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ふくしネットの概要

長野

（自立支援協議会のイメージ）

○人口：382，862人（平成18年7月現在）
○長野市障害ふくしネット

・関係機関の情報共有、連携強化
・複合したニーズを有する具体的なケースに係る検討・支援の策定

・行政施策について研究・検討し、提言する。
・事務局は社会福祉法人に委託（市障害福祉課と協働）
【そのための各種会議】

◎長野市障害児者サービス調整会議

◎専門部会の設置（こども部会、しごと部会、くらし部会、当事者部会、権利擁護）
◎施策フォーラム
◎ケアマネ連絡会
◎ふくしネット運営部会

○市内相談支援事業所も福祉ネットに参画
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平成17年座 長野市障害ふくしネット 議題内容一覧表
ケアマネ1絶食

当事者瑠門部会

（t）サービス鯛王台托の報告
い）じぷんのことをはなす
（か他の霹裁からの韓書
（2）ルー石ルようがいしゃ〉のサービスをしる
（3）自立生活∬磯事主について‖年度の方 （D交通（こうつう）について
（3）ビデオづくりについて
（l）17年丘の体■について
（■）災事（さいがい）について

（t）サービス■暮曇■のt書

■月

嘉†について

（3）情t文■

（t〉 他の鴨裁からの報告
（2）自立生活■麟事象について
（ユ）け年鷹の方針lこついて
り）その他

（l）■義について−ケアマネージメントアセスメ
ントシートの故封・モの●
5月

精♯障書青書門部会

こども＊会

く幻ケース牡打・惰牡交■

（卸情■箕■

（l）じぶんのことをはなす
（か 文通について
（3）托簸フォーラムヘのI￡苫について
（4）ビデオづくりについて
（5）災苔はいがい〉について

【l）■書■■区分疇竃■行事暮についての千■
されもl■■

①J≠兄事れのEi方法
親柱の■暮暮の闇■■雷積t■ヰt

い〉一分（じぶん人わこと監比すり暮なす〉
（2〉交i（こうつうーこついて

■
◎t■の暮t暮
紀入方濃■■雷の科暮
qJTセスメント○爬事■間
鴎事■彙■の鴫モ

6月

（t）施策フォーラムの捜書について

・これヂでのはし合いの貰とめ

・艦鼠フォーラムヘの堤書についての姥告

（2〉 自立生活紳■亭嘉について

・控t内甘をもう少し井体化しよう．
q〉ビデオづくりについて

仰災響（さいがいガ＝ついて（だ抑ナん）ボラなどの
■書（ほうこ（〉

（2〉ケース杜封
（】）憮■文■

ていつに事内の1円t揮のでt■市）t

は）■Tt丘区分q鷹■暮についての中Ⅳ欄鳩
と十縫の千t

■己や介

のケーブラン斤戚事暮）

の暮1士■

（1）もんぜんプラ慮の王書について 障害者自立支旺法（じりつしえんほう）につい

7月

（り■書■t暮へのケ丁マネジメント事蜘■t 巳スタ
ート）状曳■●

旺）■正文は法暮行（千丈1劫なう糟への1董 ●■

8月

→rくらし●■Jで肘lしてほLい

義■の正さ■■など〉
侍〉ケース■榊
（t〉ケ▼デ，ン作慮事■について−■■分野
（む鬱Il丈丘について
9月

伯〉事01■桝

（l〉憎t文■
（5〉ケース■桝

（り 白分（じぶん）のことを指す（はなす〉
（2）ビテオづくりについて r編鉱（へんしゆう）
・社暮■応■■事霊（■土木）
てJ

・れ鶴見■

のしかた」

（り 書書積社旗上り

（3）壬伝免餅旺の王帆こついての現状 いて
（▲）文さ（こうつう如こついて「蕊（もり）と木
（書）でのはなしj

・攣＃欄

（り自分のことを鰭す
（2）「支iについて」のこ九から

（l〉 轟野市のれ幼児フ√ロー体■の覆扶 （t）■書橿祉＃より
（む Ⅶ暮の縫牧■lI名の方）

（2）21♯間の相繍支援体制l■ついて （ユ）災審について

（1）れ幼児期の支檀システムについて （8）wKの受信料免陰について （小ビデオつくりについて （5）ふ（しネットのほかの船虫について

・…L二
（t）白土支線法の鋭巾（1野簡■事■札■）
（む■■t慮一デd■ツーシ▼ルウートから
10 （1〉 事01■桝

（りヰ書穐祉揮より

■■■闊での告■牡の■事欠のサポート体 ■現状と■1 Q）什1K受信料割引について

月 （か♯祉サービス利用の仕方について ・雛ノ井▲合■■■■楕■暮
・tlI廿最t■F
（3）よ■簡の■書先■す・土語サ■−−一体■
（傭8の相手まとめて）
（り鴨●●の▲■扶宏
（む■事象■正文■法1について

−はと『■月いつに会科分・■企桝村両王書■）2（▲射てい靡を臨の麒■止の由書① 喝切■たじ応に書内のスビーサプルヘムーホ−柑■事）u りじゃしいがうよし（会明此法線支立自書誓牡 n
（4〉♯寧鷹の事暮について

はl舶暮ttフォーラムヘの吐嘉のモの▲）
は〉¶●文■

（りじぶんのことモはな丁

也）r交iにうつ別についてJのこ九から

（3）2●韓間支援体¶について

（ユ）災讐（さいがいy￣ついて

（1）書書雷土間精鋼企面について （1）ビデオづくりについて （S）ふくしネットのほかのIl合し茹かいXこついて
什）じ上うほこうかん

（り札勧先爛の王柵システ▲について（−8才）
・■暮のある書生兄への増応についての書 （り■亨橿祉霹より
たなIl纂

⑦初Fケア女▲の▲わ方について

（釘十年虞l勺のfとめl＝烏けて

川）l●11く受信料免欄についての報告

（り■■書■立支援法の駿■（1野簡■暮 牡城）
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（かケース書好

月 （3〉情t量れ
（咄・●tのケ†乃ントの●加について
（豹モの■

乳幼児期のI山l責牡体■の九れ（−3才）
クリスマス曇 全嶋：西洋レストランもりたろう

（幻◆▲の■体的僧真について
叫）その■

（1）しょうがいふくしかより

（1）■雷●■立夏■き■行■の■汁■▼
雷のl■tと■■について

1月

と★年鷹の封について
（3〉什t文書
（▲〉モのt

（3）点字離村などについて

くり札幼児九の欄暮l支址・惰t牡供の富口のパ （1）貞立支挫法について（l■書楕祉芥よ リ） （2）■書著』間特桝企簡の報告

（2）さいがいについてーおおゆきのなかでみ
（5〉ほかのぶかいのようす

化lじ上ろほちころかん

2月

（1）ケアマネ膚▲食l‖丁年鷹のふりかえり
と集年度の■1について
（む必事Il▲の■暮について

（1）乳幼兄期の▲はした相旗文雄体qつく

（●）慣t文■

（2）点字牧村などについて

り

（t〉しょうがいふくしかより
（Z〉さい机、についてーおおゆきのなかでみ
なさんのようナZJ
（2）ヰ簑フォーラムについて
（3）その他

（ユ）ビデオ■づくりについて

り）パンフレットづくりについて
（5）ほかのぶかいのようす
化）じょうほうこうかん

（のそのt
（t）ケアマネ書義▲HtT牛虎のふりかえリ

（カ必暮■iの■iについて
3月

（3）事Il■h
（4〉惰t交■
（5）モの■

くり自立文壇法について（■書事■祉旗） は）4月からの■曇のあり方について

一瞥■食の状況を鞠fえて−

（1ルようがいふくしかより （2レくッティングセンターの見辛のほうこく（ポ プラの彙）

センターⅠ繋について
叫）モの亀

（ユ）パンフレットづくりについて
（4）サーービスtl艶彙暮lについて
（5）らいねんどについて

（8）じょうほうこうかん
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長野市における障害のある人の地域生活支援システム概念図
l

「■￣■￣￣￣■￣■￣■￣■￣■￣￣￣ ￣■￣ ￣■￣一￣■

；障害児者援護施設：
邑サービス提供事業所皇
l

．、

、、‥

妄 ボランティア団体等
L基盤整備・活動強化‥ ；

ケアマネジメント

相談支援事業・福祉施
設・行政窓口等へ相談

当事者

障害児■者及び家族

＼

④ケアプランの実施
（サービス等の提供）
− ￣￣ ●

（再アセスメント）

ヽ、

自立生活プログ
ラム等の実施

l

ふく・しネット専門部会の構成メンバー
想定されるテーマ

節会の名称

…こども支接触金

練成メンバー傭設の種別等）

P出生時からの継続した家族へ陣書児通凝施乳児童子イサービス施臥罷健軒健康鼠保健センター（保乳

のフォローアップヰ制の構築 軌．児童相艶諷社議事集配養護単綾自立支凍教育コーディネーター、療計
0教育と稽祉の連携

ヨ一子ィネーFター（地域療育等支採草叢）、長野市自律玉津教育担任者・会長、陳
菩児保育関係卓・他

しごと支援部金

0＝学校卒業後の進路の検討

0作業工賃アップ

身体轢鼠身体磁社工場、知的授産、精神捜乱発同作叢猟件轟執権祉エ
乳業洋学校進儀凋尊王草地

0授産活動の活性化

しごと支渓部凌
Ⅱ

0就労支援ネットワークの構築 就労移行授産、ハローワーク∴障害者職業センター、．企票、養護学校進路指導・
0就労支援チーム

主事、生活東経ワーカー他

0福祉版ジョブコーチ
くらし支援部金

0鹿投入新着の地域移行

身体更生、知的更生、身韓療乳量心施設、知的デイサーゼス事業軌知的グ

0災害時の対策

ループホーム、精神グループホーム、生活乱精神碓祉ホーム、居宅サービス

0橿祉人材育成

事業所他

0サービスの改讐、開発
当事者部会

★当事者の視点から、現行の施策身体・知的・精神当事者
やサービス状況を検証するこ

漣藁フォーラム

★・各部会からの依軌こより各機メンバーは運営部会七味瑚

開．への捷嘗をまとめる申

≡ ヶァマネ連絡会

★相談ケースより潜在的ニーズ3幹事の相敏文津事業、障害者ケアプランナー

を操り、ネットワークのエンジン
とな思事務局会議

権利擁護部会

★権判食客防止のスローガン素子ーマ毎に触を設定、メンバーは必要に応じて運営部卓で依績
作成や愉御領裏作成、議祉オン
ブズマンの報♯北
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