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2020.7.1 

令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

運営委員会 年間計画 

テーマ 

①上小圏域障がい者自立支援協議会 本会運営及び各委員会・専門部会の運営 

②第６期障害福祉計画/第２期障害児福祉計画作成と前計画の振り返り 

③各委員会・専門部会からの課題検討の整理と検討 

④長野県自立支援協議会との連動と内容検討 

⑤地域生活支援拠点の更なる推進と地域包括ケアシステムの開始並びに課題検討 

⑥新型コロナウイルス感染対策と福祉サービス事業体制の強化 

上小圏域第 5期障害福祉計画/第 1期障害児福祉計画 圏域の特性・施策の方向性等 

  

○障がい児の緊急時支援体制やアウトリーチ支援体制の計画的な構築を目指します。 

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、協議・情報交換の場を

市町村ごとに整備します。 

○医療的ケアが必要な児童の地域移行支援モデルと地域支援体制を明確化します。 

 

開催予定 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 ● ● ● ● ● ● 

◎ 

● ● ● ● ● 

◎ 

※◎自立支援協議会 

回/日付 内容/場所/ 

第 1回 

5月 22日 

1．令和 2年度 上小圏域障がい者自立支援協議会について 

2．第 38回・第 39回上小圏域障がい者自立支援協議会本会について 

3．長野県自立支援協会及び相談支援体制強化会議の圏域代表（市町村）の選出 

4．上小圏域入所調整会議要綱について上小圏域内  

5．その他 

＊重度包括支援サービス担当者会議の日程について 

＊第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画作成に向けて 

場所：上田市ふれあい福祉センター２Ｆ 

第 2回 

6月 25日 

1． 第 6期障害福祉計画/第 2期障害児福祉計画策定に向けて（担当者合同検討） 

2． 第 5期障害福祉計画/第 1期障害児福祉計画の振り返り 

3． 各市町村の地域包括ケアシステムの情報共有 

4． 上小圏域施設入所調整会議要綱の確認（3ページ参照） 

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ                

第 3回 

7月 22日 

1. 上小圏域福祉計画策定委員会（第 6期障害福祉計画/第 2期障害児福祉計画） 

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ 

第 4回 

8月 20日 

2. 上小圏域福祉計画策定委員会（第 6期障害福祉計画/第 2期障害児福祉計画） 

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ 
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第 5回 

9月 24日 

1． 第 40回本会運営の検討 

2． 各委員会・専門部会の中間報告                       

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ 

第 6回 

10月 22日 

1. 上小圏域福祉計画策定委員会（第 6期障害福祉計画/第 2期障害児福祉計画） 

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ 

第 7回 

11月 26日 

1．第 40回本会の振り返り 

                              場所：未定 

第 8回 

12月 21日 

1．上小圏域福祉計画最終版確認（第 6期障害福祉計画/第 2期障害児福祉計画） 

 福祉計画最終版の確定（案）と推進方法の検討 

2．第 41回上小圏域障がい者自立支援協議会本会運営について     場所：未定 

第 9回 

1月 13日 

1．上小圏域福祉計画最終版の確認と推進方法の検討 

令和 2年度の振り返りと本会への最終確認 

                              場所：未定 

第 10回 

2月 25日 

1. 第 41回本会運営の検討 

2. 令和 2年度運営委員会の振り返り 

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ 
 

参加機関 

行政機関 

【運営委員】 

上田市障がい者支援課      福祉係長 2名 

上田市丸子市民サービス課    福祉係長 

上田市真田市民サービス課    福祉係長 

上田市武石市民サービス課    福祉係長 

東御市福祉課          福祉係長 

長和町町民福祉課        福祉係長 

青木村住民福祉課        福祉係長 

【障害福祉計画策定担当者】 

上田市・東御市・長和町・青木村 

部会長 長野県上田保健福祉事務所 福祉係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
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上小圏域障害者支援施設入所連絡調整実施要領 

第１ 主 旨 

 この要領は、上小圏域内に設置・運営される障害者支援施設（以下「施設」という。）の入所決定

を、公平かつ円滑に行うため、関係機関が相互に情報共有及び連絡調整を行うために必要な事項を定

めるものとする。 

 

第２ 連絡調整機関 

上小圏域障害者自立支援協議会運営委員会（以下「運営委員会」という。）を、上小圏域にお

ける施設入所に係る連絡調整を行う機関とする。 

上田保健福祉事務所福祉課を事務局とし（以下「事務局」という）、情報収集した情報は事務局

にて管理する。 

   

第３ 受付から登録まで 

１ 市町村長は、上小圏域の施設への入所希望があった場合は、指定（特定・一般）相談支援事業所

の相談支援専門員等と連携し、訪問・面接等による状況調査及び障害支援区分認定調査を行い支援

区分を確認するとともに、施設見学等を実施することにより本人や家族等の意向を確認し、入所連

絡調整に係る関係機関に対し情報提供することについて同意を得た上で入所希望者調査書（様式第

１号）（以下「調査書」という。）を作成する。（様式１-2号については、サービス等利用計画作成

時に使用したアセスメント票をもって替えることができる。） 

２ 市町村長は、入所希望者の状況調査により、施設利用の必要性・緊急性・申し込み順等を勘案し、

優先順位を付けた施設別の入所希望者リスト（様式第２号）を作成し、調査書とともに事務局に提

出する。なお、圏域外からの入所希望者がある場合、当該市町村から調査書等の送付を受けた保健

福祉事務所長は、事務局に必要な情報提供を行う。 

３ 前号の調査書等の提出を受けた事務局は、入所希望者リスト(様式２号) をもとに、必要に応じ

て基幹相談支援センターの相談支援専門員等と連携し、施設利用の必要性、緊急性、申し込み順等

を勘案し、施設別に優先順位を付け入所希望者一覧表（様式４号）に登録し、希望する施設の長に

情報提供を行う。 

４ 市町村長は、入所希望者の状況を把握するため、年 1回以上は入所希望者と面接を実施し、調査

内容の見直しを行い調査書（様式 1、1-2号）を事務局に提出する。 

５ 入所希望者一覧表（様式４号）登録者について、入所調整の依頼があった場合または年１回（年

度末）は入所連絡調整会議を開催し、優先順位等の見直しを行う。 

   

第４ 入所希望の取り消し 

  市町村長は、入所希望者リストで報告した者が施設入所支援の利用を必要としなくなったときは、

入所希望取消報告書（様式３号）によりすみやかに運営委員長あて報告する。 

 

第５ 入所調整依頼 

  上小圏域内の施設長は、入所受け入れが可能な状況となった場合は、入所調整における要望事項

（受け入れ人数、男女別、入所予定希望日、その他）を記載した入所調整依頼書（様式５号）を事

務局あて送付する。 
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第６ 入所候補者の選定 

１ 運営委員長は、施設長から入所連絡調整の依頼に係る連絡があったときは、圏域内市町村長に

情報提供し、入所希望者一覧表（様式４号）登録者の直近の見直し後に新たな入所希望者がいな

いか再確認を行う。 

２ 運営委員長は、情報提供した市町村から入所希望者があった場合には入所連絡調整会議を開催

し入所候補者の選定を行う等、速やかに必要な連絡調整を行うものとする。ただし、入所希望が

競合しない等、連絡調整を必要としない場合は、この限りではない。 

３ 入所連絡調整会議の招集者は、入所希望者を援護する市町村担当者、施設担当者、基幹相談支援

センター相談支援専門員、運営委員長とし、その他必要に応じて運営委員長が認めた者（計画相談

を担当する相談支援専門員、MSW等）を招集することができる。 

４ 入所連絡調整を実施する際は、施設の事情及び意向に十分配慮するものとする。 

５ 入所候補者の選定にあたり、公平な候補者の選定となるよう入所希望者一覧表（様式４号）登

録者の状況（施設利用の必要性、緊急性、申し込み順等）を勘案し、入所連絡調整会議の招集者

による協議により選定する。 

なお第1候補者の入所連絡調整後の状況（状態の変化による辞退の可能性等）を想定し、必要

に応じ第2候補者まで選定する。 

６ 圏域外からの入所希望があった場合、原則として圏域内の入所希望者を優先する。 

なお、圏域内希望者には、住所地特例で圏域外市町村から支給決定を受けている利用者でやむ

を得ない事情のある場合を含むものとする。 

圏域内の候補者がいない場合は圏域外、県外の順に入所希望者を優先するものとする。 

７ 圏域内に入所希望者がいない場合、運営委員長はすみやかに県内他圏域の保健福祉事務所に情報

提供し、入所希望がある場合には広域調整（「障害者支援施設に係る広域入所希望に関する情報共

有実施要領」による調整）を行う。 

８ 運営委員長は、前１～７項により選定した入所候補者について、入所候補者連絡書（様式第６号）

により当該市町村長及び施設長に通知するものとする。 

 

第７ 入所準備 

  入所候補者連絡書（様式６号）により連絡を受けた市町村長及び当該施設長は、速やかに入所候

補者と連絡を取り、必要に応じ計画相談を担当する相談支援専門員及び基幹相談支援センターの相

談支援専門員等と連携し入所に向け準備を行う。 

 

第８ その他 

上小圏域における入所連絡調整の仕組みについて、この要領に定めるもののほか、必要な事項は

運営委員会にて検討する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

この要領は、令和２年 7月 1日から適用する。  
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2020.7.1  
令和 2年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

【第５期障害福祉計画推進委員会】 

①『緊急ショートステイ運営委員会』・②『相談支援体制整備検討委員会』 

年度計画 

テーマ 
地域生活支援拠点の機能強化（運営評価と課題検討） 

地域定着支援体制及び、拠点事業に絡む相談強化事業の事業指定の整理と周知 

上小圏域第 5期障害福祉計画 圏域の特性・施策の方向性等 

  障がい児の緊急時支援体制やアウトリーチ支援体制の計画的な構築を目指します。 

上小圏域第 6期障害福祉計画に向けて 

 地域生活支援拠点の機能の充実 

※新型コロナウイルス感染予防対策の関係で、拠点契約法人による委員会とし、相談支援

体制の検討委員会は、障害福祉計画策定との連動し、必要に応じて臨時開催とする。 

開催予定  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

  ●    ●     ● 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

6月 30日 

 

1．委員会の年間計画について説明 

2．令和元年度の地域生活支援拠点の振り返りと課題の共有について  

3．令和元年度末の地域生活支援拠点に伴う登録状況の報告  

4．令和 2年度上小圏域内の相談支援専門員の人材育成へと取り組み計画の周知 

場所：上田市役所 

第 2回 

10月 29日 

1. 緊急ショートステイ利用状況と課題の実績集計（4月～10月 上半期実績） 

（本会報告） 

資料まとめにて会議開催は無し 

第 3回 

3月 

1. 令和 2年度緊急ショートステイ利用実績集計について 

2. 令和 3年度緊急ショートステイ運営に関わる契約について 

場所：未定 

 

参加機関 

福祉事業所 

拠点委託法人の代表者（理事長・施設長・事業所責任者など） 

指定一般相談支援事業所の管理者・相談支援専門員 

地域生活支援拠点登録指定特定相談支援事業所の管理者・相談支援

専門員 

地域生活支援拠点・契約法人の事務長または担当者 

行政機関 
東御市障害福祉課係長、長和町町民福祉課係長、 

青木村住民福祉課係長、長野県上田保健福祉事務所福祉課 

委員会長 上田市障がい者支援課係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
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2020.7.1 

令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

地域包括ケアシステム検討委員会 年間計画 

テーマ 

① 上小圏域の地域包括ケアシステムの実践及び協議方法のシステム化の構築 

② 各支援機関や地域連携に向けた課題の共有化 

③ 児童含めたシステムの検討（各市町村ごと） 

上小圏域第 5期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、協議・情報交換の場を

市町村ごとに整備します。（各包括エリアでの地域ケア会議の実践の開始） 

上小圏域第 6期障害福祉計画に向けて 

  

・ 精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 

・ 精神病床における１年以上長期入院患者数（６５歳以上、６５歳未満） 

・ 精神病床における早期退院率（入院３ヶ月時点、６ヶ月時点、１年時点） 

 

開催予定 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

   ●   ●     ● 

各市町村の地域包括ケアセンターエリアでの地域ケア会議（随時） 

 回/日付 内容/場所 

第 1回 

7月 22日 

1. 四半期（前半：3か月）での、地域ケア会議のスタート状況報告と課題共有 

          場所：上田市ふれあい福祉センター３F 

第 2回 

10月上旬 

1. 上半期、地域包括ケアに向けた、取り組み状況の集約 

2. 包括ケアエリアでの独自の取り組みや課題解決ケース共有 

3. その他                            場所：未定 

第 3回 

3月上旬 

1. 令和 2年度 各市町村における地域包括ケアシステムの振り返り 

2. 令和 2年度の取り組みの情報共有 

3. 令和 2年度の委員会の振り返り                 場所：未定 
 

参加機関 

相談支援事業所 相談支援専門員 

地域包括支援センター 主任介護支援専門員または社会福祉士 

居宅介護事業所 管理者または介護支援専門員 

行政機関 

長野県上田保健福祉事務所福祉課 

市町村障害福祉係長及び推進担当者 

市町村健康推進課保健師 

社会福祉協議会 事業計画やスケジュールに応じて適時参加依頼 

児童分野 事業計画やスケジュールに応じて適時参加依頼 

委員長 上田市障がい者支援課 係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
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県自立支援協議会 課題提出様式  

圏域名：上小圏域                    
 

提出課題 

・内容（圏域での検討経過含む） 

地域生活支援拠点プロジェクト；緊急ショートステイ運営事業の拠点法人と圏域市町村・基幹相談支援セ

ンターにより、令和２年６月３０日 昨年度の運営状況の振り返りと課題検討の中で大きなテーマとなった

新型コロナウイルス感染予防対策に伴う、拠点機能の課題と再構築に向けた議論の中で出た大テーマ 

 

【圏域での検討】                                                       

① 施設・事業所から離れた場所での受け入れ場所を確保。支援スタッフを派遣する仕組 

② 在宅への訪問支援などの代替サービスの検討 

 

【県全体での共有と検討依頼テーマ】 

 障がい者は、支援がなければ、PCR検査や抗体検査は受けられない。拠点整備ではこの支援が家族

から受けられない状況の障害者を支援する仕組みでハード面とソフト面の整備を進めてきたが、どちらの

面でも濃厚接触・感染の疑い・行動履歴が分からないと、本年度の拠点整備での効力を失ってしまう。受

け入れ法人のリスクマネジメントを考えれば当然であると捉える。しかしながら、必要なサービスが疑いで

受けられないとすれば、優先して検査を受けられる保健所の仕組み（医師の指示）を受けられるようにす

ることが、障害者への合理的配慮であると協議会では位置づけた。（上小でもドライブスルー検査も開始

されたが、ここへのアクセス支援含めて長野県全県での議論をお願いしたい。 
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2020.7.1 

令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

医療的ケア児等支援連携推進委員会 年間計画 

テーマ 

・医療的ケア児の放課後、長期休暇支援の体制について実態把握 

・医療的ケア児等コーディネーターの圏域配置について 

・医療連携によるレスパイト入院体制の整備検討 

 (依田窪病院 地域包括ケア病棟と上田市内のレスパイト入院が可能な病院につい

ての情報共有) 

・訪問看護ステーションの資源開発や情報交換の場の設置 

・家族の会への応援、意見を吸い上げ委員会で検討 

上小圏域第 5期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  医療的ケア児の地域移行支援モデルと地域支援体制を明確化します。 

上小圏域第 6期障害福祉計画に向けて 

 

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス 

 事業所の確保 

・医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの 

 配置 

 
※ 委員会は 38 名で構成されているが、今年度は新型コロナウイルスの影響で委員全員が集まるこ

とは難しい。そのため、テーマごとに２０名ほどの委員を招集し検討を進め文章で委員全体に周

知を図る。（検討メンバーは参加機関の①～⑤で記載） 
 

開催予定 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

  ● ●  ●  ●   ●  

回/日付 内容/場所 

事務局会議 

6月 11日 

・前年度より引き継いだテーマの確認と今年度の委員会運営方法について 

検討メンバー：⑤ 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 1回 

7月 28日 

・医療的ケア児の放課後、長期休暇支援の体制について実態把握 

・医療的ケア児等コーディネーターの圏域配置について 

検討メンバー：②、④、⑤ 

場所：丸子ふれあいステーション 

第 2回 

9月予定 

・医療連携によるレスパイト入院体制の整備検討 

(依田窪病院 地域包括ケア病棟と上田市内のレスパイト入院が可能な病院についての情報共有) 

・訪問看護ステーションの資源開発や情報交換の場の設置 

検討メンバー：①、④、⑤ 

場所：未定 
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第 3回 

11月予定 

・医療的ケア児の放課後、長期休暇支援の体制について実態把握について結果報告 

検討メンバー：②、④、⑤ 

場所：未定 

第 4回 

2月予定 

テーマ 

・令和２年度 委員会の振り返り 

検討メンバー：⑤ 

場所：未定 

 

参加機関 

① 医療関係機関 
病院（ＭＳＷ・ＯＴ・ＰＴ・ＳＴ等） 

訪問看護ステーション 

② 福祉事業所 

医療的ケア児者への通所・短期入所事業所 

訪問入浴サービス事業所 

居宅介護支援事業所 

相談支援事業所（重症心身障がい児者担当者） 

③ 教育機関 特別支援学校 

④ 行政機関 

長野県上田保健福祉事務所福祉課 

長野県上田保健福祉事務所健康づくり支援課 

市町村障害福祉児童担当者 

⑤ 

行政機関（保健師） 市町村健康推進課保健師 

委員会長 NPO法人 シャイン 所長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
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2020.7.1 

令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

権利擁護委員会 年間計画 

テーマ 

① 『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）』 

  啓発活動としてのイベント（モッシュ！～人をまちでつなぐ「わたし」たちの 

  プロジェクト～）企画と開催 

② 『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律（障害者虐待 

  防止法）』圏域内研修の企画・運営 

③ 上小圏域内の障害者虐待案件の検証 

上小圏域第 5期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
権利擁護意識が“わが事”となることを目的として、住民を巻き込んだイベントの開

催を企画します。 

 

開催予定 
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

権利擁護委員会     ●  ●   ●   

 イベント実行委員会    ●    ● ★ ●    

 虐待防止研修    ●    ●     

＊イベント実行委員会のコアメンバー会議は随時行う予定 ★…イベント開催 

 

回/日付 内容/場所 

6月 5日 

イベント『モッシュ！』実行委員会 コアメンバー会議 

・イベント企画内容、展示会場について検討 

場所：26bldg 

7月 2日 

圏域内 障がい者虐待防止センター向け虐待防止・権利擁護研修 

・講義及び演習 

場所：上田市ふれあい福祉センター2Ｆ 大会議室 

第 1回 

8月予定 

・令和二年度権利擁護委員会 年間計画について 

・虐待防止センター向け研修 振り返り 

・『モッシュ！』企画内容の確認と今後の予定について確認 

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 

10月予定 

イベント『モッシュ！』実行委員会 

・開催に向けての確認、役割分担等 

場所：（未定） 

第 2回 

10月予定 

・イベント『モッシュ！』について 役割分担等最終打ち合わせ 

・長野県障がい者虐待防止・権利擁護研修について 

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 

11月予定 

イベント 

『モッシュ！～人をまちでつなぐ「わたし」たちのプロジェクト～』の開催 

場所：（未定） 
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11月予定 
・長野県障がい者虐待防止・権利擁護研修 

場所：上田市内（予定） 

12月予定 

イベント『モッシュ！』実行委員会 

・振り返りと来年度に向けて 

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 

第 3回 

1、2月 

予定 

・上小圏域内虐待案件の検証 

・権利擁護委員会振り返り及び来年度へ向けて 

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 
 

参加機関 

行政関係機関 

上田市真田市民サービス課 係長 

上田市障がい者支援課          係長 主査 

上田市丸子市民サービス課 係長 

上田市武石市民サービス課 係長 

（上田市障がい者虐待防止センター 本庁・真田・丸子・武石） 

東御市福祉課（東御市障がい者虐待防止センター）福祉係長 

長和町町民福祉課（長和町障がい者虐待防止センター）福祉係長 

青木村住民福祉課（青木村障害者虐待防止センター）福祉係長 

長野県上田保健福祉事務所福祉課            福祉係長 

上小圏域成年後見センター                所長 

イベント実行

委員会 

上田第二中学校、清明小学校、福祉施設各事業所、 

その他地域住民等へ参加協力を依頼予定 

部会長 上田市真田市民サービス課 係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
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2020.7.1 

令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

就労支援部会 年間計画 

テーマ 

急激に変化する雇用情勢について関係機関で情報共有を行い、前年度のテーマを継続

し支援者のスキルアップと受入れ企業の理解を深める活動を計画する。 

① 

 

 

② 

 

③ 

支援機関相互の立場を共有し且つ本人の自己理解を深めるため、就労に向けた情報

共有フォーマットを作成し、事業主による採用選考時の本人理解や就職後の職場環

境の整備を促進する。（情報共有検討会） 

中小企業/障害者支援担当者向けに障がい者雇用管理のポイントと利用できる助成

制度についての説明会を開催する。（障がい者雇用者説明会） 

障がい者雇用の経験が浅い企業を対象にアンケート調査を行い、仮題の検討を行う。

（事業主アンケート） 

 

開催予定 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

   ● ● ● ● ● ● ● ●  

回/日付 内容/場所 

第 1回 

7月 30日 

平成 31年度活動報告及び令和 2年度活動計画について 

ハローワーク上田管内雇用情勢について 

上田養護学校卒業生の状況について その他 

場所：上田合同庁舎 南棟 2階会議室 

第 2回 

8月予定 

第 1回情報共有検討会 

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 

第 3回 

9月予定 

第 1回障がい者雇用管理者説明会 

場所：上田駅前ビル パレオ 2階会議室（予定） 

第 4回 

10月予定 

第 2回情報共有（就労パスポート）検討会 

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 

第 5回 

11月予定 

第 2回障がい者雇用管理者説明会 

場所：上田駅前ビル パレオ 2階会議室（予定） 

第 6回 

12月予定 

事業主アンケート 検討会議  

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 

 第 7回 

1月予定 

第 3回障がい者雇用管理者説明会 

場所：上田駅前ビル パレオ 2階会議室（予定） 

第 8回 

2月予定 

令和 2年度活動報告 

次年度計画について意見交換 その他 

場所：上田合同庁舎 南棟 2階会議室（予定） 
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参加機関 

福祉・就労支

援機関 

若者サポートステーション・シナノ、上田市生活就労支援センター、

東御市生活就労支援センター、就労定着支援事業所、就労移行支援

事業所、就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所 

医療機関 千曲荘病院 鹿教湯病院 三才山病院 

教育機関 長野県上田養護学校、長野県佐久技術専門校、長野大学 

行政機関 

厚生労働省長野労働局上田公共職業安定所、長野県上田保健福祉事

務所福祉課、長野県上田地域振興局総務課、長野県長野地域振興局、

上田市福祉部障がい者支援課、上田市商工観光部地域雇用推進課、

東御市福祉部福祉課、長和町町民福祉課、青木村住民福祉課 

部会長 

副部会長 

上田市丸子地域自治センター 市民サービス課 係長 

上田公共職業安定所 専門援助部門 就職促進指導官 

事務局 上小圏域障害者就業・生活支援センターSHAKE 
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2020.7.1 

令和 2年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

人材育成専門部会 年間計画 

テーマ 

①相談支援従事者研修における新カリキュラム移行に伴う、圏域内における人材育成 

（研修システム等）の体制整備と実践 

②相談支援の質の向上に向けた圏域体制の評価と整備 

（標準モニタリングモデル周知・加算活用状況の把握等） 

上小圏域第 5期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  長野県の法定研修と連動した、圏域内での OJT研修の体制整備を推進します。 

 

開催予定 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

   ●    ●  ● ●  

回/日付 内容/場所 

第 1回 

7月 10日 

令和 2年度 人材育成部会 年度計画 

令和 2年度 長野県相談支援従事者研修の状況について 

相談支援事業所実態調査(令和元年度下半期)アンケート調査と訪問調査に向けた検

討 

場所：ふれあい福祉センター（訓練室） 

第 2回 

11月予定 

相談支援事業所実態調査(令和元年度下半期)アンケート調査と訪問調査に向けた検討 

10月中旬までにアンケートの回収後、事業所訪問を行い詳細な実態調査 

令和元年度 相談支援事業所実態調査のデータ化 

下半期の加算活用状況の集計（市町村ごとに数値化） 

場所：ふれあい福祉センター（予定） 

第 3回 

1月予定 

相談支援事業所実態調査をデータ化し分析と課題の抽出 

場所：ふれあい福祉センター（予定） 

第 4回 

2月予定 

令和 2年度 人材育成部会 まとめ 

協議会報告にむけて 

場所：ふれあい福祉センター（予定） 

 

参加機関 

福祉事業所 
ＮＰＯ法人 シャイン     上田明照会 

相談支援事業所 やすらぎ    

行政機関 

上田市障がい者支援課 

東御市福祉課 

長和町町民福祉課 

青木村住民福祉課 

部会長 上田市障がい者支援課 係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 

 



 

15 
 

2020.7.1 

令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

生活支援部会 年間計画 

テーマ 

①「強度行動障がい児・者の生活支援について学習する場を提供するとともに事業所

内、圏域内での支援体制を構築する。」 

②「圏域内グループホームの実態調査に基づき、グループホームからの地域移行の促

進に向けて課題の整理と今後のあり方を検討する。」 

上小圏域第 5期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
グループホームからの地域移行の促進と、夜間支援体制の構築に向けた検討の機会を

作ります。 

 

開催予定 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

①強度行動障が児者の 

 生活支援 
   ●    ●   ●  

②グループホーム 

 あり方検討 
   ●   ●   ●   

 

①強度行動障が児者の生活支援 
回/日付 内容/場所 

第 1回 

7月 10日 

・昨年度までの振り返り（強度行動障がい児・者支援者研修について） 

・各事業所の現状確認 

・年間スケジュールの作成 

・強度行動障がい児・者支援者の学習の場の確保と事業所間連携について 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

11月頃 

・強度行動障がい児・者支援者の学習の場の確保と事業所間連携について 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

2月頃 

・強度行動障がい児・者支援者の学習の場の確保と事業所間連携について 

・来年度に向けての整理 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

 

参加機関 

福祉事業所 

上小圏域内の「重度包括支援事業」のサービスを行っている社会福祉

法人の職員（サビ管、主任など支援の中心を担っている人物）、長野

県知的障害福祉協会強度行動障がい支援者研修実行委員 

教育機関 上田養護学校進路担当職員 

行政機関 上小圏域内の市町村福祉担当者 

部会長 青木村住民福祉係係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
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②グループホームあり方検討 

回/日付 内容/場所/時間 

第 1回 

7月 29日 

・圏域内グループホーム実態調査共有 

・施設連絡協議会 GH担当者会との情報共有 

・年間スケジュールの作成 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

10月頃 

・グループホームから地域への移行についての現状、課題整理と今後のあり方について 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

１月頃 

・グループホームから地域への移行についての現状、課題整理と今後のあり方について 

・来年度に向けての整理 

場所：未定 

 

参加機関 

福祉事業所 上小地区心身障害者施設連絡協議会 GH担当者会代表 2名 

行政機関 上小圏域内の市町村福祉担当者 

部会長 青木村住民福祉係係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
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2020.7.1 

令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

地域生活移行部会 年間計画 

テーマ 
① 長期入院患者等の地域移行に関する取り組み（システム作りと体制整備の強化） 

② 精神障がい者ピアサポートに関する取り組み（スキルアップ研修） 

上小圏域第 5期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  ピアサポート支援体制の実践を推進します。 

 

開催予定 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

   ●  ●  ●  ●  ● 

回/日付 内容/場所/時間 

第 1回 

7月 9日 

〇本年度の部会計画について 

・長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

・精神障がい者ピアサポートに関する取り組みについて 

（基礎研修参加者からの意見等報告等） 

場所：ひとまち・げんき健康プラザうえだ 

第 2回 

9月頃 

・長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

(精神科病院訪問の報告等を行い、システム作りと体制整備の強化に向けた話し合い) 

場所：未定 

第 3回 

11月頃 

〇研修会 （上田保健福祉事務所と共催） 

・長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

（外部講師 圏域外の取り組み） 

場所：未定 

第 4回 

1月頃 

・長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

(精神科病院訪問の報告等を行い、システム作りと体制整備の強化に向けた話し合い) 

・精神障がい者ピアサポートに関する取り組みについて 

 (スキルアップ研修 他圏域との交流等) 

場所：未定 

第 5回 

3月頃 

〇本年度のまとめと次年度へ向けて 

・長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

・精神障がい者ピアサポートに関する取り組みについて 

場所：未定 
 

参加機関 

福祉事業所 
相談支援事業所相談支援専門員 福祉サービス事業所職員 

ピアスタッフ 

医療機関 精神科病院 精神保健福祉士 

行政機関 
上小圏域内 市町村保健福祉関係課担当者 

長野県上田保健福祉事務所福祉課担当者、健康づくり支援課担当者  

その他 ※検討課題により、必要に応じて部会員以外の方の参加あり 

部会長 長和町町民福祉課係長 

事務局 
長野県上田保健福祉事務所健康づくり支援課 

上小圏域基幹相談支援センター 

2020.7.1 
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令和２年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

療育・発達部会 年間計画 

テーマ 

① 障がい児福祉サービスのニーズの整理(事業所のマップ化・ニーズの数値化等) 

② 副学籍について現状の確認 

③ 障がい児の宿泊を伴うサービスの資源や現状を確認。 

④ 放課後および長期休暇、休校中の児童の居場所の確認と放課後等デイサービス事

業所の実践報告 

上小圏域第 5期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  障がい児の緊急時支援体制やアウトリーチ支援体制の計画的な構築を目指します。 
 

開催予定 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

  ●  ●  ● ●   ●  

回/日付 内容/場所 

第 1回 

6月 4日 

障がい児福祉サービスのニーズの整理(事業所のマップ化・ニーズの数値化等) 

場所：東御市総合福祉センター 

第 2回 

7月 31日 

副学籍について現状の確認 

場所：東御市総合福祉センター 

第 3回 

9月 29日 

障がい児の宿泊を伴うサービスの資源や現状の確認 

場所：東御市総合福祉センター 

第 4回 

11月 11日 

放課後および長期休暇、休校中の児童の居場所の確認と放課後等デイサービス事業所

の実践報告 

場所：東御市総合福祉センター 

第 5回 

2月 12日 

まとめ 

場所：東御市総合福祉センター 
 

参加機関 

連絡会、協議会 在宅福祉サービス連絡会 

福祉事業所 放課後等デイサービス事業所 

教育機関 教育委員会担当者 

行政機関 

上田市障がい者支援課 

上田市真田市民サービス課 

上田市丸子市民サービス課 

上田市武石市民サービス課 

東御市福祉課 

長和町町民福祉課 

青木村住民福祉課 

部会長 東御市福祉課係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 

     ※テーマに応じて参加者は変わります。 
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保育士、教員に向けての福祉サービス紹介リーフレットを作成 
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