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平成２７年度 奈良市地域自立支援協議会  

地域生活支援部会 活動計画 

目 的 障害者が地域で安心して暮らすための支援体制の構築について検討する 

テーマ 

 取り組み

ポイント 

①触法障がい者について司法と福祉の連携について 

②長期入院精神障がい者の地域生活への移行について 

③居宅介護支援の現状と課題について  

④こども部会、相談支援部会との共通課題の検討  

活動内容 

①触法障がい者の支援について  

 ・触法障がい者の相談の流れの整理   

支援に関する課題抽出と課題解決に向けた検討 

 ・司法関係者との連携 

②長期入院精神障がい者の地域生活への移行 

 ・解決すべき課題の抽出と検討 

 ・福祉サービス、医療機関、行政機関の連携と役割 

 ・指定一般相談支援事業所の現状 

③居宅介護 

 ・支援者向け人材育成研修  

④部会間の共通課題の検討 

 ・養育能力が不足している親の子育て支援に関する意見交換 

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：全体会として年 2回（10/21、1/27）

       

 

活動内容：各グループの活動状況の共有 

運営会議への報告内容検討 

こども部会、相談支援部会との共

通課題の検討 

 

 

 

 

参加団体・機関 

◎相談支援事業所夢  

○相談支援事業所リベルテ  

障がい者生活支援センターこすもす  

相談支援事業所歩っと  

たんぽぽ相談支援センター  

障がい福祉課  

奈良事業所（事務局）  

 各グループ参加者 

 グループ活動①  

【触法障害者支援グループ】 

活動頻度：年 6回（偶数月） 

参加団体・機関 

☆障がい者生活支援センターこすもす  
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     奈良弁護士会主催勉強会 

（メンバー任意参加） 

 

 

活動内容：各関係機関からの情報交換 

相談や支援の流れに関する検討 

支援施設見学 

 

グループ活動②  

【地域移行グループ】 

活動頻度：年 3回 

 奈良市保健所精神保健福祉連絡

会 

(7/3、11/6、3/4 出席予定) 

 

活動内容 

・精神障がい者の地域移行に関する 

課題集約 

・指定一般相談支援事業所の現状把握 

 障がい者支援センターオネスティ  

 奈良県地域定着支援センター  

 発達障害支援センターでぃあ～  

 奈良弁護士会 

 法テラス奈良法律事務所 

 あおはにの家 

 障がい福祉課  

 

参加団体・機関 

☆相談支援事業所歩っと  ※連絡会出席  

 相談支援事業所リベルテ ※連絡会出席  

 相談支援事業所夢      ※連絡会出席  

 りべるて（障害福祉サービス事業所） 

 サポートセンター夢（障害福祉サービス事業

所）                  

 障がい福祉課  

 奈良市保健所保健予防課  

 

グループ活動③  

【居宅介護グループ】 

活動頻度：調整会議 2回程度 

 

 

活動内容：支援者向け研修会 1回 

 

参加団体・機関 

障がい者生活支援センターこすもす、 

たんぽぽ相談支援センター  

相談支援事業所リベルテ  

 相談支援事業所夢  

事務局 

居宅介護事業所 

研修・調査等 

の実施につ

いて 

(内容、対象

者、時期等) 

支援者向け人材育成研修（居宅介護グループ） 

その他 
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平成２７年度 奈良市地域自立支援協議会 

地域生活支援部会 活動報告（４月～３月） 

目 的 障害者が地域で安心して暮らすための支援体制の構築について検討する 

テーマ 

 取り組み

ポイント 

１）触法障がい者について司法と福祉の連携について  

２）長期入院精神障がい者の地域生活への移行について  

３）居宅介護支援の現状と課題について  

４）こども部会、相談支援部会との共通課題の検討  

 

【地域生活支援部会】 

調整会議 

日時：5月 27 日(木)10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 

 

第 1回部会 

日時：10 月 21 日(木)10:00～12:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

第 2回部会 

日時：1月 27 日(木)14:00～16:20 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

１）運営委員会の報告 

  ・自立支援協議会の意義と役割の確認 

  ・運営委員会への部会報告 

２）各グループからの活動状況報告 

①触法障がい者支援グループより報告 

 ・地域課題の報告 

（意見）障害支援区分の認定について 

県主催の障害支援区分に関する研修時に、触法障が 

い者の支援について取り上げてもらってはどうか。 

 ・ＫＡならの活動が開始された。 

 ②地域移行グループより報告  

  ・今年度のまとめ 

  ・今後、地域移行支援の書式や制度活用の流れを 

整理していく 

・今後、地域移行支援の書式や制度活用の流れを 

整理していく 

 ③居宅介護グループより報告 

  ・3/29（火）開催予定の研修企画について 

 

【触法障害者支援グループ】 

第 1回グループ活動 

日時：4月 9 日(木)10:00～12:30 

場所：市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 

 

第 2回グループ活動 

日時：6月 9 日(火) 10:00～12:30 

場所：市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 

 

第 3回グループ活動 

日時：8月 11 日(火) 10:00～12:30 

 地域課題として挙がっていること 

①奈良県には触法や他害の激しい人の入所施設 

がなく、緊急ショートも難しい。 

②盗癖のある人には入所施設での訓練が必要と 

思うが、専門の機関が不足している。 

③出所後は単身生活になる事例が多い。 

相談支援事業所では、対象者が地域生活を始め 

るにあたっての支援体制づくりに苦労している。 

④ヘルパー等の支援者への啓発、加算等の仕組み 

が必要ではないか。 

⑤精神障害がある触法の方を福祉サービスにつ 
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場所：市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 

 

 

触法障がい者支援の勉強会への出席 

日時：5月 15 日(金) 

場所：奈良弁護士会館 

主催：奈良弁護士会 

 

 

第 4回グループ活動 

日時：10 月 20 日(火) 10:00～12:30 

場所：市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 

 

 

第 5回グループ活動 

日時：12 月 22 日(火) 10:00～12:30 

場所：市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 

 

 

第 6回グループ活動 

日時：2月 26 日(火) 10:00～12:30 

場所：市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 

 

 

【地域移行グループ】 

調整会議 

日時：5月 19 日（火） 11:00～13:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

奈良市保健所精神保健福祉連絡会出席 

日時：7月 3 日（金）14:00～16:00 

場所：奈良市保健所３Ｆ大会議室 

 

第 1回グループ活動 

日時：7月 9 日（木）15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター 

ないでいくのが難しい。 

⑥拘留中や受刑中に福祉の支援を勧められたと 

き対象者が支援を断ると、地域定着支援センター 

等の支援に繋がらない。 

⑦地域生活を始めるための基盤が脆弱である。 受け入

れ可能な施設、グループホーム等住まいやサービス提供

事業所が少ない。 

⑧地域生活支援のため関係者の労力は大きいが、障がい

支援区分は低めに判定されるため、公的サービスで対応

しきれない。 

⑨福祉制度につながるだけでは、累犯を防ぐことはでき

ない。 

⑩窃盗癖は国際疾病分類（ICD10）で分類できる精神障害

であるが、診断できる医療機関は少ない。 

⑪触法ケースを抱え込んで困っている事業所があるので

はないか。他機関に相談できる機会を作る必要がある。

⑫触法の事例のうち精神障害のケースも多い。保健所に

参加依頼する。 

⑬（住居のない出所者を対象としている）自立準備ホー

ムの整備。 

⑭特別調整の対象者となるには満期出所が条件のひと

つ。早く出所したい気持ちから、特別調整を希望しない

受刑者は多い。 

 

地域課題として挙がっていること 

①奈良市において地域移行・地域定着支援事業の 

拡充を図るために必要なことは何か。 

 

②訪問系事業所は本人の変化をキャッチしやす 

く、適切に判断することで地域生活の安定を図る 

ことができる。 

精神障害者を対象とする事業所が増加してい 

る中、医療介入レベルの判断や医療側との連携はどうな

っているか。 

③医療側は、入院が必要な状態になってから支援 

者から連絡が入ることが多いと感じている。 

日頃からお互いに連携ができていることが大事との意
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奈良市保健所精神保健福祉連絡会出席 

日時：11 月 6 日（金）14:00～16:00 

場所：奈良市保健所３Ｆ大会議室 

 

第 2回グループ活動 

日時：11 月 18 日(水) 14:00～16:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

第 3回グループ活動（意見交換会） 

日時：12 月 15 日(水) 15:40～17:10 

場所：奈良市総合福祉センター 

  

第 4回グループ活動 

日時：2月 10 日(水) 14:00～16:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

奈良市保健所精神保健福祉連絡会出席 

日時：3月 4 日（金）14:00～16:00 

場所：奈良市保健所３Ｆ大会議室 

 

その他 

地域移行の取り組みへの参加 

事務局：奈良市保健所 

場所：奈良市内の精神科 2 医療機関 

テーマ：「個別給付を利用した退院支援

のモデル事例」のケース検討。 

見と、「医療側の支援は退院まで」「退院後は地域の支援」

と区分けする考えも根強く、考え方のばらつきが大きい。

そもそも、連携の仕方が分からない。 

 

④精神障害者の地域生活支援において、主治医や医療機

関双方に遠慮や情報不足があり、適切な連携体制がとれ

ていない。 

 

⑤退院後の住まいの確保が課題。 

・グループホーム空き部屋の賃料（事業所が民営住宅を

借り上げ）が負担になり、事業拡大につながらない。 

・公営住宅担当課と意見交換できる場が必要。 

市営住宅へ申込みの際、門前払いされた事例あり。 

グループホームとしての活用を阻む、人の意識。 

 

⑥医療機関と同一敷地内での体験宿泊が認められていな

いため、帰来先がない人が病棟外で過ごすことへの耐性

を評価できない。 

 

⑦指定の相談支援事業所に対しても、地域相談支援事業

に関する知識が不足している。 

・事業のメリットが分からないので、相手に説明でき

ない。 

・事業に関わる手続きや機関役割が未整理。 

 

⑧地域定着支援として24時間365日支援を求められるこ

とに対し、事業所の負担感が大きい。 

         

次年度に向けて 

・地域移行に関する勉強会（研修）を企画してはどうか

・地域相談支援の理解啓発を図る資料作り 

・書式や事業利用の流れを整理する 

・住まい確保に関し、住宅課との意見交換 

【居宅介護グループ】 

第 1回グループ活動 

日時：8月 11 日(火)14:00～16:00 

場所：たんぽぽ相談支援センター 

地域課題として挙がっていること 

①居宅介護事業所の横の連携のためにも、集まりの場が

必要ではないか。 
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第 2回グループ活動 

日時：9月 15 日(火)18:00～19:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

 

第 3回グループ活動 

日時：11 月 5 日(木)13:00～14:20 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

 

第 4回グループ活動 

日時：1月 27 日(水)16:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター 

 

 

第 5回グループ活動（講師打ち合わせ）

日時：2月 24 日(木)17:15～ 

場所：たんぽぽ相談支援センター 

 

 

ヘルパー向け勉強会 

日時：3月 29 日(火)18:00～20:00 

場所：奈良市総合福祉センター  

研修会報告 

日  時：平成２８年３月２９日（火）  

１８：００～２０：００まで（受付時間１７：３０～）

場  所：奈良市総合福祉センター３階集会室 

目   的：重度の身体障害を抱える人に対する気づき 

や関わり方を学んでもらうことで、障害者 

支援に関わる支援者の資質向上及び、奈良 

市における障害者支援の向上を図ること 

を目的とする。 

内 容：講 演 （１８：１０～１９：３０） 

講 師：学校法人青丹学園 関西学研医療福祉学院  

理学療法学科 学科長 古川智子 氏 

テーマ：「障害のある人の体を知ろう」 

～よりよいケアへステップアップ編～ 

「脳性まひってどんな障害？」 

「身体介護の時に、ヘルパーが気をつけるこ 

とって何？」 

「車いすで生活する人の、からだへの負担っ 

てどんなもの？」 

対  象  者：市内居宅介護事業所職員  

参  加  費：３００円（資料代） 

定    員：５０名  

参  加  者：３５名 

主   催：社会福祉法人わたぼうしの会 

後   援：奈良市地域自立支援協議会 

協   力：地域生活支援部会 居宅介護グループ 

担当者感想 

利用者の障害の状態を理学療法士の立場からわかりやす

く解説していただき、どういう状態で水分補給や食事を

摂取しているのか、実技を交えて参加者が体験すること

で、支援のあり方について改めて見直すことができるい

い機会になった。また、「利用者の立場になって」という

当たり前のことが、「支援者の立場になって」に切り替わ

っていないか？など働く環境や気持ちなどの話もしてい

ただき、支援者のスキルアップと合わせてメンタルサポ

ートの話も聴くことができ充実した内容であった。 

 


