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　奈良県社会福祉事業団に着任し早や半年が過ぎますが、今年

度の広報誌の発刊に向けご挨拶申し上げます。

  障害のある人が、住み慣れた地域で安心して暮らし、自立した

生活をおくることができる社会をつくることが大切です。

　そのため、わが国では、障害者に関する法令を整備し、障害者

の尊厳と権利を保障するための人権条約である「障害者の権利

に関する条約」を平成26年2月19日に批准しました。そして奈良

県では、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と

個性を尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目的とする

「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が平成27年2月

県議会において成立し、その条例が10月に施行します。

  当社会福祉事業団におきましては、障害者(児)の総合的な福祉施設の運営に加え、昨

年11月から障害児相談支援事業を行い、本年8月からは障害者の相談支援事業を開始

したところです。今後も今まで以上に障害のある人の自立と社会参加の推進に取り組ん

でまいりますので、皆様には、より一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

奈良県障害者総合支援センター
副所長　有本　昌弘

県 営 福 祉 パ ー ク

ボランティアを募集します

学生ボランティア
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「サービス等利用計画」作成～サービス提供を受けるまで

わかくさ愛育園相談支援事業所

奈良県高次脳機能障害支援センター計画相談支援サービスについて計画相談支援サービスについて

～ 障害をお持ちのお子様やそのご家族が
　安心して充実した生活を送るために～

わかくさ愛育園相談支援事業所は指定障害児相談支援事業所として平成26年11月に
開設されました。

平成24年4月より障害福祉サービスの利用には「サービス等利用計画」の作成が
必要となり、初めて障害福祉サービスを利用する場合またはすでにお持ちの
受給者証を更新する場合に利用計画書を作成する必要があります。
わかくさ愛育園相談支援事業所は必要なサービスを受けてもらうための相談
や作成のお手伝いを相談支援専門員の資格を持つスタッフがお手伝いさせて
頂いています。

・サービスを受けたいけどどうしたらいいのかわからない
・サービス等利用計画の作成はお願いしたいけれど誰に聞けばいいの？
・日常生活の過ごし方を教えてほしい

これらの不安や悩み等の相談に対応しながらプランを
作成していきます。

わかくさ愛育園相談支援事業所　TEL： 0744-32-0200　内線666

平成２７年８月より、成人の障害者の方を対象に、自立訓練センター相談支援事業所を開設
いたしました。　　TEL： 0744-32-0200　内線530
＊サービス内容、利用方法は上記内容と同じです。

こんな不安や悩みはありませんか？

相談受付
①

②面接及び契約

③

④支給決定

⑤

⑥

⑦

⑧

サービス利用
計画案の作成

関係者会議の実施

サービス利用
計画の作成

サービスの
提供開始

計画の見直し
（モニタリング）

平成２７年８月より、成人の障害者の方を対象に、自立訓練センター相談支援事業所を開設
いたしました。　　TEL： 0744-32-0200 内線530
＊サービス内容、利用方法は上記内容と同じです。

平成２７年８月より
＜お 知 ら せ＞

わかくさ愛育園相談支援事業所 TEL： 0744-32-0200　内線666わかくさ愛育園相談支援事業所

＜ご相談・お問い合わせ＞

相談
無料
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＜相談後の流れ ～検査・診断をご希望の方の場合～＞

奈良県高次脳機能障害支援センター奈良県高次脳機能障害支援センター計画相談支援サービスについて

 

　奈良県高次脳機能障害支援センターは、奈良県の支援拠点機関として県より社会福
祉法人奈良県社会福祉事業団が業務委託を受け、平成20年10月に開設されました。委託を受け、平成 0年10月に開設されました。

　　発病・受傷以後に、以下のよう
な症状が出てきた方、以前とは何か違うと思
われた方、
一度、ご相談ください。

TEL(0744) -32- 0205

覚えられない
言われたことを忘れてしまう。
どこに置いたか分からない。

集中できない
周りの音が気になる。

仕事がはかどらなくなった。

道に迷う
目的地までたどりつけない。
地図の見方が分からなくなった。

イライラしやすい
些細なことで怒鳴ってしまう。

待てなくなった。

1つの事にこだわる
人や物に執着する。切り替えできない。
気になることは1日中考えてしまう。

見落としが増えた
職場でミスすることが多くなり、
上司によく注意を受ける。

相談
無料
相談
無料

高次脳機能障害と診断を受けたら…
○診断書を利用する事によって、障害福
祉サービス（自立訓練（生活訓練）、就
労継続（移行）支援、生活介護など）を
受ける事が可能になります。
○高次脳機能障害は精神障害者保健福祉
手帳の対象となります。手帳を取得さ
れると優遇制度を受ける事や、企業で
の障害者雇用も検討していくことがで
きます。
○当センターでは継続した診療や投薬が
出来ない為、診断書と併せて紹介状を
作成し、かかりつけの病院へ情報提供
をおこないます。

※当センターで作成できる診断書は、主に高次脳機能障
害診断用医師診断書・精神障害者保健福祉手帳用診断
書です。

※その他障害福祉サービスの内容は、各市町村により異
なる場合があります。

①電話相談

②来所面談

③初　診

④各種検査

⑤再　診

非該当 診断書発行

★ご本人様の状況によって流れが異なる場合もあります。

診察予約を
おとりします。〔　　　 〕

MRI検査
神経心理学検査

～ 3 ～
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奈良県障害者総合支援センター 県営福祉パーク

■近鉄笠縫駅・・・・・・・・1.3km
　　　　　　　　　徒歩約20分

■近鉄田原本駅・・・・・・タクシー
　　　　　　　　　　　約10分

■近鉄八木駅・・・・・・・・タクシー
　　　　　　　　　　　約10分
　　リハビリセンター行バス
　　　　　　　　　　　約15分
（土日祝及び12/29～1/3は、運休）

（無料送迎バス）

○ 基本理念

○ 基本方針

　私たちは障害のある方々の自立と社会参加に向け、総合的
なリハビリテーションサービスを通して、相互に人格と個性を尊
重し支え合う「ともに生きる」社会の実現に貢献します。

　私たちは、基本理念を踏まえ、「利用者よし」「事業団よし」
「地域よし」の「三方よし」の考え方を基本方針とし、職員一人
ひとりが真心をもって、最適な医療・福祉サービスを提供します。

交 通 の ご 案 内 交 通 機 関

　介護実習・普及センターでは、介護意識の啓発、介護知識・技術を学んでいただく講座を開い
ています。具体的な介護方法等を学んでいただけます。
　また、一人ひとりの生活に合わせた福祉用具・介護に関する相談にも応じています。
　ご気軽にご参加ください。

お知らせ

県営福祉パークでは、介護用品等の展示を行っています。          
詳しくは、県営福祉パークのホームページをご確認下さい。
ホームページ：http://www.kaigo.pref.nara.jp/

QRコード

奈良県障害者総合支援センター
県営福祉パーク
〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町大字多722番地
電話0744（32）0200（代）  FAX0744（32）0208
（奈良県障害者総合支援センター）http://www.nara-sfj.or.jp/
（県営福祉パーク）http://www.kaigo.pref.nara.jp/

○介護体験見学講座（要予約）   
　福祉パーク概要説明、改善住宅見学、高齢者疑似体験、車いす体験、アイマスク体験、
　福祉機器展示場見学、福祉機器体験
○介護講座（要予約）
 開催日 時間 募集人数 　　　　　　　　　内　　　容
　 平成27年10月  2日（金） 13:00～16:00 30名 高齢期に起こりやすい事故と対応（AED）

 　平成27年11月  6日（金） 13:00～16:00 30名 認知症の基礎知識

    認知症の人への接し方について
　 平成27年11月11日（水） 13:00～16:00 30名 介護とレクリエーション
 　平成28年  1月19日（火） 13：00～16：00 30名 知っておきたい薬の知識
○高齢者介護者向介護講座（要予約）   
 開催日 時間 募集人数 　　　　　　　　　内　　　容
 　平成27年10月30日（金）  13:00～16:00  30名 力のいらない介護方法（トイレ・入浴編）
　 平成27年12月12日（土） 13:00～16:00  30名 脳卒中の基礎知識
    脳卒中患者の日常生活の支援について
 　平成28年  1月27日（水）  13:00～16:00  30名 力のいらない介護方法（ベッド・車いす編）

県営福祉パーク（TEL：0744ｰ32ｰ8848）

県 営 福 祉 パ ー ク県 営 福 祉 パ ー ク

　自立訓練センターでは、開設当初から地域ボランティアの方々のご協力により、ボランティアの
方々とご利用者様との交流を通じて、ご利用者様の施設生活の充実を図り、施設運営が円滑に行えて
いる事に感謝申し上げます。
　当施設ではボランティアを募集しています。

　上記以外にもボランティア活動がありますので、ご確認下さい。
　今後も地域に開かれた施設を目指し、地域とつながりを創作していきたいと考
えています。学生さんや地域の方で◇はじめての方、◇興味のある方、◇活動を
希望される方は一度ご連絡下さい。

ボランティアを募集しますボランティアを募集します

○ハーモニカ演奏会 ○入浴介助
○行事ボランティア ○大掃除
○リネン交換 　　　　　等々…

自立訓練センター
ボランティア担当
白間 吉田 下坂 壁打
0744-32-0200（内線530）

学生ボランティア学生ボランティア

■西名阪郡山下ツ道JCTより京奈和自動車道
橿原方面へ入り、三宅I.C出口から、約10分

～ 4 ～
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