を通して
学び福祉従事者として資
質向上を目指す
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.10 14

・昨年度の振り返り、今年度の取り組み
・各委員からの報告
・各部会からの報告
・区障がい者基幹相談支援センター運営評価について

第２回 R2.11.20 10
・各委員からの報告
・各部会からの報告
・精神福祉講演会について

第３回 R3.2.19 18
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第１回 R2.6.16 5
・昨年度の振り返り、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 R2.10.20 5
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第３回 R3.1.19 4
・各委員からの報告
・各部会からの報告

第１回 R2.7.16 13
・各事業所からの報告
・事例検討

第２回 R2.10.22 10
・各事業所からの報告
・事例検討

第１回 R2.7.14 11
・交流会「なかまとつながる地域の輪」開催に向けた検討など
・各委員からの報告

第２回 R2.12.8 10
・交流会「なかまとつながる地域の輪」の方向性についての検討など
・各委員からの報告
・区まちづくり推進課防災担当との意見交換

第３回 R3.3.9 9
・交流会「なかまとつながる地域の輪」の方向性についての検討など
・各委員からの報告

第１回 R2.5.28 4 ・令和2年度事業計画について

第２回 R2.7.21 3 ・9月15日開催のオンライン研修会に向けた検討

第３回 R2.9.15 21
・区内事業所向け研修会「ZOOMを使ってコロナ対策を共有しよう」
（ファシリテーター：ワークセンターJIN箱田成司氏）

第４回 R2.10.15 3
・9月15日開催のオンライン研修会の振返りについて
・1月22日開催の研修会に向けた検討

第５回 R2.11.24 3
・1月22日開催の研修会に向けた検討
・3月開催の研修会に向けた検討

第６回 R3.1.22 11
・区内事業所向け研修会「パラスポーツを知ろう」
（講師：一般社団法人フォースタート 大内秀之氏）

第７回 R3.1.26 3
・1月22日開催の研修会の振返りについて
・3月開催の研修会に向けた検討

第８回 R3.3.11 3
・3月22日開催の研修会に向けた検討
・来年度の事業計画について

第９回 R3.3.24 35
・区内事業所向け研修会「2021年度障がい者制度改定について」
（講師：NPO法人大阪障害者自立生活協会 細井清和氏）

都島区

（20年4月設置）

事業所部会

都島区障がい者基幹相談支援センター
㈱都島ナース
就労継続支援Ｂ型事業所 ワークセンターＪＩＮ

（研修会のみ）
区内各事業所

年５～９回開
催
（不定期・イ
ベント含む）

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

事業所間の関係づくり

全体会議

都島区障がい者基幹相談支援センター
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
就労継続支援Ｂ型事業所 手琴堂
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
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
就労継続支援B型事業所 ワークセンターJIN
都島区社会福祉協議会
区保健福祉センター（福祉担当・地域活動担当）

年4回開催
（新型コロナ
ウイルスの
感染予防の
ため、5月は
中止）

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

運営会議

都島区障がい者基幹相談支援センター
生活介護事業所 あかまつ園
こども発達サポートステーションそれいゆ
就労継続支援Ｂ型事業所 ワークセンターＪＩＮ

年4回開催

（新型コロナ
ウイルスの
感染予防の
ため、4月は
中止）

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

相談支援部会

都島区障がい者基幹相談支援センター
身体障がい者相談員
大阪市手をつなぐ育成会都島支部
生活介護事業所 あかまつ園
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
都島区地域包括支援センター
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）

年4回開催
（新型コロナ
ウイルスの
感染予防の
ため、4月と
令和3年2月
は中止）

・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

災害発生時の対応につい
て

地域当事者部
会

都島区障がい者基幹相談支援センター
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
都島区知的障がい者相談員
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
都島区社会福祉協議会

年５～７回
開催
【イベント含】
（新型コロナ
ウイルスの
感染予防の
ため、4月と
イベントは中
止）

・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
・福祉避難所災害時対応等について、まちづく
り推進課防災担当と意見交換

災害発生時の、障がい当
事者の避難等のあり方に
ついての検討

4 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

都島区

（20年4月設置）
こども部会 第１回 R2.11.14 20

・区内事業所向け研修会「ドロップトーク講習会」
（HMDT株式会社 木下誠氏）

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
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あっぷる・れいんぼー
にじいろ
桜の宮ほっと
つみき箱
笑花
キッズスクールピース
にじいろキッズ
子ロバキッズひろば
ハビー京橋教室
はなまる
LITALICOジュニア京橋教室
ぴじょん
光陽支援学校

年4回開催
（新型コロナ
ウイルスの
感染予防の
ため、6月・8
月・令和3年2
月は中止）

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たちの障がいについ
ての勉強会及び意見交換を行う。

小学校との連携・協力体
制についての検討

5 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.30 7

第２回 R2.10.28 7

第１回 R2.7.8 15
・令和2年度事業計画について
・区障がい者基幹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 R2.11.13 10
・防災研修について
・あいサポート研修について

第１回 R2.6.26 5 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第２回 R2.8.28 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第３回 R2.9.25 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第４回 R2.10.23 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第５回 R2.11.27 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第６回 R3.3.26 6 高齢者・障がい児/者　なんでも相談会

第１回 R2.6.17 7
・事業所紹介　就労継続支援B型　ごらく
・第1回　大阪市障がい者基幹相談支援センター連絡会（6/12）報告
・福島区地域自立支援協議会　部会代表について

第２回 R2.7.15 10
・福島区地域自立支援協議会（7/8）報告
・情報交換

第３回 R2.10.21 11
・第3回　大阪市障がい者基幹相談支援センター連絡会（10/9）報告
・新型コロナ対応について
・福島区内新規グループホーム見学

第４回 R2.11.18 4

・福島区地域自立支援協議会（11/11）報告
・20歳前障がい基礎年金を請求する一定のケースについて、「病歴・就労状況
等申立書」の記入を簡素化
・情報提供

第５回 R3.3.17 8
・報酬改定について
・情報提供　情報交換

夏休み
ヒューマ
ンシア
ター

中止

本編映画上映前に紙芝居を上映と朗読
上映後に作業所の展示即売
体験コーナー
※新型コロナウイルスの影響で中止

区自立支援協議会メンバー 年1回

区民
まつり

中止
障がいのある方のミニ作品展
障害者への理解に関するチラシ等の配付他
※新型コロナウイルスの影響で中止

区自立支援協議会メンバー 年１回

障がい
者週間

R2.12.3～9 12

・区役所横に幟（のぼり）の設置
・障がいのある方の作品展
・啓発物品の配布（ティッシュ他）
・大阪市障がい者週間キャラバン隊訪問懇談会（幹事区長訪問）

区自立支援協議会メンバー他 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

・相談支援事業者および
相談支援専門員の不足
・相談支援専門員の質の
向上

その他
（行事と連携し

た取組み）

福島区

（20年2月設置）

運営会議
各会の議題の事前協議
※中止は新型コロナウイルスの影響

区障がい者基幹相談支援センター
ワークはづき（議長）
区社協
区保健福祉課（地域福祉）事務局

年５回開催
協議会の事
前打ち合わ
せ

協議会の運営と議事の進行を円滑に進めるた
めの事前調整

協議会

区障がい者基幹相談支援センター
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

5・7・9・11・2月の第２木曜日に開催

・民生委員児童委員協議会研修会にて「福島
区の障がい者相談の現状について」の啓発
・あいサポート研修
・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金曜）
・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）

活動方針並びに事業計画
を示して、実行し、協議会
において、振り返りと今後
の課題を抽出

相談会

区社協
区障がい者基幹相談支援センター
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

12回開催

相談事業所
連絡会

区内及び近隣区の指定相談支援事業所
地域活動支援センター（生活支援型）
区障がい者基幹相談支援センター

毎月開催
・制度理解の促進
・相談支援事業所どうしの連携

6 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.8 24

・就任あいさつと自己紹介
・緊急アンケートの集約（結果）について
・各部会報告について
・平成３１年度　区基幹相談支援センター運営評価について
・区基幹センター報告
・区内の支援状況に関する情報交換及び情報提供・意見等について
・今後の予定

第２回 R2.9.9 22

・各部会報告について
・区基幹センター報告について
・リモートでの会議について
・区内の支援状況に関する情報交換及び情報提供・意見等について
・今後の予定

第３回 R3.11.11 23

・各部会報告について
・区基幹センター報告について
・災害時及び新型コロナウイルス感染症等の緊急連絡体制に関する個人情報
等の取扱いについて
・令和３年度「新年互例会」について
・区内の支援状況に関する情報交換及び情報提供・意見等について
・今後の予定

第４回 R3.1.13
書面
開催

・各部会報告について
・区基幹センター報告について
・災害時の緊急連絡体制について
・大阪市交通バリアフリー基本構想策定地区（西九条地区）におけるバリアフ
リーマップに関する意見聴取について
・区内の支援状況に関する情報交換及び情報提供・意見等について
・今後の予定

第５回 R3.3.10 22

・各部会報告について
・区基幹センター報告について
・事業所の運営等に関する情報について
・区内の支援状況に関する情報交換及び情報提供・意見等について
・今後の予定

第１回 R2.6.10
・本会（前回）の議事録確認
・本会（次回）の議案の検討
・今後のスケジュールについて

第２回 R2.8.5
・本会（前回）の議事録確認
・本会（次回）の議案の検討
・今後のスケジュールについて

第３回 R2.10.14
・本会（前回）の議事録確認
・本会（次回）の議案の検討
・今後のスケジュールについて

第４回 R2.12.9
・本会（前回）の議事録確認
・本会（次回）の議案の検討
・今後のスケジュールについて

第１回 R2.6.18 21

・新規相談支援事業所紹介
・「緊急事態宣言を受けて」緊急アンケート報告
・セーフティーネット住宅について
・24区障がい者基幹相談支援センター連絡会報告
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第２回 R2.7.16 14

・施設入所の空き状況について
・平成３１年度事業報告、令和２年度事業計画について
・大阪府社会福祉協議会より「生活困窮レスキュー」の案内
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第３回 R2.8.20 13

・新規事業所紹介
・区内グループホームでの新型コロナウイルス発生事案について
・今後の部会開催について検討（リモート会議について）
・グループラインの活用について
・24区障がい者基幹相談支援センター連絡会報告
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

相談支援
事業所
部会

（定例会）

・各事業所での困難事例・
困りごとについての意見
交換
・相談支援の質向上に向
けた勉強会等の開催
・事例検討
・制度についての勉強会
・リモート会議の開催方法
について
・新規相談支援事業所の
や相談員の育成
・災害時等に活用するた
めのグループラインの構
築

・新型コロナウイルス感染を受けて各事業所
の取り組み
・グループラインの活用
・リモート会議について
・各事業所の困難なケースの事例検討
・グループワーク「困っていること、悩んでいる
ことについて」
・各事業所の状況報告
・区及び区障がい者基幹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

毎月
第３木曜日
１５：００～
（於：区役所）

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・障がい者相談支援事業所（他区応援を含む）
　此花区　「葵」「れもん」「YOU-ねっと」「こころ此
花」「伽隠プランンニング」
　港区　「みらい」「なみいち」
　西淀川区　「げんきな郷」「どんぐり」「Link-i」「よ
つば（此花区から西淀川区に移転）」「夢ごこち」[こ
うのとり」
・福島区「ボルスリー」
・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）

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）
　　「此花区障がい者基幹相談支援センター(風の
輪)」
○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」（生活介護）
　　「大阪市立舞洲就労支援所」（就労継続支援A
型・B型）
・居宅介護事業所部会代表
　　「nico」
・グループホーム部会代表
　「おりーぶ庵」
○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」
○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）
    「此花区自立相談支援窓口」
○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
・区障がい者基幹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
ながっていない方がいれ
ば、安心した生活ができる
よう、一人でも多く支援す
る
・地域に出向き、民生委員
やボランティアなど地域活
動の担い手を対象に、障
がいの理解や支援を深め
る研修会の開催や「障害
者差別解消法」「障害者虐
待防止法」の周知啓発の
実施

運営会議

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・居宅介護事業所部会代表「nico」
・相談員部会代表（区身体障がい者連合会長代
行）
・こども部会代表「デイ・サポート アイリー」
・グループホーム部会代表「おりーぶ庵」
・日中事業所部会代表「はばたく」
・区社会福祉協議会
・区保健福祉センター（担当者等）

偶数月
第２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
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第４回 R2.9.17 15

・区内グループホームでの新型コロナウイルス発生事案について（経過報告）
・今後の部会開催について検討（リモート会議について）
・グループラインの活用について
・困難事案（グループワーク）
・24区障がい者基幹相談支援センター連絡会報告
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第５回 R2.10.15 16

・今後の部会開催について検討（リモート会議について）
・グループラインの活用について
・新型コロナウイルスに対する大阪市の取り組みについて
・困難事案（先月グループワークの発表）
・24区障がい者基幹相談支援センター連絡会報告
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第６回 R2.11.19 16

・新規事業所紹介
・グループラインの活用について
・在宅ケアのハラスメントの対応と現状について
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第７回 R2.12.17 14

・選定会議で依頼を受けたその後の困りごとについて
・新型コロナウイルス感染症に関する対応について
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第８回 R3.1.21 12

・緊急事態宣言中の部会の開催方法について
・令和３年度此花区障がい者基幹相談支援センターの公募内容について
・24区基幹相談支援センター連絡会での研修参加報告について
・障がい者施設等での定期的なＰＣＲ検査について
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第９回 R3.2.18 14

・地域包括支援センターとの連携について（課題抽出会議の参加報告と支援
者間連携に関する課題等）
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第10回 R3.3.18 13

・区障がい者基幹相談支援センターの受託について
・次年度の取り組み、活動計画について
・各事業所の状況報告、区及び区障がい者基幹相談支援センターから情報提
供
・指定特定相談支援事業者の選定

第１回 R2.6.23 19

・自己紹介
・「緊急事態宣言を受けて」緊急アンケート報告
・新型コロナウイルス感染防止に対する各事業所の取り組み等
・平成31年度の部会振り返りと令和2年度の活動計画について
・グループラインの活用について

第２回 R2.9.15 20
・新型コロナウイルス感染拡大を受けて、事業所での取り組み
・グループラインの活用について

第３回 R2.12.22 16
・リモート会議について（検討）
・新型コロナウイルス感染拡大を受けて、事業所での取り組み
・風評被害などでの困りごと

第４回 R3.3.23 17
・１年間の振り返り
・新型コロナウイルス感染拡大を受けて、事業所での取り組み
・令和３年度の活動計画について

相談支援
事業所
部会

（定例会）

【再掲】

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・障がい者相談支援事業所（他区応援を含む）
　此花区　「葵」「れもん」「YOU-ねっと」「こころ此
花」「伽隠プランンニング」
　港区　「みらい」「なみいち」
　西淀川区　「げんきな郷」「どんぐり」「Link-i」「よ
つば（此花区から西淀川区に移転）」「夢ごこち」[こ
うのとり」
・福島区「ボルスリー」
・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）

【再掲】

毎月
第３木曜日
１５：００～
（於：区役所）

【再掲】

・新型コロナウイルス感染を受けて各事業所
の取り組み
・グループラインの活用
・リモート会議について
・各事業所の困難なケースの事例検討
・グループワーク「困っていること、悩んでいる
ことについて」
・各事業所の状況報告
・区及び区障がい者基幹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

【再掲】

・各事業所での困難事例・
困りごとについての意見
交換
・相談支援の質向上に向
けた勉強会等の開催
・事例検討
・制度についての勉強会
・リモート会議の開催方法
について
・新規相談支援事業所の
や相談員の育成
・災害時等に活用するた
めのグループラインの構
築此花区

（20年3月設置）

居宅介護
事業所
部会

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・此花区内の居宅介護事業所（28事業所）
「晴れたよ、歩こう」「nico」「ライムケアセンター」
「ぱすてる」「港ケアステーション」「クラウン」「さく
ら」「クオレ千鳥橋」「ケア２１」「まごころ」「葵」「成
徳」「アクティブ」「なでしこ」「あんしんヘルプ千鳥
橋」「ふるさと」「こころ」「暁明館訪問ヘルプ」「金の
鈴」「イーケア」「ニチイ」「おりーぶの木」「ファミリー
ケアーサービス」「ささゆり」「健」「ファミリーハウ
ス」「はるねケア」「Ｒ」
・西淀川区内の居宅介護事業所（1事業所）
「こうのとり」
・区保健福祉センター（担当者、精神相談員）

3か月毎
（6.912.3月）
第４火曜日
１４：００～
（於：区役所）

・新型コロナウイルス感染を受けて各事業所
の取り組み
・グループラインの活用
・リモート会議について
・各事業所の状況報告
・区及び区障がい者基幹相談支援センターか
らの情報提供

・各種勉強会
　（障害特性について・介
護保険に移行する事案に
ついて・報酬改定について
等）
・事業所見学
・防災について
・事例検討
・各事業所の情報交換
・リモート会議の方法につ
いて
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.17 12
・緊急アンケートの集約（結果）について
・令和２年度のこども部会の開催内容等について

第２回 R2.7.15 9
・研修会、わいわい広場の開催案について
・情報共有

第３回 R2.9.16 11 ・不登校児童の関わり方について

第４回 R2.10.21 11
・研修会の開催案について
・各事業所におけるこどもたちの状況について

第５回 R2.11.18 10 ・事業所における新型コロナウイルスへの対応状況について

第６回 R3.1.20 10 ・研修会の最終打合せについて

第７回 R3.2.17 11
支援者研修
「支援困難事例をともに考える　本人主体の支援をめざして」

第８回 R3.3.17 8
・研修アンケート結果について
・今年度の振り返りと来年度の取り組みについて

第１回 R2.11.6 ・事業所見学会「コアの仲間たち（就労継続支援Ｂ型）」

第２回 R3.3.23 ・今年度の振り返りと来年度の取り組みについて

第１回 R2.6.17 13

・前年度振り返り
・緊急アンケートの集約（結果）について
・今年度の活動内容について
・新型コロナウイルス感染拡大を受けた各ホームの取り組み

第２回 R2.8.12 10
・新型コロナウイルス感染拡大を受けた各ホームの取り組み
・ラインの活用、リモート会議開催方法について
・風評被害について

第３回 R2.10.16 16

・新事業所紹介
・新型コロナウイルス感染拡大を受けた各ホームの取り組み
・大阪市における障がい者施設のクラスター時の大阪市の対応について
・区内グループホームのクラスター時の状況報告

第１回 R2.7.17 12
・新型コロナウイルスに関する緊急アンケートの集約（結果）について
・昨年度の振り返りについて
・令和２年度日中事業所部会の開催内容等について

第２回 R2.9.18 7
・見学会の実施方法の検討及び今後の実施について
・新型コロナウイルス対策に関する情報共有にについて
・リモート会議について

第３回 R2.11.20 12

・事業所の動画視聴の報告
・新型コロナウイルスウイルス感染症に関する各施設・事業所の対応や今後
の対策についての意見交換や情報共有
・リモート交流会の報告について
・今後の取り組みと方向性について

第４回 R3.3.19

・今年度の振り返りについて
・来年度の取り組みについて
・令和３年度報酬改定について
・情報共有について

研修会・
イベント等

R3.2.17 11
【再掲】
こども部会　支援者研修
「支援困難事例をともに考える　本人主体の支援をめざして」

此花区

（20年3月設置）

こども部会

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・此花区内の障がい児通所施設事業所（８事業
所）
「アイリー」「アロ此花」「きずなはうす伝法」「きずな
はうす千鳥橋」「スマイルこのはな」「Ami」「はのは
の」
・障がい児相談支援事業所「YOU-ねっと」「伝法」
「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
第3水曜日
１０：００～
（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
・区及び区障がい者基幹相談支援センターか
らの情報提供
・各種研修
「支援困難事例をともに考える　本人主体の支
援をめざして」オンライン研修
・新型コロナウイルス感染予防を踏まえたリ
モートによる会議開催

・区内保育所、幼稚園、子
ども子育てプラザとの連携
・制度改正の勉強会
・事例検討会
・各種現場の職員が学び
たいと思っている研修（発
達障害について、思春期
の対応、性の問題、SSTに
ついてなど）の開催
・新型コロナウイルス感染
症のため開催が困難であ
る「わいわいひろば」に代
わるイベントの開催

日中
事業所
部会

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・此花区内の日中活動事業所（９事業所）
　「コアの園」「（株）舞洲フェルム」「大阪市立此花
作業指導所」「大阪市立舞洲就労支援所」「はばた
く」「ぶるうむ此花」「働楽」「ＨＯＰＥ」
・区保健福祉センター（担当者）

奇数月
第３金曜日
１6：００～
（於：区役所）

・活動内容について
・ケース事例の相談、議論、意見交換
・各事業所の状況報告

・区内障がい者日中活動
事業所相互の情報共有と
連携を図る
・リモート会議の開催
・研修

相談員部会

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・此花区身体障がい者相談員（4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）

偶数月
第１金曜日
１３：００～
（於：区役所）

・区及び区障がい者基幹相談支援センターか
らの情報提供
・区内障がい関係施設及び事業所の見学

・身体障がい者相談員と
知的障がい者相談員の意
見交換
・相談員の周知
・障がい福祉に関する知
識を深める

グループ
ホーム
部会

・此花区障がい者基幹相談支援センター「風の輪」
・此花区内のグループホーム事業所（９事業所）
　「ちどり」「バードランド」「おりーぶ庵」「どんぐり」
「コアの森」「晴れたらいいなあ」「グループホームｎ
ｉｃｏ」「エソラ此花」「hana」
・区保健福祉センター（担当者）

偶数月　第３
水曜日（令和
２年度におい
ては第３金に
実施）　１３：
００～

（於：区役所）

・新型コロナウイルス感染を受けて各ホームで
の取り組み
・グループラインの活用
・新型コロナウイルス感染拡大予防を踏まえた
会議の開催方法の検討（リモートについて）
・グループホームにおいてクラスターが発生し
たことに対する、グループホーム部会内のメン
バーへの協力依頼を実施

・各グループホームの現
状についての情報交換及
・利用者同士の交流をもと
にGH間の連携を図る機会
（ふうせんバレーボール）
の継続
・各種研修（障がい特性に
ついて、良好な人間関係
の築き方、緊急時、防災
についてなど）の開催
・新型コロナウイルス感染
時の物品不足
・濃厚者の利用者への対
応
・濃厚接触者以外の利用
者への対応
・リモート会議の開催
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.22 17
令和２年度の活動計画
区障がい者相談支援センター運営評価　等
情報交換

第２回 R3.2.22 16
令和３年度協議会委員の変更について　等
情報交換

第１回 R2.7.27 5
令和２年度の取り組みについて　等
情報交換

第２回 R2.9.28 6
講演会の開催の有無について　等
情報交換

第３回 R2.10.26 5 情報交換

第４回 R3.1.25 6
令和３年度協議会委員の変更について
本会議の開催について等

第５回 R3.3.29 6 情報交換

第１回 R2.6.22 11 事業所選定、情報交換

第２回 R2.9.28 10 事業所選定、情報交換

第３回 R2.10.26 6 事業所選定、情報交換

第4回 R2.11.16 11 勉強会「地活（地域生活支援センター）とは？」

第５回 R3.1.25 8 事業所選定、情報交換

第６回 R3.2.22 9 事業所選定、情報交換

第７回 R3.3.29 6 事業所選定、情報交換

第１回 R2.6.25 15 今年度の活動内容について

第２回 R2.9.9 14 各事業所の特色説明・情報交換会

第３回 R2.12.9 14 実地指導等についての講話

第4回 R3.3.10 19 言語聴覚士よりことばの育みについての講話

第１回 R2.6.5 6 WEB会議　コロナ禍の各施設対応状況、補助金・助成金等

第２回 R2.7.17 15 コロナ対策について等

第３回 R2.9.18 11 コロナ感染予防、集団指導、報酬改定等

第４回 R2.11.20 14 コロナ関連アンケート、補助金事業紹介、障害福祉サービス経営実態調査等

第５回 R3.3.19 14 報酬改定に関する意見、西区福祉ビジョン等

西区

（19年10月設置）

・事業所選定
・困難事例検討
・社会資源の把握

日中活動系
部会

－ － － 情報交換、事業所連携について 日中活動系事業所 年２回
・情報交換
・研修会開催

就労系
事業所
連絡会

－ － －
就労系事業所（就労移行支援、就労継続支援A
型・B型）

年1～2回 情報交換等

年７回
・研修会開催
・情報交換

児童部会 － － － 区内保育所との意見交換等 区内障がい児通所事業所、相談支援事業所 年３回
・学習会の開催
・研修会開催

協議会

中央区

（20年3月設置）

協議会 － － － 相談支援センター運営評価等

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(課題整理と問題提起）
・研修会開催
・情報交換

会議形式では開催してい
ないが、日頃より、各関係
団体との情報交換を電話
やメール等で行っている。

新型コロナウイ
ルス感染症拡
大防止の観点
から、開催中止

相談支援
部会

－ － － 相談支援事業者の紹介等 区内相談支援事業所

自立支援協議会についての概況報告、情報交換など

就労・
日中活動

部会

西区障がい者基幹相談支援センター
地域生活支援センター　ふらっとめいじ
ぷらっとほーむ西
計画相談支援事業所
就労支援事業所

奇数月開催 事業所間の関係づくり

こども
部会

西区障がい者基幹相談支援センター
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

年２～３回
不定期

・障がい者相談会（6月22日、8月24日、10月26
日、令和3年2月22日） 居宅部会の開催

事務局会議

西区障がい者基幹相談支援センター（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）

相談支援部会

西区障がい者基幹相談支援センター（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
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
相談支援センターみつばち
相談支援ポリフォニー
相談支援センターじゃんぷ
ケアプランセンターかれん
ファンホーム
障害者相談支援センターゆり
発達・相談支援センターボイス

毎月開催

西区障がい者基幹相談支援センター
児童計画相談支援事業所
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所

年４回
こどもの育ちを支えるネッ
トワークの構築

10 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.23 11
・港区障がい者地域自立支援協議会の体制について
・今年度の年間活動計画について
・障がい者基幹相談支援センターの運営評価について等

第２回 R2.9.15 8
・新型コロナウイルスに関するアンケートについて
・情報交換等

第３回 R2.11.24 10
・新型コロナウイルスに関するアンケートについて
・大阪市港区避難行動に関するアンケートについて
・情報交換等

第４回 R3.3.23 10
・次年度の体制と日程について
・情報交換等

第１回 R2.4.28 -
【書面開催】
・年間スケジュール・実施計画について
・第1回定例会について

第２回 R2.7.28 5 ・第２回定例会について

第３回 R2.8.25 3
【縮小開催】
・第２回定例会について

第４回 R2.10.27 3 ・第３回定例会について

第５回 R3.1.7 3
【縮小開催】
・第４回定例会について

第６回 R3.3.5 3
【縮小開催】
・新年度の体制について
・情報交換等

第１回 R2.4.16 - ・選定会議のみメールで実施

第２回 R2.5.21 - ・選定会議のみメールで実施

第３回 R2.6.18 - ・選定会議のみメールで実施

第４回 R2.7.16 12

・選定会議
・障がい者緊急一時保護事業について
・夜間・休日等緊急時支援事業の実施について
・情報交換等

第５回 R2.8.20 - ・選定会議のみメールで実施

第６回 R2.9.17 10
・選定会議
・総合的な相談支援体制の充実事業について
・情報交換等

第７回 R2.10.15 11
・選定会議
・障がい者支援専門部会への要望等について
・情報交換等

第８回 R2.11.18 11
・選定会議
・障がい者虐待防止への取り組みについて
・情報交換等

第９回 R2.12.17 - ・選定会議のみメールで実施

第10回 R3.1.21 - ・選定会議のみメールで実施

第11回 R3.2.18 - ・選定会議のみメールで実施

第12回 R3.3.18 12

・選定会議
・今年度の部会の振り返りについて
・令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容について
・情報交換等

港区

（20年3月設置）

協議会

港区障がい者基幹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
港区障害者施設連絡会
地域生活支援センターふらっとめいじ
港区身体障がい者団体協議会
大阪市手をつなぐ育成会港区支部
アイシティルーム
大阪盲ろう者友の会手と手ハウス
大阪発達総合療育センター　あさしお
港区社会福祉協議会
港区保健福祉センター事務局

３ヶ月に1回

・新型コロナウイルスにかかるアンケートによ
る情報共有
・事例報告
・情報交換

・非常時における協議会
運営の継続的な取組み
・各種研修の開催方法の
検討など

運営委員会

港区障がい者基幹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
港区障害者施設連絡会
地域生活支援センターふらっとめいじ
アイシティルーム
港区保健福祉センター事務局

年6～7回
開催

協議会の運営について協議する。

相談支援部会

＜区内外相談支援事業所＞
港区障がい者基幹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
あさしお園
ゆうなぎ園
WILL障がい者相談支援センター
ぜろひゃく相談支援センター
相談支援事業所おでん
相談支援事所ほたる
相談支援事業所相談支援事業所ファンホーム
相談支援センターれもん
相談支援事業所ゆたんぽ
相談支援事業所こねくと
ホープ32相談支援事業所
相談支援センター夢ごこち

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

11 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.8.7 7
・令和２年度大正区自立支援協議会の予定について
・区障がい者基幹相談支援センターの運営評価について

第２回 R2.10.19 13 ・日中活動・居住サービス・障がい児通所事業所との意見交換

第１回 R2.8.7 14 情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第２回 R2.10.19 14 情報交換、処遇困難ケースの事例検討

第１回 R2.7.15 16 ・天王寺区基幹相談支援センター運営評価について

第２回 R2.9.16 14

・各部会の報告について
・天王寺区基幹相談支援センター運営評価について
・今後の協議会の運営について
・協議会の予算について
・その他

第３回 R3.3.17 18

・障がい者差別に関する事例報告
・各部会と協議会（本会）の総括
・次年度に向けて部会長・副部会長の任期について
・協議会の年間計画と予算
・その他

大正区

（20年7月設置）

天王寺区

（19年6月設置）
協議会

天王寺区障がい者基幹相談支援センター・ムーブ
メント
精神障害者支援の会ヒット あしすと
大阪市障がい者就業・生活支援センター
地域活動支援センター・アクセス
天王寺区社会福祉協議会
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
高津学園知恩寮
ワークセンター中授
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（２）
知的障がい者相談員（２）
手話サークル天王寺
アリスファイン
Peace Heart
ぜろひゃく相談支援センター
クローバーホーム
たにまち
うえろくケアプランセンター

奇数月開催
（予定）

・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

コロナの影響
で、6回中4回
は中止。

計画相談
事業所
連絡会

障がい者基幹相談支援センター・スクラム
ぜろひゃく相談支援センター
相談支援センターじゃんぷ
ふれあいの里
ファンホーム
相談支援事業所ゆたんぽ
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
有限会社　大正介護サービス
ハーモニー
平安名
障がい者相談支援センターすてっぷ
ことり相談支援センター
ここいろ
ほたる

偶数月開催
・架空事例を用いての事例検討会の実施
・情報提供を行い、知識を深める。

・困難事例への対応につ
いて協議調整
・各機関で意見交換・情報
共有
・虐待防止の研修開催
・オンラインでの会議開催

コロナの影響
で、6回中4回
は中止。

協議会

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

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（コロ
ナを含めた災害への対応方法の検討）
・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）

・関係機関の連携強化
・地域の社会資源の活用
及び改善の検討
・研修機能強化のための
部会立ち上げの準備
・オンラインでの会議開催
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.4 13

・本会構成メンバーについて （本会・運営サブリーダー含む）
・コロナ禍における各事業所の運営状況
・今後の協議会の運営について
・その他

第２回 R2.6.17 14
・天王寺区基幹相談支援センター運営評価について
・今後の協議会の年間計画案変更について
・その他

第３回 R2.8.19 11
・各部会報告
・天王寺区基幹相談支援センター運営評価について
・その他

第４回 R2.10.21 11
・各部会の進捗状況
・今後の協議会の運営について
・その他

第５回 R2.11.18 8
・研修会開催について
・今後の協議会の運営について
・その他

第６回 R3.1.20 10

・各部会と本会の総括
・部会長・副部会長の任期について
・協議会の年間計画と予算
・その他

第７回 R3.2.17 10

・次回協議会（本会）について
・各部会と本会の総括（部会長等の任期について等）
・協議会の年間計画と予算について
・その他

第１回 R2.6.17 5 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第２回 R2.8.19 5 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第３回 R2.10.21 5 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

第４回 R3.2.17 5 総合相談会の開催【会場：天王寺区役所】

相談支援部会 第１回 R2.7.15 16 ・障害年金に係る勉強会
天王寺区基幹相談支援センター
天王寺区内の計画相談事業所
周辺区の計画相談事業所の一部

年６回
（予定）

　天王寺区の相談支援体制の強化と事例検
討や制度及びその他情報の共有化を図り、事
業所間の連携や相談支援専門員の育成に力
を入れる。

コロナ禍の影響もあり、考
えていた活動ができな
かった。

第１回 R2.8.18 18
・部会方針説明
・コロナ禍における事業所運営についての情報交換

第２回 R3.2.18 16
・2020年を振り返って
・「最近の困りごと」「今後取り組もうと思っていること」などの情報交換

子ども部会 第１回 R2.7.30 15
・顔合わせとあいさつ
・アンケート結果の報告
・今年度の運営方針

天王寺区障がい者基幹相談支援センター・ムーブ
メント
府立光陽支援学校
区内障がい児相談支援事業所
区内放課後等デイサービス事業所
区内児童発達支援事業所

年３回

　各事業所からの疑問を元に勉強会を開催
中学校、高校生の卒業後の進路。保護者対
応。コミュニケーション力の向上に向けての見
立て

コロナ禍の影響もあり、考
えていた活動ができな
かった。

天王寺区

（19年6月設置）

コロナ禍の影響もあり、考
えていた活動ができな
かった。

運営委員会

天王寺区障がい者基幹相談支援センター・ムーブ
メント
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
ネクストステージエイブル
ぜろひゃく相談支援センター

偶数月開催
（予定）

　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。

相談会

天王寺区障がい者基幹相談支援センター・ムーブ
メント
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
subaco
Peace Heart
ぜろひゃく相談支援センター
アリスファイン
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
クローバーホーム
うえろくケアプランセンター
たむらソーシャルネット

年４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。

日中活動系
部会

天王寺区障がい者基幹相談支援センター・ムーブ
メント
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
区内就労継続支援A型事業所
区内就労継続支援B型事業所
区内就労移行支援事業所
区内生活介護事業所
区内自立訓練事業所
区内相談支援事業所

随時
　天王寺区内のニーズ把握と今後より一層地
域ネットワークを深めていくために顔の見える
関係づくりに取り組む
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

協議会 第１回 R2.7.20 19
・各部会報告
・今年度の方針について
・区障がい者基幹相談支援センター運営評価

浪速区障がい者基幹相談支援センター
デイケアセンター夢の希
なにわ工房
ピースクラブ
LITALICO相談支援センター大阪なんば
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
ホっとサロン「レインボー」
浪速区社会福祉協議会
児童発達支援・放課後等デイサービス連絡協議
会

年３回開催

自立支援協議会のあり方や、今後の方針につ
いて
（第２回協議会直前に、基幹相談事業所の担
当者変更により、開催日の変更が必要になっ
たりと、当初予定していた部会拡充についての
議論を行うことができなかった）

部会拡充の検討

第１回 R2.6.17 14 ・情報提供・意見交換

第２回 R2.7.15 11 ・情報提供・意見交換

第３回 R2.8.19 12 ・情報提供・意見交換

第４回 R2.9.16 10 ・情報提供・意見交換

第５回 R2.11.18 12 ・情報提供・意見交換

浪速区

（20年7月設置）

計画相談
支援部会

基幹相談支援センター
LITALICO相談支援センター大阪なんば
相談支援事業所おでん
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
クローバー
ほたる

毎月開催 ・情報提供・意見交換
・情報提供・意見交換
・選定会議

14 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.5.26 8
・各部会からの報告（今年度の取り組み予定等）
・「緊急事態宣言」発令後の状況にかかるアンケート集約の中間報告
・行事等の年間の予定確認

第２回 R2.7.28 7
・各部会からの報告
・基幹相談支援センターの自己評価についての各部会からの意見聴取
・区長との意見交換会の開催に向けた打ち合わせ

第３回 R2.9.4 7
・各部会からの報告
・区長との意見交換会の開催に向けた打ち合わせ

第４回 R2.10.9 6 ・リモートでの初開催　（実施可能なことの検証）

第５回 R2.11.24 7
・各部会からの報告
・区長との意見交換会の開催に向けた打ち合わせ

第６回 R2.12.1 7 ・区長との意見交換会

第７回 R3.1.22 6
・リモートで開催
・区長との意見交換会の振り返り

第８回 R3.3.26 6
・今年度の振り返りと来年度に向けての取り組みについて
・報酬改定について

イベント 中止 ・障がい児者とふれあう広場

第１回 R2.6.19 25 ・昨年度の振り返り、今年度の議題について

第２回 R2.7.17 23 ・支援学校のとりくみと入学までの手順について

第３回 R2.8.21 25 ・小学校の支援学級のとりくみ

第４回 R2.9.18 17 ・乳幼児と学齢期の連携について（グループ討議）

研修会 R2.10.16 22 ・研修会「幼児期検診のとりくみと母子を地域で支えるとは」

第５回 R2.11.20 21 ・就学前乳幼児のとりくみ

第６回 R2.12.18 17 ・保護者支援の在り方について（グループ討議）

学習会 R3.1.22 25 ・学習会「家族支援をどのように行うか」

第７回 R3.2.19 18 ・福祉サービスの利用について

第８回 R3.3.19 19 ・今年度の振り返り、来年度について

西淀川区

（19年12月設置）

運営委員会

障がい者基幹相談支援センター　風の輪
風の子そだち園
西淀川発達支援センター　たんぽぽ
訪問介護ステーション　げんきな郷
石井ホームヘルプセンター
にしよどおもちゃ図書館おもちゃ箱
西淀川区社会福祉協議会

２月に1回
程度開催

・各部会からの報告、運営内容 を検討する。
・各部会の取り組みから見える現状と課題を整理す
る。
・自立支援協議会として、把握した課題や、課題解
決に向けての取り組み、障がい児・者の現状につい
て12/1（火）区長との意見交換会を開催し、区長と
直接話し合うことを、昨年に続いて本年度も行う事
ができた。
・運営委員会が兼ねている「権利擁護委員会」とし
て区内の障がい者虐待の状況を把握し、対応につ
いて確認した。

【生活・就労部会】
・授産物品の販売について、区役所内でスペースを
提供してもらえるように考えてほしい。

【相談支援事業所部会】
・防災時の介護保険のCM等との連携。
・災害時の対応として、区との連携が必要である。
区の対策本部の立ち上げに区基幹相談支援セン
ターが加わる等。

【こども部会】
・子どもの視点に立った関わりができるよう、各機関
の理解を深め、連携をスムーズにするため、役割に
ついて紹介および質疑応答を行ない、グループワー
クを行った。

【居宅介護事業所部会】
・区内の社会資源を横断的に活用しての、ショート
ステイ等の施設確保が必要性。ヘルパー事業所の
人数不足辺の問題提起。

【その他】
・「障がい児者とともにふれあう広場」の開催につい
ては、新型コロナ対策の影響により、中止の判断を
行わざるを得なかった。

・ケース事例検討
・教育と福祉の連携を図るための意見交換
「保育・幼稚園」「学校・支援学校」「障がい児
支援」以外に西淀川区の社会資源である「西
淀川こどもセンター」「行政保健師」にも役割の
ついて説明及び意見交換を実施。
・子育て支援に関わる関係機関を対象とした
研修の実施
・平成27年度から「放課後等デイサービス連絡
会」を開催
・縦横の連携について課題抽出のグループ
ワークを実施

・コロナウイルス対策に関わる部分について、
各機関が直面している困難対応事例や、解決
できた具体例について、部会にて話し合いを
行った。
各機関の役割について紹介および質疑応答を
行ない、理解を深めた。

・部会にて事前に家族支援について困ってい
ることについて集約し、各関係機関が参加しや
すい時間帯に調整し研修開催した。

・こどもを取り巻く支援機関の
役割について話す機会を設
けたことで、顔の見える横の
繋がりが深まった。今後も、
教育機関と福祉施設関係者
及びこどもを取り巻く機関と
の連携（より顔の見える関
係）より深めていく。

・それぞれの機関の役割や
支援の内容を把握し、総合的
に支援が進むようにする
・テーマによっては中学校（高
校）にも呼びかけをする
・過去に作成したサポートブッ
ク西淀川版を現状にあた内
容に改定していく。

・部会内で上がった意見を研
修テーマとして関係機関の参
加しやすいタイミングで行え
たことが好評であった。部会
での意見を元に地域の課題
を見出し、支援機関が集合し
て参加できる研修会を設け、
各関係機関が自立支援協議
会への参加へ繋げる。
※職員全体向けの合同研修
は17：30～20：00の時間帯に
行っている

午後に開催（午
前は参加が難
しいため）

・令和3年度の報酬改定に対
応する事業所のあり方につい
て検討しながら、事業所が活
動しやすい環境づくりを進め
る。
・区内事業所関係者のスキル
アップを図る観点から、各部
会での研修会等の開催を積
極的に進める。
・虐待ケースが増加している
現状の中で、今後増えてくる
と予想される介護する立場の
者が高齢化することによるネ
グレクトへの進行に対応して
いく取り組みが求められてく
る。
・物販等のスペース確保の取
り組みについては、今後も継
続して取り組む。
・相談支援事業所部会からの
企画で区の広報紙「きらりに
しよど12月号」に障がい児・
者の情報発信を行うことが決
まったので、各部会を巻き込
みながら初めての広報紙で
のアピールチャンスを活かせ
るよう準備する。
・災害発生時に、区の対策本
部の立ち上げに区基幹相談
支援センターが有効に関わ
れるように、今後も追求して
いく。
・区長との意見交換会につい
ては、今後も継続開催を目指
していく。

こども部会

障がい者基幹相談支援センター風の輪
西淀川発達支援センター「たんぽぽ」
柏里保育所、福保育所、姫島保育所、出来島保
育所、大和田保育所、香蓑保育所、佃保育所、姫
里保育所、野里保育所、青空保育園、佃幼稚園、
光の園幼稚園、姫里小学校、姫島小学校、佃西
小学校、川北小学校、保護者代表、東淀川支援
学校、姫島こども園
児童発達支援センターたんぽぽ、
放課後等デイサービス　やまびこ、放課後等デイ
サービス　スマイル西淀、放課後等デイサービス
ＣＯＬＯＲＳ 西淀川
ファミリア（みんなの舎）、さんさんクラブ、なちゅら
る教室、かたぐるま西淀川

月に1回開催
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.21 16
・昨年度の振り返り
・今年度の開催予定について

第２回 R2.9.15 13 ・災害発生時の避難行動について

第３回 R2.11.17 14 ・大阪市の特別支援教育について

第４回 R3.3.16 9 ・子どもの発達と自転車教育について

第１回 R2.6.19 24
・新型コロナウイルスに関する緊急アンケート結果について
・基幹センター連絡会報告

第２回 R2.7.7 22
・事業所紹介　・利用希望事業者選定
・今年度の取り組みについて

第３回 R2.7.21 17
・事業所紹介　・利用希望事業者選定
・今年度の取り組みについて　・チームス（リモート会議）について

第４回 R2.8.21 23
・基幹相談支援センター運営評価についての意見聴取
・研修会の開催について
・リモート会議について　・緊急連絡グループラインについて

臨時 R2.8.26 12 ・リモート会議　試行実施

第５回 R2.9.1 17
・リモート会議の状況確認　・にーよん地域包括支援システムについて
・各事業所におけるマスクや消毒液などの備品について

第６回 R2.9.24 23
・講師を招いての事例検討ワークショップ開催（大阪市スーパーバイザー派遣
事業）

第７回 R2.10.6 15
・リモートにて実施　　・事例検討ワークショップの振り返り
・にーよん地域包括ケアシステム研修会について

第８回 R2.10.20 17
・利用希望事業者選定　　・多職種参加の事例検討会について
・介護保険サービスへの引継ぎについて

第９回 R2.11.6 21
・リモートにて実施　　・区長との意見交換会について
・今後の取り組みへの意見・提案について

第10回 R2.11.20 18
・利用希望者事業所選定　・地域包括ケアシステムについて　・報酬改定につ
いて　・区長との意見交換会について　・放課後等デイ連絡会からの報告

第11回 R2.12.18 19
・利用希望者事業所選定　・地域課題の特化した取り組みについて
・区長との話し合いについて（振り返り）
・新型コロナウイルスに関するＰＣＲ検査について　・来年の報酬改定について

第12回 R3.1.5 13 ・リモートにて実施　・利用希望事業者選定

第13回 R3.1.19 15
・利用希望事業者選定　・虐待対応について
・防災、広報・啓発プロジェクトチームの進捗について

第14回 R3.2.2 13
・リモートにて実施　　・事例検討
・防災、広報・啓発プロジェクトチームの進捗について

第15回 R3.2.19 19
・利用希望事業者選定　　・地域ケースの報告について
・防災、広報・啓発プロジェクトチームの進捗について

第16回 R3.3.2 13
・リモートにて実施　・報酬改定について
・きらりにしよどへの記事掲載について
・防災、広報・啓発プロジェクトチームの進捗について

第17回 R3.3.19 15
・今年度の部会の振り返りと来年度に向けての取り組みについて
・防災、広報・啓発プロジェクトチームの進捗について

西淀川区

（19年12月設置）

放課後
デイサービス

連絡会

障がい者基幹相談支援センター風の輪
発達支援センターたんぽぽ
児童デイサービスたんぽぽ
児童デイサービスなのはな
放課後等デイサービススマイル西淀川
放課後等デイサービスやまびこ
さんさんくらぶ
西淀川子どもセンター
姫島こども園
COLORSにしよどがわ
ファミリア～みんなの舎～
Welfare西淀川
わくのびKids
放課後等デイサービスなちゅらる教室
CLAN西淀川
Welfare姫島
個別療育センターあおぞら
放課後等デイサービスエスポワール
かたぐるま西淀川

２月に1回
程度開催

・コロナ感染症の影響で学校が休校になり、障
がい児の臨時的に受け入れるなど対応してい
る事業所もあり、変則的に開催した。
・コロナウイルス対策に関わる部分について、
各事業所が直面している困難対応事例や、解
決できた具体例について、事業所間で情報を
共有化を目的にアンケートを実施し、連絡会に
てアンケート結果及び対応について話し合い
を行った。

・参加者より共通課題を抽出し、専門機関等に
事業内容を説明して頂き、現状について話し
合った
・区役所職員の参加で情報提供、情報共有を
していく

・感染症対策をしながらの
業務継続の在り方を検討
する。
・不登校児や著しく重度及
びケアニーズの高い障が
い児の受け入れについて
各事業所の対応の共有及
び関係機関との連携の取
り方を検討する。
・事業所間の横のつなが
りを深める方法を検討す
る
・困難事例について検討
する

※職員全体向けの合同研
修は17：30～20：00の時
間帯に行っている

午前に開催（午
後は参加が難
しいため）

相談支援
事業所
部会

障がい者基幹相談支援センター　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　やまびこ
相談支援　くろーばー
大阪市立姫島こども園
ケアステーションキキ
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
こうのとり
桜ほのぼの苑
よつば
夢ごこち

月に2回開催

・月2回のペースで部会を開催した。本年度は
新型コロナ対策としてのリモート会議の実施を
進め、今後は月１回はリモート開催にて行って
いく見通しである。
・新規ケースの事業所選定を行った。
・大阪市スパーバイザー派遣事業を利用して
講師を招いて、支援困難事例における検証の
ワークショップを開催した。
・「西淀川区障がいのある方の介護保険利用
に関する連絡調整会議」を開催した。
・区役所職員も参加し、情報の提供と共有を図
るようにしてきた。
・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。
・地域生活支援拠点等の整備に、相談支援事
業所としてどう取り組むかについて検討した。
・内部分科会として、防災チームと広報・啓発
プロジェクトチームを立ち上げた。

・本人主体の支援のあり方に
ついて、どのように進めていく
か、事例検討・研修を通して、
新人の相談員もベテランの相
談員にも差が出ないようにす
る。
・区内の相談員一人一人の
困り事や悩みごとを聞き取る
ことについては、個別に行っ
てきたが、自立支援協議会に
参加する事業所としてのリス
クマネジメントやコンプライア
ンスについて評価したり話し
合う機会をつくる。
・防災チームにて災害発生時
に立ち上がる対策本部への
有効な関わり方を追求する。
とりわけ、災害時、相談支援
事業所としての活動、把握し
た情報提供、などについての
マニュアルを作成する。
・広報・啓発プロジェクトチー
ムにおいては、地域の社会
資源として有効である、各事
業所の周知・啓発にかかる方
法等の検討を進める。
・介護保険サービスと自立支
援サービスの移行が円滑に
進むようマニュアル作成の準
備を昨年度まで行ってきた
が、次年度は作成して実用し
ていくことを目指す。
・計画相談支援事業・計画相
談支援専門員の役割を障が
い当事者のみならず区民に
向けての周知。
・医療・教育・行政・区内の高
齢者機関・区内の子ども関係
機関との密な連携を構築させ
る。
・つながる場会議への相談方
法・参加のルートが明確では
ない状況を見直し、困難事例
について検討する場を増や
す。
・医療・警察・消防・民生委員
など地域の関係機関を交え
た事例検討会を年1回は開催
し基幹相談支援事業所・指定
特定相談支援事業所の役割
を周知する場を増やす。

16 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
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第１回 R2.6.23 15 ・新型コロナ対策にかかるアンケートの結果報告について

第２回 R2.9.7 15
・障がい児者とともに者ふれあう広場の開催にかかる取り扱いについて
・区長との意見交換会について
・基幹相談支援センター運営評価の報告について

第３回 R2.11.9 12
・12/1の区長との意見交換における意見の取りまとめ
・障がい児者とともにふれあう広場の開催中止の報告と次年度への意見交換
・新型コロナ対策に関する研修や西淀川区こころの健康講座の開催お知らせ

第４回 R3.3.5 12

・障がい児者とともに者ふれあう広場への共同募金配分金について
・チームス（リモート会議）について
・報酬改定について
・来年度の開催時期や開催頻度について

イベント 中止 ・障がい児・者のためのくらしやおしごと相談フェア

グループ
ホーム
連絡会

第１回 R2.7.9 13

・新型コロナ対策にかかるアンケート結果報告と各ＧＨの対応の報告について
・困りごとについて
・報酬改定について
・来年度の開催時期や開催頻度について

障がい者基幹相談支援センター風の輪
げんきな郷
フォレスト
わいわい
姫島風の家・風の子そだち園
Bambino西淀川
あずき

年に１～２回
・情報共有、交換を行い、顔のみえる関係を
作った。

・年2回の定期開催を目指
し、横のつながりを確立す
る。

第１回 R2.6.26 17 ・新型コロナ対策について

第２回 中止 － 新型コロナ感染症対策の影響を考慮し、部会の開催を見合わせることとした。

研修会・
イベント等

R2.9.10 30 西淀川区障がいのある方の介護保険利用に関する連絡調整会議 随時
・コロナウイルス感染予防対策をしっかり実行
しながら研修会・イベント実行するまでには至
らなかった。

・今後も、関係各団体との
合同による研修会や勉強
会の開催を検討する。

西淀川区

（19年12月設置）

生活・
就労部会

障がい者基幹相談支援センター　風の輪
生活介護事業所　よつば
ネクスト
風の子そだち園
西淀川発達支援センターたんぽぽ
桜ほのぼの苑姫島
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
桜ほのぼの苑千舟
アルバ
ワークショップ.com
佑宜
いきいき
CLAN西淀川
ナンクルナイサアーあちや
Smile On
西淀川支援学校
ポルテ御幣島

1～２か月に
１回開催

・例年開催している、「障がい者のためのくらし
やおしごと相談フェア」については、新型コロナ
対策の影響から中止とせざるを得なくなった。
・イベント関連の議題が無くなった分、各事業
所での取り組み等の報告に多くの時間をかけ
ることができた。

・災害時の対応について
ワークショップを行い検討
したり、各事業所の防災
意識を高める。
・区長との意見交換会で
区長より提案頂いている
区役所内での授産品の販
売について実現させる。
・長年継続してきたイベン
トがコロナウイルス感染予
防のため中止になったま
まなので、来年度は感染
予防・開催場所・内容など
を見直し工夫をしたイベン
ト開催を目指す。

居宅介護
事業所
部会

障がい者基幹相談支援センター　風の輪
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２～３回
・各事業者が抱える課題を共有して、支援の
方法を互いに検討した。

・各事業者が抱える課題
を共有する。

17 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.30 17
令和２年度運営体制について、部会の開催状況及び活動方針について、自立
支援協議会研修会について、その他

第２回 R2.7.28 14
コロナウイルス関連について、基幹相談支援センターの評価シートについて、
その他

第３回 R2.8.25 15 コロナウイルス関連について、豪雨災害の募金について、その他

第４回 R2.9.29 14 コロナウイルス関連について、災害について、問題行動について、その他

第５回 R2.10.27 15
コロナウイルス関連について、生活困窮者自立支援制度、快活福祉資金貸付
制度、その他

第６回 R2.11.24 13
コロナウイルス関連について、親亡き後の支援ツールについて、研修案内、そ
の他

第７回 R3.3.23 9
コロナウイルス関連について、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定に
ついて、次年度の予定、その他

研修会・
イベント等

R3.1.21 48 ハローワーク淀川共催「障がい者合同就職面接会」（協力）
協議会就労支援部会参加機関
淀川区役所保健福祉課（就労支援事業担当）

第１回 R2.6.18 8
令和2年度の体制及び年度計画について、
コロナウイルスによる影響と各事業所の取り組み状況について、その他

第２回 R2.7.15 6
勉強会「身体障がい者が利用できるサービスについて」、福祉教育について、
その他

第３回 R2.10.14 5
勉強会「身体障がい者が利用できるヘルパー制度について」、福祉教育につ
いて、その他

第４回 R2.12.14 6 福祉教育について、その他

第５回 メールによる意見集約

第６回 R3.3.17 7 今年度の振り返り、次年度について、その他

第１回 R2.6.18 11 今年度の計画について、わくわくよどがわカレンダーについて、その他

第２回 R2.7.16 11 意見交換会について、わくわくよどがわカレンダー後期案について、その他

第３回 R2.8.20 16 意見交換会のテーマについて、河川敷フェスタについて、その他

第４回 R2.9.16 10 河川敷フェスタについて、わくわくよどがわカレンダー作成について、その他

第５回 R2.10.23 12 淀川河川敷フェスタ報告、わくわくよどがわカレンダーについて、その他

第６回 R2.11.17 12 意見交換会「ご利用者の余暇の過ごし方について」、その他

第７回 R3.3.17 14 今年度の振り返り・来年度に向けて、その他

第１回 R2.6.15 9 自己紹介、事例検討、勉強会について、その他

第２回 R2.7.13 9 事例検討、部会研修について、その他

第３回 R2.8.17 11 事例検討、部会研修について、その他

第４回 R2.9.14 9 事例検討、部会研修について、その他

第５回 R2.10.19 9 事例検討、部会研修について、その他

第６回 R2.11.16 10 事例検討、部会研修について、その他

第７回 R3.3.13 8 振り返り、来年度の予定、その他

淀川区

（20年3月設置）

運営委員会

淀川区障がい者基幹相談支援センター えんじょ
い
ＪＳＮ新大阪アネックス
にじクリニック
あい・すまいる淀川
HANA65
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
にいたかの里
“COCOLO”相談支援センター
ティスメイト十三
ミードファミリーケア協会
加島希望の家
ハッピーテラス
コンパス
あんさんぶる
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
※コロナの
影響で７回
開催

・コロナウイルスの情報について各部会と情報
を共有を行い、新しい情報をその都度確認。
コロナウイルス等であっても、必要とされる
サービスにおいては継続支援していく方向性
の意識を統一。
現在の部会の再編成について協議、必要とさ
れる部会の設立の検討について意識をもちな
がら、今年度部会を実施。
・災害についての意識を啓発。水害時避難確
保計画、避難訓練についての取り組みの共
有。
・協議会からの他県の被災地への義援金の検
討
・高齢のご家族が増加していることの意識統
一を行い、親なきあとの支援ツール等、事前に
できるとりくみについて確認を行う。

・顔の見える関係づくり
を、新型コロナウイルスの
感染拡大防止に留意しな
がら、リモートも活用しな
がらできるところから実施
していく。
・各部会からの課題につ
いて整理を行う。
・障がい者の重度化高齢
化、親亡き後、精神障が
い者の地域生活等につい
ての問題に意識を向けて
いく。
・災害時に迅速に対応で
きるよう防災についての意
識を高め地域と課題を共
有していく。

身体
障がい者

部会

淀川区障がい者基幹相談支援センター えんじょ
い
BeHappy
すももクラブ
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
あい・すまいる淀川
よあけ訪問看護ステーション
淀川区社会福祉協議会

毎月開催
※コロナウイ
ルスの影響
により6回開
催

①コロナウイルスによる影響及び対策状況の確認
コロナウイルスによる各事業所の影響や取り組み、
緊急事態宣言時の対応等の状況を定期的に確認
し、
利用できる制度や緊急時の対応をどうするかにつ
いて情報共有及び意見交換を行った。

②福祉教育
地域の小学校(２か所)より視覚障がいをテーマにし
た福祉教育の依頼あり。
コロナウイルスの影響によりクラス合同での開催が
難しく、短時間バージョンのプログラムを新たに作
成。
実施日直前に緊急事態宣言が発令されたことで翌
年に持ち越しとなった。

③勉強会の実施
身体障がい者が利用できる制度や利用しやすい施
設などの社会資源についての情報共有及び勉強会
を実施した。

①コロナ禍での部会開催
方法の検討及びルール化

②勉強会の継続的な実施
及び社会資源の共有

③コロナ禍でもできる福祉
教育の見直し

④障がい者差別事案の共
有及び意見交換

など

知的
障がい者

部会

にいたかの里
ティスメイト十三
はぐみワークス
いちょうBooks
あい・すまいる
なごみ
ひだまり
加島友愛会
BeSmileWith
HANA65
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
淀川暖気の苑
愛正会
ジョブサイト・淀
ロンド健康運動プロジェクト
ソレイユ十三
希望の園
知的相談員
淀川区障がい者基幹相談支援センター えんじょ
い

毎月開催
※コロナの
影響で７回
開催

今年度はコロナの影響により、年7回のみ開催
となった。
わくわくカレンダーについて、地域の方へわか
りやすい様式を検討し、新しい様式を作成し
た。
また、事業所紹介について新たにQRコードを
取り入れた。
意見交換会については、参加者からニーズを
抽出し、テーマを決定。
また意見交換会に参加しやすい方法として、Ｚ
ＯＯＭやLINEオープンチャットを取り入れる等
検討、ICT利用について前向きに考えることが
できた。
淀川河川敷フェスタについては、感染予防対
策をしながら、事業所紹介やわくわくカレン
ダー、また自立支援協議会の案内チラシを200
部配布する啓発活動を行った。

コロナの影響で、対面式
の部会開催が7回しかでき
なかった。
ただ、未知とのウイルスの
対応では、より情報交換
が必要だと感じた年であっ
た為、積極的にオンライン
開催を取り入れ年12回の
部会開催を目指す。
課題としては、wifi環境。

精神
保健福祉

部会

にじクリニック
ティスメイト十三
COCOLO相談支援センター
JSN新大阪
淀川区障がい者基幹相談支援センター えんじょ
い
モト心療内科
オフィスカレッジ
HANA６５
永价
淀川区役所保健福祉課（健康づくり）

毎月開催
※コロナの
影響で７回
開催

コロナ禍での開催で、
zoomによるオンライン開
催を検討。オンラインで事
例検討方法を模索してい
く。

・毎月持ち回りでケースをあげ事例検討を行っ
た。部会前半の1時間程使い、現在進行中の
ケースや終了したケースの振り返りを行い、精
神障がい者支援に対するスキルアップを図っ
た。

・対人援助にあたり、怒りの感情に触れる機会
は多々あり、自己研鑽と利用者の怒りの感情
への対処として、アンガーマネジメントの研修
会を企画したが、コロナウイルスによる影響で
開催中止となった。
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.4 緊急事態宣言にて中止。メール・トークツール（文章）等にて情報交換。

第２回 R2.6.18 12
運営委員会からの報告（事前メール送信）、oh!shienついて、コロナ対応、相談
支援について、その他

第３回 R2.8 まん延防止の為中止。メール・トークツール（文章）等にて情報交換。

第４回 R2.10.22 12 運営委員会からの報告、補助金、ICT、実地指導対策機関、その他

第５回 R2.11 まん延防止の為中止。メール・トークツール（文章）等にて情報交換。

第６回 R2.12.22 12
運営委員会からの報告（事前メールにて送付）、コロナウイルスの知識と実際
に起こった時の対応事例

第１回 R2.7.10 21
今年度の運営体制について、コロナウイルスによる影響と事業所での取り組
みについて、自立支援協議会研修会について、各事業所からの連絡・相談、
その他

第２回 R2.9.18 19
新規事業所・団体のご案内、夏休み期間中の活動報告・反省点・改善策、自
立支援協議会研修会の中止について、各事業所からの連絡・相談、その他

第３回 R2.10.23 17
淀川区役所保健福祉課からのお知らせ、ミニ勉強会「ビデオ会議システム
（zoom）の活用について」、各事業所からの連絡・相談、その他

第４回 R3.3.12 17
各事業所からの連絡・相談、障がい福祉サービス報酬改定について、令和３
年度こども部会運営について、その他

第１回 R2.8.20 13
今年度の体制について、今年度の取り組みについて、HW合同面接会につい
て、コロナウイルスによる影響等について、その他

第２回 R2.10.22 11 今年度の取り組みについて、HW合同面接会について、その他

第３回 R2.12.15 11 HW合同面接会について、次回の開催日程と内容について

第４回 R3.3.12 10
今年度の活動報告、次年度の部会について、次年度の体制について、はたら
く暮らしフェスタについて、その他

第１回 R2.6.11 15
新規社会資源の紹介、今年度の開催について、新型コロナウイルス関係の厚
労省通達等について、相談支援事業所MAPの確認について、その他

第２回 R2.7.9 21 新規社会資源の紹介、今年度の自立支援協議会全体の予定、その他

第３回 R2.8.6 13
新規社会資源の紹介、障害福祉サービス制度に関する質疑応答、今年度の
自立支援協議会全体の予定、その他

第４回 R2.9.16 14
新規社会資源の紹介、個人情報の留意点とICT活用に関する情報共有、その
他

第５回 R2.10.8 13
新規社会資源の紹介、現任研修の受講について・生活保護担当者との意見
交換について、事例共有等その他

第６回 R2.11.10 15 新規社会資源の紹介、新型コロナウイルス関係について、事例共有、その他

第７回 R3.3.11 15
新規社会資源の紹介生活保護担当者との意見交換、事例共有、次年度につ
いて

淀川区

（20年3月設置）

・年度初めに全国的なコロ
ナ感染拡大となる。地域
の各部会においては、対
面・集合型での開催が当
然であったが、それが難し
い状況に。
部会としては初めての試
みであったが、オンライン
を使用しての開催を決行。
慣れている事業所もあれ
ばそうでない事業所も。
これまで参加できていた
事業所が参加できなくなっ
ていることは課題の１つ。

はたらく・くらしフェスタ（淀
川区事業）についても例年
のような形式での開催が
難しく、代替案もなく、中
止。
別の形式での開催など検
討が必要。

相談支援部会

淀川区障がい者基幹相談支援センター えんじょ
い
アイリス、癒の道、ナービス淀川、ゆめ本舗
にじクリニック、こうのとり、あい・すまいる淀川
夢ごこち、絆２４、Link-I、あじさいケア
ミード社会舘、はなきりん、やぐるま草
CoConova新大阪、やすらぎの苑中津
BeSmileWith、COCOLO相談支援センター
ゆいまーる、オフィスHUG-ME、よあけ訪看St

毎月開催
※コロナの
影響で７回
開催

・社会資源の情報把握のため新規立ち上げを
された事業所には部会内で情報提供をしてい
ただき事業所に対しても地域のニーズを伝え
る機会としている。
・計画相談支援の円滑な選定のため毎月各相
談支援事業所の空き状況を確認し、区役所に
も情報提供を行っている。
・事例検討や勉強会を通して相談員のスキル
アップに繋げる機会とした。
・新型コロナウイルスの影響もあり、今後に向
けてICTやオンライン会議の研修のやり方など
講習会形式で共有する機会を設けた。

・新規に立ち上げられた事
業所もあり、引き続き、勉
強会等を通じて個々のス
キルアップを図ると同時
に、区内の相談支援事業
の活性化を図る。

居宅介護
事業所

支援部会

えんじょい、ポリアンナ、こうのとり、マイソングケ
ア、ミードファミリーケア、ナービス淀川、ファスター
フレンド大阪、絆24、夢ごこち、あんさんぶる、あ
い・すまいる、ｈａｎａ６５（トークツール参加事業所）

偶数月年間
６回開催予
定

議題：情報交換及び対策、事例検討、他部会
との交流等。トークツール利用にてのやり取り
続行。

現状今年度第一回目も
メール・トークツール利
用。部会開催方法模索
中。残課題：①一昨年前
からの課題相談支援事業
所との連携方法未解決。
②偶数月緊急事態前言等
の発令が多く部会開催方
法未解決。①②を取り急
ぎ解決後、部会内情報交
換等をより豊かに取り組
む。

こども支援
部会

えんじょい、あい・すまいる淀川、アリス、きっずぷ
らす、けやきの森、コンパス、コペルプラス新大阪
教室、スイッチオンネクストのぞみ、たいよう、ハッ
ピーテラス東三国教室・十三教室、ばうむくうへ
ん、ファミリア、リアン、リバーサポートセンター、リ
バー学習センター、リバー能力センター、わくわく、
YCCもこもこ十三教室、ａｎ、こはる、こはるび、
ピースマイルカレッジ、ピースマイルマスターズ、Ｐ
Ｐピアニシモ、フロル、フロル三津屋、COLORS西
淀川、ふぁみてぃー、coconowa、スマートキッズトト
新大阪、淀川区役所保健福祉課（こどもサポート
ネット）

年７回程度
開催
※コロナの
影響で4回開
催

■こども支援に関わる関係機関が集まり、主
に下記の内容を通して淀川区におけるこども
支援の質の向上を図った。

・各事業所からの課題や相談事項について、
事業所毎の取り組みや課題解決に向けての
意見交換や情報共有
・コロナ禍の事業所運営や部会運営に活用で
きるツールとして、ビデオ会議室システム
（zoom）の使用方法についての勉強会の実施
・適正なサービス提供に向けた取り組みとし
て、令和３年度障害福祉サービス報酬改定の
内容の共有化

・コロナ禍でも部会運営が
継続できるよう、オンライ
ン開催等の手法を検討す
る。
・地域ネットワークを強化
し、より活発な部会運営を
目指すための運営体制を
整理する。
・令和2年度淀川区自立支
援協議会研修の担当とし
て、研修のあり方含めて
方針を検討する。
・具体的な個別課題につ
いて、意見交換や情報交
換を行う。
・感染症予防や防災等に
ついて、引き続き情報交
換を行い、各事業所の危
機管理やリスクマネジメン
トについてスキルアップを
図る。

就労支援部会

淀川地域障がい者就業・生活支援センター
JSN
リタリコワークス新大阪
Link
ウェルビー新大阪
ウェルビー淡路駅前センター
ジョブジョイント大阪
桜ほのぼの苑
ディーキャリア梅田オフィス
チャレンジドアソウ
BeSmile
BeHappy
海萌
again西中島オフィス
基幹相談支援センター
ミード社会館
淀川区役所保健福祉課（保健福祉）

2ヶ月に１回
※オンライン
開催

・今年度の取り組みとして、
○淀川区地域福祉ビジョンの理解・周知
○「はらたく・くらしフェスタ」
○就労移行見学
○企業見学
○支援者向け研修会
○ハローワーク合同面接会・・・等

上記を計画していたが、コロナの影響によりほ
ぼ中止。
唯一ハローワーク合同面接会については開
催。就労部会として、事前準備や当日の役員
や相談ブースを対応。

定例会については、全てオンライン（ＺＯＯＭ使
用）にて開催。
通常業務にてオンラインを使用している事業
所も多く、概ねスムーズに開催することができ
た。但し、中にはオンライン環境が整わず、参
加できない事業所も数か所あり。

執行部会については、担当の入れ替えを行
い、継続して開催（オンラインＺＯＯＭにて）。
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.10 15 ・今年度計画について

第２回 R2.7.8 9
・区との情報交換
・部会報告

第３回 R2.8.12 12
・区との情報交換
・部会報告

第４回 R2.9.9 12
・区との情報交換
・部会報告

第５回 R2.10.14 13
・区との情報交換
・部会報告

第６回 R2.11.11 9
・区との情報交換
・部会報告

第７回 R2.12.9 9
・区との情報交換
・部会報告

第８回 R3.1.13 11
・区との情報交換
・部会報告

第９回 R3.2.9 8
・区との情報交換
・部会報告

第10回 R3.3.10 10
・来年度の計画
・区との情報交換
・部会報告

第１回 R2.7.21 7
コロナウイルスによる各事業所の報告
東淀川区自立支援協議会事務局会議の報告
その他、事業所間の情報交換、事例検討等

第２回 R2.8.18 6
東淀川区自立支援協議会事務局会議の報告
事業所間の情報交換、事例検討等
その他

第３回 R2.10.20 6
東淀川区自立支援協議会事務局会議の報告
事業所間の情報交換、事例検討等
その他

第４回 R3.3.16 7

次年度の活動予定
東淀川区自立支援協議会事務局会議の報告
事業所間の情報交換、事例検討等
その他

第１回 R2.6.25 10 ・各事業所情報共有＆事例検討会

第２回 R2.7.30 10 ・各事業所情報共有＆事例検討会

第３回 R2.9.24 10 ・各事業所情報共有＆事例検討会

第４回 R2.10.22 10 ・各事業所情報共有＆事例検討会

第５回 R2.11.26 35 ・各事業所情報共有＆事例検討会

第６回 R2.12.10 10 ・「障がい者虐待防止研修」

第７回 R3.1.21 10 ・各事業所情報共有＆事例検討会

第８回 R3.2.25 10 ・各事業所情報共有＆事例検討会

第９回 R3.3.25 10 ・各事業所情報共有＆事例検討会

東淀川区

（20年3月設置）

・行政との連携
・チームズで事務局会議の開催をおこない、コ
ロナウイルスに関する情報交換や部会報告を
おこなった。

毎月第３
火曜日開催

・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

相談支援部会

東淀川区障がい者基幹相談支援センター　リーフ
風の輪　赤とんぼ相談支援事業所　S＆Dケアス
テーション　エフォール　淡路子ども園　わかくさ
ゆきかぜ　ネクストライフ　区役所保健福祉セン
ター障がい者・児給付担当者

毎月第４木
曜日開催

事例検討を通じて相談支援専門員のスキル
アップを図る。

・社会資源の共有や各事
業所の役割をすることで、
支援に役立てていく。

事務局会議

区身体障害者団体協議会
こころの相談室リーフ
東淀川区障がい者基幹相談支援センター
あすわ～く
淡路子ども園
COCORO
again
桜の樹
東淀川区保健福祉センター

１カ月に１
回、事務局
会議として開
催

・障がいという枠組みにと
らわれず、区の一部として
広く参加してもらえる活動
を目指す
・チームズで全体会議の
開催
・テーマを決めた勉強会の
開催

居宅介護
事業所
部会

Ｆｌａｔ・きた
ケアホーム桜の樹
長谷川介護
ケアホームの樹
介護ケアセンターコスモ
うぃずサポートステーション
ベラミ
ええやん昭和介護センター
ごきげんさん
風の輪
ヒューマンケアライン
区保健福祉センター

20 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.19 11

・自己紹介
・支援者アンケートの結果報告
・今年度の取り組みの進め方
・情報交換・共有

第２回 R2.7.16 14
リモート
・2月中止となった拡大研修会について
・情報交換・共有

第３回 R2.8.20 12
リモート
・アンケート結果から　個別の事象について
・情報交換・共有

第４回 R2.9.17 13
リモート
・事例検討会（前半）
・情報交換・共有

第５回 R2.10.15 13
リモート
・事例検討会（後半）
・情報交換・共有

第６回 R2.11.19 13
リモート
・業務における様々なハラスメントの事例や対処の共有
・リモート研修会の検討

第７回 R2.12.17 11
リモート
・リモート研修会の進行について
・情報交換・共有

第８回 R3.1.21 11
リモート
・リモート研修会のチラシ等周知について
・コロナ対策の実際についての共有

第９回 R3.2.18 10

リモート
・リモート研修会の当日の流れについて最終調整
・今年度の部会の振り返り
・情報交換・共有

第10回 R3.3.18 50
研修会（ZOOM）
「精神障がい者をとりまく課題について理解を深める～実際にあった事例を通
して～」

第１回 R2.6.19 20
・自己紹介と各事業所より近況報告
・役員の選任
・年間予定の確認

第２回 R2.7.17 14
・ピースプラント東淀川店事業所訪問
　事例検討会

第３回 R2.8.21 13 ・コロナ禍における各事業所の取り組みと学校との情報共有

第４回 R2.9.18 26 ・講演会「障がいのあるこどもを理解する視点と家族支援」

第５回 R2.10.16 28 ・講演会「大人になっていく子どもたち～こころとからだの主人公に～」

第６回 R2.11.20 8 ・学校や関係機関との情報共有

第７回 R2.12.18 13
・勉強会「障がいのある子どもを理解する視点と家族支援」
・事例検討会

東淀川区

（20年3月設置）

原則月1回
（緊急事態宣
言発令の
為、4月5月
中止）

・精神障がいの理解を底
上げする必要があるが、
情報や周知、取り組み等
の情報発信が必要である

・福祉サービス（ヘルパー
事業所）と精神科医療（訪
問看護）のより密な連携が
必要である

・多問題を抱えた家族等、
他の支援者（高齢、児童
等）との連携も増えてい
る。精神障がいへの理
解、連携の強化をすすめ
ていく必要がある

・依存症の対応が増えて
いる。適切な支援を行なう
ためには理解が不可欠で
あるが正しい情報を発信
していく必要がある。

取り組み
①実践的な理解や対応に
ついて、事例検討会や研
修等を行い、情報発信、
問題提起などを行う
②保健・福祉と精神科医
療の連携強化

淡路こども園
わかくさ
フレンズあわじ
ピースプラント東淀川
スマートキッズプラス東淀川
Flat・きた
おひさま
風の子デイサービス
いんくるーじょん
あゆみん上新庄
あゆみん下新庄
スマイルクラブ
にじいろテラス
ＬＩＴＡＬＩＣＯ
あったかいデイ豊里
大阪府立東淀川支援学校
大阪府立光陽支援学校
淡路幼稚園
徳蔵寺保育園
保育園こどものくに
北さくら園
区保健福祉センター
ドルフィン
ふぁみてぃ東淀川教室
ウィズ・ユー東淀川
大隅東小学校
かたぐるま東淀川

毎月
第３金曜日
開催

・関係機関との連携がスムーズにいくために、
顔の見える関係を築き、協力して子どもや家
族を支援
・各事業所を訪問し、そこで部会を開催し、事
業所を見学し、取り組みについて知る。そこで
事例検討を行い、困難事例について一緒に考
える
・勉強会、研修会の開催
・学校の先生方とも情報共有や意見交換がで
きるように先生方の参加しやすい時間に部会
を設定して実施する。

・不登校の子どもをどこの
放デイの事業所も抱えて
おり、背景には複合的な
課題がある
関係機関で個別支援会議
を開く等して連携して子ど
もの支援に当たる必要が
あると思われるので、教
育・福祉・行政で信頼、協
力関係を作っていきたい。

こども部会

精神
保健福祉

部会

こころの相談室リーフ
自立生活センター　Flat・きた
清水クリニック
とよさとはうす
訪問看護ステーションデューン北大阪
訪問看護ステーションといろ
訪問看護ステーションゆきかぜ
赤とんぼ
就労支援事業所ｃｏｃｏｒｏ
わんちゃれんじ
東淀川区精神保健福祉相談員
ちゃれんびぃ
エフォール
ニチイケアセンター
ウエルビー

・支援者アンケート振り返り
・部会内事例検討会
・ZOOM　研修会
・障がい福祉サービス事業所と医療機関、行
政との連携・情報交換
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.10.28 6 ・大学協働インターンの説明会

第２回 R2.12.7 8 ・大学協働インターンの検討

第１回 R2.7.10 13

・区障がい者基幹相談支援センターの自己評価について
・事業所部会、相談支援部会からの報告
・今年度の東成区地域自立支援協議会について
・区民公開講座について
・「障がいのいろいろ相談会」の実施について
・課題検討について（地域住民との交流の場づくりについて）

第２回 R2.10.9 13

・事業所部会、相談支援部会からの報告
・今年度の東成区地域自立支援協議会について
・啓発活動ワーキングの報告（障がい理解パネル展示の実施）
・「障がいのいろいろ相談会」の実施について
・課題検討について（地域住民との交流の場づくりについて）

第１回 R2.8.18 6
・区民公開講座ワーキング
テーマ、内容の検討→障がい理解パネル展示の実施

第２回 R2.10.20 6
・区民公開講座ワーキング
障がい理解パネル展示の実施にかかる方法

第１回 R2.7.8 7
・各連絡会からの報告
・サービス導入手順・事業所情報の作成について
・新型コロナにかかる課題の周知・共有について

第２回 R2.10.7 6
・各連絡会からの報告
・児童のあらまし（仮）について
・事業所情報一覧について

第３回 R3.3.3 4
・各連絡会からの報告
・児童のあらまし（仮）について
・事業所情報一覧について

東淀川区

（20年3月設置）

東成区

（19年12月設置）

○事業所部会
今年度の取組を引き続き
検討し取り組んでいく

★今年度新設

協議会

東成区障がい者基幹相談支援センター（東成育成
園）
東成区身体障害者福祉会
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員
東成区民生員児童委員協議会
ひがしなりWELL-LINE
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）
相談支援部会代表
事業所部会代表
東成区社会福祉協議会（地域支援担当）
東成区見守り相談室（見守り支援ネットワーカー）
東成区役所保健福祉課精神保健福祉相談員

年３回開催

　 (１)事業所・関係機関・地域活動者との情報
共有による支援ネットワークの強化
  （２）部会、連絡会活動報告による障がい者
相談支援課題の共有化
  （３）「障がいのいろいろ相談会」の開催（5回）
  （4）障がい理解啓発活動
　　　障がい理解パネル展の開催
       　期間：R3.2.1～5
　　　　場所：東成区役所内ふれあいパンジー
　　　　来場者数：112名
  （5）その他
　　東成区多職種連携会への参画による（高
齢）障がい者への包括的支援に向けた連携

原則
毎月開催

コロナ禍においてほとんどの活動を中止した。

事業所部会

東成区障がい者基幹相談支援センター（東成育成
園）
日中支援連絡会代表（FOREVER～いつまでも～・
すぺーす）
生活支援連絡会代表（あーす）
居宅支援連絡会代表（サポートセンターたいよう）
相談支援連絡会代表（大阪手をつなぐ育成会）
児童支援連絡会代表（からだ遊びルームpas a
pas）

年３回開催

○事業所部会
・コロナ禍により見えてきた課題の周知と情報
共有
・障がい疑いからサービス導入までの流れや
事業所情報の作成の検討

就労支援部会

あすわーく
東淀川区障がい者基幹相談支援センター
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
わんチャレンジ
こころ
バンビの里
障がい者工賃向上支援センター
フリーダム創生
ＪＯＢ ＳＴＡＲ
障がい者センター翔館
ワークセンター豊新
（イベント時：大阪府商工労働部雇用推進室（職業
訓練）トモワーク豊里
ジョイント
ウェルビー淡路
ビジネスカレッジ
フォーチュン
のんびり
プラッツ淡路

・事業所・関係機関・地域
活動者との情報共有によ
る支援ネットワークの強化
・部会、連絡会活動報告
による障がい者相談支援
課題の共有化
・コロナ禍における課題の
周知と情報共有

第3回はコロナ
のため中止

ワーキング

東成区障がい者基幹相談支援センター（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

年２回開催
個別案件につき、ワーキングチームを立ち上
げ、内容の検討・決定をする。

コロナ禍でも開催可能な
方法を工夫し、啓発活動
を継続していく。

令和3年度より就労系事
業所へ向けて地域との協
働活動がひとつの方針と
して示されたので、今後地
域の社会資源と協働でき
るような活動を模索してい
きたい。
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.5.28 13

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第２回 R2.6.25 12

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第３回 R2.7.30 12

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第４回 R2.8.27 13

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第５回 R2.9.24 11

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第６回 R2.10.22 12

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第７回 R3.1.28 14

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第８回 R3.2.25 15

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

第９回 R3.3.25 14

・新規・選定ケース・選定ケースの進捗状況について
・地域移行・地域定着の現状について
・新規事業所等の案内・周知について
・その他

東成区

（19年12月設置）
相談支援部会

東成区障がい者基幹相談支援センター（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
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
Nextケアプランセンター
あいケア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
相談支援事業所たいち
ヒカリドリ相談支援
愛ケアステーション
きずなライフケア
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
大阪市障がい者就業・生活支援センター

毎月開催

○相談支援部会
 （１）相談支援における課題共有、困難事例の
検討など）地域移行・地域定着支援にかかる
情報共有・意見交換
 （３）相談支援事業所、地域包括支援セン
ター、医師会等の地域における専門相談支援
機関とのネットワーク強化

○相談支援
・新規相談支援ケースや
困難ケースのスムーズな
選定方法の検討
・障がい者支援機関以外
の支援機関との連携によ
る複合的な課題を抱える
ケースへの支援検討の場
の確保
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.12 1
・障がいのいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会

・育成園

第２回 R2.8.14 0
・障がいのいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会

・おおさかひがし

第３回 R2.10.9 0
・障がいのいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会

・中央支援センター

第４回 R2.12.11 0
・障がいのいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会

・精神障がい者地域生活支援センター　すいすい

第５回 R3.2.12 0
・障がいのいろいろ相談
・障がいをお持ちの方やその家族の方のための相談会

・育成園

第１回 R2.7.21 22
・生野区障がい者基幹相談支援センターの運営評価
・相談支援事業所連絡会年間計画と活動報告

第２回 R2.9.16 19
・在宅障がい者の防災について
・見守り相談室の取り組みについて

第３回 R2.11.18 24 ・困難事例の事例検討について

第４回 R3.2月 書面開催 ・生野区高齢者・障がい者虐待防止連絡会議（合同開催）

第５回 R3.3.16 13
・個別支援検討会について
・令和３年度年間計画について

第１回 R2.7.7 10 ・第１回自立支援協議会事前打ち合わせ

第２回 R2.9.2 8 ・第２回自立支援協議会事前打ち合わせ

第３回 R2.11.2 7 ・第３回自立支援協議会事前打ち合わせ

第４回 R2.12.23 6
・第４回自立支援協議会事前打ち合わせ
・個別支援検討会について
・今後の自立支援協議会の在り方について

第５回 R3.3.3 4
・第５回自立支援協議会事前打ち合わせ
・個別支援検討会について
・令和３年度自立支援協議会年間計画について

第４回 R2.7.16 23

・管轄区担当者挨拶
・新事業所紹介
・新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて
・2020年度年間計画（案）
・生野区地域自立支援協議会部会報告について
・その他

第６回 R2.9.17 12
・新事業所及び新たに初任者研修を終えた専門員対象学習会
・計画相談事業の実務について（計画支援の流れ・モニタ・支給決定）

第７回 R2.10.15 20
・新事業所及び新たに初任者研修を終えた専門員対象学習会
・計画相談事業の実務について（制度・福祉サービスについて）

第８回 R2.11.18 17
・自立支援協議会研修
・ケース検討

第９回 R2.12.17 21 ・生野区の子育て支援のしくみについて

第12回 R3.3.24 23
・アンケートについて
・R3年度年間計画について
・その他

東成区

（19年12月設置）

生野区

（20年5月設置）

・生野区高齢・障がい合同虐待防止連絡会議
との合同開催

協議会

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

役員会・協議
会　共に５回
／年

年５回開催

生野区における相談支援
事業をはじめ障がい者福
祉に関するシステムづくり
を行う

地域アセスメント会議、生
野区福祉こうつう会議へ
の出席により情報の共有
行う

第４回について
は新型コロナウ
イルス感染拡
大防止のため
書面開催

運営委員会

相談支援
事業所
連絡会

生野区障がい者基幹相談支援センター、生野区
指定特定相談支援事業者

１２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

相談会

計画相談支援の役割と必
要性を周知・啓発を継続し
ていく

第１～３回、第
５回、第10～11
回については
新型コロナウイ
ルス感染拡大
防止のため開
催中止
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.15 17
・令和2年度新議長の選任について
・令和2年度の取り組みについて
・コロナ禍において、障がいをお持ちの方がおかれている現状について

第２回 R2.9.16 16

・就学進学なんでも相談会（こども部会）の実施報告について
・総会・和んで座談会の開催について（和んで座談会は中止の方向）
・「防災体制の充実について」の自立支援協議会としての取り組みについて①
・情報共有について（区HPに自立支援協議会メニュー作成する）

第３回 R2.11.18 13

・総会内容について
・「防災体制の充実について」の取り組みについて②
・情報共有について（区HPに自立支援協議会メニュー作成→令和２年１２月２
８日掲載済）

第４回 R3.1.20 14

・総会の日程変更について
・「防災体制の充実について」の取り組みについて③
・障がい当事者アンケートの実施について
・事業内容説明（グループホーム移行促進事業）

第５回 R3.3.17 17
・次年度委員の改編について
・「防災体制の充実について」の取り組みについて④

第1回 R2.6.24 6 第1回本会議題にかかる事務打ち合わせ

第2回 R2.9.4 6 第2回本会議題にかかる事務打ち合わせ

第3回 R2.11.4 6 第3回本会議題にかかる事務打ち合わせ

第4回 R3.1.6 5 第4回本会議題にかかる事務打ち合わせ

第5回 R3.3.3 6 第5回本会議題にかかる事務打ち合わせ

イベント R2.12.6 中止
和んで座談会・全体総会
（座談会形式会議・防災・障がいスポーツ・交流会）

自立支援協議会全員 年１回
座談会は中止。総会は令和３年３月６日に変
更も中止、令和３年３月31日に資料送付により
代替。

第１回 R2.7.1 16

・今年度の取り組みについて
　　就学・進学なんでも相談会（区内全小学校）
　　子育て応援セミナーの中止について
　　教育と福祉の連携について

第２回 R2.9.2 16
・就学・進学なんでも相談会について（実施報告）
・教育と福祉の連携について（意見交換）

第３回 R2.12.9 14
・「こどもサポートネット」について
・教育と福祉の連携について

第４回 R3.3.9 16
・教育と福祉の連携について（総括）
・来年度の取り組みについて
・来年度の体制について（区内小学校に対し新委員の勧誘）

学習会 中止

子育て応
援セミ
ナー

中止
こども部会委員
保健福祉課（地域福祉）
子育て支援室

第１回 R2.7.7 4～5 高殿小学校での就学なんでも相談会の開催

第２回 R2.7.8 4～5 大宮小学校での就学なんでも相談会の開催

第３回 R2.7.10 4～5 古市小学校での就学なんでも相談会の開催

第４回 R2.7.13 4～5 高殿南小学校での就学なんでも相談会の開催

第５回 R2.7.15 4～5 新森小路小学校での就学なんでも相談会の開催

第６回 R2.7.16 4～5 大宮西小学校での就学なんでも相談会の開催

第７回 R2.7.20 4～5 生江小学校での就学なんでも相談会の開催

第８回 R2.7.27 4～5 清水小学校での就学なんでも相談会の開催

第９回 R2.7.28 4～5 城北小学校での就学なんでも相談会の開催

第10回 R2.8.4 4～5 太子橋小学校での就学なんでも相談会の開催

番外 R2.8.1 4～5 区役所での就学なんでも相談会の開催
こども部会・相談支援部会委員
保健福祉課（地域福祉）

旭区

（20年7月設置）

こども部会
（就学・なんで

も
相談会）

自立支援協議会本会とし
ての積極的な課題抽出と
活動の推進

自立支援
協議会
本会

　（事務局会
議）

社会福祉法人リベルタ
社会福祉法人　大阪福祉事業財団
区社協
旭区障がい者基幹相談支援センター
保健福祉課（地域福祉）

隔月第１
水曜日開催
（奇数月）

スムーズな本会会議議事運営を行うための情
報共有

委員の積極的な参加の促
進

相談員の確保

こども部会

地域生活サポートネットほうぷ、旭区障がい者基
幹相談支援センター、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、不登校の親の会「サークル虹」、らっこデイ
サービスセンター、生江障害者会館、児童デイ
サービスはなはな
中野こども病院
思斉支援学校、光陽支援学校、旭東中学校、太
子橋小学校、清水小学校、城北小学校、子育て支
援室
保健福祉課（地域福祉）

不定期

・学校、支援団体や事業所の情報を集め、共
有
・子育て応援セミナーは中止
・学習会（教育と福祉の連携）は中止、定例会
にて「こどもサポートネット」について、区子育
て支援室から説明および意見交換
・人権教育ネットワークのインクルーシブ部会
において、こども部会の紹介をおこなった。

こども部会・相談支援部会委員

不定期
・就学に関する出張相談会を区内全小学校
（10校）、及び区役所（番外）で開催する

自立支援
協議会
本会

区社協
旭区障がい者基幹相談支援センター
社会福祉法人　大阪福祉事業財団
社会福祉法人リベルタ
相談支援センターてのはな
NPO法人　さかえ会
地域生活サポートネットほうぷ
あゆみ工房
北部地域障がい者就業・生活支援センター
両国ふれあいハウス　ケイフレンド
思斉支援学校
光陽支援学校
保健福祉課（地域福祉）
　　　　　（保健活動）
　　　　　（生活支援）

隔月第３
水曜日開催
（奇数月）

・旭区地域福祉計画の遂行にむけた取り組み
・「防災体制の充実」（福祉避難所の運営・障
がい種別ごとの配慮など）
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.17 13

・委員の紹介について
・部会長、副部会長の選任について
・就学・進学なんでも相談会について
・今年度の事業計画について

第２回 R2.8.19 13
・就学・進学なんでも相談会について（こども部会主催）
・光陽支援学校「何でも相談会」について・・・毎年月1回開催もコロナで中止
・ケーススタディ・・利用可能の社会資源について

第３回 R2.10.21 14

・委員の追加について
・総会について（部会報告資料作成）
・光陽支援学校「何でも相談会」について・・学校と区役所でリモート形式で行う
・制度学習（相談支援の加算について）
・ケーススタディ：65歳到達介護保険へ移行するケース

第４回 R2.12.16 12

・委員の追加について
・本会からの情報共有事項
・制度学習（施設入所支援について）
・各事業所の現状報告

第５回 R3.2.17 17

・本会からの情報共有（総会について・防災の取り組み・障がい者アンケート
の実施）
・制度学習（日常生活用具）
・ケーススタディ
・各事業所の現状・情報共有

仕事部会
（事務局会議）

第１回 R2.10.26 3

・「千林ふれあい館」における物販活動について
・区役所庁内物販について
・コロナ禍における事業所の対処法について
・学習会について
・今後の活動について

あさひ希望の里
あゆみ工房
てのはな
ワークセンター飛行船
手の花の家
生江障害者会館
P.Bうつぎ
あさひパルワーク
北部地域障がい者就業・生活支援センター
保健福祉課（地域福祉）

不定期
・イベントを通じての啓発活動
・物販活動
・学習会の開催等による情報共有

定期開催の実施

第１回 R2.4.3 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第２回 R2.6.5 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第３回 R2.7.3 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第４回 R2.8.7 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第５回 R2.9.4 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第６回 R2.10.2 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第７回 R2.10.23 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第８回 R2.12.4 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第９回 R3.2.5 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第10回 R3.3.5 授産製品の物販（あったかきちサテライト事業）

第１回 R2.6.18 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第２回 R2.6.25 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第３回 R2.7.16 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第４回 R2.8.20 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第５回 R2.8.27 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第６回 R2.9.17 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第７回 R2.9.24 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第８回 R2.10.15 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第９回 R2.10.22 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第10回 R2.11.19 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第11回 R2.11.26 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第12回 R2.12.17 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第13回 R2.12.24 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第14回 R3.1.21 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第15回 R3.1.28 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第16回 R3.2.18 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第17回 R3.2.25 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第18回 R3.3.18 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

第19回 R3.3.25 授産製品の物販（区役所玄関ロビー）

旭区

（20年7月設置）

隔月開催
（偶数月の第
３水曜日）

・相談支援事業所の質の向上
・就学・進学なんでも相談会へ相談員として協
力
・毎回テーマを設け、ケーススタディ・スキル
アップ研修の実施

あゆみ工房
ワークセンター飛行船
C-ゆめ工房
あさひ希望の里

月2回
第3/4木曜日

参加機関が複数あり、月2回に分かれて開催 活動の継続

相談支援部会

旭区障がい者基幹相談支援センター
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
おたっしゃケアープラン
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
ケアプラン高橋
介護ステーション　おもいっきり
NPO法人  さかえ会
みどりケアサポート
相談支援　粋
相談支援アイリス
みやこじま障害者相談支援事業所　ゆいま～る
両国ふれあいハウス　ケイフレンド
相談支援ほうぷ
相談支援センター　ゆうき
ケアプランセンター白寿
どんぐり相談支援
相談支援センターすみれ
保健福祉課（地域福祉）

仕事部会
（物販活動）

あゆみ工房
ワークセンター飛行船
C-ゆめ工房
手の花の家
あさひ希望の里
P.Bうつぎ

月1回
第1金曜日

定期開催を継続 活動の継続と発展

相談支援部会の委員間の
連携、情報共有の強化
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.21 11
・８０５０問題について
・介護保険移行ガイドラインの検証について

第２回 R2.9.15 11
・８０５０問題について
・介護保険移行ガイドラインの検証について

第３回 R2.11.17 11

・総会について
・介護保険移行ガイドラインの検証について
・８０５０問題にかかる支援モデル
・相談支援員とケアマネジャーの連携方法

第４回 R3.3.16 8

・本会からの報告
・来年度の体制と取り組みについて
・８０５０問題
・ケアマネージャと相談支援員の合同研修について

第１回 R2.7.16 9
・事務局体制の再編について
・事業所間の連絡調整について
・研修会の開催について

第２回 R2.10.19 15
・研修会のテーマ検討、及び周知等のあり方について
・コロナ禍における各事業所間の情報共有について

研修会 中止
・R3.2.15開催予定も中止
・内容：発達障害の基本理解等

第１回 R2.4.2 メール配信
・大阪府コロナ対策本部会議録
　情報共有

第２回 R2.6.2 メール配信
・バリアフリーマップに関する意見徴収
　情報共有

第３回 R2.6.8 メール配信
・施設利用における感染予防対策
　情報共有

第４回 R2.8.7 メール配信 ・防護服講習会について

第５回 R2.8.12 メール配信 ・コロナ対応施設応援のあり方について

第６回 R2.9.30 メール配信
・特別区設置協定書住民説明会について
　情報共有

第７回 R2.12.28 メール配信 ・市障がい者支援計画第６期障がい者福祉計画、第２期障がい児福祉計画

第１回 中止

第２回 中止

第３回 R2.6.18 16

・令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画について
・令和２年度体制について
・会議を実施するにあたっての基本的な事項（新型コロナウイルス感染症対
策）
・部会報告

第４回 中止

第５回 R2.8.20 13
・介護施設におけるクラスター発生に備えた互助ネットワークについて
・部会報告

第６回 R2.9.17 14 ・部会報告

第７回 中止

第８回 R2.11.19 14 ・部会報告

第９回 中止

第10回 中止

第11回 中止

第12回 R3.3.18 14
・部会報告
・次年度の会議日程について

ピアフェスタ 中止 年１回
知的障害者が自分たちの問題を自分たちで、
自分たちのために発言し地域と共生できるよう
に講師を呼んでピープルファースト大会開催。

SARUGAKU祭 中止 年１回 区民向けイベント

旭区

（20年7月設置）

城東区

（20年4月設置）

・６５歳の壁問題・・介護保険移行ガイドライン
の検証
・８０５０問題・・高齢・障がいによる複合的課題
へのアプローチ

高齢・
障がい部会

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
旭区障がい者基幹相談支援センター
旭けあねっと（笑和ケアプラン）
新森ケアプランセンター
生江障害者会館
あさひ相談支援センター
あさひ松栄ケアプランセンター
保健福祉課（地域福祉）

隔月開催
（奇数月の第
3火曜日）

運営会議

城東区身体障害者福祉会、知的障害者育成会城
東支部、聴言障害者協会城東支部、視覚障害者
福祉協会、城東家族会、城東区社会福祉協議
会、すみれ共同作業所、すみれ愛育館、ココペリ
121、のんきもの、ワークショップ99、だんらん、わ
かまつ園、作業所ひかり、ニコジャパン、ほっとス
テーション、ウイング、フォーワーク、光陽支援学
校、思斉支援養護、なかま福祉会みつき、あいあ
いサポートセンター、障害者基幹相談支援セン
ターわくわく、ヘルパーセンターるーと
ラルゲット、燦然会ぜすと、幸成園サポートセン
ター、アイユウ、チャレンジライフ
くるん、ケア・メンタリング、エバーグリーン、アクス
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、たんと、ヘルパー
ステーションそら、かしゅかしゅ、あいあい、夢たま
ご城東古市

年４回
第４水曜日
１３：３０
～１４：３０

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、60
名前後の参加者にソーシャルディスタンスを保
つことは不可能と考え、部会活動を軸に、でき
うる活動を模索した1年となった。

事務局会議

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
障がい者基幹相談支援センターWAKU WAKU
ケア・メンタリング
そうそうの杜
あそーと
だんらん
城東ケアサービス
あすなろ

毎月
第３木曜日
１５：３０
～１７：３０

運営会議の議案や行事等の調整会議

事業者数増える中で今
後、地域自立支援協議会
の果たす役割は変化をし
てくることを考え、交流や
研修のあり方などそのコン
タクトの取り方も含めて新
たな運営形態や方向性を
模索していくことが重要。

次年度以降につなげる継
続した取り組みの構築

事業所
連絡会
（児）

区内障がい児事業所 不定期
・事業所主体による地域問題の抽出
・学習会の開催によるスキルアップ
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.4.3 メール配信
・4月部会中止(緊急事態宣言発令のため)
・5月に予定していたボッチャ大会の中止

第２回 R2.5.9 メール配信

・5月部会中止(緊急事態宣言発令のため)
・放出中学校職場体験中止
・今年度の部会活動計画について

第３回 R2.5.20 打合せ5名
・防災マニュアルの修正、防災に関する研修についての検討など
・コロナウィルス感染症について地域活動部会ですすめていくことについて

第４回 R2.6.15 メール配信 ・6月部会中止(事務局会議で今後の部会について検討予定)

第５回 R2.6.15 打合せ5名
・新型コロナウィルス対策についてのアンケートの実施に向けて
・防護服(簡易)の着脱講習会の実施に向けて

第６回 R2.7.13 打合せ5名 ・コロナ対策についてのアンケート作成

第７回 R2.7.15 メール配信
・今年度の部会中止(事務局会議で決定)
・コロナ対策についてのアンケートについて意見徴収

第８回 R2.7.30 メール配信 ・地域自立支援協議会全体へ向けてコロナ対策についてのアンケートを配信

第９回 R2.8.7 メール配信 ・防護服(簡易)の着脱講習会の実施案内

第10回 R2.8.17 打合せ5名 ・防護服(簡易)の着脱講習会の実施に向けて最終打合せ

第11回 R2.8.26 講習会
・講師：城東区保健福祉課課長貴志氏
　参加者：19名
　＊コロナ対策実施にて開催

第12回 R2.9.14 打合せ5名
・防護服(簡易)の着脱講習会の報告
　城東区役所から、講習会の動画配信を行うこととなった

第13回 R2.9.18 メール配信
・近況報告
　　アンケートの回収状況、講習会、福祉避難所の備蓄品配布状況

第14回 R2.10.12 打合せ5名 ・コロナ対策アンケート結果について

第15回 R2.11.18 打合せ5名

・コロナ対策アンケート結果について
　　貴志課長に助言をいただくよう依頼
・陽性者が出た事業所の話を参考に検討

第16回 R2.12.23 打合せ7名 ・コロナ対策情報共有と事業所連携について検討

第17回 R3.1.20 打合せ6名 ・基幹発信のコロナ情報共有アンケートについて

第18回 R3.2.24 打合せ6名 ・コロナ禍に対応した福祉避難所マニュアルの作成

第19回 R3.3.8 メール配信 ・自立支援協議会全体へコロナ対策アンケート結果を配信

第20回 R3.3.24 打合せ6名

・中学校の職場体験について問い合わせ有
・NPO法人と自立支援協議会について
・防災マニュアルの添付資料について検討、準備

城東区

（20年4月設置）

・コロナ関連
　　情報共有と連携に向けて
　　アンケート配布、まとめ
　　防護服着脱の講習会
・防災
　　マニュアルの作成
　　コロナ禍版に変更
　　市からの備品配布に向けて
・その他
　　職場体験の中止
　　ボッチャ大会の中止
　　防災研修会の中止
　　　　（地域連携含む）

地域活動部会

城東区身体障害者福祉会
聴言障害者協会城東支部
視覚障害者福祉協会
城東家族会
城東区社会福祉協議会
すみれ共同作業所
のんきもの
ワークショップ99
わかまつ園
ほっとステーション
ウイング
フォーワーク
なかま福祉会みつき
障害者基幹相談支援センターわくわく
夢たまご城東古市
そうそうの杜
当事者部会

毎月
第３金曜日
１５：３０
～１７：３０

・コロナ禍での防災につい
て、マニュアルの作成と周
知
・コロナ関連の情報共有と
事業所連携についての検
討を重ね、緊急時の実用
化に向けて進める
・行政、学校、医療機関な
ど地域との連携をはかる
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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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.4.8 7 ・選定会議（7件）

第２回 R2.5.13 7 ・選定会議（7件）

第３回 R2.6.10 7 ・選定会議（3件）

第４回 R2.7.8 7 ・選定会議（5件）

第５回 R2.8.5 7 ・選定会議（3件）

第６回 R2.9.9 7 ・選定会議（6件）

第７回 R2.10.14 7 ・選定会議（10件）

第８回 R2.11.11 7 ・選定会議（7件）

第９回 R2.12.9 7 ・選定会議（7件）

第10回 R3.1.13 7 ・選定会議（6件）

第11回 R3.2.10 7 ・選定会議（7件）

第12回 R3.3.10 7 ・選定会議（7件）

就労部会 未開催

そうそうの杜
障がい者基幹相談支援センター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
エヴァーグリーン
マイスタイル
城東区社会福祉協議会

毎月
第１水曜日
16：30～

各事業所の責任者が集まることでコロナウイ
ルス感染のリスクが少しでも有れば、各事業
所でクラスターに発展することが考えられるた
め全面的に活動を自粛した。

コロナウイルス感染症が
収まる様子もなく、ワクチ
ン接種の見通しも立たな
いことから、集合での活動
は自粛し、ZOOMを活用し
ての活動を検討。
【取り組み内容】
・コロナウイルス感染症防
止対策
・各施設での取り組み照
会
・施設運営の勉強会

第１回 R2.4.20 3 ・今年度の部会の動きについて

第２回 R2.8.31 メール
・下半期の動きについて
・情報共有

第３回 R3.1.12 メール
・来年度の動きについて
・情報共有

当事者部会 未開催
基幹相談支援センターWAKUWAKU
だんらん

毎月
第３金曜日
13:00～

新型コロナウイルス感染症の影響により部会
の開催、取り組みはなし。

・部会の構成やあり方等
の検討。
・障害当事者間の交流、
研修

城東区

（20年4月設置）

基幹相談支援センタWAKUWAKU
ワークショップ99
だんらん

居宅介護部会

るーと
ファミリーサポートゆり
ケアメンタリング
あいあい

年６回
日程は部会
内で調整
（令和２年度
は新型コロ
ナウイルス
の影響により
年３回）

居宅事業所間の連絡網作りを考え、話を行っ
た。

事業所間の連絡網作りを
進めたいと思っていたが、
コロナ禍での各事業所の
運営状況の変化により、
自立支援協議会としての
活動時間を確保すること
が難しかった。
今後は、基幹相談支援セ
ンターとの連携の元で、連
絡網作りを進めていきた
いと思っている。

・選定会議にて申請者に
対して受入れ可能の事業
所がほとんどなく、同じ事
業所に比重がかかってい
る。今後、新規を受け入れ
てもらえる様に働きかけを
行っていく。

相談支援部会
月1回
役員が集ま
り協議

コロナ影響により部会の取り組みはできなかっ
た。
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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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.4.14 6
・シェアハウス5号について
・シェアハウス2号の現状について

第２回 R2.5.12 6
・シェアハウス5号について
・シェアハウス2号の現状について

第３回 R2.6.9 5
・シェアハウス5号について
・シェアハウス2号の現状について

第４回 R2.7.27 5
・シェアハウス5号について
・重度訪問介護一人暮らし健康状態について
・シェアハウス2号の現状について

第５回 R2.8.11 5
・シェアハウス2号について
・重度訪問介護一人暮らし健康状態について

第６回 R2.9.8 5
・シェアハウス2号について
・シェアハウス５号について
・重度訪問介護提供事業者について

第７回 R2.10.13 3 ・シェアハウス2号について

第８回 R2.11.10 4 ・コロナ対応について

第９回 R2.12.18 5
・シェアハウス5号について
・ヤングケアラーのケースについて
・重度訪問での一人暮らしケースについて

第１０回 中止

第１１回 R3.2.9 5
・シェアハウス5号について
・シェアハウス候補物件について
・地域生活部会の事例研究会(仮)を開催するか？

児童部会 第１回 R2.7.13 12人
・事業所紹介「デイどこ」製作について
・非常事態宣言下における対応について

児童ほっとステーション
サニー
まきひら
るみっく
きっずらるげっと
にじ鴫野
ココステージ城東教室
びっかむ
放課後等デイサービスそらwakuwaku
光陽支援学校

年8回
第2月曜日
10:30～
（令和2年度
は新型コロ
ナウイルス
の影響により
年1回）

一回目の緊急事態宣言時の事業所対応の共
有。
毎年製作している「デイどこ」の今年度の作成
について。
2019年度までは毎年、保護者向けの講演会
や各事業所スタッフ向け研修会を開催してき
たが、2020年度については中止する事の確
認。

各事業所の対応を共有で
きていればかったとの感
想。
緊急事態に備えていたグ
ループラインも今回はあま
り活用されなかった。
今後は社会情勢にも配慮
しながら、情報の共有に
活用していきたい。

城東区

（20年4月設置）

地域生活部会

かまつ園
るーと
ファミリーケア
らるげっと
ウイング
ほっと

毎月
第２火曜日
13：30～

・シェアハウスの現況ととりくみについて
・新たなシェアハウスのとりくみについて
・重度訪問介護一人暮らしの健康状態につい
て
・相談支援事業所との連携について

・ケース事例検討
・とりくみ発信の工夫
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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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回
R2.7.9

（書面開催）
16

(対象人数)

・平成31年度活動報告
・令和2年度活動計画
・鶴見区障がい者基幹相談支援センターの平成31年度運営評価

第２回
R3.1.7

（書面開催）
16

(対象人数)

・令和2年度活動状況報告
・鶴見区障がい者基幹相談支援センター主催研修会開催

第３回
R3.3.26

（書面開催）
16

(対象人数)

・令和2年度活動報告
・令和3年度活動計画（案）

第１回 R2.6.10 9

・全体会の開催について（書面開催検討中）
・区障がい者基幹相談支援センターより秋の研修会ほか情報提供
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより緊急事態宣言中の情報提供
・選定会議

第２回 R2.7.8 10

・計画相談支援支給決定予定者数
・緊急一時保護事業等の実施
・区障がい者基幹相談支援センターより秋の研修会ほか情報提供
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより緊急事態宣言中の情報提供
・選定会議

第３回 R2.8.12 7

・大阪市重度障がい者就業支援事業の実施、就労移行支援事業の適正実施
・区障がい者基幹相談支援センターより高次脳機能障がい研修会について
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより業務照会説明会を城東区役
所にて職員を対象に開催
・選定会議

第４回 R2.9.9 9

・重度訪問介護の事務取扱について
・区障がい者基幹相談支援センターより秋の研修会ほか情報提供
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより情報提供
・選定会議

第５回 R2.10.14 12

・重度訪問介護の事務取扱について（追加）
・大阪市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負
担給付金支給事業について
・区障がい者基幹相談支援センターより秋の研修会ほか情報提供
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより就労フェスタ案内
・選定会議

第６回 R2.11.11 15

・事務局より情報提供等
・区障がい者基幹相談支援センターより秋の研修会ほか情報提供
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより就労フェスタ報告
・選定会議

第７回 R2.12.9 9

・事務局より情報提供等と保健福祉センター保健活動主催講演会について
・区障がい者基幹相談支援センターより秋の研修会の報告等
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより情報提供
・選定会議

第８回 R3.1.13 11

・事務局より情報提供等
・区障がい者基幹相談支援センター情報提供等
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより情報提供と共有
・選定会議

第９回 R3.2.10 13
・事務局より情報提供等
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより情報提供と共有
・選定会議

第10回 R3.3.10 13

・事務局より情報提供等
・区障がい者基幹相談支援センター情報提供等
・北部地域障がい者就業・生活支援センターより情報提供と共有
・選定会議

第１回 R2.9.17 8
・事業所部会の活動について
・イベント（講演会）の開催について
・（仮）児童部会について

第２回 R2.10.15 8 ・イベント（講演会）について

第３回 R2.11.19 8
・イベント（講演会）開催に向けた調整について
・（仮）児童部会開催について

第４回 R2.12.17 8 ・イベント（講演会）開催に向けた調整について

第５回 R3.1.21 9 ・イベント（講演会）開催に向けた調整について

講演会 R3.2.22 開催延期 ・障がい者福祉介護現場で働く人のための心のケア

第６回 R3.3.18 7
・イベント延期と、代替案の検討について
・鶴見区地域自立支援協議会としてのホームページ作成の検討について

鶴見区

（20年7月設置）

部会の体制強化

全体会

鶴見区保健福祉センター(保健福祉課)
鶴見区障がい者基幹相談支援センター
障がい児者生活支援センターひまわり
児童デイサービス　けいき　junior
相談支援センターめい
ケア２１鶴見
鶴見区身体障害者福祉協会
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

年３回
協議会の運営
各部会の実施内容の検討

事業所部会

鶴見区障がい者基幹相談支援センター
相談支援センター　めい
児童デイサービス　けいき
障がい児者生活支援センター　ひまわり
ホームヘルプセンター　ひまわり
日本ライトハウス

随時 ・障がい者支援に関する勉強会の開催

相談支援部会
鶴見区障がい者基幹相談支援センター
区内の特定相談支援事業所
北部地域障がい者就労・生活支援センター

毎月
・相談支援の提供体制の整備
・制度改正等説明
・特定相談支援事業者の選定会議

・特定相談支援事業者の
　選定
・対応ケースに関する
　情報交換と共有
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

鶴見区

（20年7月設置）

地域生活
支援部会

（開催なし）

鶴見区障がい者基幹相談支援センター
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

随時
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.22 15
あいさつ、自己紹介、運営会議・各部会報告(何でも相談会含む)、令和2年度
自立支援協議会の目標と運営について、区基幹相談支援センター運営評価、
その他

第２回 R3.3.24 15
運営会議・各部会報告、令和2年度自立支援協議会総括、令和3年度自立支
援協議会について、交通バリアフリーマップ案について、その他

第１回 R2.6.17 7
年間スケジュールの見直しと担当の確認、令和2年度自立支援協議会（振り返
りと目標設定）について、第1回自立支援協議会の議事内容検討、その他

第２回 R2.6.24 9
年間スケジュールの再確認、協議会運営について（担当決め、各種行事の進
め方）、第1回自立支援協議会の議事内容検討、初任者研修等インターバル
の説明

第３回 R2.9.23 7 各部会・研修WG報告、今後の動きについて、障がい者週間の取組

第４回 R2.10.28 9 各部会・研修WG報告、今後の動きについて、障がい者週間の取組

第５回 R2.11.25 10 各部会・研修WG報告、障がい者週間の取組、次年度について、その他

第６回 R3.2.24 10 オンライン動作確認、第２回自立支援協議会の議事内容検討

事業所
連絡会

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催されず 区内障がい者・児支援機関 年２回 制度に関する知識の習熟

研修WG会議 第１回 R2.4.13 5
・年間計画
・担当の体制

区内障がい者・児支援機関 随時

障がい・高齢
支援機関合同

研修
R2.11.26 56

【Zoomによるオンライン研修】
高齢と障がいの事業所の連携について
～障がい総合支援法から介護保険制度への移行支援～

区内障がい者・児支援機関
包括線センター、ブランチ、居宅介護支援事業所

障がいサービスから介護保険へのスムーズな
移行と8050問題についての研修を開催する

第１回 R2.6.24 13
阿倍野区社会福祉協議会からのお知らせ、勉強会報告と次回内容検討、何で
も相談会・ハローワークとの連携の報告新型コロナウイルス感染拡大における
相談支援体制について、その他

第２回 R2.8.24 13
基幹相談支援センター・阿倍野区社会福祉協議会からのお知らせ、勉強会開
催予定と内容検討、何でも相談会・ハローワークとの連携の報告、各WG報
告、その他

第３回 R2.10.26 19
阿倍野区社会福祉協議会からのお知らせ、勉強会報告と次回内容検討、何で
も相談会・ハローワークとの連携の報告、運営委員より報告、その他

第４回 R3.3.24 12
勉強会報告と次回内容検討、何でも相談会・ハローワークとの連携の報告、
各WG報告、運営委員より報告、令和2年度の実績・評価・次年度の体制につ
いて、基幹連絡会報告、歯科の研修報告

第１回 R2.7.22 7 障害年金について（第2回）

第２回 R2.9.23 12 オンライン勉強会『これ聞いてみよう！～やってみようZOOM勉強会～』

第３回 R2.11.25 9 『前半：就業生活支援センターからの説明　後半：事例検討』

第4回 R3.1.27 7 オンライン勉強会 事業所のことを知ろう！そしてweb環境での事例検討会の進め方を考えよう

第5回 R3.3.24 8 オンライン勉強会 事例検討会『介護保険との併給について等』

第１回 R2.7.27 16
自立支援協議会本会議・運営会議・研修ｗＧ報告その他お知らせ　、部会長・
副部会長の選出について、今年度の部会のありかたについて、その他

第２回 R2.9.28 17
自立支援協議会運営会議・ＷＧのご報告、次年度の部会長・副部会長の選出
について、次年度の部会開催頻度について、住之江支援学校事業所説明会
について

第３回 R3.3.22 15
アンケート集計結果、総括について、次年度の部会長・副部会長の選出につ
いて、次年度の部会開催頻度について

阿倍野区

（20年5月設置）

協議会

区基幹相談支援センター、みどり教室、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
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、帝塚山HUG組

年に２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）

日中系部会
区内にある全日中活動系サービス事業所（者の
み）

2か月に1回

5月、11月、1
月はコロナに
より開催中
止

相談支援部会
勉強会

区内の全相談支援事業所

2か月に1回
(偶数月)
奇数月は有
志による事
例検討会、
勉強会を開
催。
5月、１月は
コロナにより
開催中止

相談支援員のスキルアップを図る

相談支援部会 区内の全相談支援事業所

２か月に1回
(偶数月)
奇数月は有
志による事
例検討会、
勉強会を開
催。

4月、12月は
コロナにより
開催中止

相談支援事業所の情報共有、課題検討、ハ
ローワークとの連携、何でも相談会の実施

運営会議

区基幹相談支援センター
アテナ平和(アクセス)
みどり教室
阿倍野区作業所連絡会
区見守り相談室
四天王寺さんめい苑
帝塚山Hug組

年に10回
(必要に応じ
て臨時開催
もある)

4月、7月、８
月、12月、1
月はコロナに
より開催中
止

協議会の運営
協議会の事例検討の振り返り
情報発信

平成29年度新設。
日中系事業所の情報共有、課題検討、特別支
援学校との連携
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.17 16 新しい療育先の紹介、今年度上期の予定について、事業所間共有

第２回 R2.7.15 18 報告（協議会イベント等）、　各WGの話合い、その他

第３回 R2.9.16 12 報告（協議会イベント等）、　各WGの話合い、その他

第４回 R2.10.18 13
報告（協議会イベント等）、　下半期のスケジュールについて、12/18研修会に
ついて

第５回 R2.11.11 12
報告（協議会イベント等）、　下半期のスケジュールについて、12/19研修会に
ついて

第６回 R3.3.17 18 協議会報告、総括、部会長・副部会長選任、来年度に関して

阿倍野区

（20年5月設置）

8月を除く毎
月(12月は休
会)

4月、5月、1２
～2月はコロ
ナにより開催
中止

平成29年度新設。
障がい児サービス事業所の情報共有、課題検
討

障がい児部会

区内
発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
障がい児相談支援事業所
基幹相談支援センター
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

全体会 未実施

・今年度部会活動報告について
・協議会要綱の改正について
・来年度の体制及び取組について
・その他

区障がい者基幹相談支援センター
自立生活夢宙センター、こころの相談ネット　ふう
が、み・らいず、ぴあどりーむ相談支援センター、
デーセンターいるか、ライフケアシヴァ、けあ工房
夢いろ、ジャストケアサービス、ライフケアステー
ションこむぎ
敷津浦学園
（有）アドバンスエステート
区社協、安立地区民生委員協議会
新北島地域あったかネットコーディネーター
太陽地域あったかネットコーディネーター
加賀屋・粉浜地域包括支援センター
身体障がい者相談員、知的障がい者相談員
南西部地域障がい者就業・生活支援センター
南大阪病院
住之江支援学校、敷津浦小学校、水都国際中学
校
区保健福祉センター（保健福祉課、生活支援課、
子育て・地域福祉担当、地域保健活動担当）

年1回

・協議会の全体会は１年で１回開催し、各部会
の充実を図る

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策のた
め未実施。

第１回 R2.6.23 12 各部会報告

第２回 R2.8.25 13 各部会報告、新型コロナウイルス感染症関連情報交換

第３回 R2.10.27 12 各部会報告、新型コロナウイルス感染症関連情報交換

第４回 R2.12.22 6 各部会報告、新型コロナウイルス感染症関連情報交換

第５回 R3.2.15 11 各部会報告、新型コロナウイルス感染症関連情報交換

事業所連絡会 第１回 R2.6.15 25 講習会「住之江区コロナウイルスどうするのか講習会」

居宅介護事業所
相談支援事業所
生活介護事業所
地域活動支援センター
作業所
グループホーム
南西部地域就業支援センター

隔月開催

・勉強会開催

新型コロナウイルス感染症対策のため定例会
議は開催できず。
メールやFAXにより、新型コロナウイルス感染
症や防災情報に関する情報発信・共有を行っ
た。(17回)

第１回 R2.7.17 10
事例検討
情報提供

第２回 R2.8.21 11
事例検討
情報提供

第３回 R2.9.18 9
事例検討
情報提供

第４回 R2.10.16 11
事例検討
情報提供

第５回 R2.11.20 10
事例検討
情報提供

第６回 R2.12.18 8
事例検討
情報提供

第７回 R3.3.19 8
事例検討
情報提供

第１回 R2.9.18 20
事例検討
情報提供

第２回 R2.11.19 20
事例検討
情報提供

第３回 R3.1.21 20
事例検討
情報提供

住之江区

（20年5月設置）

運営幹事会

区障がい者基幹相談支援センター
自立生活夢宙センター、み・らいず、ぴあどりーむ
相談支援センター、デーセンターいるか、ライフケ
アシヴァ、ジャストケアサービス
加賀屋・粉浜地域包括支援センター
南西部地域就業支援センター

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

精神
保健福祉

ネットワーク
部会

自立生活夢宙センター（障がい者基幹相談セン
ター）
こころの相談ネットふうが（相談支援事業所）
ライフケア　シヴァ（居宅介護事業所）
住之江区居宅介護支援事業所連絡会
加賀屋・粉浜地域包括支援センター
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）
住之江区保健福祉センター　（生活支援・地域保
健活動・保健福祉）
住之江区社会福祉協議会
住之江区訪問看護事業所連絡会

毎月

【勉強会】
・令和2年度は中止

【機関紙の発行】
・勉強会の開催を中止にしたことにより、支援
者への情報発信として3回機関紙の発行
（FAX、メール）
　令和2年11月号、令和3年1月号、令和3年3
月号

【アンケートの実施】
・情報発信をするにあたり、11月号機関紙発
行時にアンケートを実施

新型コロナウイルス感染症対策のため開催は
できない回次があった。

子ども部会

○学校園・教育：敷津浦小学校（今年度欠席）、真
住中学校、住之江特別支援学校（今年度欠席）、
住之江保育園、子どもサポートネット推進員
○子育て支援：子ども子育てプラザ、子育て支援
室
○障がい福祉事業所：ひかり、じらふ、敷津浦学
園、こころいき、み・らいず２
○生活支援：保健福祉課、生活支援課、住之江区
ＳＳＷ、住之江区社会福祉協議会
〇オブザーバー参加：つながる場（住之江区社会
福祉協議会）
○事務局：住之江区役所保健福祉課、じらふ・ここ
ろいき・み・らいず２

隔月開催

＜定例部会＞
○第1回「コロナ禍影響について、子どもの現
状」
○第2回「区役所と連携しての支援の事例紹
介」
○第3回「ユニバーサル的支援について」社会
福祉法人ライフサポート協会南阿佐美氏

新型コロナウイルス感染症対策のため開催は
できない回次があった。
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.6.12 6 「障がい者・高齢者・こどもの暮らしなんでも相談」後ケース検討会、地域支援会議

第２回 R2.7.10 11 「障がい者・高齢者・こどもの暮らしなんでも相談」後ケース検討会、地域支援会議

第３回 R2.8.14 8 「障がい者・高齢者・こどもの暮らしなんでも相談」後ケース検討会、地域支援会議

第４回 R2.9.11 11 「障がい者・高齢者・こどもの暮らしなんでも相談」後ケース検討会、地域支援会議

第５回 R2.10.9 8 「障がい者・高齢者・こどもの暮らしなんでも相談」後ケース検討会、地域支援会議

第６回 R2.11.13 16 「障がい者・高齢者・こどもの暮らしなんでも相談」後ケース検討会、地域支援会議

第７回 R3.3.12 9 「障がい者・高齢者・こどもの暮らしなんでも相談」後ケース検討会、地域支援会議

第１回 R2.6.12 7 意見交換、研修会について

第２回 R2.7.10 11 意見交換、研修会について

第３回 R2.8.14 9 意見交換、研修会について

第４回 R2.9.11 16 意見交換、研修会について

第５回 R2.10.9 11 意見交換、研修会について

第６回 R2.11.13 16 意見交換、研修会について

第７回 R3.3.12 16 意見交換、研修会について

第１回 R2.6.29 9 コロナウイルス対策での生活や仕事の変化について

第２回 R2.9.28 9 見守り相談室の取り組みについて

第３回 R2.11.30 7 防災に関して行政に聞きたいこと

第４回 R3.3.29 9 社会福祉協議会からの消毒液配付について

いきがい部会 イベント すみのえハートスタジアム開催
居宅介護事業所
ネットワーク推進員

年１回
・５月開催予定だったが、新型コロナウイルス
感染症対策のため開催中止。

就労支援部会 イベント R2.10.6
当区は
15事業

所

事業所合同説明会
（阿倍野区、西成区、住之江区合同）

南西部就業・生活支援センター
自立生活夢宙センター
日中活動系事業所

・住之江支援学校で、3区合同で説明会を開催

住之江区

（20年5月設置）

毎月開催
新型コロナウイルス感染症対策のため毎月開
催はできなかった。
例年行っている研修会も開催できず。

当事者部会

自立生活夢宙センター
区身体障がい者団体協議会
太陽地域ネットワーク推進員
南大阪病院
大阪市障がい者職業指導センター
グルメ杵屋社会貢献の家
住之江区社会福祉協議会

隔月開催

・災害をきっかけに障がい者と防災について課
題検討を進めた
・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
・コロナ禍でより孤立しやすい状況において、
地域の見守り活動の強化や障がい当事者の
個々のニーズを把握する必要性を再認識した

・新型コロナウイルス感染症対策のため不規
則開催となった。

住之江区
相談支援
事業者
連絡会

相談支援事業所

相談支援部会

自立生活夢宙センター
区社協
相談支援事業所
居宅介護事業所
生活介護事業所
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
太陽地域ネットワーク委員会ネットワーク推進員

毎月開催

・「障がい者・高齢者何でも相談」開催
・地域支援会議開催
・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

新型コロナウイルス感染症対策のため毎月開
催はできなかった。
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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
今後の課題や取組

の方向性
備考

総会 第１回 R2.6.24 19
H31活動報告・会計報告、R2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

浅香障がい者会館、住吉総合福祉センター、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、野菊の会

年１回

・平成31年度活動報告
・令和2年度活動予定
・区障がい者相談支援センター評価
・各部会からの報告
・情報提供・意見交換

事務局にて課題を抽出
し、総会でも共有していく。

第１回 R2.6.24 16 総会・事業所連絡会(研修会)、各部会の報告、その他経過報告について

第２回 R2.7.22 13 情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催、その他経過報告について

第３回 R2.8.26 14 情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催、その他経過報告について

第４回 R2.9.23 12 情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催、その他経過報告について

第５回 R2.10.28 15 情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催、その他経過報告について

第６回 R2.11.25 16 情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催、その他経過報告について

第７回 R3.3.24 16 情報冊子作成、事業所連絡会(研修会)の開催、その他経過報告について

第１回 R2.7.3 14 事例検討、情報交換

第２回 R2.9.4 14 事例検討、情報交換

第３回 R2.10.2 15 事例検討、情報交換

第４回 R2.11.6 12 事例検討、情報交換

精神
保健福祉

ネットワーク
部会

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催されず

浅香障がい者会館、こころの相談ネット　ふうが、
リカバリハウスいちご、住吉野菊の会作業所、コロ
たま倶楽部、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、住吉区ＣＳＷ、住吉区保
健福祉課

年３回程度
・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
・精神保健福祉、疾病などの研修開催

・研修
・事例検討
・ピアサポーターとの交流
会など

第１回 R2.6.18 19 各事業者の状況報告、日中活動見学報告、情報提供、情報交換

第２回 R2.7.16 20 各事業者の状況報告、日中活動見学報告、情報提供、情報交換

第３回 R2.9.17 20 各事業者の状況報告、日中活動見学報告、情報提供、情報交換

第４回 R2.10.15 24 各事業者の状況報告、日中活動見学報告、情報提供、情報交換

第５回 R2.11.19 20 各事業者の状況報告、日中活動見学報告、情報提供、情報交換

グループ
ホーム
部会

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催されず

（社福）あさか会、（社福）あいえる協会、相生株式
会社、ＮＰＯ法人いちごの会、一般社団法人おも
いやり、（株）サンフェイス、（社福）、ライフサポート
協会
（CSW4名も参加）

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

世話人や支援員の交流会
を図り、各現場での課題
について意見交換を行う。

第１回 R2.7.21 20 研修会：スクールソーシャルワーカーの活動

第２回 R2.10.20 23 研修会：虐待を受けた子どものAYA世代の支援環境について

第３回 R2.12.15 17 研修会：発達支援勉強会

第１回 R2.7.15 11 新型コロナウイルス下の各事業所の対応や課題集約

第２回 R3.1.13 6 新型コロナウイルス下の各事業所の対応や課題集約

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
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、広報すみよしを活用し、市民
への周知に努める

・障がい福祉サービスをテーマに、制度の分か
りやすい説明や、利用方法等を掲載した情報
冊子を作成

・年４回の研修会について、テーマの選定や内
容について議論する

各部会から活動報告をう
け、各部会で把握している
課題を抽出して共有を図
る。

研修会は各部会で持ち回
りで計4回行い、パンフレッ
トについては社会資源マッ
プの作成を進めていく。

・国の制度状況の共有と、大阪市の計画相談
及び障がい児相談支援の状況共有。
・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
・各事例についての相談
・社会資源に関する情報交換
・日中活動系サービス事業所の見学

日中活動部会

よさみ野障害者作業所・多機能すみえ・南海ライフ
リレーション・ライフネットワーク・ウィル・ライフカン
パニー・Ｔハウス・オガリ作業所・総センフード班・
北包括圏域ＣＳＷ・つみきサテライト・コロたま倶楽
部・アトラス・まいど・ひよこ作業所・かがやき・あさ
か会就Ｂ・ＳＴＡIR・フォレスター・みつばち・住吉野
菊の会・リカバリハウスいちご・粉浜作業所・南西
部就業生活支援センター

月１回

サービスの充実
作業内容の共有・製品、作業アイデアの創作・
ケース検討・区民まつりへの参加・事例検討
情報の充実
制度学習・研修会の実施・アンケートの実施→
事務局で提起・各事業所の研修制度について
つながりの充実
顔の見えるつながり作りを目指し、参加事業
所を増やす

自立支援協議会を有効に
活用し、ネットワークの活
性化を図り、各資源情報
を発信できる方法を模索
していく

・相談支援事業所の確保
と増員に向けた課題の集
約
・相談支援専門員のスキ
ルアップに向けた取り組
み・各事業所の状況を共
有
・各事例についての相談
・社会資源に関する情報
交換と共有

こども部会

ひかり住吉、住吉区スクールソーシャルワーカー、
見守り相談室、住吉区障がい者基幹相談支援セ
ンター、こころ生き、アトラス、ピアエンジン、じら
ふ、こころの相談ネット　ふうが、おひさま、敷津浦
学園、訪問看護デューン、つくし、住吉隣保館、遠
里小野こども食堂、堺市人権協、浅香障害者会
館、九条東小学校

隔月第３火
曜

・子ども、保護者さん等に関わる役割、社会資
源などを日常業務、現状、課題などを報告して
もらい、その後質疑応答で内容を深める。

・研修、イベントなどの情報を発信

・学校との連携
・行政との連携
・こども部会としてのあり
方など意見交換して、形に
していく。

事例検討会

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、住吉区包括支援センターCSW
学識経験者、住吉区生活支援課・精神保健福祉
相談員
住吉区保健福祉課

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

引き続き毎月困難事例に
ついて検討し、課題のある
ケース対応の解決に図
る。

相談支援部会

自立生活センターまいど、こころの相談ネットふう
が
優美、アトラス、よさみ野障害者作業所、あい介護
サービス、ほっとナビ、みつば、こころ生き、エルケ
ア住吉、フライト、えいわ、あおぞら、アスター福祉
事務所、サポートラボ、みんなの未来、あいおい、
こねくと、かすみケアぷらんセンター、パレット、豊
泉家チャレンジドセンター住之江、ケアぷらす、フ
ラワー介護センター、ビーグル、もくれんユリノキ、
けあ工房住吉区保健福祉課

毎月開催
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住吉区

（20年4月設置）

事業所連絡会
(研修会)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催されず 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

各部会が持ち回りで主催
していく。
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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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.30 20

・委員の変更について
・令和元年度事業報告
・令和２年度事業計画
・令和３年度予算
・基幹相談支援センター運営評価
・地域福祉調整会議結果報告　　他

第２回 R2.10 -
・各部会報告
・区民フェスティバル報告
・地域課題　　他　　（※書面審査）

第３回 R3.3 -

・各部会報告
・全体会開催に代わる広報状況報告
・2020年度地域福祉調整会議で提出した課題への回答報告
・2021年度地域福祉調整会議で提出予定の課題についての協議
・事例検討　　他

第１回 R2.4.6 11

・新年度メンバー自己紹介
・地域自立支援協議会について説明
・2019年度活動状況振り返りと2020年度事業計画
・本会議
・各部会報告
・新型コロナウィルス感染症防止のため中止した事業の取り扱い
・地域課題　他

第２回 R2.5.11 10
・本会議
・各部会報告
・地域課題　他

第３回 R2.6.1 11

・本会議
・令和２年度活動計画改定（新型コロナウィルス感染拡大を受けて）
・各部会報告
・地域課題　他

第４回 R2.7.6 12

・本会議
・令和２年度活動計画改定（新型コロナウィルス感染拡大を受けて）
・各部会報告
・地域課題　他

第５回 R2.8.3 10
・本会議
・各部会報告
・地域課題　他

第６回 R2.9.7 12

・本会議
・全体会に代わる広報
・各部会報告
・地域課題
・事業所マップ作成について　他

第７回 R2.10.12 10

・各部会報告
・事業所マップ進捗状況報告
・全体会に代わる広報
・地域課題　他

第８回 R2.11.2 10

・各部会報告
・新型コロナウィルス関連
・本会議書面審査結果報告
・事業所マップ進捗状況報告
・全体会に代わる広報
・地域課題　　他

第９回 R2.12.7 9

・本会議、地域課題検討
・事業所マップ
・各部会報告
・全体会に代わる広報　　他

第10回 R3.1.4 9
・本会議、地域課題検討
・各部会報告
・災害時対応の他区事例について情報共有　他

第11回 R3.2.1 8
・本会議、地域課題検討
・各部会報告　　他

第12回 R3.3.1 10
・本会議、地域課題検討
・各部会報告　　他

東住吉区

（20年3月設置）

本会議

＜障がい者基幹相談支援センター＞
自立生活センター・ナビ
＜地域活動支援センター＞
もくれん
＜事業所＞
・リカバリハウスいちご
・てぃんがーら
・グループホーム・リオ
＜関係機関＞
・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
＜区内障がい関連施設＞
・大阪府立東住吉支援学校
・大阪発達総合療育センター
・今川学園
＜障がい当事者＞
・大阪手をつなぐ育成会東住吉支部
・東住吉区身体障がい者団体協議会
＜区役所＞
・保護課・保健福祉課

年３回

・地域課題の検討
・各部会活動
・「障がいのある方たちの事業所マップ」作成
・障がい児支援施設事業所情報集作成
・区広報誌での活動紹介

・新型コロナウィルス感染
拡大状況を見ながら、感
染防止と活動の両立を図
る。

事務局会議

・区障がい者基幹相談支援センター
・地域活動支援センターもくれん
・サポートセンターいちご
・てぃんがーら
・ワークステージやた
・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
・東住吉区保健福祉課

毎月
・新型コロナウィルス感染拡大状況に合わせ
て、対面会議とオンライン会議を随時切り替え
て実施
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

相談支援部会
毎月第１・

２・４月曜日
・事例検討、選定会議　他 区内相談支援事業所

・新型コロナウィルス感染拡大状況に合わせ
て、対面会議とオンライン会議を随時切り替え
て実施
・研修会は実施せず。

・相談支援事業所の不足
・関係各所との連携不足
・障がい別、状況別の専
門的な対応が必要
・業務が多岐に渡っている
・社会資源の不足

－ 障がい児支援施設事業所情報集作成

第１回 R2.8.27 42 研修会「こどもサポートネット事業について」

第２回 R2.11.5 25
研修会「子どもの権利条約：障害のある子ども中心の支援のあり方」
※５月実施予定から延期して開催

日中活動系
連絡会

- R3.3 - 日中活動事業所に関するパンフレットを作成・配付 区内日中活動系事業所
運営委員会
年４回

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、研
修会、区民フェスティバルへの出展中止（区民
フェスティバル自体が中止）
・３区合同事業所説明会も中止したため、説明
会に代わるパンフレットを作成予定。

・運営委員の輪番制・新規
参入の検討
・支援員のスキルアップが
必要

第１回 R2.9.17 16
グループワーク（各ホームでの感染防止対策と課題共有、
他のグループホームに聞いてみたいこと）

第２回 R3.1.29 19
講演「グループホームでのコロナ感染事例対応報告」
「大阪市における感染防止の取り組み紹介」　（※オンライン研修）

当事者部会 第１回 R2.10.13 20
講演会・グループワーク
①障がい当事者によるミニ講演会（障害に関する困りごと、生活紹介）
②参加者によるグループワーク

日中活動事業所・利用者　他
研修会
年１回

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、研
修会回数減。

部会の開催が日中活動時
間と重なる等で参加者が
増えない。

訪問系
連絡会

― ― ― （実施なし） 区内訪問系サービス事業所
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため研
修会中止

事例検討会と連動して行
う

事例検討会 ― ― ― （実施なし） 各部会員
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、グ
ループワークができず、中止

・講師の進行の下、持ち
寄った事例について支援
方法等を検討する

全体会 ― ― ― （実施なし） 各部会委員、市民
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため全
体会を中止。区広報誌に活動内容を掲載

その他
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、支
援学校との連携事業は中止。

東住吉区

（20年3月設置）

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

研修会
年２回
運営委員会
年６回

・学校の参加の拡大
・地域での連携不足
・医療ケアの必要な子ども
のための施設が足りない
・在宅している障がい児へ
の支援が乏しい
・児童の相談支援事業所
が足りない
・学校での障がい児に対
する人員が足りない
・支援が届いていない障
がい児がいる

居住系
事業所
連絡会

・グループホーム
・ショートステイ事業所

研修会
年２回

・障がい者に情報が届い
ていない
・地域連携が足りない
・精度の充実が必要
・社会資源を増やしていく
仕組みづくりが必要

　区内障がい者事業所マップ作成。全体会に代わり区広報誌に活動内容掲載

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事
業所見学会は中止。研修会回数減。

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事
業所見学会は中止
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

全体会 年度末 中止 ー 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応のため、中止

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
区障がい者基幹相談支援センター
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回

第１回 R2.6.26 12

（1） 新型コロナウイルスの感染による利用者支援への課題について
（2） 令和２年度課題設定
（3） 令和２年度運営委員会の開催日程確認
（4） 次期役員選出について
（5） その他（自己評価シートの報告・審議）

第２回 R2.8.28 14

①  新型コロナウイルスの感染による利用者支援への課題について
②  令和２年度課題と担当割り当て
　　課題1　高齢分野との連携
　　課題2　事業所MAP作成
　　課題3　平野区の防災担当からの現状報告
③  次期役員選出について
④  平野区障がい者基幹相談支援センターの自己評価シートの報告・審議
⑤  今後の会議開催方法について（新型コロナ対応）
⑥  その他

第３回 R3.2.26 16
①　次期役員選出について
②　部会の開催場所について
③　その他

区政会
議出席

R2.8.21 1
小グループの意見交換会（分野：地域福祉）
分野ごとのテーマに沿った情報提供を行い、委員の皆さんで区政に対する意
見交換会

オブザーバー
年１～２回程
度出席

・情報交換
・地域自立支援協議会での問題を提起する

第１回 R2.6.19 30
・選定にかかる協議等　（１）計画相談空き状況　（２）近況報告・意見交換等
相談支援各事業所実施状況確認　（３）情報交換（情報の共有）

第２回 R2.7.16 16
・選定にかかる協議等　（１）計画相談空き状況　（２）近況報告・意見交換等
相談支援各事業所実施状況確認　（３）情報交換（情報の共有）

第３回 R2.8.21 19
・選定にかかる協議等　（１）計画相談空き状況　（２）近況報告・意見交換等
相談支援各事業所実施状況確認　（３）情報交換（情報の共有）　（４）二部勉
強会

第４回 R2.9.18 18
・選定にかかる協議等　（１）計画相談空き状況　（２）近況報告・意見交換等
相談支援各事業所実施状況確認　（３）情報交換（情報の共有）　（４）二部勉
強会

第５回 R2.10.16 21
・選定にかかる協議等　（１）計画相談空き状況　（２）近況報告・意見交換等
相談支援各事業所実施状況確認　（３）情報交換（情報の共有）

第６回 R2.11.20 13
・選定にかかる協議等　（１）計画相談空き状況　（２）近況報告・意見交換等
相談支援各事業所実施状況確認　（３）情報交換（情報の共有）　（４）勉強会

第７回 R2.12.18 19
・選定にかかる協議等　（１）計画相談空き状況　（２）近況報告・意見交換等
相談支援各事業所実施状況確認　（３）情報交換（情報の共有）

第８回 R3.1.15 13
・選定にかかる協議等　（1）相談支援各事業所実施状況確認（近況報告・意見
交換等／計画相談空き状況）　（2）情報交換（情報の共有）

第９回 R3.2.22 16
・選定にかかる協議等　（1）相談支援各事業所実施状況確認（近況報告・意見
交換等／計画相談空き状況）　（2）情報交換（情報の共有）　（３）運営委員会
より

第10回 R3.3.19 15
・選定にかかる協議等　（1）相談支援各事業所実施状況確認（近況報告・意見
交換等／計画相談空き状況）　（2）情報交換（情報の共有）　（３）運営委員会
より

日中活動
部会

中止 ー 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応のため、中止 区内の日中活動系事業所他 年に数回

・定例会、前年度活動報告、意見交換交流会
等
・就労系福祉作業等実演体験会についての案
内
・府立東住吉支援学校通所事業所説明会開
催
・「就労系事業グループ」と「生活介護系事業
グループ」に分かれて情報交換・課題共有
・安全安心フェスティバルに５事業所出店参加

様々な形態の事業所の
方々に関心をもってい
ただき、部会の運営に
関わっていただく。

研修部会
全体会
講演会

中止 ー 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応のため、中止
障がい当事者・家族・支援者
区内の障がい福祉サービス事業所　他

年に数回
・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）

平野区

（20年2月設置）

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
区障がい者基幹相談支援センター
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
・事例検討（事例紹介）
・情報交換

・高齢分野との連携システ
ム構築
・平野区福祉マップ作製
・障がい者の災害時対応

・当事者参加による協議
・各種部会設置（こども部
会　等）

相談事業部会

区内の相談支援事業所
平野区障がい者基幹相談支援センター
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　等

毎月開催

・高齢分野との連携システム構築
・選定にかかる協議等
　　①計画相談空き状況
　　②近況報告・意見交換等
　　③相談支援各事業所実施状況確認
　　④情報交換（情報の共有）
・東住吉特別支援学校通所事業所説明会
・定例会
・事例検討等

・高齢分野との連携システ
ム構築
・平野区福祉マップ作製
・障がい者の災害時対応
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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
今後の課題や取組

の方向性
備考

居宅事業部会 第１回 R3.3.26 約40
・「新型コロナへの対応」について各事業所の発表
・事業所間交流会

区内の居宅事業サービス事業所　他

１回/３ヶ月

６月
９月
12月
３月

・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

・高齢分野との連携システ
ム構築

第１回 R2.6.19 8

（１）第２期メンバーの確認
（２）第２期役員選出（部会長・副部会長）
（３）新型コロナウイルスの感染による利用者支援への課題について
（４）第２期のテーマ

第２回 R2.7.17 8

（１）第２期役員選出
（２）運営委員会報告
（３）第２期のテーマ
　　① メンバーの追加時期および方法
　　②交流会の準備

第３回 R2.8.21 8

（１）第２期テーマ：交流会の準備について
　　①　交流会の目的
　　②　テーマを何にするか？
　　③　どのような形態で開催するか？（コロナ対応）

第４回 R2.9.18 8

（１）平野区における自治会に関する障がい者自死の事案について
　　①事案内容（産経新聞記事より）
　　②事案への印象
　　③障がい当事者部会として

第５回 R2.10.16 8

（１）平野区における自治会に関する障がい者自死の事案について（前回から
の継続）
　　① 意見・感想
　　② 障がい当事者部会としてできること
　　③ 相談できることの啓発
　　④ 具体的な対応

第６回 R2.11.20 9

（１）平野区における自治会問題に関するポスター確認
　　①デザイン案についてのご意見
　　②ポスター掲示について
（２）交流会について（これまでの振り返りから！）
　　・平野区の障がい当事者の意識調査（アンケート）
（３）その他

第７回 R3.3.19 8

（１）交流会について
　　・平野区の障がい当事者の意識調査（アンケート）
（２）平野区における自治会問題に関するポスター
（３）その他

平野区

（20年2月設置）

障がい
当事者部会

障がい当事者
協議会会長（オブザーバー）
区保健福祉センター（事務局）

月１回開催
・障がい者の視点から、住みよいまちづくりの
意見交換を行う。

・障がい当事者の生の声
を関係各署に届ける
（まちづくり企画に対する
障がい当事者目線の要
望、教育の現場における
障がい者理解の向上、障
がい者にとっての防災に
ついてなど）
・誰もが参加できる部会の
環境整備

42 



令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

区協議会 第１回 R2.8.28 29
・令和元年度活動報告（開催状況、課題・制度的問題まとめ）
・令和元年度区相談支援センターの運営評価
・令和２年度活動計画

各専門部会の代表者
区障がい者団体
区基幹相談支援センター
ヒューマンライツ福祉協会
ビアンエトール恭愛 第一博愛
障がい者支援施設 いまみや
ふれあいの里
阿倍野公共職業安定所
中部地域障がい者就業・生活支援センター
区医師会
小谷クリニック
区社会福祉協議会
身体・知的障がい者専門員
西成人権協会
精神障害者社会復帰促進協会
区地域福祉アクションプラン推進委員会
教育委員会インクルーシブ教育推進担当
岸里小学校
福祉局障がい福祉課・障がい支援課
こころの健康センター
こども相談センター
千本保育所
区保健福祉センター生活援助担当
区保健福祉センター福祉担当
区保健福祉センター保健担当

１年に１回
専門部会、運営委員会で取りまとめた意見書
について審議を行い、承認した。

新型コロナウイ
ルス感染症拡
大防止の観点
から書面会議
を実施。開催日
は議案書等の
発送日。

第１回 R2.7.17 11

・各専門部会からの活動報告
・区協議会の開催について
・区基幹相談支援センターの事業評価について
・２０１９年度意見・要望について
・「地域課題ニーズ整理表」によるニーズ把握について
・令和２年度大阪府相談支援従事者研修のインターバルにおける対応につい
て
・地域福祉推進チーム会議について

第２回 R2.8.21 9
・各専門部会からの活動報告
・区広報紙７月号「子育て特集」発行について

第３回 R2.9.18 9
・各専門部会からの活動報告
・区広報紙１２月号「障がい者週間」における掲載内容について

第４回 R2.10.16 10

・各専門部会からの活動報告
・新型コロナウイルス感染症にかかる取組等について
・運営委員会の活性化に向けて
・「障がい者週間」における啓発活動について

第５回 R2.11.20 12
・各専門部会からの活動報告
・全体会（研修会）についてのアンケートの実施について
・日中一時支援事業の概要説明について

第６回 R3.1.5 5

【書面会議】
・各専門部会からの活動報告
・全体会（研修会）についてのアンケートの実施について
・日中一時支援事業の概要説明について

第７回 R3.2.9 5
【書面会議】
・各専門部会からの活動報告
・全体会（研修会）におけるテーマについて

第８回 R3.2.19 10

・各専門部会からの活動報告
・全体会（書面会議）の実施について
・大阪市からの回答のあった意見について
・今後の運営委員会の開催について

第９回 R3.3.19 8
・各専門部会からの活動報告
・全体会（書面会議）においての市への意見集約について
・広報誌について

全体会 未実施 運営委員会委員、各専門部会委員 年２回程度
運営委員会で開催企画調整し、各専門部会か
らの報告会、全体研修会を開催。

西成区

（20年3月設置）

運営委員会

各部会の代表者
　区基幹相談支援センター
　ふれあいの里
　W・I・N・Gー路をはこぶ
　中部地域障がい者就業・生活支援センター
  ヒューマンライツ福祉協会
  小谷クリニック
  ストロームの家
  ヒューマンライツ福祉協会サワサワ
  区社会福祉協議会
  教育委員会インクルシーブ教育推進担当
  区保健福祉センター福祉担当
  区保健福祉センター保健担当

毎月開催

専門部会開催状況の共有を行い、全体会（報
告・研修）の運営について協議をし、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。

各専門部会の代表者等が
委員となり、区協議会を円
滑に運営するために設
置。
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

第１回 R2.7.27
12事業

所
（　15　）

・各事業所の状況報告、情報提供
・事業所からの案内
・住之江支援学校連絡会に関する報告
・あったかハートフェスティバルに関する報告

第２回 R2.8.24
10事業

所
（ 12　）

・各事業所の状況報告、情報提供
・選定依頼について
・住之江支援学校連絡会に関する報告
・あったかハートフェスティバルに関する報告会
・zoom会議開催に伴う、各事業所のONLINE環境整備について

第３回 R2.9.28
10事業

所
（　12　）

・各事業所の状況報告、情報提供
・選定依頼について
・住之江支援学校連絡会に関する報告

第４回 R2.10.26
９事業所

（15）

・各事業所の状況報告、情報提供
・選定依頼について
・事業所からの案内
・ヒューマンライツ福祉協会　つなぐアシスト事業について
・全体会及び相談支援部会の研修について

第５回 R2.11.30
9事業所

（13）

・各事業所の状況報告、情報提供
・選定依頼について
・事例共有　①支援つながらない（ひきこもり）ケースについて②自殺念慮（自
 傷）への対応方法について

第６回 R3.1.25
10事業

所
（13）

依存症に関する勉強会（zoom会議）

第７回 R3.2.22
10事業

所
（13）

・各事業所の状況報告、情報提供
・選定依頼について
・２０２１部会のアンケートについて

第８回 R3.3.22
12事業

所
（15）

・各事業所の状況報告、情報提供
・選定依頼について
・２０２１部会のアンケートについて

第１回 R2.7.29 12

・部会長の交代について
・令和２年度部会の取り組みについて
・各事業所の受け入れ状況について
・住之江支援学校事業所説明会について

第２回 R2.9.17 12

・事業所状況について
・住之江支援学校事業所説明会について
・今年度、部会の取り組みについて
　①災害対策について　②事業所のつながりについて　③コロナ対策について
④支援学校とのつながりについて　④事例検討について

第３回 R2.11.26 10

・事業所状況について
・新型コロナ発生時の各事業所対応等について
・自立支援協議会全体会研修について
・今年度の部会の取り組みの追記について

第４回 R2.12.17 10

・事業所状況について
・全体会研修における意見集約について
・今年度、部会の取り組みについて
　①災害対策について　②事業所のつながりについて　③コロナ対策について
④支援学校とのつながりについて　④事例検討について　⑤新しい制度につ
いて　⑥自主製品の向上について

第５回 R3.1.21 10
・事業所状況について
・新型コロナ発生時の各事業所対応等について

第６回 R3.3.18 9
・事業所状況について
・新型コロナウイルス発生時の各事業所対応等について
・部会長事業所退職に伴い、部会長の交代の説明・挨拶

就労系
事業所部会

未実施

中部地域障がい者就業・生活支援センター
区内就労系事業所
ハローワークあべの
区内計画相談事業所
救護施設ひきふね

偶数月開催
工賃の研究、企業の開拓を行い共同受注に向
けた連携強化、利用者支援について検討する
ことを部会の柱とした。

区内の就労系事業所へ広
く呼びかけを行い、部会の
意義を説明し参加事業所
数を増やしていく。

西成区

（20年3月設置）

相談支援部会 区内計画相談支援事業所
１～２カ月に
１回開催

・相談支援事業所間の情報交換、事例検討、
研修会を開催し、計画相談支援事業所のスキ
ルアップに努めた。新規事業所に対して相談
支援に関する研修会を通して、部会への参画
を促した。また、地域包括支援センター連絡会
と合同で研修会を企画・実施することで、横断
的な相談支援のネットワーク構築に努めた。

①西成特有の地域課題や
困難ケースについて、皆
で検討し、共有できるよう
事例検討会を行う。
②１人相談支援事業所も
多く相談支援専門員の資
質向上のため、相談支援
専門員に対する実務経験
年数別スキルアップ研修
が必要。
③コロナ禍でも行えるよう
にリモート研修を推奨して
いく。

日中活動系
事業所部会

区内日中活動系事業所
区内計画相談事業所

２カ月に１回
開催

・交流を目的とした意見交換、支援学校等での
事業説明会の開催支援、権利擁護の視点を
持った関わり方についてを活動方針とし、事業
所見学会（顔の見える関係づくり）、支援につ
いての意見交換（事例検討やリスクマネジメン
ト）を行った。
・東住吉支援学校通所事業所説明会（６区合
同）に参画し、当区３事業所が参加予定であっ
たがコロナ禍により中止。
・住之江支援学校事業所合同説明会（３区合
同：西成・住之江・阿倍野）に当区１２事業所が
参加。
・６区自立支援協議会・３支援学校連携会議に
参加し、来年度に開催を予定している支援学
校『教員向け』研修内容の検討や支援学校の
教員が活用する事を想定した、日中活動事業
所情報シートの取りまとめを行った。

引き続き、西成区内の日
中活動系事業所の顔の見
える関係づくりを通じて
ネットワークを構築し、他
分野（相談支援等）との連
携を強化していく。また、
協議会に未参画の事業所
への参加促しを図っていく
ことで、地域課題の抽出
や地域ストレングスの把
握を行う事を目標とする。
また事例検討や事業所運
営における課題などスキ
ルアップが出来るような機
会も取り組み内容として検
討を行う。
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令和２年度　各区地域自立支援協議会活動報告

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
今後の課題や取組

の方向性
備考

こども部会 第１回 R2.11.11 6

・２０２０年度部会計画について
　①障がいのある子どもを育てる世帯への情報提供
　②発達が気になるこどもとの子育てを一緒に考えるグループトーク
　③障がいのある人たちの学校卒業後の夕方支援
・全体会（研修）における意見集約について
・部会の活動内容について
・年間テーマ「共に学び、共に育ち、共に生きる」について

ヒューマンライツ福祉協会
放課後等デイサービス事業所
区内計画相談事業所
西成人権協会
成南中学校
教育委員会インクルーシブ教育推進担当
教育委員会人権・国際理解教育グループ

年３回

活動内容、活動計画について検討を行った。
年間テーマを「共に学び、共に育ち、共に生き
る」とし、保護者からの意見を聞き取り、障が
いのある児童のサポートについてどのような支
援が必要なのか検討を行った。

学期ごと１回の開催予定
であったが、なにかを実施
しようとするならば間が空
いてしまうとまとまらない。
次年度より年間４回の開
催とする。

地域活動部会 第１回 R2.12.7 6 ・新年度の活動内容について

区社会福祉協議会
区基幹相談支援センター
区身体障害者団体協議会
アザリア
白寿苑
さつき家族会
だいこく介護館
グループホームあいえる
ふれあいの里
ナンクルナイサァー

随時開催

「地域とのつながり」を強化することを活動目
標とし、福祉マップの作成や、いきいきふれあ
い交流会における開催内容、障がい者ボウリ
ング大会開催協力について検討を行う。

障がいについて理解を深
めることを目的とした啓発
活動や、地域の声を吸い
上げ「地域とのつながり」
を強化していく。

西成区

（20年3月設置）

45 


