
きらりあ所長 辰 野 恒 雄   

（長野県社会福祉事業団理事長） 

東北の大震災から一年、特に障がい者の避難など、災害時の安全確保について改めて考

えた時間でした。伊那市では春富中学校を舞台に夜間の避難、待避所等々の訓練を行いま

した。大変な部分がありましたが、若い保育士さんを中心とした人たちの応援もあって、

有意義な時間を過ごすことができました。引き続いて地域の中で生活するという意識を持

ち続けたいと思います。 

相談支援の仕組みがこの 4 月から変わりました。3 年という猶予期間はありますが、支

援を必要としている一人一人に「サービス等利用計画」ができ、新しく指定された事業所

によって支援（計画相談）が始まっています。高齢者福祉領域のケアマネージャーの仕組

みに似た形となります。 

すでに上伊那圏域においても数か所の事業所が指定を受けています。さらに事業所の数

は増加するものと思われます。「きらりあ」は指定事業所ではありますが、計画相談のもと

になる部分（基本相談）、すなわち「受付」から、事業所へのつなぎが大きな役割となりま

す。 

また、今年度は障害者虐待防止法が施行されますので、上伊那圏域 

でも自立支援協議会に「権利擁護部会」を創設し、人権意識を高め 

て行きたいと思います。今年もよろしくお願い致します。 
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昨年度は、以下のように支援させていただきました。今年度も個々の要望に応じて多様な

支援を行っていきます。

上伊那圏域障害者総合支援センター 

                 きらりあ 

〒396-0023 伊那市山寺２９８－１ 

  電話：０２６５－７４－５６２７ 

ＦＡＸ：０２６５－７４－８６６１ 

e-mail：ｋｓｃ＠ａｒ．ｗａｋｗａｋ．

● ● 

● ● 

三条通

ふれあいーな 
（きらりあ） 

ﾌｧﾐﾚｽ
ﾌｧﾐﾚｽ

GS

●  ● 

●  ● 

至箕輪
GS

水神橋西

伊那 IC

銀行

伊那年金事務所 

保育園 希望の家

水神町南

● ● 

● ● 

ｺﾝﾋﾞﾆ 

●  ● 

●  ● 

前橋町 御園

伊那北

● ● 

● ● 

編集後記 ようやく肌寒い季節も落ち着いて夏が近づいてまいりました。「きらりあ」も新しい職員が４人加わ

り、にぎやかになりました。職員一同お待ちしておりますので機会があれば気軽にお寄り下さい。（Ｋ）

上伊那圏域障害者総合支援センター きらりあ 発行 

内 容 延人数 

訪問 3,841 

来所相談 1,333 

同行 824 

電話相談 2,628 

電子ﾒｰﾙ 267 

個別ケア会議 460 

関係機関 3,604 

その他 897 

計 13,854 

内 容 延人数 

福祉ｻｰﾋﾞｽの利用に関する支援 1,279 

社会資源の活用に関する支援 1,246 

障害や病状の理解に関する支援 884 

健康･医療に関する支援 872 

不安解消･情緒安定に関する支援 920 

保育･教育に関する支援 2,176 

家族関係･人間関係に関する支援 631 

家計･経済に関する支援 495 

生活技術に関する支援 2,704 

就労に関する支援 1,722 

社会参加に関する支援 107 

余暇活動に関する支援 796 

権利擁護に関する支援 22 

計 13,854 



今年度

◎内部移動がありましたので

（兼）専門幹 

（兼）専門幹

主任（兼）知的障害者生活支援

療育コーディネーター
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障害者生活支援ワーカー

障害者生活支援ワーカー 

障害者就業支援ワーカー

障害者就業・生活支援ワーカー

地域移行・地域定着支援員

主事兼支援員 

今年度から、新しく４

障害児コーディネーター   村上

みなさんの気持ちに寄り添い、一つ

一つ丁寧に思いやりを忘れずに頑張

ります。よろしくお願いします。

趣味・特技

ピアノ、自転車

主任就業支援ワーカー    江口

就職活動のお手伝い、仕事を始め

てからの定着支援、会社との相談な

ど仕事に関しての支援をさせていた

だきます。

趣味・特技      

 スポーツをすること、特にバレーボール

です。いろいろな車をみることも好きです

今年度も引き続きお願いいたします。

がありましたので一部担当が変更になっています。

埋橋 行雄

森岡 恵子 

知的障害者生活支援コーディネーター      埋橋 小百合

小出 千広

コーディネーター           志賀 裕美子

コーディネーター           矢野 芳子

伊藤 美千代

宮本 恵子 

篠崎 真理

ワーカー                            北原 はつゑ

亀谷 勉

平野 幸代 

スタッフ紹介 

名が加わりました。紹介させていただきます

村上 久登美 精神障害者地域移行コーディネーター

出会いを大切に今日一日を一生懸命

り抜きたいと思います。

エコな時代なので移動は極力自転車

するようにしています。料理を

とが好きです。お酒を飲むことも

このあたりで素敵な店があれば

 ひかる  発達障害支援専門員   

バレーボールが好き

きです。

初めまして。今年度からお世話

す北澤克己です。主な仕事は発達

の支援です。 

上下伊那の高校２校を日替わりで

います。 

おかげさまで伊那路の四季を満喫

が趣味の写真を撮っています。

。

うずはし ゆきお 

もりおか けいこ 

小百合  うずはし さゆり

こいで ちひろ 

裕美子 しが ゆみこ 

やの よしこ

美千代 いとう みちよ 

みやもと けいこ 

しのざき まり 

はつゑ きたはら はつえ 

かめや つとむ 

ひらの さちよ 

させていただきます。 

コーディネーター 春日 聡

一生懸命や

極力自転車に

を作るこ

むことも好き。

があれば教えてください。

 北澤 克己 

世話になりま 

発達障がい 

わりで回って 

満喫し、たまにです 

たまにですよ。

長野県セルプセンター

セルプセンター協議会の梅津と申

本年4月から「支援センターきらりあ

戻ってまいりました。 

 当協議会は、障がい者の皆さんの自立

各事業所を訪問して自主商品の開発及

等で協力支援しております。５月からは

ケ岳サービスエリア内の清掃作業が

りました。 

 本年度からは、県の指針により「工賃向上

各事業所の基準目標工賃が決定してきております

達に向け、事業所と共に取り組み努力

 その為にも「支援センターきらりあ

さらに連携を強化して障がい者への

ますので、今後ともご指導・ご支援

きらりあ職員
療育

今回の「きらりあ職員の仕事紹介」は

 私の仕事は、０歳から１８歳までの子

す。障がいがあるかどうかわからない子

 日々の生活の中で困難のある子どもが

の支援を、家庭や学校、地域の支援者の

いきます。そのほかにも、各地域で行っている

保育園や乳幼児健診の場などで療育相談等

   困難や障がいを持った子どもやそのご

地域で安心して生活していくためのお

セルプセンター協議会 
事業化推進員   梅津 義雄

申します。 

きらりあ」に南信駐在事務所として再び

自立に向け工賃がアップできるよう

開発及び販路拡大又、施設外就労の開拓

からはネクスコ中日本さんの協力で駒

が施設外就労として新しく開始とな

工賃向上３ヵ年計画」がスタートし、

してきております。平成26年度目標必

努力して参ります。 

きらりあ」と共に各種情報交換等により、

への支援に取り組んで行く所存であり

支援をよろしくお願い申し上げます。 

職員の仕事紹介 
療育コーディネーター 小出 千広 

は、療育コーディネーターについてです。 

子どもにかかわる相談に頻繁に応じる役割で

子どもの場合にも、相談に応じています。 

どもが、家や学校などでその良さを発揮するため

の方々とつながりを持ちながら一緒に考えて

っているSSTやペアレントトレーニング、

療育相談等の活動をしています。 

どもやそのご家族の思いに丁寧に寄り添いながら、

していくためのお手伝いをしていきます。 

で

するため

えて

、


