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 ※市町村等事業所連絡会の構成について

市町村等事業所連絡会以外の活動（ワーキンググループ等）

令和３年度佐久圏域障害者自立支援協議会

小諸市 佐久市

小海町

川上村

南牧村

南相木村

北相木村

佐久穂町 軽井沢町 御代田町 立科町

※市町村等事業所連絡会

１ 市町村部会の活動の一環として、「市町村事業所連絡会」を置く。

２ 各市町村の特性を踏まえた上で、複数市町村または市町村ごととする。

３ 具体的な困難事例等から、市町村ごとの課題を明確化する。

４ 課題解決策について協議し、圏域全域に共通した課題については各部会の協議事項とする。

※専門部会で協議すべき事項

人材育成ワーキング 精神障がい者ピアサポートワーキング 医療的ケア児等支援体制検討会

《市町村等事業所連絡会》

地域生活支援拠点等の整備に関するコア会議

　　※さらに、協議するテーマによっては下記の機関に参加依頼

・母子保健担当課

・教育委員会

・児童相談所

・児童養護施設

・高齢者福祉担当課

・地域包括支援センター

・社会福祉協議会

・介護サービス事務所

・身体障害者福祉協会

・手をつなぐ育成会

・精神障害者家族会

・発達障害者家族会

・医療的ケア保護者会

保健 子育て 高齢者 当事者団体

地域ケアシステム 要対協 地域ケア会議

・保険医療担当課

・保険福祉事務所

・医療機関

・社会福祉協議会

・介護保険事務所

障害福祉サービス事業者

居宅、通所、就労、GH、

入所、医療等関連機関

障害福祉

●障害福祉担当課職員

●相談支援専門員（市町村）

●基幹相談支援センター

●保健福祉事務所 等

事業所連絡会メンバー
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※各市町村の人口、障がい者数は平成31年4月1日現在のものです。

※福祉サービス受給者数は令和2年3月現在のものです。(　)はうちセルフプランの数です。

人口：41,505 人(16,959 世帯）(65 歳以上：32.9％） 
・身体障がい者 1,758 人（18 歳未満は 27 人） 
・知的障がい者 416 人（18 歳未満は 67 人）うち、重症心身障がい者 19 人・児 2 人 
・精神障がい者 467 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 392 人(2)   障がい児 79 人 
 

人口:6,912 人(2,709 世帯）(65 歳以上：36.5％） 
・身体障がい者 372 人（18 歳未満は 4 人） 
・知的障がい者 70 人（18 歳未満は 11 人）うち、重症心身障がい者 2 人・児 0 人 
・精神障がい者 88 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 41 人  障がい児 18 人(1) 
 

小諸市

立科町

人口:15,203 人(6,354 世帯）(65 歳以上：28.3％) 
・身体障がい者 570 人（18 歳未満は 10 人） 
・知的障がい者 101 人（18 歳未満は 29 人）うち、重症心身障がい者 1 人・児 1 人 
・精神障がい者 187 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 83 人(2)  障がい児 26 人 
 

御代田町

人口:19,065 人(8,641 世帯）(65 歳以上：32.3％) 
・身体障がい者 727 人（18 歳未満は 14 人） 
・知的障がい者 106 人（18 歳未満は 19 人）うち、重症心身障がい者 2 人・児 3 人 
・精神障がい者 136 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 99 人(1)   障がい 47 人 
 

軽井沢町

人口：98,453 人(39,769 世帯）(65 歳以上:30.8％) 
・身体障がい者 4,188 人（18 歳未満は 77 人） 
・知的障がい者 911 人（18 歳未満は 165 人）うち、重症心身障がい者 29 人・児 16 人 
・精神障がい者 1,056 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 837 人・障がい児 157(45) 
 

佐久市

小海町 人口：4,432 人(1,842 世帯）(65 歳以上:42.1％) 
・身体障がい者  243 人（18 歳未満は 1 人） 
・知的障がい者  51 人（18 歳未満は 8 人）うち、重症心身障がい者 1 人・児 0 人 
・精神障がい者  56 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 68 人(4)  障がい児 4 人(4） 
川上村 人口:3,909 人(692 世帯）(65 歳以上：30.2％) 
・身体障がい者 174 人（18 歳未満は 2 人） 
・知的障がい者 23 人（18 歳未満は 8 人）うち、重症心身障がい者 1 人・児 1 人 
・精神障がい者 20 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 26 人  障がい児 0 人 
南牧村 人口：3,184 人(956 世帯）(65 歳以上：31.4％) 
・身体障がい者 140 人（18 歳未満は 2 人） 
・知的障がい者 37 人（18 歳未満は 7 人）うち、重症心身障がい者 0 人・児 0 人 
・精神障がい者 27 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 32 人(2)  障がい児 1 人 
南相木村 人口:936 人(428 世帯）(65 歳以上:43.2％) 
・身体障がい者 59 人（18 歳未満は 0 人） 
・知的障がい者 12 人（18 歳未満は 0 人）うち、重症心身障がい者 1 人・児 0 人 
・精神障がい者 3 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 13 人  障がい児 1 人(1) 
北相木村 人口:735 人(315 世帯）(65 歳以上：37.3％) 
・身体障がい者 63 人（18 歳未満は 0 人） 
・知的障がい者 11 人（18 歳未満は 1 人）うち、重症心身障がい者 1 人・児 0 人 
・精神障がい者 7 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 12 人  障がい児 0 人 
 

人口：10,385 人(3,958 世帯）(65 歳以上:38.8％) 
・身体障がい者 570 人（18 歳未満は 5 人） 
・知的障がい者 109 人（18 歳未満は 16 人）うち、重症心身障がい者 10 人・児 0 人 
・精神障がい者 128 人 
・福祉サービス受給者（計画作成済者） 

障がい者 128 人(1）・障がい児 17 人 
 

佐久穂町

小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村

御代田町

小海町

佐久市

南牧村

川上村

北相木村

立科町

南相木村

佐久穂町

小諸市
軽井沢町

佐久保健所管内医療保護入院数（平成29年度）

市町村 　合計 措置入院 医療保護入院

小諸市 108 4 104

佐久市 136 13 123

小海町 3 3

川上村 1 1

南牧村 0 0

南相木村 2 2

北相木村 0 0

佐久穂町 20 1 19

軽井沢町 23 23

御代田町 30 30

立科町 18 1 17

管外 6 1 5

合計 347 20 327

令和３年度 佐久圏域障害者自立支援協議会 市町村等事業所連絡会の設置について

《佐久圏域図》
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小諸市

佐久市

佐久穂町

令和３年度　市町村等事業所連絡会の開催状況

令和3年度　小諸市事業所連絡会

第1回　10月29日(金）

(1)佐久圏域障害者自立支援協議会の説明

(2)小諸市の障害福祉サービス・地域生活支援事業給付状況について

(3)小諸市内障害福祉サービス提供事業者名簿の確認

(4)介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）について

(5)障害福祉サービス事業者等実地指導について（小諸市同行予定）

(6)小諸養護学校、市内各学校との連携について

(7)介護保険移行について

(8)障害福祉サービス更新時ケースワーカーの同席について

(9)「障害者優先調達推進法」について

第2回　1月26日(水）新型コロナウイルス感染レベル５に引き上げられたことにより中止

令和3年度　佐久市事業所連絡会

第1回　7月29日(木)市内北部の相談支援事業所

　　  　8月5日 (木)市内南部の相談支援事業所

⑴第6期佐久市障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画について

⑵支給申請書について

⑶指定相談支援の報酬算定について

⑷その他

第2回　12月23日(木)

⑴Ｒ4.4.1からの家庭ごみの分別について

⑵郵便等の不在者投票について

⑶福祉灯油等購入費の助成について

⑷臼田学園について

グループワーク

・地域課題の抽出と共有

第3回　2月17日(木)　書面会議

(1)第2回グループワーク(課題等）の共有について

(2)計画相談支援給付費の支給期間について

(3)その他

令和3年度　佐久穂町事業所連絡会

 8月23日(月)→新型コロナウイルス感染レベル５に引き上げられたことにより中止

第1回　10月25日(月）

(1)地域生活支援拠点等の整備について

・緊急受け入れの対象者について

・新型コロナウイルスの対応について

・その他

(2)機能強化型継続サービス利用支援費について

・複数の事業所の協働による体制の確保や質の向上に向けた取組について

（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で人員配置要件が満たされている

ことや24時間の連絡体制等について）

(3)その他

・町営のグループホームについて

・障害児相談支援、療育支援等児童向けのサービスが増えている状況について

・らいおんハート(障害児)の事業所の開設について
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軽井沢町

御代田町

令和3年度　佐久穂町事業所連絡会

 8月23日(月)→新型コロナウイルス感染レベル５に引き上げられたことにより中止

第1回　10月25日(月）

(1)地域生活支援拠点等の整備について

・緊急受け入れの対象者について

・新型コロナウイルスの対応について

・その他

(2)機能強化型継続サービス利用支援費について

・複数の事業所の協働による体制の確保や質の向上に向けた取組について

（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で人員配置要件が満たされている

ことや24時間の連絡体制等について）

(3)その他

・町営のグループホームについて

・障害児相談支援、療育支援等児童向けのサービスが増えている状況について

・らいおんハート(障害児)の事業所の開設について

令和3年度　軽井沢町相談支援事業所連絡会　（年間計画）

テーマ　令和3年度障害福祉サービス等報酬改定からみた地域課題

第1回　6月15日(火)	

⑴令和3年度本会計画について

⑵報酬改定の取り組み状況（事例や算定など情報交換）

⑶感染症及び災害対策の工夫点の共有

第2回　8月31日(火)（Web会議）

⑴障害児支援計画書作成について

⑵講義：療育について

⑶グループ演習

第3回　10月19日(火)	

⑴医療的ケア児等の支援について

⑵グループ演習

第4回　12日7日(火)	

⑴地域課題の把握

⑵1年の振り返り（グループディスカッション）

令和3年度　御代田町事業所連絡会

第1回　7月26日(月)

「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係る協議」

(1)御代田町の精神障がい福祉の現状について

・町の統計について

・精神障がい者とその家族の支援について

・保健師としての支援について

(2)小諸高原病院の状況について

・退院支援の課題について

・長期入院者の退院支援について

(3)グループホーム利用について

・グループホームの現状と利用者の様子について

・関係機関との連携と支援体制の構築について

(4)その他

・24時間の相談支援体制について

・誰ひとり取りこぼすことのないような地域の支援体制について

・その他

第2回　9月22日(木)

「福祉と教育の連携について」

(1)町の現状について

・児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスの利用状況について

・未就学児の支援状況について

(2)町の支援について

・心理士の業務について

・教育委員会の対応について

・保健分野５歳児教室の関わりについて

・小諸養護学校との連携について

(3)福祉と教育の連携について

・一元化した情報共有の仕組みづくりについて

・共通の支援ツール（アプリ）とうの活用について

・適切な支援（支給）について
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立科町

令和3年度　御代田町事業所連絡会

第1回　7月26日(月)

「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係る協議」

(1)御代田町の精神障がい福祉の現状について

・町の統計について

・精神障がい者とその家族の支援について

・保健師としての支援について

(2)小諸高原病院の状況について

・退院支援の課題について

・長期入院者の退院支援について

(3)グループホーム利用について

・グループホームの現状と利用者の様子について

・関係機関との連携と支援体制の構築について

(4)その他

・24時間の相談支援体制について

・誰ひとり取りこぼすことのないような地域の支援体制について

・その他

第2回　9月22日(木)

「福祉と教育の連携について」

(1)町の現状について

・児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスの利用状況について

・未就学児の支援状況について

(2)町の支援について

・心理士の業務について

・教育委員会の対応について

・保健分野５歳児教室の関わりについて

・小諸養護学校との連携について

(3)福祉と教育の連携について

・一元化した情報共有の仕組みづくりについて

・共通の支援ツール（アプリ）とうの活用について

・適切な支援（支給）について

令和3年度　立科町相談支援事業所連絡会

第1回　4月28日(水)	

⑴本年度の立科町事業所連絡会について

⑵令和２年度立科町障害福祉サービス費について

⑶新型コロナウイルスのワクチン接種について

第2回　7月28日(水)

(1)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係る協議について

・当事者会や家族会について

・医療機関について

・町外の事業所への呼びかけについて

・その他

(2)精神障害、高次脳機能障害、知的障害などの支援について

・利用する事業所を探すのが大変。

・通所利用の際の移動支援が難しい。

・その他

(3)災害時個別避難計画について

・高齢者、障害者等要支援者(約600名)の台帳作成について

・ケアマネージャー、相談支援専門員との連携等について

・福祉避難所について

(4)その他
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小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村

令和３年度南佐久南部５町村障害福祉連絡会　（世話人：南牧村）

テーマ　「小諸養護学校の生徒の通学等に係わる支援について」

第1回　5月13日(木)

⑴小諸養護学校の通学について継続検討

⑵その他

第2回　7月27日(火)

(1)小諸養護学校の通学について

(2)南佐久南部地域相談支援事業所連絡会の開催について

第3回　9月28日(月)

(1)小諸養護学校の通学について

(2)その他情報共有

第4回　10月25日(月)

(1)小諸養護学校の通学について

第1回南佐久南部地域相談支援事業所連絡会8月20日(金)

はぁーと工房ポッポ、小海町社協、南牧村社協、すみれ会、川上村社協(欠)

(1)南佐久南部地域の相談支援体制等について

(2)その他

第2回南佐久南部地域相談支援事業所連絡会10月12日(火)

はぁーと工房ポッポ、小海町社協、南牧村社協、すみれ会、川上村社協

(1)事例検討会(グループスーパービジョン)

(2)その他情報共有

第5回　12月2日(木)

(1)小諸養護学校の通学について

・理事者による要望書の提出について

・5か町村による移動支援の分担について

(2)その他

・医療的ケア児等の実態把握について

第6回　1月13日(木)

(1)小諸養護学校の通学について

・各町村の分担金額等ついて→令和4年4月スタート(南牧村社協)

・来年度の世話人町村について→川上村
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人材育成ワーキンググループ開催要領 

 

１ 目的 ⑴佐久圏域相談支援専門員等のスキルアップに向けた研修の企画・運営。 

       ⑵主任相談支援専門員の集まる場。 

       ⑶主任相談支援専門員(研修受講者等)の準備の場。 

   ※メンバーによるこれまで内省等について発表等。 

⑷法定研修の圏域体制の整備。 

 

２ 事務局 佐久広域連合障害者相談支援センター 

 

３ 開催頻度 年 5 回（6 月、8 月、10 月、12 月、2 月） 

 

４ 会 場 佐久市野沢会館会議室 

 

５ ワーキングメンバー 

 主任相談支援専門員及び現任研修修了者で一定の実務経験者。(事業所連絡会から) 

 障害者相談支援センター コーディネーター等 

 

令和３年度 人材育成ワーキング 名簿 （R3.4.1 現在） 

No. 名前 所属先 備考 

1 関谷 智美 相談支援事業所マーチウインド 小諸市・主任 

2 小林 尚太 ケイジンピアサポートセンター中込 佐久市・主任 

3 岩松 美栄 佐久市社協特定相談支援事業所 佐久市 

4 里見 理恵 佐久こまば学園（特定相談支援） 佐久市 

5 横森 慎吾 相談支援事業所すみれ会 南牧村 

6 小須田 広明 相談支援事業所らしく 佐久穂町 

7 小泉 文宏 相談支援事業所軽井沢治育園 軽井沢町 

8 鳥海 律子 御代田町やまゆり共同作業所 御代田町 

9 吉田 浩之 たてしなホーム相談支援事業所 立科町 

10 内堀 綾美 佐久広域連合障害者相談支援センター   

11 石川 輝尚 佐久広域連合障害者相談支援センター   

12 浅沼 俊一 佐久広域連合障害者相談支援センター   

13 竹中 正文 佐久広域連合障害者相談支援センター   

14 比田井 直樹 佐久広域連合障害者相談支援センター   

15 宮島 恵理子 佐久広域連合障害者相談支援センター   
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精神障がい者ピアサポートワーキンググループ開催要領 

 

 

１ 目 的  ⑴ピアサポータ—活動の体制整備に関する協議と運営。 

       ⑵精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研修会の開催。 

       ⑶佐久圏域の精神障がいに関する調査研究。 

⑷その他、地域移行地域定着の促進を図るあたり課題の共有等。 

 

 

２ 事務局  佐久広域連合障害者相談支援センター 

佐久保健福祉事務所 福祉課・健康づくり支援課 

 

 

３ 開催頻度 年 5 回（5 月、7 月、9 月、11 月、1 月） 

 

 

４ ワーキングメンバー 

 

令和３年度 精神障がい者ピアサポートワーキング 名簿 

No. 名前 所属先 備考 

1 荻野 紅葉 小諸高原病院 医療福祉相談室   

2 大谷 貴咲 小諸高原病院 医療福祉相談室   

3 三井 克幸 ＮＰＯ法人ウィズハートさく   

4 仁科 隆子 野沢地域包括支援センター   

5 小山 奈美 佐久市福祉課    

6 大井 直美 佐久穂町健康福祉課   

7 石合 広美 佐久保健福祉事務所福祉課   

8 片岡 仁奈 佐久保健福祉事務所健康づくり支援課   

9 塩川 さゆり 佐久広域連合障害者相談支援センター   

10 石川 輝尚 佐久広域連合障害者相談支援センター   

11 比田井 直樹 佐久広域連合障害者相談支援センター   
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医療的ケア児等支援体制検討会開催要領 

 

１ 目 的  ⑴医療的ケア児等の支援に関する協議の場の設置等についての検討。 

       ⑵医療的ケア児及び家族等のニーズに関する調査についての検討。 

       ⑶医療的ケア児等向けのサービスに関する調査についての検討。 

⑷医療的ケア児等支援の充実に向けた関係機関の連携についての検討。 

 

 

２ 事務局  佐久広域連合障害者相談支援センター 

佐久保健福祉事務所 福祉課・健康づくり支援課 

 

 

３ 開催頻度 年 5 回（5 月、7 月、9 月、11 月、1 月） 

 

 

４ 検討会メンバー 

 

令和３年度 医療的ケア児等支援体制検討会 名簿 

No. 名前 所属先 備考 

1 三浦 真貴  佐久総合病院訪問看護ステーション   

2 馬場 ひかり 
さく発達相談支援センター 

（療育コーディネーター） 
  

3 宮島 恵理子 
佐久広域連合障害者相談支援センター 

（医療的ケア児等コーディネーター） 
  

4 内堀 綾美 
佐久広域連合障害者相談支援センター 

（身体障害者コーディネーター） 
  

5 竹中 正文 
佐久広域連合障害者相談支援センター 

（障害児コーディネーター） 
  

6 比田井 直樹 
佐久広域連合障害者相談支援センター 

（機能強化コーディネーター） 
  

7 高橋 宣夫 佐久広域連合障害者相談支援センター   

8 塩川 さゆり 佐久広域連合障害者相談支援センター   
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5 人 5 人 5 人主任相談支援専門員の配置人数

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 18回

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数
の見込み 21回

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和３年度　障害者相談支援センター　相談支援体制の充実・強化等に係わる活動について

令和３年度

総合的・専門的な相談支援の実施

　佐久広域連合障害者相談支援センター（市町村事業・基幹機
能）と、療育コーディネーター、発達障がいサポートマネー
ジャー、就業・⽣活⽀援センター等の国・県事業との連携によ

る支援体制及び、地域の関係機関や市町村事業所連絡会等との
連携による重層的、横断的な相談支援体制

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専
門的な指導・助言の回数 20事業所

①令和３年度より佐久圏域内の相談支援事業所に対してセンターのコーディネーター等による訪問を行う。

令和３年度は２０事業所への訪問を予定。

②基幹相談支援センター機能及び人材育成ワーキングにおいて、グループスーパービジョン、事例検

討会、各種研修会等の企画、開催。また、相談支援従事者研修のインターバル研修の実施。

※人材育成ワーキングの開催。（センター、主任相談支援専門員、相談支援専門員 等）

③令和２年度 佐久圏域で主任相談支援専門員の研修を受講した方は３名です。

１石川輝尚 氏（センターコーディネーター）、２小林尚太 氏(ケイジンピアサポートセンター）、

３関谷智美 氏（マーチウインド）

※主任相談の役割

（１）地域自立支援協議会など地域の相談支援体制について協議する場への参画及び人材育成など、

地域の中核的な役割。（別紙：佐久圏域の主任相談支援専門員の役割についてを参照）

（２）長野県相談支援従事者研修（令和元年度以降の相談支援従事者研修における実地教育を含む）

及び相談支援従事者主任研修等における指導的役割。

※令和３年度は佐久圏域から５人を予定しております。

①

②

③
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NO 事業所名 住所 設置主体

６月 15日(火) 1 相談支援センター やまびこ 小諸市乙女1510-2 （福）小諸青葉福祉会

６月 21日(月) 2 障害者相談支援事業所 ひまわり 佐久市望月326-4 （福）望月悠玄会

７月 16日(金) 3 多機能型事業所 はぁーと工房ポッポ 小海町小海4269-9 （福）ジェイエー長野会

７月 12日(月) 4
軽井沢町社会福祉協議会
障害者相談支援事業所 軽井沢町長倉4844-1 （福）軽井沢町社会福祉協議会

８月 30日(月) 5 相談支援事業所 ななくさ 小諸市菱平西丸山187 （福）七草会

6 相談支援事業所 すぎな 佐久市鳴瀬602-17 (NPO)佐久福祉事業団体傘の会

８月 24日(火) 7 南牧村社協特定相談支援事業所 南牧村海ノ口966-15 （福）南牧村社会福祉協議会

８月 5日(木) 8 小海町社協相談支援事業所 小海町豊里805 (福)小海町社会福祉協議会

９月 13日(月) 9 四季 相談支援事業所 軽井沢町大字長倉785-1 (NPO)四季

９月 27日(月) 10 相談支援事業所 小諸みかげ 小諸市大字御影新田2238-1 （福）長野県知的障害者育成会

１０月 ７日(木) 11
独立行政法人
国立病院機構　小諸高原病院 小諸市甲4598

独立行政法人
国立病院機構小諸高原病院

１１月 15日(月) 12 たてしなふれ愛園 相談支援事業所 立科町芦田2525-1 （福）立科町社会福祉協議会

日(　) 13 ユメオイビト相談支援事業所 小諸市相生町3-1-7
（一社）地域生活サポートセンター「ユメイ
オイビト」

１１月 26日(金) 14 指定相談支援 おおさわ事業所 佐久市大沢1280-1 （福）佐久コスモス福祉会

１０月 22日(金) 15 千曲園 佐久穂町大字高野町1623－1 （福）横浜社会福祉協会

１１月 5日(金) 16 川上村社協障がい者相談支援事業所 川上村大字原312 （福）川上村社会福祉協議会

日(　) 17 相談支援事業所　ノア 小諸市荒町1-7-28 （有）エイチ・シーストロベリー

日(　) 18 野沢共同作業センター 佐久市取手町183 （NPO）つくし

日(　) 19 臼田学園相談支援室 佐久市北川557-102 佐久市

日(　) 20 指定特定相談支援事業所 ねば塾 佐久市鳴瀬602-21 （有）ねば塾

令和３年度　指定相談支援事業所訪問予定表

実施日
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令和２年度地域生活支援拠点等整備における、緊急時一時入所支援（佐久圏域くらし支えあいネット）の状況

件 件 件

　住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らせるための「地域生活
　支援拠点等整備」の一環で、在宅で生活する障がい者や家族の
　緊急事態への支援として、緊急時における受入れを地域全体で
　支える仕組み

相談理由  相談件数

支援結果

 佐久圏域くらし
支えあいネットによる

緊急一時入所

1          

1          

　介護者の体調不良 2          2          

　家族からの分離

　単身生活の不安 1          

佐久圏域くらし支えあいネット

件

　本人が不安定のため短期入所の利用 1          

計 5          2          3          0

 入院・他支援に
よる入所等

 親族による
対応等

　介護者の急逝

　その他 1          1          

令和３年度佐久圏域くらし支えあいネット 入所支援施設緊急時受入れ当番表 

 

エリア 市町村 入所支援施設 
令和３年 令和４年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

北部 

小諸市 

軽井沢町 

御代田町 

軽井沢治育園 ● ● ●          

小諸学舎    ● ● ●       

浅間学園       ● ● ●    

やまびこ園          ● ● ● 

中部 
佐久市 

立科町 

緑の牧場学園 ●   ●   ●   ●   

佐久こまば学園  ●   ●   ●   ●  

たてしなホーム   ●   ●   ●   ● 

南部 

小海町 

佐久穂町 

川上村 

南牧村 

南相木村 

北相木村 

臼田学園 ● ● ● ●         

千曲園     ● ● ● ●     

佐久療護園         ● ● ● ● 

 

地域生活支援拠点等の整備(緊急受け入れ・対応機能) 佐久圏域くらし支えあいネットについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援拠点等の整備とは  

① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応 ③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成 ⑤ 地域の体制づ

くりなどの機能を整備して、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を

進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障害者等やその家族の緊急事

態に対応を図るものです。 

 

 

令和３年度佐久圏域くらし支えあいネット 入所支援施設緊急時受入れ当番表 

 

エリア 市町村 入所支援施設 
令和３年 令和４年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

北部 

小諸市 

軽井沢町 

御代田町 

軽井沢治育園 ● ● ●          

小諸学舎    ● ● ●       

浅間学園       ● ● ●    

やまびこ園          ● ● ● 

中部 
佐久市 

立科町 

緑の牧場学園 ●   ●   ●   ●   

佐久こまば学園  ●   ●   ●   ●  

たてしなホーム   ●   ●   ●   ● 

南部 

小海町 

佐久穂町 

川上村 

南牧村 

南相木村 

北相木村 

臼田学園 ● ● ● ●         

千曲園     ● ● ● ●     

佐久療護園         ● ● ● ● 
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令和3年4月1日現在

自立支援
協議会名称

会長 事務局

佐久圏域障害者自立支援
協議会

佐久市福祉部長
佐久広域連合障害者相談支援センター
（住所）佐久市取出町183　　野沢会館内

上小地域自立支援協議会 長野大学教授

上小圏域障害者総合支援センター、市町村福
祉係長等
（住所）上田市中央3-5-1
上田市ふれあい福祉センター2階

諏訪地域障がい福祉自立
支援協議会

（社）この街福祉会
相談役

諏訪圏域障がい者総合支援センター
（住所）諏訪市小和田19-3
諏訪市総合福祉センター内

上伊那圏域地域自立支援
協議会

駒ケ根市福祉課長
駒ケ根市福祉課　社会福祉係
（住所）駒ケ根市赤須町20番1号

南信州広域連合地域自立
支援協議会

飯田市福祉課長
南信州広域連合事務局　介護保険係
（住所）飯田市本町１丁目15番地
飯田市役所りんご庁舎３階

木曽地域自立支援協議会 南木曽町住民課長
木曽障がい者総合支援センター　ともに
（住所）木曽郡上松町小川1702
ひのきの里総合福祉ｾﾝﾀｰ内

松本障害保健福祉圏域自
立支援協議会

（福）中信社会福祉
協会理事長

（福）中信社会福祉協会
（住所）松本市梓川梓2288-3

大北障害保健福祉圏域自
立支援協議会

大町市福祉課長

大北圏域障害者総合支援センター　 スクラ
ム・ネット
（住所）大町市大町1129　大町市総合福祉セ
ンター内

長
　
野

長野市障害ふくしネット
（協議会）

長野市保健福祉部長
（福）信濃の星（コーディネートプラザなが
の）
（住所）長野市川中島町今井1387-5

須
　
高

須高地域自立支援協議会
（須坂市、小布施町、高山
村）

須坂市健康福祉部長
須高地域総合支援センター
（住所）須坂市須坂344-3
須坂ショッピングセンター内

千
曲
・

坂
城

千曲・坂城地域自立支援
協議会
（千曲市、坂城町）

（福）しあわせ理事長
千曲・坂城障がい者（児）相談支援室
（住所）千曲市戸倉2388　　(千曲市戸倉庁舎
内）

小
川
村

小川村自立支援協議会
民生児童委員協議会長(互
選)

小川村住民福祉課
（住所）小川村高府8800-8

北
　
部

北部地区障害者自立支援
協議会
（信濃町、飯綱町）

飯綱町身体障害者福祉協会
会長

(特非）ＳＵＮ
（住所）飯綱町普光寺920

北信地域障がい福祉自立
支援協議会

飯山市保健福祉課長
北信圏域障害者総合相談支援センター『ぱ
れっと』
（住所）中野市笠原765-1

飯　伊

木　曽

松　本

大　北

長野

北　信

長野県内地域自立支援協議会の状況

圏域

佐　久

上　小

諏　訪

上伊那
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佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信

総人口 204,160 192,314 192,048 179,758 154,591 25,458 420,885 56,472 527,910 82,417

人口比 100.0% 94.2% 94.1% 88.0% 75.7% 12.5% 206.2% 27.7% 258.6% 40.4%

①身体障害児者 8,861 8,067 7,356 7,547 8,208 1,324 17,137 2,886 22,399 3,908

②知的障害児者 1,860 2,020 1,495 1,733 1,597 284 3,690 622 5,031 875

③重症心身障害児者 95 69 76 70 101 5 209 37 342 56

④精神障害者 2,342 2,413 2,024 1,862 1,225 259 4,936 736 6,146 956

⑤小児慢性特定疾病
認定者数 187 157 184 228 166 25 490 44 519 71

⑥特定医療給費等受
給者 1,721 1,420 1,400 1,267 1,000 206 3,206 395 3,842 636

⑦発達障害と診断等
を受けた生徒・児童
数

825 984 720 1,019 548 101 2,310 420 1,832 215

⑧医療的ケア児数 32 33 58 43 31 5 130 7 142 8

合計 15,923 15,163 13,313 13,769 12,876 2,209 32,108 5,147 40,253 6,725

障害者等比 100.0% 95.2% 83.6% 86.5% 80.9% 13.9% 201.6% 32.3% 252.8% 42.2%

面積k㎡ 1571.62 905.34 715.4 1348.28 1939.19 1546.26 1869.14 1109.53 1568.39 1009.08

面積比 100.0% 57.6% 45.5% 85.8% 123.4% 98.4% 118.9% 70.6% 99.8% 64.2%

市町村 11 4 6 8 14 6 8 5 9 6

①～⑥R2.3末　⑦R2.8末　⑧R2.4.1

相談支援センターの人員配置状況

県内10圏域
相談支援セン
ター

佐久広域連
合障害者相
談支援セン
ター

上小圏域障
害者総合支
援センター

諏訪圏域障
害者総合支
援センター

上伊那圏域
障害者総合
支援セン
ター

飯伊圏域障
がい者総合
支援セン
ター

木曽障害者
総合支援セ
ンター

松本圏域障
害者総合相
談支援セン
ター

大北圏域障
害者総合支
援センター

長野圏域相
談支援セン
ター
千曲・坂城

北信圏域障
害者総合相
談支援セン
ター

市町村事業によ
る相談員

6人 12人 9人 7人 5人 3人 11人 5人 25人 6人

県・国事業に
よる相談員

6人 6人 7人 6人 6人 5人 8人 5人 14人 6人

合計 12人 18人 16人 13人 11人 8人 19人 10人 39人 12人

中核センター 1 1 1 1 1 1 4 1 1

サテライト 3 2 1 2 1 11 1

委託先
(令和３年４月)

佐久広域連
合
※小諸学舎
※恵仁会
※ウィズハート
さく

ＮＰＯ法人
障害者支援
センターウ
イング

(一社)諏訪
圏域障がい
者総合支援
センター

(福)長野県
社会福祉事
業団

ＮＰＯ法人
飯伊がい者
総合支援セ
ンター

(福)木曽社
会福祉事業
協会

(福)信濃友愛会
(福)安曇野福祉協
会
(福)アルプス福祉
会
(特非)ハートライ
ンまつもと
(福)中信社会福祉
協会　等

(福)大町市社
会福祉協議
会

(福)信濃の星
(福)長野市社会事
業協会
(福)廣望会
(福)森と木
(福)絆の会　等

(福)高水福祉
会

長野県内の障害者相談支援センター人員配置状況等一覧

圏域ごとの人口、障害者等数、面積 R2.4.1現在

R3.4.1現在

 

佐久市 

 

 

北信圏域 
中核センター１か所 
サテライト １か所 

エリア（６市町村） 

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、 

野沢温泉村、栄村 

人 口 ８２，４１７人  

面 積 1009.08Ｋ㎡（85 人/1Ｋ㎡） 

長野圏域 
中核センター無し 
サテライト １１か所 

エリア（９市町村） 

長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、 

高山村、信濃町、飯綱町、小川村 

人 口 ５２７，９１０人  

面 積 1568.39Ｋ㎡（343 人/1Ｋ㎡） 

長野県内の障害者相談支援センター設置状況 [Ｒ２.４.１現在] 
（佐久広域連合障害者相談支援センター調べ） 

 

Ｈ26.11.1現在） 

 

大北圏域 
中核センター１か所 
サテライト １か所 

エリア（５市町村） 

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

人 口 ５６，４７２人  

面 積 1109.53Ｋ㎡（52 人/1Ｋ㎡） 

松本圏域 
中核センター４か所 
サテライト ２か所 

エリア（８市町村） 

松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、 

生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

人 口 ４２０，８８５人  

面 積 1869.14Ｋ㎡（227 人/1Ｋ㎡） 

木曽圏域 
中核センター１か所 
 
エリア（６町村） 

上松町、南木曽町、木曽町、 

木祖村、王滝村、大桑村 

人 口 ２５，４５８人  

面 積 1546.26Ｋ㎡（17 人/1Ｋ㎡） 

飯伊圏域 
中核センター１か所 
サテライト １か所 
エリア（14 市町村） 

飯田市、松川町、高森町、阿南町、 

阿智村、平谷村、根羽村、下條村、 

売木村、天竜村、泰阜村、喬木村、 

豊丘村、大鹿村 

人 口 １５４，５９１人  

面 積 1939.19Ｋ㎡（82 人/1Ｋ㎡） 

上小圏域 
中核センター１か所 
 

エリア（４市町村） 

上田市、東御市、長和町、青木村 

人 口 １９２，３１４人  

面 積 905.34Ｋ㎡（216 人/1Ｋ㎡） 

諏訪圏域 
中核センター１か所 
サテライト ２か所 

エリア（６市町村） 

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、 

富士見町、原村 

人 口 １９２，０４８人  

面 積 715.4Ｋ㎡（274 人/1Ｋ㎡） 

上伊那圏域 
中核センター１か所 
 

エリア（８市町村） 

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪村、 

飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村 

人 口 １７９，７５８人  

面 積 1348.28Ｋ㎡（135 人/1Ｋ㎡） 

佐久圏域 
中核センター１か所 
サテライト ３か所 

エリア（１１市町村） 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、 

川上村、南牧村、南相木村、北相木村、

軽井沢町、御代田町、立科町 

人 口 ２０４，１６０人  

面 積 1571.62Ｋ㎡（131 人/1Ｋ㎡） 
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令和３年４月１日現在

市町村事業

国・県事業

　　 障がい者の職業生活に伴う相談や地域生活に関する相談など生活全般に必要な支援

５ 発達障がいサポート・マネージャー （県事業）

　　発達障がいのある人への支援に携わっている者に対する相談・助言等

６ 就業支援ワーカー・生活支援ワーカー（国・県事業）

　　‣就業支援ワーカー

　　 障がい者に対する就職や職場定着に関する相談・支援及び事業主に対する雇用管理に係る助言等

　　‣生活支援ワーカー

 業務概要　

１ ３障がい・障がい児のコーディネーター（佐久広域連合）

　　身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び障がい児の福祉サービスの利用援助や調整等。

　　※(福)小諸学舎、(社医)恵仁会、(特非)ウィズハートさくに委託

２ 機能強化コーディネーター（佐久広域連合）

　　地域の相談支援機関の連携強化に関する取組等。

３ 医療的ケア児等コーディネーター（佐久広域連合）

　　医療的ケア児等に対する関連分野の支援の調整等。

４ 療育コーディネーター（県事業）

　　障がい児の療育相談、療育支援等

長﨑　健一郎 就業支援ワーカー (福)佐久コスモス福祉会

薩田　菜衣 就業支援ワーカー (福)佐久コスモス福祉会

堀内久美子 所長兼主任就業支援ワーカー (福)佐久コスモス福祉会 西巻　香織 生活支援ワーカー (福)佐久コスモス福祉会

job-support@saku-cosmos.or.jp

職員氏名 職名（担当障がい名） 出身（受託）法人名 職員氏名 職名（担当障がい名） 出身（受託）法人名

代表者 職名 　所長 氏名 堀内　久美子 E-Mail

名　称 ○　佐久圏域障がい者就業・生活支援センター　ほーぷ 電　話 0267-66-3563

所在地 〒385-0022　佐久市岩村田1880-4 ＦＡＸ 0267-66-3564

荻原　 浩 発達障がいサポート・マネージャー (特非)ウィズハートさく

hiroshi_ogii@yahoo.co.jp

職員氏名 職名（担当障がい名） 出身（受託）法人名

代表者 職名 　所長 氏名 三井　克幸 E-Mail

名　称 ○　（特非）ウィズハートさく相談支援事業所 電　話 0267-78-5660

所在地 〒385-0051　佐久市中込2951-1　中島ビル104 ＦＡＸ 0267-78-5690

馬場ひかり 療育コーディネーター (社医)恵仁会

kjs@keijinnet.or.jp

職員氏名 職名（担当障がい名） 出身（受託）法人名 職員氏名 職名（担当障がい名） 出身（受託）法人名

代表者 職名 　管理者 氏名 小林　尚太 E-Mail

名　称 ○　ケイジンさく発達相談支援センター 電　話 0267-64-1022

所在地 〒385-0051　佐久市中込3-2-8 ＦＡＸ 0267-64-1729

内堀　綾美 コーディネーター（身体） (社医)恵仁会

竹中　正文 コーディネーター（障がい児） (福)小諸学舎 高橋　宣夫 事務員 佐久広域連合

宮島恵理子 医療的ケア児等コーディネーター 佐久広域連合 浅沼　俊一 コーディネーター（知的） (福)小諸学舎

比田井直樹 機能強化コーディネーター 佐久広域連合 石川　輝尚 コーディネーター（精神） (特非)ウィズハートさく

soudansien@areasaku.or.jp

職員氏名 職名（担当障がい名） 出身（受託）法人名 職員氏名 職名（担当障がい名） 出身（受託）法人名

代表者 職名 所長 氏名 塩川　さゆり E-Mail

佐久圏域相談支援業務　実施機関一覧（市町村事業、国・県事業）

名　称 ●　佐久広域連合障害者相談支援センター 電　話 0267-63-5177

所在地 〒385-0043　佐久市取出町183　野沢会館内 ＦＡＸ 0267-63-0611
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