
上伊那圏域障害者総合支援センターきらりあ広報誌 

支 援 内 容 延人数 

福祉ｻｰﾋﾞｽの利用に関する支援 １,７１１ 

障害や病状の理解に関する支援 ９８７ 

健康･医療に関する支援 ７７６ 

不安解消･情緒安定に関する支援 １,０５８ 

保育･教育に関する支援 ２１２ 

家族関係･人間関係に関する支援 ７３７ 

家計･経済に関する支援 ５０４ 

生活技術に関する支援 １,３６６ 

就労に関する支援 ３２８ 

社会参加に関する支援 ３０５ 

余暇活動に関する支援 １０９ 

権利擁護に関する支援 ２５ 

その他 ７９７ 

計 ８,９１５ 

支 援 方 法 延人数 

訪問 １,４１４ 

来所相談 ４５６ 

電話相談等 ２,３３８ 

個別ケア会議 ４１４ 

その他 １,５７０ 

計 ６,１９２ 

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.com

● ● 

● ● 

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  

実生で育った河川敷の柳やにせあかしあの枝は、若葉をいっぱいに広げ、 

たわわに揺らしています。もうすぐ梅雨の季節ですね。 （H.K） 

2013 年 5 月 上伊那圏域障害者総合支援センターきらりあ 発行

★きらりあの HPができました★ 

http://park20.wakwak

.com/̃kiraria/

前年度は、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。  

第１８号 

2013/May 

…お知らせ… 

「H25 年度上伊那圏域

福祉フォーラム」 

１０月５日(土)開催 

きらりあ 所長  辰 野 恒 雄 

新しい年度が始まりました。今年は桜が随分早く咲き、本格的

な夏が来る前に夏日に見舞われ体調維持に苦労する年度の滑り出しでした。 

「きらりあ」を長く支えてくださった伊那市社会福祉協議会の方々が本家に戻り、スタ

ッフは社会福祉事業団中心になっていますが、上伊那圏域の方々に受け入れていただける

ように心を一つにして頑張りたいと思いますのでよろしくご支援ください。 

 法律も改正となり、相談支援の内容も大きく変わりつつあります。「計画相談の流れ」の

記事に記しましたように、一人ひとりにサービス等利用計画がつくられ、継続的な支援を

目指すことになります。これは平成 26 年度中に終わらなければならず、きらりあも忙し

い毎日になりそうです。 

 なお、この圏域の相談支援事業所は 4 月 1 日現在で 12 か所を数えます。相互に連携し

てよりよい相談支援を目指していきます。 

ってこんなところです

「きらりあ」は障がいのある皆さんの夢や願いをお聴きして、

皆さんが安心して地域で暮らせるようにお手伝いするために活

動しています。 

 「自分の思いを聴いてほしい」「仕事をしたい」「友だちと遊び

たい」けれど、どうしたらいいの？…という方は、相談にお出か

けください。皆さんの思いを大切にして、保健・福祉サービスへ

の紹介、支援、生活・就業全般に関する相談を行います。 

 個人の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

充実の「相談支援」を目指して
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就業・生活支援センター 

発達障害サポートマネージャー

    県セルプセンター協議会 事業化推進員

今年度はこのスタッフ

サービス受給者証の交付

やサービス支給内容が決

まります。 

困

ビス

役場で相談支援に関

わる申請をして下さい。 

障害区分の認定調査 

お医者さんの意見書 

障害区分が決まります。 
区分は１から６まで 

役 場の人

が手配してく

れます。困るこ

とがあれば相

談支援専門

員がお手伝い

します。

計画相談の流れ  ご本人

いけるよう

内 容 

相談支援専門員 矢野・春日

相談支援員 村上・小出

生活支援ワーカー 宮本・埋橋

療育コーディネーター 小出 

  療育講師 CP・ST

地域生活支援コーディネーター ★北原(け

ピアカウンセラー ★高橋 

就業支援ワーカー 江口・★

生活支援ワーカー 北原(は)

サポートマネージャー 北澤 

事業化推進員（ 駐在 ） 梅津 

★印は 25

スタッフで頑張っていきます。よろしくお願いします

市町村の役場か

相談支援事業所

に相談します。 

困った事があったら。 サー

ビスを受けたいときには。 

モニタリング

決まった期間

また、利用中

談支援専門員

相談支援事業所

支援専門員

とをお聞きしな

の利用計画

ケア会議 

相談支援専門員

案を提出して

る人達と一緒

サービスの利用

が始まります。 

あなたのことをみんな

が考えてくれます。 

計画の（案）を役

場に提出します。 

本人の思いをみんなで正しく理解し、適切な障がい

いけるよう、これからはサービス等利用計画の作成が

何がしたいのか

のか。あなたの

担 当 者 

春日・志賀 

小出・埋橋 

埋橋・平野 

ST・PT・運動保育士 

け)・春日 

★唐木 

)

25 年度からの新任職員です。 

いします。 

上伊那圏域地域自立支援協議会

の地域の障

にするために

何か、この

専門部会

専門部会

域の障がい

モニタリング

期間に「ふりかえり」をします。

利用中に困った事があれば相

談支援専門員に相談出来ます。 

相談支援事業所の相談

支援専門員があなたのこ

きしながらサービス

利用計画を作ります。

相談支援専門員が利用の計画

して、あなたを助けてくれ

一緒に相談します。 

ここもケア会議を開

きます。みんなに相

談できます。 

事業所と契約 

がい福祉サービスを利用して

が必要になります。 

がしたいのか。どんなふうになりたい

あなたの願いを話して下さい。 

障害者自立支援協議会
上伊那圏域地域自立支援協議会は、上伊那８市町村の、

障がい福祉について考える会です。どのような障

にするために、問題となることを専門部会で話し合って

この上伊那圏域にかかわる方みんなで考え、見つけて

専門部会は９つに分かれており、部会ごとに計画を立

生活支援部会・・・・・・・障がい者の

重心・要医療的ケア部会・・重症心身障

グループホーム部会・・・・グループホーム

就業支援部会・・・・・・・障がい者の

療育部会・・・・・・・・・療育を必要

精神障害者地域生活推進部会・精神障がい

権利擁護部会・・・・・・・障がい者の

相談支援部会・・・・・・相談支援事業所及

市町村連絡会・・・・・・・市町村職員主体

専門部会はオープン参加になっています。開催の情報はきらりあ

がい福祉を一緒に考えていきましょう。 

障害者自立支援協議会って？ 
障がい福祉にかかわるいろいろな方が集まりこ

障がいをもっていても、安心して生活できるよう

って、障がい者が地域で暮らすために必要なものは

つけて実現していく会です。 

立て、各部会年４～６回開催しています。 

の地域生活について 

重症心身障がい児者の地域生活について 

グループホームでの生活及び設置について 

の就業について 

必要とする方々への支援について 

がい者の地域生活について 

の権利擁護について 

相談支援事業所及び相談支援専門員のスキルUPについて 

市町村職員主体のグループ 

はきらりあホームページで確認できますので、地

まりこ

できるよう

なものは

地


