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講義上の留意点
①研修全体の基盤となる価値・倫理について取り扱う。

②各論的な内容は、各科目と重複するため、概説に留める。

③「何のための相談支援？」について学ぶため、当事者性を踏まえた

内容とする。



獲得目標

基本的人権の尊重、利用者理解の重要性について理解する。

キーワード

①自己決定 ②自己選択 ③権利

ケアの理念と哲学



福祉とは？

①いい人だったら誰でも出来る仕事なのか？

②福祉の支援は、学問的に説明できるのか？

科学（サイエンス）？なのか、それとも、、

ソーシャルワークとは？

③アート（芸術）としての福祉



１．相談支援（障害者支援）の目的

• 障害者権利条約について

障害者の人権及び基本的自由を確保し、尊厳の尊重を促進することを目的。

①障害者の尊厳，自律・自立の尊重，無差別，社会への完全かつ効果的な参加と包容。

②合理的配慮の実施を怠ることを含め、いかなる差別もなしに全ての障害者の人権及び

基本的自由を完全に実現することを確保、促進すること。

③身体の自由，拷問の禁止，表現の自由等の自由権的権利及び教育，労働等の社会権

的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的

に達成することを許容。

④条約の実施のための仕組み。

障害者権利条約は，2006年12月13日に国連総会において採択され，2008年5月3日に発

効しました。日本では2014年2月19日に効力を発生しました。



２．地域生活を困難にする課題～事例～

・知的障がい者の飲食店利用

→外出支援の一環として、地域の飲食店を利用し、食事していたと

ころ「障がい者を連れて食べに来るな」と他の客から直接、申し入れ

があった。理由は、「雰囲気が悪くなる」からとのこと。

・国会で取り上げられた事例（乙武さん）

→東京・銀座のイタリア料理店を訪れた際、店主から「ほかのお客様

の迷惑になる」「忙しいから無理」等と言われて入店を拒否された問題。



障害者の権利を守る～外食すること～

• 一般社団法人日本フードサービス協会は、障がいの有無にかかわらず、

女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切

にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を

実現することを目指し、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を作成した。

障害者差別解消法等を踏まえ、障がいのあることのみをもって、飲食店な

どが不当に入店拒否を行うことのないように徹底する。

そして、外食サービスにおいて、障がい者が不当な差別的取り扱いを受け

たり、合理的配慮の提供を拒まれたりすることのないように、飲食店としても

努力していかなくてはなりません。



３．障害者差別を理由とした訴訟

障害者差別禁止法に抵触する問題について、いくつか訴訟が起こさ

れています。過去の判例結果を見る限りにおいて、決して、福祉が向

上しているとは言えない結果となっています。それは、その時代や社会の文

化、価値、経済等を反映したもので、今後、その結果については、社

会の成熟と共に変わると思われます。

判決文の例：

障害者基本法は、あくまで「基本法」であり、国の政策の方向性を示すガ

イドラインであって、それ自体に裁判規範性は認められず、「基本法に違反し

た」として、損害賠償が認められることはない。



４．相談支援とサービスの基本
～制度に基づくケアマネジメント～

介護保険法における相談支援の特徴 障害者総合支援法における相談支援の特徴

・原則として、常に家族への支援が前提である。
・家族関係の「調整」や「再生」

・家族への支援を必ずしも前提としていない。
・家族からの「自律」、「自立」を基本とした支援を
展開することも多い。

・介護保険法では、サービス内容の詳細が決められ
ており、限定的に対応することが前提である。また、
生活全般を網羅するためには、時として、自己負担を
必要とする。

・障害者総合支援法は、障害種別に合わせて、サー
ビスが柔軟に設定されている（見守り、付き添い、外
出支援等）ことも多い。

・サービスの提供時間が断続的 ・サービスの提供時間が継続的（２４時間のサービス
利用も可能としている）



５．相談の歴史・背景～身体障害～

・脱施設と当事者主導による地域サービスの構築（１９７０年代）の時代

「青い芝の会」と横塚晃一氏

→母親の「障がい児」殺しに対する刑減刑活動

→横塚晃一氏と「鏡」

→障害者施設への批判（「横塚晃一氏の代表的な発言）

「障害者のために施設を作るのではなく、この社会に障害者は邪

魔だから、一か所に集めて隔離してしまおうと。健常者社会のため

に障害者施設はあるのだと。」「隔離された状況で、私たちが人間

として生きていけるわけはないのです」「これは私たちは殺された

状態です」

→「養護学校」（現、特別支援学校）義務化反対



６．当事者を支えた活動の理念と実際
• 自立生活

→「自立生活センター」

障害当事者が中心となって運営し、自立生活のための各種事業

（ピアカウンセリング等）を行っている。

・自己選択、自己決定

・失敗する権利、挑戦する権利

・エンパワメント



７．日本における「自立生活」の礎

「『ピア・カウンセリング」』は、アメリカが発祥の地。60 年代から断酒会ミーティングの中で

始まったもので、同じ境遇や立場にある人たちが互いに気持ちを聞きあっていく。そのこと

で自立を応援し合う。障害のある人の自立生活運動に大きな効果を上げました。

ピア（peer）とは仲間という意味。専門家主義を排除し、仲間同士の相談でつながりを深め

て自分の人生を生きていくのです。『自立』というと、経済的自立のみに主眼が置かれがち。

それでは企業社会から排除されている障害を持つ人には、永遠に『自立』はありえないでし

ょう。親元か施設かの二者択一を迫られていた重い肢体不自由の障害を持つ人たちが、生

活保護や年金を使って、地域で自立生活を実現しようと活動してきました。

私たちは 1986 年、日本で初めてそれを支援、実現する機関として、障害を持った当事者

による自立生活センターを八王子に立ち上げました。」

（安積遊歩２０１３年）



８．障害者運動の歴史～精神障害～
昔の日本の労働基準法では、精神病患者の就労禁止法というのがあっ

た。精神病患者は働いてもいけなかったし、企業はそういう人を雇ってもい

けなかった。→社会状況に対する憤りと当事者・家族・支援者の思い。

・宇都宮病院事件（１９８３年）

→国連人権委員会で取り上げられ、その後、精神保健法（１９８７）

の成立に繋がり、任意入院制度の充実や開放病棟の創設等、

精神障害者の医療・福祉の改善へ。

・精神障害者基本法改正（１９９３年）、精神保健福祉法改正（１９９５）

→障害福祉の対象に含まれ、精神保健福祉手帳制度が創設。



リカバリーとは、

「人々が生活や仕事、学ぶこと、そして地域社会に参加できるようになる過程であり、ま

たある個人にとってはリカバリーとは障害があっても充実し生産的な生活を送ることがで

きる能力であり、他の個人にとっては症状の減少や緩和である」（定義）

「利用者個人のものであり、利用者自身が歩むもの。その概念は他者とのつながり、将来

への希望を持つこと、生活の意義・人生の意味などを含む広いもの。また、リカバリーの内

容やペース、目標の在り方は人によって大きく異なり、支援者/専門家の助けを必要とする

場合と必要としない場合がある。すなわち、リカバリーの文脈を考えるとき、主役（意思決定

をする人）は常に利用者本人ということになる。

「利用者個人にとって、リカバリーは夢や希望にたどり着いた結果というより、結果に行き

着くまでの旅路（プロセスあるいは過程）であることが強調されている」

（国立精神・神経医療研究センター ホームページより一部抜粋・加筆）

９．障害者運動を支える考え方～リカバリー～



１０．障害者運動からみた相談支援事業～ソーシャルアクション～

相談支援を「ソーシャルワーク」として活用するためには、相談を通して、

社会へ働きかける必要がある。

１９７０～８０年代 各地で全身性介護人派遣事業

１９９０年 福祉関係８法改正 最大２４時間３６５日

１９９５年 ノーマライゼーション７か年戦略

１９９６年 相談支援事業につながる３事業開始

・市町村障害者生活支援事業（身体障害）

・障害児（者）地域療育等支援事業（知的障害）

・精神障害者地域生活支援事業（精神障害）

１９９７年 障害者ケアマネジメントモデル事業開始

（障害者ケアマネジメント従事者養成研修開始）



２０００年 介護保険制度スタート

社会福祉基礎構造改革

無料給付型福祉→応能負担

２００２年 障害者ケアガイドライン

２００３年 支援費制度（措置→契約）

介護保険との統合に反対運動

２００６年 障害者自立支援法スタート、障害者相談支援事業の法定化

２００９年 政権の交代

２０１２年 障害者総合支援法スタート

２０１５年 サービス等利用計画の対象者拡大



１１．障害者運動と国連障害者権利条約
• 国連で障害者権利条約を作るため、日本で原案作成。

• 国連アジア太平洋経済社会委員会で原案を決定。

• 国連本部で可決成立（２００６年に国連総会で採択、２０００年に発行）

• ２０１４年 日本において批准・発効

→２０１１年：障害者基本法改正、２０１２年：障害者総合支援法成立

２０１３年：障害者差別解消法成立 これらの法整備を受け批准・発効

・国際条約に反しないものとするため、本人のニーズに基づかないサービス

提供や支給決定は法的にはできない。

→このことについては、これまでの福祉における援助原則である

「自己決定」の原則を踏まえれば。当然のことと考えることもできる。



１２．障害者権利条約の批准と介護保障要求運動

• ２０１４年以降 全国で介護保障を求める訴訟が展開、地域で２４時間の

介護保障運動が展開された。２０１７年、４７都道府県に１か所以上の２４

時間保障がある市町村が誕生した。

→しかし、実際は、生活場面における介護保障や自己決定尊重の

原則は、以下の訴訟判決に見られるように、その多くが結果として、

「努力」規定に留まっていると考えられる。

・地域の小学校への就学を希望していたにも関わらず、支援学校へ就学決

定された〇〇市のAさんは、支援学校就学決定の取消し・地域の小学校へ

の就学決定を求め、県教委・市教委を相手に訴えを起こしていました。

→原告の主張を棄却する判決結果



１３．国連障害者権利条約の国内適応と「権利条約」

・障害者基本法（２０１１年改正）

→障害の定義に難病を追加。合理的配慮の概念を導入。

・障害者総合支援法（２０１２年施行）

→地域で生きる権利と支援を受けて生きる権利を明記。

障壁になる制度や慣習の除去、改善を目指す。

・障害者の権利条約１９条（２０１４年）※以下、要約。

→①他者との平等、「どこで誰と生活するか」を選択する権利、特定の施設で

生活する義務を負わない。②地域社会から孤立・隔離を防止するためのサ

ービス等を整備する。③一般住民向けのサービスを障害者も受ける。

・障害者差別解消法（２０１６年施行）

→合理的配慮の運用（行政は義務、企業は努力規定）



「ノーマライゼーション」理念の浸透

【H15】

【S56】
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【H30.4】
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身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として

昭和25年制定）
難病等を
対象に

発達障害を対象に
（H22・12）

他科目

（厚生労働省資料）

１４．障害福祉施策の変遷について



平成15年 障害者支援費支給制度開始
 措置から契約へ

相談支援事業一般財源化
 国の補助事業から市町村事業へ

平成18年 障害者自立支援法施行
 障害者相談支援事業開始（相談支援事業が法律に明記）

 相談支援専門員の創設
 サービス利用計画作成費の創設

平成24年 障害者自立支援法改正
 相談支援体系の見直し
 特定相談支援
 一般相談支援
 障害児相談支援 の創設

平成2年〜8年 身体・知的・精神各相談支援関連事業開始
 身体障害者：市町村障害者生活支援事業（平成8年）
 知的障害者：障害児（者）地域療育等拠点施設事業（平成2年）

→障害児（者）地域療育等支援事業（平成8年）
 精神障害者：精神障害者地域生活支援事業（平成8年）

21
（厚生労働省資料）

他科目１５．相談支援事業の経緯



１６．ケアマネジメントの類型例～全面的ケアマネジメント～



１７．① 相談支援とは？
・相談支援事業の目標と目的（キーワード）

→ニーズ、意思決定、チームアプローチ、マネジメント、エンパワメント

地域ネットワークの構築、プライバシー、

・相談支援の効果と創出

→「何のため」の相談？ その相談は意味があるのか？



１７．② 相談支援とは？法的根拠

・全ての人が「法益」を有している！

「法益」とは、法で守られている利益のこと。

・本人の「意思」を無視して、勝手に色々やってしまうと、それは「権利侵害」

＝「犯罪」となってしまう恐れがある。

だからこそ、必ず～「しますか？」と行為の前に、自己決定の確認をする♪

支援者と被支援者の間のミスマッチをいかに防ぐか？

「計画」的な支援が時として「暴力」となる？

「一期一会」の支援？



現行の相談支援体制の概略

相談支援事業名等 配置メンバー 業務内容 備考

基幹相談支援センター

※交付税措置
＋

地域生活支援事業等
補助金

定めなし（地活要綱例示）
主任相談支援専門員
相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師 等

・総合的・専門的な相談の実施
・地域の相談支援体制強化の取組
・地域の相談事業者への専門的な指

導助言・人材育成
・地域の相談機関との連携強化
・地域移行・地域定着の促進の取組
・権利擁護・虐待の防止

左記業務内容実施に向けた人員配置
と研修の実施
■1,741市町村中

473市町村(H28.4) 27%
→518市町村(H29.4) 30%
→650市町村(H30.4) 37%

■719カ所(H30.4)

障害者相談支援事業
実施主体：市町村→指定特

定相談支援事業者、指定一
般相談支援事業者への委託
可

※交付税措置

定めなし ・福祉サービスの利用援助（情報提
供、相談等）

・社会資源を活用するための支援
(各種支援施策に関する助言・指導)

・社会生活力を高めるための支援
・ピアカウンセリング
・権利擁護のために必要な援助
・専門機関の紹介 等

地域の実情に応じた役割・機能分化に
よる。委託と基幹は一体化、一体的運
営も考えられるが、業務及び業務量の
整理等市町村の体制整備を検討の上
実施

■全部又は一部を委託90%
市町村で直営実施10% 

■単独市町村で実施59%
※H30.4時点

指定特定相談支援事業所
指定障害児相談支援事業所

※報酬で対応

・専従の相談支援専門員
(業務に支障なければ兼務可)

・管理者

計画相談支援等
・サービス利用支援、
・継続サービス利用支援

※特定事業所加算を受けている場合
は24時間対応及び困難事例にも対応
する場合あり

■7,927ヶ所(H27.4) 15,575人
8,684ヶ所(H28.4) 17,579人

9,364ヶ所(H29.4) 19,083人
9,623ヶ所(H30.4) 20,418人

※障害者相談支援事業受託事業所数
2,189ヶ所(23%)

指定一般相談支援事業所

※報酬で対応

・専従の指定地域移行支援
従事者(兼務可)、 うち１
以上は相談支援専門員

・管理者

地域相談支援等
・地域移行支援
・地域定着支援 等

■3,357ヶ所(H28.4)
→3,420ヶ所(H29.4)
→3,397ヶ所(H30.4)

25
（厚生労働省資料）

１８．相談支援の今後①



＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

a. 基本相談支援を基
盤とした計画相談
支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体制の
整備や社会資源の開発など

 総合的・専門的な相談の実施
 地域の相談支援体制強化の取組
 地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成
 地域の相談機関との連携強化
 地域移行・地域定着の促進の取組
 権利擁護・虐待の防止

 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

 社会資源を活用するための支援（各種支援施策
に関する助言・指導）

 社会生活力を高めるための支援
 ピアカウンセリング
 権利擁護のために必要な援助
 専門機関の紹介

主な担い手⇒市町村相談支援事業

基本相談支援
計画相談支援等

・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

主な担い手⇒指定特定相談支援事業

主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域（自立支援）協議会

26（厚生労働省資料）

１９．相談支援の今後②



障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の
機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応

じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性 地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター
短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

27（厚生労働省資料）

２０．相談支援の今後③ 地域生活支援拠点の整備



平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成29年度）地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査【好事例集】

２１．相談支援の今後④



２２．相談支援の今後
①質的変化

→施設入所から地域へ

→地域での継続的・総合的支援

→福祉人材の確保と養成（後進の育成）

→新たな政策の創出と再構築

②先進事例に学ぶ

→東京都八王子市

拠点の整備５か所、「熟練」相談支援員２０名の配置

効率的・効果的な相談体制、予算確保



まとめ①
～地域と相談支援の抱える課題～

地域で生きることとは、管理され、閉ざされた「空間」ではなく、

自由で、開かれた「空間」で生きること保証するものでなければならない。

時として、事故や事件に巻き込まれるリスクを伴い、1日1日を祈り、奇跡の

連続で生きる。何も変わらない日常でなく、変化の連続を内包する日々。

「今日１日をどう生きるか」と「明日のゴールを目指す」人々にとっては、

時として、支援「計画」は脅威であり、人間を疎外する危険性を持っている。



まとめ②
そして、現代

• 現代の問題をどう捉えるか？

相模原の事件

容疑者の主張：

「生産能力のないものを支える余裕はこの国にはない」

→「社会が作り出した病」（和光大学名誉教授 最首氏）



最首氏（和光大学名誉教授）
相模原の事件と「社会が作り出した病」とは？

私が考える「社会が作り出した病」とは、合理主義の風潮があ

ることだと思う。仕事や学業などで人材を求めるとき、どこを重要

視しているかというと、その人の持っている学歴や資格などの能力

を重視している。そして、そこからどんな人なのか、何を得意として

いるのかなど、最終的に貢献でき役に立つのかどうか、人をみて

判断する行きすぎた合理主義があるからだと考える。また、能力

で判断される仕事も多いため、一人一人が心に余裕がなく支えあ

っていくという考えに至らないのだと思う。（立正大学 学部２年生）
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これまでご支援・ご協力いただいた

皆様に感謝

そして

支援の充実と福祉の向上を目指して

これからも皆さんと

連携して行ければと考えています。

利用者さんとともに・・・・・



Let’s reach out and walk together！！


