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平成２９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 

取り組みの 

ポイント 

①触法行為や反社会的行動などを示す障がい者の支援を適切に進めていけるように、 

支援体制の構築と強化を図る。 

・ 司法・司法・行政の各機関の連携を強化していく。 

・ 福祉サービス事業所など受け入れ先の拡大を目指す。 

・ 地域社会への理解の促進を図る。 

② 長期入院精神障がい者の地域生活への移行や定着について検討する。 

・ 長期入院精神障がい者の地域移行を進めるにあたっての課題整理を行い、共有する。 

・ 障害福祉サービスの「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。 

・ 障がい者が地域で安心して暮らせるよう、医療・地域・行政が協働、連携でき 

る土台を作る。 

③ 居宅介護支援の現状と課題について把握する。 

・ 奈良市内の居宅介護事業の現状と課題について把握する。 

・ 各居宅介護事業所がつながり、抱える課題を共有できる機会をつくる。 

検討内容 

 部 会  

・ 部会は全体会として開催する。 

各グループについて活動状況報告、課題共有、今後の取り組みについて協議する。 

 グループ活動①  

触法障がい者支援グループ 

・平成２８年度作成チラシ『支援している人が逮捕された！～安心してください 

当番弁護士がいます』の配布、活用のための啓発について検討する。 

・それぞれの機関が抱える困難なケースについて検討し、機関特性を共有する。 

・関係者間で「入口支援」「出口支援」「地域生活支援」の流れを整理する。 

・ＳＳＴや認知行動療法など本人へのアプローチの方法について情報交換する。 

・サポートブック「リンクぷらす」の触法障がい者バージョンの作成について検討する。 

 グループ活動②  

地域移行グループ  

・主に指定一般相談支援事業所を対象として地域相談支援事業に関する説明会を行う。平

成２８年度から作成中の手引き、ハンドブック、チラシを活用する。 

・奈良市内の各機関や団体（奈良市保健所、奈良県、ひまわり）が主体となっている地域

移行に関わる取り組み、事業について共有する。 

・実際の地域移行事例、地域定着事例を元に支援のあり方を共有する。 

体験通所や体験宿泊、受け入れる施設側の課題、医療機関との連携などについても話し合

う。 

・別にワーキンググループを行い、各地のピア活動について調べ、ピアサポーターの役 
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割や育成について検討する。 

・地域相談支援について利用者や医療機関へ啓発を図る。 

グループ活動③  

居宅介護グループ 

・奈良市居宅介護事業所ガイドブックを改訂する。 

・居宅介護事業所職員に対し、スキルアップ研修を企画する。 

グループワークを行い、参加者相互に情報交換、居宅介護事業所における課題共有が図 

られるようにする。 

・定例会議では、上記取り組みの検討の他、居宅介護事業の現状把握と地域課題の抽出 

に繋がる話し合いを行う。 

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：年 2回（5月、2月） 

 

参加団体・機関 

部 会 長 ◎相談支援事業所夢  

副部会長  ○相談支援事業所歩っと 

リーダー ☆相談支援センターこすもす 

☆相談支援事業所リベルテ 

☆たんぽぽ相談支援センター 

奈良市役所 障がい福祉課生活支援係 

奈良市保健所 保健予防課 

各グループに参加している機関の担当者 

下記グループに参加している団体・機関 

事 務 局  

奈良市社会福祉協議会奈良事業所 

 グループ活動①  

【触法障がい者支援グループ】 

 

グループ活動：年 6回 

４、６、８、１０、１２、２月 

 

その他：奈良弁護士会主催勉強会   

へ参加（任意） 

参加団体・機関 

リーダー ☆相談支援センターこすもす  

奈良市役所 障がい福祉課 

障害福祉サービス事業所、相談支援事業所 

 ＮＳネットワーク空と海 

障がい者支援センターオネスティ 

相談支援事業所りあん 

相談支援センターホホエモ 

相談支援事業所夢 

関係機関 

ならまち法律事務所 

法テラス奈良法律事務所 

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 

奈良保護観察所 

ぱあとなあ奈良 

奈良県発達障害支援センターでぃあ～ 
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事 務 局  

奈良市社会福祉協議会奈良事業所 

 グループ活動②  

【地域移行グループ】 

グループ活動：年６回 

４、６、８、１０、１２、２月 

 

ピア活動ワーキング：年５回 

５、７、９、１１、１月 

 

奈良市保健所精神保健福祉連絡会 

へ出席：年３回 

７、１１、３月 

                                                                                                                               

参加団体・機関 

リーダー ☆相談支援事業所リベルテ  

奈良市役所 障がい福祉課生活支援係 

奈良市保健所 保健予防課 

障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、 

地域活動支援センター 

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 

相談支援センターいま・ここ 

相談支援事業所歩っと 

相談支援事業所夢 

地域活動支援センター歩っと 

関係機関  

五条山病院 

吉田病院 

訪問看護ステーションデューン 

事 務 局  

奈良市社会福祉協議会奈良事業所  

 グループ活動③  

【居宅介護グループ】 

グループ活動：年５～６回 

  

居宅介護支援者向けスキルアップ研修

開催：年 1回 

 

参加団体・機関 

リーダー ☆たんぽぽ相談支援センター 

奈良市役所 障がい福祉課自立支援給付係 

居宅介護事業所 

岡谷会ホームヘルプステーション 

生活支援センターこすもす 

たんぽぽ生活支援センター 

ツクイ 

ぐっど・たいむ 

奈良市社会福祉協議会 

相談支援事業所 

相談支援センターこすもす 

相談支援事業所夢 

事 務 局  

奈良市社会福祉協議会奈良事業所 

実施したい 

研修等 

相談支援事業所職員対象を対象とした 地域相談支援事業（地域移行支援・地域定着支援）

に関する説明会 

居宅介護事業所職員対象 スキルアップ研修 
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地域生活支援部会（年２回） 

第 1回地域生活部会   

日時：5 月 10 日(木)13:30～15:30 

場所：奈良市総合福祉センター 

内容：①前回（3/3）運営委員会の報告 

②平成２８年度地域生活支援部会活動報告 

③平成２９年度地域生活支援部会活動計画について検討 

 

第 2回部会地域生活支援部会   

日時：2月 16 日(木)13:45～15:45 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内容：①第 5期奈良市障害福祉計画について（地域生活支援部会に関わる部分） 

②平成 29 年度活動報告 

    ・触法障がい者支援グループより 

    ・地域移行グループより 

    ・居宅介護グループより 

③今後の地域生活支援部会の活動について 

④その他 

    日中活動の事業所把握に関して意見交換 

 

触法障がい者支援グループ（年６回） 

第 1回触法障がい者支援グループ会議   

日時：4 月 24 日(月) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３研修室 

内容：今年度のグループ会議の活動について 

   部会活動について 

   研修会の開催について 

 

第２回触法障がい者支援グループ会議   

日時：6 月 28 日(水) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

内容：当番弁護士チラシの周知、配布状況などについて 

今年度のグループの具体的な取り組みについて 

①当事者、支援者へ向けた啓発活動について 

②りんくプラスの別冊版の作成について  

美祢社会復帰促進センター見学の報告 

各事業所より情報共有、相談など 
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第３回触法障がい者支援グループ会議   

日時：8 月 28 日(月) 10:00～12:00 

場所：市役所北棟６Ｆ第１７会議室 

内容：各機関より連絡・報告 

当番弁護士制度のチラシの周知・配布状況など 

今年度のグループの取り組みについて 

①当事者、支援者へ向けた啓発活動について 

（仮）社会生活支援出前講座の企画（案）について 

②りんくぷらす(発達障害者等のサポートブック）に対する触法障害者支援の追記等について 

各機関よりケースなどの情報共有 

 

第 4回触法障がい者支援グループ会議   

日時：10 月 12 日(木) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３研修室 

内容：1.各機関より連絡・報告 

2.当番弁護士制度のチラシの周知・配布状況など 

3.今年度のグループの取り組みについて 

①当事者、支援者へ向けた啓発活動について 

（仮）社会生活支援出前講座の企画（案）について 

②りんくぷらす(発達障害者等のサポートブック）に対する触法障害者支援の追記等について 

4.各機関よりケースなどの情報共有 

 

第 5 回触法障がい者支援グループ会議   

日時：12 月 7 日(木) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

内容：1.各機関より連絡・報告 

2.当事者、支援者へ向けた啓発活動について 

・勉強会の企画（案）について 

タイトル：「社会のルールを考えよう」 

プログラム：①始まりのあいさつ ②寸劇 ③講義「約束がないとどうなる？」 

   ④休憩 ⑤クイズ ⑥グループワーク「お金の貸し借りについて」 

   ⑦終わりのあいさつ ⑧支援者のみでの振り返り 

役割分担等 

3.各機関よりケースなどの情報共有 

 

第 6 回触法障がい者支援グループ会議   

日時：平成 30 年 2 月 9日 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

内容：各機関より連絡・報告 
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当事者、支援者へ向けた啓発活動について 

勉強会について「社会のルールを考えよう」の振り返り 

次年度のグループの取り組みについて 

①当事者、支援者へ向けた啓発活動について 

②りんくぷらす(発達障害者等のサポートブック）に対する触法障害者支援の追記等について 

各機関よりケースなどの情報共有  
 

勉強会 

日  時：平成３０年１月３０日（火）１４：００～１２：００ 

場 所：生活介護てのひら 

内  容：当事者、支援者へ向けた啓発活動について 

勉強会 

タイトル：「社会のルールを考えよう」 

プログラム：①始まりのあいさつ  

②寸 劇  

③講 義「約束がないとどうなる？」 

④休 憩  

⑤クイズ  

⑥グループワーク「お金の貸し借りについて」 

⑦終わりのあいさつ  

⑧支援者のみでの振り返り 

参加人数：３５人（支援機関２０か所） 

 

活動報告 

①当番弁護士チラシの周知、配布先の検討 

・当番弁護士チラシを配布した。 

②社会のルールやモラルを当事者へ伝える支援の必要性等について検討 

・勉強会資料を作成し、グループ勉強会の開催を行なった。 

③各機関の機能をどのように活かして連携するか意見交換 

④各機関で困っている事例の報告と課題抽出 

・同じような事例で悩む事業所が繋がり、支援者のスキルアップを図ることも目的に据えて取り組んだ。 

 

課題など 

①支援上の課題 

お金の遣い方、異性交遊、窃盗などの課題で困ることが多い。 

サービス事業所へ出前講座（検討中）を行い、当事者にルールやモラルを伝えていけないか。 

夜間や休日（通所時間以外）にトラブルが起こりやすく、支援者によっては対応の判断に困る事例も

でている。 

同じことで困っている事業所がつながり、支援者のスキルアップを図ることができると良い。 
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②一人で通所しているだけで、警察官の職質をよく受ける人がいる。 

 警察へも障害理解について啓発を行う必要があるのでは。 

③奈良県の更生保護施設は男性の出所者のみが対象で、女性の出所者を受け入れる場所がない。 

④グループ勉強会「社会のルールを考えよう」で行った実施内容について、今後どのように周知・啓発をし拡

げたらよいのか。また、各事業所で使えるための方策を検討する必要がある。 

 

地域移行グループ （年６回） 

第 1回地域移行グループ会議   

日時：4 月 11 日（火） 15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内容：今年度のグループ会議での活動について 

   一般相談（地域移行支援・地域定着支援）について 

   ピア活動ワーキングについて 

   情報共有 

 

第 2 回地域移行グループ会議   

日時：6 月 14 日（水）15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ大会議室 

内容：各種報告、情報共有事項 

   ・第 1 回運営委員会＜6 月 5 日（金）１４：００～市役所＞ 

・奈良市保健所 はぐくみ会について  

・吉田病院 県受託 整備事業について 

   ・ひまわりの進捗状況について 

検討事項 

・地域移行・地域定着支援のチラシ・ハンドブック・手引きについて 

・一般相談（地域移行・地域定着支援）事業所説明会の開催について 

・ピア活動（当事者ボランティア）ワーキングについて 

その他 

 

第 3 回地域移行グループ会議  

日時：8 月 23 日（水）15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内容：各種報告、情報共有事項 

検討事項 

・地域移行・地域定着支援事業について 

    チラシ・ハンドブック作りについて 

・第 1回相談支援事業所連絡会議での事業説明の振り返りと次回の事業説明会の開催に向けて 

・ピア活動ワーキングについて 

その他 ・次回の開催日程について 
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第 4回地域移行グループ会議 

日時：10 月 12 日(木) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３研修室 

内容：各種報告、情報共有事項 

・第２回運営委員会の報告 

・奈良市保健所の取り組みについて 

・吉田病院整備事業の取り組みについて 

・ひまわり交流会の取り組みについて 

・県ピア 検討グループの取り組みについて     

検討事項 

・地域移行・地域定着支援事業のチラシ（案内）・ハンドブックについて 

・次回の事業説明会の開催に向けて 

・地域移行支援 定着支援を利用しているケースの報告 

・ピア活動ワーキングについて 

 

第 5 回地域移行グループ会議   

日時：12 月 7 日(木) 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

内容：各種報告、情報共有事項 

・奈良市保健所の取り組みについて 

・吉田病院整備事業の取り組みについて 

・ひまわり交流会の取り組みについて 

・県ピア 検討グループの取り組みについて     

検討事項 

・地域移行・地域定着支援事業のチラシ（案内）・ハンドブックについて 

・次回の事業説明会の開催に向けて 

・ピア活動ワーキングについて 

 

第 6 回地域移行グループ会議   

日時：平成 30 年 2 月 9日 10:00～12:00 

場所：市役所１Ｆ第３会議室 

内容：各種報告、情報共有事項 

・奈良市保健所の取り組みについて 

・吉田病院整備事業の取り組みについて 

・ひまわり交流会の取り組みについて 

・県ピア 検討グループの取り組みについて     

検討事項 

・地域移行・地域定着支援事業のチラシ（案内）・ハンドブックについて 

・次回の事業説明会の開催に向けて 
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・ピア活動ワーキングについて 

・今年度の振り返りと次年度の取り組みについて 

 

※その他の活動 

ピア活動ワーキング（年４回） 

第 1回ピア活動ワーキング  

日時：5 月 24 日（水）10:00～12:00 

場所：障害福祉サービス事業所りべるて 

内容：奈良県内等、身近な情報共有 

   ピア活動のニーズと実践について 

    全国的なピア活動の把握 

   ・ピア活動の養成やフォロー体制について 

    

第 2 回ピア活動ワーキング  

日時：7 月 26 日（水）10:00～12:00 

場所：障害福祉サービス事業所りべるて 

内容：ピアとして活動できるニーズを実践からの検討 

   行政の動き 

   当事者活動について 

 

第 3 回ピア活動ワーキング  

日時：9 月 27 日（水）10:00～12:00 

場所：障害福祉サービス事業所りべるて 

内容：ピア活動についての奈良県の動き 

   視察報告（岡山県倉敷市）ワーキングメンバー福田氏より  

   ・県が養成の講座を主導し、市がピアの派遣事業として予算を確保している 

 

第 4回ピア活動ワーキング  

日時：平成 30 年 1 月 24 日（水）10:00～12:00 

場所：障害福祉サービス事業所りべるて 

内容：研修会について 

   今後の活動について 
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事業説明会 地域生活支援部会 地域移行グループ地域移行支援・地域定着支援について 

日  時：平成３０年３月１４日（水）１４：３０～１６：３０ 

場  所：奈良市総合福祉センター３階集会室 

内  容：あいさつ 

行政から 平成２９年４月 障害者・障害児相談支援のてびき 

チラシ ハンドブック 紹介と説明 

事例紹介 市内精神科２病院について 

質疑応答 

その他（連絡事項） 

参加人数：３２人 

 

活動報告 

①地域移行支援について説明会開催 

 ・第１回相談支援事業所連絡会のプログラムとして事業説明を実施した。（6月 20 日） 

 ・市内の相談支援事業所向け研修会を行なった。（3 月 14 日） 

②精神障害者のピア活動の取り組みについて検討 

 ・全国各地に聞き取りを行い、精神障害者のピア活動について検討した。 

③市内で実施している地域移行に関する様々な会議や取り組みについて共有した。 

④「地域移行支援・地域定着支援ハンドブック」とチラシを完成させた。 

 ・障害福祉事業者や医療関係者向けにハンドブックとチラシを紹介した。 

 

課題など 

①利用対象者、福祉関係者、医療機関従事者等への周知・啓発が必要な段階である。 

・作成したチラシ、ハンドブック等をどのように活用していくか。 

②指定一般相談支援事業所として支援にあたる事業所数が少ない。（市内 2カ所） 

・説明会を行なったが指定一般相談支援事業所の参加自体が少なかった。指定を受けていても取り組め

ない状況に変化の兆しが見られない。 

③体験宿泊や体験通所を行う事業所数が少ない。（市内 1カ所） 

④退院後の居住場所（グループホーム、一般住宅、公的住宅等）の確保が大きな課題である。 

⑤全国的なピア活動の在り方と比較すると、奈良市では継続的なピア活動の取り組みにつながっていな

い。支援者側もピア活動について知る機会が必要と感じている。 

 

居宅介護グループ（年８回） 

第 1回居宅介護グループ会議   

日時：4 月 13 日(木)13:00～15:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ小会議室 
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内容：今年度のグループ会議の活動について 

   ・支援ツールの作成（仮 居宅介護事業所ガイドブックの作成） 

   ・人材育成研修会の開催について 

   情報交換 

 

第 2 回居宅介護グループ会議   

日時：6 月 22 日(木)14:00～16:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ小会議室 

内容：居宅介護事業所ガイドブックの作成について    

   ・データ入力の内容確認 

・事業所宛ての依頼手続き（事務）について 

研修会の企画について 開催時期、内 容など検討 

情報交換 

その他（連絡事項） 

今後の予定 

 

第 3 回居宅介護グループ会議   

日時：8 月 10 日(木)14:00～16:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ小会議室 

 内  容：居宅介護事業所ガイドブックの作成について    

      ・進捗状況の確認 

      ・作成作業 

①データ内容(事業所名、住所、電話等)のチェック、修正（手作業） 

②未提出（未回収）の事業所に対しての連絡について→回収は事務局へ 

③表紙デザインについて、 

④目次のレイアウトについて 

研修会の企画について 

      ・開催時期、テー マ、内容の検討 

情報交換 

その他（連絡事項） 

今後の予定 

 

第 4 回居宅介護グループ会議   

日時：9 月 19 日(木)14:00～16:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内容：居宅介護事業所ガイドブックの作成について  

   ・進捗状況の確認 ①回収状況について 

②地図について 

③目次について 
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研修会の企画について 

   ・開催時期、テー マ、内容の検討 

情報交換 

その他（連絡事項） 

今後の予定 

 

第 5回居宅介護グループ会議   

日時：11 月 21 日(水)14:00～16:00 

場所：奈良市総合福祉センター３Ｆ小会議室 

内  容：居宅介護事業所ガイドブックの作成について  

     ・進捗状況の確認 ①作業状況について 

②補足・修正等について 

③完成時期について 

研修会の企画について 

     ・開催時期、テー マ、内容 

情報交換 

その他（連絡事項） 

今後の予定 

 

第 6 回居宅介護グループ会議   

日時：12 月 26 日(火)16:00～17:20 

場所：たんぽぽの家  

内容：研修会の企画について 

   内容調整 

準 備 

その他（連絡事項） 

 

第 7 回居宅介護グループ会議   

日時：平成 30 年 2 月 5日(月)13:30～15:30 

場所：奈良市社会福祉協議会 

内容：研修会について 

   ・参加申し込み状況の確認 

・準備物の確認 

・当日のタイムスケジュールについて 

・アンケートの作成について 

次年度のグループ活動について 

今後の予定 

その他（連絡事項） 
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第 8回居宅介護グループ会議   

日時：3月 1日(木)13:00～15:00（予定） 

場所：奈良市総合福祉センター大会議室 

内  容：研修会について 

        ・振り返り 

・準備物の確認 

次年度のグループ活動について 

今後の予定 

その他（連絡事項） 

その他の活動 

 

研修会（年１回）居宅介護事業所職員向け人材育成研修会 

日時：2月 13 日(火)13:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター大会議室 

内容： 講演とグループワーク （１３：３０～１５：４５） 

      「ケアする人のケア」～気持ちの通い合うケアのために！～ 

（１）講演    京都府立大学公共政策学部 

実習助教 森口弘美氏  

      （２）グループワーク 

         テーマ「素敵なケアでｓｈｏｗ！」 

対 象 者： 市内の居宅介護事業所職員等 

参加人数：４６名 

主  催： 奈良市地域自立支援協議会／奈良ヘルパー連絡会 

後  援： 奈良市障がい者施設長会議 

 

活動報告 

①奈良市内「居宅介護事業所ガイドブック 2017」完成 

 ・2017 年 8 月 1 日現在開設 113 事業所のうち情報提供のあった 88 事業所を掲載。 

  奈良市地域自立支援協議会のホームページ上にデータを公開しており、ダウンロードして使ってもらう。 

②居宅介護事業所職員向け研修会開催 

 ・企画内容の検討、講師との打ち合わせ、開催準備等を行なった。 

  研修会参加者には「居宅介護事業所ガイドブック 2017」を配布した。 

③居宅介護グループへ参加できる居宅介護事業所を募っている。 

 

課題など 

①過去のガイドブックとの比較などから人員や対象者種別の変化を調べる等、居宅介護事業所について客観的

に把握する必要がある。 

②ヘルパーは一人で支援にあたることが多く孤独な業務になりやすい。利用者との結びつきが強くなり、抱え

込む事例もある。 
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③常に「人手不足」が課題として挙がっている。 

「働きやすい職場とは」「本人を支えるということは」「介護保険における支援、家政婦業務との違い」など意

見交換できる場が必要である。 

 

活動報告 

①奈良市内「居宅介護事業所ガイドブック 2017」作成について 

 ・2017 年 8 月 1 日現在 113 カ所（奈良県ＨＰより）を掲載対象とした。 

  80％の事業所から情報提供書を回収できた。年内完成を予定。 

②研修会の企画について 

 ・11 月～2 月の間に 1 回開催予定とし、内容検討中。 

 

課題など 

①事業終了する法人も見られるが、居宅介護事業所は増加傾向。近年は介護保険からの参入、株式会社

や合同会社による開設が目立つ。 

課題として、人材不足・人材育成が挙がっている。 

②113 カ所のうち奈良市東部地域で営業している事業所は 1カ所である。 


