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東大阪市自立支援協議会運営規約（案） 

（趣旨） 

第１条 この規約は、東大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行条例（平成 18 年東大阪市条例第２号）、東大阪市障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成 18 年東大阪市規則第 46 号）その他

別に定めがあるもののほか、東大阪市自立支援協議会（以下「協議会」という。）の運

営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（1）福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。 

（2）困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること。 

（3）地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。 

（4）障害福祉計画の推進状況の点検及び進行管理 

（5）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関する

こと。 

（組織） 

第３条 協議会は別表１に掲げる者をもって組織する。 

２ 本協議会に助言をする者としてオブザーバーを置くことができる。 

 （ケア連絡会） 

第４条 必要に応じて広域的な連絡調整を必要とする事例について、新たな資源の検討・

開発を目的としたケア連絡会を設置することができる。 

２ ケア連絡会は、基幹相談支援センター、委託相談支援センター、福祉部障害者支援室、

健康部保健所健康づくり課の担当者をもって組織する。 

（地域別会議） 

第５条 個別の事例への対応のあり方に関する協議、調整を行うために、協議会に地域別

会議を置くことができる。 

２ 地域別会議は、委託相談支援センターが召集し、地域の実情に応じて開催したうえで、

取り上げられた課題等についてケア連絡会に提出する。 

（運営委員会） 

第６条 ケア連絡会に提出された地域別会議等の課題を協議するため、協議会に運営委員

会を置くことができる。 

２ 運営委員会の委員は、別表２に掲げる機関等の実務担当者をもって組織する。 

 （専門部会会議） 

第７条 継続した協議、調整を必要とする課題については専門部会会議を置くことができ

る。 

２ 専門部会会議は、個別の課題について関わる関係機関の担当者をもって組織し、協議

会の承認を得て設置し、協議会にその活動内容を報告し承認を得ることとする。 

３ 専門部会会議の長は、部会会議の内容を事務局に報告する。 

（関係者の出席） 
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第８条 協議会、ケア連絡会、地域別会議、運営委員会及び専門部会会議（以下「協議会

等」という。）は、その所掌事業の遂行に必要があると認めるときは、関係者の出席を

求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（障害福祉計画策定等会議への出席） 

第９条 協議会の会長は、その指名する委員に障害福祉計画策定等の会議への出席を求める

ことができる。

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、基幹相談支援センターにおいて処理する。 

なお、事務局長は基幹相談支援センターの代表が務める。 

（守秘義務） 

第１１条 協議会等の委員は、会議等で知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

附 則 

この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

相談支援事業者の代表 

指定障害福祉サービス事業者の代表 

東大阪障害児者福祉施設連絡会の代表 

東大阪市障がい児通所支援施設事業所連絡会の代表 

高齢介護等の関係機関の代表 

中河内地域若者サポートステーションの代表 

障害当事者又はその家族のうち市長が定める者 

地域ケアに関する学識経験者 

障害者を雇用している企業の代表 

布施公共職業安定所業務部長 

大阪府立東大阪支援学校長 

大阪府立八尾支援学校長 

大阪府立交野支援学校四條畷校准校長 

大阪府立たまがわ高等支援学校長 

大阪府立生野支援学校長 

社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団の代表 

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会事務局長 

東大阪市副市長 

東大阪市都市魅力産業スポーツ部長 

東大阪市福祉部長 

東大阪市子どもすこやか部長 

東大阪市健康部長 

東大阪市教育委員会学校教育部長 

オブザーバー 

大阪府こころの健康総合センターの代表 

大阪府東大阪子ども家庭センターの代表 
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別表２（第６条第２項関係） 

東大阪市立障害児者支援センター 

相談支援事業者（委託事業を受けている者） 

指定障害福祉サービス事業者 

東大阪障害児者福祉施設連絡会 

東大阪市障がい児通所支援施設事業所連絡会

高齢介護等の関係機関 

中河内地域若者サポートステーション 

布施公共職業安定所(障害者雇用担当) 

東大阪市障害者就業・生活支援センター 

東大阪市就労支援ネットワーク連絡会 

大阪府障がい者自立相談支援センター 

大阪府東大阪子ども家庭センター 

大阪府こころの健康総合センター 

大阪府立東大阪支援学校(進路担当) 

大阪府立八尾支援学校(進路担当) 

大阪府立たまがわ高等支援学校(進路担当) 

大阪府立交野支援学校四條畷校（進路担当） 

大阪府立生野支援学校（進路担当）

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 

東大阪市都市魅力産業スポーツ部労働雇用政策室 

東大阪市福祉部障害者支援室障害施策推進課 

東大阪市福祉部障害者支援室障害福祉認定給付課 

東大阪市福祉部障害者支援室障害児サービス課 

東大阪市生活支援部東福祉事務所 

東大阪市生活支援部中福祉事務所 

東大阪市生活支援部西福祉事務所 

東大阪市子どもすこやか部子ども見守り相談センター地域支援課 

東大阪市健康部保健所健康づくり課  

東大阪市健康部保健所東保健センター  

東大阪市健康部保健所中保健センター  

東大阪市健康部保健所西保健センター 

東大阪市教育委員会学校教育部学校教育推進室 

東大阪市教育委員会学校教育部教育センター 
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運営委員
は必ず参加

検討結果
の報告

自立支援協議会 全体会（年２回）

ケア連絡会

地
域
別
会
議

専門会議

（事務局）
障害者支援室
基幹相談支援センター
委託相談支援センター

令和４年度東大阪市自立支援協議会（案）

・運営委員会での議論、課題の報告
・市全体としての課題解決に向けた議論、助言、連携の強化
・市の障害施策に関する方向性の検討

相談支援NW

・地域課題の共有、課題の提案、優先順位付け
・課題解決に向けた議論
・集中的に議論する専門的な会議設置の判断
・専門会議の課題および参加者の選定
・専門会議の報告・進捗管理

・会議の参加者
会議のテーマごとに運営委員の中から参加者と進行役を選定
テーマに精通した者を外部委員として招集

・会議の期間
課題ごとに一定の期限を設けて結論を出す⇒次の課題へ

運営委員会 （年６回）

事務局会議 （毎月開催）

・自立支援協議会の開催の調整
・当事者のニーズや個別支援で充足されな
い問題等について権利擁護の視点から
地域課題を抽出（重要度・緊急度・実現可能
性・取組効果などから総合的に判断）

（構成委員）各機関の実務担当者
・基幹・委託相談・事業所連絡会・施設連絡会
・障がい児通所事業所連絡会・高齢介護機関
・就労支援ネットワーク・公共職業安定所
・各支援学校(進路担当)・社会福祉協議会
・東大阪市（労働・教育・こども・保健・福祉）

（構成委員）各機関の代表者・公募委員
・基幹・委託相談・事業所連絡会・施設連絡会
・障がい児通所事業所連絡会・高齢介護関係機関
・若者サポートステーション・障害者雇用企業
・障害当事者・家族・学識経験者
・公共職業安定所・各支援学校
・社会福祉事業団・社会福祉協議会
・東大阪市・オブザーバー

各種会議・個別事例
等

当事者中心の会

障害児者が普通に
暮らせる地域づくり

当事者ニーズ
の把握

地域課題について解決策
を検討
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参画機関・開催予定等 

参画機関：東大阪市自立支援協議会運営規約 別表２（第６条第２項関係）に掲げる機関等 

開催：運営委員会 5/20 

   運営委員会事務局会議 4/11  5/16  6/13 

      拡大事務局会議 4/28  事務局会議打合・専門会議打合 4/7 4/19 6/7  6/15

課題について 

 ・運営委員会の活性化を目指し、専門会議には各委員がどこかに所属してもらうようにと考えているが、動

き出した二つの専門会議に入りきらない委員もいる。 

 ・運営委員会の参加人数が多いので議論をするのは難しい。何か工夫が必要。 

 ・個別課題から地域課題の抽出に関してはスキルアップが必要。 

 ・専門会議での議論が進む中で、メンバーチェンジ・追加などがスムーズにできるのかどうか。 

 ・多職種連携が進む中で、運営委員に新しく入ってほしい機関があるものの、すでに人数が多いこともある

のでこれ以上人数は増やせていない。

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

 ・部会等の開催方法を整理して、協議会運営のシンプル化 

 ・運営委員会の活性化 

 ・検討課題、テーマについては障害当事者のニーズ・権利擁護につながるテーマを基本に運営委員会にあが

ってきたものを事務局会議で整理する。 

 ・専門会議①「重度障害児者のサービス利用実態と社会資源の確保について」 
 ・専門会議②「教育と福祉の連携のシステム化にむけて」 
・モデル事業「地域生活移行プロジェクト」始動。地域生活移行にかかる「入口会議」については常設化。

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【    運営委員会   】 

                          報告者（  児玉 祐子  ） 
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参画機関・開催予定等 

参加機関：（各委託相談）よりそいの丘、あいん、わくわく、ぱぁとなあ、つむぎ、マーレ、ひびき 

      基幹相談支援センター、障害者支援室 障害施策推進課

開催予定：偶数月の第 3月曜日 

課題について 

これまで過去 5年、各リージョン制の中で委託としての役割、機能を果たしてきました。ただ、委託連絡会に

おいて、月ごとの相談件数、個別ケース対応を分類するなかで、個々の委託の地域性の違い、相談傾向の違い

がみえてきました。それにより各委託において、相談対応にも、若干の違いがみられる部分もありました。令

和 5 年度の新たな体制に向けて、出来る限り、各委託として、相談支援体制に大きな違いがみられないよう

に、統一性をもてる支援を共有化していく必要性があると考える。 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

令和 5年度に委託相談のプロポーザルが実施される。それにあたり、これまでの各リージョン地域による地域

担当制から中学校区による担当制へとなる。それにより、新たな委託相談も加わることも予想され、また、担

当制の変更もあるなか委託相談として、これまでの様に地域への支援機能を果たしていく為、そして新たに加

わった重層的支援体制において、委託の役割、機能、基幹相談支援センター、各関係機関との役割、連携の仕

方について整理が必要と考えられる。 

以上を踏まえ、今年度としては、これまでの個別ケース対応などの委託相談として、支援の積み積み重ねや

役割を振り返りながら、今一度、地域で担うべき、委託相談としての役割、機能を整理し、次年度の新たな委

託相談の体制において、各関係機関との連携を担えるように、委託相談連絡会において、今一度、委託として

の役割の整理を行いたい。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                             部会等名称【 委託相談連絡会 】 

                          報告者（OSJ 工房よりそいの丘 黒岡正寛） 
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参画機関・開催予定等 

 参画機関 当事者メンバー、委託相談（つむぎ、あいん、ぱあとなぁ）、基幹相談、施策推進課 

 開催状況 2022 年 5 月 16 日、6月 6日、7月 11 日（以後も毎月～隔月で必要に応じて開催予定）

課題について 

 ■様々な障害種別の当事者を巻き込みたいが、情報保障（手話通訳や点字資料）の整えられていない。 

 ■「バリアフリーにしていくための取り組み」 

 ・東大阪市立ウィルチェアスポーツコート（花園中央公園内）＋ドリーム 21 の見学 

  ウィルチェアスポーツコートを活用した当事者交流イベント「ボッチャ交流会（仮）」を企画予定。 

■「防災・新型コロナウイルス関連の取り組み」（昨年度の車座ワークショップを踏まえて） 

 ・市内の 1次避難所の調査（バリアフリー、備蓄品等 ・避難所運営マニュアルについて（中身の検証） 

 ・避難行動要支援者名簿制度についての検証 ・避難時の個別支援計画作成事業の進捗について 

■「障害者の就労支援に向けた取り組み」「インクルーシヴ教育に向けた取り組み」 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

・現在「避難所運営マニュアル」は未整備となっているが、より良い避難所運営マニュアルを作成していくた

めにも、当事者中心の会からも障害者に対する配慮等について意見提起していきたいと考えている。 

今年度の取組計画・目標等 

・通常会議を毎月～隔月開催予定です。（コロナ禍の影響もあり、会場とオンラインのハイブリッド開催） 

①「車座ワークショップ」の開催         ②「バリアフリーにしていくための取り組み」 

③「防災・新型コロナウイルス関連の取り組み」  ③「その他の取り組み」 

  防災に関しては、「避難所運営マニュアル」や「災害時の個別避難計画作成事業」の進捗状況を共有し 

ました。バリアフリーの取り組みでは、今後予定されているドリーム 21（プラネタリウム）の改修工事 

について意見提起していくための取り組みを始めています。 

下半期には、ふれあいのつどいでの差別解消法をテーマにした寸劇や、車座ワークショップの開催（オン

ライン）を予定しています。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【    当事者中心の会   】 

                          報告者（    地村 貴士     ） 
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参画機関・開催予定等 

基幹相談 児玉（進行役） 

基幹相談・委託相談・障害施策推進課・認定給付課・当事者中心の会・発達障害支援センターピュア・東大

阪障害児者福祉施設連絡会・指定障害福祉サービス事業者 

課題について 

東大阪市内には、社会資源としてサービス提供事業所はたくさんあるものの、重度障害児者への重度訪問介護

や行動援護といった事業所が見つけられない・見つかるまでに時間がかかるといったと現場の声が多く聞かれ

る。現場に近い人間は肌感覚で現状を共有できるが、関係していない方々には伝わりにくい。現場で窮状して

いることを、客観的にも理解してもらえるようなものを出したい。 

医療的ケア児者について、議論できるメンバーがそろっていなかったので、メンバーの再考が必要。 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

テーマ「重度障害児者のサービス利用実態と社会資源について」 

東大阪市内での「重度障害児者へのサービス利用実態」と「社会資源の状況」について、客観的な数値や具体

的な事例をもとに実態の把握をおこなう（重度訪問介護対象者、強度行動障害、医療的ケアの方を対象）。 

またその内容をもとに情報分析をおこない、課題となる点（資源が足りないのか、人材が足りないのか 

資源はあるが見つけにくのか等）を議論し、解決にむけての具体的な提案をおこなっていく。 

話の論点を絞るために、対象者を明確にした。今回のテーマで対象とするのは、重度訪問介護対象者、強度行

動障害スコア１０点以上の方々。医療的ケアについては、次回持ち越しとする。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【  専門会議 ① 】 

                          報告者（  児玉 祐子   ） 
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参画機関・開催予定等 

（株）ノーサイド 中西氏（進行役） 

基幹相談・委託相談・障害施策推進課・障害児サービス課・地域支援課（子ども見守りセンター）・障害児

通所支援事業所連絡会・発達障害支援センターピュア・学校教育推進室・教育センター・府立支援学校 

課題について 

学校現場、事業所現場において連携がうまく行かずに困った事例についての情報収集 

学校⇔福祉の組織間の連絡に用いる統一様式を作成し、各学校、障害福祉サービス・障害児通所支援事業者内

で周知する（自立支援協議会で承認を得たのち、学校園向けの発信および事業所連絡会内での周知を行う） 

学校現場における支援の流れやそこに携わる職種（特別支援コーディネーター、SSW など）について、また障

害児に関わるサービスの仕組み（放課後デイサービスと計画相談の機能と役割）について学校・福祉それぞれ

に対して周知を図る 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

テーマ「教育と福祉の連携のシステム化に向けて」 

教育と福祉の狭間でこぼれ落ち、支援の手が届きにくいケースについて。学校、福祉（事業所）双方が連携を

必要とする際の具体的な方法が確立されておらず、担当者個人の力量に任されていたり、結果として連携がう

まくいかないことも。教育と福祉との間で組織的な連携を図る際に使用する統一様式を定め、双方が了解して

システム化することで子どもの支援のための連携体制の強化を目指す。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【  専門会議 ② 】 

                          報告者（  中西委員   ） 
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参画機関・開催予定等 

■参画機関 
座長：同志社大学 鈴木良先生 
参加者：障害者支援室（施策推進課・認定給付課）各福祉事務所 自立支援協議会 相談支援事業所（基
幹・委託・指定特定）施設連絡会 事業所連絡会（日中・GH・短期入所・その他）入所施設 砂川厚生
福祉センター 創思苑 参加希望事業所 事務局  
■開催予定 
年 4回開催 第 1 回 6月 16日 第 2 回 9 月 8日 第 3回 12 月 第 4回 3月 

今年度の取組計画・目標等 

■地域生活移行プロジェクト会議目的 
・ 砂川厚生福祉センターに入居しているCYさんの地域での自立生活を実現する。 
・ 目標達成のための期限は１年間とし、社会福祉法人・創思苑が主要な受け入れ事業所となり、CY さ
んのニーズに合った自立生活を支援する。 

・ 市内で支援をしている福祉サービス事業所や行政機関などが関わり、CY さんの地域での自立生活支
援ネットワークを構築する。 

・ CYさんの地域生活移行支援を通して、障害の重い人の地域での自立生活のために求められる生活/日
中活動支援・住宅環境・地域社会などの社会資源、連携の仕組みや支援プロセスを明らかにする。 

・ CYさんの自立生活支援における自治体や国によるサービス基盤整備のための方法を明らかにする。
・ CY さんの地域移行支援プロジェクトの成果と課題を踏まえて、障害の重い人の脱施設化や自立生活
支援のための政策提言を行う。 
■取り組み計画 

・ CY さんの地域生活移行は、6 月より毎月 1 回程度創思苑での生活介護・グループホーム・移動支援
の体験を行い、体験後には支援検討会を開催し、地域生活を送るうえでの課題、支援の検討を行う。

課題について 

・ CYさんの地域生活移行支援を具体的に進める中で、東大阪市における課題を明らかにする。 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

・ 地域生活の受け皿の一つであるグループホームの数は増加しているが、障害の重い人の自立生活の為の資
源が少ない現状がある。 

・ 強度行動障害など困難な状態を示す人の自立生活に関しては、一つの法人で支援するには限界がある。 
・ そのためには、東大阪市全体で受け入れることのできるシステムや基盤整備が必要。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【地域生活移行プロジェクト会議】 

                          報告者（西野 貴善） 
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 令和４年度 第１回 

 東大阪市自立支援協議会全体会 
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