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平成３０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・福祉・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を整理して共有する。 

・地域相談支援事業を利用した退院の流れや仕組みを検討する。 

・長期入院精神障がい者が地域生活へ移行しても安心して暮らせるよう、医療・地域・

行政が協働、連携する。 

 

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について把握する。 

・居宅介護事業同士が連携、課題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。 

各グループより活動状況報告、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  

・対象となる方の触法行為やそれに準ずる行為について、その行動と考えられる要因 

などを主に支援者・関係機関が共有し、途切れない適切な支援を行えることを目指 

すアセスメントツールの作成を行う。 

・それぞれの機関が抱える困難なケースについて検討し、障がい者支援についての理 

解と、各機関の機能と情報などの理解を深めていく。 

・前年度に行ったグループ勉強会(「社会のルールを考えよう」)について、他機関に 

広げていく取り組みを検討し、行っていく。 

・前年度以前に作製した当番弁護士制度についてのチラシと接見ツールについて、活 

用と周知を推進していく。 

・見学会、研修などへの参加を促進していく。 

 

 グループ活動②  地域移行グループ  

・市内にある精神科病院の長期入院者の状況について把握する。 

・支援のあり方について事例検討し、課題集約する。 

地域相談支援の実践がない相談支援事業所にも参加を募り、地域移行支援・定着支 
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援の個別事例や新規事例を共有しながら行なう。 

・ハンドブックやチラシを活用し、当事者・家族・医療従事者含む支援者に向けた啓 

発を行なう。 

 

グループ活動③  居宅介護グループ 

・人材定着に向けた研修会・交流会を開催する。 

・「奈良市内居宅介護サービス事業所ガイドブック」（平成 23年度版と平成 29年度 

版）を参考資料とし、奈良市地域における居宅介護事業所の状況について比較分析、

評価する。（比較、分析、評価項目は、事業所数の比較、撤退や合併、増加率、障が

い種別、介保事業所の参入、ヘルパーの人数、高齢化(平均年齢)、人材確保・定着・

育成等についての工夫の聞き取り、同居家族について課題がある場合や複合的な問題

がある場合の連携についてなど） 

・ガイドブックの活用、開設や閉所などの情報更新について検討する。 

※全事業所の内容更新は数年後に一律行う方針。 

 

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】   

活動頻度 年 2回（5、2月） 

 

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 

記録  

相談支援事業所歩っと 

■参加機関 

相談支援事業所 

◎相談支援事業所夢  ○相談支援事業所歩っと 

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 

行政機関 

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 

各グループの参加者 グループ活動参加者 

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】 

活動頻度 年 6回 

（4、6、8、10、12、2月） 

 

グループリーダー 

相談支援センターこすもす 

記録 

相談支援センターこすもす 

 

■参加団体 

関係機関 

ならまち法律事務所、法テラス奈良法律事務所 

奈良保護観察所、奈良少年鑑別所 

奈良県地域生活定着支援センター 

奈良法務少年支援センター 

奈良県発達障害支援センターでぃあ～ 

奈良市社会福祉協議会福祉サービス支援室 

障害福祉サービス事業所 

ＮＳネットワーク空と海 

訪問介護ステーションオネスティ 

相談支援事業所 

☆相談支援センターこすもす 相談支援センターホホエモ 

障がい者支援センターオネスティ 相談支援事業所夢 
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相談支援事業所りあん 

行政機関 

奈良市役所 障がい福祉課 

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】 

活動頻度 年 10回 

（4、6、7、8、9、10、11、12、

1、2月） 

奈良市保健所精神保健福祉連

絡会出席 年 2回 

 

グループリーダー 

相談支援事業所リベルテ 

記録 

相談支援事業所リベルテ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

■参加団体 

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 

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ノイエ 

障害福祉サービス事業所ぽらりす 

地域活動支援センター 

地域活動支援センター歩っと 

相談支援事業所 

☆相談支援事業所リベルテ 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 

行政機関 

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 

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】 

活動頻度 年 5～6回予定 

研修開催 年１回（9月） 

対象者：居宅介護事業所職員 

 

グループリーダー 

たんぽぽ相談支援センター 

記録 

相談支援事業所夢 

  

■参加団体 

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 ツクイ奈良 

たんぽぽ生活支援センター ぐっど・たいむ 

奈良市社会福祉協議会（奈良事業所） 

訪問介護ステーションオネスティ 

相談支援事業所 

☆たんぽぽ相談支援センター 

相談支援センターこすもす、相談支援事業所夢 

行政機関 

奈良市役所 障がい福祉課自立支援給付係 

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 居宅介護事業所職員対象 人材定着に向けた研修会・交流会の開催  
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平成３０年度奈良市地域自立支援協議会 

地域生活支援部会 ４月～３月活動報告  

 

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 

各活動テーマ 

取り組み 

ポイント 

 

開催日時 

内容・課題 

第 1 回地域生活支援部会   

日 時：5月 10 日（木）14:00～16:00 

場 所：奈良市総合福祉センター 中会議室 

内 容：平成 29 年度地域生活支援部会活動報告 

平成 30年度地域生活支援部会活動計画について検討 

その他 

 

第 2 回地域生活支援部会   

日 時：2月 15 日（金）14:00～16:00 

場 所：奈良市総合福祉センター 中会議室 

内 容：平成 30 年度活動まとめ、運営委員会への提言 

平成 31年度活動方針について検討 

連絡事項、その他 

【触法障がい者支援グループ】 

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。 

第 1回グループ会議  日時：4月 5日（木）10:00～12:00 

           場所：奈良市役所 第 3会議室 

 

第 2回グループ会議  日時：6月 14 日（木）10:00～12:00 

           場所：奈良市役所 第 3会議室 

 

第 3回グループ会議  日時：8月 9日（木）10:00～12:00 

           場所：奈良市役所 第 3会議室 

内容：触法行為等をしてしまう方の「途切れない適切な支援」を行うための方策につい 

て検討。 

課題：福祉へ繋ぐ、途切れない支援のための連携の在り方。 

   触法行為を行なった障害者の受け入れる事業所が増えない。 

第 4回グループ会議  日時：10月 18 日（木）10:00～12:00 

           場所：奈良市役所 第 3会議室 

 

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

           場所：奈良市役所 第 3会議室 

 

第 6回グループ会議  日時： 3月 13 日（水）13:00～15:00 
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           場所：奈良市総合福祉センター 

 

内容 ・グループ参加者対象に途切れない支援を行うためのアンケートを行なった。 

・障害支援区分認定調査での現状について 

・他分野の関係機関と連携について 

課題：現在は限られた事業所がサービス提供しており、司法、福祉、行政担当者と 

の連携も行われている。しかし多くの事業所は、特に司法に関する機関の役 

割や担当者の動き、連携の方法などの情報について共有する機会がない 

   サービス提供事業所を拡充するためには啓発活動が必要である。 

****************************************************************************** 

【地域移行グループ】  

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。 

第 1回グループ会議   日時：平成 30年 4月 25日（水）15:00～17:00 

            場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

 

第 2回グループ会議    日時：平成 30年 6月 20日（水）15:00～17:00 

            場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

 

第 3回グループ会議   日時：平成 30年 8月 8日（水）15:00～17:00 

            場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

            議題：全体共有、課題整理 

 

第 4回グループ会議  日時：平成 30年 10月 24 日（水）15:00～17:00 

           場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

           議題：全体共有、課題整理 

 

第 5回グループ会議  日時：平成 30年 12 月 19 日（水）15:00～17:00 

           場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

           議題：全体共有、課題整理 

 

第 6回グループ会議   日時：平成 30年 2月 20 日（木）15:00～17:00 

           場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

           議題：全体共有、課題整理 

 

その他ワーキング会議 

第１回ワーキング     日時：平成 30年 7月 17日（水）15:00～17:00 

             場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

                       議題：事例等支援のあり方検討会 

 

第２回ワーキング     日時：平成 30年 7月 30日（月） 

             場所：りべるて 
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             内容：長期入院者状況把握について 

 

第３回ワーキング     日時：8月 1日（水）10:00～11:00 

             場所：相談支援事業所夢 

             議題：グループホーム・入居支援について 

内容（上半期） 

①「市内精神科病院の長期入院者の状況について」 

②「事例等支援のあり方検討会」 

③「ハンドブック、チラシを活用した啓発について」 

④「グループホームや入居支援の状況について」 

課題：上記についても継続的な活動が必要。 

   地域移行の啓発を進めることと、指定一般相談支援事業所や体験宿泊などの支援

体制が拡がらない状況が乖離。 

 

第４回ワーキング   日時：10月 17 日（水）14:00～15:30 

           場所：障がい福祉課相談室 

           議題：案内、ハンドブックを活用した啓発活動について 

 

第５回ワーキング     日時：11月 6日（火）15:00～17:00 

           場所：奈良市総合福祉センター  

           議題：長期入院者の状況把握について 

 

第６回ワーキング     日時：11月 13 日（火）15:00～17:00 

場所：奈良市総合福祉センター 

           議題：事例等支援のあり方検討会  

 

第７回ワーキング     日時：11月 14 日（水）15:30～17:00 

           場所：NPO 法人あずホール 

           議題：グループホーム含む居住支援について 

 

第８回ワーキング     日時：12月 7日（金）15:30～17:00 

           場所：奈良市総合福祉センター  

           議題：長期入院者の状況把握について 

 

第９回ワーキング     日時：1月 15日（火）15:00～17:00 

           場所：奈良市総合福祉センター  

           議題：事例等支援のあり方検討会 

 

第１０回ワーキング   日時：1月 16日（水）13:30～15:30 

           場所：NPO 法人あずホール  

           議題：長期入院者の状況把握について 
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第１１回ワーキング   日時：2月 13日（水）13:30～15:30 

           場所：NPO 法人あずホール  

           議題：長期入院者の状況把握について 

 

第１２回ワーキング   日時：3月 29日（金）13:00～15:00 

           場所：NPO 法人あずホール  

           議題：グループホーム含む居住支援について 

 

内 容 (下半期)  

① 事例等支援のあり方検討会について 

② 長期入院者の状況把握について 

③ 啓発活動（地域移行・地域定着支援の案内、ハンドブックの活用）について 

④ グループホーム等含む居住支援について 

課 題 

  ・入院者や医療関係者に対して地域相談支援について啓発しているが、奈良市に

おいて地域移行支援を提供する事業所の確保ができず待機者が出ている。 

  ・地域相談支援事業を行う指定を受けているが、実働していない事業所が多くあ

る。指定の見直しを行う必要があるのではないか。 

 

報告事項 

  ・地域移行支援事業を利用して退院した方の再入院率が低いという実践現場の評

価がある。 

その他 

平成 30 年度第 1 回奈良市精神保健福祉連絡会議 

日 時：8月 3日（金）14:00～16:00 

場 所：奈良市保健所 大会議室 

 

平成 30 年度第 2 回奈良市精神保健福祉連絡会議 

日 時：1月 18 日（金）14:00～16:00 

場 所：奈良市保健所 大会議室 

 

*****************************************************************************  

【居宅介護グループ】  

居宅介護支援の現状と課題について把握する。 

第 1回グループ会議  日 時：4月 18日（水）13:00～15:00 

場 所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室  

 

第 2回グループ会議  日時：6月 15日（金）13:00～15:00 

           場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

 



8 
 

第 3回グループ会議  日時：7月 20日（金）10:00～12:00 

           場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

 

人材定着研修 「障害者支援のためのヘルパー研修会・交流会」 

       「ケアする人のケア」～心に残るエピソードを語る～ 

～事例を通じたエピソード記述方式での講演とグループワーク～  

①エピソードって？「泣きながら語ってくれたお母さんの気持ち」 

②エピソードを介して何を共有するのか？「接面」という概念 

③エピソードを使って何を話し合うのか？ グループワーク 

        講師：京都府立大学 公共政策学部社会福祉学科 森口弘美氏 

日時：9月 13日（木）18:00～20:00 

        場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ集会室 

          

第 4回グループ会議  日時：11月 14 日（水）10:00～12:00 

           場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

 

第 5回グループ会議  日時： 1月 23 日（水）10:00～12:00 

           場所：奈良市総合福祉センター 3Ｆ会議室 

内容  

① 居宅介護事業所職員向け研修 

【目的】支援にあたるスタッフのメンタルケアと日々の振り返り、今後のモチベー

ションの維持・向上を目指す。 

  【内容】エピソード技術を用いて、実際にあった具体的なエピソードを語る。 

     「こころの接面」や「相手に思いを向ける」大切さを共有する。 

 【参加】12 事業所 40 名 （申込者は全員参加された。）   

② 居宅介護事業所一覧（平成 29年度版）の見直しについて 

③ 居宅介護事業所を取り巻く状況について情報交換                                                                                                                                                                                                                                                   

課 題：個人や各事業所で抱えるヒヤリハットの事例、トラブルで悩んだことなど 

現場の声を集めたり、共有できる機会が必要である。 

 

 


