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平成 28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質の向上 

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 個別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 

部会の頻度 年 4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） 

奈良県発達障害支援センターでぃあー、障害者就業・生活支援センターコンパス 

障がい福祉課 

検討したい内容 ● 相談支援部会（年４回） 

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方法や仕組みを

提案する。 

65歳の介護保険への移行の課題について検討する場を設ける。 

 

● 相談支援事業所連絡会議（年４回） 

相談支援事業所の連携と、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の質の確

保のため、連絡会議を開催。ケース検討や相談支援の現状に関する検討を予定

している。 

 

● 進路状況ワーキング（年３回） 

養護学校卒業生の進路状況の共有と課題の検証。 

 

 

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  
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平成２８年度 相談支援部会 4 月～３月活動報告 

 

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 

 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質の向上 

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個別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 

検討内容 

● 相談支援部会（年４回） 

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方法や仕組みを提案する。 

65歳の介護保険への移行の課題について検討する場を設ける。 

● 相談支援事業所連絡会議（年４回） 

相談支援事業所の連携と、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の質の確保のため、

連絡会議を開催。ケース検討や相談支援の現状に関する検討を予定している。 

● 進路状況ワーキング（年３回） 

養護学校卒業生の進路状況の共有と課題の検証。 

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：年５回 

 

活動内容： 

相談ケースから地域課題を抽出し、地域課題

の解決に向けた方法や仕組みを提案する。 

65 歳の介護保険への移行の課題について検

討する場を設ける。 

 

 

参加団体・機関 

◎たんぽぽ相談支援センター 

〇相談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） 

奈良県発達障害支援センターでぃあー 

障害者就業・ 

生活支援センターコンパス 

障がい福祉課 

第１回相談支援部会 

日時：平成 28年 4月 19日（火）13：30～16：00 

議事内容：①今年度の活動計画（案）について 

     ・年間の日程調整（スケジュール）案 

          ・部会の開催について 

・相談支援事業所連絡会議の開催について 

・障害者虐待防止研修会について 

②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 
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第２回相談支援部会 

日    時：平成 28年 5月 17日（火）15：00～17：00 

議事内容：①今年度の検討課題について 

②高齢者・障害者ワーキングを年度後半で課題共有を行う 

③平成 28年度ファシリテーター等養成のための専門研修及びサービス等利用計画 

の評価に係る 

・スーパーバイザー派遣事業における圏域代表の推薦について 

・ファシリテーター研修：各事業所で調整 

・スーパーバイザー派遣事業における圏域代表：江崎 

④第 1回相談支援事業所連絡会議に向けて 

⑤第 1回運営委員会に向けて 

 

第３回相談支援部会 

日  時：平成 28年 10月 18日（火）15：00～17：30 

場  所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議 

議事内容：①第 2回運営委員会報告 

②第 3回相談支援事業所連絡会議に向けて 

・第 2回相談支援事業所連絡会議の課題を質問にまとめ、障害福祉課より返答をい 

ただいた。 

・児童のアセスメントシート、奈良市のサービス等利用計画の様式についてワーキ 

ングチームを設置し、検討を行うこととした。 

・第 3回相談支援事業所連絡会議では、事例紹介を行う。 

③ケース検討について 

・相談支援事業所連絡会議では、ケース検討を行う時間が限られるため、別途検討 

会を設ける。 

④高齢者・障害者ワーキングについて 

・今年度中にワーキングの担当者を設置し、準備会を行い、次年度にワーキングを 

行う。 

 

第４回相談支援部会 

日  時：平成 29年 1月 17日（火）15：00～17：30 

場  所：奈良市総合福祉センター３Ｆ会議室 

議事内容：①第４回相談支援事業所連絡会議について 

・テーマ設定をしてグループでケース検討を行う。 

②サービス等利用計画の様式について 

③事例検討会の開催について 

・こじんまりとした雰囲気のなかで事例を話し合うことができた。 

・新しい相談員が情報を共有しあえるような場になるといい。 

・毎回来られる人がいなくても、細く長く継続していく。 

④障害者虐待防止研修会について 
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第５回相談支援部会 

日    時：平成２９年３月２１日（火）15：00～17：00 

場    所：奈良市総合福祉センター 3階 中会議室 

議事内容：①今年度の活動について 

     ・相談支援事業所連絡会議について  

     ・障害者虐待防止研修会について 

     ・事例検討会について 

     ・進路状況ワーキングについて 

     ・サービス等利用計画の様式改正について 

②来年度の活動について 

・相談支援事業所連絡会議の開催について 

・障害者虐待防止研修会について 

③その他（連絡事項） 

  

【相談支援事業所連絡会議（年４回）】 

参 加 者：障がい福祉課、委託相談支援事業所、市内の指定特定・障害児相談支援事業所 

会    場：奈良市総合福祉センター 

活動目的：相談支援専門員としての知識や視野の幅を広げ、スキルアップをはかる。 

活動内容：相談支援事業所間の連携と、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の質の確保 

     のため、連絡会を定期的に開催し、ケース検討や相談支援の現状に関する情報共有 

を行う。 

第１回相談支援事業所連絡会議 

日    時：第 1回 平成 28年 6月 21日（火）15：00～17：00 

会    場：奈良市総合福祉センター 

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

議    題：①奈良市地域自立支援協議会について  

②行政からの連絡・情報提供・報告 

③計画相談の進捗状況(平成 28年 6月現在) 

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（％） 

  内セルフ 

身体・知的・精神 2,838 2,579 549 90.9 

児童 729 729 81 100 

④グループワーク「事業所マップをつくろう」 

⑤相談支援事業所紹介の作成 

⑥相談支援事業所連絡会議の運営について協力依頼 

課 題 等：支援者向けに相談支援事業所紹介を作成した。事業所マップ作成にあたり、相 

談支援事業所の所在地を整理したところ、奈良市西部に相談支援事業所が少な 

いことが共通認識できた。 
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第２回相談支援事業所連絡会議 

日 時：平成 28 年 9月 27 日（火）15：00～17：00 

会 場：奈良市総合福祉センター 

参加者：５２名（３３事業所が参加、行政担当職員も含む）） 

指定特定・障害児相談支援事業所、委託相談支援事業所、障がい福祉課、 

コンパス（辻センター長） 

議 題：①行政からの連絡・情報提供・報告 

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（％） 

  内セルフ 

身体・知的・精神 ２，８８８ ２，７０７ ５４４ ９３．７ 

児童 ８０８ ８０８ ９９ １００ 

②計画相談の申請手順（流れ）について 

③グループワーク「申請手順の振り返り」 

④障害者就業・生活支援センターコンパスの紹介 

⑤就労支援部会から報告「お仕事問診票、フローチャート」について 

課題等：支援者向けに相談支援事業所紹介を作成した。事業所マップ作成にあたり、相談支援 

事業所の所在地を整理したところ、奈良市西部に相談支援事業所が少ないことが共通 

認識できた。 

    改めて申請手順の振り返りを行い、意見交換を行った。 

 

第３回相談支援事業所連絡会議 

日 時：平成 28 年 12月 21日（火）15：00～17：00 

会 場：奈良市総合福祉センター 

参加者：４２名（２５事業所が参加、行政担当職員も含む） 

指定特定・障害児相談支援事業所、委託相談支援事業所、障がい福祉課、 

奈良圏域担当弁護士（古川弁護士） 

議 題：①あいさつ 

②行政からの連絡・情報提供・報告など 

・計画相談・障害児相談の達成状況について 

・第２回相談支援事業所連絡会議からの質問事項への回答 

       ・その他 

③事例報告 テーマ：「多様なケースについて」 

目 的：ケースをグループで共有し、多様性を把握する（今回は報告） 

④奈良県発達障害支援センターでぃあーの紹介      

⑤その他（連絡事項） 

・障害者の就職相談窓口のご案内（コンパスより）      

・事例検討会のご案内                   

課 題 等：事例報告（グループワーク）になると事前に提出書類等があるためなのか、参加 

     者が減ったり、当日、提出物を持ってこないで参加する事業所職員がいた。  
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     相談員の知識や経験などに差がありすぎて、できる相談員からは、ためにならな 

     いと言われることがあった。 

 

第４回相談支援事業所連絡会議 

日 時：平成 29 年 2月 21 日（火）15：00～17：00 

会 場：奈良市総合福祉センター 

参加者：４４名（２７事業所が参加、行政担当職員も含む） 

指定特定・障害児相談支援事業所、委託相談支援事業所、障がい福祉課、 

議 題：１．あいさつ 

２．行政及び自立支援協議会からの連絡・情報提供・報告など 

①計画相談・障害児相談の達成状況について  

②サービス等利用計画（奈良市様式）の変更について 

        ③その他 

３．ケース検討 （事例報告） 

テ ー マ：①６５歳以上（介護保険）のケースについて 

②複数障害（多問題家族）のケースについて  

③医療ケアが必要なケースについて      

④触法障害者のケースについて        

⑤地域移行支援が必要なケースについて 

 

課題等： グループワークをすることで、自分の支援の振り返りや、方向性などが確認でき、 

地域の特性理解や事業者間の連携等に役立つ機会なので、大変ありがたいという 

意見を多くいただいた。来年度も継続して議題に入れていく方向で検討。 

 

【進路状況ワーキング（年３回）】 

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、 

相談支援センターこすもす 

奈良養護学校、奈良西養護学校、奈良東養護学校 

高等養護学校、障がい福祉課、 

第１回進路状況ワーキング 

日    時：平成 28年 5月 24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・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 

議事内容：１．各学校の来春の卒業生の状況 

       高等養護学校の 3年生で奈良市在住の人が例年より多い。 

       施設入所、グループホーム利用希望の人がいる。 

       計画相談を利用している人が増えた。 

       夏休みの実習を経て、最終的な希望を調整する。 

２．その他 

       市内の事業所の状況共有 
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第２回進路状況ワーキング 

日  時：第 2回 平成 28年 10月 26日（水）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・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 

議事内容：①各学校の状況 

・奈良養護学校 4名  ・奈良東養護学校 高等部 17名、高等養護部 19名 

・奈良西養護学校 16名 ・高等養護学校 5名 

②来年度の課題 

・登美学園の入所者が多い（奈良西 3名、奈良東 3名、奈良東高等部 3名、高等養 

護 1名）。 

・家庭環境が厳しい人が多い。進路先が決まっても大丈夫かという人がいる。 

・奈良養護は医療ケアが必要な卒業生が 4名。受け入れ先があるか。 

・明日香養護で来年月ヶ瀬の卒業生。移動に課題。 

・二階堂養護が来年 2名卒業。 

③その他 

     ・市内の事業所の状況共有 

 

第３回進路状況ワーキング 

日  時：平成 29 年 2 月 20 日（月）10:00～12:00 
場  所：奈良市役所 
参 加 者：奈良養護学校、奈良東養護学校、奈良西養護学校、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各学校の状況 
・各学校ともほぼすべての人の進路が決定した。 
②来年度の課題 
・入所希望者が多い（奈良西 3 名、奈良東 3 名、奈良東高等部 3 名）。 
・奈良養護は医療ケアが必要な卒業生が 4 名。受け入れ先があるか。 
③情報共有 
・入所施設、グループホームの状況の確認 

 

 

【 事例検討会 】 

活動頻度：年９回 

（各会場で 1か月に 1回開催） 

目  的：少人数で事例検討を行い、 

さまざまな課題を抱える対象 

者の生活や障害、病気、サー 

ビスの利用について支援者間 

で共有を図り、日々課題に直 

 

参加団体・機関 

 

委託相談支援事業所 

市内の指定特定・障害児相談支援事業所 
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面している相談支援専門員の 

セルフヘルプを行う。 

活動内容：少人数での事例検討ース検討 

事例検討会 

日   時：平成 29年 1月～3月（各会場で 1か月に 1回開催） 

場   所：会場１ たんぽぽ相談支援センター（六条山カフェ） 

          ①平成 29年 1月 23日（月）10：00～12：00 

          ②平成 29年２月 27日（月）10：00～12：00 

          ③平成 29年３月 27日（月）10：00～12：00 

 

      会場２ 仔鹿園 

          ①平成 29年 1月 16日（木）15：30～17：30 

          ②平成 29年２月 27日（月）15：30～17：30 

          ③平成 29年３月 30日（木）15：30～17：30 

 

       会場３ 相談支援センターこすもす 

          ①平成 29年 1月 11日（水）16：00～17：00 

          ②平成 29年２月 8日（水）16：00～17：00 

          ③平成 29年３月 8日（水）16：00～17：00 

 

その他 

その他 

・年間数回、検討の場を設け、サービス等利用計画（計画相談）様式の改善をおこなった。 

 ①相談員が本人の情報として必要だと感じている部分 

 ②行政が相談員に書類確認の際に書いておいてほしい部分 

 ①②を調整・検討し改善をおこなった。 

 

 


