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平成２７年度 奈良市地域自立支援協議会  

相談支援部会 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 

 取り組み 

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 相談支援体制に関する検討 

③ 相談支援事業者のスキルアップ、人材育成 

④ 困難ケースから地域課題を抽出する 

⑤ 関係機関とのネットワーク強化 

⑥ 部会間にまたがる議案の検討 

⑦ その他 

活動内容 

● ケース検討 

委託相談支援事業所の相談内容の共有。 

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４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。

部会の頻度 

 

参加対象 

 

部会長に◎ 

 

副部会長○ 

 

グループ 

担当者☆ 

 

 

 部 会   

活動頻度：原則、月 1回  

 

活動内容： 

・委託相談支援事業所の相談内容の共有。

・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 

 ・相談支援事業所連絡会議の開催 

 

参加団体・機関 

◎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 

障がい福祉課 

 グループ活動①  

【 進路状況ワーキング 】 

活動頻度：年３回 

活動内容： 

養護学校卒業生の進路状況の共有と 

課題の検証。 

参加団体・機関 

◎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 

養護学校進路担当（奈良、奈良東、奈良西） 

障がい福祉課 

研修・調査等の 

実施について 

(内容、対象者、時

期等) 

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  
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平成２７年度奈良市地域自立支援協議会 

相談支援部会 平成２７年度 ４月～３月活動報告 

 

◎相談支援部会① 

日 時：第１回 4 月 21 日（火） １３：３０～１５：３０ 

第２回 5 月 19 日（火） １３：３０～１５：３０ 

第３回 6 月 16 日（火） １３：３０～１５：３０ 

第４回 8 月 18 日（火） １３：３０～１５：３０ 

第５回 9 月 15 日（火） １３：３０～１５：３０ 

場 所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室（第１回～第５回すべて） 

議事内容： 

１、 今年度の活動計画について 

２、 相談支援部会②のケース検討においての指定相談支援事業所の受付方法について 

３、 相談支援事業所連絡会議について（進行、サービス等利用計画フォーマットの検討等） 

４、 こども部会・長期療養児グループより 

「18 歳以上の医療ケアが必要な人への支援体制について」 

５、 権利擁護事案に対する相談支援業務を行う圏域代表の推薦について（たんぽぽ・江崎） 

６、 平成 27 年度ファシリテーター等養成のための専門研修の実施について 

 

 

◎相談支援部会② 

日 時：第１回 4 月 21 日（火） １５：３５～１７：３５ 

第２回 5 月 19 日（火） １５：３５～１７：３５ 

第３回 6 月 16 日（火） １５：３５～１７：３５ 

第４回 8 月 18 日（火） １５：３５～１７：３５ 

第５回 9 月 15 日（火） １５：３５～１７：３５ 

議事内容： 

１、 テーマをきめたケース検討 

４月：ケース検討の在り方と月々の進め方等について 

   委託相談支援事業所と指定相談支援事業所の連携について 

5 月：精神障害等の母の子育て支援について 

6 月：家庭内に複数障がい者がいる複雑なケースについて 

8 月：既存のサービスになじまない人への支援について 

２、 指定特定相談支援事業所からも参加したケース検討 

   9 月：指定特定相談支援事業所より 6事業所 7名参加 

計画相談の達成状況（8月末時点）知的・身体 ６３％、 精神 ５９％、 障害児 ８０％ 
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●進路状況ワーキング 

日  時：平成 27 年 5 月 26 日（火）10:00～12:00 

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・二階堂養護学校・明日香養護学校 

高等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．各養護学校の来春の卒業生の状況（市内在住者数） 

  奈良東養護学校 31 名（高等養護部１３名、高等部１４名、病弱部４名） 

  奈良西養護学校 19 名（うち登美学園入所者６名（市内）） 

  奈良養護学校 ４名（うち進学希望１名、福祉サービス利用希望３名） 

  ろう学校 4 名（うち就労希望 1名、福祉サービス利用希望 3名） 

  明日香養護学校 1 名（訪問教育部） 

  二階堂養護学校 1 名 

２．その他 

  ・奈良市の子どもが通う養護学校の進路担当の先生と情報共有を図っていく 

  ・障害のある人の理解促進をすすめないと予算がついていかない 

  ・ファミリーサポートが必要なケースが多い（家族を含めた支援） 

  ・今年度は年 3回開催する 

 

●第１回相談支援事業所連絡会議 

日時：平成 27 年７月 21 日（火）13:30～15:30 

会場：奈良市総合福祉センター 

参加者：３１事業所＜委託８か所 指定２３か所（市外１か所）＞３８名 障がい福祉課２名 

    市内 ３０／３８ 約８０％の参加 

議題： 

１、 行政からの報告 

２、 制度等の説明 

・障害児から障害者へ切り替わる際の取り扱いについて 

・地域生活支援事業の質問に関する奈良市よりの回答 

・生活保護の住宅扶助限度額の変更について 

３、 グループワーク 

サービス等利用計画、障害児支援利用計画のフォーマットについて 

 

計画相談の進捗状況 

障害種別 
サービス支給決定者数（人） 計画相談決定者数（人） 

進捗率（％） 
（8月末現在） （11 月末現在） 内セルフ 

身体・知的 1,959 1,357 120 69 

精神 826 650 240 78 

児童 678 608 53 89 

※障害福祉サービス決定者数のうち、介護保険制度利用者の数（8月末現在）2,785 人中、148 人 



4 
 

◎相談支援部会① 

日時：平成 27 年 11 月 17 日（火）13：30～15：20 

議事内容： 

１．第 3回相談支援事業所連絡会議の開催に向けて 

２．障害者虐待防止研修会について 

３．相談支援部会②について 

今後のすすめ方について 

前回の事例検討の振り返りと打開案について 

４．副部会長の休職に伴う、在任期間中の後任者の選出について 

歩っと→たんぽぽ・内山さんを選出（平成 28 年 3 月まで） 

 

◎相談支援部会② 

日時：平成 27 年 11 月 17 日（火）15：30～17：00 

議事内容：事例検討 

テーマ設定６種類①～⑥ 

①精神障害など障害を持つ親が子育てをする際の支援  

②家庭内に複数障害者がいるケース 

③既存のサービスに馴染みにくい障害者・児 

④強度行動障害や他害のある人          

⑤医療的ケアの必要な障害者の地域での対応      

⑥医療分野と福祉分野で連携が必要なケース 

 

②家庭内に複数障害者がいるケース 

・50 代、女性、区分５、統合失調症。認知症の母、兄、本人の 3人暮らし。母、兄、本人ともに糖尿病だが、購

入する高カロリーな食事を摂取。ヘルパーの導入に対する母の拒否。服薬管理できない。母の認知症の進行によ

りヘルパーの導入を行い、介護保険のケアマネ等と連携しながら支援している。 

 

・女性、知的障害。親の高齢化のため、妹家族と同居。父が闘病中、母が認知症。妹が主介護者となり、本人を

含む 3名の支援をしており、余裕がない。 

 

③既存のサービスになじみにくい障害者・児 

・30 代、男性、区分５、自閉症。生活介護事業所に週 3回通所。特定の支援者しか受け入れない。通所時間をの

ばす、家から出かけることが難しい。新しい場所に行けず、通院、短期入所の利用ができない。父と二人暮らし

で、父高齢化しており、親亡き後の心配。 

 

・中学生、女子、自閉症（アスペルガー）。障害があることを他人に知られたくないので、放課後等デイの利用

が難しい。母子家庭のため、母のレスパイトが必要か。 

 

④強度行動障害や他害のある人 

・小学生、男児、自閉症。重度包括等支援対象児童。両親共働き。幼児期より体が大きく破壊行動等がみられた。

服薬に対する家族の拒否感あり、薬の効果が感じにくい。激しく暴れる時の対応。 
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・20 代、男性、自閉症。小学校から特別支援学級在籍。高校在学中にトラブルがある。こだわりが強く、生活面

に支障が多く、日中の事業所に比べ、グループホームやショートステイなどの生活の場の確保が困難。 

 

・30 代、男性、区分５、知的障害。養護学校高等部卒業後から生活介護事業所に通所。数年前からグループホー

ム利用。2 年ほど前から落ち着かず、大声、他害、脱力、不眠等がある。特定の支援者のみしか支援を受けない

などがある。 

 

⑤医療的ケアの必要な障害者の地域での対応 

・50 代、男性、区分６、筋ジストロフィ。人工呼吸器を装着して車いす生活。ヘルパーによる支援を受けている

が、支給量が十分ではない。家族と暮らしている重度の障害のある人の場合、公費のヘルパーがどこまで介護す

べきか。 

 

・幼児、男児、低酸素性虚血性脳症・てんかん。経管鼻腔栄養、在宅酸素、吸引適宜必要。経済、住環境、家庭

環境等に問題があり、児童相談所からも入所をすすめているが、母が拒否している。 

 

 

●相談支援事業所連絡会議 

日時：第 2回 平成 27 年 10 月 21 日（火）13:30～15:30 

第 3 回 平成 27 年 12 月 15 日（火）13:30～15:30 

会場：奈良市総合福祉センター 

参加者：委託相談支援事業所、指定特定・障害児相談支援事業所、障がい福祉課、 

議題：【第 2回】 

１．障がい福祉課より 新情報提供と制度説明等 

２．グループワーク「計画相談作成におけるインテークとアセスメントについて」 

 

【第 3回】 

１．情報提供と制度説明等 

障がい福祉課より 

・介護保険法の基本的な知識、流れ、障害福祉サービスからの移行等について 

・モニタリングについて 

こぶしの会相談支援センターより 

・障害者の介護保険への移行に伴う負担金について（福祉新聞より抜粋） 

２．グループワーク「事例検討」 

課題：事例検討における個人情報の保護について 

介護保険への移行について、障害者・高齢者ワーキングの次年度設置を検討 

 

●進路状況ワーキング 

日時：平成 27 年 10 月 22 日（木）10:00～12:00 

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、二階堂養護学校、明日香養護学校 

高等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、 

障がい福祉課 



6 
 

議事内容： 

１．各学校の来春の卒業生の状況 

  奈良養護学校より 4年制大学 1名合格 

  通所事業所利用希望者はほぼ内定 

  入所施設利用希望者が複数名調整中 

  就労希望者は現在 終実習等を実施中 

  登校できていない山間部居住の子どもの支援体制を調整中 

２．その他 

児者施設の場合、18 歳になった時点で者の制度に切り替える 

  短時間労働の場合、午後から日中一時支援以外で利用できるサービスがあるか 

   →休みの日は生活介護の利用ができる、就労継続支援 B型の場合は条件あり 

 

◎相談支援部会① 

日時：平成 28 年 1 月 19 日（火）13：30～15：20 

議事内容： 

１、 第 3回運営委員会について（報告） 

２、 第 4回相談支援事業所連絡会議の開催に向けて 

３、 障害者虐待防止研修会について 

４、 その他 

 

◎相談支援部会② 

日時：平成 28 年 1 月 19 日（火）15：30～17：00 

議事内容：事例検討 

① 精神障害など障害をもつ親が子育てをする際の支援 

・30 代、女性、区分３、躁うつ病。保育園年長クラスに在籍する子ども（自閉症スペクトラム）と二人暮らし。

本人の病状に振り回されて、子どもが安定して通園できない。就学後の通学についても不安がある。 

 

②家庭内に複数障害者がいるケース 

・50 代、男性、区分６、脳性まひ。高齢の母と二人暮らし。母にもの忘れや理解力の低下、足腰の弱りがみられ、

1 日 1 食のことがほとんど。サービスを利用しているが、母が台所に人を入れることに拒否的で調理等の支援に

入れていない。 

・小学生、男児、水頭症。三つ子で、妹にも障害がある。進学にあたり、本人の気持ち、兄の気持ちなど、悩む

ことも多い。 

 

③既存のサービスになじみにくい障害者・児 

・50 代、男性、区分４、統合失調症。高齢の父母と 3人暮らしで父母の介護負担大きい。外出、集団の場、対人

関係に苦手意識が強く、自ら出向くタイプのサービスを利用しにくい。個別のアウトリーチ型支援の対象者。グ

ループホームが必要。 

・50 代、女性、区分４、統合失調症・知的障害。入退院をくり返し、母の死去、本人の手術後 10 年間の長期入

院となる。病院の目の前のマンションで単身生活を開始。突発的な出来事への対応が難しく、相談支援事業所が

対応することが多い。 

・中学生、男児、LD。読み書きに著しい障害があり、小学校時代は不登校にもなったが、中学校は通えている。
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学校の音などへのストレスもあり、不規則登校になったため、居場所としての放課後等デイの利用を増やした。 

 

④強度行動障害や他害のある人 

・30 代、男性、区分３、自閉症。就労継続支援 B型で他利用者との関係から通所継続が困難になる。家庭でこだ

わりのことができない、思った通りにならないことで、家族に暴力をふるうようになる。2 度入院。訪問看護を

利用。家庭内での暴力、語気の強い言葉かけが続く。 

・30 代、男性、区分５、自閉症。授産施設で仕事をしていたが、パニックが激しくなり、医療保護入院。てんか

んの重積発作も重なり、入退院を繰り返す。母と二人暮らしで、母がぜんそく発作が激しくなったが、支援を受

け入れにくい。 

 

⑤医療的ケアの必要な障害者の地域での対応 

 

⑥医療分野と福祉分野で連携が必要なケース 

・30 代、女性、区分５、アルコール依存症・不眠・精神遅滞（軽度）。窃盗をくり返し、拘留中に簡易鑑定で知

的障害の疑いが指摘。福祉サービス利用で釈放され、金銭管理等を行うが、支援の受け入れが難しい。散在して

お金が無くなると精神的に不安定になる。再犯をどのように防ぐか。 

 

●平成２７年度 奈良市地域自立支援協議会「障害者虐待防止研修会」」  

日  時：平成２８年２月９日（火） １４：００～１６：００まで（受付時間１３：００～） 

場  所：奈良市総合福祉センター３階大会室 

目   的：障がい者および支援者等の現状を知るとともに、地域での障がいに対する理解を深めること 

          で、障がい者の権利擁護に資することを目的とする。 

日    時：平成２８年２月９日（火）１４：００～１６：００（受付１３：３０～） 

場    所：奈良市総合福祉センター ３F 大会議室   住所：奈良市左京５丁目３－１ 

内    容： 講 演 （１４：０５～１５：３５） 

「障害者の権利擁護～虐待を防ぐために地域でできること～」 

       講 師  特定非営利活動法人 PAS ネット 理事長 上 田 晴 男 氏 

       報 告 （１５：４０～１６：００） 

       奈良市障害者虐待防止センターの運営状況について 

       報告者  奈良市障がい福祉課担当職員 

対  象  者：市民（在勤、在学も可）  

参  加  費：無料 

定    員：８０名  

参  加  者：５７名 

共    催：奈良市 ／奈良市地域自立支援協議会 

 

◎相談支援部会① 

日時：平成 28 年 2 月 16 日（火）13：30～15：20 

議事内容： 

１、 第 4回相談支援事業所連絡会議の開催に向けて 

２、 今年度の活動のまとめと来年度の活動に向けて 

３、 その他 
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◎相談支援部会② 

日時：平成 28 年 2 月 16 日（火）13：30～15：20 

議事内容： 

１、 ケース検討のまとめ 

1 年間で検討したケースについて、課題別にまとめた。 

２、 来年度の活動に向けて 

来年度の相談支援部会のあり方等について検討した。 

 

●進路状況ワーキング 

日 時：平成 28 年 2 月 23 日（火）10:00～12:00 

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・明日香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、障がい福祉課 

議事内容： 

１、各学校の平成 27 年度の卒業生の状況（ほとんどの卒業生の進路が確定。） 

  現在、入所希望の 1名の入所施設の調整中。 

  卒業時に新規で福祉サービス利用希望の場合、相談支援事業所の調整が難しい事例があった。 

  （相談支援事業所が手いっぱいになっている） 

２、平成 28 年度卒業生の状況 

  奈良東養護学校から入所希望 1名、グループホーム希望 2名 

  奈良西養護学校から入所希望 1名 

３、その他 

  奈良養護学校 

現在東大寺整肢園分校在籍の子どもが来年度から本校へ通学予定。 

   平成 28 年度までは分校の名前あり、平成 29 年度からは分校なくなる。 

 

●相談支援事業所連絡会議 

日時：第４回 平成 2８年３月２２日（火） １３：３０～１５：３０ 

会場：奈良市総合福祉センター３Ｆ 大会議室 

参加者：委託相談支援事業所、指定特定・障害児相談支援事業所、障がい福祉課、 

議題：【第４回】 

【前半】1．あいさつ 

2．情報提供と制度説明等 

障がい福祉課より 

               ・計画相談支援・障害児相談支援のてびきの改正について 

               ・計画相談の進捗状況について 

【後半】3．サービス等利用計画・障害児支援計画作成のための情報交換及び意見交換 

                 ・グループワーク  委託相談支援事業所より 事例紹介 

４．その他（連絡事項） 

         市内相談支援事業所紹介（支援者用）の作成について 

 


