
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」 

（プラン P.32～） 

P.11 施策体系「基本目標 1-施策の方向 2-具体的施策（2）障がいのある人を支える地域づくりの推

進」（プラン P.17） を軸に実施 

 

２．相談ワーキング 開催実績 

・第 5回 令和３年 ８月１７日(火)  13時～15時 ※ Zoomにて 

・第 6回 令和３年 ９月２１日(火)  13時半～15時半 ※ Zoomにて 

・第 7回 令和３年 １０月１９日(火) 13時半～15時半 ※ Zoomにて 

・第 8回 令和３年 １１月１６日(火) 13時半～15時半 ※ Zoomにて 

・第 9回 令和３年 １２月２１日(火) 13時半～15時半 ※ 対面にて 

 ・第 10回 令和 4年 1月 26日(水) 13時半～15時半 ※ Zoomにて 

 

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 

 

≪議題等≫ 

・『なは障がい者プラン』P.17「地域との連携体制の確立」をもとに、『那覇市地域生活支援センター

グッドモーニング』、社会福祉協議会 CSWの方々と意見交換会の実施 

 ⇒ 令和３年１１月２６日(金)１０時～１１時 

  『那覇市地域生活支援センターグッドモーニング』見学。活動内容など共有。 

 ⇒ 令和３年１２月９日(木)１０時～１２時 

社会福祉協議会 CSWの方々と委託相談及び CSWの概要について共有。 

・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 

  医療的ケア児等の協議の場、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２回 令和３年 １０月２０日(水) 15時～17時 （オンライン開催） 

［参加事業所数］1９か所 ※ 特定相談支援事業所３０か所（市内及び委託）中 

第３回（予定）令和４年 ２月 22日(火) 15時～17時 （オンライン開催） 

 テーマ「那覇市の社会資源について」 

 

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。 

開催時のアンケート結果をもとに、次回のテーマ等の決定を行っている。 

 

≪第２回テーマ≫ 「虐待防止と権利擁護について」 

・沖縄県南部圏域アドバイザー溝口氏より「権利擁護と虐待防止について」の講義 

・『那覇市障がい者虐待防止センター』より「通報義務と市の体制について」の講義 

・「相談員として大事にしていること、視点や姿勢について」をテーマにグループワーク実施 

前段の講義を聞いたあとに、普段の支援の中で感じている、困った事、迷った事などについて意見

交換を行った。 

 

≪今後の連絡会に向けて取り上げてほしい議題やテーマについて（ご意見の多かったものから抜粋）≫ 

・那覇市の地域資源について 

・加算について 

・相談支援専門員のスキルアップについて 

・他事業所との連携について 

・医療的ケア児について 

 

６．今年度の振り返りと次年度について 

今年度は、毎月相談ワーキングを開催し事例検討等を行っている他、社会福祉協議会や『那覇市地

域生活支援センターグッドモーニング』の方々と意見交換の機会をもち、連携体制の構築を図ってい

る。 

また、特定相談支援事業所連絡会を３回開催し（３回目はこれから）、アンケートをもとに「多職種

連携」や「権利擁護・虐待防止」、「那覇市の社会資源」について、意見交換する機会をもっている。

相談支援事業所の意見を聴き取り、連絡会を活用しながら、相談支援専門員間のネットワーク構築、

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る。 

次年度は、今年度と同様に『なは障がい者プラン』にその都度立ち返りながら、地域ニーズの把握

や相談員の援助技術向上を図れるよう相談ワーキングと特定相談支援事業所連絡会を継続していく。 

 

 

 

 

 

 



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-具体的施策（1）療育と教育の充実」（プラン P.29） 

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 

（プラン P.32～）、（3）障がいのある子どもに対する支援の充実（プラン P.36～）」 

を軸に実施 

 

2．活動内容  

『なは障がい者プラン』を柱に、次の目的を共有し開催している。  

①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  

②保育・教育・療育における発達支援の課題を共有し、課題解決に向け検討すること 

③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）を行うこと  

 

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、短期入所施設が不足している。 

⇒ 支援体制の整備（医療的ケア児等の協議の場にて検討）  

・放課後等デイサービス・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。 

⇒ 通所事業所連絡会にて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

らず、福祉サービ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済 

 

４．開催実績 

第１回 障がい児通所事業所連絡会 

日時：令和３年１１月１８日(木) 10時～12時（Zoom にて開催） 

参加事業所：12事業所（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問） 

 

≪内容≫ 

 ①講義「個別支援計画とサービス等利用計画との連動性について」 

   中部圏域アドバイザー 津波古氏より 

 ②前半の講義を踏まえ、グループに分かれ気づきの共有 

 ③全体での共有 

 



 ＊事前アンケートにて、計画相談員との連携についての課題があがっていたため、個別支援計画作成

のための基本的な視点の確認と、計画相談員が立てるサービス等利用計画と事業所側で立てる個別支

援計画との連動性についてのテーマを取り上げた。 

 

≪振り返り・意見等まとめ≫ 

・新型コロナウィルスの影響もあり、密に保護者や関係機関との会議の実施が難しいという課題もあ

がったが、個別支援計画の作成とサービス等利用計画書との連動性することの意味について再確認

することができた。 

・どの視点からアセスメントをとるかによって、ケースの見立てが変わってくることや、意思決定支

援のポイントについて共有ができた。 

・日々の活動や今関わっている支援者との支援会議を通して、地域支援（地域の方たちに向けて特性

理解やご本人の思いの代弁など）ができること、療育の支援者としての役割について再確認ができ

た。 

・通所事業所間の横のつながり、情報交換できる場として今後も開催が必要。 

 

 

５．今年度の振り返りと次年度について 

第 1回子どもワーキングにて関係各課等と共有できた課題として、発達が気になる子どもの相談数

が増えており、発達支援保育や就学支援委員会の申請件数等も増加しているが、『関係各課等がどの

ような事業を行っていて、相談窓口がどこなのか分かりづらい』ということがあがった。 

そのため子どもワーキングとして、関係各課等の事業内容や相談窓口、役割について整理し、相談

者が分かりやすい情報を提供することを目的に、「相談先一覧表」の作成を進めている。これについ

ては、年度内の完成に向けて内容の最終確認を行っていく予定である。 

次年度については、子どもたちの日中の活動の場で関わっている支援者（保育・教育・福祉）の育

成を目的に、関係各課等で実施している支援者向けの研修等の内容について共有し、発達特性の理解

やアセスメント方法についても共有していけるような仕組みづくりを検討していきたい。 

また、障がい児通所事業所連絡会を定期的に開催し、支援者の支援技術のスキルアップと支援方法

についての情報交換の場になるよう企画していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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』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」（Ｐ.43～）を軸に実施 

 

2．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。 

 

3．実施内容 

今年度の実施の参考とする為、まずは就労支援事業所へアンケート調査を行った。 

令和３年６月１５日（火）メール送信（アンケート調査協力） 

令和３年７月 13日（火）アンケート集計 ※第 1回自立支援協議会にて結果報告済 

令和３年 10月８日（金）アンケート集計について 

御礼と 12月に就労連絡会開催のお知らせ一斉メール送信 

令和３年 11月 9日（火）・１１月２９日（月）16：00～17：20 対面にて 

「実行委員会結成」・・・アンケートで連絡会立ち上げに是非協力したいと回答のあった９事業所 

・自立支援協議会について組織図にて説明 

・コロナの影響、困っている事、共有したい事などについて意見交換 

 

4．開催実績 

第１回 那覇市障がい者就労支援連絡会 

日時：令和３年１２月１５日（水）15：30～17：00  Zoomにて 

参加事業所：20か所（申込み人数：36人）A型 16名・B型 10名・移行 10名 

 

≪目的≫ 

アンケート調査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。 

≪内容≫ 

テーマ「事業所内の現状と課題、これから取り上げてほしい事などを共有」                     

・グループワーク  ～ 現状と課題、今後の連絡会について（共有）～   

グループに分かれ（A 型・B 型・移行が混ざったグループ）自己紹介（定員・事業内容・特色）等

を実施、テーマに沿って協議を進めた。 



（各グループから出た課題・意見等） 

・計画相談員が見つからず、通所ができない。 

・いろいろな情報を共有したい。 

・利用者同士のトラブルの解決について知りたい。 

・販売ルートがない、開拓情報が知りたい。 

・利用者の体調管理ができなくて支援を検討中。 

・コロナの影響が大きい（収入も減った。訪問ができず体調不良等の確認が難しい。）。 

・企業実習が減った。 

・アセスメントの収集。 

・一般就労に向けて、受け入れが難しい企業が多い。どのようにマッチングしていくかが課題。 

（就労支援連絡会で、どのような事を企画してもらいたいか？） 

・アセスメントの取り方。 

・継続していく事が必要。どう魅力をもたせるか？どういった内容がいいのか？ 

・事業種別で、意見交換を深めていきたい。 

・今回のように、事前アンケートを取り、Zoomでの開催だといいと思う。  

 

≪まとめ・反省等≫ 

・新型コロナウィルス感染拡大の影響は大きく、それぞれ事業所の課題も異なる。 

・計画相談員が見つからないという状況は共通であった。 

・連絡会については、繋がりができるので必要との意見あり。期待の声が聞かれた。 

また、事業種別ごとの連絡会を持つことで同じ目的をもった集まりとしてより連携が深められる、

内容を事業所に持ち帰り共有することで職員間の意識も向上し、利用者の皆さんへ還元ができる、

等の意見もあった。 

 ＊今回、準備等に時間を要し、広報を十分に行うことができなかった。 

次回からは多くの事業所に参加してもらえるよう、周知にも力をいれる。また、できるだけ事業

所を訪問し、顔が見える関係を構築していく事も必要と感じた。 

 ＊R4.1.13 に、Zoom にて実行委員及び委託相談担当で連絡会の振り返りを行った。出た意見を参

考に、次年度の持ち方について検討していく（事業種別ごと・講演会の開催 等）。 

 

５．今年度の振り返りと次年度について 

今年度は就労ワーキングを実施することはできなかったが、就労支援連絡会を立ち上げるための

実行委員と対面により 2 回打ち合わせ会議を行い、連絡会を Zoom により開催できたことはよかっ

た。しかし、周知不足もあり参加事業所が少なかったことが反省点である。 

次年度は、就労ワーキングを開催し、就労支援連絡会の開催も継続していく。そして、より多く

の就労事業所に参加してもらえるように、周知を徹底していく。 

解決が困難と感じていることはどの事業所でも同じように課題として感じているため、これらを

共有し、他機関との連携や新たな社会資源の開発などを行えるようワーキングにつなげていく。 

支援員としてステップアップできるよう、研修なども行っていきたい。 



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」 

（プラン P.40～）を軸に実施 

 

2. 開催実績 

開催日時：令和 3年１０月６日（水）  

時  間：13：30～ 

＊Zoom 開催 

＊相談ワーキングの協力を得て開催 

 

≪参加機関≫ 

基幹・委託相談支援事業所、那覇市地域活動支援センターⅠ型、那覇市障がい福祉課 

南部圏域アドバイザー、南部圏域コーディネーター 

  

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 

・地域で生活をはじめた精神障がい者（未治療、治療中断、疾患疑い含む）の方々が、地域で住み続

けることができるように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（行き詰った、

悩んだ事例等）を共有し、医療・保健・福祉・行政等の連携及び地域連携の手法等を学び合うこと 

・支援を通して見えてきた共通課題から社会資源開発を行うなど、障害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地域の体制づくりにつなげていくこと 

 

≪1市町村 1事例の取組≫ 

  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・地域定着支援にかかわる事例・取組の報告について」事例報告の依頼があ

り、各委託相談支援事業所の事例の共有等を行い、県へ報告した。 

 

 

 

  



≪事例≫ ＊今年度は①事例を報告 ＊②～④事例は今後引き続き振り返りを行っていく。 

 事例概要 連携した関係機関等 

①  家族による身体的・精神的虐待から保護

し、はじめての『自立』『地域生活』を

関係機関と協力し支えている事例 

＊知的・精神 

＊家族全員障がい者。８０５０世帯 

＊他世帯員に関しても、慎重に関わり関

係者と連携し支援を継続している。 

基幹・委託・計画相談、障がい福祉課、就労移行・定着

支援、勤務先、虐待防止センター、パーソナルサポート

センター、身体科総合病院、精神科病院、ドミトリー（オ

ーナー、利用者）、シェアハウス、地域活動支援センタ

ーⅢ型、社協（日常生活自立支援事業、法外援護）、一

般社団法人（金銭管理等生活支援）、家庭裁判所、成年

後見人（保佐人）、ヘルパー、コンビニ店長、警察 

②  虫の死がいや残飯で不衛生なゴミ屋敷

状態、食事も満足に得られず、家族関係

が精神面に大きく影響するため、病状安

定・経済面安定を目指し自立生活を支援

した事例。 

＊知的・精神 

＊家族全員障がい者。８０５０世帯 

委託・計画相談、障がい福祉課、虐待防止センター、成

年後見人（市長申立て）、精神科病院、精神科デイケア、

精神科訪問看護、シェアハウス、就労 B型 など 

③  持病あり認知症母と引きこもりの本人

との２人暮らし。母が交通事故に遭い一

人になる。別居父と姉の協力を得るも精

神症状悪化。精神科病院への入院調整、

退院後の生活の場を調整した事例。 

＊知的・精神 

＊８０５０世帯。主な介護者が高齢。 

委託・計画相談、障がい福祉課、就労 B型、ヘルパー、

社会福祉協議会、訪問診療、精神科病院、精神科デイケ

ア、グループホーム、別居父、別世帯姉 

④  刑務所出所者の生活支援。困ったときに

相談することが苦手で、ストレスが溜ま

ると衝動的に行動（豪遊、借金、窃盗）

するため母が疲弊。本人の障がい特性等

の把握・理解し、本人・家族支援を行っ

た事例。 

＊知的・広凡性発達障害 

刑務所、発達支援センター、委託・計画相談、心療内科、

訪問看護、グループホーム、那覇市発達障がい者サポー

ト事業、障害者雇用 

 

≪事例検討≫  

事例検討シートを活用し、「今後の支援に役立ててみたい」「具体的に聞いてみたいこと」「より良く

するためには」などの感想等を共有した。 

・本人の思いに寄り添い、強みを把握し活かし、本人の変化を大切に根気強くかかわっている。 

・関わりながらもその都度、問題・課題のアセスメントが続けて行われている。 

 ・世帯員全員が障がいのある家庭環境を把握し、家族支援の視点を大切に支援が行われている。 

  



・計画相談員だけで抱えず、関係者会議を開催し、多職種他機関と連携・情報共有・役割分担がされ

ている。 

・ストレスマネジメント・再発防止など、本人の課題に丁寧に踏み込み支援している。 

 ・本人がＳＯＳの発信が苦手でも、表情や言動からくみ取り、ＳＯＳをキャッチしている。 

 ・福祉サービスだけではなく、地域資源の活用の視点がある。 

 ・日常生活の中で本人の役割をつくることで自己有用感が高まる支援ができている。 

・本人の意思確認（コミュニケーション能力含めて）をどう工夫して汲み取ったのか知りたい。 

 ・司法、医療機関、訪問看護など他機関との連携の工夫を知りたい。 

 ・金銭管理の課題について、権利擁護、後見人制度活用の見立てについて知りたい。 

 ・虫の死がいやペットの糞尿による劣悪な環境を改善するために、関係機関との調整方法について知

りたい。 

・何度も犯罪を繰り返している方への、支援プログラム（司法と福祉の連携・更生プログラム）等が

あったらいいな。 

・同じ境遇の仲間、共感できる団体やＮＰＯ等との交流の場や協力があったらいいな。 

・支援を行っているが、うまくいかないこともあり大変だと思う（共感）。 

 

４．今年度の振り返りと次年度について 

今年度は、委託相談支援事業所が関わっている「地域移行・地域定着支援に関する相談支援の事例」

を振り返った。 

次年度以降も「上手くいった、悩んだ、課題が残った」等、各委託相談の相談支援の経験を共有し、 

・相談支援の見立てや手立て、活用・連携した社会資源等を学び合う 

・他機関多職種との連携・協働・共育（共に育つ）などの方法について参考にする 

・支援者が一人で悩み・抱えるのではなく、皆で支え合える相談支援体制、支援者間のネットワー

クによる協働、支援の基盤・仕組みづくりを考える 

・那覇市の強みなど社会診断を行う 

・個別支援から地域の共通課題を把握し、解決のための社会資源開発等を考える 

・「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」における「協議の場づくり」や活性化につなげ                 

る 

などの視点で、「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」を充実させていけるよう、相談支援と支援体制の質の向上を目指していきたい。 

また、今年度開催することができなかった「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各関係機関・多職種等を選定し、開催に向けて検討していきたい。 


