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１．ヒヤリングの概要 

（１）ヒヤリングの目的 

ヒヤリングは、相談支援の専門職より、具体的な支援困難事例等の洗い出しを行うことで、本市に

おける地域生活課題を把握し、第２期本庄市地域福祉計画において、包括的な相談・支援体制の整備

に関する施策を立案するための基礎資料とすることを目的としています。 

この福祉関係機関へのヒヤリング調査は、福祉関係機関・福祉サービス事業所等で市民の相談・支

援に携わっている専門職等の方々、また、行政で市民の相談支援に携わっている方々を対象とした、

いわゆる「福祉関係専門職調査」です。 

あらかじめ、各専門職等の方々に調査票を配布し、回答された調査票をもとに、市役所会議室でヒ

ヤリングを行いました。 

この調査は、第２期本庄市地域福祉計画策定のために、地域の福祉課題を明らかにするために行う

ものですが、特に、関係機関専門職等の連携の状況や、複合ニーズ世帯（１世帯に複数の福祉問題等

がある世帯）の状況、最近隠れた福祉問題と言われる「ヤングケアラー」問題（子どもが過度の家事

負担をしている、親や祖父母の介護を担っている）が把握されているか、また専門職として意識して

いるか等々についても調査しました。 

 

（２）ヒヤリング対象関係機関の種別 

・地域包括支援センター・・・（ ４事業所） 

・居宅介護支援事業所・・・・（２０事業所） 

・障害者相談支援事業所・・・（ ３事業所） 

・子育て支援センター・・・・（ ６事業所） 

・医療機関地域連携室・・・・（ ３病 院） 

・本庄市社会福祉協議会 

・市役所職員・・・・・・・・（ ５ 課 ） 

（生活自立支援課・障害福祉課・子育て支援課・介護保険課・健康推進課） 

 

（３）ヒヤリング開催日程 

 ◎日時：平成２９年１２月 ４日（月） 会場：市役所５０３会議室 

   居宅介護支援事業所・・・ ５事業所 

   障害者相談支援事業所・・ ３事業所 

   居宅介護支援事業所・・・ ４事業所 

 ◎日時：平成２９年１２月 ５日（火） 会場：市役所５０３会議室 

   居宅介護支援事業所・・・ ３事業所 

   子育て支援センター・・・ ６事業所 

 ◎日時：平成２９年１２月 ６日（水） 会場：市役所５０３会議室 

   居宅介護支援事業所・・・ ４事業所 

   地域包括支援センター・・ ２事業所 
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 ◎日時：平成２９年１２月１３日（水） 会場：市役所５０３会議室 

   市役所職員・・・・・・・ ５課 

   居宅介護支援事業所・・・ ４事業所 

 ◎日時：平成２９年１２月１４日（木） 会場：市役所５０３会議室 

   地域包括支援センター・・ ２事業所 

   本庄市社会福祉協議会・・ ３係 

 ◎日時：平成２９年１２月２０日（水） 会場：市役所５０３会議室 

   病院地域連携室・・・・・ ３病院 

 

（４）ヒヤリング内容 

ヒヤリングは、以下の項目について、調査票（P40以降）を元に、各事業所等に実施しました。 

○ヒヤリング対象者の属性 

性別・所属事業所種別・役職・保有資格・業務経験年数・担当ケース数 

○多職種連携について 

・他の専門職との連携の有無と連携相手の専門職 

・地域ケア会議やその他の連携のための会議への出席状況 

・連携をする際の課題 

○複合ニーズ世帯等への支援について 

・１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース 

・複合ニーズ世帯のうち、最も複雑で苦労しているケース 

・制度上のサービスでは対応できないケース 

○支援対象者の傾向について 

・相談支援対象者の最近の傾向と課題 

○対象者に喜ばれたニーズ対応事例 

○自由回答記述（その他課題） 

 

（５）ヒヤリング実施方式 

ヒヤリングは、同種別の事業所を複数（２～６事業所程度）を集め、懇談会形式で開催しました。

ヒヤリングに際しては、各事業所より、事前に、上記のヒヤリング内容を盛り込んだ調査票に回答い

ただき、事務局より回答内容に沿ってヒヤリングを行いました。 

 

  



3 

 

２．ヒヤリング結果の概要 

ヒヤリングの結果、各事業者より次のような意見が出されました。ここでは、事業所別に代表的な意

見等をまとめています。 

ヒヤリング回答者の属性等については、各事業所種別ごとのページの末尾にまとめています。 

 

（１）居宅介護支援事業所 

①１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース数は、どの程度ありますか？ 

 １８事業所中    ０ケース 

 

②複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが同

居している（8050問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？ 

 １８事業所中 ３４ケース 

 

③複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

◎老々介護世帯 

・高齢夫婦二人暮らし。夫婦共に要介護状態（夫は認知症のため）。妻が夫の認知症を受け入

れられず、ストレスが溜まっている。 

◎第２号被保険者の要介護夫婦世帯 

・夫は身体障害があり、難病指定もされていた。妻も身体障害４級がある。夫が 65 歳となり

２号から１号に 切り替わる時に、介護保険制度に沿ったヘルパーサービスの理解を得るこ

とと、妻の障害福祉サービスの家事援助プランの作成においての連携で苦労。 

◎８０５０問題 

・認知症の母親と統合失調症の長男との二人暮らし。別居の娘も精神疾患。長男は就労せず、

母親の年金を当てにしている。 

・要介護状態の母親と発達障害を疑われる息子との二人暮らし。息子は車に乗れるし、計算等

も出来るが、仕事をせず、親の年金で生活。 

・高齢夫婦、夫は要介護状態で介護者は妻。４０歳代長男は引きこもり。 

・要介護状態の母親と障害を持つ長男と長女の３人世帯。 

◎経済的困窮 

・高齢男性と３０歳代半ばの息子との二人暮らし。ペットの糞尿で悪臭、不衛生な環境で生活。

息子の収入が安定せず、サービス利用料を滞納している。 

◎高齢の親と息子夫婦、孫との三世代同居。親と嫁に介護が必要。 

 

※ また、親の年金をあてにしている４０～６０歳代の息子が多く、そのようなケースでは親に

対する暴言や暴力が多い、といった意見もありました。 
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④制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述してく

ださい。 

◎病院への通院等の外出支援 

・介護保険の通院乗降介助は、本人のみで、付き添い家族は利用できない。 

・要支援の人ほど通院乗降の要望が高く、はにぽん号も利用しづらい。 

・通院付き添いで、院内付き添いは、特定の場合を除き以前のように出来なくなり、困ってい

る。 

・一人暮らし高齢者の外出が難しい。 

◎在宅生活支援 

・要介護度の高い一人暮らし高齢者の在宅継続支援に課題。 

◎サービス拒否 

・自宅での入浴が困難だが、施設での入浴を拒んでいる。 

◎緊急時の入所先 

・急な時のショ－トステイの受け入れ先がない。 

◎生活困窮による介護保険料の滞納等、サービス負担に耐えられない 

・生活保護にはならない生活困窮者で、サ－ビスが必要だが自己負担が払えない。 

・生活保護受給者が要介護状態になった時、医療費や介護保険は扶助されるが、おむつ代や療

養食の費用、通院費等の出費が生活を圧迫してしまう。 

◎障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行の課題 

・知的障害者が６５歳になり介護保険に移行した時、高齢者向けサービスにマッチしない。 

◎人材の不足 

・夜間訪問介護で、同性介護が求められたが、同性のスタッフかいなくて対応できなかった。 

 

⑤他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思いま

すか？ 

◎行政（市役所）の課題 

・行政は、担当課ごとの対応になるので、統一が困難。 

・市役所各課の縦割り体制。 

・行政に声かけを遠慮してしまう。 

・行政機関の勤務時間があり、時間調整が難しい。 

・週末に急を要する相談があっても、週明けまで行政に相談できない。 

◎情報共有の場のコーディネートに関する課題 

・情報共有する時間が持てない。 

・担当者会議などの開催が、家族の都合で平日実施が困難。 

・日程調整が難しい。 

◎医療機関との連携 

・医師との連携では、ＭＳＷ（メディカルソーシャルワーカー）がいる時といない時で全く対

応が違う。 
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・医療との連携、医療知識のないケアマネージャーには話してもわからないだろうと言われた。 

・医師との（直接の）連携がとりづらい。 

◎他分野の知識・情報不足 

・医療は介護について、介護は医療について情報不足がある。 

・各専門職の価値観の相違。 

◎その他の課題 

・忙しそうなので、気を遣ってしまう。 

 

⑥相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください 

◎がん患者に関する課題 

・がん患者が増えている。がん末期の対象者は、急激に状態悪化が予測されるので、無条件で

要介護２にしてほしい。 

◎在宅環境の課題 

・自宅の環境が不衛生、ゴミ屋敷の人が増えてきた。 

◎施設入所の課題 

・施設に入りたくても入れない人が増えてきた。 

◎認知症に関する課題 

・認知症の相談支援が必要。 

・認知症の人について家族からの相談、要介護度が確定したが、本人がサービスを利用したが

らない。 

・認知症によって、目が離せなかったり、生活する意欲が低下している、というような相談が

多くなってきた。 

◎高次脳機能障害に関する課題 

・高次脳機能障害の方の相談が増えてきた。 

・若年の高次脳機能障害の方のケースが増えてきている。 

◎家族や後見人の課題 

・最近、６０歳代～７０歳代の方は家族と離別しているケースが多く、キーパーソンがいない

か、遠方に住んでいて、入院手続き等が困難な場合が多くなってきた。 

・一人暮らしのケースが増えており、何か起きた時の対応が課題であり、後見人手続きが必要。 

・利用者の年齢が若ければ介護者も若く、介護保険の理解や関心が低く、情報だけは豊富にあ

り、要求が多い。 

・手を出さない・金も出さないが、口は出す家族が増えてきた。 

 

⑦その他、支援する中で課題と感じていることをお答えください。 

◎終末期・看取りの課題 

・終末期の自宅での看取りの場合、本人・家族・サービス事業者・医療との連携が難しい。 

◎認知症の課題 

・レビー小体型認知症、問題行動が多く、介護者の負担が増大している。 
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・認知症の方の権利擁護、成年後見がすすまない。 

・認知症初期集中支援チームの活用で、早期認知症治療で改善しそうな人がいるが、本人が物

忘れで困っていることを認めない。 

◎社会資源・報酬の不足 

・介護報酬が少なく、小規模事業所は採算がとれない。 

・介護人材の不足。 

・リハビリサービス希望の中で、言語聴覚士の需要があるが、周辺で利用できるところが少な

い。 

・政策として「在宅生活」との方針だが、それを支えるだけのサービスが不足している。 

◎障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行時にサービスの質が維持できない。 

◎緊急時のコーディネート役 

・急を要する支援が必要な場合、調整役の特定に時間がかかり、支援が遅れる。 

◎本人・介護者家族の課題 

・本人の理解が得られず、通帳の管理等が困難。 

・家族の意向がばらばらで、まとめることが難しい。 

・本人や家族の介護保険制度に関する理解不足。 

◎生活困窮 

・老老介護だが、年金額が少なく、サービス利用が出来ない。 

・介護者が介護離職してしまいその後の生活を考えていない。 

◎移動手段の課題 

・移動のための手段がない。 

◎情報の不足 

・同居家族に精神障害の方がいる時に障害福祉サービス提供事業所の情報もなく、他制度との

連携の必要性を感じている。 

 

⑧相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

◎迅速な対応 

・迅速な対応。 

・問題が発生した際にはすぐにお伺いし対応した時。 

・メディカルケアステーションを使用していることで主治医や薬剤師とも十分な連携が取れ、

ターミナル利用者家族への対応が迅速に行えた。 

・特別養護老人ホームの申し込みをして、意外と早く入所できた。 

◎適切なサービス等の提供・紹介 

・ヘルパーによる援助 

・レスパイト的なショートステイ（家族）。 

・福祉車両のレンタル 

・本人のサービス拒否が強くなかなかサービスの利用が出来ずにいたが、事務所と相談しなが

らサービス利用につながり、家族の不安と負担が軽減できた。 
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・先天性脳性麻痺のため、生まれてから社会との関わりなく家族だけで生活されてきた人。介

護保険の利用により、本人にあった通所サービスを行うことができた。本人も楽しみにして

おり、家族も本人が社会参加できることを喜んでいる。 

・本人が納得のいくサービス事業所を紹介出来た時は、とても喜ばれることが多い。 

・通院や買い物などで利用できる低料金の介護タクシーを紹介した。 

・タクシーの代わりになる通院等乗降介助の紹介。 

・一人暮らしが限界になった方へ施設を紹介し、入居出来た時にご家族からは喜ばれた。 

◎医療と福祉のスムーズな連携 

・退院して介護保険を利用し、在宅生活がスムーズに実施できたこと。 

・病院の退院後一人暮らしを行えるように支援。ご本人・家族も安心して生活をすることがで

きると喜ばれた。 

◎サービス以外の支援 

・各種手続きなどの関係書類の記入支援や申請代行した時、自宅内の簡単な補修をした時。 

・一人暮らしの人の入院の時の準備や施設入所の手伝い準備。（家族のない人は他にお願い出来

ないのでケアマネが手伝うことが多い） 

・一人暮らしの方、入院時にサインをし、医師の説明を受けた。入院に必要な物を購入、自宅

から衣類等まとめ届けた。 

・趣味を再開したいと話していた利用者様に Google等で検索した民間業者を教えたら、ご自分

で連絡し行動したらしく、「生きがいが見つかった」と喜ばれた。 

・勤務時間外や休日等の電話対応。 

◎その他 

・最期をご自宅で迎えることができ、家族も悔いなく見送ることができた時 
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【居宅介護支援事業所の回答者属性等】 

回答者性別 人数  
連携している多分野の専門職 

回答数 

男性 12人  ケース会議※1 支援で連携※2 

女性 19人  福祉分野 

回答者の組織での役職 人数  社会福祉士  9人 10人 

管理者 15人  精神保健福祉士 1人 1人 

係長 1人  介護福祉士 6人 4人 

介護支援専門員 11人  介護支援専門員 3人 2人 

無記入 5人  施設相談員 5人 - 

業務経験年数 平均  福祉用具相談員 7人 5人 

1か月～19年 8.6年  地域包括支援センター職員 4人 4人 

担当ケース数 平均  ヘルパー - 1人 

2～80ケース 31.8人  就労支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1人 - 

多分野とのケース会議件数 平均  介護事業者 1人 1人 

0～60回（年間） 12.7年  社会福祉協議会 6人 - 

回答者の保有資格 人数  民生・児童委員 4人 1人 

社会福祉士  15人  医療分野 

精神保健福祉士 1人  医師 9人 8人 

介護福祉士 11人  歯科医師 2人 4人 

看護師（准看護師含む） 4人  看護師（准看護師含む） 17人 13人 

介護支援専門員 20人  保健師 5人 5人 

ヘルパー１級 1人  歯科衛生士 2人 5人 

同２級 2人  理学療法士 12人 2人 

社会福祉主事任用 2人  作業療法士 5人 3人 

※複数の資格を保有している場合あり  言語聴覚士 2人 2人 

   薬剤師 4人 １人 

   MSW（ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 2人 6人 

   病院職員 1人 - 

   行政 

  地域福祉課 3人 3人 

 生活自立支援課 1人 2人 

障害福祉課 2人 1人 

介護保険課 12人 5人 

本庄保健所 2人 1人 

警察署職員 1人 - 

司法分野 

弁護士 - 2人 

司法書士 - 2人 

その他 

栄養士 8人 - 

成年後見人 - 1人 

   

※1他分野の専門職とのケース会議に同席した専門職の数（全回答者の回答総数） 

※2実際の支援時に連携した専門職の数（全回答者の回答総数） 
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（２）地域包括支援センター 

①１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース数は、どの程度ありますか？  

４事業所中    ０ケース 

 

②複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが同

居している（8050問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？   

４事業所中 １６ケース 

  

③複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

◎８０５０問題 

・要介護状態の母親と引きこもりの息子の同居世帯の事例。母親と息子ともに、支援を拒否す

る事例で対応が難しい。 

 

④制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述してく

ださい。 

◎障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行の課題 

・これまで障害者福祉サービスを利用していた方が、65 歳なった時点で介護保険制度が優先さ

れる事例。たとえば、週 7 日のデイサービスを利用していたが、介護保険制度で要介護度２

となり、限度額範囲の利用で週 2，3回に減らされる。急な生活環境の変化で、本人の身体的･

心理的負担が大きい。 

・統合失調症の方で、高齢の母親と同居。母親が死亡後、本人が 65歳になったため、介護保険

制度が適用されることになるが、サービスの利用回数が減ったことから、環境の変化により、

病態が悪化してしまった。 

精神障害者の場合は、経済的な負担のみならず、サービスが減らされることによって，社

会や地域とのつながりも減ってしまう恐れがある。 

◎引きこもり支援におけるインフォーマル資源の不足 

・引きこもりの支援が難しい。特に、インフォーマル資源の開発･活用が難しい。 

◎入院時の支援 

・高齢者で緊急入院などの場合、洗濯やその他の生活支援に係る支援が必要だが、制度では対

応できない。ボランティアを募るも、なかなか見つからず、ケアマネが直接対応するなどし

ている。 

・特に、要支援状態の方の入院時の支援サービスが必要。たとえば、一人暮らし高齢者で、急

に具合が悪くなり入院したが、家族は遠方だったので対応できず、自宅から洗濯物を届けた

り、退院時の付き添いなどの身の回りの世話をケアマネがするケースがある。民生委員・児

童委員等からの支援も考えられるが、それだけでは対応が難しい。 
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⑤他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思いま

すか？ 

◎行政組織の課題 

・行政の担当者が定期的（例えば 3 年ごと）に人事異動で変わるため、支援の継続性が途切れ

る。引き継ぎをするといっても、そのための労力と時間がとられる。例えば、虐待の疑いの

ケースがあったが、途中で行政の担当者が変わって、それまでの状況や対応等について、再

度、一から説明し理解してもらったが、かなり時間がかかった。 

・市役所の福祉担当者の専門性が担保されていない。専門職を配置しているところもあるが、

まだまだ足りない。相談経験のない職員が福祉担当になることもある。 

◎窓口が複数に分かれている事の弊害 

・困難事例などへの多職種連携による支援も重要だが、自立支援や障害、児童などの担当の窓

口が一つになると、連携による支援もしやすいと思う。 

◎個人情報の問題（行政職員の対応の問題） 

・例えば、障害を持つ二人姉妹同居の事例で、地域から相談が入り、病院への付き添いなどの

支援を行い、その後のことについて相談するため、障害福祉課に連絡し、個人情報について

聞いたところ、個人情報なので教えられないと言われた。担当職員の理解不足や認識の問題。 

・介護保険制度を利用するために、本人の状況について市に問い合わせても個人情報なので教

えられないと回答されてしまった。 

・個人情報の取り扱い方が、部署や担当者によって違い、行政内でも共通の認識が持たれてい

ない。支援のために民生委員・児童委員に状況などについて伝える必要がある場合でも個人

情報のため、伝えることができないなど、個人情報の取り扱いにつて一定のルールを定め、

有効に活用できるように検討してほしい。 

◎医療機関との連携の課題 

・医師との連携は、敷居が高い。医療と福祉の意識の違いも見られる。 

・病院や担当の MSWによっても連携に対する意識が異なる。 

・医療連携室があっても、病院によって福祉との連携について温度差が大きい。 

 

⑥相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください 

◎高齢者向けサロンに関する課題 

○参加者・プログラムに関する課題 

・サロンは増えてきているが、むしろハードルが高くなったという声もある。サロンのプロ

グラムは健康体操が多く、体操が出来ない高齢者にとっては、行きにくい。お話をしたり

ちょっとした交流をするなど、要介護や要支援の方でも自由に行ける場が必要。 

・社協のふれあいサロンは、活動内容を自由に決められるが、まずは取り組みやすい「筋力

アッププログラム」から始まるところが多い。 

・サロンの参加者に男性が少ない。将棋などの男性向けのプログラムも必要。アンケートや

聞き取り調査等でサロンのプログラムについてニーズ把握を行う必要がある。 

・サロンに参加する年代によってニーズの違いもある。 
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・参加者の年代によって集まりの層ができてしまい、参加が消極的になる場合がある。 

○サロン会場に関する提案 

・地域密着型施設などの地域交流スペースを活用することはできないか。 

・商業施設との連携を通してサロン活動を行うことはできないか。市内のスーパーでオレン

ジカフェを行っている。スーパーとしても、お客さんが増えるのでメリットある。お互い

の利点を考えてコラボすることで問題解決につながることもある。 

◎移動手段に関する課題 

・山間部では移動手段が無く、サロンに行きたくてもいけない状況。 

・買い物支援は、高齢者の免許返納や公共交通のインフラ不足で、ますます必要となる。生協

等の宅配サービスを利用する人も増えている。しかし、宅配の注文用紙は細かく、文字も小

さいため、注文もしづらいので、新たな支援が必要。 

・移動支援、制度外で、移送ができれば。 

・はにぽん号の使い方の改善が必要。家まで迎えに来てほしい。停留場までではなく、家まで。

商店街等とのタイアップを通して、利用率を上げる方法を考える。 

・タクシー券のような割引（タクシー業界の活性化にもなる）、デイサービスで買い物できるよ

うにする。 

・免許返納のメリットが少ない。タクシー割引が継続的にできると良い。 

◎日常生活支援に関する課題 

・ゴミ出しができない方が増えてきている。ゴミ出しの支援、自治会によっては、「当日朝のみ」

と厳しいところがある。ゴミ出しだけでヘルパーを呼ぶのもなかなかできないので、何とか

支援を考えてほしい。その地区でもゴミ出しの問題が地域課題としてあがっている。 

・行政のゴミ収集車が、支援が必要な方の自宅をまわってくれるといい。あるいは、市全体で、

夕方でもゴミ出しが出来るようにしてくれると良い。ゴミ屋敷を予防する効果あるのでは。 

・配食サービス、本庄市で配食サービスを月 1回（民生委員・児童委員が配る）行っているが、

週１まで増やしてほしい。しかし、担い手の高齢化が進んでいるため難しい。現在は、1 食

200円で提供している。見守りの効果もあるので、民間に委託するなどして、値段を上げても、

継続的に提供できる仕組みにしていくことが必要。 

 

⑦その他、支援する中で課題と感じていることをお答えください。 

◎基幹的な機能の設置 

・多職種連携を図るためにはリーダー的な機関や人材が必要だが、その機能をどこが担うのか？ 

・地域包括支援センターに対象者横断の支援機能の役割を求めるのは理解できるが、実際にそ

のような業務をこなせるかは疑問。 

・相談を振り分けたときに、困難事例として市役所に相談したところで、縦割りになってしま

うと意味がないので、行政も受け止める体制を整える必要がある 

・基幹型の地域包括支援センターは必要。今は市役所でやっているが、不十分。どんと構えて

くれて、実践をバックアップしてくれる、なんでもいえる、中心的な機関はほしい。市役所

がその機能を担えないか。 
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◎人員不足・業務量過多 

・基幹型の地域包括支援センターを設置するためには、ケアマネジメントの業務が多い現状で

は対応が難しい。居宅介護支援事業所も受け入れてくれないので、業務量を減らしたい。 

・人員が不足している。 

・要支援者のケアマネジメント業務が多い。 

 

⑧相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

◎迅速な対応 

・相談があった際に、即時訪問対応しているケース（介護用ベッドを当日中に設置した）。 

・必要としている支援に迅速に対応できた際には、特に喜ばれている。 

・家で状態が悪化した時に相談され、すぐに訪問し、必要な機関に繫げられた時。 

◎在宅生活への復帰 

・一人暮らしで視力低下があったが、本人の希望で、施設から、退所して自宅に戻れた。 

◎サービス外の支援 

・ライフラインが確保されておらず、長く自宅の掃除もしていないケースで、ライフライ

ンの再開の連絡調整と、大掃除の業者の手配を行った。 

◎適切なサービス等の提供・紹介 

・介護計画の作成。 

・介護サービスの利用者が訪問買い取りでネックレスを売ってしまったが、後悔している

との相談を受けた。消費生活センターを紹介し、クーリングオフ制度の活用をすること

が出来、無事ネックレスを返却してもらうことが出来た。 

・脊柱管狭窄症で足腰に痛みやしびれがある対象者に、医療のリハビリから介護のリハビ

リにつなげ、痛みやしびれの緩和や、身体機能の維持向上がはかれた。 

・物忘れと妄想のある妻への対応について、適切なアドバイスができ、状況が安定した。 

・認知症の母親について、どこにも相談ができなかったが、地域包括支援センターにつな

がり、また、オレンジカフェに来ることで相談できる場所ができたとき。 

・どの事例においても、相談できて心配や不安の軽減につながり、解決への方向性が見え

ると、相談者の方は安心されるようです。 

◎定期的なモニタリング 

・要支援認定だがサービス利用していない対象者に、定期的に電話や訪問で様子を伺うと

「安心感がある」と喜ばれた。 
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【地域包括支援センターの回答者属性等】 

回答者性別 人数  連携している多分野の専門

職 

回答数 

男性 7人  ケース会議※1 支援で連携※2 

女性 9人  福祉分野 

回答者の組織での役職 人数  社会福祉士  5人 - 

管理職 1人  介護福祉士 9人 - 

社会福祉士 3人  介護支援専門員 8人 2人 

介護支援専門員 1人  施設相談員 2人 - 

主事 4人  福祉用具相談員 5人 - 

主任 1人 ヘルパー 1人 - 

無記入 6人 サービス提供責任者 1人 - 

業務経験年数 平均 生活支援コーディネーター 4人 1人 

1年～36年 9.3年 就労支援コーディネーター 1人 - 

担当ケース数 平均  民生・児童委員 1人 - 

8～27ケース 18.2ケース  医療分野 

多分野とのケース会議件数 平均  医師 4人 3人 

9～60回（年間） 18.2回  歯科医師 7人 - 

回答者の保有資格 人数  看護師（准看護師含む） 7人 5人 

社会福祉士  9人  保健師 3人 2人 

精神保健福祉士 1人  歯科衛生士 7人 1人 

介護福祉士 2人  理学療法士 7人 5人 

保健師 2人  作業療法士 5人 1人 

看護師（准看護師含む） 3人  薬剤師 2人 2人 

介護支援専門員 9人  MSW（ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） - 3人 

介護職員初任者研修 １人  病院職員 1人 - 

保育士 9人  行政 

ヘルパー１級 -  地域福祉課 1人 1人 

同２級 2人  生活自立支援課 2人 1人 

社会福祉主事任用 4人  障害福祉課 6人 1人 

※複数の資格を保有している場合あり  介護保険課 7人 1人 

   本庄保健所 1人 - 

   消費生活相談員 - 1人 

   司法分野 

  司法書士 - 1人 

 その他 

栄養士 1人 - 

※1他分野の専門職とのケース会議に同席した専門職の数（全回答者の回答総数） 

※2実際の支援時に連携した専門職の数（全回答者の回答総数） 
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（３）子育て支援センター 

①１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース数は、どの程度ありますか？ 

６事業所中    ０ケース 

 

②複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが同

居している（8050問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？ 

６事業所中   １ケース 

 

③複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

◎ダブルケアの世帯 

・親の介護をしながら子育てをしている世帯がある。 

 

④制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述してく

ださい。 

◎対応がたらい回しになる 

・介護と子育ては役所の窓口が異なるため、対応がたらい回しになることも。親の介護費用と

子どもの教育費の負担が重なる。タブルケア問題の当事者を支援する制度が整うと良い。 

 

⑤他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思いま

すか？ 

・専門職や行政の人員不足。 

・専門家による児童発達に関する相談体制が不十分。 

・行政等の担当によって、対応に温度差がある。 

・親が認めない場合、同意がないと専門職に受け入れてもらえない。 

 

⑥相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください 

◎母親の家事負担に関する相談 

・家事、育児への父親不参加により、嫌気がさすという相談が多い。 

◎情報過多 

・我が子の行動をネットで調べ、自閉症などの障害があるのではと不安を口にする親が多くな

った。 

◎親への指導・支援に関する課題 

・子どもに対する怒り方、注意の仕方がわからない人が多い。 

・子どもとどう遊んだらよいかわからず、センターの保育者に遊んでもらおうという来所が多

い。 

◎その他 

・発達障害が疑われる子どもの親、子どもへの対応、関わり方。 

・成長発達や就園についての相談が半数以上ある。 
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⑦その他、支援する中で課題と感じていることをお答えください。 

◎親の孤立 

・子どもの扱いに手をこまねいたり、人付き合いの苦手な親たちは、集団の場に来たがらなく

なってしまう。 

・親の悩みに気軽に相談できる専門職があると良い。 

・本当に相談・支援が必要な親の来所がない 

◎インフォーマルな社会資源の活用 

・定年後の男性や主婦など多様な人材の協力を受けたいが、どこに相談すればよいのか。 

 

⑧相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

◎アウトリーチによる支援 

・訪問支援事業。ダウン症児の母親で、センターが主催している「ダウン症母子のつどい」に

馴染めない姿もあったため、訪問支援事業により、母親の受け入れがたい気持ちを訪問した

保育士が受け入れたことで、母子関係も良好になった。 

・訪問支援事業。突然病気で亡くなってしまったお子さんを持つ母親の今までの頑張りや気持

ちの変動に寄り添い傾聴した。第２子を間もなく妊娠、出産。訪問依頼は主に児の成長報告

だが、育児不安な部分を訪問で補うことが出来ていると実感している。 

◎適切なサービス等の提供・紹介 

・子育て支援センターに来たお母さんから、イライラすると相談を受け、こども園での一時保

育利用レスパイトを活用してもらった。継続利用がある。 

◎傾聴や利用者の気持ちに寄り添った助言 

・当事者の相談内容についての参考資料をあらかじめ調べて提示する。又、過去の事例から解

決方法をいくつか提案する。当事者の悩みを聞き取り、共に解決策を探すことで不安が和ら

ぎ安心してもらえる。 

・子どもの育ち（成長）に寄り添い母親だということに気負わず子育てを楽しめるようなアド

バイスがあると、精神的に安心して来るようで、心に余裕と笑顔がみえるようになった。 

・ママの不安に思っている事を聞き、それに対して寄り添って話を聞くと喜んでもらえる。 
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【子育て支援センターの回答者属性等】 

回答者性別 人数  
連携している多分野の専門職 

回答数 

男性 1人  ケース会議※1 支援で連携※2 

女性 5人  福祉分野 

回答者の組織での役職 人数  社会福祉士  - - 

園長 1人  精神保健福祉士 - - 

主任 1人  介護福祉士 - - 

保育士 3人  介護支援専門員 - - 

支援センター担当 1人  施設相談員 - - 

業務経験年数 平均  福祉用具相談員 - - 

5～20年 12.8年  地域包括支援センター職員 - - 

担当ケース数 平均  ヘルパー - - 

- -  医療分野 

多分野とのケース会議件数 平均  医師 - - 

0～12回（年間） 8.3回  歯科医師 - - 

回答者の保有資格 人数  看護師（准看護師含む） - - 

社会福祉士  -  保健師 1人 1人 

精神保健福祉士 -  歯科衛生士 - - 

介護福祉士 -  理学療法士 - - 

保健師 -  作業療法士 - - 

看護師（准看護師含む） -  言語聴覚士 1人 1人 

介護支援専門員 -  薬剤師 - - 

介護職員初任者研修 -  MSW（ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） - - 

保育士 5人  病院職員 - - 

ヘルパー１級 -  行政 

同２級 -  地域福祉課 - - 

社会福祉主事任用 -  生活自立支援課 - - 

幼稚園教諭 2人  障害福祉課 - - 

その他 -  子育て支援課 1人 - 

無記入 2人 家庭児童相談員 1人 - 

※複数の資格を保有している場合あり  健康推進課 1人 - 

 本庄保健所 1人 - 

警察署職員 - - 

司法分野 

弁護士 - - 

司法書士 - - 

その他 

臨床心理士 3人 2人 

※1他分野の専門職とのケース会議に同席した専門職の数（全回答者の回答総数） 

※2実際の支援時に連携した専門職の数（全回答者の回答総数） 
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（４）障害者相談支援事業所 

①１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース数は、どの程度ありますか？  

４事業所中    ３ケース 

◎障害を持った父子世帯。子は、幼いころから両親からの日常生活上の教育を受けておらず、兄

弟喧嘩も多くみられる。 

◎統合失調症の母親を次女（高校 3 年）が介助し、10 年以上家事等を行っている。父親は仕事で

忙しく介助や家事ができず、長女も次女に家事等を任せている。 

 

②複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが同

居している（8050問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？ 

４事業所中   ２５～３６ケース 

 

③複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

◎高齢者の母親と身体障害を持つ息子の家庭。息子から母親に対する暴言や暴力があったので、

母親は任意入院とした。息子はアルコール依存症。これまでは、入院が優先されて、地域や地

域資源とのつながりが少なかったが、今になって社会資源とのかかわりを検討しているが、な

かなか進まない 

 

④制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述してく

ださい。 

◎医療的ケアが受けられる資源の不足 

・気管切開や痔の場合は、医療的処置が必要だが、対応してくれるところがすくない。 

・障害以外の分野で、特養や老健があるが、受け入れてくれない。 

・そもそも医療的ケア（デイケア）ができる地域資源がすくない。デイケアでも、医療的ケア

を受けたいができない。 

・障害分野で、医療的ケアを受けてくれるところが少ない。 

 

◎障害者の介護保険優先措置について 

・40 歳以上 65 歳以下の障害者でも介護保険が適用される場合もある。また 65 歳になったから

といって、みんな介護保険制度に移行するということではなく、本人が選択できる制度運用

があってもいいと思う。 

◎サービスに対する不平・不満 

・支援に対する不平・不満が多い。 

・何かができない人に対して支援をすると、できる人でも支援を求めてくるケースが多い。グ

ループホームの不平不満に対するモニタリングの場面で、そのような訴えをする利用者が多

い。そのような人に対しては、丁寧に話を聞いて、支援の必要性等について説明して理解し

てもらうための努力をしているが、なかなか理解されない場合が多く、繰り返しになってし

まう。 
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◎就労と居場所の問題 

・養護学校を卒業すると、どこかに通っているが、全員が就労でいけるわけではない。中には、

行き場がない人もいる。 

・男性（36歳）で、作業所に通っていたがすぐにやめる。高齢の親（70代）が面倒をみている

が、父親に対し暴力をふるう。家族は、日中だけでもどこかに行ってほしいとのこと。 

・作業所までの移動支援が足りない。自転車等では通所は危ないので、通うのを断念するケー

スが多い。 

◎介護者の孤立 

・多動、暴言などのある利用者で、母親以外の家族の理解がない場合がある。母親は子供の特

性を認めるが、夫や祖父母は理解がなく、母親が孤立するケースがある。 

◎サービスの拒絶 

・家族から連絡が入り行ってみると、本人は生活の困りごとはないため、支援の必要はないと

答えるケースがある。 

◎特に身体障害に関する課題 

・難病の方などへの支援における医療との連携がよりうまくできれば。日常生活でのかかわり

は福祉でやるが、MSW や医師との連携がうまくできれば、計画や資源確保にもつながるため、

より良い支援ができる。 

◎特に知的障害に関する課題 

・知的障害者の余暇支援が必要。土日の過ごし方を見ると、一人で、家で過ごす人が多い。余

暇活動を事業所で事業としても行っているが、来られない（通えない）方もいる。 

・地域住民が知的、発達障害等への理解があると暮らしやすい。分かりやすい何かが（説明、

学習会など）あるといい。 

◎特に精神障害に関する課題 

・ボランティアを頼む際など、個人情報をどこまで渡せばよいか悩むことが多い。例えば、本

人の疾患についての情報がないと、当事者への理解ができないままボランティア活動が行わ

れる恐れがある。 

・外に出ることに恐怖を感じる方がいる。ゴミ出し等のルールが厳しいと、怖くて外に出られ

ない。ゴミ出しの支援サービスがあれば助かる。住民による支援が考えられるが、本人が緊

張してしまって支援できない場合もある。ヘルパーであれば、比較的に不安が和らぐ。なの

で、制度として（ヘルパー）のゴミ出し支援のサービスがあるといい。 

◎その他の課題 

・はにぽんプラザは、学生が多く利用しているが、障害者は利用しづらい。スペースの確保や

配慮が必要。 

・いろんな国籍の方が住んでいる。保育園にも、ブラジル国籍をはじめ多国籍。支援事例の中

には、発達障害なのか、言語の問題なのか分からないケースがあり、問題の所在を特定する

のが難しい。 
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⑤他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思いま

すか？ 

◎医療機関との連携に関する課題 

・相談支援員がいない医療機関だと、ドクターが多忙なため、なかなか細かいところまで連携

をとるのが難しい。 

◎多職種連携のための調整 

・訪問が多いため、また行政機関も他業務との兼ね合いがあり日程調整が困難。 

◎本人が情報提供に消極的 

・要支援者本人や保護者が、あちらこちらに自分のことを知られたくないというケースがある。 

    

⑥相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください。 

・虐待事例として通報があったが、虐待ではなく自傷だったケースが、この 1 年間で増えてい

る。 

・なんでも母親に頼っているため、負担が大きく自立支援が難しいケースあり。担当者会議等

で、母親から相談を受けることがある。 

 

⑦その他、支援する中で課題と感じていることをお答えください。 

◎業務量過多、報酬の不足 

・計画相談の策定状況、相談員 2 名で 100 件程度を担当している。最初は断らないで、どんど

ん受けていたが、限界に来ているので、現在はすぐに受けるよりは検討してから優先順位を

考慮して受けることにしている。 

・プラン作成についての依頼は、基本的には拒否はしない。断らずに受け入れる。身体障害だ

けでなく、知的、精神、介護についても受けているが計画相談は、どこも件数が多く限界が

ある。 

・案の作成、モニタリングについては単価が低いため、計画相談だけを単独でやると経営は難

しい。他の事業所があるから、なんとかなるという状況。バックアップの機関として、入所

施設、特養、グループホームがある。 

・他の事業所のプランが気に入らないから来た、というケースは受け入れていない。 

◎成年後見制度の手続き 

・成年後見制度について、申請が大変難しい。弁護士等へ依頼すると金額が高いため、直接行

おうとしてもかなりの手間がかかり負担が大きい。簡略化してほしい。 

・身近に後見人がいないため、一部の方だけが利用している。 

 

⑧相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

◎適切なサービス等の提供・紹介 

・通所施設を利用始めた方が、日中の居場所ができたとして喜ばれた。 

・サービス等利用計画プラン作成前までは定期的に通所事業所の利用ができていなかったが、

プラン作成が入ったことで定期的に通所・短期施設の利用ができるようになり家族から喜ば
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れた。 

◎多職種連携 

・両親からの相談で子どもが自立せず、親への暴言や暴力もあるケース。訪問して話を聞き、

本人も交えて、行政と会議等を行った。最後は本人が家を出てアパートぐらし。時々支援セ

ンターに顔を出す。 

◎就労支援 

・支援センターから就職につながったケース数件あり。 

◎サービス外の支援 

・母子ともに知的障害がある家庭の支援で、貧困状態にあったが母が一人で行えなかった「離

婚手続、児童扶養手当の申請、フードバンクの利用、セーフティネットの利用、就労移行施

設の利用」を支援したことで、生活の基盤を立て直すことができた。 
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【障害者相談支援事業所の回答者属性等】 

回答者性別 人数  
連携している多分野の専門職 

回答数 

男性 3人  ケース会議※1 支援で連携※2 

女性 1人  福祉分野 

回答者の組織での役職 人数  社会福祉士  1人 3人 

施設長 1人  精神保健福祉士 - - 

管理者 1人  介護福祉士 - - 

相談支援員 1人  介護支援専門員 1人 3人 

相談員 1人  施設相談員 1人 2人 

業務経験年数 平均  介護事業所 4人 1人 

1～12年 5.2年  地域包括支援センター職員 2人 2人 

担当ケース数 平均  社会福祉協議会 1人 1人 

50～120ケース 74.5ケース  医療分野 

多分野とのケース会議件数 平均  医師 - - 

3～24回（年間） 14.3回  歯科医師 - - 

回答者の保有資格 人数  看護師（准看護師含む） 3人 1人 

社会福祉士  1人  保健師 - - 

精神保健福祉士 1人  歯科衛生士 - - 

介護福祉士 2人  理学療法士 - 5人 

保健師 -  作業療法士 - 1人 

看護師（准看護師含む） -  言語聴覚士 - - 

介護支援専門員 -  薬剤師 - 2人 

介護職員初任者研修 -  MSW（ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 2人 1人 

保育士 -  病院職員 - - 

ヘルパー１級 -  行政 

同２級 1人  地域福祉課 1人 1人 

社会福祉主事任用 3人  生活自立支援課 - - 

幼稚園教諭 -  障害福祉課 2人 2人 

その他 -  子育て支援課 - - 

※複数の資格を保有している場合あり  介護保険課 1人 1人 

 教育分野 

教員 1人 1人 

スクールソーシャルワーカー 1人 1人 

スクールカウンセラー 1人 1人 

※1他分野の専門職とのケース会議に同席した専門職の数（全回答者の回答総数） 

※2実際の支援時に連携した専門職の数（全回答者の回答総数） 
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（５）病院地域連携室 

①１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース数は、どの程度ありますか？ 

４病院中    ２ケース 

・祖父母と孫の世帯、孫の母親は死亡。高校生の孫が介護している。 

・本人はアルツハイマー型認知症であり、母子の長女世帯（２人）と同居している。長女と孫

１人は、仕事で夜不在のことが多く、１０代の孫が中学卒業後、高校進学せず自宅で本人の

介護を行っている。 

 

②複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが同

居している（8050問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？  ４病院中 ２

０ケース 

 

③複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

◎キーパーソンが不在の重度の対象者への支援 

・夫婦二人暮らしで本人は、リハビリ中だが、うつの傾向がある。夫は重度認知症で徘徊もあ

るが、親族等のキーパーソンは居ない状態。本人の症状が重くなり、施設入所する事となっ

たが、両者の状態が異なるため、同じ施設の入所は不可能 な状況であったが、同じ法人内

の施設入所をそれぞれ検討することとなった。 

◎キーパーソンの家族・親族の理解不足 

・母親が骨折にて入院。キーパーソンである長女は軽度知的障害があるが、その他親族はおら

ず、長女しか頼ることができなかった。長女は軽度知的障害のためか、なかなか病状等に理

解が得られず、 退院後の生活について何度も話し合った。長女は今まで母親に依存してい

た状態であったが、社協やケアマネと相談し母親は施設入所方向となった。キーパーソンの

理解が得られないと退院 支援に非常に困難が生じる。 

 

④制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述してく

ださい。 

◎対応する制度・サービスが無い人への支援 

・障害福祉サービス、介護保険サービスどちらも利用できない人（入院という手段で対応）。 

◎通院等移動の支援 

・通院支援として、たとえば、透析患者で通院バスに乗れない人がいる。 

◎単身高齢者等の緊急連絡先 

・一人暮らしの高齢者が急に入院になった場合など、緊急連絡先の情報収集について（その後

の 洗濯物のことや、金銭管理などの調整に苦慮する）。 

◎在宅生活でのインフォーマルな社会資源の活用 

・一人暮らし、認知症、経済的問題、医療依存度の高い人は、２４時間３６５日の専門職対応

はできない。家族、近所、友人、仲間、インフォーマルサービス等を検討。 
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◎難病の制度上の課題 

・難病の方の支援で、難病指定を受けている疾患の場合は、手続きをするが、指定疾患に入っ

ていない場合、医療費がかかる。 

◎退院後の居場所 

・退院した後の通える場がない。 

◎家族の協力・支援 

・退院できるが、家族が非協力的で、退院できない。 

・家族が非協力で、介護放棄している。 

 

⑤他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思いま

すか？ 

◎専門職間の誤解や偏見 

・精神疾患に対する誤解、偏見（何か周囲に向けて迷惑行為があるからと言って、精神的な病

気に安易に結びつけるのは、少し一方的な印象を受ける）。 

◎行政との温度差 

・担当する者としては、早急な対応が必要と判断しても、行政機関としての検討･手順がある

ため、対応までに時間を要す場合が多い。 

◎個人情報の問題 

・個人情報についての情報が以前に比べ慎重な対応をしなければいけなくなった分、スムーズ

さに欠ける。 

 

⑥相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください 

◎キーパーソンの不在・成年後見制度の利用 

・今まで面倒を見ていたキーパーソンの死亡や病気に伴い、支える人がいない。 

・同意者の死亡により成年後見制度を利用する人が増えつつある。 

・内縁関係で長年生活されてこられたが、入院や病気がきっかけで内縁者が離れてしまうケー

ス。 

◎単身者の増加 

・高齢者の一人暮らし世帯からの相談が多い。 

・高齢で一人暮らしまたは、日中一人暮らしの方が増加した。 

◎経済的問題・介護保険料未納 

・低所得者の相談が多い。 

・経済的負担を訴える人が多い。 

・退院前、なるべくカンファレンスを行うが、サービス利用プランも出来たが、いざ退院する

ときに、介護保険滞納で、すべて振り出しに戻ることがある。 

◎家族・親族の課題 

・同居敷地内に子供達が別棟で住んでいるが、関係性が希薄であり経済的支援も含め、家族で

協力して頂ける部分が少なくなっており、サービスに頼らざるを得ないケースが多い。 
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・内縁関係のケースが多い。 

・介護放棄がある。 

 

⑦その他、支援する中で課題と感じていることをお答えください。 

◎本人の意向 

・当院が定める入院期間と本人家族が求める入院期間にギャップがある。 

◎支援のコーディネートに課題 

・担当ケアマネージャーの選定に時間がかかることがある。 

◎在宅医療・在宅介護に関する課題 

・在宅介護、在宅医療への展開が難しい。 

・医療機関での在日数の短縮に伴い、早めの退院支援。 

・経済的な理由で介護保険サービス利用が困難。 

◎社会資源の不足 

・特に精神障害者向けのデイケア・グループホーム・生活訓練施設などが不足している。 

・自宅復帰が困難な場合に、受け入れてくれる施設が少ない。 

◎個人情報の共有に関する課題 

・個人情報の情報共有について 制限があり関係機関とスムーズに調整できない事もある。 

・他職種と連携する時、個人情報について課題。 

◎業務量過多 

・ケース数が多く相談時間を確保しきれない。 

◎入院保証人の不在 

 

⑧相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

◎柔軟な対応 

・経済的問題があり、制度を調整することにより入院継続ができた。 

◎医療と福祉のスムーズな連携 

・家族本人の希望の施設に入所できた。 

・在宅に向け各サービスを調整して退院できた。 

◎その他 

・都内の生活保護の方の金銭管理や身の回りの物品購入。 
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【病院地域連携室の回答者属性等】 

回答者性別 人数  
連携している多分野の専門職 

回答数 

男性 -  ケース会議※1 支援で連携※2 

女性 6人  福祉分野 

回答者の組織での役職 人数  社会福祉士  - - 

主任 2人  精神保健福祉士 1人 1人 

MSW（ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 2人  介護福祉士 1人 1人 

相談員 1人  介護支援専門員 3人 3人 

業務経験年数 平均  福祉用具相談員 - - 

3～15年 8.3年  地域包括支援センター職員 - - 

担当ケース数 平均  ヘルパー 1人 1人 

15～100ケース 56ケース  医療分野 

多分野とのケース会議件数 平均  医師 - - 

1～30回（年間） 15.8回  歯科医師 - - 

回答者の保有資格 人数  看護師（准看護師含む） 2人 2人 

社会福祉士  2人  保健師 1人 1人 

精神保健福祉士 2人  歯科衛生士 - - 

介護福祉士 -  理学療法士 2人 2人 

保健師 -  作業療法士 1人 1人 

看護師（准看護師含む） 2人  言語聴覚士 - - 

介護支援専門員 2人  薬剤師 - - 

ヘルパー１級 -  行政 

社会福祉主事任用 2人  生活自立支援課 1人 1人 

その他 -  健康推進課 1人 1人 

※複数の資格を保有している場合あり  介護保険課 - - 

 警察署職員 2人 2人 

司法分野 

弁護士 2人 2人 

その他 

保証人協会 1人 1人 

※1他分野の専門職とのケース会議に同席した専門職の数（全回答者の回答総数） 

※2実際の支援時に連携した専門職の数（全回答者の回答総数） 
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（６）本庄市社会福祉協議会 

①１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース数は、どの程度ありますか？ 

 ７人中  ０ケース 

 

②複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが同居

している（8050 問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？ 

 ７人中 ６ケース  ある２人、ない５人 

 

③複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

◎８０５０問題 

 ・高齢の老親と５０歳代の子供が一緒にくらしている。息子さんの引きこもりの事例が多く見 

られる。息子さんへの介入をしたいが、本人が拒否しているため、病院への受診などができ 

ず、支援が始まらない。親との関係性も悪く、支援を促すこともできない。 

◎経済的の問題、支援者の不在 

 ・母子世帯で母は知的レベルが低いため就労につくことができず、また養育面も支援を必要と 

する。ゴミを部屋や家の回りに貯めこんで、捨てることができないため不衛生な環境である。 

問題が多く、中心的な支援者がいない状況であった。 

 

④制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述してくだ

さい。 

◎有償ボランティアの利用について 

 ・平成 4 年から、掃除など、一人暮らし高齢者等の生活支援のための事業で、ちょっとした支 

援が必要な利用者と有償ボランティアをつなげるサービス。危険を伴うものなどはできない。 

しかし、近年は、便利屋さんのように思って利用しようとする方が増えている。例えば、換 

気扇の掃除など。このような依頼については、業者等につなげて対応している。 

 ・全体として利用率は高い：実人数 5 人。本庄地域で 30 件。 

 ・協力員に対するアセスメントをして利用者とのマッチングを図っている。 

なお、有償サービスの満足度については、チケットを販売するときに話を聞く程度で、調査 

等は実施していない。 

◎保証人・身寄りのない人への支援 

  ・緊急入院の場合の支援：高齢者等の緊急入院で、着替えの準備（洗濯など）やその他身の回 

りの支援が必要だが、対応できる制度サービスがない。実質的には、民生委員・児童委員と

ワーカーの協力で対応したが、今後、このようなニーズは増えていくと思われる。 

・死後の遺品整理：身元引き取り人や保証人がいないケースなど、今後、たくさん増えると思

われ、検討が必要。計画のなかに言及する必要あり。 

◎障害者等の居場所づくり 

  ・精神障害者の居場所の問題：精神障害者で「友達がほしい」と、繰り返して社協に問い合わ 

せてくる利用者がいる。 
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◎高齢者の住宅問題 

・高齢で賃貸住宅が見つからないケースがある。本庄市では、保証人がいらない不動産会社 

もあるが、十分な支援が得られない。多くの場合、信用保証会社を通して契約をするため、 

審査が通らず賃貸契約が結べない高齢者が増えている。対策が必要。 

 

⑤他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思いま

すか？ 

◎行政組織の体制と職員の意識 

・行政の縦割り：高齢者、障害者、児童、生活保護など分野ごとで対応しているため、庁内

の情報共有が出来ていない。部署同士の押し付け合いの状況も見られる。 

・他分野に対する理解不足。お互いに知り合うこと、そのような機会や視点が必要。 

・押し付け合い：相談を受けたところが責任をもってやるべき。 

◎情報の共有と守秘義務 

・情報共有の問題：社協と行政の連絡はできているが、行政同士の横のつながりが弱い。 

・民生委員・児童委員が関わっている場合、情報提供をどうするか。病歴などの情報をどこ

まで共有するか、その判断が難しい。場合によっては、情報を共有することでむしろ責任

感を抱えることがあるかもしれない。必要最低限の情報共有について線引きが難しい。運

用に関するルールが整備されていない。暗黙の了解でやっている場合が多い。したがって、

個人情報の取り扱いについてルール作りが必要となる。 

 

⑥相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください 

◎支援の受け入れの拒否 

・8050問題が増えている。せめて親が何かしらに関わっていれば、他の部署につなげられ 

るが、親が隠したがっているケースもあり、吸い上げることが出来ない。 

・現在母親を亡くした 50 歳代の精神障害者の男性に関わっているが、接触や連絡を拒んで 

いる。障害年金を 1ヶ月足らずで使ってしまい、残りの月の生活費や食費などの支出が不 

明。連絡方法としては、玄関先に手紙を置いてきている。母が生存していたときは、携帯 

での会話が出来ていた。 

・支援を受け入れない人、引きこもりや精神疾患の疑いのある人が増えてきた。 

◎相談者の増加 

・精神障害や知的障害のある人が自分の話をずっと聞いてほしいと頻繁に連絡が寄せられる 

ことが多い。 

・話し相手を求める人が増えてきた。 

◎近隣との問題 

・近隣や周りの人とたちの関係がうまくいかない、親が体調を崩し面倒が見られなくなって 

の生活面での相談も増えている。 

◎移動支援の課題 

・移動支援がほしいという方が増えた。はにぽん号の使い勝手が悪い。 
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◎有償家事援助サービス利用上の問題 

・介護保険で利用できない部分の相談があるが、有償家事援助サービスでも支援が難しい（大 

掃除など）。有償家事援助サービスを家政婦や便利屋と勘違いしている。 

◎経済的な困窮 

・社協に相談すればお金を貸してもらえると思われている（相談者本人だけでなく、周りの 

方も）。 

 ・生活困窮相談においては、ぎりぎりまで頑張ってしまう人が多い。 

 

⑦その他、支援する中で課題と感じていることを中にお答えください。 

◎移送に関する問題 

・移送の問題、紹介できても、実際に活用できる社会資源は少ない。また、支援活動の際に、 

対象者を車に乗せちょっと移動する場合がある。 

◎相談者のニーズと制度の限界 

・話し相手を求める軽度の知的障害者等の人への対応。民生委員・児童委員、心配事相談な

ど他のところに行っても、対象者の依存心や独占欲が強く満足出来ない。 

 ・自分が出来た、やっていたのだから、料理や掃除など支援者も出来ると思われてしまう。 

・行政や社協も対応に限界があり、サービスの狭間の方への対応が出来ず、もどかしく感じ 

ることもある。もう少し柔軟な対応が出来ないものかと思うこともある。 

・高齢のあんしんセーフティネット利用者で、生活保護基準をほんの少し上回る収入の方の 

利用期間が長くなる傾向が見られる。 

◎関係機関との連携 

・地域包括支援センターと連携をとり、利用者にとってよい支援を考えること。 

 

⑧相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

◎アウトリーチによる支援 

・民生委員・児童委員が訪問した際に対象者より暴言があったケース。離れて暮らす子は

どこに相談したらよいかわからずにいたとのことだったが、直接訪問し、話を聞き、介

護保険の説明を行った。相談先が見つかったことで、子から「心強い」「安心した」とい

う言葉をいただいた。 

◎適切なサービス等の提供・紹介 

・支援を拒否している障害のある兄弟が、弟の障害者年金のみで生活していたケース。弟

を介護していた兄の容体が悪化した際、行政と連携して、施設への入所や、生活保護、

介護保険サービス等の公的サービスにつなぐことができた。 

・膝や腰を痛めて、思うように掃除ができなくなり、社協のサービスを利用したい、との

相談があり、支援した。気になっていた箇所を含めて掃除したところ、大変喜ばれた。 

・親と配偶者の介護をしていて、思うように掃除ができないので、利用したい、との相談

があり、支援。自分では中々時間が作れず掃除ができなかったのが、支援してもらい、

綺麗になり気持ちが楽になった。  
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【本庄市社会福祉協議会の回答者属性等】 

回答者性別 人数  
連携している多分野の専門職 

回答数 

男性 3人  ケース会議※1 支援で連携※2 

女性 4人  福祉分野 

回答者の組織での役職 人数  社会福祉士  1人 3人 

係長 2人  精神保健福祉士 1人 - 

主査 1人  介護事業所 - 1人 

主任 2人  介護支援専門員 5人 3人 

主事 1人  施設相談員 24人 2人 

主事補 1人 福祉用具相談員 1人 - 

業務経験年数 平均 地域包括支援センター職員 2人 2人 

5～29年 16.1年 生活支援コーディネーター 1人 - 

担当ケース数 平均 民生・児童委員 1人 - 

2～13ケース 5.1ケース  有償家事協力員 1人 - 

多分野とのケース会議件数 平均  児童相談所 1人 - 

1～40回（年間） 10.6回  児童相談員 1人 - 

回答者の保有資格 人数  医療分野 

社会福祉士  2人  医師 - - 

同２級 1人  歯科医師 1人 - 

社会福祉主事任用 5人  看護師（准看護師含む） - 1人 

幼稚園教諭 -  理学療法士 - 5人 

その他 1人  作業療法士 - 1人 

※複数の資格を保有している場合あり  薬剤師 - 2人 

   MSW（ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） - 1人 

   行政 

   地域福祉課 3人 1人 

  生活自立支援課 4人 - 

  障害福祉課 - 2人 

 子育て支援課 2人 - 

 介護保険課 2人 1人 

 児童相談所 1人 - 

生活相談員 1人 - 

就労支援員 1人 - 

教育分野 

教員 1人 1人 

スクールソーシャルワーカー 1人 1人 

スクールカウンセラー 1人 1人 

※1他分野の専門職とのケース会議に同席した専門職の数（全回答者の回答総数） 

※2実際の支援時に連携した専門職の数（全回答者の回答総数） 
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（７）市役所関係課 

（福祉部生活自立支援課・障害福祉課・子育て支援課・保健部介護保険課・健康推進課） 

①１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース数は、どの程度ありますか？ 

 ４課中  ９ケース ※１課は、そういうケースあるが集計していない。 

 

②複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが同

居している（8050問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？  

４課中 ５６ケース ※１課は集計していない。 

 

③複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

◎別々の障害を持つ家族 

・視覚障害のある高齢者と病識のない精神疾患が疑われる子が同居。子の行動に親が振り回さ

れているが、視覚障害により、子の支援が必要。子は、親を思っており、お互いに依存して

いる。 

◎８０５０問題 

・脳梗塞による後遺症で要支援状態にある高齢の父と、土地等の不動産がある無職５０代の就

職に否定的な引きこもり状態の息子で構成される親子で、アルコール依存の世帯。息子の妻

子は、愛想を尽かし家を出ていってしまい、父親の年金、貯蓄で生活している。息子は頑な

に支援を拒否。親子からの情報開示が不透明なため支援に苦慮したケース。 

・精神障害のある息子と高齢者（母）の２人暮らしケース。息子による経済的・精神的虐待に

対する相談を受け経過を見ながら対応していたところ、母が体調不良となり入院加療後死亡

した。必要な入院手続き等の支援及び息子に対する生活支援について関係機関で連携し対応

した。 

◎障害のある保護者への支援 

・保護者に知的障害等があり、説明しても通じないケース、自傷行為をする児童の危険行為回

避などについて苦労している。 

・両親とも精神疾患があり、乳幼児を抱えている。父親は定職につけず、家出等を繰り返して

いる。母親は家事が苦手で、子どもの食事など関わりが心配な面がある。養育環境の課題は

子どもへの影響が大きいので経過を追っていく必要がある。 

・母子世帯（４人暮らし）、母パニック障害、小中学生の子がいるが、皆知的障害があり、経済

的に困窮している。 

 

④制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述してく

ださい。 

◎保証人・身寄りのない人への支援 

・身寄りのない単身者の病院入院（施設入所）時の対応。 

・身寄りのない単身者、死亡後の対応。 

・保証人のいない人へのアパートの入居支援。 
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◎支援・サービス拒否 

・支援制度やサービスを提案しても、相談者に制度の利用の意志が無かったり、拒否され、適

切な支援が行えないケース。 

◎家族問題 

・家族間の感情的な対立により、課題が出てきているケース。 

・高齢者の心身の老化により自己所有資産の活用や運用に困難を抱え、親族等に支援者がいな

いケース。 

◎引きこもりの問題 

・引きこもりの子を抱える親族からの相談では、具体的な引きこもり解消支援策がないため、

長期的な相談支援が続いている。 

◎専門的な支援を行う社会資源（サービス・施設等）の不足 

・障害児の療育機関が少ない。 

・重症心身障害児の預かり先が少なく、保護者の介護負担軽減につながるサービスがなかなか

ない。 

・高次脳機能障害の人への支援。 

・近いところに支援者がいなかったり、母子・父子家庭などで保護者に何かあった際の子ども

の預かり（ショートステイなど含め）や見守りなど地域での生活を支えるサービスが少ない。 

◎日常生活上の支援を行う社会資源の不足 

・ゴミ出しを苦慮しているケース。 

・障害者の移動。 

・単身者のゴミ出し支援。 

・移動、外出の問題、生活サポートサービスが必要。 

・障害がない人への金銭管理。 

◎年齢の区分による弊害 

・問題が解消されていないものの、１８歳となったことで自動的に家庭児童相談の対象から外

れるケース。例えば、障害のある児童は、家庭児童相談の対象から外れても障害福祉課との

関わりが続きますが、保護者の養育不足や不登校・引きこもりのケースだと、家庭児童相談

の対象から外れ、学校も卒業（退学）となると、公的機関の関わりが全くなくなり、制度上

のフォローができなくなる。 

・６５歳未満で介護保険や障害等の制度の適用もないケースの対応。 

◎居場所等の不足 

・診断名がついていないグレーゾーンの子どもたちの行き場が少ない。 

・中学校にはセルフサポート教室がなく、対人スキルを学ぶ場がない。 

・登校しぶりや不登校ではないが、週に数日か、月に数日しか登校できない子どもたちの行き

場がない。 

・高次脳機能障害、介護保険法で第２号被保険者に該当するも、介護保険サービスでは本人の

居場所や活動の場が持てない。 
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◎障害者の親亡き後の問題 

 

⑤他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思いま

すか？ 

◎コーディネート役の不在 

・コーディネート役が不在である。 

・複合ニーズ世帯への支援では、誰がコーディネートするか課題。 

◎職員の資質 

・担当者が交替してしまう。 

・専門性を持った職員が少ない。 

・過去に連携経験がないため、連携先の情報や人的なつながりが不足していること。 

◎情報共有 

・行政内部での連携はしやすくなったが、３～４課との連携では、情報共有が課題。 

・情報提供に消極的な機関があり、連携の妨げの一要因となると思います。 

◎人員不足 

・利用者から相談をうけ、専門職に相談して、関わりをつなげようとしても、専門職の方の抱

えている件数が多いようで、予約が取れないなど、相談する機会が取れず、一度連絡しても、

その後の進展がないようです。 

 

⑥相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください 

◎支援困難事例に対する相談の増加 

・精神的な問題を抱えた若年相談者が多く、失敗体験を強く引きずっている。相談者の力を引

き出したいが、社会資源が不足している。 

・８０５０問題や、高齢者かつ精神疾患や障害を併せ持つ事例が増えており、その対応に困っ

た支援者からの相談が増えていると感じる。 

◎経済的問題 

・無年金高齢者の相談が多い。 

・家計管理と収入と支出のバランスをとることが困難な世帯。 

◎引きこもり者、ニートの高年齢化と増加 

・国の定義によると、引きこもりの対象年齢は、３９歳以下だが、４０歳代や５０歳代以上の

引きこもり者がいる 

◎家族・親族の課題 

・障害が疑われる児童について、保護者の理解がない場合は対応がより困難となっている。 

・親族関係の希薄化。 

・障害のある親の子育て支援。 

◎社会的な孤立 

・人間関係を構築できない人が多く、介護や障害のサービスにも乗らず、社会とのかかわりが

希薄となってしまう。 
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◎後見人等申立て 

・家族がある場合の市長申立ての判断が難しい。 

 

◎発達障害児の増加 

・発達障害が疑われる児童が増えているが、根本的な解決策はないため苦慮している。 

 

⑦その他、支援する中で課題と感じていることをお答えください。 

◎チームアプローチ、コーディネーターが必要 

・担当内で相談が完結することは、ほとんどない。複数の担当や他の機関にかかわることを担

当者がコーディネートせざるを得ない。 

・一つの制度で相談者の様々なニーズをすべて充足することは困難。複数のケースを抱えてい

る状況で、相談者にとって、よりよい支援を行うために、総合的な視点と最低生活を保障す

るための視点を同時に持ち、支援することは困難であり、技術も要する。 

・相談者のトータルの支援方針に基づき、各制度の視点から、どのように支援すればよいのか

を検討したほうがよいと思われるケースも多々ある。 

・子どもや家族の抱えている課題が大きく、一つの係や担当だけでは、支援していくのは難し

い。関係各課や関係機関、さまざまな専門職に入ってもらい、チームでその家庭の抱える課

題を支援していくことが必要と感じる。 

・８０５０問題や、ダブルケア等の支援困難事例は３世代（本人・子・孫）の問題が重複かつ

互いに影響しあっている。このようなケースに分野別で対応している。連携体制は整いつつ

あるが、効果的効率的な役割分担、組織等について、検討する必要があると感じる。 

・チームアプローチ、連携の取り方の研修とともに、仕組み作りが必要。 

◎人材確保・育成 

・支援対象と思われる者の掘り起こしに対応できる人的資源の確保。 

・福祉専門職の採用が、特にインテークの場面で必要である。 

・対象者との雑談の中から相談されることは多くあるが、それぞれの担当者の考えに違いがあ

るため、質問に対して、個人の考え方で答えてしまうこともある。 

◎専門職への支援 

・支援員の日々感じる精神的な負担やストレスの蓄積が課題。 

◎気軽に相談できる体制づくり 

・気軽に専門機関や専門職につなげやすいようなシステムづくりが課題。 

・相談したいが、誰に話していいのかわからないという意見がある。 

◎情報共有 

・こどもだけではなく、保護者も問題を抱えていることが多いため、他職種・他の関係機関と

の連携が大切と思われる。ケースの方々がその人たちなりに自立した生活が送れるよう、関

係機関がお互いに役割を確認しながら情報を共有していくという、基本的な事の積み上げが

重要かと思います。 

・民生委員・児童委員等との連携では、その後どうなったかをきちんとフィードバックする必



34 

 

要がある。 

 

◎サービス拒否 

・保護者やお子さんに支援が必要と感じる事があっても、支援の対象者が聞く耳を持たない場

合、どこまで介入してよいかわからず、見守るだけになってしまう。 

◎引きこもりの人への関わり 

◎生活困窮者の金銭管理 

◎インフォーマルサービスの活用 

・公的サービスではまかないきれないところは、インフォーマルサービスの活用が必要。 

 

⑧相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

◎相談窓口の提供 

・誰にも相談できずに悩んでいた際、本庄市は発達障害の相談ができる場所があることを知っ

て、安心した、との言葉をいただいた。 

・子どもの発達の事で相談にのってもらい、情報提供や専門職への相談につなぐ、保育園と連

携をしてもらい様子をみてもらう等、子供の成長発達を一緒に考え見守りしてもらえること

がありがたいといった声がある。 

・どこに相談していいか、わからないと悩んでいる方に、こちらで行政機関に連絡を取り、相

談できる場所等を紹介出来た時には、喜ばれた。 

・本人の抱える心配事の相談を聞いてもらえる窓口があってよかったと喜ばれた。 

・継続的な相談支援により「何とか生きる気持ちが出た。」との感謝の言葉をいただいた。 

◎専門職との連携 

・子どもにどう関わってよいか悩んでいたが、発達検査をしてもらい、客観的な面から、子ど

もへの接し方を教えてもらえたので、悩みが少なくなった、との言葉をいただいた。 

・同じ職種だけではなく、心理士や作業療法士などいろいろな専門の先生がいることを職員か

ら聞き、うちの子にいろいろな専門の先生が関わってもらえるのはありがたいし、安心でき

る、との言葉をいただいた。 

・保育所（園）、幼稚園、学校の先生たちからは、子どもの関わり方がわからなかったが、巡回

してもらい、専門家の先生から具体的なアドバイスが聞けて、関わり方がわかったという話

があった。 

◎就労支援 

・自身では仕事を見つけられなかったが、熱心な就労支援により再就職し、自立生活につなが

り相談者から喜ばれた。 

◎その他 

・親の代わりに発達教育支援センターが、学校に子の様子を見に行き、担任の先生や校長先生

等にも、その子への関わり方をお話した。 
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【行政職員の回答者属性等】 

回答者性別 人数  
連携している多分野の専門職 

回答数 

男性 3人  ケース会議※1 支援で連携※2 

女性 5人  福祉分野 

回答者の組織での役職 人数  社会福祉士  2人 1人 

課長補佐 1人  精神保健福祉士 1人 1人 

係長 4人  介護福祉士 - - 

主査 3人  介護支援専門員 3人 - 

課別業務経験年数 平均年数  施設相談員 1人 - 

最長 2年～24年 1.5年～7年 生活支援コーディネーター 1人 1人 

担当ケース数 平均※ 地域包括支援センター職員 2人 - 

15～400ケース - 主任ケアマネ 1人 - 

多分野とのケース会議件数 平均※ 保育士 - 1人 

5～80件（年間） - 家庭児童相談員 - 2人 

※業務によって数値の幅が広いため、平均は記

載しない。 

 社会福祉協議会 1人 1人 

 相談支援専門員 1人 2人 

回答者の保有資格 人数  障害者就労支援センター 1人 - 

保健師 16人  医療分野 

看護師（准看護師含む） 1人  医師 3人 2人 

保育士 6人  歯科医師 1人 - 

社会福祉主事任用 16人  看護師（准看護師含む） 2人 3人 

幼稚園教諭 1人  保健師 4人 4人 

その他 2人  歯科衛生士 1人 - 

※複数の資格を保有している場合あり  理学療法士 - - 

   作業療法士 1人 - 

   言語聴覚士 - - 

   薬剤師 2人 - 

   MSW（ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 1人 - 

   行政 

   地域福祉課 4人  

   生活自立支援課 5人 3人 

   障害福祉課 6人 1人 

   子育て支援課 8人 - 

  介護保険課 2人 - 

   健康推進課 2人 - 

   

 

学校教育課 3人 - 

  本庄保健所 2人 2人 

  児童相談所 2人 - 

  警察署職員 2人 1人 

  教育分野 

 教員 3人 4人 

 その他 

  臨床心理士 3 人 1 人 

  消防 - 1人 

※1他分野の専門職とのケース会議に同席した専門職の数（全回答者の回答総数） 

※2実際の支援時に連携した専門職の数（全回答者の回答総数） 
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３．調査の結果とそこから見える課題 

アンケート調査票は、７１通回収され、ヒヤリングに参加した事業所や機関等は、４２カ所でした。 

関係機関との連携状況では、ケースカンファレンスの年間参加数は、アンケートの回答に幅（例えば、

年間２５回～３０回という回答）がありましたので、その最大値をとり、平均で居宅介護支援事業所 年

間平均１２．７回、地域包括支援センター 年間平均２４．６回、子ども家庭支援センター 年間平均

８．３回、障害相談支援事業所 年間平均１４．３回、病院 年間平均１６．２回、社会福祉協議会 年

間平均１０．６回、市役所 年間平均３０．７回で、市役所と地域包括支援センターが突出して高い状

況でした。障害の相談支援事業所は、障害者の計画相談があり、忙しくて手が回らないとの話がある中

で、必要なカンファレンスを何とかやっている状況でした。 

ヤングケアラーのケースについては、まだ関係者にあまり意識されていないようで、全体で１４ケー

スでした。 

複合ニーズ世帯は、ケース数は答えていないが「ある」答えた人５人を加えると、１６８～１７４ケ

ースという結果でした。 

 

本調査では、様々な課題が浮かび上がりました。その中で、本庄市の地域福祉計画策定の中で考えら

れなければならないいくつかの課題を取り上げてみました。 

 

◎ヤングケアラー問題 

ヤングケアラーについては、この調査で１４人という人数ですが、実際にはもっと多く存在する

と思われます。例えばシングルマザー家庭で、母親がパートの仕事を３つも掛け持ちしている場合、

子どもたちの家事負担が増大すると考えられます。この問題は、貧困問題とも関連する可能性があ

ります。特に、ケアを担う子どもには、福祉サービスの情報が最も届きにくい状況にあります。ま

た、高齢者や障害者の親の介護を孫が行っている例、障害をもった兄や姉の見守りを弟や妹がして

いる例もあります。本庄市においても、本格的調査が望まれます。 

※参 考 

神奈川県藤沢市（人口４２万９千人）では、５６校の小中学校等の教員調査を２０１７年に行い

ました（対象者１，８１２人のうち１，０９８人が回答（回収率６０．６％））。 

この調査では、複数の教員が一人の子どもを挙げた可能性もありますが、約半数の４８．６％の

教員が、現在または過去にそのような子どもがいたと回答しています。ケアの具体例では、家事や

兄弟の世話などが多かったとのことです。中には、シングルマザーが、「死にたい」と口走るように

なったため、子どもが不安になり、学校を休んでそばにいる、体の悪い祖母の代わりに認知症の祖

父を介護する子どもの記述もあったそうです。 

 

◎複合ニーズ世帯への対応と総合的支援 

一世帯に複数の福祉問題がある複合ニーズ世帯は、この調査で数多く報告されています。複合ニ

ーズ世帯への支援は、現状では、各関係専門機関がそれぞれの領域のみで対応し、ばらばらに関わ

っている状況で、世帯全体を捉えた支援になっていないようです。本調査でも、他の専門職との連

携やケースカンファレンスはかなり行われている実態がありました。しかし、専門職がチームを組
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んでの支援（専門多職種協働）や専門多職種によるケースカンファレンスが行われているのは、あ

る専門職が必要性を感じたからにすぎません。複合ニーズ世帯への支援の仕組みは現在のところな

い状況で、専門職の努力に任されている現状です。 

この調査でも連携を妨げる要因として、特に行政との関係で、市役所各課の縦割り体制（居宅介

護支援事業所）、行政担当者の人事異動・市役所福祉担当者の専門性が担保されていない（地域包括

支援センター）、勤務時間外・休日は対応できない等挙げられています。 

厚生労働省は、平成２７年９月「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」、２８年７月の「我

が事・丸ごと 地域共生社会実現」などで、対象者横断の支援機能（全世代全対象型地域包括）を

打ち出しています。また、先行自治体でも対象者横断支援の総合相談支援センターを設置していま

す。 

本庄市でも、総合相談支援センターの設置を検討する必要性があります。これにより、対象者横

断の支援機能が確保でき、また、そこに専門職を配置することで職員の専門性の確保になり、福祉

部各課のケースカンファレンス（現在多い部署で年間８０回）数を減らすことにつながります。東

松山市のように、専門職を多く配置することで、２４時間３６５日の電話相談対応も可能になりま

す。さらに、神奈川県藤沢市は、地域包括支援センターと障害者相談支援事業所を統合する方向で

す。この２つの専門機関を統合すると本調査でも課題として上がった、「障害福祉サービス」から「介

護保険サービス」の移行もスムーズになる可能性がありますし、高齢の親と障害を持つ息子や娘世

帯という複合ニーズ世帯への対応も可能となります。 

 

◎在宅生活のための医療介護連携 

病院の地域連携室のヒヤリングにおいて、退院前に、在宅に向けてのカンファレンスを行い、サ

ービスの利用プランも作成したにも関わらず、いざ退院するときに、患者から聞き取っていた内容

の相違や経済的理由、受け入れ環境など、その人の状況によりサービスを見直さなければならない

ような事例もある、との意見が出されました。 

本庄市には、平成２９年度まで埼玉県が補助し、また、平成３０年度からは児玉郡市が委託する、

医師会の運営による在宅医療連携拠点があり、入院患者の退院支援等にあたって病院のワーカー等

と連携を図る仕組みがあります。一方で、上記のような意見もあり、今後、さらなる連携が必要で

あることが分かりました。 

 

◎個人情報保護の問題と民生委員・児童委員の関与 

個人情報の課題は、住民懇談会でも出されましたが、本調査でも出されています。個人情報の問

題（地域包括支援センター）、個人情報の共有に関する課題（病院地域連携室）、情報提供に消極的

な機関があり、連携の妨げの一要因となる（市役所関係課）、等挙げられています。 

個人情報の関係機関への提供に際しては、それぞれの相談機関の窓口で、相談受付票等の書類に、

個人情報提供同意書欄を設け、本人や家族の同意署名と捺印をしてもらうなどの工夫が必要です。

（例えば同意書欄の文章は、「あなたへのより良い支援を行うため、必要な関係機関に、あなたの個

人情報を提供することに同意しますか」のようにします） 

関係機関等とのケースカンファレンスや連携しての支援において、民生委員・児童委員の参加や
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関わりが少ないという印象です。住民懇談会でも、民生委員・児童委員さんから行政が情報を教え

てくれない、行政から担当区内の住民の状況を聞かれたが、その後どうなったのかについて何も連

絡がないなどの意見も出ました。民生委員・児童委員は、民生委員法で、「守秘義務」が課されてい

ます。また身分は、都道府県の非常勤特別職で、公務員法による守秘義務もあります。民生委員・

児童委員への個人情報開示はもっと行われて良いと思います。 

在宅の支援においては、民生委員・児童委員の関わりが必要になります。本調査では、「民生委員・

児童委員等との連携では、その後どうなったかをきちんとフィードバックする必要がある（市役所

関係課）」という意見が出ています。支援に際して民生委員・児童委員から情報を得ておいて、その

後どうなったかを経過報告をしていないという問題です。きちんと経過報告をする必要があります。 

 

◎障害児・者に関する課題 

本調査では、障害児・者への支援の課題も出されています。高次脳機能障害の人への支援 

（市役所関係課）について、高次脳機能障害は、２０１２年に成立した「障害者総合支援法」で

ようやく障害者として認められました。そのため、この障害の人たちに対応できる通所施設がまだ

全国的に少ないという現状です。本庄市でも課題としてあげられていますから、この障害の人たち

に対応できる市内の通所施設の充実や、職員の専門性を付加するための研修の充実などの施策の展

開が必要です。 

また、障害児に関してもいくつか課題が挙げられています。「障害児の療育機関が少ない」、「重症

心身障害児の預かり先が少なく、保護者の介護負担軽減につながるサービスがなかなかない」、「発

達障害が疑われる児童が増えているが、根本的な解決策はないため苦慮している」（市役所関係課）、

「発達障害が疑われる子どもの親、子どもへの対応等、関わり方の難しさを感じる」（子育て支援セ

ンター）等です。 

平成２８年６月に改正された「児童福祉法」において、「市町村障害児福祉計画」の策定が義務付

けられました。 

 

児童福祉法 第３３条の２０ 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害

児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）

を定めるものとする。 

 

この条文にある基本指針を国は次のように示しています。 

 

【国の基本指針】 

◆ 平成３２年度末までに児童発達支援センターを各市町村に少なくとも 1 カ所以上設置することを

基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置があっても差し支えない 

◆ 平成３２年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築す

る 

◆ 平成３２年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービ
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スを各市町村に少なくとも 1 カ所以上確保する 

◆ 平成３０年度末までに各圏域及び各市町村において、医療的ケア児支援の協議の場を設置する。

なお、市町村単独で設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても

差し支えない 

 

障害児に関する本調査で挙げられた課題は、本庄市として障害児福祉計画の中で、解決が図られ

る必要性があります。 

 

◎移動の問題 

本調査では、病院への通院等の外出支援・移動手段の課題（居宅介護支援事業所）、移動手段に関

する課題（地域包括支援センター）、移動支援の課題（社会福祉協議会）、通院支援として、たとえ

ば、透析患者で通院バスに乗れない人がいる（病院地域連携室）等挙げられました。 

高齢者人口が増えていき、高齢者の自動車運転免許返上も増加し、また買い物できるスーパーの

閉店などもある中で、通院・買い物等の外出手段の確保は大きな課題となっています。これは、高

齢者の問題だけではなく、歩行に障害のある人や病気から移動支援が必要な人も同様です。 

この課題については、地域福祉計画でも取り上げるとともに、市役所全庁挙げて対策を行う必要

があると思います。 
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４．資料編 

（１）福祉関係機関ヒヤリング調査票（事業者用） 

１．回答者性別  男 性・女 性 

 

２．所属事業所の種別  （               ） 

 

３．事業所での役職   （               ） 

 

４．資 格       社会福祉士 ・ 精神保健福祉士 ・ 介護福祉士 ・ 保健師・ 

看護師 ・ 介護支援専門員 ・介護職員初任者研修 ・保育士・ 

ヘルパー１級 ・同２級 ・社会福祉主事任用 ・幼稚園教諭・ 

その他（                      ） 

 

５．業務経験年数（通算）（      年） 

 

６．現在の担当ケース数（     ケース） 

 

７．あなたは、他分野の専門職とケースカンファレンス（サービス調整会議・地域ケア会議を含む）を

主催した経験・出席した経験がありますか？ またその経験数は年間何回程度ですか？（一事例で複

数回は、１回とカウントしてください。） 

 

  ある（年間    回程度）・ない 

 

８．その時に出席した主な専門職を挙げてください。（行政職員の場合は、担当課名） 

 

 

９．あなたは、他分野の専門職と連携して支援を行ったことはありますか？連携した専門職も挙げてく

ださい。 

  ある（専門職名          ）・ない 

（専門職名          ） 

（専門職名          ） 

 

１０．あなたが担当するケースで、１８歳未満の子どもが家事や介護を担う（ヤングケアラー）ケース

数は、どの程度ありますか？ 

 

ある（    ケース程度）・ない 
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１１．複合ニーズ世帯（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－要介護高齢者と障害を持つ子どもが

同居している（8050 問題・ダブルケア等）等）のケース数は、どの程度ありますか？ 

 

ある（    ケース程度）・ない 

 

１２．複合ニーズ世帯がある場合、最も複雑で苦労しているケース概要を簡単に記述してください。 

 

 

１３．制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間のニーズがある場合、その概要を記述して

ください。 

 

 

１４．他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思い

ますか？ 
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１５．相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください

（最近○○のようなケースが増えてきた、○○のような相談が多く寄せられるようになった等）。 

 

 

１６．相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

 

 

１７．その他、支援する中で課題と感じていることをお答えください。 
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（２）福祉関係機関ヒヤリング調査票（行政用） 

１．回答者 （課名：         役職：      氏名：          ） 

 

２．相談・支援担当職員数及び職員の保有資格 

相談・支援担当職員数（   名） 

保有資格：社会福祉士（  名） ・ 精神保健福祉士（  名） ・ 介護福祉士（  名）・ 

保健師（  名）・ 看護師（  名） ・ 介護支援専門員（  名） ・ 

介護職員初任者研修修了者（  名） ・ ヘルパー１級（  名） ・同２級（  名）・ 

社会福祉主事任用（  名） ・その他（                  ） 

 

３．相談・支援担当職員の業務経験年数（最長    年・平均    年） 

 

４．相談・支援担当職員の平均担当ケース数（     ケース） 

 

５．他分野の専門職等とケースカンファレンス（サービス調整会議・地域ケア会議を含む）を主催した、

又は担当職員として出席したことがありますか？ またその経験数は年間何回程度ですか？（一事例

について複数回は、１回とカウントしてください。） 
 

ある（年間    回程度）・ない 

 

６．その時に出席した主な専門職・行政職員を挙げてください。（行政職員の場合は、担当課名） 

 

 

７．他分野の専門職と連携して支援を行ったことはありますか？連携した専門職も挙げてください。 

ある（専門職名          ）・ない 

（専門職名          ） 

（専門職名          ） 

 

８．現在、相談・支援しているケースのうち、複合ニーズ（一世帯に複数の福祉問題がある世帯 例－

要介護高齢者と障害を持つ子どもや孫が同居している（８０５０問題・ダブルケア）等）を持ったケ

ースがどの程度ありますか？また、ある場合には、最も複雑で苦労しているケースの概要を簡単に記

述してください。 

ある（    ケース程度）・ない 



44 

 

 

９．現在、相談・支援しているケースのうち、１８歳未満の子どもが家事や介護を担っている（ヤング

ケアラー）ケースがどの程度ありますか？ 

 

ある（    ケース程度）・ない 

 

１０．現在、相談・支援しているケースのうち、制度上のサービスで対応できないニーズや制度の狭間

のニーズがどの程度ありますか？また、ある場合には、その概要を記述してください。 

 

ある（    ケース程度）・ない 

 

 

１１．他の専門職・行政機関等と連携しようと思う時に、連携を妨げる要因は、どのようなことと思い

ますか？ 
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１２．相談・支援の対象者について、最近の傾向として課題と思うことがありましたらお答えください。 

 

 

１３．相談・支援を行った際に、対象者に特別喜ばれたニーズ対応事例がありましたらお答えください。 

 

 

１４．その他、相談・支援を行う中で課題と感じていることがあれば、お答えください。 
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