
 
 

平成 26 年度 奈良市地域自立支援協議会  

相談支援部会の活動計画 

目的 相談ケースから地域課題を抽出し、地域課題の解決に向けた取り組みを行う。 

 

テーマや取り組み

のポイント 

① サービス等利用計画と障害児支援利用計画の着実な進展と質の確保 

② 相談支援事業者のスキルアップ、人材育成 

③ 困難ケースから地域課題を抽出する 

④ 関係機関とのネットワーク強化 

⑤ その他 

部会の頻度 基本月 1 回 

その他、グループ活動実施 

参加対象 

部会長に◎  

副部会長○ 

◎たんぽぽ相談支援センター、障がい者生活支援センターこすもす 

相談支援事業所「夢」、相談支援事業所リベルテ、○相談支援事業所歩っと 

東大寺福祉療育病院、仔鹿園相談支援センター、奈良事業所（事務局） 

県発達障害支援センターでぃあ～、障害者就業・生活支援センターコンパス奈良

障がい福祉課 

検討したい内容 ● ケース検討 

委託相談支援事業所の相談件数の共有。 

困難ケース、虐待ケース、サービス等利用計画の対象者の事例共有等。 

個別ケースから地域課題抽出（２月部会にて検証し、運営委員会に報告） 

 

● 相談支援事業所連絡会議（年３回） 

サービス等利用計画・障害児支援利用計画の着実な実施に向けた事業所への研

修等の実施。 

 

● 障害者・高齢者グループ会議（年 1 回全体会、その他調整会議） 

障害福祉と高齢者福祉の情報交換および連携体制づくり。 

 

● 進路状況グループ（年３回） 

養護学校卒業生の進路状況の共有と課題の検証。 

 

●触法障害者グループ（不定期） 

 専門機関との連携体制及び、必要な情報収集について検討する 

●地域移行グループ（年６回） 

 奈良市にある精神科病院、入所施設からの地域移行を促進する 

（※）触法障害者グループ、地域移行グループについては、相談支援部会から 

地域生活支援部会発足後に移行する 

実施したい研修 

（時期、規模、経

費等） 

① 障害者虐待防止に関する研修 

② 相談支援体制に関する研修 

その他  



 
 

平成 26 年度 奈良市地域自立支援協議会  

相談支援部会の活動報告 
目 的 相談ケースから地域課題を抽出し、地域課題の解決に向けた取り組みを行う。 

テーマや取り組み

のポイント 

① サービス等利用計画と障害児支援利用計画の着実な進展と質の確保 

② 相談支援事業者のスキルアップ、人材育成 

③ 困難ケースから地域課題を抽出する 

④ 関係機関とのネットワーク強化 

⑤ その他 

部会の頻度 
基本月 1回 

その他、グループ活動実施 

参加対象 

部会長に◎ 

副部会長○ 

◎たんぽぽ相談支援センター、障がい者生活支援センターこすもす 

相談支援事業所「夢」、相談支援事業所リベルテ、○相談支援事業所歩っと 

東大寺福祉療育病院、仔鹿園相談支援センター、奈良事業所（事務局） 

県発達障害支援センターでぃあ～、障害者就業・生活支援センターコンパス奈良

障がい福祉課 

検討した内容 

● ケース検討 

委託相談支援事業所の相談件数の共有。 

困難ケース、虐待ケース、サービス等利用計画の対象者の事例共有等。 

個別ケースから地域課題抽出し、運営委員会に報告した。 

● 相談支援事業所連絡会議（年３回） 

サービス等利用計画・障害児支援利用計画の着実な進捗のために実施。 

行政より相談支援等の状況に関わる説明、ケース検討の実施等を行った。 

● 障害者・高齢者グループ会議（年 1回全体会、その他調整会議） 

23 年度から始まり、障害福祉サービスから介護保険への移行時の流れや

問題点を確認し、フローチャート、連絡票、承諾書を作成した。 

当初の目的である、移行や併給に関する現状や、連携の現状についての

事例を交えた共有、新たな仕組みづくりを達成できたため、今年度で終

了することで合意した。 

● 進路状況グループ（年３回） 

養護学校卒業生の進路状況の共有と課題の検証を行った。 

課題：ひきこもり状態で進路未定者（2 名）、入所施設の契約に至らず契約延

長の可能性のある者（1 名）。次年度の卒業生のうち、登美学園で生活してい

る人が 7名いる。 

（※）触法障害者支援グループ、地域移行グループについては、相談支援部会か

ら地域生活支援部会に移行した。 

実施した研修 

 

施設長会議と共催で、触法障害のある人の支援について考える DVD 上映会およ

び鼎談を実施した。 

研修の実施にあたっては、経費の支出および会場の調整について毎回課題が生

じる。諸謝金の支出、会場の使用（奈良市立の建物の利用）について、自立支

援協議会で使いやすくできないものか。 

その他  



 
 

相談支援部会 ～平成２６年度 4 月から３月活動報告～ 

 

会議開催日時： ４月 15 日（火）①１３時４５分～１５時２５分 ②１５時３０分～１７時４５分 

6 月 17 日（火）①１３時５０分～１５時３０分 ②１５時３５分～１７時３５分 

7 月 15 日（火）①１３時４５分～１５時３０分 ②１５時３５分～１７時４０分 

8 月 19 日（火）①１３時５５分～１５時３５分 ②１５時４０分～１７時４５分 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

●前年度のケース検討から課題集約を行い、２６年度の活動につなげる。 

 計画相談の質の確保→相談支援事業所連絡会議の開催により行う。 

 医療ケア対応事業所の確保→事業所の実態把握をこども部会、保健所と連携して行う。 

 障害者のシェルターの確保。公立的な収容施設がない→問題の確認を行う。 

   現状：虐待防止連絡会議にて相談支援事業所からケース報告実施。 

シェルターの必要性を訴えている。 

   病院には「空床確保」の仕組みがあるが、福祉施設、特に障がい福祉分野にはない。 

 精神障害者の対応、精神・発達障がいの親の子育て支援→地域生活支援部会にて取り組み検討。 

 コンパスと相談支援事業所の連携、就労賃金の保障等→就労支援部会で検討する。 

●今年度は、困難ケースから地域課題を探ることに重点をおき、各事業所から困難ケースの報告を行うこと

となった。（別紙、6，7，8 月のケースまとめ参照） 

 

●第１回相談支援事業所連絡会議 

日時：平成 26 年 5 月 20 日（火）13：30～15：30 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

参加者：48 名（市内特定相談支援事業所 22 か所、その他事業所 3 カ所、障がい福祉課、子育て相談課） 

議事内容： 

１、 奈良市障害福祉課より「計画相談支援・障害児相談支援のてびき」に関する説明 

２、 上記説明を受けて質問 

３、 「奈良市地域生活支援事業等支援者のための手引き（移動支援、日中一時支援等）」について 

４、 計画相談支援作成について 

課題等： 

・地域生活支援事業の使い方について、利用者や事業者が大きく混乱している。 

・移動支援の集合解散場所が自宅に限定されたが、現地集合解散で十分対応可能な人もおり、なぜそのよう

な規定になったのか理由がわかりにくい。 

・セルフプランの取り扱いをどうするか。 

・計画相談が必要というアナウンスが必要。 

 

●進路状況グループ 

日    時：平成 26 年 5 月 27 日（火曜日）１０：３０～１２：３０ 

開催場所：奈良市役所北棟１階第１３会議室 

参 加 者：高田・田中・後藤（奈良東養護進路）、野尻（奈良西養護進路） 原（奈良養護） 

    江崎（たんぽぽ）、松葉（こすもす）、長谷川（障がい福祉課）、前田（事務局） 



 
 

議事内容： 

１、 今年度の進路希望状況確認 

・奈良東、奈良西養護学校在籍者で、5 名の入所希望者がいる。 

・夏休みに実習を行い、最終的に希望を調整していくことになる。 

・今年度は、新規の生活介護事業所の開設があったため、比較的調整しやすい。 

２、 次年度の状況 

・奈良西養護学校は卒業生多く、入所希望者も多い。 

・奈良東養護学校は重度化している。 

・奈良養護学校は今年は 2 名の卒業生だが、来年度は 5 名の卒業生がいる。 

３、 その他 

・新規の生活介護事業所が東部地区に多く、学園前・富雄方面等の居住者にとっては送迎の問題がある。 

・重度、行動障害の人が通うことのできる生活介護事業所が少ない。 

◎計画相談、障害児支援利用計画の作成状況 

10 月相談支援部会開催時点 

障害福祉課  737 件（達成率 28％） 

子育て相談課 236 件（達成率 34％） 

 

●第２回相談支援事業所連絡会議 

日  時：平成 26 年 9 月 16 日（火）13：30～15：30 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

参加者：50 名（市内特定相談支援事業所 25 か所、市外事業所 1 カ所、コンパス、でぃあ～、障がい福祉

課、子育て相談課） 

議事内容： 

１、 奈良市障害福祉課より現状報告 

２、 奈良市子育て相談課より現状報告 

３、 「奈良県発達障害者支援センターでぃあ～」より、発達障害に関する説明および事業の説明 

４、 「なら障がい者就業・生活支援センターコンパス」より、事業の説明 

 

◎相談支援部会① 

日時：平成 26 年１０月２１日（火）１３：４５～１５：2５ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

１．第２相談支援事業所連絡会議の反省と第 3 回相談支援事業所連絡会議に向けて 

２．平成 26 年度奈良市障害者理解促進事業「ＤＶＤでの学習会とシンポジウム」開催に向けて（進捗状況報告） 

３．グループ活動報告 

４．今後の部会の進め方等について（調整と確認） 

５．第３回運営委員会に向けて 

 

◎相談支援部会② 

日時：平成 26 年１０月２１日（火）１５：３０～１７：３０ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 



 
 

１、 ケース検討 

・母子家庭、発達障害、不登校 

・高次脳機能障害の方の日中活動場所（受け入れ、支援体制、利用者や支援者とのトラブル等） 

・両親の別居後に母子家庭になり、母が自宅で病死し、遺体が発見 知的・身体の重複障害の方の本人の

責任能力と今後の生活について（本人は集団生活が苦手）後見人制度の検討 

・強度行動障害の生活支援 （短期入所利用中の職員への多傷行為と自宅での親に対する多傷行為あり） 

 居場所の確保（受け入れ先がない） 

・統合失調者のヘルパー利用更新に合わせての計画相談の導入（その日の体調や気分によって、希望や 

 言動、行動が変わるので、サービス調整が難しい） 

・不定形障害（精神手帳なし、身体障害あり）精神障害の症状のある身体障害者で服薬管理ができず、 

 主となる支援機関が定まらないケース（病院と福祉と行政の連携上での課題あり） 

・自閉症スペクトラム 母親の要介護状態による情緒不安が原因で、就労に影響がでる。 

 浪費癖もあり、経済的にも生活環境の悪化が見られる。（会社側との話し合いや後見人の検討） 

・触法障害者の出所後の生活支援 トラブルに巻き込まれたり、起こしたりすることがあるので、相談員

が付きっきりの状態、出所してからサービスを受けるまでの申請中の支援体制の在り方を見直してほし

い。その間、相談員が張り付きの状態である。 

 

●進路状況グループ 

日  時：平成 26 年 10 月 28 日(火) １０：３０～１２：３０ 

開催場所：奈良市役所北棟１階第１３会議室 

参 加 者：奈良・奈良東・奈良西養護学校進路担当教諭、こすもす、たんぽぽ、障がい福祉課、事務局 

議事内容： 

１、平成 26 年度卒業生の状況 

・スムーズに決まる事例と難航する事例との落差が大きい。 

・重度の人の通所や入所が決まらない。 

２、次年度以降の状況 

・奈良西養護学校から入所希望者が 9 名いる。 

・来年度、高等部に入学予定のうち、4～5 名が医療ケアが必要な子どもである。 

３、その他 

・新規開設事業所（生活介護、就労継続支援 B 型等）に関する情報交換 

・行動障害がある、医療ケアが必要な人たちの通所先がなく、大きな課題である。 

４、地域課題の抽出 

 

◎相談支援部会① 

日時：平成 26 年 11 月 18 日（火）１３：４５～１５：２５ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

１、 第 3 回運営委員会の報告 

２、 第 3 回相談支援事業所連絡会議に向けて 

３、 平成 26 年度奈良市障害者理解促進事業「ＤＶＤでの学習会とシンポジウム」開催について 

４、 子育て相談課企画研修会への協力について 

５、 平成 26 年度奈良市地域包括支援事業への講師派遣について 



 
 

◎相談支援部会② 

日  時：平成 26 年 11 月 18 日（火）１５：３０～１７：３０ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

１．ケース検討 

・3 歳、男児、自閉症スペクトラム。きょうだいにもＡＤＨＤ疑いの子どもがいるため、支援を検討する

必要がある。 

・50 歳代、女性、統合失調症。夫、子どもと同居。本人、家族、障害福祉、医療、子育て、学校と関わ

る関係者は多岐に渡るが、多面的な関わりに欠いている。 

・30 歳代、女性、ＡＤＨＤ。就労継続支援Ａ型事業所で、時間外作業の取り扱い等について。 

・30 歳代、女性、統合失調症。子ども（3 人）と同居。精神障害のある人が子育てをするときに、子ど

もについて相談できるような機関が必要。 

２．地域課題の抽出 

 

●障がい者・高齢者ワーキング 

日時：平成 26 年 12 月 18 日（木）10:00～11:30 

会場：奈良市役所 倉庫棟第７北会議室 

参加者：障がい福祉課、長寿福祉課、たんぽぽ相談支援センター、相談支援事業所夢、生活支援センターこ

すもす、相談支援事業所歩っと、地域包括支援センター11 ヵ所から 12 人 

議事内容： 

１．65 歳到達時の連絡票の利用状況について 

  連絡票、承諾書配布 

２．障害福祉サービス等支給決定基準について 

「障害福祉サービス等支給決定基準について」配布 

３．計画相談について 

「サービス等利用計画のご案内」「計画相談支援事業所一覧」、10 号・11 号・サービス等利用計画・セ

ルフプラン様式配布 

４．質疑応答 

平成 23 年度から始まった当ワーキンググループでは、障害福祉サービスから介護保険への移行時の流れや

問題点を確認し、フローチャート、連絡票、承諾書を作成した。 

当初の目的である、移行や併給に関する現状や、連携の現状についての事例を交えた共有、新たな仕組みづ

くりを達成できたため、当ワーキングは今年度で終了することで合意した。 

 

◎相談支援部会① 

日時：平成 26 年１２月２５日（木）１４：００～１６：００ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

１． 第 3 回相談支援事業所連絡会議に向けて 

議題の確認、準備、スケジュール調整 

２． 第４回運営委員会に向けて 

３． 子育て相談課企画研修会への協力について（１月２７日） 

４． 平成 26 年度奈良市地域包括支援事業への講師派遣について 



 
 

◎相談支援部会② 

日  時：平成 26 年 12 月 25 日（木）１５：３０～１７：３０ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

１、 ケース検討 

・20 歳代、女性、脳性まひ。父母と同居。養護学校卒業後、1 年ほど前から体重減少。父母に危機感な

く、祖母のすすめで受診後、緊急入院。退院後の支援体制について。 

・30 歳代、男性、知的障害。なかなか福祉サービスにつながらない人の支援の方法。 

・60 歳代、男性、統合失調症。長期入院から退院の支援、他市から転入。 

・50 歳代、女性、統合失調症。ヘルパーの支援を受けながら一人暮らしをしていたが、加齢によりでき

ていたことができなくなるなど生活しづらくなっている。 

・20 歳代、男性、アスペルガー。大学 3 回生でひとり暮らし。下宿で一時的に奈良市に居住している場

合、サービスの利用に時間がかかる。 

２、地域課題の抽出 

 

●第 3 回相談支援事業所連絡会議 

日 時：平成 27 年 1 月 20 日（火）13:30～15:30 

会 場：奈良市総合福祉センター 

参加者：指定特定相談支援事業所 23 カ所（31 名、委託含む）、 

奈良市障がい福祉課、子育て相談課 

議事内容： 

１．奈良市障害福祉課、子育て相談課より説明。 

・平成 26 年 11 月 4 日厚生労働省主管課長会議より 

・計画相談・障害児相談支援達成率（12 月末現在） 

  身体・知的障害 709 件（40％） 

  精神障害    152 件（20％） 

  障害児     274 件（37.7％） 

・セルフプランについて、様式を今後 HP に掲載予定。 

現在、者は 5 件（うち精神 1 件）、児童は 0 件。 

2．奈良市地域生活支援事業の利用について（アンケートをもとにしたグループ検討） 

 →特記に会議で出た課題を集約 

３．次年度に向けて 

・今回の会議後のアンケートにて、運営協力を申し出ていただいた事業所が 3 カ所。次年度、企画運営をと

もに行いたい。 

〔特記〕 

地域生活支援事業（移動支援事業及び日中一時支援事業）について 

平成 26 年 4 月、奈良市障がい福祉課より、奈良市が市町村事業として行っている地域生活支援事業につい

ての「支援者のための手引き」が示されました。これまで、このような手引きが示されたことはなく、その

ために事業の運用の仕方（サービスの使い方）について利用者や事業者の間で混乱が生じていた部分があり

ました。そのような点で、手引きが示されたことによって、サービス提供をするにあたっての基準が明確に

なり、有効であると感じています。 

しかし、今回定められた基準の中には「障害のある人の生活を支援する」という視点に立ったときに、な



 
 

ぜそのような基準の設定になったのかが分かりにくく、余計に混乱をきたしているものがあるように思いま

す。 

 このような経過のもと、相談支援事業所連絡会議において、地域生活支援事業に関するアンケートを指定

特定相談支援事業所に対して行いました。その結果、基準の設定の理由がわかりにくい等、何点か奈良市に

対して確認や提案が挙がりましたので、報告させていただきます。 

①移動支援事業（個別支援型） 

＊「原則として、明確な目的のある外出で、自宅を始点とし目的地を経由して終点を自宅である支援が対象。」

という部分。 

→移動支援の究極の目的は社会参加。精神障害や知的障害のある方で、「交通手段は使えるが、目的地におい

て一人で過ごすことが難しい。ヘルパーの付き添いや声掛けなどがあれば社会参加が可能」というケース

も多い。「自立支援」という視点から考えた時に、支援のいらない行き帰りまで、支援をつけることは目的

に逆行している。自立支援という視点を大切に、集合解散場所を自宅に限定せず、目的地や最寄りの駅等

での集合解散を認めていただきたい。 

 

＊児童が学校帰りのバス停から移動支援をスタートさせる場合、目的地がプールか図書館に限定されている

点。 

→5 月 20 日付の Q＆A 集では、「学校帰りにプールに通いたいというニーズが高かった」という理由が付

されているが、プールや図書館は良くて、どうして公園はダメなのか。プール・図書館以外でも、本人が

希望する場所に行くことがどうして認められないのかがわかりにくい。行先を行政が指定するのではなく、

ケースごとに、本人に必要な支援を検討していただきたい。 

 

＊対象となる外出範囲の中に、習い事が含まれないという点。 

→5 月 20 日付の Q＆A 集では、「インストラクターや指導員が付くようなものや、月謝を支払って通うも

のは習い事であると判断される」と書いてある。インストラクターはあくまでその活動の指導をしてくれる

立場であり、本人に必要な介助を十分にしてくれるとは限らない。今回、基準が設定されたことで、障害の

ある人が参加できる余暇活動の幅が狭まった。例えば、太鼓教室の体験（有料）に移動支援は利用できない

（有料で、インストラクターがいる習い事と判断された）と言われたケースがあったが、「体験」でもダメな

のか。 

別のケースでは、身体機能維持を目的に身体障害の人が近所のジムにヘルパーと通っていたことが認められ

なくなり、これまでの 3 倍の時間をかけて福祉センターの自立訓練室に通うようになったケースもある。一

律に、「習い事は認めない」ではなく、その内容等を聞いた上で個別に判断していただきたい。 

 

②日中一時支援事業 

・生活介護や障害児通所支援事業と同じ日に、日中一時支援事業を利用することはできない。 

→家族の介護力不足等により生活介護事業所での活動後、日中一時支援事業を利用して夜までその方に施設

で過ごしていただく必要があるケースもみられる。その場合、現在は特例として理由書や証明書等の提出に

よって認めていただいているケースもある。特例として認められるのは、どのような場合か、また、提出す

る書類の内容を教えてほしい。 

◎相談支援部会① 

日  時：平成 27 年 2 月 17 日（火）１３：４５～１５：2５ 

開催場所：奈良市総合福祉センター 

議事内容： 



 
 

１． 第 3 回相談支援事業所連絡会議の報告 

２． 第５回運営委員会に向けて 

３． その他 

・地域生活支援部会 居宅介護グループ企画研修会について 

 

◎相談支援部会② 

日  時：平成 26 年 2 月 17 日（火）１５：３０～１７：３０ 

開催場所：奈良市総合福祉センター 

議事内容： 

今年度ケース検討の結果と今後の展開 

内容 打開案 今後の展開 

① 強度行動障害や他害のあ

る人の支援 

 

 入所できる施設の充実 

 ケアをする支援者のスキル

アップ 

国や県の動きと連携しながら検討。

（Ex.短期入所の受け入れを増やす

等） 

② 精神障害者等の子育て支

援 

③ 家庭内に複数障害者がい

て複雑なケースの対応 

 養育能力が不足している親

の専門的な支援 

相談支援部会で健康増進課、教育委員

会に呼びかけて検討会の実施。 

④ 医療的ケアのある障害

者・児童の地域での対応 

 

 医ケアを受けながら利用す

ることができる社会資源の

充実 

 看護職から介護職へ医ケア

を指導できるしくみづくり 

長期療養児グループでの取り組みを

続ける。（18 歳以上の在宅で生活を

する重度心身障害者の対応について

新たに検討課題に挙げる。） 

⑤ 第三者によるサービス等

利用計画の評価のしくみ 

 相談支援事業所連絡会議でプランの

共有などを行う。 

⑥ 手帳がなく、既存資源に

なじみにくい障害のある

人・子どもが利用できる

社会資源の確保 

  

 

●進路状況グループ 

日 時：平成 27 年 2 月 24 日（火）10:30～12:00 

会 場：奈良市役所 

参加者：奈良養護学校・奈良西養護学校・奈良東養護学校進路担当教諭、 

たんぽぽ相談支援センター、障害者支援センターこすもす、奈良市障がい福祉課 

議事内容： 

１．各学校の卒業生の状況 

  概ね、卒業後の進路が決定した。福祉サービス利用者については、計画相談の導入がほと 

  んどできた。 

 ・登美学園入所者で契約延長の可能性あり（１名） 

 ・ひきこもり状態で、進路未定者（２名） 



 
 

  ※発達障害の人や、重度の人の活動の場の調整が難しい。 

２．来年度の状況 

 ・奈良東養護学校（他市含む）高等養護部１９名、高等部２２名、病弱部７名 

 ・奈良西養護学校 ２６名（うち登美学園入所者６名（市内）、２名（市外）） 

 ・奈良養護学校 ３名（うち進学希望１名、福祉サービス利用希望２名） 

３．今後について 

  次年度は、二階堂養護学校、盲・ろう学校で奈良市の卒業生がいる場合は声をかける。 

  奈良東養護学校高等養護部は平成 27 年 4 月まで入学生あり（平成 30 年 3 月まで） 

  奈良東養護学校病弱部は明日香養護学校にうつる予定。 

 

◎相談支援部会① 

日時：平成２７年３月１７日（火）１３：４５～１５：2５ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

１． 第５回運営委員会の報告 

２． 今年度の活動のまとめ 

   ・各グループ活動の状況確認 

３． 来年度の活動の在り方と計画について 

    ・相談支援事業所連絡会議の充実（計画相談の充実） 

    ・グループ活動について 

４． 奈良圏域担当弁護士の利用実績について 

５． その他 計画相談の進捗と課題等 

 

◎相談支援部会② 

日  時：平成２７年３月１７日（火）１５：３０～１７：３０ 

開催場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容： 

１．ケース検討 

・3 歳、男児、自閉症スペクトラム。きょうだいにもＡＤＨＤ疑いの子どもがいるため、支援を検討する

必要がある。 

・虐待ケースの計画相談の導入について 

・精神障害者の金銭管理能力不足に関する相談支援事業所の役割と責任 

・触法障害者のサービス利用に関する計画相談作成上での困難 

・精神障害者のクリニックや他法人の病院からの急な計画相談作成の以来 

・放課後等デイサービスの急な市の利用制限に伴う計画相談の変更と家族への説明 

・障害児支援計画作成に関する学校との連携（養護学校と地域校の理解の差が大きく、地域校間での差も

また大きいのが現状） 

・障害者就業・生活支援センターでの相談者に対する計画相談作成について 

 法人内に相談支援事業所はあるが手がいっぱいなので断られる。 

・発達障害の方の障害受容と周りの関わり方 

・障害福祉から高齢福祉へ移行する際の仕組み作りでの不足点 

２．地域課題の抽出 


