
 

 

                 令和 3年 10月 28日 

 

第 43回上小圏域障がい者自立支援協議会 本会次第 

 

                    場所 上田市ふれあい福祉 2F 大会議室 

                                時間 13：30-16：00 

 

■ 開会 

 

 

■ 会長挨拶 

 

 

■ 会議事項 

(1) 令和 3年度 委員会中間報告 

運営委員会 

ア 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委員会 

 ∟相談支援体制整備検討委員会 

イ 障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会 

ウ 医療的ケア児等支援連携推進検討委員会 

  権利擁護委員会 

 

― 休憩 ― 

 

(2) 令和 3年度 各専門部会中間報告 

ア 地域生活移行専門部会 

イ 療育・発達専門部会 

ウ 就労支援専門部会 

エ 人材育成専門部会 

オ 生活支援専門部会 

 

(3) 上小圏域障害者総合支援センター令和 3年度上半期報告 

  

■ その他 

  第 44回 上小圏域障がい者自立支援協議会  

本会予定 令和 4年 3月下旬 13：30より 



2021.10.28 

令和 3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期障害児福祉計画の進捗管理 

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 

⑤ 地域生活支援拠点の体制強化と地域包括ケアシステムにおける地域ケア会議

の実践 

⑥ 新型コロナウイルス感染拡大防止による福祉サービス事業継続体制への強化 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  

○緊急時支援台帳整備の推進と感染症対策にも対応できる地域生活支援拠点の 

 機能強化を図ります。 

○地域包括エリアごとに協議検討を積み上げ、多職種及び地域住民の連携システム 

 を構築します。 

○主任相談支援専門員の配置を促進するとともに、圏域内でのＯＪＴの体制整備を 

 図ります。 
 
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 

● ●  ●  ●   ●  ●  

回/日付 内容/場所 

第 1回 

4月 20日 

令和 3年度 運営委員会 計画並びに各部会計画の検討 

第 42回 上小圏域障がい者自立支援協議会 本会内容の検討 

場所：丸子自治センター 

第 2回 

5月 14日 

第 42回 上小圏域障がい者自立支援協議会 本会内容の検討 

                    場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

7月 21日 

第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画の進捗管理と推進検討 

長野県自立支援協議会 本会報告      場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 4回 

9月 27日 

第 43回 上小圏域障がい者自立支援協議会 本会内容の検討 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 5回 

12月 22日 

第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画の進捗管理と推進検討 

長野県自立支援協議会 本会報告      場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 6回 

2月 18日 

第 44回 上小圏域障がい者自立支援協議会 本会内容の検討 

令和 3年度 運営員会の振り返り    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 

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 

委員長 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 
 



2021.10.28 

令和 3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

緊急ショートステイ運営委員会 

相談支援体制整備検討委員会 中間報告 
 

テーマ 

① 地域生活支援拠点の機能強化の推進（コロナ禍における運営評価と課題検討） 

② 地域定着支援体制及び自立生活援助による地域相談支援体制の推進 

③ 指定相談支援事業所機能強化型の共同支援体制整備の推進 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  

○緊急時支援台帳整備の推進と感染症対策にも対応できる地域生活支援拠点の 

 機能強化を図ります。 

○主任相談支援専門員の配置を促進するとともに、圏域内でのＯＪＴの体制整備を 

 図ります。 

 

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 

●  ●   ●     ●  

回/日付 内容/場所 

第 1回 

4月 20日 

令和 3年度計画の検討 

場所：丸子自治センター 

第 2回 

6月 22日 

令和 2年度地域生活支援拠点（緊急ショートステイ運営委員会）の振り返り 

地域生活支援拠点登録並びに令和 3年度報酬改定における相談支援体制の情報提

供 

場所：オンライン会議・一部集合 

第 3回 

10月予定 

令和 3年度地域生活支援拠点（緊急ショートステイ運営委員会）の中間報告 

場所：未定 

第 4回 

2月予定 

令和 3年度地域生活支援拠点（緊急ショートステイ運営委員会）の振り返り 

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 
 



2021.10.28 

令和 3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会 中間報告 

テーマ 

① 上小圏域内の地域ケア会議での課題の集約と共有による検討（運営委員会） 

② 他職種や地域住民含めた地域ケア会議の開催（介護保険移行期会議含む） 

③ 児童含めたシステムの検討（各市町村ごと） 

④ 居住支援協議体制の情報共有と検討 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
○地域包括エリアごとに協議検討を積み上げ、多職種及び地域住民の連携システム

を構築します。 
 
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 

4月 20日 

年間委員会計画 

上小圏域内の地域ケア会議での課題の集約と共有による検討    

場所：丸子自治センター 

 7月 28日 

合同説明会の開催 

(上田市障がい者支援課・上田市高齢者介護課・上田市包括支援センター・基幹相談支援

センター)                       場所：上田市パレオ 2F 

第 2回 

9月 27日 

上小圏域内の地域ケア会議での課題の集約と共有による検討 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

 10月 20日 

合同連携会議 

(上田市障がい者支援課・上田市高齢者介護課・上田市包括支援センター・基幹相談支援

センター)                          場所：上田市役所 

第 3回 

2月 18日  

上小圏域内の地域ケア会議での課題の集約と共有による検討（R3振り返り） 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

随時開催 
地域包括ケアエリアでの地域ケア会議 

場所：地域包括ケアエリア会場 

※運営委員会での課題整理により、多職種での検討テーマが上がった際には検討会を開催する。（協議内

容の概要を協議会報告とし、圏域版としてまとめる） 
 

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 
 



2021.10.28 

令和 3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 

① 医療的ケア児等総合相談窓口（圏域窓口）の更新と周知（パンフレット更新） 

② 医療的ケア児の放課後・長期休暇支援体制の整備（基盤整備）の検討 

③ 医療的ケア児の緊急時支援も想定した登録支援台帳の更新 

④ 医療的ケア児等コーディネーター活動と課題整理 

⑤ 医療的ケア児への訪問看護等医療職の人材育成や連携体制システムの検討 

⑥ 医療的ケア児等のショートステイ利用ニーズの課題検討 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
○医療的ケア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

の確保を図ります。 

 

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 

●  ●    ●    ●  

回/日付 内容/場所 

第 1回 

4月 20日 

令和 3年度委員会事業計画の検討と確認 

場所：丸子自治センター 

事務局 

会議 

5月 18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 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

6月 28日 

① 医療的ケア児等総合相談窓口（圏域窓口）の更新と周知（パンフレット更新） 

・初期相談窓口に連絡がなく在宅生活が始まってしまうケースもあり、地域の支

援者が情報をキャッチした場合は初期相談窓口に連絡するフローに変更し周知

することを共有する。 

② 医療的ケア児の放課後・長期休暇支援体制の整備（基盤整備）の検討 

☆医療的ケア児等総合支援事業（地域生活支援促進事業）の検討 

・医療的ケア児の放課後・長期休暇支援の拠点となるような事業所の設置が医療

的ケア児等総合支援事業を活用して行うことが出来ないか検討。後日、事務局

と行政担当者でコア検討会を行うこととなる。 

⑤ 医療的ケア児への訪問看護等医療職の人材育成や連携体制システムの検討 

・訪問看護ステーションの現状について意見交換。小児を受ける事業所が限られ

ており、居住エリアの訪問看護ステーションと分担して小児のケアを行う必要

がある。 

場所：丸子ふれあいステーション(一部オンラインにより参加) 

コア検討会 

7月 9日 

②  医療的ケア児の放課後・長期休暇支援体制の整備（基盤整備）の検討 

・仕組み①上田市内に拠点となるような事業所を一か所設置する。仕組み②お子

さんの居住エリアの日中活動場所に看護師を派遣する。(それぞれの市町村の状

況によって他の方法も検討する。) 

・上小圏域の医療的ケア児等総合支援事業実施要領(案)を上田市中心に作成する。 

                  場所：上田市ふれあい福祉センター 



第 3回 

10月 8日

予定 

② 医療的ケア児の放課後・長期休暇支援体制の整備（基盤整備）の検討 

③ 医療的ケア児の緊急時支援も想定した登録支援台帳の更新 

④ 医療的ケア児等コーディネーター活動と課題整理 

場所：オンライン会議 

第 4回 

2月予定 

② 医療的ケア児の放課後・長期休暇支援体制の整備（基盤整備）の検討 

⑥ 医療的ケア児等のショートステイ利用ニーズの課題検討 

☆令和 3年度 委員会活動の振り返り              場所：未定 

不定期 

開催 

・テーマ別課題整理により、検討会が必要な場合に追加で開催予定 

・医療的ケア児等支援者スキルアップ研修（仮称）について新型コロナ感染状況  

 をみながら開催検討 

 

参加機関 

① 医療関係機関 
病院（ＭＳＷ・ＯＴ・ＰＴ・ＳＴ等）※医師 

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 
 



2021.10.28 

令和 3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

権利擁護委員会(虐待・権利) 中間報告 

テーマ 
「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援に関する法律（障がい者虐

待防止法）」圏域内研修の企画・運営 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
○地域包括エリアごとに協議検討を積み上げ、多職種及び地域住民の連携システム

を構築します。 

 

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 

●  ○研    ●     ●  

○研＝研修 

回/日付 内容/場所 

事務局 

会議 

4月 20日 

・年間計画の作成 

・圏域内 障がい者虐待防止センター向け虐待防止・権利擁護研修の企画 

・圏域内 事業所職員向け虐待防止・権利擁護研修の企画、打ち合わせ（アンケー

ト作成）                     場所：丸子自治センター 

第 1回 

6月 28日 

・圏域内 障がい者虐待防止センター（市町村）向け虐待防止・権利擁護研修実施 

場 所：上田市ふれあい福祉センター 大会議室 

時 間：18時～20時（17：45～受付） 

参加者：新任職員 8名、委員職員 7名、センタースタッフ 5名 計 20名 

内 容：【講義】障がい者虐待防止法の概要 

          不適切な支援防止・虐待防止への取り組みについて 

         【グループワーク】障がい者虐待事案対応のポイントについて 

※別紙資料参照 

第 2回 

9月 27日 

・圏域内 障がい者虐待防止センター向け虐待防止・権利擁護研修振り返り 

本来であれば障がい者虐待防止センター全員が参加した中での研修が必要である

ことを確認する。来年度以降も継続実施していく必要があることを確認する。 

・圏域内 事業所職員向け虐待防止・権利擁護研修のアンケート結果確認 

回答済みの事業所に関しては、現状全事業所で虐待防止・権利擁護研修は実施でき

る状況が整っている。回答頂いていない事業所への確認が必要。 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

2月 18日 

・上小圏域内虐待案件の検証 

・権利擁護委員会振り返りと来年度に向けての意見交換 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

※圏域内 事業所職員向け虐待防止・権利擁護研修については、事業所アンケートの結果をまと
めてから検討を行う予定であるため、必要に応じて随時権利擁護委員会で検討を行っていくこと
とする。  

 

 



参加機関 

連絡会、協議会 上小地区心身障害者施設連絡協議会代表 

行政機関 

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 

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 

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 
 



2021.10.28 

令和 3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

権利擁護委員会(モッシュ！) 中間報告 

テーマ 

◇『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 

① 小中学生対象に啓発～ワークショップ 等 

② 自治会対象に啓発～講演会 等 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
○地域包括エリアごとに協議検討を積み上げ、多職種及び地域住民の連携システム

を構築します。 
 
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 

  ●  ● ● ● ○イ  ●    

○イ＝イベント 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

5月 24日 

『モッシュ！』企画内容の確認と流れについて 

・学校向け企画は勘案しながら進める。 

・障害者差別解消法から考える共生社会の実現に向けた地域づくりについて検討 

→上田市自治会連合会会長と上田市社会福祉協議会地域福祉推進課をコアメンバ

ーとして進めていく。  

 場所：上田市ふれあい福祉センター2F 

第 2回 

7月 28日 

南部自治連会長会（地域デビュー）  

・上小圏域障害者総合支援センターについて紹介 

・権利擁護委員会『モッシュ！』が目指していること説明 

→地域の防災訓練（9/5）に障害理解を含めた演習を実施する。 

場所：大手町会館 2F 

第 3回 

9月 8日 

福祉教育について 

・社協で行っている福祉教育の現状と『モッシュ！』の主旨について情報共有 

→連携しながら子どもたちの障害理解を広げていく。 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 4回 

10月 5日 

地域づくり講座 

場所：西部包括支援センター 

第 5回 

11月予定 

イベント実施 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 6回 

12月予定 

振り返り 

場所：上田市ふれあい福祉センター 
 

参加機関 

連絡会、協議会 権利擁護委員 

福祉事業所 リベルテ、ぽけっと、あとらす、SORA 等 

教育機関 清明小学校、塩尻小学校、第二中学校 

地域関係者 
二中区自治会長および児童・民生委員 

手をつなぐ育成会、JDD、よつ葉の会 等 

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 
 



2021.10.28 

令和 3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

地域生活移行専門部会 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（医療機関等との体制整備の強化） 

② 精神障がい者ピアサポートに関する取り組み（研修受講者のスキルアップ） 

③ 居住確保に関する取り組み（多職種連携の推進） 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
○地域移行支援の推進と同時に、共同生活援助等の夜間支援体制の充実を図りま

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 

  ● ○住○ピ  ○病○住○病    ○住○ピ  ●  ○ピ  ●  

○ピ＝ピアサポートの集い ○病 =精神科病院訪問 ○住居住 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

6月 21日 

〇昨年度の振り返り 

〇今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 

 昨年度に引き続き、精神科病院訪問を予定。市町村担当者中心に訪問を予定し、

長期入院患者と面談および制度説明を行う。それに伴う事前調査およびデータベ

ースを比較し病院訪問に備える。 

◇精神障がい者ピアサポートに関する取り組みについて 

 ピアサポート基礎研修受講者の集いを行う。 

内容については、参加者と相談しながら決めていく。 

◇居住確保に関する取り組みについて 

 市町村担当者中心に、部会員全員で、公営住宅担当者および宅地建物取引協会へ

対面調査を行う。 

場所：上田市ふれあい福祉センター（一部オンライン） 

7月 13日 

◇居住確保に関する取り組みについて 

 長野県宅地建物取引協会とアンケート調査協力へ向けて、お願いの話し合い 

 参加者：長野県宅地建物取引協会 上田支部理事 事務局 

 内容：アンケート調査の目的および内容について、調査先について など 

場所：宅建協会事務局 

7月 26日 

・第 1回ピアサポート基礎研修受講者の集い   

 参加者：受講者 4名、関係者：2名、事務局 4名 

 内容：自己紹介、リカバリーストーリー、名称について、今後の活動について、 

    交流会 など 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

8月 6日 

◇長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

 ・安藤病院（今後の訪問についての話し合い） 

  参加者：医療法人慈善会 精神保健福祉士 6名 部会より 4名 

  内容：病院で困ってること・地域への要望、市町村担当者と長期入院患者との

面談について、地域移行へ向けて新型コロナウイルスの影響 など 

場所：上田市ふれあい福祉センターと安藤病院（オンライン） 



8月 17日 

◇居住確保に関する取り組みについて 

 ・アンケート調査に向けて 

◇長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて ＊別紙 1資料参照 

 ・病院訪問に向けて 

 参加者：各行政機関担当者 7名 事務局 3名 

場所：上田市ふれあい福祉センター（一部オンライン） 

9月～11月 
アンケート聞き取り調査 ＊別紙 2,3参照 

県市町村各公営住宅および長野県宅地建物取引協会 

10月 6日 

◇居住確保に関する取り組みについて 

 ・県市町村各公営住宅アンケート調査振り返り 

・長野県宅地建物取引協会アンケート調査に向けて など 

参加者：各行政機関担当者 6名 事務局 3名 

                     場所：上田市ふれあい福祉センター 

10月 11日 

・第 2回ピアサポート基礎研修受講者の集い 

 参加者：受講者、関係者、事務局  

 内容：名称について、今後の活動について、交流会 など 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2 回 

11 月 8日

予定 

居住確保に関する取り組みについて 

・居住確保に関する取り組みについて(アンケート調査の結果等)  

・長期入院患者等の地域移行に関する取り組みについて 

場所：上田市ふれあい福祉センター（一部オンライン） 

11 月～１月 精神科病院への訪問 

第 3 回 

2月予定 

今年度の振り返りおよび来年度へ向けて 

・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 

・居住確保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 

当事者団体等 精神障がい者家族会 

その他 
＊住まいに関連する関係団体等、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 
 



2021.10.28 

令和 3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

療育・発達専門部会 中間報告 

テーマ 

① 障がい児支援事業所への自己評価、課題の確認と質の向上に向けての支援基盤 

 の構築 

② 緊急時支援体制について周知の方法等の確認 

上小圏域第 6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放課後及び長期休暇中の支援基盤（放課後等デイ

サービスなど）の整備と支援の質の向上を図ります。 

○医療的ケア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

の確保を図ります。 

○療育支援の充実とともに、強度行動障害児者のサービス提供事業所の体制整備に

向け協議の機会を作ります。 

 

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 

  ● ●  ●○研   ●   ●  

○研＝研修 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

6月 2日 

顔合わせ・障がい児支援事業所への支援に関しての課題整理について 

・障がい児支援事業所への支援に関しての課題と事業所自己評価について 

【実施目的】第 6 障害福祉計画の重点施策に基づき、障がい児支援の課題確認と

質の向上にむけてアンケートを実施 

【実地期間】2ヶ月（R3.6～R3.8） 

【対 象 者】障がい児支援事業所 17箇所  【回答率】100％ 

アンケートの集計、分析、考察については年後末に報告予定 

環境・環境整備 3項目 

業務改善 5項目 

適正な支援の提供 11項目 

関係機関や保護者との連携 10項目 

保護者への説明責任等 8項目 

非常時等の対応 6項目 

事業所としての課題 自由記載 

質の向上のために学びたい事 自由記載 

相談支援専門員との連携 自由記載 

医療的ケア児の受け入れ 自由記載 

強度行動障害児の受け入れ 自由記載 

 

・県内 10圏域の課題と上小の課題について 

場所：上田市ふれあい福祉センター 



第 2回 

7月 30日 

・県内 10圏域の緊急宿泊事業について 

・緊急時支援体制について周知の仕方等の確認 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

9月 2日 

・事業所評価まとめと質の向上に向けての支援の見直し 

・研修に向けての打ち合わせ 

場所：オンライン開催 

第 4回 

9月 22日 

・研修 児童発達管理責任者・相談支援専門員合同研修会 

 テーマ「子どもの育ちを応援する～支援者の視点のおきどころ～」 

 講師：柏学園相談支援事業所 主任相談支援専門員 金丸 博一氏 

【参加者】相談支援専門員 16名 児童発達管理責任者 7名  

その他 8名（市町村・管理者）                            

【終了後アンケート結果】 

26名の回答・・・100％が大変満足した・満足したと回答 

場所：オンライン開催 

第 5回 

11月 11日 

・療育コーディネーターとの合同研修予定 （基礎編 11月 9日）               

・アンケート結果まとめ 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 6回 

2月 10日 

まとめ 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

 

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、児童発達支援センター 

教育機関 教育委員会担当 

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 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 
 



2021.10.28 

令和３年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

就労支援専門部会 中間報告 

テーマ 

① 

 

 

② 

 

③ 

 

就職困難性を抱える方の就職及び定着促進【就労支援者研修】 

障がいのある方が自分の状況を振返り見える化した「情報共有シート」の普及を

図る為、支援機関向けの研修会を開催する。 

職場の理解促進【中小企業雇用管理担当者研修】 

障がい者が離職する理由を検証し、雇用管理担当者向けの研修会を開催する。 

次年度の活動計画立案の為、企業を対象に障がい者雇用についての課題や支援機

関に求める項目等についてアンケートを行う。 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

 
○ 就労系事業所における情報共有ツールの普及に努め、一般就労希望者の支援と定

着率向上を図ります。 

 

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 

就労支援部会   ●        ●  

就労支援者研修         ○研     

中小企業雇用管理 
担当者研修 

      ○研  ○研      

事業主アンケート 
検討会 

   ● ●   ●     

○研＝研修 

【就労支援部会】 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

6月 22日 

令和 2年度活動報告 

令和 3年度活動計画について意見交換 

ハローワーク上田管内の雇用情勢について 

各支援機関より報告 他 

場所：上田合同庁舎 南棟 2階会議室 

第 2回 

中止 

（コロナの感染状況悪化により中止） 

令和 3年度中間報告 

事業主アンケートについて意見交換 

第 3回 

2月予定 

令和 4年度活動計画について意見交換 

場所：未定 

 

【就労支援者研修】テーマ① 

第１回 

12月 16日 

情報共有シート「就労パスポート」実践報告と意見交換 

  場所：千曲荘病院 大会議室 

 



【中小企業雇用管理担当者研修】テーマ② 

第 1回 

10月 12日 

第 1回障がい者雇用管理担当者研修会  

「上小圏域におけるリワーク（復職）支援についてポイント講座」 

場所：上田合同庁舎 講堂 

第 2回 

11月 11日 

第 2回障がい者雇用管理担当者研修会  

「メンタル疾患を抱える者の雇用管理の上でのポイント講座」 

場所：上田合同庁舎 講堂 

 

【事業主アンケート検討会】テーマ③ 

・アドバイザーとして長野大学社会福祉学部社会福祉学科教授を迎え、上小圏域にある一般企業

の事業主等に対するアンケート調査を行い、障がい者雇用に対する事業主の支援ニーズの把握

と事業主側の障がい者雇用への意欲等について調査を行う。 

・また、厚生労働省が実施した平成３０年度障害者雇用実態調査（全国の一般企業の事業主を対

象とした障がい者雇用の実態調査）との比較分析などを通じて、上小地区との違いや特に障が

い者雇用で難しいとされる精神疾患を持つ障がい者雇用の支援策へのヒントを得る。 

第 1回 

7月 27日 

アンケート内容の検討 

場所：千曲荘病院会議室 

第 2回 

8月 30日 

アンケート内容の検討 

場所：千曲荘病院会議室 

10月上旬 アンケート発送    150社 

第 3回 

11月 1日 

アンケート結果の分析 

場所：千曲荘病院会議室 

 

 

参加機関 

福祉・就労支援機関 

若者サポートステーション、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 

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、

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

市丸子地域自治センター市民サービス課、上田市真田自治セ

ンター市民サービス課、上田市武石地域自治センター市民サ

ービス課、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 

東御市 健康福祉部 福祉課 地域包括支援係 係長 

上田公共職業安定所 専門援助部門 上席職業指導官 

事務局 上小圏域障害者就業・生活支援センターSHAKE 

 



2021.10.28 

令和 3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 
① 主任相談支援専門員の機能と役割についての共有と実践モデルの構築 

② 相談支援専門員の圏域内 OJT体制と検証･評価機能の構築 

上小圏域第 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  
○主任相談支援専門員の配置を促進するとともに、圏域内でのＯＪＴの体制整備を

図ります。 

 
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 

  ● ○研  ○研  ○研  ●    ●  

○研＝研修 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

6月 3日 

①令和 3年度 人材育成専門部会 年間計画の検討および部会構成員の紹介 

→部会員として主任相談支援専門員が今年度より参入 

②令和 3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、オンライン開催（初任者研修） 

 ・初任者研修の実習対応に関する確認 

③相談支援 OJT体制整備事業（案）実施に向けて 

→第 6期障害福祉計画重点施策の実施に向け、上小圏域における相談支援専門員の

OJT体制整備実施に向けた検討 

 ・年度内に全相談支援事業所を対象とし、サービス等利用計画を用いたグループ

スーパービジョンの実践を計画 

場所：上田市ふれあい福祉センター 2階 市民ホール 

第 2回 

7月 1日 

①令和 3年度相談支援専門員 OJT体制の実践に向けた事前研修 

→長野県相談支援従事者における研修構造および人材育成の役割における理解 

・初任者研修に関する情報共有および役割確認 

②厚生労働省科学研修事業 実地教育従事者養成研修（情報共有） 

場所：上田市ふれあい福祉センター 2階 市民ホール 

8月～9月 

長野県相談支援従事者 初任者研修 

実習① 『社会資源調査』8月 4日 10：00～12：00 

 『ケアマネジメントの実践 1』8月 4日 13：30～17：30 

5日 終日 

実習② 『ケアマネジメントの実践 2』9月 16日 13：30～17：30 

                    17日 終日 

10月 11日 

①令和 3年度 相談支援従事者初任者研修 報告 

②相談支援 OJT体制整備事業実施について 

場所：上田市ふれあい福祉センター 2階 市民ホール 

第 4回 

2月予定 

下半期 OJT実践の中間評価および年度評価 

令和 3年度 相談支援従事者現任研修 実地教育実践の報告 

令和 3年度 人材育成専門部会の振り返りとまとめ 

場所：未定 



 

参加機関 

福祉事業所 

主任相談支援専門員（3名：つつじ・ほっと・カナン） 

（他 1名：やすらぎ 要所にて参加） 

相談支援事業所（やすらぎ・シャイン） 

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 上田市丸子市民サービス課 係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 

 



2021.10.28 

令和 3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

生活支援専門部会 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 6期障害福祉計画 重点施策の該当項目 

  

○地域移行支援の推進と同時に、共同生活援助等の夜間支援体制の充実を図ります。 

○療育支援の充実とともに、強度行動障害児者のサービス提供事業所の体制整備に向

け、協議の機会を作ります。 
 
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 
 ● ●  ● ○研   ●   ●  

②グループホーム 

 あり方検討 
  ●    ●  ○研   ●  

○研＝研修 

①強度行動障がい児者の生活支援 
回/日付 内容/場所/時間 

第 1回 

5月 17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） 

・年間スケジュールの作成 

・「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援状況報告会兼強度行動障がい児・者支援

者研修会」の企画会議        

■「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援状況報告会」を研修の場としても検討出

来ることを確認する。今年度の「強度行動障がい児・者支援者研修会」は「重度障害

者等包括支援 支援状況報告会」と連動して行うこととする。 

                     場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

6月 22日 

・「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援状況報告会兼強度行動障がい児・者支援

者研修会」の企画会議 

■第 1回目の部会では、「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援状況報告会」と「強

度行動障がい児・者支援者研修会」を同日に行うことを検討したが、調整が困難であ

ったため、「重度障害者等包括支援 支援状況報告会」は 9 月 16 日、「強度行動障が

い児・者支援者研修会」は 9月 30日に実施することとする。 

■「強度行動障がい児・者支援者研修会」は、前半に上田養護学校の事例報告会を行

い、後半にグループワークを実施することとする。グループワークは「サビ管・主任

クラス」のグループと「主任クラス以外の支援者」のグループに 2グループに分けて

実施することとする。 

・「サビ管・主任クラス」のグループワーク大テーマは「圏域内の行動障がいのある

利用者の受け皿づくりをどう進めていくか？」 

・「主任クラス以外の支援者」のグループワーク大テーマは「普段の支援の振り返り

と他事業所職員との情報共有」 

                      場所：上田市ふれあい福祉センター 



第 3回 

8月 19日 

・「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援状況報告会兼強度行動障がい児・者支援

者研修会」の企画会議 

■上記第 2 回に話し合った部分について事例の確認、グループワークのテーマの確

認、進行方法の確認を行う。コロナウイルスの感染拡大もあり、ZOOM での実施も視

野に入れて企画していくことを確認する。 

                      場所：上田市ふれあい福祉センター 

※オンラ

インテス

ト兼打ち

合わせ 

9月 13日 

・「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援状況報告会兼強度行動障がい児・者支援

者研修会」の企画及び ZOOM利用のテスト 

■9月 16日の「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援報告会」、9月 30日の「強度

行動障がい児・者支援者研修会」の開催方法の最終確認と ZOOM を利用した研修開催

に向けてのリハーサルを行う。 

場所：オンライン会議 

第 4回 

9月 30日 

・「強度行動障がい児・者支援者研修会」開催予定（ZOOM） 

■9月 16日、「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援報告会」（AM：樅の木福祉会、

PM：かりがね福祉会）ZOOM開催、昨年に続き他事業所の職員（部会員と聴講希望者）

参加する。 

■9月 30日（木）「上小圏域強度行動障がい児・者支援者研修会」実施。 

・上田養護学校事例報告 

・上田養護学校現状報告 

・グループワーク 

①グループ（主任、サビ管など）「圏域内の行動障がいのある利用者の受け皿づくり

をどう進めていくか？」 

②グループ（管理者以外の支援員）「普段の支援の振り返りと他事業所職員との情報

共有」 

場所：オンライン研修 

第 5回 

11月 4日 

・「上小圏域内重度障害者等包括支援 支援状況報告会兼強度行動障がい児・者支援

者研修会」振り返り             場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 6回 

2月 3日 

・令和 3年度振り返り 

・令和 4年度計画              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者）、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 

6月 1日 

・上小地区心身障害者施設連絡協議会 GH担当者会との情報共有 

・年間スケジュールの作成 

■施設連協の GH 担当者会との情報共有を行い施設連協と共同で研修会を開催する方



向で今後のスケジュール作りを行う。 

■上小圏域実態調査で「終の棲家」としての役割と「一人暮らしに向けての一つのス

テップ」の役割が出ているが、 

GHから一人暮らしに向けたステップを意識してもらう研修と日中支援型の GHについ

て学びたいニーズがあるのでその実践を報告してもらう研修を行う方向で、今後施設

連協の GH担当者会で情報共有と意見交換を行う予定。 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

11月 17日 

・GH支援者研修会の企画 

※本来であれば 8 月に実施予定だったが、施設連協の GH 担当者会がコロナウイルス

の感染拡大により延期されたため、生活支援部会の「グループホームあり方検討」グ

ループでの話し合いも延期とする。施設連協の GH 担当者会で出された意見をもとに

研修の企画を行う予定。 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

12月予定 

・GH支援者研修会の実施（日程は現時点では未定） 

場所：未定 

第 4回 

2月予定 

・GH支援者研修会の振り返り 

・次年度に向けての意見交換 

 

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 

 


