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本科目の柱

地域の相談支援体制

（法制度・システム）

理念・思想

（支援の本質）

社会資源

（支援の要素）



相談支援事業の役割と機能の理解、
地域資源を把握し、ネットワーク構築
の重要性を理解する。

１．獲得目標
カリキュラムから



①地域における相談支援の基礎
②地域における相談支援体制と展開

・ライフステージと家族支援
・地域資源を知ることとその活用
・地域課題の抽出、共有、解決
・地域課題の共有と課題解決
・自立支援協議会の目的、仕組、機能

２．本⽇の流れ
令和元年度 相談支援従事者指導者養成研修 参考



地域福祉とは、自立生活が困難な個人や家族が、基礎自治
体や生活圏を同じくする地域において自立生活できるよう
ネットワークをつくり、必要なサービスを総合的に提供す
ることであり、そのために必要な物理的、精神的環境醸成
を図るとともに、社会資源の活用、社会福祉制度の確立、
福祉教育の展開を統合的に行う活動
（日本社会事業大学名誉教授 大橋謙策）

はじめに



①地域における相談支援の基礎

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料



地域生活の基礎は、衣食住です。この部分へのニーズに

対して、早急な対応が求められます。そして、その基本に

あるのは、「生命」を守ることです。地域の相談支援は、

根源的には、「病院」や「施設」での暮らしと同様、「生

命」をいかに守るか？を問いながら支援することが求められ

ています。その目的を達成するための、連携であり、社会資

源です。もちろん、人間の「生命」は、「ただ生きている」

だけを意味せず、「生きる質」も含んでいます。



「地域の相談支援」と「地域文化」・「まちづくり」

現在、行政、特に各種の制度政策は、縦割りで、総合的な地域

の「診断」が難しい状況にあります。地域の相談支援は、その

「地域」にコミットして展開しなければ十分に機能することはで

きません。ここで意味するコミットする意味は、相談支援に従事

する人が、その住民とともに地域の価値観や地域文化を共有、理

解することです。

これがなければ、地域の問題や課題を「自分」のこととし

て捉えることが難しく、地域で暮らす方の真のニーズを構造

的に見ることができません。



「地域の相談支援」と「地域文化」・「まちづくり」

地域の相談支援は、その「地域」にコミットして展開しな

ければ十分に機能することはできません。ここで意味する

コミットする意味は、相談支援に従事する人が、その住民と

ともに地域の価値観や地域文化を共有、理解することです。

これがなければ、地域の問題や課題を「自分」のこととし

て捉えることが難しく、地域で暮らす方の真のニーズを構造

的に見ることができません。



地域交流レストラン ハッピークローバー（さくら市）



②地域における相談支援体制と展開

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料
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指
定
相
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支
援
事
業

市町村相談支援事業

市町村直営
相談支援事業

市町村直営
基幹相談機能
（地域⾃⽴⽀援
協議会）

基幹相談支援センター

委託相談支援事業

１．一般的な相談をしたい場合（基本相談）
２．サービス等利⽤計画（障害児⽀援含む）
３．地域相談⽀援（地域移⾏・地域定着）
４．他委託内容による事業

市
町
村
に
よ
る
相
談
支
援
事
業

○計画相談支援（個別給付）

※児童は居宅サービス
・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

○基本相談支援
（障害者・障害児等からの相談）

○地域相談支援（個別給付）
・地域移⾏⽀援
（地域生活の準備のための外出
への同⾏⽀援・⼊居⽀援等）
・地域定着支援
（２４時間の相談支援体制等）
○基本相談支援

（障害者・障害児等からの相談）

委
託
可

委
託
可

○障害児相談支援（個別給
付）※通所サービス
・障害児⽀援利⽤援助
・継続障害児⽀援利⽤援助

※ 障害児の入所サービスにつ
いては、児童相談所が専門的
な判断を⾏うため、障害児⽀
援利⽤計画の作成は対象外。

指定特定（事業者指定は市町村⻑）
指定障害児（事業者指定は市町村⻑）

指定一般
（事業者指定は都道府県知事）
・指定都市市⻑・中核市市⻑

○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

○ 地域
（⾃⽴⽀
援）協議会
の原動⼒と
なる

都
道
府
県
広
域
専
門
相
談
等

○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

１

２

３

４



・地域における障害者の相談支援事業

障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう身近な市町村を中心として相談支援事業を実施しています。

地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっているた

め、各市町村ごとに違いが見られます。

社会生活＝経済生活

2020/7/13



・障害福祉サービス等の利用計画の作成
（計画相談支援・障害児相談支援）

窓口：市町村（指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者）

障害福祉サービス等を申請した障害者（児）について、サービス等利用

計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリン

グ）を行う。

サービス等利⽤計画についての相談及び作成などの⽀援が必要と認められる場合
に、障害者（児）の⾃⽴した⽣活を⽀え、障害者（児）の抱える課題の解決や適
切なサービス利⽤に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく⽀援するものです。

2020/7/13



・地域生活への移行に向けた支援
（地域移行支援・地域定着支援）

窓口：指定一般相談支援事業者（都道府県指定）

・地域移行支援

入所施設や精神科病院等に入所・入院している障害者について、

住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相
談、

地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援

・地域定着支援

居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくため

の常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者

について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の

事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援 2020/7/13



・一般的な相談をしたい場合
（障害者相談支援事業）

窓口：市町村または市町村から委託された指定特定相談支援事業者、

指定一般相談支援事業者（現状９割が委託）

・福祉サービスを利用するための情報提供と相談

・社会資源を活用するための支援

・社会生活力を高めるための支援

・ピアカウンセリング 専門機関の紹介 等

※内容は各市町村によって異なります。

※市町村地域生活支援事業の必須事業
2020/7/13



・一般的な相談をしたい場合
（障害者相談支援事業）の補足

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人

等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用

支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。

また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支

援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係

機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。

2020/7/13



・基幹相談支援センターとは

2020/7/13



特に専門性の高い相談支援事業

①発達障害者支援センター
運営事業

②高次脳機能障害及びその関
連障害に対する支援普及事業

③障害児等療育支援事業

④障害者就業・生活支援
センター事業



相談支援と連携、ネットワーキングの方法
相談支援において、連携、ネットワークは、

信頼関係をベースに、時間をかけて育んで⾏くもの

また、相談支援におけるネットワークは、

医療、⽂化、歴史、産業など、本来、「地域づくり」

の一つとして形成していくものです。



「相談支援」or「ソーシャルワーク」

「相談支援」と「ソーシャルワーク」は、「同義」であるか，否か。

その言葉の使い方については、仕事の定義を含め意識して使用することが大切である。

「相談支援」も「ソーシャルワーク」も、その用語の使い方については、厳密な使用制限

を受けることもなく、自由に使われている。

そのため、「相談支援」と「ソーシャルワーク」の質について、医療と比較すると、社会全体の

コンセンサスを得ていると言い難く、利用者にとっても「なじみ」が薄いため。話題にもならない。

現在、地域の相談支援を担う方々の思い、専門性、などなど、多種多様であり、

提供される「相談」・「相談支援」の「サービス」の全体的なコンセンサスを得るには、程遠い

状況があると思われる。



ライフステージと家族支援

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料



地域における相談支援は、その方のライフヒストリーに寄り添い、

人間の発達段階に応じた支援を展開することが求められる。

精神科医の神谷美恵子は、自らの臨床と研究において、人間の発達

に寄り添う中で、生きる上で大切なことは、「生きがい」であると論

じている。

「安定への欲求」も、経済的、社会的次元を超えて、何よりもまずこ

の心の世界のおちつきがあってこそはじめて根本的にみたされるもの

と思われる。 （神谷美恵子）

心の世界のおちつき→生きがい



地域ネットワーク 【途切れない相談⽀援の継続性】
（成⻑発達過程における各ライフステージでの相談⽀援）

乳幼児期

【出⽣〜⼊園まで】

相談との出会い・保健師との
連動・保育士/加配 ⺟や兄
弟家族への相談「親の復職・
兄弟支援）の支え

児童期

【就学〜⾼校卒業まで】

就学・進学前後の移⾏⽀援会議

週末・⻑期休暇・登下校や宿泊を伴う

応援の体制整備 学校での個別支援会議
卒業への進路相談 暫定支給決定

障害支援区分認定 移⾏⽀援会議

成人期

【18歳〜】

サービス事業者との連携

企業との連携

社会参加や活動支援

障害基礎年⾦相談

就労支援 ⾃⽴⽣活⽀援
医療との連携 地域移⾏

地域生活支援

医療的ケア児の支
援サポート体制

市町村
基幹相談
委託相談
指定相談
他相談支援

特別支援教育との連携強化
発達支援の視点の共有

福祉サービス事業所との連携
（発達支援の視点の共有）

地域相談支援
権利擁護⽀援

連携

発達障害への支援
サポート体制



相談支援と子育てへの寄り添い
出生直後は、発達の遅れへの悩み、養育上の困難性が

大半を占め、徐々に「能力障害」に関わる悩み、保育や

教育における悩みが増え、小学校から社会人へと年齢が

進むにつれて、社会的自立の障害（不利）に対する悩み

へと変化する。

2020/7/13



○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、子育て世代包括支援センターに保健師等を配置して、

「母子保健サービス」 と 「子育て支援サービス」 を一体的に提供できるよう、きめ細かな相談支援等を行う。

○母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センターを法定化（２０１７年４月１日施行）（法律上は「母子健康包括支援センター」）。

➢実施市町村数：５２５市区町村（１，１０６か所）（平成29年4月1日現在） ➢２０２０年度末までに全国展開を目指す。

※各市区町村が実情に応じて必要な箇所数や管轄区域を判断して設置。

保健所 児童相談所
子育て支援機関

医療機関（産科医、小児科医等）

①妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導
③支援プランの策定 ④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整
※医師、歯科医師、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、心理職などの専門職の配置・連携も想定される。

子育て世代包括支援センター

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

民間機関

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

妊婦健診

乳児家庭全戸訪問事業

子育て支援策
・保育所・認定こども園等
・地域子育て支援拠点事業
・里親 ・乳児院
・養子縁組
・その他子育て支援策

両親学級等

妊娠に関する
普及啓発

不妊相談

乳幼児健診

予防接種

産前・産後サポート事業 産後ケア事業

近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス

養育支援訪問事業

利用者支援実施施設

地域の関係団体

ソーシャル
ワーカー看護師助産師保健師

産婦健診

サ
ー
ビ
ス
（
現
業
部
門
）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
必
須
）

母子保健支援

子育て支援

子育て世代包括支援センターの全国展開参考資料



本人を中心として相談支援は展開されて行きますが、本人

支えている家族や兄弟、親戚等、周りの支援についても同時

に考えていくことが、求められている。

発達の段階で理解しておかなければならないことは、

子どもの障害と療育といった課題が、成長とともに、保育や

教育機関そして社会へと段階を移す中で、それらの期間との

調整にかなりの負担がかかってくる。

常に家族の力によって、様々な交渉や相談を進めて行かな

ければならないため、時として、家族内の問題に向き合う

ことも必要となる。 2020/7/13



「障害」受容と相談支援

2020/7/13

障害を告知された時、親は、
そのすべての責任を一人で背負
い⾃責の念に⾒舞われることが
ほとんどだと言われています。
相談支援においては、親の心に
寄り添い、共感的関係の中で苦
悩を受けとめる必要があると言
われています。
（ドローター1975）



相談支援従事者指導
者養成研修 2019
抜粋



入園から就学準備

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料

保健師による相談支援がベー
スになります。ニーズによっ
て、⽀援利⽤計画が必要とな
るため、相談支援事業所によ
り計画が作成される事になり
ます。家族は大きな葛藤と決
断を強いられている段階にあ
るので、今後について、丁寧
に相談対応することが重要で
す。その後、関係機関がチー
ムとして連携して⾏くことが
求められています」。



小学校入学から中学校へ
①途切れの無いサポート作り

②情報の整理と情報発信

③新たな支援ネットワーク作り

就学相談委員会

準備（進路相談・⾒学・体験）

特別支援の
体制準備 学校

入学準備
中学校への進学

これまでの支援を次に繋ぐための支援会議が必要です。
相談支援は、家族と一緒に歩みながら、必要に応じて入園・

入学直後の状況確認をしたりすることも重要です。
⺟親が就労しているような状況では、食事やサービス時間外

の対応について準備しておくことが必要となります。
小学校入学後は、家族の意向を確認していくことが必要です。

この頃から、本⼈と家族⽀援のバランスを、成⻑発達するため
にどうするかを相談支援は常にモニタリングする必要がありま
す。
中学校では、複数の先生が関わるため、校内調整の機能がか

なり重要になります。



高校・大学進学・就労・社会・自立生活へ
≪進路(進学)相談≫

① 義務教育の修了(終了)と受験に向けた課題

② 高校進学か？特別支援学校高等部進学か？

通信制高校か？

≪就労・社会への相談≫ ～次のステージへの移行支援～

① 就労へのチャレンジ

② 家族から自立へのチャレンジ

③ 親亡き後への心配



特別支援教育コーディネーターの役割
特別支援教育コーディネーターを校務として明確に位置付けることにより、
学校内の教職員全体の特別⽀援教育に対する理解のもと学校内の協⼒体制を構
築するとともに、⼩・中学校⼜は盲・聾・養護学校と関係機関との連携協⼒体
制の整備を図る。

具体的な役割として，小・中学校の特別支援教育コーディネーターは、
（1）学校内の関係者や関係機関との連絡・調整、（2）保護者に対する学校
の窓口として機能することが期待される。⼀⽅、盲・聾・養護学校の特別⽀援
教育コーディネーターは、これらに地域支援の機能として、（3）小・中学校
等への支援が加わることを踏まえ、（4）地域内の特別支援教育の核として関
係機関とのより密接な連絡調整が期待される。



「成人期」に抱える問題・課題と子ども時代
「障がい児」に対するサービスの「充実」？に伴い、親が「子どもと

向き合うこと」自体が「アウトソーシング」され、親と子どもの関係に

おいて新たな問題や課題を生んでいます。

また、⼦ども時代を受けた「⼼の傷」や「暴⼒」が原因となり、

「成人期」において、それが新たな暴⼒を生んだり、「２次的な障害」

として噴出することも指摘されています。



本人・家族支援



家族を「システム」として捉える考え⽅の例
①障害を持つ兄弟の心理として、両親に褒めてもらいたいとの思いから、【良い子を演じ】

親の愛情を我慢したりします。外部の支援者がそれに気づき、具体的な応援の手立てを

説明し具体化する事も相談支援としては重要です。（橋詰正2019）

②子どもにとって親の離婚・再婚は重大事である。親が離婚すれば、子どもは自分の意

思とは関係なく親権のない親と引き離される。頻繁な離婚・再婚は子どもの情緒的健康

を悪化させ、心身症や非行といった問題行動・情動問題を深刻にした。また、ついていっ

た親の新しいパートナーと良好な関係が築けないことも多く、DVや虐待などが増えて

いった。そのようにして、アメリカでは家族構成が流動的になり、離婚・再婚に端を発する

問題が深刻になっていったのである。（亀口憲治2019）
2020/7/13



相談支援の方法としての可能性
〜家族療法〜

家族療法は個々の家族成員が抱える問題の原因を家族内の
関係性に求め、家族の全成員を当事者として扱う手法である。
子どもの不登校や引きこもりも、子ども自身あるいは母親のみの
問題として捉えるのではなく、子・親・祖父母の三世代にわたる
親子関係、そして夫婦関係を含んだ問題としてとらえるところに
特徴がある。その観点から、問題を抱えている当人との1対1の
カウンセリングではなく、家族同席で行われる家族カウンセリン
グを主な活動としている。
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地域資源を知ることとその活用

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料



地域資源を知る
居宅

介護など

生活

介護

就労

支援
地域生活
支援

宿泊サー
ビス

移送

財産
管理

緊急
時支
援

外出
支援

銀行

バス

企業

レストラン

映画館

病
院

商店街

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料



地域を知る
支援関係者と
出会う

知り合いにな
る（ネット
ワーク）

支援のマッチ
ング又は開発
⽀援が⾒える

その地域の様々な
相談支援関係者と

出会う

その地域のインフォーマル
な関係者と出会う

地域活動・特性
⺠間企業
公共交通

ボランティア団体
自治会

⺠⽣児童員等

⾏政・福祉事業
社会福祉協議会
教育機関

⼦育て⽀援・医療
高齢者支援
隣接地域事情

キーパーソンの
紹介と訪問

支援調整
⾒守り依
頼

資源調整
開発へ

地域資源の把握・アクセスとネットワークへの参画



地域資源の把握・アクセスとネットワークへの参画

福祉

事業所

各種制
度

ハード
設備 お⾦

集まり情報

医療
知識

技術
必要

物品
法律

相談支援専門員として
獲得していくスキル

（知識や技術・分析⼒・
柔軟性：経験）

地域ネットワークから
提供・協⼒・考案頂く者

全ては自らの
アクセスによる



地域基本情報

人口・特性

障害児者の

支援実態
生活ニーズ把握（ア

ンケート）

障害者団体

懇談会

サービス担当者会議
課題

相談支援事業所の
ケースビュー・事例

検討会

地域支援福祉サービ
ス事業者訪問・連絡

会

生活支援サービスへの
ニーズ把握

実施サービス
具体的な内容
事業所責任者
キーマン
利⽤状況
事業方針

地域資源の把握・アクセスとネットワークへの参画
障害福祉計画データ

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料



地域課題について

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料



地域課題を把握するというリアリティ

分かりやすい地域課題

Ｃさん
の課題

Ｂさん
の課題

Ａさん
の課題

Ａさんの相談支援専門員
Ｂさんの相談支援専門員
Ｃさんの相談支援専門員
他地域の相談支援専門員



①その地域の歴史、⽂化、経済、産業、福祉、医療、教育を理解する。

②フォーマルな資源だけではなく、インフォーマルな資源を理解する。

③フットワーク・ネットワーク・チームワーク

④社会資源の「診断」
＝「社会調査」・「社会福祉調査」

地域課題への理解



自立支援協議会について

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料



⾃⽴⽀援協議会とは
市町村地域自立支援協議会

市町村における障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシス

テムづくりに関し、中核的な役割を果たすため、相談支援事業者、サービス事業

者及び関係団体等からの参加を求め、市町村の責任主体としてその運営にあたる

べき位置づけです。（地域における個々の課題を解決）

都道府県地域自立支援協議会

都道府県は、相談支援事業者、学識経験者、市町村等の関係機関をもって都道

府県自立支援協議会を設置し、都道府県内の圏域毎の相談支援体制の状況を評価

したり、市町村格差の体制整備等の指導・助言及び専門的分野における支援方策

等について情報・知見を共有・普及するものです。
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市町村(自立支援)協議会の機能

情報機能 • 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信
☆少数の課題を⼤切に！☆課題の蓄積を地域ニーズに！

調整機能 • 地域の関係機関によるネットワーク構築
• 困難事例への対応のあり⽅に対する協議、調整

開発機能 • 地域の社会資源の開発、改善

教育機能 • 構成員の資質向上の場としての活用

権利擁護機能 • 権利擁護に関する取組を展開する

評価機能
• 中⽴公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者、基幹相談支援セン
ター等の運営評価

• 指定特定相談⽀援事業、重度包括⽀援事業等の評価
• 都道府県相談支援体制整備事業の活用



⾃⽴⽀援協議会の活⽤
・地域の課題（社会資源の過不足・質等）を、関係者と共有する。

・対応に苦慮していることがある場合、事例検討やスーパビジョン（評価・
検証）等に参加したり、自ら企画する。

・誤解を取り除く（陳情ではなく協働の場）。

・実認識のデータから出発して、課題達成のためのポイントはなにかを、
地域（チーム）で考えだそうとするもの。

・実効策をアイデアとして、全員で受け入れ、それらを原材料として、今ま
での活動を変更したり、柔軟な対応に変更すること。 49
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自立支援協議会の特徴
施策推進協議会（計画策定委員会） （自立支援）協議会

ニ
ー
ズ
や
課
題

• 市民へのアンケートや団体へのヒアリング、
パブリックコメントなどを中心に行う。

• 相談支援事業などによる、実践（個別支援会
議やケアプラン）を中心にして行う。

目
標

• 施策化することや推進することに当面の目標
がある

• 制度を柔軟に活用することや社会資源に新た
な役割を付与すること。

• 施策化が必要な場合には、推進協議会に意見
具申する

時
間
軸

• 時間をかけて定期的に行う
• レスポンスよく行ったり、時間をかけたりケー

スバイケース



個別支援から
協議会へ

個別支援
（相談支援）

ミクロ

マクロ

段階イメージ

事例共有（レビュー）
事例検討

メゾ
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「人がひとりでは生きられない『人間』という存在であるとす
るなら，我々の対象である主体を理解する，あるいは対象
と共に生きるために，ある状況の中で対象である主体がどの
ように⾏為するのかだけではなく，共に⽣きるもう⼀⽅の主体
としての我々⾃⾝の⾏為も，それらの⾏為の絡み合いの意
味を伝えるために記述することが必要となる。」

2017年3月25日 第28回 日本発達心理学会（石川由美子先生）

事例分析〜地域⽣活を⽀えるために〜



事例を通して見えてきたもの

女性２０歳

知的障害、児童養護施設→「グループホーム」・「企業」

課題１＝保護者（親権者）との関係

課題２＝事業所は、どこまで責任を負うべきか？

課題３＝異性との関係（恋愛・結婚・出産）

課題４＝仕事について（職業選択）

課題５＝生活する場所

課題６＝社会資源や法は「万能ではない」



ジェノグラム

実妹

実⺟養父

異⽗弟

実母は、養父と結婚後、養父の「俺のこどもではない」と
の言葉と身体的虐待に対し、それを制したりすることなく、
養父に従っていた。なお、祖父祖母、他親族による関わりは
一切見られない。



社会関係図

市役所

特別支援学校 グループホーム職員

桜花

就業・生活支援センター

社会福祉協議会

パン屋

グループホーム他利用者

児童養護施設

養父

実母

ＳＮＳ上の友人彼氏・親

学生時代の友人

警察
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