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～令和 3年度 佐久広域連合 障害者相談支援センターの体制～ 

 

＜所長あいさつ＞ 

令和３年度より障害者相談支援センター所長となりました塩川です。センターでは新たに医療的ケア

児等コーディネーターを配置し、8 名の新体制によりスタートしました。どうぞよろしくお願いします。 

 さてコロナ禍のなかで、「新しい生活様式」により、人と人との距離の取り方が変わり、親しい人とも

会えない日々が続いています。電話やメール、ＳＮＳという手段でつながることはできますが、直接会え

なければ気持ちも充分には伝わらず、もどかしい思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。 

 またマスクを着用しての会話も定着してはいますが、表情が分かりにくいので、気持ちの通じたコミュ

ニケーションがとりにくいようにも思います。 

様々な不安が多い今の社会だからこそ、人と人とのつながりがより求められており、心のつながりをよ

り大切にしていきたいものです。    佐久広域連合 障害者相談支援センター所長 塩川 さゆり 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害Ｃｏ 

石川 輝尚 

機能強化Ｃｏ 

比田井 直樹 

知的障害Ｃｏ 

浅沼 俊一 

障害児Ｃｏ 

竹中 正文 

身体障害Ｃｏ 

内堀 綾美 

医療的ケア児等Ｃｏ 

宮島 恵理子 

内堀 

所長 塩川さゆり

「 

係長 高橋 宜夫 

♦お知らせ 

「佐久圏域相談支援事業所連絡会」の開催について 

5 月 14 日（金）13時 30 分～ 集合型からＷＥＢ会議に変更します。 

ＷＥＢ会議システム：WebexMeetings（ウェブエックス ミーティングス） 

   内 容 ：相談支援を中心に令和 3年度報酬改定及びセンター事業の説明をします。 

👉入室方法（主催者からのメールＵＲＬ又は Cisco Webex ホームページから以下の方法） 

https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html のホームページ右上の「ミーティングに参加」 

をクリック、主催者がメールでお知らせした「ミーティング番号」を入力する方法です。 

https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html
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◆トピックス  

 

人材育成ワーキングの再開とご報告          主担当：障害児コーディネーター 竹中正文 

 

今年度、第 1回目の人材育成ワーキングが 4月 23日（金）に開かれました。以下、報告を致します。 

参加者：岩松(佐久市社協)、吉田（たてしなホーム）、小須田(佐久穂町)、関谷(マーチウィンドウ) 

里見（こまば学園）、横森(すみれ会)、鳥海(御代田町社協)、小泉(軽井沢治育園)、小林尚(恵仁会)             

事務局：塩川、比田井、石川、内堀、浅沼、竹中 

 

(1) 今年度の人材育成ワーキングの活動についてですが、事務局から説明し、これまでのワーキングを

振り返り、これからのワーキングに求められることを以下の通り整理しました。 

① 相談支援専門員の共通言語を作っていく 

② 何でも言えて、切磋琢磨できる場を創っていく 

③ 主体形成の醸成できる場にしていく 

④ 相談支援専門員の失敗体験の分析と共有/成功体験の分析と共有 

⑤ エビデンス(根拠)に基づいた支援作り、研修作り 

 

  そして、人材育成ワーキングでは『佐久圏域の相談支援専門員の成長モデルをつくる』ことを目標に活動 

をしていきたいと思います。そのために、具体的なワーキング運営の在り方として、以下の通り、目標を 

定めました。 

① ワーキングメンバーの困難さ、うまくいかなかったケース等のふりかえり・内省をし、ワーキング

内で発表し共有をする。 

② 佐久圏域の相談支援専門員等に必要な研修を企画・運営する。 

③ 主任相談支援専門員の集まる場とする。 

④ これからの主任相談支援専門員の準備をする場とする。 

⑤ 法定研修(初任・現任・主任等)への協力体制づくりの場とする。 

 

  ワーキングメンバーからの質問内容等について以下のとおり 

・「ふりかえり、内省とはどういうことか？」 

・「最初に部会、連絡会に参加した時は、とても参加しづらかった。ストレートに物が言えなかった。初めて参加した

相談員でも、分からないことが何でも聞ける雰囲気の会であってほしい。」 

  ・「以前からの課題、いつも決まった人しか参加できていなかった。参加しない人にどう参加してもらうかが課題。」 

  ・「行政には異動もあり、相談員への期待も大きいと感じているので頑張りたい。」 

  ・「コロナの感染状況により WEBでのワーキングも可能か？」 

・「相談支援専門員の人材育成の課題は市町村事業所連絡会と連動させて取り組んでいった方がよい」 

＜人材育成ワーキングの年間予定＞ 

  6月 23日（水）15：00～ 8月 17日（火）15：00～ 10月 20日（水）15：00～ 12月 21日（火）15：00～ 

  2月 21日（月）15：00～  

（2）支援センターで行う事例検討会について 

今年度、支援センターでは①野中式事例検討会、②グループスーパービジョン、③PCAJIP での事例検討会を

隔月で行っていく予定です。まずはワーキングのメンバーに順番に事例を提供していただき、事例検討を行っ

ていく予定です。また、地域の相談支援専門員の方からの事例検討の依頼もお受けします。 
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特徴のイメージ 

※センター作成 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 種類の事例検討会とは・・・ 

 
①「野中式事例検討会」（アセスメント重視の論理的思考） 
 

特 徴：アセスメントに時間を多く使う基礎固め、本人理解から丁寧に検討したい人向け 
複雑なニーズ整理や多職種連携に最適。フレームワーク(十文字表)があるので 

整理できる。多職種による連携を意識しながら支援目標を導いていきます。 
かなり左脳をつかいます。 

 
②「ストレングスモデルのグループスーパービジョン」(アイディア重視のＧＳＶ)  
 

特 徴：本人のストレングスモデルから創造性を高め手詰まりを打破したい人向け 
障がい者相談支援等従事者の法定研修で推奨しているスタンダード型 

ブレインストーミングにより凝り固まった支援方法の打破に最適！ 
    本人の強みであるストレングスを活かす支援の手立てを考える。 

かなり右脳を使います。 
 

③「ＰＣＡＧＩＰピカジップ方式の事例検討会（対話重視のＧＳＶ）」 
 

特 徴：事例提供者に焦点があたるため、支援を振り返りたい人向け 

エンカウンターグループ（集団による心理的成長）の応用でカウンセリング要素が強い。 
通称「愛のある事例検討会」と呼ばれ、安心が担保された環境で事例提供者が自己開示、 

グループメンバーの「助言」ではなく「質問」による相互作用で解決のヒントを探る。 
 事例提供者は 200 文字でまとめるだけ、事前準備が容易です。 

 

形式に捉われない 

対話中心、創造性 

本人（ストレングス）に焦点 

事例提供者に焦点（内省・気づき） 

アセスメント 

チームアプローチ 

支援目標・計画作成 

論理的思考 
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５ 相談支援のメモ帳 キーワード「多職種連携とチームアプ

ローチ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ある支援者の視点 コラム（第３回）      

テーマ 「支援者ストレス・メンタルヘルスについて」 

今回ストレスのお題をもらい、中でも普段あまり触れられることのない支援者のストレス・メンタルヘルス

について少し書きたいと思います。 

我々支援者は感情労働者であると言われています。様々な労働のあり方の中で、感情労働（emotional labor：

第 3 の労働形態 A.ホックシールド）という言葉を耳にする機会は少ないように感じます。 

他の労働の形、例えば肉体労働をしている人であれば、仕事が終わって家に帰ってきて、体がへとへとにな

っているとしたら、必要な配慮はたぶん“身体を休める”でしょう。一緒に暮らす家族も、帰ってきた途端過酷な

肉体労働を科すことはしなそうな気がします。では感情労働に対してはどのような配慮が必要でしょうか。感

情がへとへとになっていても感情的なやり取りや気遣いは、友人や家族との間でも発生します。感情労働とい

う概念そのものがあまり認識されていなくては、配慮の必要性を思いつくに至らない場合も多いでしょう。 

それに自分自身、少し休みたいと思っても感情の休め方、なんてどんなのがいいんだか判りません。 

ここまで書いて読み直してみたら「それはあなた（石川）が誰かに優しくして欲しいだけなんじゃないの？」

と言われそうな気がしてきます。その通りです。優しくしてほしい。是非。 

しかし、そんなこと言ってばかりいると“支援者のメンタルヘルス”はいくらたっても改善しないので話を戻

します。この様に感情や気持ち、こころが疲れてしまうことに対して生まれた概念がバーンアウトです。 

以下に C．マスラック著「バーンアウト～仕事とうまくつきあうための 6 つの戦略」から引用します。 

 

元来バーンアウトとは看護師、ソーシャルワーカーといった対人援助職に特有のストレスとして研究されてきた

ことに重大な特徴があった。～中略～これらの職種は何らかの問題を抱えた対象者の福祉の向上を目的として

いるが、バーンアウトに陥ると対象者を非人格化（deparsonalization）して無視したり、人格を尊重しないような態度

を示すというのである。また精神的に疲弊して仕事への達成感が得られず、離退職や医療ミスなどの原因にな

ることもある。 

 

上記内容からバーンアウトとは「人を相手にする仕事をおこなう人々に生じる感情的消耗感、脱（非）人格

化、達成感の減衰の症候群」であると定義されています。 

一般的な対処法はやはりリラクゼーションやソーシャルサポート。…なんか聞いたことある気がしますね。っ

ていうか支援の中で助言したことがある気すらします。 

確かに重要な対処法ですが、感情労働者である私たちには、このよく言われている一般的な対処法に加え工夫

が必要だと思われます。 

まずは、日々の仕事に必要な心的エネルギーを蓄えるためにも、同じ課題を共有する医療や福祉関係を中心

とした関わり手同士、エンパワメントし合える関係を意識的につくっていくのはどうでしょうか。 

ある研修で「エンパワメントされた者が、他者をエンパワメントすることができる」と聞いたことがあります。

相互に起きたエンパワメントはいずれ支援に活かされていくだろうことを信じて、仕事に必要な配慮の 1 つと

して意識する。これは今すぐに始められ、且つ、この仕事をする人の得意分野なのではないでしょうか。 

 

 

                      

 

 

佐久広域連合障害者相談支援センター 

精神障害者コーディネーター石川輝尚 
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コーディネーター紹介 新たな仲間が加わりました！ 

 

 

 

 

 

 

 

① 福祉の仕事を志した理由  

今年 3 月に 20 数年看護師として働いた医療機関を退職し、広域連合の職員になりました。私が看護師として

就職した頃、人工呼吸器をつけて自宅に退院することは困難でした。自宅に帰れないまま病院で亡くなるお子さ

んもいました。病院で長期入院していた子どもが外泊した後、病院にいる時とは表情も違って、たった数日間な

のにできることも増えていました。そんな様子を見ると、お家で過ごす事、家族と一緒にいることの大切さを実

感し、自宅でご家族と過ごす事の手助けができればいいな、と思い医ケア児コーディネーターとして活動してみ

ようと思いました。 

 

② 座右の銘もしくは影響を受けたもの 

特にありませんが、「よかった探し」をして過ごしていこうと心がけています。 

③ ストレス発散方法 

ストレスが溜まりそうになったら人と話して発散しています。甘い物も好きです。 

④ 私のストレングス（強み・特技） 

IBCLC（国際認定ラクテーションコンサルタント）の資格を持っています。母乳育児でのお悩みなどありました

らご相談ください。 

 

⑤ 私が思う相談支援の仕事とは 

センターに来て 1 か月、様々な事業所の方とお話しました。福祉の仕事に就いている方々は困ってるんだから、

その人を助けなきゃ！という志が強い方が多いと感じました。そのような皆さんに少しずつ相談支援のノウハウ

を教わりつつ、自分自身も支援のスキルを学んでいきたいと思います。 

 

⑥今 後の目標&みなさんへメッセージ！ 

活動量の低下による脂肪の蓄積が大きな課題です。職場ではウォーキングなどお誘いいただきありがとうござい

ます。これからよろしくお願い致します。 
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地域の相談支援専門員紹介リレー No.５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 福祉の仕事を志した理由  

保育士さんに…と思っていた時もありましたが少子化だし、高齢者の方が良いかと思い進路先を考えていた

時。地域の手話サークルの先輩が「長野大学」で専門的な福祉の勉強をしているとの話を聞いて「これだ！」

と思って決めました。そして大学時代のサークルで知的障害者の施設へ通うようになり、利用者さんと関わ

る中で、また「これだ！」と思い…卒業後、施設の生活支援員の仕事に着いたのが始まりです。 

 

② 座右の銘もしくは影響を受けたもの 

若い時は迷わず「努力は必ず報われる」を座右の銘でうたっていました。今は少し落ち着いて「継続は力な

り」です。何事も続けることが大切だと感じています。 

 

③ ストレス発散方法（習慣） 

「バレーボール」大好きです。中学から続けていて、現在はソフトバレーです。色んな場所に遠征に行って

ます！（もちろん今はコロナで行けません） 

後はビールを飲む事。一日の仕事と家事を終えて、缶ビールを開ける瞬間が一番幸せな時間です。 

 

④ 私のストレングス（強み・特技） 

相手の良い所を褒める事は得意だと思います。しかし、厳しい一言が言えない自分の「緩さ」が欠点と感じ

ています。 

 

⑤ 私が思う相談支援の仕事とは 

人と人を繋ぐ素晴らしい仕事だと思います。お陰様で地域の様々な方と繋がり一緒に悩んで一緒に喜んで

日々仕事をさせていただいております。本当に感謝です。 

 

⑥ 今後の目標&みなさんへメッセージ！ 

目の前にいる利用者さん、ご家族ときちんと向き合っていきたいです！ 

関係機関の皆さんのお顔が見られない日々が続き、本当に寂しいです。 

当たり前の生活って尊いですね。 
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  地域の相談支援専門員紹介リレー No.６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 福祉の仕事を志した理由  

家業を継ぐつもりでいた大学卒業間近になって、父親から「おまえとは一緒にやらん、好きなことをし

ろ！」と言われてからの慌てての就活先が福祉系の仕事でした。大学が福祉系だったので何とかなるか

なと甘い考えでいました。（反省）そこからずっと福祉の仕事に携わっています。 

 

② 座右の銘もしくは影響を受けたもの 

「楽しく働き、元気に遊ぶ」我が法人の理念でもあります。仕事も 100％、遊びも 100％。力を分散させ

るのでなく、両方とも全力でやる事で両方が上手く行くようになる。  life work synergy！ 

 

③ ストレス発散方法（習慣） 

夜な夜な感動することで泣く。YouTube 動画で「ラストメッセージ」という甲子園を目指す野球部の監

督、部員、マネージャー達の夢破れた時の最後のミーティング、まさにラストメッセージ！最高に感動し

ます。泣けます。で、スっとします。皆様も是非御覧あれ。 

 

④ 私のストレングス（強み・特技） 

信じられないかも知れませんが、翌日旅行でも出張でも何でも良いのですが、早く準備をしないといけ

ない場面において、朝 5 時なら 5 時に、4 時半なら 4 時半に、目覚まし無しで起きる事が出来ます。 

 

⑤ 私が思う相談支援の仕事とは 

ベストよりもベターを目指す。兎に角やってみて、その上でトライアンドエラーを繰り返し、少しずつ良

い方向に持って行くこと。 

 

⑥ 今後の目標&みなさんへメッセージ！ 

まだまだ勉強不足、経験不足です。色々な人達と関わる中で刺激を受けながら成長していけるように頑

張りたいと思っていますのでよろしくお願いします。 
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その他の報告事項 

センター主催「事例検討会」「グループスーパービジョン（GSV）」の開催実績（２月～４月） 

2/25(木) ＧＳＶ （ＷＥＢ会議形式）13 名参加 事例提供者：たてしなふれ愛園 櫻井氏 

   テーマ「高次脳機能障害のある利用者の支援についてアイディアがほしい」 

① 衝動買いなど優先事項を思い出すためにどうしたらよいだろう。 

② 家族や周囲の障がい理解を促したい。 

③ 就職活動に必要な身元保証人がいないので困っている。 

   → ①についてスケジュール管理はスマホのお知らせアプリ等を 

時代に合わせた支援ツールを痛感しました。 

 

「佐久圏域くらし支え合いネット」（緊急一時入所）の利用実績（10 月～１月末現在） 

台帳登録者 30 件 緊急一時受入 0 件 相談対応１件 

👉Ｒ３年 2 月 2 日 拠点等コア会議(Ｗｅｂ会議)を開催し事例の検証等を行いました。 

 

新規サービス事業所情報 ※佐久保健福祉事務所より情報提供 

名 称    所在地・問い合わせ先 指定開始・提供サービス 

わくわくキッズルーム佐久平 佐久市中込 3464-1  

0267-77-7062 

R3 年 5 月１日～ 

児童発達支援事業・放課後等デイサービス  

佐久市社協多機能型事業所 くれよん 佐久市下小田切 11-3 

0267-88-6422 

R3 年４月１日～ 

放課後等デイサービス 

にじいろポケット '軽井沢町大字長倉 2350-22 

0267-66-3567 

Ｒ３年 4 月 1 日～ 

居宅訪問型児童発達支援 

いっぽ。 佐久市野沢 394-5  

0267-88-5156 

R3 年３月１日～ 

放課後等デイサービス 

 

あとがき「セルフレジに翻弄されて」 

今年の連休中は静かに過ごしていましたが、地味なエピソードとして近所のコンビニで、いつものように机にお金をだ

したところ「お客さま、セルフレジです」と言われ、いつの間にかセルフレジ化していたので少し慌ててしまいました。

絶妙な位置にレジがあったりするので、自分の視野の狭さにがっかりして、なんだか恥ずかしい思いをします。 

ところで、世の中には本質的な仕事「エッセンシャルワーカー」という言葉がありますが、コロナ禍において医療や福

祉はその範囲に入る仕事として見直されています。自分に引き寄せて考えた時に、果たしてそれに見合う仕事をしている

のか？ふと疑問に思うことがあります。これじゃダメだと思ってもあきらめていることはたくさんあります。 

もし福祉職が不要となり「セルフレジ化」してしまったらどうなるのか？ 

福祉職と事務職とは何が違うのか？ 将来 AI やロボットにとって代わったらどうなるのか？ 

いつの間にか制度に絡めとられ事務手続きが中心となり、合理的で便利な方に流れた結果、自ら価値を下げ、放棄して

しまっていたというのは案外簡単なことかもしれません。人材育成ワーキングも始まり、改めてそんなことを考えました

が、時々皆で立ち止まって日頃の業務を振り返ることは大切なことだと感じました。 

編集担当：機能強化コーディネーター(社会福祉士)  

比田井 直樹 

佐久広域連合 障害者相談支援センター 

〒385-0043 佐久市取出町 183 番地 野沢会館 

 電 話 0267-63-5177 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0267-63-0611 

 メール soudansien@areasaku.or.jp 


