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〜 暮らしを良くするための様々な取組をしています 〜
全 体 会
【障害者自立支援協議会とは】
この協議会では、関係機関が障害者の支援体制に関
する課題について情報共有し、連携を図りながら地域
の実情に応じた支援体制の整備について協議します。
障害のある方が自立して自分らしく生活できる社会
を目指し、長岡市では関係機関の協力のもと、様々な
取組や検討を行っています。

相談支援体制について

相談体制部会

運営会議

情報や課題を共有

協議会全体の調整

＜年２回開催 様々な関係機関で構成＞
●運営会議、部会、ワーキングで検討された方
向性や取組などの状況を各所属機関で共有し

＜年９回開催 様々な関係機関で構成＞
●部会、ワーキングでの取組状況を共有し、地
域課題解決に向けた調整や方向性を協議、決

ました。
●第５期長岡市障害者基本計画・障害福祉計画
や市の取組等について共有しました。

定しました。
●課題解決に向けた協議会全体の運営方法の見
直しや評価を行いました。

地域づくり部会

（計画相談支援・障害児相談支援の見直し）

ワーキング

相談支援体制の再編に向けて

地域生活支援拠点等整備の検討

適切な相談支援の実現

＜年８回開催 相談支援事業所と行政で構成＞
●委託相談支援の地区担当制の導入、適切な計
画相談支援の提供など、相談支援体制の再編

＜年８回開催 相談支援事業所と行政で構成＞
●地域生活支援拠点等の整備に必要な５つの機
能のうち、
「緊急時の受け入れ・対応」につい

＜年５回開催 相談支援事業所と行政で構成＞
●相談支援専門員１人当たりの年間モニタリン
グ対応件数について検討し、配置が必要な相

に関する情報共有、意見交換を行い、課題を
確認しました。

て検討しました。
●緊急対応ケースに係る調査を実施し、緊急受
入・対応のフロー図（案）を作成しました。

談支援専門員の人数を試算しました。
●報酬改定を受けて、事業所運営の参考として
活用できるビジネスモデルを作成しました。

地域生活移行について

どこだれ部会

ワーキング

ワーキング

（施設職員向け研修会の開催・身障）

（成年後見制度の周知・精神）

どこで 誰と 暮らしたいか

施設入所者の視点に立った支援を

成年後見制度は活用できる！

＜年５回開催 様々な関係機関で構成＞
●障害者にも対応した地域包括ケアシステムに
ついて協議しました。
●障害のある人が地域で暮らし続けられるよう

＜年９回開催 身体障害者の支援者で構成＞
●施設入所者が「どこで 誰と 暮らしたいか」
を選択できるように支援できる施設職員につ
いて検討し、その支援を実践できる職員を養

＜年５回開催 精神障害者の支援者で構成＞
●成年後見制度の活用が進むように、実際の成
年後見人を講師に招き、支援者向け研修会を
開催しました。成年後見人の担えることがた

にするため、地域の現状を確認し、今後の必
要な取組を検討しました。

就労支援について

就労部会

成するための研修会を開催しました。

ワーキング
（就労支援事業所のビジネスマナー）

一般就労への移行を促進

事業所職員の資質向上

＜年５回開催 様々な関係機関で構成＞
●就労継続支援Ｂ型の利用者が就労移行支援を
を
再度利用することについて検討しました。
●一般就労への移行にあたり、各関係機関が抱
抱
えている課題を整理しました。

＜年４回開催 様々な関係機関で構成＞
●就労支援事業所に企業から見学に来てもらう
準備として作成した『事業所職員向けセルフ
チェックシート』をバージョンアップし、就
労移行支援事業所等に配布して活用を依頼し
ました。

相談支援部会

くさんあることを支援者に知ってもらうこと
ができました。

ワーキング

ワーキング

（移動手段の確保・栃尾地域）

（行動障害に関する研修会の開催）

個別ケース支援について

地域をみて 個別支援に生かす

栃尾地域の移動手段を考える

行動障害のある人の受入

＜年８回開催 相談支援事業所と行政で構成＞
＞
●市の保健師、高齢の地域包括支援センターの
センターの
相談員から地域の状況を説明してもらい、各
各
地域の社会資源、強み・弱みなどの確認を通
通
して、相談支援従事者として地域課題を抽出
抽出
する視点を磨きました。

＜年７回開催 栃尾地域の関係機関で構成＞
●栃尾地域の移動に関する状況を把握するた
め、栃尾地域の支援者にアンケート調査を実
施しました。
●アンケート結果をまとめ、市と社会福祉協議
会へ情報提供しました。

＜年
年６回開催 様々な関係機関で構成＞
●研修内容
研修内容を検討するため、既に行動障害に関
する研修を受講して現場で実践している事業
する
所を
を訪問し、ヒアリングを実施しました。
●各事業所
事業所の取組を共有するため、事業所同士
の情報交換会
情報交換会を開催しました。

ワーキング

事務局会議

（移動入浴サービスの見直し）

入浴方法の選択肢が増加

協議会運営を担う者たち

＜年５回開催 様々な関係機関で構成＞
●昨年度に実施した移動入浴サービスの運用見
運用見
直し後のサービス利用状況等を確認しまし
た。確認の結果、在宅での入浴方法の選択肢
選択肢
が増え、利用希望者に適切にサービスが提供
提供
されていることがわかりました。

＜年３回開催 相談支援事業所と行政で構成＞
●事務局としての役割、協議会全体の体制やシ
ステムを確認しました。
●協議会運営を担う上での課題を抽出・共有し、
改善が可能なものから運営方法に反映させま
した。

本協議会での検討状況（全体会の議事録）は、
本協議会での検討状況
長岡市ホームページからもご覧いただけます。
長岡市ホームページ
http
➡ https://www.city.nagaoka.niigata.jp
から「自立支援協議会」で検索
から
各会議の役割や協議会全体の構成は裏面をご覧
ください。

長岡市障害者自立支援協議会事務局（長岡市障害者基幹相談支援センター内）
電話 0258-39-2362 ＦＡＸ0258-86-0220

長岡市障害者自立支援協議会の構成
情報共有・報告の場
年２回程度開催

全 体 会

運営会議

○関係者による委員で構成
○運営会議で議論された方向性などを確認
○障害者等への支援体制に関する情報・課題
を共有し、自所属内で周知

協議会全体の調整
毎月開催

長岡市（福祉課）

○地域でネットワークが構築できる関係者で構成
○協議会全体の運営方法の検討
○障害福祉計画を意識した地域課題等の議論
○部会等から提起される課題を広い視点でコーディネート
○課題検討の方向性や方法を協議・決定
○地域課題解決に向けた取組の進捗管理
○部会設置の協議・提案
○ワーキング設置の判断

報告

提案・報告
意見・提案

取組結果の報告
ワーキングの設置
協議事項の提示

地域課題の提起
課題の検討・抽出

相談支援体制の検討

相談体制部会

相談支援部会

○相談支援事業所等の相
談員により構成
○地域の相談支援体制等
を協議
○ワーキングの進捗管理
○障害福祉計画への提言

進捗管理

共有

○相談支援事業所等の相談
員により構成
○日頃の相談支援等の現場
における課題の抽出・提
案のための協議、課題解
決の対応策の提案
○ワーキングの進捗管理
○障害福祉計画への提言

ワーキング
新たな施策化・
ネットワークの
構築等による課
題解決

地域生活支援拠点機能の検討

就労部会

どこだれ部会

その他の会議等
○行政や関係機
関等において
実施される会
議等と連携

○関係機関等により構成
○課題の抽出・提案のた
めの協議、課題解決の
対応策の提案
○ワーキングの進捗管理
○障害福祉計画への提言

○関係機関等により構成
○課題の抽出・提案のた
めの協議、課題解決の
対応策の提案
○ワーキングの進捗管理
○障害福祉計画への提言

ワーキング

ワーキング

ワーキング

地域課題の解決に向けた取組
○運営会議での協議・調整により、短期的な解決が求められる個別の地域課題ごとに設置
○課題に応じた関係者により構成し、地域課題の解決に向けたより具体的な協議や取組を実施

事務局会議

協力

年３回程度開催

地

域

地域で暮らす人たち

課題の把握

基幹相談支援センター（事務局）

○委託相談支援事業所と基幹相談支援センターで構成
○事務局としての役割や意識の統一
○協議会運営の担い手としての活動

地域へ還元

課題・状況報告

地域づくり部会

○関係機関等により構成
○課題の抽出・提案のた
めの協議、課題解決の
対応策の提案
○ワーキングの進捗管理
○障害福祉計画への提言

ワーキング

○福祉行政における課
題などを協議
○市の施策の提案と意
見聴取

地域で支える人たち

○協議会全体の運営と管理
○協議会活動の情報発信

地域で働く人たち

地域で学ぶ人たち

など

