
堺市障害者自立支援協議会 これまでの主な取組み 
 

 

～平成１８年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 平成１９年３月２９日 

堺市障害者自立支援協議会を設置（委員数１２名） 

（構成） 

学識経験者、障害福祉サービス事業者、精神科病院ＰＳＷ、特別支援学

校、障害者就業・生活支援センター、企業、行政機関 

 

 

 

 

～平成１９年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 
平成１９年 ７月２３日 

平成２０年 １月２１日 

第２回より区協議会代表の新規参加及び行政障害福祉課参事）の追加参加

（委員数２０名） 

区協議会からの提言の検討 

・移動支援（グループ支援型）について → 後に事業化 

・重度訪問介護について 

・地域移行について → 障害福祉課内のワーキングで集中検討 

            後に事業化 

障害当事者部会の設置に関する検討 

など 

区協議会 

平成１９年４月～６月 

各区に順次設置 

（構成） 

支援センター、区地域福祉課、区保健センター、こころの健康センター、

障害者更生相談所、子ども相談所（一部の区では社会福祉協議会や発達

支援室も参画） 

月１回 

【堺】ＫＪ法等を利用した各機関同士の理解を深める活動 

【中】移動支援（グループ支援型）、地域福祉権利擁護事業に関する検討 

【東】社会資源集作りに向けた検討 

【西】「西区の使える社会資源」集作りに向けた検討 

【南】事例検討（地域移行等）、パラバルーン会議に関する協議 

【北】事例検討、社会資源（居場所）の紹介 

【美原】社会資源の見学・紹介 

障害当事者部会 

平成２０年 

１月２１日～２月２１日 
委員の公募、選考 

３月１７日 委員就任予定者による茶話会 

その他  堺市障害者（児）生活支援センター連絡協議会に事務局補助業務を委託 

 

 

 

 

～平成２０年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 

平成２０年 ４月２１日 

平成２０年 ８月２６日 

平成２０年１１月２８日 

平成２１年 ２月２７日 

・発達障害者支援センター及びその所管課である子ども家庭課、健康増進

課（難病所管課）、社会福祉協議会、障害当事者部会役員が、順次に新規

参画（委員数２７名） 

・区協議会に関する報告や検討 

・障害当事者部会に関する報告や検討 

・シンポジウムの開催に関する検討 

・相談支援のあり方等に関する検討 → 後にプロジェクトチーム設置等 

など 

※その他１２回の運営会議を開催 

区協議会 月１回 

発達障害者支援センター、区社会福祉協議会等、各区で個々に参加者追加 

【堺】事例検討や連携のルール等に関する検討、事例検討 

【中】パンフレットの作成と配布、ホームページ（ブログ）作成の検討、



民生委員研修への協力 

【東】グループホーム等情報冊子の作成、事例検討 

【西】社会資源集の作成・更新、ヘルパー事業所交流会の実施 

【南】事例検討（地域移行）、研修会（更生保護）の実施 

【北】パンフレットの作成、民生委員との交流、パネル展示（啓発） 

【美原】パンフレットの作成、事例検討、社会資源情報の収集 

障害当事者部会 

平成２０年 ５月１０日 

部会設置（委員数１０名） 

（構成） 

身体障害（３名）、知的障害（２名）、精神障害（３名）、難病（２名） 

平成２０年 ９月２０日 

平成２０年１１月２８日 

平成２１年 １月２４日 

障害当事者から見て「わかりやすい情報提供」の検討 

・ホームページ等での情報発信 → 後に協議会ホームページの設置 

その他権利擁護等について議論 

平成２０年 ８月３１日 部会委員交流会の開催 

イベント・研修 

平成２０年 ９月１２日 協議会のあり方に関する全体研修会開催（４５人参加） 

平成２０年１１月 ８日 

啓発や周知を目的としたシンポジウム開催（２５２人参加） 

・「みんなでつくり地域自立支援協議会」講演 

・障害当事者部会委員等によるパネルディスカッション 

【実績等】 

成果物  

・区における地域移行事例検討集、グループホーム等情報冊子、パンフレ

ット等の作成 

など 

視察等対応 ２件  

 

 

 

 

～平成２１年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 
平成２１年 ４月２７日 

平成２２年 ２月２６日 

・区協議会に関する報告や検討 

・障害当事者部会に関する報告や検討 

・地域生活支援部会の設置に関する検討 

・プロジェクトチーム（権利擁護・相談支援のあり方・情報の３チーム）

の設置に関する検討 

・フォーラムの開催に関する検討 

など 

※その他１２回の運営会議を開催 

区協議会 月１回 

【堺】事例検討、各種イベントへの参加（啓発、パンフレット配布）、民生

委員研修への参加 

【中】権利擁護に関する検討（事例検討、日常生活自立支援事業に関する

検討、権利擁護センターに関する検討等）、社会資源情報マップ及び

ホームページ（ブログ）作成の検討 

【東】事例検討（就労）、グループホーム等情報冊子の作成、見学会（かん

でんエルハート） 

【西】社会資源集の更新、ヘルパー事業所交流会の実施、事例検討 

【南】事例検討、触法に関する講演会の実施 

【北】事例検討、啓発イベント（つながるウィーク KITAKYO）の開催 

【美原】イベントへの参加、各種団体や機関との交流、研修会（アルコール

依存症、障害基礎年金［知的障害］、成年後見制度＆日常生活自立支

援事業）及び障害年金個別相談会の実施 

障害当事者部会 

平成２１年 ５月 ９日 

平成２１年 ９月１２日 

平成２２年 ３月１３日 

・障害当事者から見て「わかりやすい情報提供」の検討 

・当事者活動（ピアカウンセリング等）に関する意見交換 

・「自立」の考え方に関する意見交換 

・取材対応等に関する検討 

・次期部会に関する検討 

※４月、６月、７月、１０月、１１月、１２月、１月、２月に部会運営会

議を実施。 

平成２１年１２月 ５日 
当事者交流会の開催（２９人、委員９人参加） 

・「日常生活で困っていること」等をテーマに意見交換 

地域生活支援部会 平成２１年 ５月２５日 部会設置（委員数１４名） 



（構成） 

学識経験者、障害福祉サービス事業者、精神科病院ＰＳＷ、障害者就業・

生活支援センター、企業、社会福祉協議会、行政機関、区協議会 

平成２１年 ７月 ６日 

平成２１年 ９月１６日 

平成２１年１２月２２日 

地域生活支援に関する課題等のまとめ 

地域生活移行支援に関する検討 

プロジェクトチーム 

権利擁護チーム 

平成２１年５月～ 

平成２２年２月迄 

（計９回） 

権利擁護に関する検討 

 → 後に「権利擁護の中核的なセンター（第２次堺市地域福祉計画）」に

関する検討に参画 

情報チーム 

平成２１年５月～ 

平成２２年２月迄 

（計１０回） 

ホームページの立上げ → 後に「情報担当」へ引継ぎ 

相談支援のあり方検討 

チーム 

平成２１年５月～ 

平成２２年２月迄 

（計１０回） 

相談支援機関の「評価」に関する検討（評価自体は未実施） 

(仮称)健康福祉プラザ第１回総合相談情報センター検討会としての活動 

・長野県視察 

・市内の相談支援体制のあり方等に関する検討 

→ 後に障害者自立支援法改正と相まって、堺市の相談支援体制再編に

大きな影響 

イベント・研修 
平成２２年 ２月 ６日 

堺市障害福祉市民講座『堺「自分らしく」フォーラム』の開催（３３６人

参加） 

・自立支援協議会の活動紹介 

・障害当事者部会委員等による座談会 

・寸劇 

・シンポジウム（様々な分野の支援者をシンポジストとして） 

平成２２年 ２月 ７日 「発達障害への理解と正しい支援について」勉強会の開催（３５人参加） 

【実績等】 

成果物  

・ホームページの設置 

・地域生活支援部会平成２１年度まとめの策定 

・区における情報冊子、パンフレット等の作成 

など 

視察等対応 ７件  

後援名義等 １件  

市の施策への反映  ・移動支援事業における「グループ支援型」の導入 

その他  
・平成２１年１２月２２日 協議会関係者による情報交換会（各区や部会

の活動に関する情報交換等） 

 

 

 

 

～平成２２年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 

平成２２年 ５月２４日 

平成２２年 ９月 ６日 

平成２３年 ２月１４日 

・障害福祉サービス事業者、地域福祉推進課（権利擁護所管課）が新規参

画等（委員数２８名） 

・区協議会に関する報告や検討 

・障害当事者部会に関する報告や検討 

・地域生活支援部会に関する報告や検討 

・情報担当の設置に関する検討 

・個人情報等の取扱いから見た連携の在り方に関する検討 

・制度の狭間にある障害者への支援（広がる障害概念）に関する検討 

・その他関連事業や会議の報告等 

など 

※その他１０回の運営会議を開催 

区協議会 月１回 

【堺】ワークショップ、事例検討、各種イベントへの参加（啓発、パンフ

レット配布）、当事者部会との交流会 

【中】研修会(女性自立センター、子ども相談所、成年後見制度)、日中活動

事業所との交流会、啓発イベント、ブログ更新 

【東】日中活動事業所冊子・協議会パンフレットの作成、高齢分野と交流



会、日中活動事業所交流会 

【西】社会資源集の更新、ヘルパー事業所交流会の実施、事例検討、協議 

会パンフレット作成 

【南】事例検討、触法に関する研修会の実施、相談機関パンフレット作成 

【北】事例検討、北区民祭りにて啓発活動 

【美原】イベントへの参加、研修会（成年後見制度）、居宅事業所との交流会

開催、日中活動事業所冊子の作成 

障害当事者部会 

平成２２年 ５月 ８日 

平成２２年 ７月２８日 

平成２２年１０月１５日 

平成２３年 ２月２３日 

・各委員より、生い立ちや生活について発表 

・発表から見えてきた課題等について、まとめ 

・その他視察対応、講演活動等 

※６月、９月、１１月、１２月、１月、３月に部会運営会議を実施。 

平成２２年 ４月 

平成２２年 ９月 
欠員分及び増員分の委員の公募、選考（委員数１２名） 

地域生活支援部会 

平成２２年 ６月３０日 

平成２２年 ８月１０日 

平成２２年１０月 ４日 

平成２２年１２月１３日 

地域生活支援に関する課題及び解決策等のまとめ 

・ホームヘルプの課題について 

・暮らしの場の整備について（グループホーム等） 

・余暇支援について 

地域生活移行支援に関する報告等 

・退院促進コーディネーター及び地域生活移行推進員がオブザーバーとし

て参加 

情報担当 月１回 

メンバーは事務局、事務局補助、ホームページ管理業者、東区協議会 

・ホームページのコンテンツの拡充及び更新 

・グループホーム等情報冊子の更新作業の引継ぎ（東区協議会より） 

【実績等】 

成果物  

・障害当事者部会平成２２年度まとめの策定 

・地域生活支援部会平成２２年度まとめの策定 

・情報担当でグループホーム等情報冊子の更新 

・区における情報冊子、パンフレット等の作成 

など 

視察等対応 
６件 

（うち１件は区） 
 

後援名義等 ３件  

市の施策への反映  ・地域生活移行支援事業の創設 

その他  

・平成２２年 ５月２１日 発達障害者支援に関する懇談会 

・平成２２年 ８月 ５日 協議会関係者による情報交換会（各区や部会

の活動に関する情報交換等） 

・平成２２年１２月１７日 協議会関係者による情報交換会（相談支援の

あり方に関するグループディスカッション等） 

・退院促進支援会議にオブザーバー参加 

・地域生活移行支援会議に参画 

・堺市における権利擁護に関する検討会に参画 

 

 

 

 

～平成２３年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 

平成２３年 ５月１６日 

平成２３年 ９月２８日 

平成２４年 ２月１５日 

・区協議会に関する報告や検討 

・障害当事者部会に関する報告や検討 

・地域生活支援部会に関する報告や検討 

・情報担当に関する報告や検討 

・研修担当の設置に関する検討 

・拡大運営会議（各区、部会の長も参加）の開催に関する検討 

・障害福祉計画に関する検討 

・その他関連事業や会議の報告等 

など 

※その他、７回の運営会議及び４回の拡大運営会議を開催（計１１回） 

区協議会 月１回 
【堺】啓発イベント、障害当事者部会・高齢者関係機関・民生委員との交

流会、事例検討 



【中】日中活動事業所との交流会、啓発イベント、研修会（若年性認知症、

障害児、防災）、ブログ更新 

【東】高齢者関係機関と情報交換会、防災に関する研修会、発達障害に関

する学習会 

【西】ヘルパー交流会・世話人会、社会資源集の更新、民生委員研修会へ

の協力、事例検討、オープンカフェ、ミニコンサート 

【南】新任者研修会、事例検討、民生委員研修会への参画、社会資源に関

する検討 

【北】北区域交流まつりでの啓発活動、事例検討、高齢者関係機関との交

流会への参加 

【美原】日中活動事業所冊子の配布、イベントへの参加、特徴的な取組みの

ある事業所への見学会、障害者団体との交流、啓発活動 

障害当事者部会 

平成２３年 ５月２５日 

平成２３年 ７月２７日 

平成２３年１１月１６日 

平成２４年 １月２５日 

平成２４年 ３月２８日 

・地域生活（ヘルパー、災害、日中活動、暮らしの場）に関する意見交換 

・「ホームヘルパー事業者研修」及び「グループホーム事業者研修」の講師

として当事者の意見を発信 

・その他視察対応、講演活動等 

※４月、６月、８月、１０月、１２月、２月に部会運営会議を実施。 

平成２４年２月～３月 次期委員の公募、選考 

地域生活支援部会 

平成２３年 ４月２７日 

平成２３年 ５月２５日 

平成２３年 ６月２２日 

平成２３年 ７月２７日 

地域生活支援に関する課題解決に向けて取り組むべき具体的な中身につい

てのまとめ 

・ホームヘルプについて 

・暮らしの場の整備について（グループホーム等） 

・余暇支援について 

地域生活移行支援に関する報告等 

・地域体制整備コーディネーター及び地域生活移行推進員がオブザーバー

として参加 

情報担当 月１回 
メンバーは事務局、事務局補助、ホームページ管理業者 

・ホームページのコンテンツの更新 

研修担当 
打合せ：月１回 

研修実施：年２回 

メンバーは障害当事者部会から２名、地域生活支援部会から２名、事務局、

事務局補助 

・ホームヘルパー事業者研修（11/22 実施） 

・グループホーム事業者研修（2/2 実施） 

【実績等】 

成果物  

・障害当事者部会平成２３年度まとめの策定 

・地域生活支援部会平成２３年度まとめの策定 

・研修担当平成２３年度まとめの策定 

・区における情報冊子、パンフレット等の作成 

など 

視察等対応 ８件  

後援名義等 ２件  

市の施策への反映  ・相談支援機能強化事業の拡充 

その他  

・障害福祉計画検討懇話会に参画 

・障害者の日中活動支援（地域活動支援センター）のあり方検討会に参画 

・退院促進支援会議に参画 

・地域生活移行支援会議に参画 

・堺市における権利擁護に関する検討会に参画 

 

 

 

 

～平成２４年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 

平成２４年 ６月 １日 

平成２４年１０月 ５日 

平成２５年 ３月 １日 

・生活リハビリテーションセンターが新規参画（委員数３１名） 

・区協議会に関する報告や検討 

・障害当事者部会に関する報告や検討 

・地域生活支援部会に関する報告や検討 

・研修担当に関する報告や検討 

・指定相談事業者の区協議会への参画に関する検討 

・その他関連事業や会議の報告等 



など 

※その他、８回の事務局会議及び４回の運営会議を開催（計１２回） 

※「情報担当」については平成２４年度から事務局会議に統合 

区協議会 月１回 

【堺】事例検討、障害当事者・高齢者関係機関・民生委員・事業者との交

流、児童の支援に関する検討 

【中】日中活動事業所との定期的交流、啓発イベント、研修会（自立支援

協議会の意義、難病、作業療法）、ブログによる情報発信 

【東】高齢者関係機関との交流会、防災に関する取組み（障害者向けリー

フレットの作成、啓発イベントの開催）、虐待防止に関する研修会 

【西】ヘルパー交流会・世話人会、社会資源集の更新、民生委員研修会へ

の協力、外部ゲスト（特例子会社、司法書士等）を招いた事例検討 

【南】事例検討、発達障害当事者の自助グループの紹介・交流、入所施設

への見学、ライフステージ別相談機関の案内リーフレットの作成 

【北】北区域交流まつりでの啓発活動、事例検討、高齢者関係機関との交

流会への参加 

【美原】障害者団体との交流、民生委員向け学習会・交流会、区役所ロビー

での相談会・事業所製品販売会、高齢者関係機関との合同学習 

障害当事者部会 

平成２４年 ５月２３日 

平成２４年 ７月２５日 

平成２４年 ９月２６日 

平成２４年１１月２８日 

平成２５年 １月２３日 

平成２５年 ３月２７日 

・災害時福祉避難所に関する意見交換 

・ブログの立ち上げ 

・健康福祉プラザへの見学 

・余暇に関する意見交換 

・色々な障害に共通することに関する意見交換 

・「ホームヘルパー事業者研修」及び「グループホーム事業者研修」の講師

として当事者の意見を発信 

・その他視察対応、講演活動等 

※４月、６月、８月、１０月、１２月、２月に部会運営会議を実施。 

平成２４年１０月２０日 
当事者交流会の開催（１６人、委員８人参加） 

・グループホーム利用者との意見交換 

地域生活支援部会 

平成２４年 ６月１２日 

平成２４年 ７月２４日 

平成２４年１０月 １日 

平成２５年 １月２８日 

地域生活支援に関する課題解決に向けて取り組むべき具体的な中身につい

てのまとめ 

・暮らしの場について 

・研修及びネットワークについて 

・権利擁護について 

研修担当 
打合せ：月１回 

研修実施：年２回 

メンバーは障害当事者部会から３名、地域生活支援部会から２名、事務局、

事務局補助 

・ホームヘルパー事業者研修（12/11 実施） 

・グループホーム事業者研修（2/6 実施） 

【実績等】 

成果物  

・障害当事者部会平成２４年度まとめの策定 

・地域生活支援部会平成２４年度まとめの策定 

・研修担当平成２４年度まとめの策定 

・区における情報冊子、防災カード、パンフレット等の作成 

など 

視察等対応 ６件  

後援名義等 ２件  

市の施策への反映状況  

・相談支援体制の再編 

・地域活動支援センターの再編 

・指定相談支援事業者向け研修の実施 

・ホームヘルパー事業者向け研修の実施 

その他  
・障害者の暮らしの場あり方検討会に参画 

・権利擁護の中核的なセンター開設準備委員会に参画 

 

 

 

 

～平成２５年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 
平成２５年 ５月２４日 

平成２５年 ９月２７日 

・区協議会に関する報告や検討 

・障害当事者部会に関する報告や検討 



平成２６年 ２月２８日 ・地域生活支援部会に関する報告や検討 

・研修担当に関する報告や検討 

・研修の一元化に関する検討 

・課題整理に関する報告や検討 

など 

※その他、８回の事務局会議及び４回の運営会議を開催（計１２回） 

区協議会 月１回 

【堺】情報冊子の作成、防災学習会、事例検討（触法等）、当事者交流会、

民生委員との交流会、障害児相談の支援者向けマニュアルの作成 

【中】研修会（自立支援協議会の意義、当事者の声、児童、難病）、各相談

機関・専門機関との意見交換会、事業所見学ツアー、介護保険移行

に関する検討会、自主製品販売イベント、作業所当事者交流会 

【東】高齢者関係機関との交流会、防災に関する取組み（作業所職員への

アンケート等）、民生委員との交流、事例検討 

【西】ヘルパー交流会・世話人会、社会資源集の更新・利用報告、民生委

員研修会への協力、事例検討（親亡き後の財産管理） 

【南】障害者支援ネットワーク研修会、支援学級との連携（研修会への参

加）、介護保険への移行（事例検討、チラシ作成）、施設見学 

【北】北区域交流まつりでの啓発活動、作業所マップの作成に向けた作業

所見学、事例紹介を通じた課題共有、高齢者関係機関との交流会 

【美原】当事者・家族団体・民生委員交流会、区役所ロビーでの相談会・自

主製品販売会、高齢者関係機関との合同学習、区の課題である「移

動」に関する検証調査、事例検討（地域移行） 

障害当事者部会 

月１回 

・災害に関する意見交換 

・地域活動支援センターとの交流会の開催 

・地域生活支援部会で議論されているテーマ（①指定相談支援、②金銭管

理、③介護保険への移行）に関する意見交換 

・「ホームヘルパー事業者研修」及び「グループホーム事業者研修」の講師

として当事者の意見を発信 

・ブログを活用した情報発信 

・その他視察対応、講演活動等 

平成２５年１１月 ２日 
当事者交流会の開催（１１人、委員１１人参加） 

・「当事者の想い」をテーマに意見交換 

平成２５年２月～３月 次期委員の公募、選考 

地域生活支援部会 

平成２５年 ６月２１日 

平成２５年 ８月３０日 

平成２５年１０月１８日 

平成２６年 １月１７日 

地域生活支援に関する課題解決に向けて取り組むべき具体的な中身につい

てのまとめ 

・指定相談支援について 

・金銭管理について 

・高齢者支援（介護保険への移行）について 

研修担当 
打合せ：年４回 

研修実施：年２回 

メンバーは障害当事者部会から３名、地域生活支援部会から２名、事務局、

事務局補助 

・グループホーム事業者研修（9/11 実施） 

・ホームヘルパー事業者研修（11/25 実施） 

【実績等】 

成果物  

・障害当事者部会平成２５年度まとめの策定 

・地域生活支援部会平成２５年度まとめの策定 

・研修担当平成２５年度まとめの策定 

・区における情報冊子、資源マップ、支援マニュアル、パンフレット等の

作成 

など 

視察等対応 ６件  

後援名義等 ２件  

市の施策への反映  

・総合相談情報センターにおける事業者情報検索システムの導入 

・移動支援事業における規制緩和（通所している事業所から自宅までの間

で寄り道をする場合であっても利用可能に） 

・権利擁護サポートセンターの開設 

その他   

 

 

 

 



 

～平成２６年度～ 

【取組み状況】 

市協議会 

平成２６年 ５月３０日 

平成２６年 ９月２６日 

平成２７年 ２月２７日 

・区協議会に関する報告や検討 

・障害当事者部会に関する報告や検討 

・地域生活支援部会に関する報告や検討 

・課題整理に関する報告や検討 

など 

※その他、８回の事務局会議及び４回の運営会議を開催（計１２回） 

※「研修担当」については平成２５年をもって廃止（市の研修に一元化） 

区協議会 月１回 

【堺】会議運営の見直し、高齢機関との連携（事例検討等）、障害児相談支

援について意見交換、当事者交流会 

【中】専門機関・児童相談支援との連携について意見交換会、研修会（小

児慢性特性疾患）、意見交換会・交流会（サ高住・有料老人ホーム等）、

作業療法士等との交流会、当事者交流会、作業所見学ツアー、作業

所見学・交流会 

【東】高齢者関係機関との情報交換会、防災に関する取組み（避難訓練ハ

ンドブック作成等）、区民まつり出展、事例検討 

【西】ヘルパー交流会・世話人会、社会資源集の更新・利用報告、民生委

員研修会への協力、事例検討（親亡き後の金銭管理）、指定事業所向

け学習会（成年後見制度） 

【南】障害者支援ネットワーク研修会、支援学級との連携（教育委員会と

意見交流会、スクールソーシャルワーカーとの交流会等）、介護保険

への移行（課題整理、支援者交流会）、施設見学 

【北】北区域交流まつりでの啓発活動、高齢者関係機関との交流会、日中

活動事業所との交流会、住まいの見学会、研修会（生活困窮者自立

促進モデル事業）、専門機関の事例紹介を通じて役割等の共有 

【美原】当事者・家族団体・民生委員交流会、区役所ロビーでの自主製品販

売会、高齢者関係機関との合同学習会、すこやかフェスタに参加し、

啓発活動、事例検討・意見交換（地域移行） 

障害当事者部会 

月１回 

・「投票所のあり方」、「選挙全般」に関する意見交換 

・「障害者」の表記について 

・堺市発達障害者支援センターとの交流会の開催 

・相談支援関係者との勉強会の開催 

・第４期堺市障害福祉計画について意見交換 

・「グループホーム事業者研修」の講師として当事者の意見を発信 

・ブログを活用した情報発信 

・その他視察対応等 

平成２７年１月２８日 
当事者交流会の開催（２１人、委員９人参加） 

・「当事者の望む支援のあり方」をテーマに意見交換 

平成２７年２月～３月 委員の公募、選考 

地域生活支援部会 

平成２６年 ６月 ６日 

平成２６年 ８月２９日 

平成２６年１０月３１日 

平成２６年１２月２６日 

地域生活支援に関する課題解決に向けて取り組むべき具体的な中身につい

てのまとめ 

・触法障害者に対する支援について 

・第４期堺市障害福祉計画について 

・地域移行コーディネーターとの意見交換 

プロジェクトチーム 

平成２６年 ８月２１日 

平成２６年１０月２９日 

平成２６年１２月 ３日 

・障害当事者部会委員によって構成され、第４次堺市障害者長期計画「わ

かりやすい版」に関する検討 

 

【実績等】 

成果物  

・障害当事者部会平成２６年度まとめの策定 

・地域生活支援部会平成２６年度まとめの策定 

・区における情報冊子、避難訓練ハンドブック、パンフレット等の作成 

など 

視察等対応 ４件  

後援名義等 ３件  

市の施策への反映  ・グループホーム事業者向け研修の実施 

 


