
 

『基幹相談支援センター等機能強化事業』実施報告 

リーダー：『地域生活支援センター Enjoy』松田建一 

 

 

【目標（『なは障がい者プラン』該当項目）】 

基本目標２  施策の方向３ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

具体的施策  （１）相談体制・相談支援機能の充実 P.３２～ 

（４）地域生活支援事業関連のサービスの充実 P.３３～ 

 

【事業受託法人『事業所』】 事業担当職員：４名 

社会医療法人 葦の会 『相談支援事業所ひかり』２名 

特定非営利活動法人 わくわくの会 『さぽーとせんたーｉ』１名 

社会福祉法人 若竹福祉会 『地域生活支援センターEnjoy』１名 

≪資格≫ 

主任相談支援専門員 相談支援専門員 介護支援専門員 社会福祉士 

精神保健福祉士 介護福祉士  ※ 重複あり 

 

【令和２年度報告】 

 市庁舎にて、毎週定例会議を開催することを決定。事業初年度の目標を「顔の見える相談体制作り」と

し、「地域生活支援拠点等の整備（本資料 P.３参照）に向けて」を中心に取り組むこととした。 

≪実施した内容≫ 

 ・定例会議開催（51回） ※オンライン含む 

 ・市内指定特定相談支援事業所 22か所、委託相談支援事業所５か所への挨拶まわり 

・新型コロナウイルス感染症に関するアンケート調査（医ケア児への対応について） 

 ⇒ 「休校に伴い事業所への過重な負担有り」「通所自粛に伴う経営難や離職」 

  「情報が少なく現場が混乱している」「医療機関の受診制限に伴う不安」等を把握 

 ・市内指定特定相談支援事業所向け拠点等整備に関するアンケート調査 

⇒ 「親亡き後等を見据え拠点等整備の対象となる障がい者（児）は非常に多いこと」「緊急時の受

入れを必要と考える相談員が多いこと」を把握 

・『なは障がい者プラン』策定に向けた各ワーキング開催（委託事業所との協同により） 

 ・拠点等整備に関する勉強会（市内指定特定相談支援事業所向け）及び「特定相談支援事業所連絡会」

の開催（委託事業所との協同により） 

 ・地域包括支援センターにて障害福祉サービスに関する勉強会の開催 

 

 

 

 



 

 

【令和３年度報告】 

２年目の目標を、「地域の受け皿作り・他機関協働」とする。 

昨年度週１回開催していた定例会議を２回に増やし、水曜日に医ケア児支援等の協議の場について、

金曜日に地域生活支援拠点等整備について協議等行っているところである。 

 

≪拠点等整備に向けて≫ 

 ・南部圏域を中心に、短期入所、入所施設に対しアンケート調査を実施。拠点等整備に向けた協力体制

（主に緊急時及び体験の場としての受入れ）について確認。 

  ⇒ 36事業所へ送付し、16事業所回答あり。受け入れに際し協力したいが、コロナ  禍という

こともあり、「体制が整ったら」と考える事業所が多いことを把握 

・アンケートを基に事業所を訪問し実態を把握するとともに、今後登録事業所としての協力依頼を行

った（入所施設・GH（日中サービス支援型含む））。 

 ⇒ ２か所訪問し、１か所は市役所にて聞き取り等行った。 

 

≪他機関協働について≫ 

 ・５月に沖縄市基幹相談支援センターを訪問し、沖縄市での取り組み等について聴取。 

⇒ 医療的ケア児等総合支援事業を活用し、保育園、幼稚園等の併行通園の促進を先駆的に行ってい

る事業を実施しており、今後、取り組みを進めるうえで参考になった。 

・６月に与那原町基幹相談支援センターを訪問し、与那原町における拠点等整備についての情報を収

集するとともに、今後の連携も確認。 

⇒ 地域生活支援拠点等整備について、受け皿になる入所施設や短期入所事業所へのアプローチ方

法や、支給決定時受給者証に拠点等事業の対象者として記載を行っていることなどが参考になっ

た。 

 

≪今後の方向性について≫ 

地域生活支援拠点等整備に向けて、地域の受け皿作り、他機関との連携の強化に向けて取り組みを進め

ていく。また、次に説明する医療的ケア児等の協議の場を活用し、医療的ケアが必要な方の体制も含めて

整備を進めていく。 

喫緊の課題としては、緊急時受け入れ体制の充実がある。随時、相談支援専門員や登録事業所へ協力体

制作りについての依頼を進めていくとともに、各ワーキングとの連携を密に図りながら、基幹相談支援

センター等機能強化事業の取り組みについての周知を行っていく。 

 

 

 

 

 

 



 

医療的ケア児等の協議の場について 

報告者：『さぽーとせんたーｉ』新垣恵乃 

 

 

【目標（『なは障がい者プラン』該当項目）】 

基本目標２  施策の方向３ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

具体的施策  （３）障がいのある子どもに対する支援の充実 P.36～ 

 

【第１回（５月 31日）開催内容】 ※ Zoom 開催 

≪目的≫ 

現在、那覇市には医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者が７名いる（講師含む）。しかしま

だコーディネーターとしての配置ができていないため、今年度の医療的ケア児等の協議の場において、

コーディネーターの役割や配置について話し合いを行うこととする。そのために、まずは参加機関から

現状や課題等の報告を受けるとともに、コーディネーター配置に関する意見を伺うこととした。 

 

≪参加機関≫ 

那覇市立病院、Kukuru、ほくれい、養成研修受講者、南部圏域アドバイザー、 

基幹相談センター等機能強化事業担当者、那覇市こどもみらい課、障がい福祉課 

 

≪課題等≫ 

・こどもみらい課：保育園入園の相談があるが、園側の職員配置が厳しく受け入れが難しい状況がある。 

・那覇市立病院：小児慢性特定疾病医療受給者証のみで動ける医ケア児が増えて、対応が難しい。また、

片親の親御さんや支援者がいない人への支援、レスパイト先がないこと等が課題。 

・Kukuru：こども園に入園するが、３年間ずっと親の付き添いが必要だった。親も疾病を持っている。

今年特別支援学校に入学したが、初めの頃は看護師が配置できず、親の付き添いが必要だったが、今

は看護師が配置され緩和されている。 

 

≪事例紹介≫ ほくれい（計画相談）・さぽｉ（委託相談）より 

病院からの退院の際にサービス利用で計画相談員につながるが、両親と訪問看護と話をして利用は一

旦保留。数か月後に、保育園入園の相談をするもうまくいかなかったことをきっかけに改めて相談し、

連携しながら検討することができたケース。 

 

≪コーディネーターについての意見交換≫ 

 初回の話し合いであった為、医療的ケア児等コーディネーターの役割についてはっきりしたイメージ

の共有はできていなかったが、①ライフステージに応じた支援の必要性、②どのサービスにも繋がって

いない児の相談を受ける窓口の設置、③関係機関間の連携、④コーディネーターの負担感が大きくなら

ないよう複数で対応できる体制にする、⑤地域にも医ケア児を知ってもらいたい、⑥コーディネーター

がリーダー的に動いて欲しい、等の意見有。 

 



 

 

【第２回（７月 26日）開催内容】 ※ 対面（一部 Zoom）開催 

≪目的≫ 

第１回目で提示した本市におけるコーディネーターや養成研修受講者、相談支援事業所等の役割につ

いて具体的に示したうえで、新たな参加機関（庁内各課）の取組み等について共有し、さらにコーディネ

ーター配置についてイメージしていくこととした。 

 

≪参加機関≫ 

那覇市立病院、Kukuru、ほくれい、養成研修受講者、南部圏域アドバイザー、 

基幹相談センター等機能強化事業担当者、那覇市地域保健課、学校教育課、 

こども教育保育課、こどもみらい課、障がい福祉課 

 

≪事例紹介≫ 

・那覇市立病院：退院までの支援について。 

・こどもみらい課：保育園入園に関する相談について。２事例は、何とか入園に至ったケース。１事例は、

主治医より集団保育は不可との事で家庭保育中。もう１事例は、２園に相談し前向きな回答が得られ、相

談中の事例。 

 

≪意見交換≫ 

・医療的ケア児が病院から退院する際、コーディネーターに第一報がくるようできたら…。 

・看護師配置が難しい中で、既存のサービス等で補う事が出来ないか。 

・予算確保の為にも実数把握が必要。 

・保育園等への入園希望は多くあるが、断られる事もある。 

・人と予算の確保が大事。目標を持って取り組んで欲しい。 

 

【今後の方向性や目標】 

２回開催し、各機関の機能や現状等の報告を受け、お互いの役割や状況を把握することが出来た。今年

度は４回の協議の場の開催を予定しているため、残りの２回も、それぞれがコーディネーターに担って

欲しいと考える役割と出来る事とをすり合わせ支援体制の強化を図るためにも色々な意見をいただき

たいと考えている。 

今年度中に、本市の実情等にあわせてコーディネーターを配置しこれを支える支援体制を整備すると

ともに、「相談窓口のわかりやすい周知」に向けたフローチャートを作成し、これを広報していくことと

する。 

 

 

 

 

 

 



 

相談ワーキング 

リーダー：地域生活支援センター Enjoy 

 

 

１．『なは障がい者プラン』の該当項目 

P.11施策体系「基本目標 2-施策の方向 3-具体的施策（1）相談体制・相談支援機能の充実」 

を軸に実施（プラン P.32～） 

 

 

２．相談ワーキング 開催実績 

・第１回 令和３年 ４月 20日(火) 13時半～15時半 

・第２回 令和３年 ５月１８日(火) 13時半～15時半 

・第３回 令和３年 ６月１５日(火) 13時半～15時半  ※ Zoomにて 

・第４回 令和３年 ７月 20日(火) 13時半～15時半 

 

 

３．相談ワーキング 活動内容 

毎回『なは障がい者プラン』を確認しながら次の目的を共有し開催している。 

 

①支援を通じて明らかになった課題のうち、委託相談事業所に共通する課題等を那覇市障がい者自立

支援協議会にて、報告、協議事項とすること 

②各ワーキングで協議された内容のうち、那覇市障がい者自立支援協議会にて必要な事項を整理、提言

すること 

③困難事例等の検討、調整に関すること 

④地域の関係機関によるネットワーク作りに関すること 

⑤地域の社会資源の開発・改善等に係る協議に関すること 

⑥権利擁護等に係る協議に関すること 

 

≪議題≫ 

・『なは障がい者プラン』の確認（基本理念 P.5～P.10、相談体制・相談支援機能の充実 P.32～） 

・基幹相談支援センター等機能強化事業の動きについて共有 

  医療的ケア児の協議の場、地域生活支援拠点についてなど 

 

≪事例検討≫ 

各委託のケースについて共有しながら、互いにアドバイスや提案等を行っている。 

 

 

４．特定相談支援事業所連絡会 開催実績 

・第１回 令和３年 ６月１６日(水) 15時～17 時 （オンライン開催） 

［参加事業所数］1６か所 ※ 特定相談支援事業所 29か所（市内及び委託）中 

 

 



 

５．特定相談支援事業所連絡会 活動内容 

『なは障がい者プラン』に基づき、相談支援事業所間の交流及び相談支援専門員の相談援助技術の向上

を図る場として開催している。 

開催に際しては相談支援事業所よりアンケートをとり、議題等の参考としている。 

 

≪第１回目テーマ≫ 「多職種連携について」 

・委託相談支援事業所より事例報告 

・参加事業所より事例を提供してもらい、グループに分かれこの事例について検討を行った。 

 

≪質問返し≫ 

前回（昨年度開催）連絡会のアンケートより出た質問への返答 

①県や市での多職種連携体制について 

⇒ 県や市の自立支援協議会全体図を通して説明 

②主任相談支援専門員研修について 

⇒ 今後の研修予定について説明 

 

≪今回の連絡会からあがった意見（アンケートより抜粋）≫ 

・権利擁護、虐待防止や通報義務などについて学んでいきたい。 

・互いの事業所の体制や新規の受け入れ状況等を確認できる機会があるとよい。 

・新規創設の加算や活用可能な資源、機関などを教えてほしい。 

 

 

６．今後の方向性や目標 

『なは障がい者プラン』にその都度立ち返りながら、相談支援事業所間の交流及び相談員、相談支援専

門員の相談援助技術の向上を図る為、相談ワーキングと特定相談支援事業所連絡会の開催を継続してい

く。 

 

≪具体的な内容≫ 

・相談ワーキングを中心に各ワーキングとの連携を図っていく。 

・事例の共有及び検討 

⇒ 各相談事業所と委託事業所とでうまく連携ができた事例の共有を図る。 

  ⇒ 各相談事業所のケース検討を通して、地域ニーズの把握や相談員の援助技術向上を図っていく。 

・特定相談支援事業所連絡会の運営（今年度は３回開催予定） 

⇒ アンケートなどを通して、相談支援事業所の意見を聴き取り、連絡会の内容に反映できるように

していく。 

⇒ 相談支援専門員間のネットワークを構築し、円滑な情報交換、助言等ができる体制づくりを目指

していく。 

 

 

 

 



 

子どもワーキング 

リーダー：さぽーとせんたーｉ 

 

 

１．『なは障がい者プラン』の該当項目 

P.11施策体系「基本目標 2-施策の方向 2 療育と教育の充実」及び、「基本目標 2-施策の方向 3- 

具体的施策（1）相談体制・相談支援機能の充実（3）障がいのある子どもに対する支援の充実」 

を軸に実施（プラン P.29～ 療育と教育の充実、自立した生活の支援、意思決定支援の推進） 

 

 

２．活動内容 

『なは障がい者プラン』を柱に、次の目的を共有しながら行っている。 

・障がい児支援にかかわる関係機関が連携し、ニーズ・課題を共有し、課題解決に向け検討すること 

・保育、教育、療育における発達支援を検討すること 

 ・保護者が地域で安心して子育てできるための仕組み作り（支援体制の整備） 

 

 

３．障がい児支援にかかる課題等 

・医療的ケア児の通える場、短期入所の不足 

 ⇒ 支援体制の整備（医療的ケア児等の協議の場にて検討） 

 ・放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所は増えたが、療育的な支援がなされていない事業所も

多い ⇒ 通所事業所連絡会等で支援者のスキルアップを図っていく 

 ・子どもたちの日中の活動の場（保育園・幼稚園・学校・学童等）で障がい特性・かかわり方がわか 

らず、福祉サービスを紹介されるケースが増えている（不登校や不適応の相談） 

⇒ 地域の中で子どもたちが安心して過ごせるよう、関係機関と連携し、理解を促進し環境調整でき

る人材を育成する 

 ・各関係機関との連携が不十分で、どのような取り組みを行っているのかわからない 

⇒ 第１回子どもワーキングで検討 

 

 

４．開催実績 

第１回 令和３年７月５日（月）1０時～1２時 （対面にて開催） 

［参加機関］ 

那覇市こども発達支援センター こども教育保育課 こどもみらい課 学校教育課 

基幹相談支援センター等機能強化事業担当、委託相談支援事業所、那覇市障がい福祉課 

 

［内容］ 

各関係機関の取り組みと課題について共有し、課題解決に向けグループに分かれ検討する。 

 

 

 

 

 



 

≪各機関の取組み≫ 

機関 取り組み内容 

障がい福祉課 

障害福祉サービスの申請を受付、支給決定を行っており、児童については主に児

童発達支援と放課後等デイサービス、その他外出支援、短期入所や居宅介護等の

サービスを支給している。 

「那覇市発達障がい者サポート事業」を、NPO 法人わくわくの会へ委託して行

っている。診断の有無に関わらず発達の気になるお子さんから大人の相談等を行

っている。本人やご家族、支援者に対しての相談支援や家族会、当事者の居場所

支援、就労準備支援、支援者向けのティーチャーズトレーニング、ペアレントト

レーニングなどの親子教室等を行っている。 

基幹相談支援セン

ター等機能強化事

業 

令和２年度から３法人４名の相談員が機能強化事業担当として配置されており、

地域生活支援拠点等の整備や困難ケースへの対応等を委託相談の担当と協力し

ながら取り組んでいる。 

委託相談 

計画相談 

委託相談では、那覇市より委託を受けて、診断のあるなしに関わらず発達が気

になる子の相談や福祉サービスや手続きについての説明、不登校の相談など幅

広く相談対応している。 

計画相談では、児童では放課後等デイや児童発達支援、居宅介護や短期入所な

ど福祉サービスの利用を希望される方に対して聞き取りからアセスメントを行

い、プランを立て、各機関と連携調整を行っている。 

【課題】 

・日中活動の場の環境の調整がないままに、すぐに福祉サービスの利用につな

がれている。 

那覇市こども発達

支援センター 

発達に援助を必要とする児童と保護者への支援を行っている。 

主に 4つの事業を行っている（パンフレットで説明）。 

１．相談事業 ２．訓練事業 ３．障害児通所支援事業（親子通園） 

４．地域支援事業 

１歳半、３歳児健診での発達相談や保育園の方から発達気になる子の問い合わせ

から相談につながることが多い。 

３種類の訪問事業も行っている。 

① 発達支援保育事業（巡回相談）園へ訪問し、発達支援保育を受けている児童

と保護者、園の職員向けに相談対応している。 

② 児童施設訪問支援事業として園へ訪問し、園の職員向けに保育のアドバイス

を行っている。 

③ 保育所等訪問支援事業として、受給者証をもっている児童で、園の方へ訪問

し環境調整の助言等を行っている。 

【課題】 

・コロナの影響もあってか相談件数が増えており、現在、待機をしてもらってい

る状況である。 

・わくわくクラスも２ヶ月待ちの状況なので、待機期間は個別相談を取り入れ保

護者の不安軽減に努めている。児童発達支援利用のための意見書については、障

がい福祉課と調整し、こども発達支援センター相談者については医師以外にも心

理士の意見書でも申請できるようにし、できるだけ早期支援につなげている。 



 

こども教育保育課 

公立のこども園の巡回相談をしており、保育士や保護者の相談を受け支援してい

る。また、入園の相談調整等を行っており、ら・ら・らステーションの方とも連

携をしている。 

【課題】 

・巡回相談については、コロナ禍以前に比べ、相談時間を短くしているため、園

の要望に十分に応えられないことがある。 

こどもみらい課 

支援グループでは平成３０年よりら・ら・らステーションを設置し、子育て世代

包括支援センターとして、子育て相談を行い、相談に応じて必要な支援へつなぐ

形となっている。 

発達の支援を必要とする児童の入園の相談調整も行っている。発達・医療ケア児

の入園の相談が増えている。現在、教育・保育施設で発達支援保育の対象児童と

して 3００人（公立のこども園を除く）対応しており、発達支援対象児童につい

ては、こども発達支援センターの方へ対象名簿を送り、巡回の依頼をし、フォロ

ーしてもらっている。 

【課題】 

・保育士不足というところで、発達支援保育につける加配保育士の確保が課題。

毎年１０人ほど入園できず待機児童が出てしまう。待機児童に対しては、希望す

る園に空きが出たら、園に対して入園の受け入れを再調整している。随時園の空

き状況をご家族へ連絡し、本人の様子の聞き取りをしたり、児童発達支援（福祉

サービス）を利用しているケースもあるため、それらも活用しながらフォローを

行ったりしている。 

学校教育課 

就学支援（適正就学指導）や、先生方への研修等を実施している。 

不登校の相談や対応については教育相談課が行っており、対象の生徒によってク

ラスを分けながら実施している。 

補助員については、例年やめることもあったが、今年度は安定し実施することが

できている。 

【課題】 

・就学支援を申請するケースが年々増加している。 

・支援学校に比べ支援クラスは職員の配置が手薄になるため、その中でどこまで

きめ細やかな支援、配慮ができるかが課題。 

・特別支援クラスの担任は必ずしも特別支援教育の資格をもっている先生でない

が、研修等を実施しスキルアップに努めている。 

 

 

 

 



 

 

≪まとめ及び今後について≫ 

 

・障がい児支援に関する各機関から上がった課題 

発達が気になる子の相談が年々増えており、それぞれの機関で保護者や支援者への相談対応を行っ

ているが、ケースごとに各機関と連携しているものの、相談先によってそれ以降の相談ルートが変わ

ることも考えられ、場合によっては家族がたらい回しになってしまうことも懸念されるため、ある程

度相談内容に応じた相談先がわかりやすく情報整理されたものが提示できたらという話が多くあが

った。 

 

【課題に対する具体策として】 

医療的ケアの子どもも含め、発達が気になる子どもの子育てをしている親御さんやその子どもとご

家族を支援している支援者が、困りごとがあったときにスムーズに相談に繋がって安心して子育て支

援に取り組めるよう、支援体制を整えていきたい 

⇒ わかりやすい情報の発信を検討する。 

以前作成した福祉サービスと相談窓口についての一覧表を参考に（次頁参照）、今年度中に作成し

ていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

就労ワーキング 

リーダー：障がい者相談支援センター すこやか 

 

 

１．『なは障がい者プラン』の該当項目 

P.11 施策体系「基本目標３-施策の方向１-具体的施策（1）一般就労への移行支援・福祉的就労に対

する支援」を軸に実施（P.43～） 

 

 

２．実施内容 

今年度の実施の参考とするため、まずは就労支援事業所へアンケート調査を行うこととした。 

・令和３年 6月１5日(火) 一斉メール送信（返信 6月 30日まで） 

８４事業所（就労移行、就労継続A、就労継続 B、定着支援）へ送付 

・令和３年 7月１3日(火) アンケート集計 

34事業所より返信あり ※内容については後述 

 

 

３．今後の方向性や目標 

障がいのある人の就労が円滑に行われるよう、就労支援の課題・支援方策などについて、就労ワーキン

グや那覇市障がい者就労支援連絡会において協議を図る。また、より効果的な協議の場となるよう、ハロ

ーワークや一般企業などの参画を図っていく。 

 

≪具体的な内容≫ 

・就労支援連絡会の立ち上げ及び運営 

今回のアンケートをもとに連絡会を立ち上げ、ネットワークを構築し、円滑な情報交換、助言等がで

きる体制づくりを目指していく。 

・就労に関する相談先を示したフローチャートを整備、配布先の確認（相談ワーキングと連携） 

 

 

アンケート調査項目及び結果 

 

≪回答事業所≫ 34事業所（内訳） 

 就労移行（２）  就労継続Ａ型（６）  就労継続Ｂ型（14）  移行・A・B 型（１） 

 移行・B型（６）  A・B 型（１）  A型・就労定着（１）  就労移行・定着（１） 

移行・B 型・自立訓練（１） B 型・就労移行・定着（１） 

 

≪コロナによる影響（マイナス）について≫ 

 大いにある（８）  ある（20）  あまりない（６）  全然ない（０） 

 

≪具体的な影響について≫ 複数可 

 １．利用者の心身状態の悪化 （17） 

 ２．利用者処遇（業務、利用日数、環境、工賃、賃金など）の悪化 （22） 



 

 ３．事業経営状況の悪化 （15） 

 ４．支援事業所から一般就労した方の処遇（業務、環境、賃金など）の悪化 （3） 

 ５．支援事業所から一般就労した方のコロナ理由による解雇 （１） 

 ６．支援員処遇（業務、環境、給与など）の悪化 （8） 

 

≪影響に対する現在の状況について≫ 重複有 

 １．対応中だがほぼ未解決 （10） 

２．対応中だが未解決がまだある （12） 

 ３．対応中で解決に向かっている （5） 

 

≪コロナによる特に大きな影響や逆にプラスになった点・気付いた点等≫ 自由記載 

※一部抜粋。多数のご意見あり。 

・受注作業がほとんど無くなって生産活動の収入は激減。利用者の工賃、作業がないためレクや学

習などで経費が増えた。 

・お土産作りの下請け作業が減った。 

・配達先建物へ入る人数制限等により生産活動にも制限が出た。 

・自粛期間中の家族のストレス。 

・新しい作業を始めるための準備も資金がかかり、とにかく出費が大幅に増えた。早急に手を打つ

必要があるが、なかなか思うように進まない状況。 

・作業に追われていた時間を学習や作品作りをする時間に変え、いろんなことにチャレンジできて

いる。新しい能力を発見できた。職員とのコミュニケーションも増えてきているという点に関して

はプラスになっているかと感じる。 

・就労継続支援だが、同時に居場所的コミュニティとしての役割が大きいことがわかった。 

・在宅での支援と事業所での支援の両方が行えることはプラスと感じる。 

 

≪就労支援連絡会立ち上げや開催に関する質問ご要望、ワーキングに対する意見等≫ 自由記載 

※一部抜粋。多数のご意見あり。 

・相談や協力ができれば心強い。社会の状況もコロナの影響で様変わり、一つの事業所だけでどう

にかできるものではないと感じている。みんなで力を合わせて、この危機を乗り切りましょう。 

・他事業所との交流がないため、率直な声が出せる場を設けてほしい。 

・今年度大幅な報酬改定が実施された。以前までは集団指導などで確認、質問等できたが、今回は

コロナの影響でオンラインによる質問で、とても対応に苦慮した。運営面に関するワーキングがあ

っても良いのではないか？ 

・開催ごとに話し合うテーマを前もって各事業所より聴取し、内容が決定していると助かる。 

・事業所ごとに孤立していると感じる。情報共有ができたらよい。 

 

≪就労支援連絡会について≫ 

 立ち上げに際し是非協力したい＋連絡会開催時には参加したい ・・・ 31 事業所/34事業所 



 

住まい・暮らしワーキング 

リーダー：相談支援事業所 ひかり 

 

 

１．『なは障がい者プラン』の該当項目 

P.11施策体系「基本目標 2-施策の方向４-具体的施策（1）地域移行に向けた支援の推進」 

を軸に実施（プラン P.40～） 

 

２．開催実績 

開催日時：令和 3年 6月 29日（火）14：30～16：30 

場  所：那覇市役所 501 会議室 

 

≪参加機関≫ 

那覇市保健所地域保健課、那覇市保護管理課自立支援班、南部圏域アドバイザー、 

南部圏域コーディネーター、基幹・委託相談相談支援事業所、那覇市障がい福祉課 

 

３．開催内容 

≪目的≫ 

・障がい者の入所施設や精神科病院からの地域移行を進めていくとともに、障がい者の希望する生活

を地域全体で支えていくこと 

・各種関係機関が実施している「地域移行・地域定着支援」における成功事例や課題を共有し、障がい

のある人もない人も地域で安心して生活することが出来るよう、医療・保健・福祉・行政等の連携及び

地域連携を行い、また共通課題から社会資源開発を行うなど、障がい者支援における地域の体制づくり

につなげていくこと 

 

≪各機関からの事業共有≫ 

（那覇市保健所） 

・地域住民への理解促進、普及啓発に関する事業の実施 

・治療中断者や治療へ繋げる必要がある方への相談対応 

・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築 

・病状悪化にて警察対応となった方への入院相談についての対応 など 

 

（保護管理課） 

・生活保護受給者で、長期入院患者が地域へ移行する際「退院の阻害になっている課題を解消」するた

めに、退院支援担当の相談員を 2名配置し、退院促進を促す事業を行っている。 

・事例を複数紹介 

 ⇒ 本人の病識に関する課題や怠薬について課題のある方の支援 

⇒ 身寄りがない、親族との関係が希薄な状態による身元引受等の課題の支援 



 

⇒ 医療費の滞納や家賃滞納等、経済的な課題についての支援 

 

 

4．今後の方向性や目標 

・相談ワーキングと連携し、委託相談支援事業所より地域移行・定着支援への取り組みに関する事例を

集め共有する。 

 ⇒ 今年度、県より本人が希望する地域で生活することができるための体制づくりを目的に、「市町

村における地域移行支援・地域定着支援に係る事例・取組みの報告について」事例報告の依頼があ

るため、共有した事例を提供できるようにする。 

・各関係機関が取り組んでいる地域移行、地域定着支援に関する状況を共有し、うまくいった取り組み

や地域の受け皿づくりでの課題を整理し、「障がい者が安心して地域で住み続けることができる体制」、

「地域の方が安心して受け入れができる体制」を構築することができるよう、ワーキングにおいて体制

づくりに向けた取組みを行っていく。 

・「地域移行推進連絡会」については、課題等整理していく中で、実施内容や呼びかける事業所等を選

定し、開催に向けて検討していく。 

 

 


