
自立支援協議会　これまでの視察等対応　実績（1/2）

機関名 相手方 内容 視察 傍聴 交流 講師 取材 日時 場所
視察
者数

対応者（敬省略）

韓国障害者便宜施設促
進

市民連帯 事務総長

ぺ・ユンホ

　大阪精神保健福祉士協会
　　会長　立岡光子

障害当事者部会
日本の当事者との交流

○ 平成21年2月22日（日） ヒルトン大阪 1

障害当事者部会　小林・前田・白田・土屋・北山・野村
市協議会　白築
事務局　永井、事務局補助　吉村
メインストリーム協会　玉木

埼玉県立大学
保健医療福祉学部
社会福祉学科
　講師　新井利民

・政令市における自立支援協議会の
行政に及ぼす影響について
・民間相談支援事業者と設立につい
ての関わり方

○
①平成21年3月12日（木）
②平成22年3月26日（木）

①市役所本館7階C
②市役所本館6階相談室2

1
①事務局　永井・樋下
②事務局　永井・中島

NHK大阪放送局
番組制作部
　藤江ディレクター

障害当事者部会
ラジオ番組「ともに生きる」に取り
上げたい。

○ ○ 平成21年6月13日（土）
市役所高層館20階
第2特別会議室

1
障害当事者部会
　小林・西浦・土屋・白田・丸野・北山・野村・前田・
　近島

NHK大阪放送局
障害当事者部会会長への取材（取り
上げられず）

○ 平成21年8月 障害当事者部会　小林

全日本手をつなぐ
育成会

編集　羽村氏
障害当事者部会知的障害者委員の活
動を雑誌「手をつなぐ11月号」へ掲
載したい。

○ ○ 平成21年9月12日（土） 福祉会館 1 障害当事者部会　丸野・北山

関西テレビ
障害当事者部会副会長へニュースア
ンカーで高次脳機能障害についての
取材

○ 平成21年11月 障害当事者部会　西浦

浜松市
・障害福祉課
・委託相談支援事業者

・自立支援協議会全般
・情報交換会への傍聴

○ ○ 平成21年12月22日（火） 市役所本館6階大会議室 10
市協議会　三田・白築
事務局　永井・中島、事務局補助　吉村

仙台市
泉区ネットワーク会議事務局
員

・自立支援協議会全般
・区及び市協議会の傍聴

○ ○
①平成22年2月25日（木）
②平成22年2月26日（金）

①西保健センター
②市役所本館6階大会議室

4
①西区協議会
②三田・白築・事務局（永井・中島）・吉村

宇治市
・障害福祉課
・委託相談支援事業者

障害当事者部会の傍聴 ○ 平成22年10月15日（金） 福祉会館 10

障害当事者部会　野村・丸野・前田・佐野・茅原・岸本・
　　　　　　　　白石・大黒・軸屋・松本
市協議会　三田・白築
事務局補助　南川

地域活動支援センター
いーず

（大阪狭山市）
委託相談支援事業者杉原氏 区協議会への傍聴 ○ 平成22年12月15日（水）

①中区役所
②堺保健センター

1
①中区協議会
②堺区協議会

川崎市

・障害企画課
・区役所保健福祉サービス課
・自立支援協議会会長
・委託相談支援事業者

・自立支援協議会全般
・相談支援事業全般
・施設見学
　（浅香山病院・マイロード）

○ ○ 平成23年1月20日（木）

①市役所本館地下会議室
②浅香山病院
　　デイケアサロン
　　アンダンテ等
③マイロード

10

①市協議会　三田・白築
　当事者部会　野村
　事務局　中島・納家、事務局補助　南川
②市協議会　柏木
③区協議会　高田

奈良県
・社会福祉課
・委託相談支援事業者
・県の特別アドバイザー

障害当事者部会の傍聴 ○ 平成23年1月26日（水） 堺市役所本館3階第2会議室 3

障害当事者部会　野村・丸野・前田・佐野・茅原・岸本・
　　　　　　　　白石・大黒・谷口・芦田・軸屋・松本
市協議会　白築
事務局　永井・中島・納家、事務局補助　南川

大阪府こころの健康
総合センター

大阪府こころの健康総合セン
ター等

障害当事者部会への講演依頼 ○ 平成23年2月17日（木）
大阪府こころの健康
総合センター

障害当事者部会　野村・佐野・谷口・松本
事務局補助　南川

茨木市
・障害福祉課
・委託相談支援事業者
・指定相談支援事業者

障害当事者部会の傍聴 ○ 平成23年2月23日（水） 堺市役所本館6階大会議室 6

障害当事者部会　野村・丸野・前田・佐野・茅原・岸本・
　　　　　　　　白石・大黒・谷口・芦田・松本
市協議会　三田・白築
事務局　永井・中島・納家、事務局補助　南川



自立支援協議会　これまでの視察等対応　実績（2/2）

機関名 相手方 内容 視察 傍聴 交流 講師 取材 日時 場所
視察
者数

対応者（敬省略）

奈良県
・障害福祉課
・委託相談支援事業者

障害当事者部会の傍聴 ○ ○ 平成23年7月27日（水） 福祉会館 7

障害当事者部会　野村・丸野・前田・佐野・茅原・白石・
　　　　　　　　谷口・芦田・松本・梅田
市協議会　三田
事務局　永井・中島・納家・大塚、事務局補助　南川

西宮市
・障害福祉課
・委託相談支援事業者

障害当事者部会の傍聴 ○ ○ 平成23年8月24日（水） 福祉会館 10

障害当事者部会　丸野・前田・茅原・岸本・白石・大黒・
　　　　　　　　谷口・芦田・松本・梅田
市協議会　三田
事務局　中島・納家・大塚、事務局補助　南川・宮内

奈良県 障害福祉課
障害当事者部会への講演依頼
（奈良県相談支援従事者現任研修）

○ 平成23年9月15日（木） 奈良県社会福祉総合センター
障害当事者部会　丸野・谷口・松本
市協議会　三田
事務局補助　南川

茨木市
・茨木市障害者地域自立支援
協議会

障害当事者部会への講演依頼
（茨木市障害者地域自立支援協議会
大研修会分科会）

○ 平成23年11月2日（水）
茨木市市民総合センター（ク
リエイトセンター）

障害当事者部会　前田・丸野・佐野・松本
市協議会　三田
事務局補助　南川

吹田市 ・吹田市地域自立支援協議会 障害当事者部会の傍聴 ○ ○ 平成23年12月21日（水） 福祉会館 10

障害当事者部会　野村・丸野・佐野・茅原・岸本・白石・
　　　　　　　　谷口・芦田・松本・梅田
市協議会　三田・白築
事務局　中島・大塚、事務局補助　南川・宮内

川崎市
・川崎市障害者地域自立支援
協議会

障害当事者部会への講演依頼
（川崎市障害者地域自立支援協議会
セミナー）

○ 平成24年2月10日（金） ラゾーナ川崎プラザソル
障害当事者部会　野村・前田・丸野・白石・松本・谷口
市協議会　三田
事務局補助　宮内

吹田市 吹田市地域自立支援協議会 市協議会の傍聴 ○ 平成24年2月15日（水） 福祉会館 9 市協議会

全日本
手をつなぐ育成会

全日本手をつなぐ育成会 障害当事者部会の傍聴 ○ ○ 平成24年2月22日（水） 福祉会館 8

障害当事者部会　野村・丸野・前田・茅原・岸本・白石・
　　　　　　　　谷口・芦田・松本・梅田
市協議会　三田
事務局　大塚、事務局補助　南川・宮内

大阪
手をつなぐ育成会

大阪手をつなぐ育成会
大阪手をつなぐ育成会制度情報部会
７月学習会における講師依頼

○ 平成24年7月24日（火）
大阪手をつなぐ育成会事務局
会議室

事務局　中島


