
 

 

                 令和 2 年 10 月 29 日 

 

第 40 回上小圏域障がい者自立支援協議会 本会次第 

 

                     場所 上田合同庁舎 6F 講堂 

                                時間 13：30-15：00 

 

■ 開会 

 

 

■ 会長挨拶 

 

 

■ 会議事項 

(1) 令和 2 年度 委員会中間報告 

ア 運営委員会 

イ 緊急ショートステイ運営委員会 

ウ 地域包括ケアシステム検討委員会 

エ 医療的ケア児等支援連携推進検討委員会 

オ 権利擁護委員会 

 

(2) 令和 2 年度 各専門部会中間報告  

ア 生活支援専門部会 

イ 就労支援専門部会 

ウ 人材育成専門部会 

エ 療育・発達専門部会 

オ 地域生活移行専門部会 

 

(3) 第 6期障害福祉計画及び第 2期障害児福祉計画の中間報告について 

 

(4) 上小圏域障害者総合支援センター令和元年度上半期報告 

  

 

■ その他 

  第 41 回 上小圏域障がい者自立支援協議会  

本会予定 令和 2 年 3 月 26 日(金)13：30～ 



2020.10.29 

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 中間報告 

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運営確認 

2．第 38回・第 39回上小圏域障がい者自立支援協議会本会開催の検討 

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 

＊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． 令和 2年度 各委員会・専門部会計画の確認（各事業計画参照） 

4． 各市町村の地域包括ケアシステムの情報共有 

5． 上小圏域施設入所調整会議要綱の確認 

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ                

第 3回 

7月 22日 

1. 第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画に向けて（Ｒ１年度チェック） 

2. 緊急ショートステイ運営委員会報告と感染拡大予防に関する今後の地域生活支 

援拠点の在り方に関する検討 

3. 障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制説明 

4. 障がい者ＰＣＲ検査への支援及び対応配慮等（県協議会への提言案） 

5. 地域共生社会の実現に向けた市町村の包括的支援体制整備について 

場所：上田市ふれあい福祉センター ３Ｆ 



第 4回 

8月 20日 

1. 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 

（前期計画の振り返りと次期計画の進捗並びにスケジュール確認） 

2. 上小圏域地位生活支援拠点に関わる緊急ショートステイ業務運営規定（案） 

3.「第 1回障がい者相談支援体制機能強化会議」の web会議検討 

4. 就労継続Ａ型事業所に関わるハローワーク上田との市町村連携整備 

場所：上田合同庁舎 601・602会議室 

第 5回 

9月 24日 

1. 第 6期障害福祉計画/第 2期障害児福祉計画策定内容の確認とすり合わせ 

2. 第 40回本会運営方法の検討 

3. 各委員会・専門部会の中間報告       場所：上田合同庁舎 南棟２Ｆ 

第 6回 

10月 2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） 

 （10月本会への中間報告の検討と擦り合わせ） 

場所：上田合同庁舎 南棟２Ｆ 

第 7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：上田ふれあい福祉センター２Ｆ 市民ふれあいホール 

第 8回 

11月 27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：未定 

 

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 

 



2020.10.29 

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』 

中間報告 

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 

※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。 

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 

 
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． 新型コロナウイルス感染拡大対策と緊急ショートステイ事業実施要綱の検討 

5． 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 7日 

【緊急ショートステイ利用状況と課題の実績集計（4月～9月 上半期実績）】 

１． 令和２年度【前期】地域生活支援拠点の振り返りと課題の共有について 

２． 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について 

３． 新型コロナウイルス感染症対策等 各法人との情報共有 

場所：事務局（上田市ふれあい福祉センター2階会議室・委員ＷＥＢ参加） 

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 

 



令和元年度　上小圏域地域生活支援拠点（緊急ショートステイ）振り返り

輪番法人

質問事項 輪番月に限らず、利用
者及びその家族等の緊
急により、短期入所を受
け入れたケース数

左記で、ケースを受け入れた緊
急内容

虐待案件での緊急
保護として、短期入
所で受け入れたケー
ス数

体験利用として、短
期入所で受け入れ
たケース数

左記で、体験利用として受
け入れた内容

貴法人の相談支援専門
員による、緊急受入調整
により、短期入所利用を
受け入れたケース数

14 1 61 9

1

第三上田ひもろ木園 ― 0 44

入浴、食事、余暇支援等の
宿泊体験（バイタルチェック）

1

ともいきライフ住吉

90代の母が入院治療に伴い
受入。入院後母親の自宅生
活に困難が生じ、利用者は長
期利用中。

0 2

将来的な入所希望、家族
に何かあった際の緊急時に
備えた利用希望

7

しいのみ療護園
上田しいのみ園

― 0 0 ― 0

ライフステージかりがね

父親による虐待
台風災害の一時避難
母親の手術
母親の分離
冠婚葬祭

1 4

同一法人通所利用者4名
月1回1泊、月2回1泊、週1
回1泊、週1回1泊

3

入院中の方の地域移行に
向けての体験（2人）
在宅の方の入所利用希望
による体験

0

1
山の子学園共同村

自宅が火事で焼失したため

0 8

入所のための体験入所
退院後の生活の場を検討
するための体験
他施設からの意向を検討す
るための体験

2

0

1

0

8

0

ナナーラ

家族の受け入れ困難による。
（輪番月で緊急ショート利用）
自宅で転倒し在宅生活困難
による。（輪番月で緊急ショート
利用）

0 0 ―
上記のうち輪番月

（2）

0

上田悠生寮

GH利用者。転倒し歩行困難
となり車いす使用。GHで支援
体制整わないため。
退院を求められたが自宅に戻
る体制が整わなかったため。

0

2

上記のうち輪番月
（0）

上記のうち輪番月
（0）

上記のうち輪番月
（0）

上記のうち輪番月
（0）

上記のうち輪番月
（0）

上記のうち輪番月
（0）



令和２年度【前期】　上小圏域地域生活支援拠点（緊急ショートステイ）振り返り

輪番法人

質問事項 輪番月に限らず、利用
者及びその家族等の緊
急により、短期入所を受
け入れたケース数

左記で、ケースを受け入れた緊
急内容

虐待案件での緊急
保護として、短期入
所で受け入れたケー
ス数

体験利用として、短
期入所で受け入れ
たケース数

左記で、体験利用として受
け入れた内容

貴法人の相談支援専門
員による、緊急受入調整
により、短期入所利用を
受け入れたケース数

6 0 0 1

0
上記のうち輪番月

（0）

ナナーラ
0

― 0 0 ―

0上記のうち輪番月
（0）

上田悠生寮

2
・自宅で単身生活。感染症拡
大防止対策として（ヘルパーの
支援の心配）
・上記の方を大雨予報から河
川氾濫の心配（避難勧告）

0 0 ― 0
上記のうち輪番月

（1）

山の子学園共同村

0
― 0 0 ―

0
上記のうち輪番月

（0）

しいのみ療護園
上田しいのみ園

0

― 0 0 ― 0
上記のうち輪番月

（0）

ライフステージかりがね

2
・ターミナルケアのニーズが高ま
り、共同生活援助での支援困
難
・GHで転倒、頭部硬膜下慢
性出血を起こしており、退院後
の安全確保

0 0 ―

1
上記のうち輪番月

（1）

第三上田ひもろ木園
0

― 0 0 ― 0
上記のうち輪番月

（0）

ともいきライフ住吉

2
・母子で二人暮らし。母親が急
きょ入院となり緊急受入れ
・アパートで独り暮らし。主の状
況悪化・近隣トラブルもあり緊
急受入れ（輪番月で緊急
ショート）

0 0 ―



2020.10.29 

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 中間報告 

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 

   ●   ●     ● 

 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 

（運営委員会終了後）          場所：上田市ふれあい福祉センター３F 

第 2回 

10月 22日 

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. 第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画の内容と委員会での推進方策の再調

整と検討（本会報告の確認）                            

（運営委員会終了後）             場所：上田合同庁舎 南棟２Ｆ 

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 

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） 

 

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 

 



            R2.10.29 

令和 2年度 地域包括ケアシステムに関する中間報告 

 

1 行政および基幹相談支援センター 窓口担当 

【上田市】10包括支援センターエリア 

【東御市・長和町・青木村】それぞれ 1包括支援センターエリア 

2 各包括エリア検討会等実施状況（令和 2年 10月 16日現在） 

エリア 日時 目的 参加者 内容 

中央包括 7月 31日 

13:30～ 

目的の共有 ・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・包括ケアシステムに関する目的の

共有および高齢者介護課、包括セン

ターを交えた打ち合わせの方向付

け 

西部包括 8月 18日 

15:00～16:00 

打ち合わせ ・上田市障がい者支援課 

・上田市高齢者介護課 

・西部包括支援センター 

・基幹相談支援センター 

・包括ケアシステムに関する目的の

共有および昨年度の振り返り 

・第一回開催に向けた日程調整（市

町村にて実施） 

9月 7日 

14:00～15:00 

個別支援会議 ・家族 ・担当ケアマネ 

・医療機関 PSW、OT、NS・

相談支援専門員 

・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・介護保険、総合支援法の制度利用

に関する移行に向けた支援会議 

神川包括 7月 30日 

10:30～12:00 

個別支援会議 ・家族 ・担当ケアマネ 

・サービス提供事業所 

・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・手話通訳士 

・2号被保険者である主の総合支援

法サービス（就労継続 B型）利用に

向けた支援会議 

8月 18日 

10:00～11:50 

打ち合わせ ・包括支援センター 

・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・包括ケアシステムに関する目的の

共有および昨年度の振り返り 

・第一回開催に向けた内容検討 

神科包括 8月 27日 

13:30～15:00 

打ち合わせ ・包括支援センター 

・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・昨年度振り返り 

・包括支援センター業務共有 

・第一回開催に向けた内容検討 

城下包括 7月 31日 

10:00～11:30 

目的の共有 ・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・包括ケアシステムに関する目的の

共有および高齢者介護課、包括セン

ターを交えた打ち合わせの方向付

け 

川西包括 7月 31日 

10:00～11:30 

目的の共有 

 

・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

 

 

 

・包括ケアシステムに関する目的の

共有および高齢者介護課、包括セン

ターを交えた打ち合わせの方向付

け 



10月 13日 

10:00～11:30 

打ち合わせ ・包括支援センター 

・上田市高齢者介護課 

・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・昨年度の振り返り 

・第 1回開催に向けた内容検討 

塩田包括 7月 31日 

10:00～11:30 

目的の共有 ・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・包括ケアシステムに関する目的の

共有および高齢者介護課、包括セン

ターを交えた打ち合わせの方向付

け 

10月 8日 打ち合わせ ・包括支援センター 

・上田市高齢者介護課 

・上田市障がい者支援課 

・基幹相談支援センター 

・昨年度の振り返り 

・第一回開催に向けた内容検討 

真田包括 8月 19日 打ち合わせ ・包括支援センター 

・市民サービス課（高齢） 

・市民サービス課（障害） 

・基幹相談支援センター 

・昨年度の振り返り 

・第一回開催に向けた内容検討 

丸子包括 8月 25日 

10:00～11:30 

打ち合わせ ・包括支援センター 

・市民サービス課（高齢） 

・市民サービス課（障害） 

・基幹相談支援センター 

・昨年度の振り返り 

・第一回開催に向けた内容検討 

武石包括 7月 29日 

10:00～11:30 

打ち合わせ ・市民サービス課（障害） 

・基幹相談支援センター 

・昨年度の振り返り 

・第一回開催に向けた内容検討 

および役割担当の決定 

東御市 8月 12日 

13：30-15：00 

目的の共有 ・福祉課  

・福祉援護係 

・高齢者係 

・地域包括支援係 

・包括ケアシステムに関する目的の

共有および昨年度の振り返り 

・第一回開催に向けた内容検討 

長和町 7月 6日 

9:30～10:30 

長和町障害福

祉 NW会議 

・長和町役場（障害・児童） 

・樅の木福祉会（入所施設・

相談支援事業所） 

・依田窪福祉会（相談支援

事業所） 

・基幹相談支援センター 

・障がい者状況に関する情報共有 

・地域包括ケアシステムの共有 

・入所要件の見直しについて 

・山の子学園、施設移転等に関する

近況報告 

青木村 10月 20日 

15:30～(予定) 

打ち合わせ ・町民福祉課 

・基幹相談支援センター 

・第一回開催に向けた打ち合わせ 

(昨年度、コロナ感染症の為延期) 

 



2020.10．29 

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 中間報告 

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 

１．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 

１． 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 

２． 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 28日 

１． 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) 

２．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 

３．医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について 

検討メンバー：①、④、⑤ 

場所：丸子ふれあいステーション 

 



第 3回 

11月 26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について結果報告 

検討メンバー：②、④、⑤ 

場所：丸子ふれあいステーション 

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：調整中 

 

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 

 

 



利用しているが

不足している

5%

利用したいが

利用できない

58%

利用希望なし

11%

わからない

21%

その他

5%

R2.10.29 

医療的ケア児の放課後・長期休暇支援の実態調査報告書 

医療的ケア児等支援連携推進委員会 

Ⅰ対象者：上小圏域在住の１８歳未満の方 

上田市 東御市 青木村 長和町 合計 回答者 

１２名 ９名 ２名 ２名 ２５名 (うち未回答 6 名) １9 名 

 

Ⅱ必要な医療的ケア(複数回答あり) 

酸素療法 人工呼吸器 気管切開 モニター測定 (血圧、心拍) 

７名 ４名 7 名 6 名 

経管栄養 痰の吸引 導尿 

１３名 7 名 3 名 

 

Ⅲ日中必要な介護(複数回答あり) 

体位交換 排泄介助 移動介助 食事介助 

１２名 １４名 １４名 １６名 

 
Ⅳ放課後の福祉サービスを利用希望していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇利用しているが不足している 

・放課後デイサービスを利用しているが、地元にな

く送迎に時間がかかってしまう。(圏域外の事業所

を利用)また、感染症が不安で最低限の人との接触

を望むため十分利用できない。１名 

 

〇利用できない理由 

・医療的なケアがあり受け入れてくれる事業所が 

ない。１１名 

 

〇利用希望なし 

・部活に所属しており利用希望なし １名 

・今のところ希望はないが、安心して預けられて 

楽しめる場所があれば利用したい。 １名 

 

〇わからない 

・まだ２歳のため養護学校に行って何をするのか、

放課後等全く想像がつかない。 １名 

・年中児であり、就学に向けて検討中。就学先に 

より必要な支援が変わると思う。 １名 

・未回答 ２名 

 

〇その他 

・放課後支援よりもまずは毎日養護学校へ通学 

することが課題。１名 

 



利用している

が不足してい

る

21%

利用したいが

利用できない

53%

利用希望なし

10%

わからない

11%

その他

5%

 

Ⅴ長期休暇中、何らかの福祉サービスを利用していますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
〇利用しているが不足している。 

・家族の用事などがあるときは訪問看護などに 

１時間３０分程度見てもらっている。 １名 

・タイムケア事業を利用して吸引等の医療行為が 

できる知人に見てもらうことがあるが、ずっと 

お願いするわけにいかない。１名 

・祖母や訪問看護に週１回２時間の見守りを 

お願いして兄弟の対応をしている。利用できる 

ところがあれば利用したい。１名 

・地元になく送迎に時間がかかってしまう。(圏域外

の事業所を利用)また、感染症が不安で最低限の人

との接触を望むため十分利用できない。１名 

 

〇利用できない理由 

・医療的なケアがあり受け入れてくれる事業所が 

ない。１０名 
 

〇利用希望なし 

・部活に所属しており利用希望なし １名 

・今のところ希望はないが、安心して預けられて 

楽しめる場所があれば利用したい。 １名 
 

〇わからない 

・まだ２歳のため養護学校に行って何をするのか、 

放課後等全く想像がつかない。 １名 

・年中児であり、就学に向けて検討中。就学先に 

より必要な支援が変わると思う。 １名 
 

〇その他 

・放課後支援よりもまずは毎日養護学校へ通学 

することが課題。 １名

Ⅵその他 

・家族が在宅で一緒に過ごすことを希望しても社会資源がないため地域で暮らすことができない。 

利用できるサービスがあれば積極的に利用したい。 

・日中預かってもらえば済むが、預かってくれる場所がないため短期入所や病院に入院している。 

・新型コロナウイルス感染症の流行により、アルコール等の物品が不足して困った。行政でストックして

おいてもらう等、素早い対応をしてほしかった。 
 
Ⅶ考察 

・放課後、長期休暇中の支援ともにサービス利用の希望者は半数以上である。しかし医療的ケア児の受け

入れができる事業所が少なく、対応できる事業所も定員が超過して利用することができないのが現状で

あった。また、乳児期から幼児期にかけては、サービス利用の必要性について保護者が支援情報を得る

機会が少なく、利用実態が乏しいためにニーズが生じていない現状が窺える。成長とともに支援の必要

性を感じ、今後は利用の希望が出る可能性が高いと感じている。 

・現在は施設に入所しているが、地域に支援体制が整えば一緒に住みたいと思っている家族や日中のサー



ビス提供が地元では出来ないために遠方の短期入所施設へ送迎をして一泊の短期入所をしているという

ケースも存在した。やはり地域に支援する仕組みがないために、わざわざ住み慣れた場所から離れてサ

ービスを受けなければならない現状であり、圏域としての大きな課題として受け止めたい。長距離の移

動や慣れない環境でのサービス利用は医療的なケアを必要とする本人と家族にとっては非常に負担が大

きく、体調を崩してしまうリスクも高まる。本人や家族の負担を考え、より身近な場所で支えられる仕

組みを圏域内に資源開発することが急務であるとの結論に達した。 

  本報告書は、１０月の自立支援協議会の資料として圏域課題のエビデンスとして共有し、以後検討す

る予定としたい。 



2020.10.29 

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 中間報告 

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！～あそび、つくり、まじる。まちにつく 

る、わたしたちのホーム～）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 

⇒・感染症対策を講じながら実施の方向で、地域の小中学校と段ボールハウスを制 

作する企画とする。NPO法人リベルテのスタッフ及びメンバーにワークショッ 

プの講師を依頼。製作後展示をして地域の方にも見てもらえるような形で行う。 

展示場所は元銭湯だった場所を検討。 

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 

【内容】講義…法律の概要、不適切な支援防止、虐待防止への取り組みと誠実な対 

応、速やかな通報、法改正、障がい者の権利擁護について 

演習…①初期対応（相談・通報・届出の受付）場面での虐待防止センターの 

役割、②対応方針の協議（情報共有・協議、事実確認の準備）場面での虐待 

防止センターの役割 

【参加者】15名（感染症対策の観点より今年度は新任職員を対象に実施） 

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 20日 

・令和二年度権利擁護委員会 年間計画について確認 

・虐待防止センター向け研修 振り返り 

⇒研修の理解度についての振り返りシートの共有、感想・気付きについて共有 

・『モッシュ！』企画内容の確認と今後の予定について確認 

⇒協力機関との打ち合わせ内容の報告とイベント企画目的の共有 

場所：上田合同庁舎 6F 601、602号会議室 



9月 29日 

イベント『モッシュ！』実行委員会 

・事前準備～ワークショップ当日～展示期間のタイムスケジュールの確認 

・二中・清明小でのワークショップの内容について検討 

場所：上田市ふれあい福祉センター3F 団体会議室 

10月 21

日 

イベント『モッシュ！』実行委員会 

・二中・清明小でのワークショップ内容、タイムスケジュール最終確認 

・役割分担等の確認 

第 2回 

10月 22

日 

・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2F 市民ふれあいホール 

11月 19

日、20日 

イベント 

『モッシュ！～あそび、つくり、まじる。まちにつくる、わたしたちのホーム～』の

開催（予定） 

場所:竹乃湯跡 

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 

 



2020.10.29 

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 中間報告 

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強度行動障がい児者の生活支援 
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 

■昨年度までの部会、研修の振り返りを行うとともにコロナ禍における各事業所、

団体の現状確認と年間スケジュールの確認。今後の強度行動障がい児・者支援者の

学習場の確保と事業所間連携について話し合う。 

■今年度はコロナ禍により、上小圏域での研修は難しいことを確認する。「学習の場

の確保と事業所間連携」については、今年度は「上小圏域内重度障害者等包括支援 

支援状況報告会」に他事業所の職員（部会員）が参加することを検討する。 

（かりがね福祉会で行われた 7月 20日、7月 27日、7月 29日の報告会に部会員【他

事業所の職員、養護学校教員】が参加する。来年度以降も継続出来るように検討を

続けていく。） 

場所：ふれあい福祉センター 

第 2回 

11月 13日 

・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：ふれあい福祉センター 

第 3回 

2月 5日 

・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：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 



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 

■Ｈ２９年度に行った上小圏域のグループホーム実態調査の結果を改めて確認する

とともに施設連絡協議会のＧＨ担当者会との情報共有を行い、今後のスケジュール

作りを行う。 

■上小圏域のＧＨからの地域移行に関しては、資源としてサテライト型ＧＨが立ち

上がり始めており、サテライト型から一人暮らしに移行できたケースが少数ではあ

るが実績として上がり始めている。 

その反面、長年ＧＨを利用している方は、ＧＨでの暮らしに心地良さを感じている

方も多く、意向に向けての希望が出てこないケースも数多くある。現在のＧＨの役

割として「一人暮らしに向けての 1 つのステップ」という役割と「終の棲家」とし

ての役割という２つの役割が挙げられる。 

■今後の部会では地域移行に向けての現状と課題を改めて整理するとともにＧＨの

役割、支援内容についても整理する必要がある。 

場所：ふれあい福祉センター 

第 2回 

10月 13日

（延期） 

・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 

■第 2回目は、9月に行われる予定だった施設連協のＧＨ担当者会からの情報共有と

意見交換を行う予定になっていたが、コロナウイルスの感染拡大により施設連協の

ＧＨ担当者会が延期となったため、部会も延期することとなる。 

■「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。」というテーマで話し合いを行

っているが、現状では各事業所がコロナウイルスの感染拡大対策に力を入れざるを

得ない状況であり、地域移行に関するタイムリーは情報が入ってきづらい状況にあ

る。 

場所：ふれあい福祉センター 

第 3回 

１月 20日 

・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 

 



2020.10.29 

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 中間報告 

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 

支援機関相互の役割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。（情報共有シート検討会） 

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、課題の検討を行

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

（中止） 

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 

（新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から資料配布） 

第 2回 

10月 8日 

第 1回情報共有シート検討会 

場所：ハローワーク上田会議室 

第 3回 

11月 6日 

第２回情報共有シート検討会 

場所：ハローワーク上田会議室 

第 4回 

11月 25日 

第 1回中小企業障害者雇用管理担当者研修 

場所：上田合同庁舎 講堂 

第 5回 

12月予定 

第 3回情報共有シート検討会 「就労パスポート研修」 

場所：上田市ふれあい福祉センター（予定） 

第 6回 

1月予定 

事業主アンケート 検討会議  

場所：ハローワーク上田会議室 

第 7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） 

 

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 

 



2020.10.29 

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 中間報告 

テーマ 

・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 

・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 

① 令和 2年度 人材育成部会 年度計画 

② 令和 2年度 長野県相談支援従事者研修の状況について 

→新型コロナウィルス感染症防止のため、福祉圏域ごとの小規模開催を予定 

 ・初任者研修及び現任研修のインターバル対応に関する確認 

  受講生の確定を受け、各市町村へ情報共有を実施 

③ 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 

→年間スケジュールを確認。年度末報告および体制整備に向けたアンケートの目的

を再共有 

→第 6期障害福祉計画内容（相談支援体制に関する項目）の共有 

④ 長野県障害者相談支援従事者人材ビジョン(Ver２)の共有 

→内容の共有および人材ビジョンに基づいた圏域の育成体制や各機関の役割の確認 

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月下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） 

・第６期障害福祉計画について（主任相談支援専門員の配置と圏域推薦等）共有 

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 

 



長野県障がい者相談支援従事者
人材ビジョン（Ver.２）

長野県PRキャラクター「アルクマ」
C 長野県アルクマ

第２章
相談支援従事者育成体制について

⾧野県PRキャラクター「アルクマ」
C ⾧野県アルクマ



5年

10年

15年

新人研修

相談支援従事者初任者研修

サービス管理責任者基礎研修

サービス管理責任者更新研修

相談支援従事者現任研修

県社協キャリアパス（チームリーダー）

専門分野研修等
（地域移行定着・障がい児・スーパービジョン・意思決定支援・成年後見、
医療的ケア児等コーディネーター養成研修、強度行動障がい支援者養成研修
精神障がいの特性を学ぶ研修等）

主任相談支援専門員・主任介護支援専門員・認定社会福祉士等

県社協キャリアパス（管理者）

ミクロ
（個人・家族）
ケースワーク
個別支援会議

メゾ
（集団・組織）
多職種連携
チーム支援

マクロ
（地域・社会）

コミュニティワーク
協議会

ソーシャルワーカーとして基本的な価値・知識・技術が身に
ついている。例えば、社会福祉原理、ソーシャルワーク理論
等を熟知している。様々な面接技法、ソーシャルワークの技
法を身に着けている。何らかの倫理綱領を身につけている。

多職種連携・チームアプローチの知識・技術が身についてい
る。例えば、連携の概念を熟知している。連結、調整、連携、
協働が実際にできる。倫理綱領の体現化が常にできている。

コミュニティワーク、ソーシャル
アクションが実践できている。
ソーシャルワーカーとして価値・
知識・技術がバランスよく体現化
できている。

目指すべき人材：障がいのある
方々が『安心して暮らせる地域づく
り』を担う人材

サービス管理責任者実践研修

１ 相談支援従事者個人スキル向上のイメージ

解説文

①時間軸として、初任者研修受講に5年、現任研修で10年が必要という見通しである。10年目以降
は、さらなるスキルアップに向け、研修を継続していく方向。

②スキルアップの方向性としては、ミクロ、メゾ、マクロという視点を重視し、ケースワークから
ソーシャルアクションまでを相談支援業務の範囲とする。そのためのスキル習得を、5年、10年と
いう期間を意識しながら行っていく方向。

③目指す人材像は、長野県のそれぞれの地域で、障がいのある方々が『安心して暮らせる地域づく
り』を担う人材である。

④相談支援に従事する者は、自己覚知、自己一致が必要である。そのためには自ら振り返りをしつ
つ、学んでいく姿勢が重要となる。かつ、継続した取り組みが必要である。

⑤相談支援従事者が対象であるので、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責
任者等を想定している。



① 基礎研修（入口研修）
② ブラッシュアップ研修（法定外研修）

法定研修

地域におけるOJT

県・協議会 等

【初任者研修】（集合型）

・地域を知る
・アクセスできる

【現任研修】（集合型）

・地域資源を
活用できる

【主任研修】（集合型）

・地域を作る

スーパービジョン
〔個別型〕

スーパービジョン
〔個別型〕

・10圏域 地域協議会 （人材育成部会等）《 基幹相談支援センター等 ＋ 市町村福祉行政 》

〔個別型〕対象：現任の相談支援従事者
1.スーパービジョン（個別・GSV）
2.フィールドメンタリング
3.コンサルテーション

〔集合型〕
圏域 相談支援連絡会（情報提供・共有・研修 等）

・県 協議会（10圏域代表者） ・ 人材育成部会

・国 指導者養成研修 受講
（圏域推薦による）

新人研修（記録・面接技法）

ファシリテーター養成研修

演習講師養成研修

リーダー養成研修
※研修実施スタッフ研修

専門分野研修

県研修

スーパービジョン研修

専門分野研修（地域移行・定着）

専門分野研修（障がい児支援） 成年後見研修

意思決定支援研修

強度行動障がい支援者養成研修

医療的ケア児等コーディネーター養成研修 精神障がい者支援研修

県協議会フォーラム研修

全国研修 相談支援ネットワーク研修

基幹相談支援センター強化研修

共生社会作り研修

・県 法定研修の企画参加・統括

虐待防止研修

長野県の人材育成への
協力

各地域の体制整備や
人材育成のバックアップ

２ 地域における相談支援従事者(相談支援専門員)の育成体制

解説文

①研修体系は法定研修をベースとした各時期に、受講を期待するスキルアップするための各種研修
を示している。

②人材育成には集合研修（OFF-JT）と日々の実践での研修（OJT）の双方が必要であることから、
法定研修およびスキルアップするための実地教育（地域で実施するOJT研修）の環境を整え、人材
育成を図ることが必要である。

③そのため、相談支援の質の向上には、相談支援専門員をはじめとする相談支援従事者のスキル
アップと相談支援の体制整備の両面が必要となる。

④主任相談支援専門員は、相談支援現任者に対する人材育成（スーパービジョン・メンタリング）
及び地域作り（協議会を活用した多職種連携による資源改善・開発）と法定研修及びスキルアップ
するための各種研修の企画・運営を担う役割を果たす人材の育成を目指している。

⑤長野県における人材育成体制は、長野県全体での取組（長野県内の障害福祉サービス事業者の各
種研修への協力） と各地域での取組（各市町村の相談支援体制の整備と実地教育へのバックアッ
プ）が協働することが重要となる。

⑥相談支援専門員をはじめとする相談支援従事者は、全国研修等に計画的に参加し、国の動向や地
域づくりに関する情報を受け取り、相談支援の質の向上に向けた体制の整備を行っていくことが必
要である。



３ 国・県の養成研修と地域の人材育成の関係
国 長野県 市町村 基幹相談支援センター等

組織・団体 厚生労働省 県
県自立支援協議会（人材育成部会）

市町村・障がい福祉圏域
地域自立支援協議会(人材育成部会等）

基幹相談支援センター
障がい者相談支援事業 等

役割 研修制度全般
（策定、周知、養成）

全県の相談支援体制の強化
（障がい福祉計画等の作成・進捗管理）
相談支援専門員の養成
サービス管理責任者等の養成

地域の相談支援体制の強化
（障がい福祉計画等の作成・進捗管理）
・相談支援事業者に対する専門的助言指導
・相談支援事業者の人材育成のための支援
・地域の相談支援機関と連携強化の取組

地域の相談支援体制の強化
（障がい福祉計画等の推進に向けた行政等
との連携）

具体的な内容 基本方針策定
(障がい福祉計画等)
指導者養成研修の実施

相談支援体制強化に向けた後方支援
障害福祉計画の推進
・県自立支援協議会による協議
・地域協議会（部会）との連携
各種養成研修の実施
・企画運営、体制づくり(地域連携)
・指導者養成研修参加者の推薦
・研修の評価・考察
・人材育成ビジョン作成

相談支援体制強化に向けた取組
障害福祉計画の推進に向けた協議
・地域自立支援協議会による協議
・県協議会（部会）との連携
・基幹相談支援センター、障がい者相談支

援事業、相談支援事業所の役割整理等
・主任相談支援専門員の活用

相談支援体制強化に向けた取組
・地域自立支援協議会事務局

(人材育成部会等の運営)
・相談支援事業所へのアウトリーチ等
・相談支援専門員連絡会等の企画運営
・多職種等連携システムの構築
・全国,県研修への参加によるｽｷﾙｱｯﾌﾟ

法定研修で担う役割
相談支援専門員 相談支援従事者指導者養成研修 相談支援従事者初任者研修

相談支援従事者現任研修
・演習講師の養成
主任相談支援専門員養成研修

相談支援従事者養成研修における実地研修
の後方支援
・地域資源情報等の提供等

相談支援従事者養成研修における実地研修
の実施
・スーパービジョン等の実施
法定研修後のフォローアップ研修等

サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者

サービス管理責任者・児童発達
支援管理責任者指導者養成研修

サービス管理責任者等基礎研修
サービス管理責任者等実践研修
サービス管理責任者等更新研修
・ファシリテーターの養成

法定研修後のフォローアップ研修等

※障がい福祉計画等は、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画をいう。
※サービス管理責任者等は、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者をいう。

目的 〇相談支援専門員・主任相談支援専門員の育成 ＝「地域の障がい者相談支援体制の基盤の強化」
〇サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の育成 ＝「地域の障害福祉サービスの質の向上」

⇒ニーズに基づく地域資源の充実(障害福祉計画等、地域生活支援拠点等の推進）=「安心して暮らし続けることのできる地域づくり」

○用語の説明（１）
用語 説明

相談支援従事者 相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 等

ケアマネジメント 障がい者の地域における生活支援するために、ケアマネジメントを希望する者の意向を踏まえて、福祉・保健・医
療・教育・就労などの幅広いニーズと、様々な地域の社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて
調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの供給を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する
援助方法。
※参考：障害者ケアガイドライン（平成14年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）

ソーシャルワーク ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係にお
ける問題解決を図り、人々のエンパワメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに
関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソー
シャルワークの拠り所とする基盤である。
※参考：ソーシャルワーカーの倫理綱領（社会福祉専門職団体協議会）

アドボカシ― 自己の生活ニーズを表明したり、権利や利益を主張することの困難なご本人に代わって、その生活と権利を護るた
めに、行政・制度や社会福祉に関する機関、サービス供給主体などに対して制度や対応の変革を求めるために行う
専門的な活動。
※参考：「精神保健福祉士シリーズ」（福祉臨床シリーズ編集委員会編）（弘文堂）

アセスメント 援助の実施に先駆けて行われる事前評価。情報収集とその分析や生活問題・ニーズの把握。
※参考：「精神保健福祉士シリーズ」（福祉臨床シリーズ編集委員会編）（弘文堂）

※アセスメント技術を高めるハンドブック（著者 近藤直司 氏）（赤石書店）

エンパワメント 人とその人の環境との間の関係の質に焦点を当て、人々が所与の環境を改善するパワーを高め、環境との良好な
交互作用能力を増強すること。
※参考：「精神保健福祉士シリーズ」（福祉臨床シリーズ編集委員会編）（弘文堂）

メンタリング マンツーマンのコミュニケーションによる人材育成の手法。メンターは継続的な対話によってメンティの可能性を引き
出し、自発的な成長（主役がメンティ）を促していく。自らの気づきを引き出し、キャリア形成や人としての成長を促す
方法。
※参考：令和元年度長野県相談支援従事者現任研修 研修資料より



○用語の説明（２）
用語 説明

ソーシャルインクルー
ジョン

「すべての人々が共生する社会、誰一人排除しない社会を目指す」という理念。
※参考：令和元年度相談支援従事者指導者養成研修資料

リカバリー ①特定の到達点を指すものではなくプロセスであり、個別のものであること。②失われた希望を取り戻すこと。③自
らの健康と生き方に責任をもち、自分の人生の主導権を取り戻すこと。④障害を通して自己を定義するのではなく、
新たな価値あるアイデンティティと人生の意味を見出すことなど。
※参考：障害保健福祉研究情報システム

ストレングス 本人の長所や潜在能力、利用者を取り巻く社会資源に着目しその部分に働きかけ、望ましい適応能力を高めると
ともに生活の質の向上や自主性・自立性を促すこと。
※参考：「精神保健福祉士シリーズ」（福祉臨床シリーズ編集委員会編）（弘文堂）

意思決定支援 認知障害を持った人々（知的ないし発達障害、精神障害、認知症、後天的脳損傷その他、認知に影響しうる他の
障害をもつ人々）が、平等に社会参加できるように、意思決定支援の手助けをすること。普遍的に意思決定のため
の支援は、日常的に我々すべてが利用するもの。
※参考：令和元年度相談支援従事者指導者養成研修資料

スーパービジョン スーパーバイジーが利用者にどのような関わりをし、何を考え、何を感じ、何を学ぼうとしているかを、スーパーバ
イザーがくみ取り、スーパーバイジーの学びを深める作業。
※参考：令和元年度相談支援従事者指導者養成研修資料

OJT 職務を通じての研修であり、職務を遂行する中で支援者として必要な知識や技術、価値観や倫理観などについて、
職場の上司や先輩から指導を受ける実践的な形態。
※参考：「精神保健福祉士シリーズ」（福祉臨床シリーズ編集委員会編）（弘文堂）

OFF‐JT 職務から離れて行われる研修であり、職場内や職場外において支援者に必要な専門的知識や技術などについて、
教育訓練スタッフから指導を受ける集中的な形態。
※参考：「精神保健福祉士シリーズ」（福祉臨床シリーズ編集委員会編）（弘文堂）

○長野県自立支援協議会人材育成部会名簿
圏域名 所 属 氏 名 備 考

佐久 （福）小諸学舎
佐久広域連合障害者相談支援センター

竹中 正文

上小 （特非）
上小圏域障害者総合支援センター

土屋 可奈子

諏訪 （一社）ゆらゆら
ゆらり相談支援センター

中村 修

上伊那 （福）長野県社会福祉事業団
上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ

藤原 香澄

飯伊 （特非）
飯伊圏域障がい者総合支援センターほっとすまいる

正生 さちえ

木曽 （福）木曽社会福祉事業協会
相談支援事業所りんくきそ

上坂 ひろみ

松本 （福）アルプス福祉会
松本圏域障がい者総合支援センターWish 

笛木 利恵子

大北 （特非）
北アルプスの風

松澤 重夫

長野 （特非）
須高地域総合支援センター

関谷 真 部会長

北信 （福）高水福祉会
北信圏域障害者総合支援センターぱれっと

井出 英樹

事務局 長野県 健康福祉部 障がい者支援課 宮島 桂
渡辺 公恵
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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 中間報告 

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) 

＜内容＞ 

・昨年度の療育・発達部会での取り組みを確認。 

・事業所のマップを確認し、今年度の課題について意見交換。 

＜まとめ＞ 

・昨年度の療育・発達部会にて作成した幼保教育者向けのリーフレットの完成につい

て確認し、特別支援教育コーディネーター会や校長会、教育委員会等にて配布してい

く。※現在、配布中である。 

・障害児事業所のマップを確認することで、丸子、武石、長和地域に事業所がないこ

とを改めて確認する。また、上田地域でも川西、川辺区域が空白地帯になっている。 

→マップ化することで空白地帯は判明したが、ニーズがあるかはわからない。そこで、

未就学児で児童発達支援等を利用している子が就学後も放課後等デイサービス等を

利用するのではないかそれが最低限のニーズの数と考察し、地域ごと放課後等デイサ

ービス等の福祉サービスを利用している人数を出してみる。 

・事務局にて佐久圏域にある医ケア児も受け入れ可能な多機能型事業所の視察へいっ

たことを報告。その他にも手狭になり場所を探している事業所もあることから、場所

やニーズ等の情報提供していくことが大切である。 

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 

＜内容＞ 

・副学籍の現状の確認 

・障害児福祉サービスの更新時期について 

＜まとめ＞ 

・副学籍の現状の東御市は H24年度から取り組んでおり、青木村は今年からとりくみ

を開始、上田市、長和町は未実施とのことであった。 

→保護者に希望を聞く中で養護学校に通っていることを知られたくないという事例

もあり、そう思っている家庭があることが地域の未熟さや今後の課題ではないか。 

・障がい児受給者証について年度末に更新時期を統一しているが、相談支援専門員の



負担が大きいとの相談が多いことや、行政も更新の会議が集中し全てに参加できない

ことなどから見直すこととなる。→コロナの影響から大勢の会議は難しいためまず

は、相談支援事業所にアンケートを実施し意見をきくこととする。 

場所：東御市総合福祉センター 

第 3回 

10月 5日 

障がい児福祉サービスのニーズの数値化確認と支給決定期間について 

＜内容＞ 

・障がい児福祉サービス利用状況調査票の確認 

・障がい児支給決定期間アンケートについて結果報告と意見交換 

＜まとめ＞ 

・令和 2年 7月 1日時点での地域ごとの人数を調査。 

サービスの種類 放課後等デイサービス 地域生活支援事業 児童発達支援 保育所等訪問支援 

上田市 197 64 81 11 

真田地域 12 1 9 2 

丸子地域 28 9 10 5 

武石地域 1 1 0 0 

東御市 51 11 24 0 

長和町 1 6 0 1 

青木村 7 1 5 5 

→放課後等デイサービス事業所は 13 事業所あるなか現状はいっぱいな状態。複数事

業所を利用していても週 5日支給決定する児は稀である。丸子地域だけでも未就学児

の福祉サービス利用者が現在 15 名いる中で就学後の行き場の確保が今後の課題であ

る。 

・障がい児支給決定期間のアンケートを障がい児相談事業所に実施すると、誕生日月

までや年度末での更新見直しなど意見がバラバラな状態であったため、今後丁寧な話

し合いが必要であると判断し、相談事業所と話し合いの場がもてるようにしていく。 

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：長和町役場  

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。 



2020.10.29 

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 中間報告 

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 

〇昨年度の振りかえり 

〇本年度の部会計画について（本会資料で報告） 

◇長期入院患者等の地域移行に関する取り組み 

 精神科病院への訪問および訪問内容について、各病院の事情を踏まえた上で訪問

病院によっては退院希望患者との面会も予定 

◇精神障がい者ピアサポートに関する取り組み 

事前に依頼しておいた基礎研修参加者からの意見等報告等を部会員で確認 

今年度の取り組みについて 

場所：ひとまち・元気健康プラザうえだ 

第 2回 

9月 28日 

〇長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

システム作りと体制整備の強化に向けての話し合い 

◇部会代表者が精神科病院へ訪問し、訪問内容について報告 

  ・8月 11日千曲荘病院（地域移行推進会議） 

参加者：医療法人友愛会より臨床心理士、作業療法士、看護師、精神保健福

祉士、やすらぎ職員・部会より 5名 

内容：今年度も訪問することのお願いと、長期入院患者の事例検討会へ参加 

・9月 18日そよかぜ病院 

参加者：医療法人清泰会より精神保健福祉士 4名、退院希望患者 4名 

部会より 6名 

内容：病院の現状と退院希望患者との面談 

＊安藤病院については、コロナ禍により訪問は無し 書面で情報収受 

場所：上田市合同庁舎 

 

  ・10月 13日千曲荘病院(地域移行推進会議) 

   参加者：医療法人友愛会より看護師、臨床心理士、精神保健福祉士、やすら

ぎ職員・部会より 4名 

   内容：病院から見た退院出来ない要因、困り感、地域への要望等について意

見交換 

  ＊上記訪問および書面での情報提供については別紙参照 



 

第 3回 

12月 8日 

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 

 研修講師 紅林 奈美夫 氏 

      松本圏域障がい者基幹相談センター 退院支援コーディネーター 

      県自立支援協議会精神障がい者地域移行支援部会部会長 

 内容 松本圏域の現状（精神科病院との連携、仕組み等）意見交換 

 参加予定者 一般相談支援事業所相談支援専門員 部会員（20名程度） 

場所：上田市合同庁舎 

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 

 



精神科病院の現状について 

上小圏域自立支援協議会 地域生活移行専門部会 中間報告 資料 

 

〇目的 

 地域生活移行専門部会では、これまでも長期入院患者の地域移行について話し合いが行わ

れてきましたが、なかなか進んでいない現状があります。今年度は、精神科病院へ訪問し現

状をお聞きしながら、システム作りや体制整備を行っていきたいと思っております。 

 

〇調査方法  

精神科病院の精神保健福祉士(部会員)を通して、各病院への部会員の訪問および書面での

受け取り 

 

〇報告 

１、 病院から見た長期入院患者の退院出来ない要因および病院の困り感 

退 

院 

先 

状 

態 

・家族の高齢化およびかかわりの拒否や非協力的等 

(無理解・金銭面・患者不在の生活への慣れ) 

・家族の希望を優先 

・身寄りがない(兄弟に頼れない) 

・介護が必要な精神障がい者を受け入れてくれる施設が少ない 

・地域で支える福祉サービスが無い 

（特性とサービスがミスマッチ） 

・アパート等の保証人がいない 

・退院先が確保出来ない 

・家族等と退院へ向けての話し合いが出来ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊まいさぽ 

 

病 

院 

事 

情 

・収容主義の考え方が継続（歴史的背景） 

・主治医が消極的 

・病院に退院プログラムが無い 

 

患 

者 

状 

況 

・警察の介入等入院時の状況 

（迷惑行為により地域へ戻れない） 

・患者の高齢化 

・重度化 

・触法 

・患者の退院意向の乏しさ 

 

 

 

 

＊保健所 



 

２、 地域への希望・要望など 

家 

族 

・家族と病院との橋渡し 

・家族指導 

・家族支援を含めた体制づくり 

 

福 

祉 

関 

係 

者 

・地域と病院との円滑なシステム作りが出来ると良い 

・施設や退院先への橋渡し 

・行政や地域の支援者はどの様なことをしているのか知りたい 

・地域サイドからの要望や意見を聞きたい 

・病院だけでは限界があるが、地域で受け入れてもらえないこと

がある 

・低料金の施設 

・GH や施設の空き情報 

・保証人がいない患者に対して最期の対応 

 

＊施設連協 

そ 

の 

他 

・交通難民が多く移動が困難な事への理解 

・障害理解に向けての啓発 

 

：右側「＊」については、今後話し合いや勉強会を行う時にお声掛けをしたい団体

(案)です 

 

〇訪問の振り返り 

    ・２つの病院を訪問させていただき、お互いを知る良い機会となった。また、退院
に対して病院が全力で支えている様子も伺えた。 

退院を希望する患者さんとの面会する機会をいただき、患者さんの背景には複雑
な状況があったが、会うことでお人柄等を知ることができた。 

病院からは、「病院内だけの話し合いだと息が詰まるため、外部からの意見も必
要」や、「患者さんへは程良い刺激になってよかった。」ご意見、感想をいただい
た。また、患者さんからは、「会えてよかった。」との感想もいただいた。 

今後も、病院との話し合う機会を定期的に持ち、長期入院患者の退院について一
緒に考えていきたい。 

 


