


[設問1]協議会運営等について　【②-（２）】
自立支援協議会アンケート結果

②協議会があってよかった点-（２）

関係機関により「顔の見える関係づくり」が構築されることでよかった点（ネットワークづくり、地域課題の共有など）

内容

・個別支援においてスムーズな連携に繋がっている。

・関係機関との連携強化及びネットワーク作り。

・関係機関のネットワークの構築に寄与している。

・協議会構成の伴い、新たなネットワークを構成するのではなく、既存のネットワークの連携を活用することで、「それぞれ課題」から「全体課題」とする仕組みになったと考える。多重なネットワークは

議論のためのネットワークになりがちであると考え現在の仕組みになった。

・「顔の見える関係」が増えたことで、連携がとりやすくなり、対応の幅が広がった。

・関係機関に対して依頼や相談がしやすくなった。

・事業所間で連絡会等が行われ、事業所間のまとまりができている。

・課題に合わせて部会とプロジェクトを立ち上げてその課題に関係する機関が集まり、顔の見える関係づくりを行いながら課題解決に向けて検討しています。

・地域課題が共有できる点や、それについて意見交換ができる点。

・専門部会では同種の事業所や関係機関が顔を合わせる場となるため、ネットワークの構築や情報共有できる場となっている。また、共通認識の中で課題も共有しやすい関係である。

・各会議や専門部会の活動において、福祉分野のみならず医療・教育・労働など多くの分野の関係者が集まって障害者の生活について検討する環境ができている。それによって、それぞれが持つ

情報が共有されるだけでなく、個別支援の現場においての円滑な連携に役立っている。

・各支援部会は、年間通して計画的に会議を開催しており、参加者間や事業所間での課題共有ができてきた。また、情報交換により、お互いの現場で支援の参考にするなど、活用されている。

その積み重ねが事業所間の信頼関係となり、ケース対応についても協力・連携することが増えた。

・本自立支援協議会にその他のネットワークとして年に数回、障がい福祉関連支援機関を対象とした研修会の開催や地域資源の情報収集・情報交換会、交流会等を行っています。地域連携

力の向上（機関相互の緊密な連携強化）を目指しており、お互いに顔のみえる関係になれる機会として参加して頂いています。

・顔が見えるようになったことにより、個別のケースの支援がつながりやすくなった。

・研修や理解啓発イベント、パンフレットの作成など、協力して進められた。

・地域の課題や状況把握ができること。

・各会議などで多くの期間の担当職員と顔を合わせることで、相談や連携がし易くなった印象。

・地域の様々な機関に参加してもらっている。

・立ち上げ以来、一つの機関での抱え込みにならないよう、地域の課題として共有し、課題解決に向けて取り組む仕組みを作り、児童から成人まで切れ目のない支援体制を構築するということを

目標としているところである。いろいろな立場の参画があることで、1つの課題に対して様々な視点から意見を出し合うことで、課題解決に向けた視野が広がることにもつながっていると感じている。



[設問1]協議会運営等について　【②-（２）】
自立支援協議会アンケート結果

②協議会があってよかった点-（２）

関係機関により「顔の見える関係づくり」が構築されることでよかった点（ネットワークづくり、地域課題の共有など）

内容

・平成２８年度は専門部会にＣＳＷや自立ネットワークの人が参加していたが、平成２９年度からの会議体制では上記の機関からの参加がなく、他機関・他分野の人との連携が希薄になった

ので、今後考えていくべきだと思う。平成２９年度の会議体制では相談支援定例会等により、相談支援の実務者レベルでのネットワーク作りとしては強まった。

・相談支援定例会や事例検討会では事業所の枠組みを超えて「相談支援・計画相談実務者という同じ立場で事例等から支援策を話し合うことができている。そこからネットワーク作りや課題の

共有に至ることができている。

・【部会について】相談支援事業所連絡会、就労支援ワーキングなど、地域課題の共有・協議の場となっている。

・事例検討等を通して、各事業所のスキルレベルの維持、向上を図ることができ、また、事業所間のつながりができたことで、困難ケースに対し連携した取り組みができている。

・専門部会を設置し、関係機関が集まることで、縦割り行政の課題（地域課題）を共有し、組織横断的に課題解決に向けて取り組みが進められている。

・全体会や各部会等で顔を合わす機会があることで、個別支援会議の必要性等の相談や連絡がしやすい関係ができた。

・サブ協議会のネットワークにより、障がい児相談支援及び放デイと教育との連携等について周知に取り組めた。

・平成16年度から5年間、府事業である生活支援センターパワーアップ事業を活用し、サービス調整会議を重ねてきたので地域のネットワーク体制が深まっていった。そのために、相談支援の展開

が容易であった。

・ネットワークができたことにより、課題や情報共有がしやすくなった。

・障害者が様々な形態の事業所を利用する中で、事業所間で情報交換をすることにより、同じ支援の方向性を持つことができ、支援しやすくなる。

・日中系事業所部会において、優先調達法に基づく事業を進めて行く上で、共同受注窓口をどう持つか？の議論が始めることができた。

・それぞれの機関の強みを生かした連携・対応

・ネットワークづくり

・困ったことがあればお互い気軽に声を掛け合うよう働きかけ、お互いのスキルアップにつながっている

・平成２８年度より本自治体に新規で参入した事業所が増加している。部会への参加を促すことで、顔の見える関係作りができ、各事業所間での情報共有や地域課題を共有しやすくなってい

る。また、福祉関係者だけでなく、他職種にも参加してもらう事で、新たなネットワーク作りの場となっている。

・支援者ネットワークが出来た関係で、施設長や役職者だけでない現場職員が集まれる場所が出来たところが良かったところです。

・会議出席の方が施設長の場合、どの会にもその方が参加する、または現場職員が出れず、施設長しか動けない場合があるようにも思われます。担当者はそれでいいとは思いますが、協議会や部

会が増えすぎると動きづらい施設も出てくるのではと心配されます。

・関係機関が情報を共有することにより、解決が困難な事例が生じた場合、個別支援会議等を通じ助言や情報の共有ができる。

・地域課題の共有し、課題の解消するために自立支援協議会を行うことができていること。



[設問1]協議会運営等について　【②-（２）】
自立支援協議会アンケート結果

②協議会があってよかった点-（２）

関係機関により「顔の見える関係づくり」が構築されることでよかった点（ネットワークづくり、地域課題の共有など）

内容

・協議会に関係団体が会することで、情報を共有することができ、今後地域課題の抽出・解消に向け、協議していける。また、相談支援部会の設置により、相談支援専門員のネットワークができ、

ケース検討をおこなうことで、スキルアップにもつながっている。

・個々人のニーズに対してどの機関がどの役割を担うのかなどを確認しながら支援体制を構築し、互いの機能を確認し、ギブアンドテイクの関係をつくり上げ、地域支援体制の構築に繋がっている。



[設問1]協議会運営等について　【②-（３）】
自立支援協議会アンケート結果

②協議会があってよかった点-（３）

複数の関係機関が協議会に参加することにより、地域のニーズに応じて地域資源が増えた、改善された等のよかった点

内容

・社会資源集を作成した。社会資源を利用した感想なども共有。

・その他日中活動の事業所マップ、リーフレットの作成など。

・地域ニーズの把握のために、多くの関係機関からの意見が反映されている。具体的な取り組みや地域資源の開発については、今後の課題である。

・初期の部会で論議されていたことが施策として前進した（移動支援での通学支援、移動支援のガイドライン作りなど）

・関係機関と共同で社会資源調査を行い、地域資源が増えた点。

・多様な事業所・関係機関の参加により、地域ニーズや課題整理ができてきている。課題が明らかになることによって、地域資源の不足も明らかになってきている。

自立支援協議会から障がい福祉計画に意見も出されているが、地域資源を増やす・改善するまでには至っていない現状にある。

・複数の関係機関が協議会に参加することにより、庁舎実習の実施に至った、また就労のためのノウハウを学ぶガイダンスを実施することができた。

・「発達の記録シート」を作成し、試行運用につながった。

・地域課題の抽出からその解決に向けたワーキングチームの組織化を行い、社会資源の改善に向けた取組が行われている。また、そのプロセスを通して人材育成にもつながっている。



[設問1]協議会運営等について　【②-（４）】
自立支援協議会アンケート結果

②協議会があってよかった点-（４）

その他

内容

・関係機関、当事者、学識経験者等から、直接、本自治体の障がい者施策に関する意見等を聴取し、施策の推進に生かすことができる点

・地域における課題を協議会で議論してほしいとの声がある。自立支援協議会が「地域課題の解決の場」であるとの共通認識を持っている。

・地域の課題を現場から解決する機運を高める効果は大。参加委員が問題意識高く会議に参加することで、地域としての一体感が出ている。また、結果的に顔の見える関係づくりにも大きな役

割を果たしている。

・参加機関が、それぞれの現状を報告・共有することで、地域の課題や状況の変化をみつけやすい。

・関係機関と共同で精神科病院での院内研修を実施し、地域移行に役立った点。

・自立支援協議会が毎年開催する啓発イベント等を通じ、障害者福祉に理解の少ない住民に対しても研修や啓発の機会を持つことができている。

・専門部会を設置し、関係機関が集まることで、縦割り行政の課題（地域課題）を共有し、組織横断的に課題解決に向けて取り組みが進められている。

・全体会や各部会等で顔を合わす機会があることで、個別支援会議の必要性等の相談や連絡がしやすい関係ができた。



[設問1]協議会運営等について　【③】
自立支援協議会アンケート結果

③地域の強み

内容

・障がい福祉に関する社会資源が比較的多く存在すること

・障がい当事者による自主的活動が活発であり、当事者目線での積極的な意見が発信されていること

・行政と委託先（基幹C）が事務局を担い、連携を図りながら運営している。行政が予算を確保している。

・基幹Ｃが自治体内に設置されており、行政と連携しやすい。

・協議会が事業所交流会、高齢機関との交流会など企画し、活発に活動している。

・専門機関が地理的に近く連携しやすい。

・基幹相談支援センターが直営であり、関係機関との連携が円滑である。

・複数ある委託相談支援事業所を中心に、地域の法人や関係機関とのネットワークが整っている。基幹相談支援センターが設置されたこともあり、基幹相談支援センターを中心とし、更なる相談

支援体制の強化を図る。

・複数法人による連携を、互いの強みを生かしながら実施できている。

・行政との連携→地域の取り組みで対応できる事と政策的な対応が必要な等の仕分けを行い、必要に応じた対応ができるように試みている。

・相談支援を含めた三障害の関係団体のネットワークがある事。

・自治体と事業所の関係が、一方的なものでなく、対等の立場で協力して取り組んでいけている。

・横のつながりが強い。

・基幹相談支援センター、委託の一般相談支援事業所との調整会議を実施し、課題のあるケースについての情報共有、各機関の役割分担等が円滑に行えるよう、相互に相談できる環境であ

る。

・計画相談事業発足当初より、市と相談支援事業所が連携し計画相談についての啓発や特定相談支援事業所を増やすことなどに取り組んできた。

・自立支援協議会の中で多くの機関や団体が定期的に会議を行い連携していることが、地域の強みとなっています。

・相談支援事業委託事業所、自治体、基幹相談支援センターの連携がしっかりとれている点。

・サービス利用者は原則計画相談が必要ということになっており、９０％以上の方に計画相談が導入されている。そのためニーズの掘り起しができ、社会資源の不足や地域課題の洗い出しが進ん

でいると感じる。

・各地域ごとのセーフティネットが活発で、地域の民生委員や学校、地域包括支援センターなどと共に、委託相談支援事業所が会議に参加できている。

・自立支援協議会内の専門部会として障害当事者部会があり、また、そこから全体会委員も選出されている。障害当事者が協議会内で考えを発信できる仕組みが整っている。

・基幹相談支援センターの機能として、精神科病院を持つ医療法人に業務を委託し、精神障害者への支援に強みを持ったスーパーバイズを行える体制を整備している。



[設問1]協議会運営等について　【③】
自立支援協議会アンケート結果

③地域の強み

内容

・自治体と委託相談支援事業所が中心となり自立支援協議会を運用することで、積極的に情報交換や課題についての協議を行ってきた。このことで自治体と事業者間で信頼関係を構築するこ

とができており、課題についての率直な意見交換会の実施等につながっている。

・周囲に入所施設・相談支援事業所が多い

・障害者福祉に理解のある社会福祉法人が複数ある

・自立支援協議会の各会議において、多くの機関が課題意識を持って積極的に参加をしてくれること。

・早期発見、早期療育にいち早く取り組んできた地域の歴史を尊重し、支援の仕組みを構築していること。また、地域医療に先進的に取り組んでいることから、特に精神障害者の地域支援に強

みがあること。

・もともと無認可作業所から立ち上がってきた法人も多く、地域に根差した事業所となっており、一緒にいろいろな取り組みを行っていることが多い。

・自治体の担当者はかわることが多いが、委託相談支援事業所の相談員は変わることが少ないため、ケースワーカーが変わったとしても経過を把握している相談員がいることで継続した相談支援を

行うことが可能になる。

・身体の方ならＡ事業所、療育の方ならＢ事業所というように、事業所毎に障害に応じた相談ができること。専門性を生かした相談支援ができる所。

・自治体としての資源はまだまだ充足されてはいないが、地域住民、障害を持っている方から挙がった相談に対して真摯に向き合い、相談支援事業所や関係機関が連携して何とか解決しようとす

る姿勢。

・早期発見、早期対応が必要なケースに対し、社会福祉協議会や地域の民生委員と連携して取り組めている。

・地域に応じた課題の抽出ができている。

・顔の見える関係ができており、関係機関同士の連携がスムーズ。

・各部会や運営会議等、地域の課題についての意見等、日ごろ感じている課題について話合う機会が多いこと。

・協議会によるネットワークの充実及び高齢・医療との連携を積極的に働きかけることにより、さらにネットワークが充実している。

・人口が少なく、住民と行政や支援者との顔の見える関係が構築できている。社会資源の改善や開発がしやすい。

・自治体区域がコンパクトである為、自治体全体の状況を比較的把握しやすい。

・自治体の規模が大き過ぎないので、支援者同士の顔が見える関係性ができやすい。

・小規模の自治体であるので、関係者や事業所等が顔が見える関係性を築きやすい。

・フットワークが軽い

・顔の見える関係づくりができているため、お互い声をかけやすい



[設問1]協議会運営等について　【③】
自立支援協議会アンケート結果

③地域の強み

内容

・小さい自治体のため、福祉分野の各事業所との連携が取りやすい。

・自治体としての取り組みや事業は各分野でおこなわれており、実施している内容も充実している。

・限られた地域ではある為、伝達する内容や情報はすぐに連携が取れる体制と思われます。一部では取り組めない内容でも、連携を取ることで受けられるサービスに繋がるネットワークは出来ている

と思い、強みと感じます。

・小規模な自治体の為、関係者（事業所・当事者）とは顔が見える関係性であり、コミュニケーションが取りやすい。

・”地域の弱み”とも捉えられるが、逆に事業所数少ない分、情報の共有化が比較的密に図れる。

・顔の見える関係の構築

・行政、障がい者団体、事業所の距離が近く、相談等をしやすい関係が構築されている。

・社会資源が少ないため、自立支援協議会を共同設置する自治体をはじめ事業所など関係機関と連携できることは、住民にとっては支援の拡大につながっている。

・人口規模が大きくないため、サービス利用者等の状況把握も可能であり、相談支援専門員と行政等の連携が取りやすい。

・定期的に情報を共有している行政と相談支援との距離感が近く、数少ない資源の有効利用のために、情報共有しあい、素早い動きがとれている。



[設問1]協議会運営等について　【④】
自立支援協議会アンケート結果

④協議会活性化のための取り組み

内容

・自治体からの報告事項を可能な限り簡潔にすることで、委員による協議や意見聴取の時間を多く確保するようにしている

・毎年度初めに「協議会とは」の研修を実施して、地域診断を各地域で行い、「何のための自立支援協議会か」を共有している。

・指定相談事業所連絡会と地域協議会の連携強化（地域課題を吸い上げる流れづくり）。

・漫然と部会を実施するのではなく、課題別にコアメンバーを構成し、ワーキングチームを組成。

・会議運営の工夫（基幹Cのファシリテータ―力向上のための研修派遣）。

・障害当事者部会の交流会の実施（委員以外の当事者からの意見聴取）。

・成果物（パンフレットやリーフレット等）を共有すること。

・年度当初に各ワーキングでのテーマや課題、取り組みについて確認すること。

・団体等からの要望の場にならないよう、行政と関係機関の相互理解を深める必要がある。

・昨年度から全体会の委員数を減らし、一方で当事者/家族は増やし、より当事者の思いを反映した会議となっている。

・財源措置。協議会運営のための財源措置が必要。

　使用特定の財源ではなく、地域の実情に応じた仕組みに寄与できる柔軟な体制をとることができる財源。

・個別のケースから見えてきたニーズを中心に地域課題を整理していくこと。

・人材の確保

・行政が協議会で出た課題に対する要望を前向きに検討すること。

・地域課題があればその課題に対して検討していく部会やプロジェクトを立ち上げて、関係する機関に出席を依頼し継続して検討を続けていること。

・事業所連絡会（平成２８年度は２回実施）を開催し、自立支援協議会構成メンバー以外の事業所にも参加をしてもらい、新たな地域課題の吸い上げや研修会を実施しスキルアップを図っ

ている。

・今後、その時代のニーズに合わせて部会等の再編が必要になってくると思われる。

・行政との関係性の構築が必要。

・各会議において活発な意見交換や議論ができるよう、事務局において、各専門部会等の取組みと各会議との連携方法を検討しながら運営を行っている。

・支援部会を中心的な活動として位置付けており、各支援部会には、多くの事業所・機関が参加している。支援部会には、世話役と事務局の双方が連携しながら進める体制を構築しており、支

援部会の年間テーマ設定をはじめ年数回の計画的な会議開催など、部会が運営しやすいよう工夫・援助している。

・多くの機関からの課題が上がってくるように定例会で各部会の活動の報告を行い、興味を持っていただいた機関には各部会へ参画してもらうように呼びかけている。



[設問1]協議会運営等について　【④】
自立支援協議会アンケート結果

④協議会活性化のための取り組み

内容

・今年度から府アドバイザー派遣事業を活用させて頂いています。本地域自立支援協議会は、ある程度システム化されており外枠を変えるよりも協議会のそれぞれの会議の中身について、より活

発な意見交換がされるようアドバイザーの方からご意見を頂いているところです。

・（取り組み）実務者中心のボトムアップの多層的な仕組みを作り、テーマ別、ニーズ別の仕組みを創って運営していること。

・（必要と思われること）部会と部会のつなぎ役や全体の調整役が必要。

・精神、知的、身体、発達と障害種別ごとにグループを分けて課題を検討したり、障害種別関係ないグループ分けにしたりすることで、参加者がいろいろな立場の人の意見を聞く機会としたり、小グ

ループとすることで意見が出しやすくなるようにしている。

・参加者が情報収集の場として捉えているとお客さんになってしまうので、会議に参加するという意識を高めてもらう工夫は必要である。

・各協議会の場で協議するだけでなく、具体的に地域のニーズに応じて地域資源を増やしたり、改善に向かうように取り組もうとしている。

・総合支援協議会に参加していない機関や他分野にも働きかけは必要だと考え、今後は何らかの形で取り組みたいとは思っている。それが活性化に必要だと思う。例えば、ＣＳＷ・高齢関係の機

関、高齢の地域包括支援センターなど。

【必要と思われること】各部会から抽出された地域の課題について、調査・審議を行い、その課題整理や解決に向けた方向性を示すことができるような体制づくりが必要。

・活発な意見が交わされるよう、毎回の部会の内容の充実が必要。また、交わされた意見から部会での議論のテーブルにのるような意見内容の掘り進めが必要。

・障害者児の支援の強化に向けた、相談支援専門員とケアマネージャーによる勉強会の実施。

・専門（くらし）部会では、地域の方への障害理解をすすめるため、音楽祭や、民生委員対象の研修会や施設見学などを実施している。

・一般、特定に関わらず相談支援事業所については各部会の参加は自由としていることで、各部会の状況についての把握や情報共有が可能となっている

・協議会各部会の活動まとめの一覧を作成することにより、各部会の課題の共有と活動内容を知ることによって、協議会全体として何に取り組んでいるか等、全参画機関の考え方の意識づけに

なった。

・部会のための事務局会議を持つ会議もあり、事務局会議を実施することにより、会議テーマの目標が定まった。

・代表者会議の議論が活発に行われていないことが課題であるという認識を持っている。昨年度から議論しやすいように情報提供を行っている。

・課題を具体的に解決するシステムの構築が必要である。

・課題を明確にし、自立支援協議会全体で共有したうえで、対応策を検討する事が必要と考える。

・地域に密着した課題を把握しやすいよう、ヘルパー部会、通所入所施設等連絡会などには事業所がなるべく出席してもらうよう案内している。

・勉強会や事例検討等で参加者が主体となる魅力ある定例会の開催



[設問1]協議会運営等について　【④】
自立支援協議会アンケート結果

④協議会活性化のための取り組み

内容

・年度当初に参加機関のニーズ調査をおこない、そのニーズに即して部会を進行している。

・年間で取り組み目標を設定し、年度末に振り返りをおこなえるよう、各部会にて取り組みシートを作成している。

・各部会では意見を言い易い会議運営が必要だと思います。

・個々のケースや法改正等の制度動向を通じて自治体としての課題を認識し、関係機関と打合せをする機会はある。ケース数自体も少なく、協議会等を活用するよりも個々の課題を解決してい

くことで地域の課題を解決出来るものと認識している。

・各部会の運営について、事務局主導ではなく、事業所等が中心となり、主体性を有することが必要。

・地域の課題抽出を行っているところである。

・協議会のあり方について、事務局でも再度学び、検討していく。

・必要と思われることは、ニーズに基づく地域課題の共有と地域評価。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（１）】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（１）

個別支援会議、運営会議、専門部会、全体会等、各会議の役割分担が不明確、またはそれぞれ（いずれか）の役割に不十分な点がある

内容

・自立支援協議会としての個別支援会議を実施しておらず、個別支援から地域課題を抽出することが難しい。何を「地域課題として捉えるのか」の議論が十分ではない。

・各部会が自主的に課題を見つけ検討を進める形が続いており、別組織のような形になりかねない。地域課題を抽出し、全体会等で整理したうえで各部会等で検討を深めるという本来の仕組み

が機能していない。

・専門部会の編成が上手く進んでいない。部会を増やす必要性（例えば就労部会）を指摘されているが、部会設置の目的が明確になっていないことや、それに関係する事業者のニーズの把握な

どができていない現状では、基幹や委託相談のメンバーの会議参加が増え、負担が増すだけだと思われる。

・事業所主導にシフトしていく前提で自治体が主導で部会を発足したが、事業者主導による運営に至っていない部会もあるため、運営へ移行に向けた段階的な取組みを開始した。

・専門部会での課題共有はなされるが、それを全体会へあげ、具体的な課題解決につなげるという仕組みになっていない。

・専門部会等での活動をどのようにして各会議で共有し、意見や議論をしていくかの仕組みの構築が不十分。現状は専門部会等の活動の報告を受けるにとどまっている。

・全体会、事務局会議、部会といった役割分担はできているが、課題解決や、解決に向けた方向性を示すことができるような体制となっていない。

・事務局主導になっていて協議会が主体性を持たず形骸化している。

・相談支援部会で取りまとめた地域課題を代表者会議で共有し、解決プロセスや解決結果を共有していくことが課題。

・課題が多くあがるが、解決に向けて優先順位づけと役割分担ができていないところがある。

・深く話しこむまでのマンパワー不足と時間がない。

・部会と定例会が繋がっていない

・個々のケースや法改正等の制度動向を通じて自治体としての課題を認識し、関係機関と打合せをする機会はある。ケースや事業所数も少なく、協議会等を活用するよりも個々の課題を解決し

ていくことで地域としての課題を解決出来るものと認識している。

・事務局主導になっていて協議会が主体性を持たず形骸化している。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（２）-Ⅰ】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（２）-Ⅰ

個別課題の吸い上げ～地域課題としての集約が不十分である　　Ⅰ　相談支援体制が不十分

内容

・ケアマネジメント連絡会議で地域課題とは何かを議論しているため、抽出することが不十分である。具体的な抽出する方法が相談員それぞれの力量に影響される。

・個々の事業所の力量が一定でない。事業そのものに専従化した取り組みができていない事が課題の第一。

・自らの事業対象者が中心になりがち。

・事業所数・人員（特に相談支援専門員）の数をもう少し増やす必要がある。

・自治体、基幹相談支援センター、委託相談支援の役割分担が明確に整理されていない。

・相談支援体制のキャパの問題

・障害福祉サービスの利用者が増加を続ける中で、計画相談支援の担い手である相談支援専門員の数が追い付かない状況が起きている。早急に解決すべき課題であると認識している。

・基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所のそれぞれの役割分担が明確でなく、連携を取りづらい状況。

・相談支援専門員１人あたりのケース数が増え、新規での依頼が困難な状況。

・基幹相談支援センター、委託相談、特定相談の役割の整理ができていない。

・相談支援から協議会へ課題を吸い上げることがうまくできていない。

・自治体、基幹相談支援センター、委託相談支援事業所の役割分担が明確に整理されていません。

・各事業所や制度に対する周知が行政から不足しているように感じる。法令の改正などに則って事業を開始したとしても、周囲がそれを把握していない。行政はそのことを感知せず、つくったものをま

わりが知っている前提で物事をすすめるので地域との認識に差ができている。

・委託相談支援事業所と指定特定支援事業所のネットワークがあまりなかったため事例検討会を立ち上げたが、支援内容に差を感じる。指定特定支援事業所を含めて事例検討会を行い、ネッ

トワーク作りや共有に取り組むも難しい。支援の底上げにつなげるのも難しい。

・指定特定事業所が足りない。特に児童分野に重圧がかかっている。利用者が事業所を自由に選択できない状況になっており、障害別による事業所毎の専門性の強みが逆に弱みにもなってし

まっている。事業所としては、３障害＋児童の指定をとっているが、その考え方を自治体全域で足並みをそろえることが難しい。

・相談支援事業所連絡会はあるが、相談支援員の資質向上について検討するだけにとどまっており役割分担や連携までに至っていない。

・基幹相談、委託相談、指定特定相談、一般相談、それぞれの役割分担が明確に整理されていない。基幹相談と委託相談２つの相談支援事業が必要以上に指定特定相談支援事業をサ

ポートする体制をとっているため、余力がなく現場の声や地域課題を集約できる体制が不十分。

・相談支援の充実のために相談支援専門員の増員が必要。

・特定相談支援事業所も増えてきているが、基幹相談支援センターがないので、全体を調整する役割を担うところが確立できていない。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（２）-Ⅰ】
自立支援協議会アンケート結果

・平成２８年度より新規で指定相談支援事業所が増えてきており、基幹相談・委託相談・指定相談支援事業所との役割分担を、昨年度より相談支援部会の重点項目として取り組んでいる。

・取り組みの中で各相談支援事業所での関係ができてきており、徐々にではあるが、相談支援体制は整いつつある。

・相談を受けられる事業所は増えましたが、それ以上にサービスを必要とする方も多く、現状としては不足している状況と思われます。基幹相談があれば、拠点として情報伝達や連携も見えてくるの

ではと思いますが、いずれ設置は必要ですが、現状、基幹相談を受ける事業所はないのも現状です。

・委託相談事業所が、指定相談や基幹相談的なことと共に協議会事務局も担っている。今後、事務局として行政と協力し、協議会のことや地域づくり、人材育成について取り組めるための方策

を検討する必要がある。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（２）-Ⅱ】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（２）-Ⅱ

個別課題の吸い上げ～地域課題としての集約が不十分である　　Ⅱ　人材育成が不十分

内容

・相談員の人材育成をしているが、地域課題を捉えられる相談員は多くない。

・専門性だけでなく、障害のある人の社会的課題も含めた、人材研修の仕組みが必要。

・様々なケースに関わる事で、必要な専門性は身につくと考える。

・相談支援事業所の数が少なく、相談支援専門員が日々の業務に追われているため高い専門性や指導力を有する人材の確保が不十分である。

・人材（特に男性ヘルパー）の確保等に不十分な点がある。

・協議会全体の運営だけでなく各部会の運営も事務局が主導となっているが、参画機関の中で中心となっていくところが出てきたうえで各部会からの声が定例会や全体会に直接挙がってくるように

していきたい。

・人材の養成とくに相談支援専門員の養成に課題がある。

・相談支援専門員の確保が難しい。要件を満たしていても個々の資質として不十分な面もある。

・自治体及び基幹に相談支援事業者を指導・育成できるだけの専門性や指導力を有する人材がいない。

・各事業所により、相談内容や対応内容、対応数に差がある。対応力のある事業所に相談件数が偏ってしまう。

・今までの経緯や法律改正を十分熟知、障害児者の地域生活をトータルで考えることが出来る人材の育成

・地域の人材育成・支援力の向上を目標に各部会で研修会を実施しているが、マンパワー不足の確保等目に見える結果は出ていない。

・福祉に関わる中で、ご家族に頼らざる得ない状況、専門分野ではあるが専門知識がないまま業務に当たっている方も多くいるため、勉強会や各自の向上心が必要と思われます。しかし、福祉離

れもみられ、厳しい仕事であるのも事実です。

・事業所数が少ない分、抱えるケースも少なく、専門性や指導力を有する人材の確保が困難。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（２）-Ⅲ】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（２）-Ⅲ

個別課題の吸い上げ～地域課題としての集約が不十分である　　Ⅲ　その他

内容

・課題抽出を進めるなかで、本当にこの方法でよいのか、これで課題抽出ができるのか、自身が持てないでいる。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（３）】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（３）

専門部会の設置、運営に不十分な点がある

内容

・各部会が自主的に課題を見つけ検討を進める形が続いており、別組織のような形になりかねない。地域課題を抽出し、全体会等で整理したうえで各部会等で検討を深めるという本来の仕組み

が機能していない。

・専門部会の編成が上手く進んでいない。部会を増やす必要性（例えば就労部会）を指摘されているが、部会設置の目的が明確になっていないことや、それに関係する事業者のニーズの把握な

どができていない現状では、基幹や委託相談のメンバーの会議参加が増え、負担が増すだけだと思われる。

・事業所主導にシフトしていく前提で自治体が主導で部会を発足したが、事業者主導による運営に至っていない部会もあるため、運営へ移行に向けた段階的な取組みを開始した。

・放課後デイサービスを運営する事業所が増えているが、部会での障害児についての課題の吸い上げに不十分な点がある。

・専門部会への当事者の参加がなされていない。

・部会の構成はうまくいっていない。計画策定にリンクさせてきている協議会の構成が、ボトムアップから、政策的に強制されるものにうつり、うまくいかなくなった。

・部会は、事務局主導となっており、各部会において事業所が主体的に取組む状況となっていない。

・協議会立ち上げ時に、既存の会議を活用し協議会部会と位置付けた専門部会では、主たる目的が別にあるため、専門部会としての活動が十分にできない問題がある。

・専門部会に当事者の意見を反映した検討を行うため、当事者参画を検討している。

・代表が代わるごとに部会の運営が滞る。

・制度改正等により業務が多様化・複雑化するなかで、新たな部会の設置及び運営が困難である。

・各自が抱えている仕事も多いため、これ以上部会が増えると、会に出席できない方も出てくるのではと心配されます。

・個々のケースや法改正等の制度動向を通じて自治体としての課題を認識し、関係機関と打合せをする機会はある。ケースや事業所数も少なく、協議会等を活用するよりも個々の課題を解決し

ていくことで地域としての課題を解決出来るものと認識している。

・事業所が少数であることで、専門部会を行えないことから議題内容が全体的なものになりがちである。

・課題抽出が進め切れていないので、新たな部会の立ち上げに至らない。また、現在唯一の部会である相談支援部会も、いずれは部会長を参画機関の中から担っていただけるような準備や働き

かけが必要。

・地域の福祉事業所の数が少ないこともあり、部会の設置まで至っていない現状である。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（４）】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（４）

全体会（協議会）において課題整理・検討までなされているが、地域資源の改善・開発にまでつながらない

内容

・課題解決に繋がっている部分もあるが、解決されず課題として残り続けているものもある。

・地域資源の開発に向けた具体的な取り組み方法がわからない。

・地域資源の改善・開発にまでつながらない。

・地域の取り組みだけでは解決できない課題は多く、大阪府なりが、積極的に動きを見せるべき。

・実際に地域移行支援を行える事業所が増えない、ヘルパーが足りない　等、課題のスケールが大きすぎて、市町村単位では対応できない。

・課題に対しての調査（アンケート等）や整理が不十分であり、具体的な取組みを実施することが難しい。

・専門部会で課題は出されるものの、地域資源の改善や開発に向けた具体的な動きが不十分。

・大きな制度改正や開発には時間もかかり、場合によっては事業予算が必要なことも考えられる。課題について検討した結果を、どうやって形にするかが見つけられていない。

・年度末の本会議には、各部会が地域課題を整理して報告している。協議会の活動を通して課題整理はされてきたが、資源の開発・改善にはつながっていない。そのため、今年度は課題に基づ

き自治体と協議会が意見交換の場を持ち、地域実態やニーズ等の共有を図った。

・また、別途、自治体と入所・グループホーム支援部会との意見交換の場も設けた。

・資源の開発・改善についての課題については、今後地域生活支援拠点検討会議の中でも検討する予定である。

・地域生活支援拠点等整備ワーキングを開催し、基本方針を定めて全体会・定例会等にも報告しているが、どこの事業所がそれを担うのかについては手を挙げる所がなく進んでいない。地域移行

支援についても各一般相談支援事業所に直接もちかけたり、勉強会を開いたりしているが担う事業所がなく、実績が上がらない。

・地域課題を抽出・整理して、実際の検討段階に至るまでに時間を要する。

・各部会において、課題の共有はできてきたが、分析と課題解決の取り組みまでの検討には至っていない。

・予算の壁があり、社会資源の創出には至らない。

・全体会（代表者会議）は形式的な印象があり、具体的に何かを検討するという場にはなりえていないように感じている。定例会、障害児部会等の報告は毎年しているが、全体会に対して何か

を提言したりという形にはなっていない。どういうところを目指していくのかは、自治体とも方向性を考えて行きたいと思う。

・課題を集めて報告して終わりになっており、地域資源の改善や開発に向けた取り組みに至っていない。

・虐待対応や差別解消に対するフロー等は検討されているが、その先に進んでいない。

・課題整理はある程度できているが、社会資源の確保や改善、開発に向けた具体的な取り組みが実施できていない。

・これまで相談支援事業や専門部会で、課題の集約と報告・検討までは実施できたが、地域資源の改善や開発に向け、協議するまでには至らなかった。

・相談支援部会て、地域課題の整理・検討は実施しているが、代表者会議でその報告や検討までには至っていない。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（４）】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（４）

全体会（協議会）において課題整理・検討までなされているが、地域資源の改善・開発にまでつながらない

内容

・全体会の構成メンバーが事業対象年齢の幅が広く課題を出すが、その解決に向けての方向性がまとまらない。

・各部会等での課題について報告するが、対応策についての議論に至らない。

・取り組みの報告のみとなってしまっており、提案した内容について先の政策への繋げ方が明確にはなっていない。

・事業所数が少なく、検討を有する困難事例もあまり生じていないため、具体的な活動内容が見つけられない。



[設問1]協議会運営等について　【⑤-（５）】
自立支援協議会アンケート結果

⑤課題ー（５）

その他

内容

・限られた時間内で、多くの課題について十分な協議をいただくことが困難。

・構成員の自立支援協議会に対する認識の違い。

・議論は活発に行われているが、議論を集約し課題を明確にしていく部分に取り組めていない。

・相談支援事業所が委員の約半数を占めており、課題が相談に関することに偏りがち。

・部会とプロジェクトが多くあり構成員が重なっている人もいるので、整理をしていく必要があります。

・各専門部会等の活動の中で、研修の講師謝礼や視察のための交通費など、経費が必要なものがある場合に予算化ができておらず、事務局機関の負担となっている場合がある。

・地域の課題というよりも、自立支援制度そのものの課題と言った事柄も多く、　地域の協議会レベルでの対応が難しい。

・高齢や児童・母子保健・生活困窮といった他分野との連携を進めなければ、障害だけではない多様な課題を抱えたケースに対応できない。



[設問1]協議会運営等について　【⑥】
自立支援協議会アンケート結果

⑥期待する役割・機能

内容

・関連する他分野も含め、障がい者施策に対する幅広い協議を行い、意見を聴取し、施策の推進に生かすこと。

・障害福祉に関する地域課題がしっかりと吸い上げられ、そして集約され、しっかり議論されるようになってほしい。

・障がい児者が安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、地域の障がい福祉関係機関、関係団体等が支援体制に関する地域課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地

域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、支援ネットワーク体制の充実を図る。

・障がい当事者、事業者、行政機関が共に考え、話し合い、障がいのある方が安心安全に暮らしやすい地域づくりを目指す。

・地域課題の抽出・解決策の検討、関係機関のネットワークづくり　等。

・障害福祉計画への提言。実施状況確認　・施策提言

・制度・施策の立案及び施行

・普段の業務だけでは、どうしても身近な部分の情報しか入ってこないので、地域や職種等、色々な視点からの情報が得られることを期待している。

・障害者本人が「誰とどこで暮らすのか」を自己選択・自己決定できるなど、障害者権利条約を実現するための地域づくりの役割。

・行政側から見えない地域課題の集約

・支援ネットワークの強化、地域課題の共有、検討の場

・ニーズにあった社会資源の工夫・改善・開発を推進させる役割。

・地域課題の抽出、整理をし、それを課題解決に向けた具体的な取り組みに繋げる仕組み。また政策提言等に繋げる等の行政への働きかけの機能が必要。

・自立支援協議会そのものの周知を一層推し進めることで、地域の住民に広く障害者福祉への理解を促す機会を増やしていく。

・自治体や関係機関との連携を強化し、事業所間の情報交換や課題の共有をはじめ、障がい者・児の地域生活が豊かになるよう課題解決に向けた協議を図る。

・また、地域生活支援拠点等の整備に向けた検討については、自治体と連携して実施する。

・各部会において地域の課題を吸い上げ、全体会等を通じて自治体の施策を動かす力となる役割

・地域における様々な課題について、各部会等で専門的な見地から助言を求め、自治体の施策が向かうべき方向性を決定する一助となる役割

・地域課題をタイムリーに抽出できるシステムづくり。

・地域の関係機関の有機的な連携ネットワークの構築。

・課題の共有のみにならず、課題解決へのつながり。

・前述の役割分担などが充分でない状況で役割・機能を期待をすることは難しいと感じる。

・いろいろな役に立つ情報を得たいということが参画機関の求めているところが大きいように感じているが、持ち帰れる情報を得ることも大事だと思うが、どうすればよりより支援体制を構築することが出

来るか、ということにみんなの意識が向いて、課題も出すだけではなく、どうすれば解決に向かうことが出来るのか、など具体的に検討していくことが出来るような場になればと思う。



[設問1]協議会運営等について　【⑥】
自立支援協議会アンケート結果

⑥期待する役割・機能

内容

・地域課題に対して十分に協議して改善したり、社会資源の整備、開発に向けて協議できる場。

・他分野・他機関の違いにとどまらず、地域課題に取り組めるネットワーク作り。

【自立支援協議会】・地域課題について、その課題整理や解決に向けた方向性の協議と提示。

【部会】・協議会（全体会）と連動した課題整理と課題解決への取組み

・地域課題の吸い上げ、共有を図り、各関係機関が連携して課題解決に向け取り組んでいける体制。

・地域課題の抽出・整理及び解決。障がいのある方もない方も暮らしやすい街づくり

・地域課題の集約と解決、地域の社会資源のネットワーク強化

・相談支援が円滑に進むことが地域で生活する障がい児者の生活が豊かになっていくことにつながるので、広義に捉えた相談支援体制を充実させることが自立支援協議会の大きな役割と考えま

す。

・そのためには、障がい当事者や支援者が持っている希望や夢、逆に困りごとを拾い上げていき、その情報を共有していくこと、そして、地域の社会資源情報の把握などを行いながら相談支援体制

の評価を行っていくことが大切だと思います。

・関係機関相互の連携や事例検討等の協議の場としての役割

・困難ケースに取り組む上で、多岐の事業所が関わる時に、計画相談事業所が調整する方法の議論を積み重ねる。

・課題を明確にし、対応策を検討、加えて、今後の方向性を協議

・事務局が主体ではなく、各専門部会が主体となる協議会となることが望ましい。

・地域課題から地域に必要な社会資源を生み出す

・各事業所のスキルアップ

・サービス事業所も含め、サービスの提供だけでなく、全体で福祉を担う意識をもつ

・地域自立支援協議会を福祉関係者だけの集まりではなく、当事者や、住民、各関係機関が気軽に参加でき、顔の見える関係作りが行える機能。

・色々な立場から意見が出ることで、必要とされるサービスや体制作りに繋がっていく事を期待しています。

・地域体制整備のコーディネーターとしての役割を担い、自立支援協議会が有効に機能し、地域生活への移行を推進する。

・地域課題の共有、また、課題解消に向けた協議を行うこと。

・地域課題の抽出及びその共有による課題を解決することができる体制の構築

・関係機関が連携・協力し、障がい者の自立生活に必要な支援について、実現可能な方法を協議していく場としての役割

・保健・医療・福祉・教育などの多分野、多職種による一体的な支援ができるように進めていく。




