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2022.5.25 

令和４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(案) 

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 日中支援型グループホームの評価の実施 

⑥ コロナ禍・災害支援含めた業務継続計画（ＢＣＰ）の経過措置前年での計画作成の推進 

（個別避難計画の作成について検討含む） 

⑦ 長野県引きこもり支援（地域福祉課）の市町村・圏域プラットホームの検討 

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 25日 

令和 4年度 運営員会及び地域生活支援拠点プロジェクト事業計画の検討 

① 令和 4年度 運営委員会の役割分担について 

② 第 45回 本会の運営について 

③ 令和 4年度運営委員会並びに本会の開催日程の調整 場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

5月 17日 

第 45回 上小圏域障がい者自立支援協議会 本会内容の検討 

① 日中支援型グループホームの評価について 

                    場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

7月 19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 28日 

第 46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 20日 

第 46回 上小圏域障がい者自立支援協議会 本会の振り返り 

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 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 6回 

2月 22日 

第 47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 
 



2022.5.25 

令和４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 年間計画(案) 
 

テーマ 

① 緊急ショートステイ運営員会の開催による事業評価と検討及び本会実績報告 

② 障害児相談支援体制の充実（障がい児相談事業の基盤整備） 

③ 上小地域施設連絡協議会を通じて、地域生活支援拠点への 5つの機能の登録の推進 

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 

5月 16日 

令和 4年度 緊急ショートステイ運営委員会・相談支援体制検討委員会の事業計画の検討 

令和 3年度 緊急ショートステイ運営事業実績の集約と課題検討 

場所：上田市役所 2F会議室、オンライン 

第 2回 

（調整中） 

障がい児相談支援体制の基盤整備の推進説明 

（上小地域施設連絡協議会 代表者会議での提案） 

場所：未定 

第 3回 

9月予定 

令和４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：情報収集と集約 

第 4回 

2月予定 

令和４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：情報収集と集約 

 

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3年度（年度合計）　　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

10 1 11 4

ともいきライフ住吉

2 ・親が無くなり見る方がいなく
緊急ショートの希望あり。
・GHから出なくてはならなくなり
緊急でショート希望あり。

0 0 1
上記のうち輪番月

（0）

第三上田ひもろ木園

3
・虐待案件
・両親の入院による

1 4

・将来的な利用に備え
て定期的に使用
・精神科入院中、地域
での生活場所として体
験

2
上記のうち輪番月

（1）

1
上記のうち輪番月

（0）

しいのみ療護園
上田しいのみ園

1
・長期入院、退院後に受け
入れ先がなかった

0 0 0
上記のうち輪番月

（0）

ライフステージかりがね
1

・医療機関退院後のケア 0 2
・退院後の長期利用
・週末の定期利用

0
上記のうち輪番月

（1）

上田悠生寮
2

・独居の男性、ヘルパー訪問
時に倒れていたため、受診後
の生活が不安なため当日から
受け入れ

0 1
・将来的な利用に備え
て

0
上記のうち輪番月

（0）

山の子学園共同村

1 ・家庭内での兄弟間トラブル
での保護（虐待と認定された
かは不明）

0 4

・入所が予定されてお
り、それに向けた体験
・緊急時のショート利用
のための練習として



2022.5.25 

令和４年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

障がい者地域包括ケアシステム検討委員会 年間計画(案) 

テーマ 

① 市町村包括エリア毎の連携強化に向け、全体会の開催（ミニ学習会含む） 

② 包括支援センター毎の障がい児者の相談支援・市町村担当者との個別ケース会議開催 

③ 地域住民との連携するための取り組みの模索 

④ 65歳移行期障がい者の説明の推進（60歳～65歳以降リストの作成） 

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 

5月 23日 

上田市障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会（全体会議） 

場所：上田市役所 

第 1回 

調整中 

東御市障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会（全体会議） 

場所：東御市役所 

第 1回 

6月 6日 

長和町障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会（全体会議） 

場所：長和町役場 

第 1回 

調整中 

青木村障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会（全体会議） 

場所：青木村役場 

第 2回 

11月～12月 

予定 

上田市障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会（全体会議） 

場所：上田市役所 

第 6回 

2月予定 

上田市障がい児者地域包括ケアシステム検討委員会（全体会議） 

場所：上田市役所 

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 
 

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 各市町村 福祉係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
 



2022.5.25 

令和４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(案) 

テーマ 

① 医療的ケア児者の避難行動要支援者名簿・災害時個別避難計画の作成推進 

② 医療的ケア児等支援者スキルアップ研修(仮称)の実施 

③ 医療的ケア児等総合支援事業を活用し訪問看護等医療職の人材育成、身近な地域で医療

的ケア児者に対応できる支援体制の整備 

④ 上小圏域第 7期障害福祉計画に向けて医療的ケア児者の課題整理 

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 

●  ● ○研    ●    ●  

○研＝研修 

回/日付 内容/場所 

事務局会議 

4月 20日 

〇令和 4年度のテーマ確認と委員会運営方法について 

場所：上田市役所 

第 1回 

６月７日 

前半 全体会議 

〇令和 4年度 医療的ケア児等支援連携推進委員会年間計画について 

〇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） 

〇『ごきげんスペースうえだ』活動報告 
 
後半 コア会議 (市町村障害福祉児童担当者、市町村健康推進課保健師、事務局) 

① 医療的ケア児者の避難行動要支援者名簿作成・災害時個別避難計画の作成推進 

② 医療的ケア児等支援者スキルアップ研修(仮称)の実施 
場所：上田合同庁舎 

第 2回 

７月３日 

② 医療的ケア児等支援者スキルアップ研修(仮称)の実施 
場所：上田市ふれあい福祉センター２F大会議室 

第 3回 

10月 4日 

コア会議 (市町村障害福祉児童担当者、市町村健康推進課保健師、事務局) 

① 医療的ケア児者の避難行動要支援者名簿作成・災害時個別支援計画の作成推進 

〇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 

〇上小圏域自立支援協議会中間報告について 
場所：未定 

第 4回 

2月 21日 

③ 医療的ケア児等総合支援事業を活用し訪問看護等医療職の人材育成、身近な地域で医療的

ケア児者に対応できる支援体制の整備 

④ 上小圏域第 7期障害福祉計画に向けて医療的ケア児者の課題整理 

〇医療的ケア児等コーディネーター活動報告 
場所：未定 

 

参加機関 

医療関係機関 
病院(医師・MSW・OT・PT・ST等) 

訪問看護ステーション 

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） 

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 

行政機関(保健師) 市町村健康推進課保健師 

部会長 上田市障がい者支援課 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター、医療的ケア児等コーディネーター 
 



 2022.5.25 
令和４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) 年間計画(案) 

テーマ 

① 「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 

② 上小圏域内虐待案件の検証の企画 

③ 事業所内虐待防止研修の実態把握及び周知研修の検討 

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 

５月 10日 

・年間計画の作成・確認（事務局での打ち合わせ会議） 

①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 

②上小圏域内虐待案件の検証の日程確認 

③事業所内虐待防止研修の実態把握（アンケート）及び周知研修の確認       
場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

6月 22日 

  23日 

・圏域内 障がい者虐待防止センター向け虐待防止・権利擁護研修実施 

時間 18時半～20時半 

参加者 上小圏域市町村担当職員、上田保健福祉事務所福祉課担当職員、上小圏域成年後見

センター担当職員、上小圏域基幹相談支援センター職員 

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 
場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 3回 

9月 28日 

・圏域内 障がい者虐待防止センター向け虐待防止・権利擁護研修の振り返り 

・事業所内虐待防止研修の実態把握（アンケート）の報告 
場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 4回 

１月 16、

17、18日の

いずれか 

・上小圏域内虐待案件の検証 

※長野県健康福祉部障がい者支援課 施設支援係係長 百瀬志津子さんの都合を確認してか

ら決定予定 
場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 5回 

2月 22日 

・R４年度権利擁護委員会振り返り 

・次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 

 

参加機関 

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 

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 
 



2022.5.25 

令和４年度 上小圏域障がい者自立支援協議会 

権利擁護委員会(差別解消) 年間計画(案) 

テーマ 

◇ 誰もが生活しやすい地域(共生社会)を実現するための啓発活動の推進を図る。 

① 知ること～㋐ 当事者・ご家族の声を届ける …『地域づくり講座』『映画会』等 

       ㋑ 体験・学習会 …『地区の防災訓練』『福祉体験』等 

       ㋒ 実態把握 … 民間事業所(企業)の合理的配慮の実施状況について 

市町村ごとの相談内容集約  

② 語りあうこと～ 市町村当事者団体懇談会(障害者差別解消支援地域協議会)の開催 

③ 関わりあうこと～『モッシュ！2022 ㏌ ながわまち』 

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 

 ● ○モ   ○モ  ●     ●  

○モ＝モッシュ！ 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

5月 17日 

・年間計画の確認 

 場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 2回 

6月 2日 

・『モッシュ！2022 in ながわまち』（1）タイル制作 

 場所：和田小学校、長門小学校 

第 3回 

8月下旬 

・『モッシュ！2022 ㏌ ながわまち』（2）広場モザイク設置 

場所：長和町古町コミュニティ施設 

第 4回 

9月 28日 

・『モッシュ！2022 ㏌ ながわまち』振り返り 

・市町村ごとの相談内容集約 

場所：上田市ふれあい福祉センター 

第 5回 

2月 22日 

・今年度の振り返り 

・次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 

未定 
・『地域づくり講座』等 

場所：上田市西部公民館、他 
 

参加機関 

連絡会、協議会 上田市社会福祉協議会 

福祉関係機関 
(社福)樅の木福祉会、西部包括支援センター、中央包括支援センター、

神川包括支援センター 

教育機関 長門小学校、和田小学校 

行政機関 長和町 

民間・地域 等 上田市自治会連合会、 

部会長 真田自治センター 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
 



2022.5.25 

令和４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 年間計画(案) 

テーマ 

①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り返り見える化した「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。 

②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。 

③昨年度実施したアンケート結果に基づいて、障がい者雇用についての課題や支援機関に求

める項目等を整理し、企業向け支援策を検討します。 

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 

  ●  ○研  ● ○研  ○研    ●  

○研＝研修 

 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

6月 22日 

令和 3年度活動報告 

令和 4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 

9月予定 

令和 4年度中間報告 

事業主アンケートについて意見交換 

場所：未定 

第 3回 

2月予定 

令和 5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】 

第１回 

11月予定 

情報共有シート「就労パスポート」実践報告と意見交換 

講演：ハローワーク上田 精神障害者雇用トータルサポーター 

登壇者：医療連携事業ジョブコース卒業生 

 場所：千曲荘病院 会議室 
 

【中小企業雇用管理担当者研修】 

 第 1回 

8月予定 

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」 

講演：ウォームブランケットリズム管理者 

場所：未定 

第 2回 

10月予定 

第 2回障がい者雇用管理担当者研修会  

「発達しょうがいを抱える者の雇用サポート～課題と対応例～」 

 講演：友愛会 千曲荘病院 デイケアチャンス所長 

場所：未定 
 



 

参加機関 

福祉・ 

就労支援機関 

若者サポートステーション、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 福祉援護係 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 
 
 
 



2022.5.25 

令和４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(案) 
テーマ 

① 障がい児支援事業所の自己評価の結果から、質の向上に繋がる連続研修の企画 

② 『児童の福祉サービスのご案内』見直し（状況の把握と利用の仕方を再検討） 

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    ●  

○研＝研修 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

5月 12日 

・顔合わせ 今年度のテーマの確認 

・緊急時支援支援体制の現状把握と周知の仕方 

・『児童の福祉サービスのご案内』見直し 

場所：ふれあい福祉センター 

第 2回 

7月 22日 

・『児童の福祉サービスのご案内』見直し 

・東御市の支給決定についての報告 

場所：ふれあい福祉センター 

第 3回 

8月 31日 

連続研修①森田先生による発達検査等の読み解き方 

場所：未定 

第 4回 

10月予定 

連続研修②西村 OTによる遊びの大切さの研修 

場所：未定 

第 5回 

11月 22日 

連続研修③日詰先生によるペアレントトレーニングの手法（発達相談センターとタイアップ） 

場所：上田市マルチメディア情報センター 

第 6回 

2月予定 

・今年度のまとめ 

場所：ふれあい福祉センター 
 

参加機関 

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 

上田市発達相談センター 

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 
 



2022.5.25 

令和４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 年間計画(案) 

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（ピアサポート研修の実施、ピアの集い） 

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 

 ○集  ●    ○研○住  ●  ○病  ●  

○集…ピアの集い(ピアの集い年 3 回から 4 回の予定) ○研…ピア研修 ○住…居住確保 ○病…病院訪問 

回/日付 内容/場所 

4月 21日 

令和 4年度上小圏域障がい者ピアサポート基礎研修 コアメンバー会議 

参加者）相談支援事業所・相談支援専門員、精神科病院・精神保健福祉士、事務局 
                       場所：ふれあい福祉センター市民ホール 

4月 25日 

精神科病院訪問へ向けての打ち合わせ 

参加者）上田市高齢者介護課 課長補佐、担当保健師、事務局 
                               場所：上田市役所 2階 

5月 16日 

第 1回ピアサポートの集い 

 交流およびピアサポート研修協力依頼、今年度の活動について など 
                       場所：ふれあい福祉センター市民ホール 

6月 2日 

令和 4年度上小圏域障がい者ピアサポート基礎研修 コアメンバー会議 

参加者）相談支援事業所・相談支援専門員、精神科病院・精神保健福祉士、事務局 
                       場所：ふれあい福祉センター市民ホール 

第 1回 

6月 17日 

昨年度の振り返り 

今年度の部会計画について 

① 長期入院患者等の地域移行に関する取り組み 

② 精神障がい者ピアサポートに関する取り組み 

③ 居住確保に関する取り組み 
場所：長和町役場第 1,2会議室およびオンライン 

７月・8月頃 
地域包括ケア会議 
                                 場所：上田市役所 

10月頃 
令和 4年度上小圏域障がい者ピアサポート基礎研修 

場所：未定 

秋頃 
住まいに関連する関係団体との勉強会（長野県宅地建物取引業協会上田支部との共催） 

場所：未定 

第 2回 

11月 

① 長期入院患者等の地域移行に関する取り組み 訪問および地域包括ケア会議について 

② 精神障がい者ピアサポートに関する取り組み ピアサポート研修報告 

③ 居住確保に関する取り組み 勉強会報告 
場所：未定 

1月・2月頃 
精神科病院への訪問 

場所：各精神科病院 

第 3回 

2月 

今年度の振り返り 

① 長期入院患者等の地域移行に関する取り組み 精神科病院訪問の報告 

② 精神障がい者ピアサポートに関する取り組み 

③ 居住確保に関する取り組み 
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 

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者団体および医療機関等、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 
 



2022.5.25 

令和４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(案) 

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 

②  相談支援専門員の圏域内 OJT体制の構築と検証・評価の実戦 

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 

 ●  ●   ●    ●  

 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

5月 18日 

令和 4年度 人材育成専門部会 年間計画の検討 

相談支援 OJT体制整備事業における検証・評価について 

場所：上田市ふれあい福祉センター 2階 市民ホール 

第 2回 

7月予定 

令和 4年度 長野県相談支援従事者初任者研修 研修内容及び実習体制について 

相談支援 OJT体制整備事業 実施および検証・評価について 

場所：上田市ふれあい福祉センター 2階 市民ホール 

第 3回 

10月予定 

令和 4年度 長野県相談支援従事者初任者研修 振り返り 

令和 4年度 長野県相談支援従事者主任研修 圏域推薦の検討 

相談支援 OJT体制整備事業 中間評価 

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 

令和 4年度 長野県相談支援従事者現任研修 研修内容及び実習体制について（振り返り） 

令和 4年度 人材育成専門部会 振り返り 

場所：上田市ふれあい福祉センター 2階 市民ホール 

9月～1月 
相談支援 OJT体制整備事業（GSV）実施（月 1回開催予定） 

場所：上田市ふれあい福祉センター 会議室 
 

 

福祉事業所 
主任相談支援専門員 4名（やすらぎ・ほっと・ムネマル・つつじ） 

相談支援専門員 1名（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 丸子地域自治センター市民サービス課 係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
 



2022.5.25 

令和４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 年間計画(案) 

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支援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 
グループホーム 
あり方検討 

 ●           

強度行動障がい
児者支援 

 ●  ●  ● ● ●   ●  
 

＜強度行動障がい児者支援グループ＞ 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

5月 10日 

・昨年度の振り返り 

・年間スケジュール作成 

・「強度行動障がい児・者支援者研修会」の企画 

・強度行動障がい児・者実態調査に向けての打ち合わせ 

場所：オンライン 

第 2回 

7月 7日 

・「強度行動障がい児・者支援者研修会」の企画 

・上小圏域内の強度行動障がい児・者実態調査（アンケート）方法の検討 

場所：未定 

第 3回 

9月 2日 

・「強度行動障がい児・者支援者研修会」の企画 

・上小圏域内の強度行動障がい児・者実態調査（アンケート）結果の報告 

場所：未定 

第 4回 

10月 4日 

10月 13日 

・（10月 4日）「上小圏域内重度包括支援状況報告会」AM樅の木福祉会、PMかりがね福祉会 

・（10月 13日）「上小圏域強度行動障がい児・者支援者研修会」 

場所：未定 

第 5回 

11月 21日 

・「上小圏域内重度包括支援状況報告会」振り返り 

・「上小圏域強度行動障がい児・者支援者研修会」 

場所：未定 

第 6回 

2月 1日 

・R4年度振り返り 

・R5年度計画の作成 

場所：未定 
 

参加機関 

連絡会、協議会 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 

福祉事業所 
上小圏域内の「重度包括支援事業」を行っている事業所の担当職員、 

上小圏域地域生活支援拠点事業所の管理者 

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担当者 

部会長 青木村住民福祉課 係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 



＜グループホームあり方検討グループ＞ 

回/日付 内容/場所 

第 1回 

5月 

・昨年度の振り返り 

・年間スケジュール作成 

・グループホームからの地域移行に向けての研修会企画 

場所：市民ホール 

第 2回 

未定 

 

場所： 

第 3回 

未定 

 

場所： 

第 4回 

未定 

 

場所： 
 

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 

福祉事業所 
上小圏域内のグループホーム担当職員 

上小圏域内の相談支援専門員 

行政機関 上小圏域内の市町村担当者 

部会長 青木村住民福祉課 係長 

事務局 上小圏域基幹相談支援センター 
 


