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平成２８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 

部会の目的 障害者が地域で安心して暮らすための支援体制について検討する 

テーマ 

① 触法障がい者支援について 

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 居宅介護支援について 

取り組みポイント 

検討内容 

●上記のテーマに関し、グループ①、②、③を設けて検討する。  

●部会は、全体の活動案及び年間の活動内容に関する報告・協議を行う。 

 

① 触法障がい者支援グループ 

  １）司法と福祉の連携 

    ・提出事例をもとにグループメンバーで話し合い、より適切な支援方法について 

話し合う。  

  ２）スキルアップ研修の企画、参加 

・触法事例に関わる支援者のスキルアップを図る。 

  ３）本人へのアプローチの研究 

     ・ＳＳＴや認知療法など、触法当事者へのアプローチの方法を研究する。 

     関係機関へもその方法を伝えていく。 

  ４）触法障がい者の支援モデルの作成 

     ・触法障がい者支援の流れを整理・検討し、支援モデルづくりに取り組む。 

 

② 地域移行グループ 

１）地域相談支援事業を利用した退院の流れや仕組みについて検討する。 

    ・個別給付事例の流れや連携の仕方について共通理解を図り、各機関の動き 

について検討する。 

  ２）事業運営の周知を図り、事業所拡大につなげる。 

    ・奈良市版の書式について障がい福祉課とともに整備する。 

    ・事業所向け研修または勉強会を企画する。 

  ３）地域移行について、医療・地域・行政が協働、連携できる土台をつくる。 

    ・地域移行体制整備事業（奈良市保健所）、精神障害者地域医療推進体制整備事業 

（奈良県）、ひまわり（当事者と支援者による啓発・交流活動）の活動状況を知り、

より良い連動の方法を探る。 

    ・精神保健福祉連絡会において医療機関との情報交換を行う。 
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③ 居宅介護グループ 

※今年度はメンバーを増やして（障がい福祉課、居宅介護事業所）行う。 

  １）支援者向け研修企画・・・ヘルパー支援のやりがいや価値を共有する。 

  ２）市内居宅介護事業所ガイドブック改訂版の作成準備にとりかかる。 

 

活動の頻度 

 

構成メンバー 

◎部会長 

○副部会長 

☆グループリーダー 

 

 

【部 会】   

開催頻度：年 2回 

 

参加団体・機関 

たんぽぽ生活支援センター 

 ヘルプステーションこすもす 

岡谷会ホームヘルプステーション 

奈良弁護士会 

 障害者生活支援センターこすもす 

 相談支援センターいま・ここ 

 障害福祉サービス事業所りべるて 

 障害福祉サービス事業所あとりあ 

 障害福祉サービス事業所サポートセンター夢 

 地域活動支援センター歩っと 

 相談支援事業所リベルテ ※連絡会出席 

たんぽぽ相談支援センター 

奈良市保健所保健予防課 

 奈良市障がい福祉課生活支援係 

市社協奈良事業所（自立支援協議会事務局） 

◎相談支援事業所夢 ※連絡会出席 

○相談支援事業所歩っと ※連絡会出席 

グループ活動① 

【触法障がい者支援グループ】 

 活動頻度：年 6回（偶数月） 

研修企画：支援者向けスキルア

ップ研修 

そ の 他：奈良弁護士会主催 

     勉強会への参加 

     （任意） 

参加団体・機関 

 奈良保護観察所 

 奈良法務少年支援センター（奈良少年鑑別所） 

 奈良県地域生活定着支援センター 

 奈良県発達障害支援センターでぃあ～ 

 ならまち法律事務所 

法テラス 

障害者支援センターオネスティ 

社会福祉法人あおはに会 

生活介護空と海 

相談支援センターホホエモ 

奈良市障がい福祉課 

☆障害者生活支援センターこすもす 
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グループ活動② 

【地域移行グループ】 

活動頻度：年５回 

研修企画： 

事業所職員向け研修または勉強 

会開催事業の周知と啓発 

そ の 他： 

奈良市保健所精神保健福祉連絡 

会へ出席(年 3回） 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

参加団体・機関 

 相談支援センターいま・ここ 

地域活動支援センター歩っと 

 障害福祉サービス事業所りべるて 

 障害福祉サービス事業所ぽらりす 

 障害福祉サービス事業所サポートセンター夢 

 奈良市保健所保健予防課 

 奈良市障がい福祉課生活支援係 

相談支援事業所歩っと 

相談支援事業所夢 

☆相談支援事業所リベルテ 

グループ活動③ 

【居宅介護グループ】 

活動頻度：年５回 

研修企画：支援者向け研修 

ヘルパー支援のや

りがいや価値を共

有する 

 

参加団体・機関 

たんぽぽ生活支援センター 

ヘルプステーションこすもす 

岡谷会ホームヘルプステーション 

障害者生活支援センターこすもす 

奈良市障がい福祉課 

市社協奈良事業所 

相談支援事業所夢 

☆たんぽぽ相談支援センター 

（７）その他 
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平成２８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 

 

目 的 障害者が地域で安心して暮らすための支援体制について検討する 

テーマ 

・ 

 取り組み

ポイント 

１）触法障がい者支援について 

  ・司法と福祉の連携・・・事例検討 

  ・スキルアップ研修の企画、参加 

  ・本人へのアプローチの研究 

  ・支援の流れを整理、検討し、支援モデルづくりに取り組む 

２）長期入院精神障がい者の地域生活への移行について   

  ・地域相談支援事業を利用した退院の流れや仕組みの検討 

  ・事業運営の周知を図り、事業所拡大につなげる 

  ・医療・地域・行政が協働、連携できる土台づくり 

３）居宅介護支援について  

  ・支援者向け研修企画・・・ヘルパー支援のやりがいや価値の共有 

  ・市内居宅介護事業所ガイドブック改訂版の作成準備 

 

活動日 

及び 

活動報告 

【地域生活支援部会】 

第 1回部会  日時：5月 9 日(木)13:30～15:30 

場所：市役所６階第 17会議室 

①平成２８年度 部会の活動計画について検討 

②各グループの担当者決定 

③自立支援協議会の活動状況について意見 

 

第 2回部会  日時：2月 17 日(金)13:30～15:30 

場所：総合福祉センター 

①第 2回運営委員会の報告 

②第 4期障害福祉計画と地域生活支援部会との連携について 

③各グループからの活動報告 

 

【触法障害者支援グループ】 

第 1回グループ会議  日時：4月 27日(水) 10:00～12:00 

場所：市役所６Ｆ第１研修室 

第 2回グループ会議  日時：6月 27日(月) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

第 3回グループ会議  日時：8月 25日(木) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

第 4回グループ会議  日時：10月 27 日(木) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 
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第 5回グループ会議  日時：12月 14 日(水) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

第 6回グループ会議  日時：2月 13日(月) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

【その他の活動】 

・奈良弁護士会主催勉強会「窃盗壁のある方」 日時：5月 20 日(金) 

場所：市役所６Ｆ第１研修室 

 

・南高愛隣会見学会参加           日時：6月 3日(金) 

（長崎県長崎市滑石３丁目４９－２７）    場所：社会福祉法人南高愛隣会 

内容：施設訪問（事業説明及び施設見学） 

 

・チラシ作成ワーキング           日時：9月 21 日(水)  

場所：奈良弁護士会館 

内容：当番弁護士制度のチラシ、 

接見ツール作成について 

活動報告 

①事例の報告と検討 

 ・警察との連携を図った事例、薬物使用歴のある事例。 

・弁護士が関わった発達障害の疑いのある事例。 

②都市東部地域自立支援協議会の取り組み紹介 

・対象者との弁護士接見用ツール、当番弁護士についてのチラシ。 

 

課題など 

①刑務所や更生保護施設で、福祉支援につなぐ人と体制が必要と思われる。 

②逮捕歴があると、受け入れ施設が少なくなる。 

③奈良でも活用できるように、対象者との接見用ツール、当番弁護士のチラシを作りたい。 

 

【地域移行グループ】 

第 1回グループ会議  日時：6 月 2 日（木） 15:30～17:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

第 2回グループ会議  日時：8月 2日（木）15:30～17:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

第 3回グループ会議  日時：10月 25 日（火） 15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター 

第 4回グループ会議  日時：12月 6日（火）15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター 

第 5回グループ会議  日時：2月 7日（木）15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター 
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その他の活動 

・奈良市精神保健福祉連絡会  日時：7月 1日（金）14:00～16:00 

場所：奈良市保健所３Ｆ大会議室 

地域定着・地域移行 

第１回ワーキング（書式会議） 日時：8月 19日（金） 

場所：奈良市役所 

第 2回ワーキング（書式会議） 日時：10月 14日（金）  

場所：奈良市役所 

第 3回ワーキング（書式会議） 日時：11月 28日（月）  

場所：奈良市役所 

第 4回ワーキング（書式会議）  日時：1月 30日（月） 

場所：奈良市役所 

第 5回ワーキング（書式会議）  日時：3月 30日（月） 

場所：奈良市役所 

 

第 2回奈良市精神保健福祉連絡会 日時：11月 4 日（金）14:00～16:00 

場所：奈良市保健所３Ｆ大会議室 

活動報告 

①福祉計画では、地域移行支援の目標値は 7名（成 28 年度）となっている。  

・地域移行をキーワードに行われている事業等（奈良県、奈良市、保健所、自主グループ、

自立支援協議会）について共通理解するための話し合い。 

・市内の精神障害者の地域生活への移行に関する事業や取り組みの共有 

②地域移行・定着支援の実践報告と検討（3事例） 

③地域移行支援事業所における地域移行事例の経過の報告（17 事例） 

④地域相談支援で使用するためのツールつくり「書式検討ワーキング」の進捗状況につい

て報告。 

・事業者が使用するケア計画等の書式の作成等（周知・啓発に利用するハンドブック、チ

ラシの作成）＜次年度完成予定＞ 

⑥指定一般相談支援事業所や指定特定相談支援事業所に向けた事業説明会の企画＜次年度

開催予定＞ 

 

課題など 

①奈良市においては、各医療機関独自に地域移行の動きが進められてきた。 

・地域移行に関する取り組みが個々バラバラに行われている。情報集約されていない。 

・地域移行支援のサービスを利用する方がよい人、対象者の切り分け。 

②利用者や事業者に「なぜ地域移行なのか」「制度の仕組み」が知られていない。 
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・地域移行支援事業は当事者からニーズが出てこない資源となっている。 

・地域定着支援の対象者について、イメージの構築と明示が必要ではないか。 

利用を進めるには利用者・家族への説明、理解を得るための労力が必要。 

③地域移行・地域定着支援の在り方を検討する場が必要である。 

④ピアサポーターの養成や関与の検討。 

⑤グループホーム等の居住の場、体験宿泊の場などの資源不足。 

⑥指定一般相談支援事業所が動いていない。（一般相談支援の指定はとっていても動いてい

ない事業所の方が多い。） 

⑦障害福祉計画との関連・・・福祉施設からの地域移行に関すること 

【居宅介護グループ】 

第 1回グループ会議  日時：4月 27日(火)13:00～15:00 

場所：たんぽぽの家 

第 2回グループ会議  日時：6月 28日(火)13:30～15:00 

場所：奈良市総合福祉センター 

第 3回グループ会議  日時：7月 26日(火)13:00～15:00 

場所：奈良市総合福祉センター 

第 5回グループ会議  日時：10月 12 日(水)13:00～15:00 

場所：北人権文化センター  

第 6回グループ会議  日時：11月 24 日(木)13:30～15:00 

場所：たんぽぽの家  

第 7回グループ会議  日時：1月 12日(木)13:00～15:00 

場所：奈良市総合福祉センター中会議室 

 

【その他の活動】 

居宅介護事業所職員向け人材育成研修  

「ヘルパーとは何？」 ・ヘルパーの大切さを知ろう 

           ・仕事の大切さや尊さに気付く 

           日時：11月 30 日(水)13:30～16:00 

場所：奈良市総合福祉センター集会室 

活動報告 

①居宅事業所が抱えている悩みについて情報交換。 

②居宅介護事業所の体制について現状把握 

③ヘルパー講師による研修会、事例検討会の企画。 

④奈良市内居宅介護事業所一覧更新に関する検討 

 

課題など 

①介護保険の指定も取っている。高齢者介護は対応できても、障害者の支援を頼めるのは

一部のヘルパーに限られてしまう。（障害者総合支援法と介護保険法の制度と支援の違い、
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制度移行に関する共有） 

②ヘルパーが高齢化している。身体介護を行える若い職員の確保が難しい。 

③介護保険へ移行するとサービス提供内容に違いがでてくる。 

同じ対象者に対し、ヘルパーの支援をパシッと切り替えにくい。ヘルパーの 

モチベーションにも関わる。 

④研修会を行うとき、講師料などの費用の捻出のことがいつも課題になる。 

⑤ヘルパー個々を守ること（利用者との距離感、支援における法令順守など） 

⑥支援者の資質向上と横のつながりを図ること 

経験不足などで支援に困難を感じる人への対応（例えば精神障害がある人等） 

 

その他 なし 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


