佐久広域連合 障害者相談支援センター通信 vol.５ R３年 8 月 10 日発行

基幹相談支援センター事業のお知らせ「相談支援事業所訪問」がスタート！
今年度より基幹相談支援センターの役割として相談支援事業所の訪問がスタートしました。
佐久圏域の相談支援体制の充実と強化を目的としており、市町村の実地指導(監査)とは異なります。
現状や日頃の業務で感じていることなどを中心にお聞きしています。
例えば、利用者のモニタリングを通じて、困っているケース、気がかりなこと等
情報共有をしながら相談支援のネットワーク構築をめざしています。
困難事例は、別途「個別支援会議」の参加、
「事例検討会」を開催などでバックアップします。
順次お声がけさせていただきますので、よろしくお願いします。
6 月～7 月 実施済
・相談支援センターやまびこ（小諸市）
・障害者相談支援事業所ひまわり（佐久市）
・多機能型事業所はぁーと工房ポッポ（小海町）
・軽井沢町社会福祉協議会

障害者相談支援事業所（軽井沢町）

8 月予定

9 月予定

・相談支援事業所ななくさ（小諸市）

・相談支援事業所すぎな（佐久市）

・南牧村社協特定相談支援事業所（南牧村）

・四季

相談支援事業所（軽井沢町）

・相談支援事業所やすらぎ園（小海町）
※予定なので日程の変更はあります。
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トピックス
★
１ 「小諸養護学校行政説明会の開催」

去る 5 月 12 日「佐久圏域障害者自立支援協議
会」の活動の一環として、小諸養護学校において
「行政説明会」が開催されました。この説明会は保
護者等を対象に、ご本人の卒後の進路や準備に係る
重要な位置づけですので、学校・関係者の協力の
元、新型コロナ感染対策を強化し、広い会場と時間
短縮により開催しています。各市町村の個別相談の
ほか、当センターでは福祉サービスの説明を行いま
した。コロナ禍で昨年度の行政説明会が中止になっ
たことや、進路選択の課題や重要性が保護者、学校
でも共有されており、例年より参加者が多数ありま
した。

２ どのようにしてますか？医療連携！「多職種連携シート」の活用
利用者の暮らしをサポートするためには福祉と医療の連携がスムーズだと安心です。
長野県では、介護保険の分野でケアマネジャー等が医療と連携して、情報交換を円滑に行う連携ツール
があります。すでに相談支援専門員でご存じの方は、
「多職種連携シート」を使用されている声を聞い
ております。この度、作成元である長野県健康福祉部介護支援課に確認したところ、相談支援専門員もこ
のシートを使用してよいとのことで了解を得ました。
長野県のホームページにもありますが要介護の欄を障害支援区分に修正して添付しましたので、必要
に応じてご活用ください。
※ 留意点
診療や検査等に影響せず簡単な内容の場合など診療報酬等の算定に該当しないものとなっています。
医師に毎回報告するというよりも、本人・家族の同意を経て以下の場合などを想定していますので
ご留意ください。
例えば・・・体調等に変化があったが、受診の際に利用者・ご家族からうまく伝えられるか心配
同行受診する程でもないが、気がかりなこと、困っていることを医師へ報告したい等

♦情報提供
「障害福祉サービスの利用について（2021 年 4 月版パンフレット）」
全国社会福祉協議会の下記のホームページからダウンロードできます。
相談者・ご家族などへ制度を説明する際にご活用ください。
https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/index.html
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３ 機能強化型算定報酬のＱ＆Ａについて
6 月 23 日開催しました第 2 回人材育成ワーキングにおいて事業所間で結ぶ「協定」が話題とな
ったため情報共有します。

（基本報酬（複数事業所による協働体制）
）
問 31
地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保さ
れている場合、機能強化型（継続）サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体
的にどのような場合に算定できるのか。
（答）
留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結して
いること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的
（月１回）に確認が実施されていること等の体制が確保されていることが必要になる。
なお、協働体制を確保する事業所間においては、人員配置要件や 24 時間の連絡体制確保要
件について、複数の事業所で要件を満たすことを可能としているが、特定の事業所に対して
過重な負担とならないようあらかじめ事業所間で十分協議を行い、役割分担を明示した協定
を締結し、かつ、具体的な業務内容の分担を行っておくことが重要である。
（※障害児相談支援についても同様）
（基本報酬）
問 32
協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。
（答）
少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要である。
協定の締結年月日、協定を締結する事業所名、協定の目的、協働により確保する体制の内容、
協働体制が維持されていることの確認方法、協働する事業所の義務、協定が無効や解除とな
る場合の事由や措置、秘密保持、協定の有効期間。

参考資料：令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２
（令和３年４月８日）
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長野県自立支援協議会関連の報告

「障害者虐待防止研修」について
去る 5 月 20 日 長野県自立支援協議会
権利擁護部会に参加させていただき
身体障害者コーディネーター内堀綾美

そこで、障害福祉サービス等報酬改定の
〝障害者虐待防止の更なる推進″が話題になったので、
概要を報告させていただきます。

上記の資料の大きな枠内で示されているように、事業所は虐待防止への取り組みとして、運営基準で努力義務
とされていたものが、来年度から義務化されます。太線枠内の、①『従業者への研修』方法について、確認や意見
交換がされました。国から具体的に示されているものはないので地域ごとの課題に合わせて検討して欲しいとの
意見もありましたが、研修の具体的な方法として挙がったものをお伝えします。
・県が毎年開催している施設管理者向けの虐待防止研修受講後、事業所に持ち帰っての伝達研修
・事業所の職員向けに、厚生労働省が作成した虐待防止研修用の冊子【障害者福祉施設、障害福祉サービス事
業所における障害者虐待防止法の理解と対応】
（全 14 頁）を読み合わせ。
＊内容は改定されていくようなので最新のものをご確認ください。
（web 上で≪厚生労働省 職場内障害者虐待防止研修用冊子≫などで検索すると目当てのものにたどりつくと
思います。
）
・県事業の虐待防止に関する出前講座やキャリア形成訪問指導事業を活用し、外部から講師を招く。

👉来年度の義務化に向けて、研修の実施方法について検討されていたら、参考にしていただけたらと思います。
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地域の相談支援専門員紹介リレー No.7
氏名：黒澤 京子
所属：小海町社会福祉協議会
担当：相談支援事業所「やすらぎ園」
相談支援専門員
相談支援経験年数：1 年

① 福祉の仕事を志した理由
子育てが一区切りした頃、自分や家族のためにプラスになるのではないかと思い、介護保険の始まった年
に社協の臨時介護職員として入職しました。最初の頃は、初めての福祉の仕事で必死でしたがこんなに長
く働けるとは・・・皆さんに感謝です。
② 座右の銘もしくは影響を受けたもの
最近思うことは、〝ピンチはチャンス〟という事です。まだ相談支援専門員になって日が浅く、分からな
い事ばかりなので、周りの方たちに教えていただいたり、助けてもらう事で、つながりが増え、良い連携
が生まれる気がします。
③ ストレス発散方法（習慣）
映画やドラマを見て感情移入し、泣いたり笑ったりして日々のストレスを発散しています。
何よりの癒しは孫です。

④ 私のストレングス（強み・特技）
我慢強いところでしょうか、以前医師からあることで「我慢強いと言うか、バカと言うか」と言われたこ
とがあります。
（笑）

⑤ 私が思う相談支援の仕事とは
その方や家族に寄り添って支援をする事、また地域で暮らし続けられるように、ヒト、モノ、コトをつな
ぐ事だと思います。
⑥ 今後の目標&みなさんへメッセージ！
小海町では児童のプランを立てる相談員がいないという事で、孫を持つ〝ばあば〟としては、少しでもお
母さん達の役に立てたらと思い相談支援専門員になりました。まだまだ未熟ですが、皆さんに助けていた
だきながら、一歩ずつ頑張っていきたいと思います。
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地域の相談支援専門員紹介リレー No.８

氏名：井出 敦志
所属：社会医療法人恵仁会

ケイジンピアサポートセンター中込

担当：相談支援専門員
相談支援経験年数： １４年くらい

①

福祉の仕事を志した理由
理学療法士として障がい児者と関わってきた中で、色々な方との出会いがあって、医療と福祉の狭間で
自然と仕事をするようになっている現状です。志高く福祉職をしているのではなくて、関わる方に医療
福祉支援が必要だからそこで出来ることを周囲の方にも助けてもらって何とかやっています。

②

座右の銘もしくは影響を受けたもの
「良い支援者は良い通訳者みたいな人」
、と研修で聞いたことがあります。それは発達障がい児の研修だ
ったのですが、関わる方が上手に思っていること、気持ちを他者に伝えられないことを間に入って周囲に
伝えるのは現場で働いていても、相談支援でも大切だな、と思います。思い込みでなくて客観的に。

③

ストレス発散方法（習慣）
トラクターで耕して草の生えた畑を平らにすること(笑、精神的に分析が必要かしら)。生後５カ月の娘
の笑顔。農作物の生産。飲酒。料理。水泳など。ストレス発散方法でストレスが溜まる場合もあり。

④

私のストレングス（強み・特技）
何とかなる、と勘違いできること。人のつながり。

⑤

私が思う相談支援の仕事とは
相談支援をやっている方、皆さんとても丁寧に仕事をしていると思っていて、見習わないと、と感じて
います。ですので、色々込めて丁寧に仕事をすることかな、と思います。

⑥

今後の目標&みなさんへメッセージ！
コロナ禍で不自由さが行動、精神的にも付きまといますが、心の栄養補給をしながらお互いに頑張りま
しょう！

その他の報告事項
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センター主催「事例検討会」等の開催実績（昨年３月～7 月末現在）
① ３/24(木) センター内の事例検討会（方法：ＧＳＶ）

事例提供者：マーチウィンド 関谷氏

テーマ「高次脳機能障害のある利用者との関係性やサービス調整の難しさ」
② 5/25（火） センター内事例検討会（方法：ピカジップ） 事例提供者：こまば学園 里見氏
テーマ「就労継続Ｂ型利用者の課題」
③ ７/28（水）センター内事例検討会（方法：野中式）

事例提供者：治育園 小泉氏

テーマ「発達障害等で課題のある利用者の支援と方向性」

👉地域課題として「居場所」の問題
既存のサービス環境にマッチングしない方はどうしたらよいのでしょうか。
特に高次脳機能障害や発達障害のある方の多様なニーズに応えられる
サービスや資源が地域に不足している現状がみえてきました。
公的なものに限らず地域に隠れている資源をもっと知りたいので
好事例があれば、ぜひ皆さんと情報共有したいです。

「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（４月～７月末現在）
現在の台帳登録者 32 件
＜対応状況＞・緊急ショート 小諸市２件
・その他

（佐久市：虐待一時分離）1 件

・相談対応のみ １件
👉Ｒ３年７月 27 日(火) 拠点等コア会議北部エリア(Ｗｅｂ会議)を開催、
小諸市の事例検証等を行いました。中部・南部は 9 月以降予定します。

新規サービス事業所の情報
名

称

佐久保健福祉事務所からの情報提供
所在地・問い合わせ先

指定開始・提供サービス

らいおんハートからだの児童デイ

佐久市中込 2982-1

Ｒ３.7/１～

サービス中込

0267-78-5215

児童発達支援事業所

多機能型

放課後等デイサービス

さくだいらキッズらぼ

佐久市岩村田 1158-13

Ｒ３.８/１～

多機能型

0267-88-7861

放課後等デイサービス、児童発達支援
保育所等訪問支援

ＯＮＥ

ＨＯＭＥ株式会社

児童発達支援事業所シュシュ佐久

佐久市小田井 325-2

R3.９/1～

090-9664-5572

児童発達支援事業
※内覧会８/29（日）
、30 日（月）
10:00～15:00

要予約

■ 佐久圏域内事業所一覧（Ｒ３年 5 月 1 日現在）は当センターのホームページで確認できますので
ご覧ください。
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●市町村事業所連絡会等の開催状況（6 月～7 月末まで）
・6 月 15 日（水）軽井沢町
内容：報酬改定、事業所の近況報告、感染対策等
・7 月 26 日(月)

御代田町

内容：精神障害にも対応した地域包括ケアの協議
・7 月 27 日（木）南部 5 か町村（行政連絡会）
内容：養護学校までの送迎方法の確保など
・7 月 28 日（水）立科町
内容：精神障害者に関して情報交換、次回協議の場
・7 月 29 日（木）佐久市（北部）
内容：第 6 期障害福祉計画・第 2 期障害児福祉計画、
佐久地域ふるさとフォトコンテスト入賞作品

支給決定における申請書(添付書類)、報酬算定など

特別賞

我が町へようこそ(小海町)

・ ・ ・

あとがき「すぐに解決しない負の力？！」
毎日猛暑が続きます。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
わたしは水分補給にと大量にとれる畑のキュウリに
自家製味噌をつけてかじってますが、よけいに喉が渇く無限ループに陥っています。
本来なら夏から秋にかけて、各地の野外音楽フェスなどイベントに参加して
踊り狂って発散する頃ですが、夏休みはテレビでのオリンピック観戦くらいでした。
今回、表紙に夏らしいものを探したところ直近の南八ヶ岳縦走時の写真を載せてみました。
ところで、面白い言葉に出会ったのでご紹介します。「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉です。
調べてみると、問題解決能力（≒ポジティブケイパビリティ）の対義語で負の力、不確実なものや未解決のもの
を受容する能力、つまり答えの出ない対処しようのない事態に耐える力のことだそうです。
（元はイギリスの詩
人が提唱したものを、100 年以上の時を経て第二次世界大戦時の精神科医が再発見したらしいです。）
それを聞いて「えっ？問題を解決しないことが能力、それって意味があるの？」と思う方もいるかもしれませ
ん。例えば、ある夫婦の会話が例に上がっていました。
妻が話をしているのを、夫が「それって、結局さ、こういうことなんじゃないの」と要約して一言でまとめ
ようとする感じです。妻はそういう夫に内心ムカついてます。夫婦のあるあるネタかもしれませんが、
わたしも、耐えかねて途中で話をまとめようとすると当てがはずれ叱られています。
（現在もリピート中!(^^)!）
そこを「そうなんだ、難しい問題だよね。もう少し教えてくれる？」と妻の悩みを簡単には解決せず、
積極的に話を聞こうとする姿勢が問題を解決しない力です。ちょっと優等生すぎる気がして照れ臭いですが
案外、具体的な解決策ではなく「ただ話を聞いてほしかっただけ」というのは共感できます。
仕事に置き換えると「こうすればいいじゃん」と解決や結論を急いでしまうことへの警鐘にもなります。
忙しい中でも、あらゆる人間関係をつくる基本になるものですし、共に悩み考えていく力は今日でいう伴走型
支援もそうですよね。ムダのように思えて実はムダではないことの気づきでした。
ただ、日本人は耐える文化が美徳とされ、我慢しすぎてしまう傾向があるように感じていて、お互いに苦し
い時は「しんどい！助けて」と正直な気持ちが出せる関係性というのが、わたしの理想かもしれません。
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
電

8

話

メール

0267-63-5177

ﾌｧｸｼﾐﾘ

野沢会館
0267-63-0611

soudansien@areasaku.or.jp

