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全体会 運営会議 事務局会議
3回 12回 2回

相談体制部会 相談⽀援部会 地域⽣活移⾏部会 就労部会 地域づくり部会
11回 10回 6回 5回 10回

栃尾地域の移動ワーキング 移動⼊浴ワーキング 中之島地域の移動ワーキング 知的パンフレットワーキング

7回 5回 1回 6回

⾝障研修会ワーキング 成年後⾒制度周知ワーキング 就労⾒学システムワーキング 計画・障害児相談ワーキング

3回 2回 6回 5回

合計 打合せ含む
94回 188回+α

3

12

2

1

53

90

・ワーキング

・H29年度抽出した課題の数（※課題の登録⽇がH29年度中のもの）

・Ｈ29年度取り扱った課題の数（※H27年度 H29年度から継続して取り扱っているもの）

・取組終了（結果）の数

平成29年度 ⻑岡市⾃⽴⽀援協議会 実績データ

・全体会
・運営会議
・事務局会議
・専⾨部会

・協議会を構成している会議の数

・開催回数（Ｈ30年3⽉現在）

・課題の取り組み状況（Ｈ30年3⽉現在）

・成果の数（モニタリングを⾏った数）

・構成機関

・構成メンバー（事務局含む）

・協議会に携わっている機関・⼈（平成29年度中に交代があったメンバー含む）



・構成機関５３か所（課別、基幹C含む） メンバー９０名（事務局含む） ※敬称略

1 桐樹園 相﨑 全体・運営・身障WG
2 あゆみの舎 永島 全体・運営
3 長岡療育園 桑原 全体・運営
4 長岡療育園 諸橋 移動入浴WG
5 長岡療育園（圏域センター） 西 体制
6 工房はくさん 近藤 全体・運営
7 工房はくさん 深川 就労・就労WG
8 守門の里 木間 全体・知的パンフWG
9 うらら長岡 後藤 運営・地域生活・成年後見WG

10 みのわの里療護園 湯本 身障WG
11 みのわの里療護園 足立 地域生活・身障WG
12 みのわの里更生園 樋口 知的パンフWG
13 桜花園 波形 地域生活・知的パンフWG
14 野いちご工房 井田 就労
15 野いちご工房 神保 就労
16 ワークセンター千秋 長部 就労WG
17 しぶみ園 番場 身障WG
18 リハビリセンター王見台 井田 身障WG
19 新潟県あけぼの園 長谷川 知的パンフWG
20 コロニーにいがた白岩の里 上山 知的パンフWG
21 アレック北栄長岡 山田 移動入浴WG
22 茨内地域生活支援センター 中村 全体・運営
23 障害者就業・生活支援センターこしじ 入倉 全体・運営・就労・就労WG
24 障害者就業・生活支援センターこしじ 足立 全体・運営・就労・就労WG
25 長岡市立高等総合支援学校 生方 全体
26 長岡市立高等総合支援学校 矢島 就労
27 田宮病院 吉原 全体
28 田宮病院 渋谷 地域生活・成年後見WG
29 長岡中央綜合病院 荒川 全体
30 新潟県立精神医療センター 松尾 地域生活・成年後見WG
31 手をつなぐ育成会 吉荒 全体
32 長岡市精神障害者家族会連合会　長岡希望の会 江口 全体
33 身体障害者団体連合会 土田 全体
34 いなほの会 松野 全体
35 長岡市社会福祉協議会　地域福祉課 桑原 全体・地域生活
36 長岡市社会福祉協議会　地域福祉課 本間 地域生活
37 長岡市社会福祉協議会　地域福祉課 金子 身障WG
38 長岡市社会福祉協議会　介護サービス課 丸山 移動入浴WG
39 長岡市社会福祉協議会　権利擁護課 諸橋 成年後見WG
40 長岡市社会福祉協議会（栃尾支所） 阿部 栃尾WG
41 長岡市社会福祉協議会訪問介護とちお 野村 栃尾WG
42 長岡市社会福祉協議会（中之島支所） 飯田 中之島WG
43 長岡商工会議所青年部 小林 全体・就労
44 長岡公共職業安定所 渡邉 全体・就労
45 長岡公共職業安定所 和田 就労WG
46 民生委員 佐藤 全体
47 長岡地域振興局 本間 成年後見WG
48 長岡地域振興局 和田 全体
49 長岡市商工部産業政策課 寺山 就労
50 ふかさわ 江畠 運営・体制・知的パンフWG
51 ふかさわ 布川 支援
52 あさひ 茨木 体制・支援・地域づくり
53 あさひ 萩野 地域生活・身障WG・移動入浴WG
54 あさひ（分室こしじ） 坂詰 体制・支援・就労・就労WG
55 サンスマ 疋田 地域づくり
56 サンスマ 浅間 体制
57 ハイム 齋藤 体制
58 ハイム 五十嵐 支援・就労
59 さんわ 恩田 体制・支援・中之島WG
60 とちお 田代 体制・栃尾WG・成年後見WG
61 とちお 諸橋 支援
62 相談支援事業所桜花園 農人 体制・支援
63 クオリード 池内 体制・支援
64 ピュアはーと 刀根 体制・支援
65 銀河 平原 体制・支援
66 柿が丘 細貝 体制・支援
67 長岡市役所栃尾支所 名達 栃尾WG
68 長岡市役所栃尾支所 大﨑 栃尾WG
69 長岡市役所中之島支所 岩﨑 中之島WG
70 子ども家庭センター 木村 体制・支援・計画WG
71 子ども家庭センター 渡邉 支援
72 福祉課 長谷川 全体・運営
73 　　〃 牛木 全体・運営・就労
74 　　〃 五十嵐 全体・運営・移動入浴WG
75 　　〃 長谷川 地域づくり・計画WG
76 　　〃 棟方 就労・計画WG
77 　　〃 目黒 地域づくり
78 　　〃 小黒 計画WG・移動入浴WG
79 　　〃 伊野 地域づくり
80 　　〃 山田 就労
81 　　〃 木曽 支援
82 　　〃 木村 体制
83 　　〃 南雲 支援・中之島WG
84 　　〃 星野 体制
85 　　〃 田中 支援
86 基幹センター 丸山
87 　　〃 齋藤
88 　　〃 山村
89 　　〃 石黒
90 　　〃 松﨑


